
競技会コード：19662501
競技場コード：273050

令和３年度

第24回 ⼤阪体育⼤学・天理⼤学
陸上競技対校選⼿権⼤会



総務 ⼭本 ⼤輔

審判⻑ 貴嶋 孝太

アナウンサー 和多野 碧⾐ 中島 貴⼼ 

記録員 和⽥ 詩織

⾵⼒計測員 寺川 ⻘空

写真判定員 松本 沙織

⽤器具 ⼤久保 優⾺

監察員 塚本 蒼⿇

スターター 中藤 ⽴紀

召集員 ⼩森 裕⼠郎

跳躍審判員 佐々⽊ 祐弥

投擲審判員 ⽵本 匠吾

競技会役員
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 1、  本⼤会は、2021年度⽇本陸上競技連盟競技規則及び、本記録会申し合わせ事項により実施する。
 2、 陸協、⼜は各地区学⽣陸上競技連盟令和元年度登録ナンバーカードを使⽤すること。
 3、 9時20分に打ち合わせを⾏いますので、代表者の⽅は受付に集合してください。
 4、 競技当⽇、各種⽬をやむなく棄権する場合は本部まで申し出ること。
 5、 当⽇エントリーは受け付けない。
 6、 対校戦は各種⽬において両校3名までとする。
 7、 対校得点に関しては、各種⽬において両校の出場者数の合計によって変動する。
     例）体⼤3名・天理1名の合計4名の場合、１位４点、２位３点、３位２点、４位１点となる
 8、 ウォーム・アップについては競技に⽀障がないように注意して⾏うこと。
 9、 各種⽬の招集場所と招集時刻は以下の通りとする。

場所
時間

＊注1．リレーは20分前とし、全⾛者がゴール地点で⾏う。
＊注2．棒⾼跳は50分前に現地で招集とし、本種⽬のみ公式練習を⾏う。
＊注3．ハンマー投は30分前とする。

 10、 計時は、すべて電気計時（1/100)で⾏う。
    ただし，判定装置に不具合が⽣じた場合は⼿動計時（1/10秒）で⾏うことがある。
 11、 トラック種⽬に関しては、現地コール時に腰ナンバーを配布する。
 12、 トラック種⽬の対校選⼿は1組⽬に編成する。
    ただし、エントリー数によってオープン選⼿が１組⽬に⼊る場合がある。
 13、 リレーのオーダー⽤紙は招集時刻１時間前までに本部に提出すること。

 15、 個⼈所有の投擲物を使⽤する場合は、招集時刻１時間前までに本部にて検定を受けること。
 16、 投擲種⽬の練習は、投擲審判員の指⽰に従い競技開始前に競技場で⾏う。
    各種⽬とも原則2投までとする。
 17、 記録は結果掲⽰板にて提⽰する。
 18、 参加者の競技中の発病、負傷に対して主催者は応急処置以外の責任を負わない。
 19、 荷物は各個⼈で責任を持って管理し、盗難・紛失について主催者側は⼀切責任を負わない。
 20、  競技開始時刻を運営上変更する場合があるので、注意すること。
 21、  その他、不明な点は本部に問い合わせること。

競技・その他注意事項

現地 現地

１０分 注1 １０分 １５分 注2 １５分 注3

 14、 フィールド種⽬において、４回⽬以降の試技は対校選⼿を含む最⼤８名で実施する。
    ただし、対校選⼿は無条件で４回⽬以降の試技を⾏えるものとする。
    従って，オープン選⼿は３回⽬までの試技の記録順で４回⽬以降の試技に進むことができるが、
       4回⽬以降の試技を⾏えるオープン選⼿の数は対校選⼿の数によって変動する。

短距離 ⻑距離 跳躍 投擲
現地 現地
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①活動⽬的
 競技会でのパフォーマンスを最⼤限に引き上げるためにコンディショニングルームを設置します。
 また緊急時の傷害には救護係が、早急に対応します。

②時間
 競技開始1時間30分前から競技終了時刻まで随時対応します。

③場所
 スタンド下のトレーナールームをコンディショニングルーム兼⼤会救護本部とします。

  
④トレーナー
 ⼤阪体育⼤学陸上競技部トレーナー、O.U.H.S. Athletic Trainer Team

⑤対象
 ⼤阪体育⼤学競技会に出場する全選⼿を対象とします。

⑥具体的活動内容
 コンディショニングに関しては選⼿の要望に応えるために、ホットパック、テーピング、
 マッサージなど、あらゆる⼿段を考えます。
 緊急時の傷害には、救護係がすぐさま駆けつけ対応、搬送します。
 応急処置の道具、アイシングのための製氷機、ビニール袋もあるので、試合後に使⽤できます。

⼤会トレーナーの活動について

何か困ったことがあれば

気軽にトレーナールームまでどうぞ！！
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競技開始 種別 種⽬ 組 競技開始 種別 種⽬ ⼈数

10:00 男 1500ｍ 1組 10:00 ⼥ ⾛⾼跳 10

10:20 男 800ｍ 1組 10:30 ⼥ ⾛幅跳 8

10:30 ⼥ 800ｍ（オープン） 1組 11:00 男 棒⾼跳 11

11:10 男 100m 5組 12:00 男 三段跳 11

11:30 ⼥ 100m 1組 13:20 ⼥ 三段跳（オープン） 3

12:00 男 400mH 1組 14:00 男 ⾛⾼跳 12

12:20 男 400m 3組 14:30 男 ⾛幅跳 15

12:40 ⼥ 400m（オープン） 1組

13:00 男 200m 3組

13:15 ⼥ 200m 1組 競技開始 種別 種⽬ ⼈数

13:45 ⼥ 100mH（オープン） 1組 10:00 男⼥ 砲丸投 13

14:00 男 110mH（オープン） 1組 10:00 男 ハンマー投 12

14:30 男 4×100ｍR 1組 11:30 ⼥ ハンマー投 7

14:50 ⼥ 4×100ｍR 1組 12:30 男⼥ 円盤投 14

15:10 男 3000m（オープン） 1組 14:00 ⼥ やり投 9

15:40 男 4×400ｍR 1組 15:00 男 やり投 16

競技終了予定時刻  16：30〜

＜THROW＞

第24回 ⼤阪体育⼤学・天理⼤学
陸上競技対校選⼿権⼤会⽇程

開会式   9:30〜

※オープンと記載されたもの以外は対校種⽬

＜TRACK＞ ＜JUMP＞
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9”95 2021
9”97 2019
10"07 2017
10”37 2002
10”52 2017

1 組
レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

2 2019 萩尾 脩⼈ ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ ⼤体⼤ 1 ⼤阪
3 813 ⼩森 裕⼠郎 ｺﾓﾘ ﾕｳｼﾛｳ 天理⼤ 3 奈良
4 557 中野 翔⼤ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ⼤体⼤ 3 和歌⼭
5 815 佐野 義公 ｻﾉ ﾖｼﾕｷ 天理⼤ 3 奈良
6 2027 佐々⽊ 良徳 ｻｻｷ ﾘｮｳﾄｸ ⼤体⼤ 1 ⼤阪
7 811 ⾳村 篤海 ｵﾄﾑﾗ ｱﾂﾐ 天理⼤ 3 奈良

2 組 ⾵：+/-
レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 554 窪⽥ 亮 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ ⼤体⼤ 3 ⼤阪
2 7381 松井 星⽮ ﾏﾂｲ ｾｲﾔ 但⾺AC 兵庫
3 807 森脇 蓮 ﾓﾘﾜｷﾚﾝ 天理⼤ 4 奈良
4 594 ⼤⻄ 蒼⽞ ｵｵﾆｼ ｿｳｹﾞﾝ ⼤体⼤ 2 奈良
5 496 ⻘⽊ 光 ｱｵｷ ﾋｶﾙ ⼤体⼤ 4 ⼤阪
6 841 宮川 公輔 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 天理⼤ 2 奈良
7 2024 泉 翔太 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ ⼤体⼤ 1 兵庫

3 組 ⾵：+/-
レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 589 笹貫 正悟 ｻｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ ⼤体⼤ 2 ⼤阪
2 834 坂本 俊介 ｻｶﾓﾄｼｭﾝｽｹ 天理⼤ 2 ⼤阪
3 564 ⽯⽥ 蒼万 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ ⼤体⼤ 3 静岡
4 842 鈴⽊ 堅考 ｽｽﾞｷﾀｶﾉﾘ 天理⼤ 2 奈良
5 549 岩崎 嵩⼤ ｲﾜｻｷ ﾀｶｵ ⼤体⼤ 3 ⼤阪
6 835 塩⽥ 響 ｼｵﾀﾋﾋﾞｷ 天理⼤ 2 奈良
7 553 ⽊⾕ 優太 ｷﾀﾆ ﾕｳﾀ ⼤体⼤ 3 ⼤阪
8 818 中藤 ⽴紀 ﾅｶﾌｼﾞﾘﾂｷ 天理⼤ 3 奈良

男⼦100ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 11時10分

対校種⽬
⾵：＋ / −

OPEN

⽇本記録 ⼭縣 亮太(セイコー)
⽇本学⽣記録 桐⽣ 祥秀（東洋⼤）
関⻄学⽣記録
⼤体⼤記録

コール開始 11時00分

多⽥ 修平 ( 関 ⻄ 学 院 ⼤ )
⼩野⽥ 稔也（⼤阪体育⼤）

⼤会記録 櫻井 悠惇（⼤阪体育⼤）
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4 組 ⾵：+/-
レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 555 佐々⽊ 裕太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ ⼤体⼤ 3 兵庫
2 2023 ⼭下 玲皇 ﾔﾏｼﾀ ﾚｵ ⼤体⼤ 1 兵庫
3 584 中⻄ 弘紀 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ ⼤体⼤ 2 ⼤阪
4 566 永⽥ 響 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ ⼤体⼤ 3 島根
5 2483 太⽥ 潤 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ ⼤体⼤ 1 ⼤阪
6 575 ⽢利 颯太 ｱﾏﾘ ｿｳﾀ ⼤体⼤ 2 ⼤阪
7 2044 池⽥ 航⼤ ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ⼤体⼤ 1 ⼤阪
8 552 川端 優志 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｼ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

5 組 ⾵：+/-
レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 2202 本村 和也 ﾓﾄﾑﾗｶｽﾞﾔ 天理⼤ 1 奈良
2 2045 ⽟⽥ 幸治 ﾀﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ ⼤体⼤ 1 ⼤阪
3 821 藤原 怜王 ﾌｼﾞﾜﾗﾚｵ 天理⼤ 3 奈良
4 597 ⾠⺒ 航太郎 ﾀﾂﾐ ｺｳﾀﾛｳ ⼤体⼤ 2 兵庫
5 795 郡 翔太 ｺｵﾘｼｮｳﾀ 天理⼤ 4 和歌⼭
6 558 平原 昌平 ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ ⼤体⼤ 3 兵庫
7 827 菊井 海稀 ｷｸｲｶｲｷ 天理⼤ 2 奈良
8 576 奥村 現⽣ ｵｸﾑﾗ ｹﾞﾝｷ ⼤体⼤ 2 ⼤阪
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20.03 2003
20”21 2013
20”65 2020
20”67 2002
21”09 2015

1 組
レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

3 845 茶圓 裕希 ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ 天理⼤ 1 ⼤阪

4 2019 萩尾 脩⼈ ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

5 848 今泉 蓮 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 天理⼤ 1 奈良

6 2024 泉 翔太 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ ⼤体⼤ 1 兵庫

7 554 窪⽥ 亮 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

2 組 ⾵：+/-
レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

2 553 ⽊⾕ 優太 ｷﾀﾆ ﾕｳﾀ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

3 555 佐々⽊ 裕太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ ⼤体⼤ 3 兵庫

4 557 中野 翔⼤ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ⼤体⼤ 3 和歌⼭

5 550 岩崎 ⽴来 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ ⼤体⼤ 3 奈良

6 564 ⽯⽥ 蒼万 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ ⼤体⼤ 3 静岡

7 589 笹貫 正悟 ｻｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

3 組 ⾵：+/-

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

3 2044 池⽥ 航⼤ ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

4 575 ⽢利 颯太 ｱﾏﾘ ｿｳﾀ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

5 2027 佐々⽊ 良徳 ｻｻｷ ﾘｮｳﾄｸ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

6 2023 ⼭下 玲皇 ﾔﾏｼﾀ ﾚｵ ⼤体⼤ 1 兵庫

7 2045 ⽟⽥ 幸治 ﾀﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

男⼦200ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 13時00分

コール開始 12時50分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

OPEN

池⽥ 晴悟（⼤阪体育⼤）

⾵：＋ / −

⽇本記録 未績 慎吾（ミズノ）
⽇本学⽣記録 飯塚 翔太（中央⼤）
関⻄学⽣記録 笠⾕ 洸貴（近畿⼤）

林 直也（⼤阪体育⼤）
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44.78 1991
45"03 2000
45"44 1999
46"79 2007
46"79 2007

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

2 2198 ⼤久保 優⾺ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾏ 天理⼤ 1 ⼤阪

3 580 ⼩野 智幸 ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ ⼤体⼤ 2 ⼭⼝

4 823 ⽮野 正也 ﾔﾉ ﾏｻﾔ 天理⼤ 3 岡⼭

5 562 和中 ⿓⼀郎 ﾜﾅｶ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ⼤体⼤ 3 和歌⼭

6 839 中村 蓮⾳ ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 天理⼤ 2 京都

7 558 平原 昌平 ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ ⼤体⼤ 3 兵庫

2 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

3 551 川⻄ 健太 ｶﾜﾆｼ ｹﾝﾀ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

4 550 岩崎 ⽴来 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ ⼤体⼤ 3 奈良

5 486 飯尾 ⼼輝 ｲｲｵ ﾓﾄｷ ⼤体⼤ 4 愛媛

6 559 藤原 由規 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

3 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

3 585 ⼭本 望睦 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ ⼤体⼤ 2 和歌⼭

4 506 ⽚⼭ 朔 ｶﾀﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

5 2026 中澤 孝太 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ ⼤体⼤ 1 和歌⼭

6 2043 ⻑⾕ 拓哉 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

7 566 永⽥ 響 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ ⼤体⼤ 3 島根

男⼦400ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 12時20分

コール開始 12時10分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

OPEN

安⽥ 真望（⼤阪体育⼤）

⽇本記録 ⾼野 進（東海⼤クラブ）
⽇本学⽣記録 ⼭村 貴彦（⽇本⼤）
関⻄学⽣記録 森⽥ 真治（同志社⼤）

安⽥ 真望（⼤阪体育⼤）
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1.45.75 2014
1ʼ45”75 2014
1'47"61 2018
1ʼ50”59 2007
1ʼ53”12 2010

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 525 末次 琢真 ｽｴﾂｸﾞ ﾀｸﾏ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

2 604 ⽮部 隼也 ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

3 対校 2040 更⾕ 侑 ｻﾗﾀﾆ ﾀｽｸ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

4 対校 828 ⼟井 悠平 ﾄﾞｲﾕｳﾍｲ 天理⼤ 2 京都

5 対校 529 ⽶川 拓摩 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸﾏ ⼤体⼤ 3 三重

6 対校 2028 荒川 潤 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

7 526 津⽥ ⻯太朗 ﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

8 528 宮川 寛太郎 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶﾝﾀﾛｳ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

男⼦800ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 10時20分

コール開始 10時10分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

浜⽥ ⼤輔（⼤阪体育⼤）

⽇本記録 川元 奨（⽇本⼤）
⽇本学⽣記録 川元 奨（⽇本⼤）
関⻄学⽣記録 花村 拓⼈（関⻄学院⼤）

吉井 賢志（⼤阪体育⼤）
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3.35.42 2021 河村 ⼀輝（トーエネック）
3ʼ35”69 2015 E・オムワンバ（⼭梨学院⼤）
3'41"39 2005 ⽥⼦ 康宏(⽴命館⼤)
3ʼ45”43 2007 吉井 賢志（⼤阪体育⼤）
3ʼ58”10 芝⽥ 健⼆（⼤阪体育⼤）

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 482 若林 拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ ⼤体⼤ 4 滋賀

2 対校 2038 加藤 優希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ ⼤体⼤ 1 滋賀

3 対校 817 塚本 蒼⿇ ﾂｶﾓﾄｿｳﾏ 天理⼤ 3 奈良

4 対校 2034 明後 達也 ﾐｮｳｺﾞ ﾀﾂﾔ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

5 対校 2039 淺原 来⽻ ｱｻﾊﾗ ｺｳ ⼤体⼤ 1 島根

6 483 新井 貫太 ｱﾗｲ ｶﾝﾀ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

7 484 笹本 匠 ｻｻﾓﾄ ﾀｸﾐ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

対校種⽬

⾵：＋ / −

男⼦1500ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 10時00分

コール開始 9時50分

⽇本記録
⽇本学⽣記録
関⻄学⽣記録
⼤体⼤記録
⼤会記録
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7ʼ53”02 2007
8ʼ37”62 2018

1 組

出場者 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 482 若林 拓 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ ⼤体⼤ 4 滋賀

2 2038 加藤 優希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ ⼤体⼤ 1 滋賀

3 606 中辻 隼⼈ ﾅｶﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

4 2039 淺原 来⽻ ｱｻﾊﾗ ｺｳ ⼤体⼤ 1 島根

5 483 新井 貫太 ｱﾗｲ ｶﾝﾀ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

6 485  尾⽥ ⼀翔 ｵﾀﾞ ｲｯﾄ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

7 2030 三⽊ 颯⼤ ﾐｷ ｿｳﾀﾞｲ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

8 484 笹本 匠 ｻｻﾓﾄ ﾀｸﾐ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

9 596 中⻄ 涼太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ ⼤体⼤ 2 京都

10 2048 松清  碧海 ﾏﾂｷﾖ    ｱｵﾄ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

11 2387 ⽥平 皓⼰ ﾀﾋﾞﾗ ｺｳｷ ⼤体⼤ 1 兵庫

⽇本学⽣記録 ⽵澤 健介（早稲⽥⼤）
⼤会記録 ⼤坂 祐輝（⼤阪体育⼤）

OPEN

コール開始 15時00分

男⼦3000m ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 15時10分
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13.25 2019
13”50 2001
13"55 2021
14”02 2018
14”15 2018

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

3 587 ⽩岩 紳 ｼﾗｲﾜ ｼﾝ ⼤体⼤ 2 兵庫

4 591 宮井 拓夢 ﾐﾔｲ ﾀｸﾑ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

5 2025 粟野 聖瑳 ｱﾜﾉ ｾｲｻﾞ ⼤体⼤ 1 兵庫

6 590 當房 樹 ﾄｳﾎﾞｳ ｲﾂｷ ⼤体⼤ 2 ⿅児島

7 531 中島 貴⼼ ﾅｶｼﾞﾏ ｷｼﾝ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

男⼦110mH ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 14時00分

コール開始 13時50分

⼤体⼤記録
⼤会記録

OPEN

畑中 悠志（⼤阪体育⼤）

⾵：＋ / −

⽇本記録 ⾼野 崚野（ゼンリン）
⽇本学⽣記録 内藤 真⼈（法政⼤）
関⻄学⽣記録 徳岡 凌（⽴命館⼤）

畑中 悠志（⼤阪体育⼤）
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47.89 2001
47”89 2001
49"41 2011
50”12 1993
５1"38 2007

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

3 対校 829 三⽊ 稜⼠ ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ 天理⼤ 2 奈良

4 対校 588 中嶋 佑 ﾅｶｼﾏ ﾀｽｸ ⼤体⼤ 2 兵庫

5 対校 830 合⽥ 孝輔 ｱｲﾀﾞ ｺｳｽｹ 天理⼤ 2 奈良

6 対校 513 吉元 陽太郎 ﾖｼﾓﾄ ﾖｳﾀﾛｳ ⼤体⼤ 4 ⿅児島

7 対校 2197 ⽯⽥ ⼀ ｲｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 天理⼤ 1 奈良

男⼦400ｍH ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 12時00分

コール開始 11時50分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

⼤塚 光雄（⼤阪体育⼤）

⽇本記録 為末 ⼤（法政⼤）
⽇本学⽣記録 為末 ⼤（法政⼤）
関⻄学⽣記録 ⼩⻄ 勇太（⽴命館⼤）

松江 紀明（⼤阪体育⼤）
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37.43 2019
38”54 2010
39"05 2019
39”62 2017
40”23 2018

1 組

4 レーン チーム名： 5 レーン チーム名：

ナンバー ⽒名 フリガナ 学年 陸協 ナンバー ⽒名 フリガナ 学年 陸協

(  ) 557 中野 翔⼤ ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 3 和歌⼭ (  ) 811 ⾳村 篤海 ｵﾄﾑﾗ ｱﾂﾐ 3 奈良

(  ) 554 窪⽥ 亮 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 3 ⼤阪 (  ) 813 ⼩森 裕⼠郎 ｺﾓﾘ ﾕｳｼﾛｳ 3 奈良

(  ) 2027 佐々⽊ 良徳 ｻｻｷ ﾘｮｳﾄｸ 1 ⼤阪 (  ) 815 佐野 義公 ｻﾉ ﾖｼﾕｷ 3 奈良

(  ) 2024 泉 翔太 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 1 兵庫 (  ) 841 宮川 公輔 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 2 奈良

(  ) 2019 萩尾 脩⼈ ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ 1 ⼤阪 (  ) 848 今泉 蓮 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 1 奈良

(  ) 845 茶圓 裕希 ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ 1 ⼤阪

順位

男⼦4×100ｍR ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 14時30分

コール開始 14時10分

⽇本記録 多⽥・⽩⽯・桐⽣・サニブラウン
⽇本学⽣記録 畠⼭・川⾯・河合・飯塚（中央⼤）
関⻄学⽣記録 ⻄沢・川⻄・上⼭・⽩井（近畿⼤）

池⽥・櫻井・松井・佐野（⼤阪体育⼤学）
葉佐・⽯倉・⼩池・秋⿅（⼤阪体育⼤学A）

天理⼤

⼤体⼤記録
⼤会記録

⼤体⼤

チーム名 記録
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3.00.76 1996
3ʼ03”71 2000
3'05"45 1999
3ʼ09”22 2015
3ʼ08”28

1 組
3 レーン チーム名： 4 レーン チーム名：

ナンバー ⽒名 フリガナ 学年 陸協 ナンバー ⽒名 フリガナ 学年 陸協

(  ) 559 藤原 由規 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 3 ⼤阪 (  ) 823 ⽮野 正也 ﾔﾉ ﾏｻﾔ 3 岡⼭

(  ) 588 中嶋 佑 ﾅｶｼﾏ ﾀｽｸ 2 兵庫 (  ) 839 中村 蓮⾳ ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 2 京都

(  ) 585 ⼭本 望睦 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 2 和歌⼭ (  ) 829 三⽊ 稜⼠ ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ 2 奈良

(  ) 2026 中澤 孝太 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 1 和歌⼭ (  ) 848 今泉 蓮 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 1 奈良

(  ) 2043 ⻑⾕ 拓哉 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ 1 ⼤阪 (  ) 2198 ⼤久保 優⾺ ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾏ 1 ⼤阪

(  ) 845 茶圓 裕希 ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ 1 ⼤阪

5 レーン チーム名：

ナンバー ⽒名 フリガナ 学年 陸協

(  ) 506 ⽚⼭ 朔 ｶﾀﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 4 ⼤阪

(  ) 513 吉元 陽太郎 ﾖｼﾓﾄ ﾖｳﾀﾛｳ 4 ⿅児島

(  ) 503 ⼟⼿ 幸星 ﾄﾞﾃ ｺｳｾｲ 4 滋賀

(  ) 511 森⻄ ⼀樹 ﾓﾘﾆｼ ｶｽﾞｷ 4 徳島

(  ) 531 中島 貴⼼ ﾅｶｼﾏ ｷｼﾝ  3 ⼤阪

(  ) 564 ⽯⽥ 蒼万 ｲｼﾀﾞ ｿｳﾏ 3 静岡

順位

男⼦4×400ｍR ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 15時40分

コール開始 15時20分

⽇本記録 苅部・伊藤・⼩坂⽥・⼤森
⽇本学⽣記録 ⼩林・向井・中川・⼭村（⽇本⼤）
関⻄学⽣記録 松宮・坂本・⻤頭・櫻井（京都産業⼤）

中村・越智・森⼭・椿本（⼤阪体育⼤学）
坂本・北島・中村・豊⽥（天理⼤学）

⼤体⼤記録
⼤会記録

⼤体⼤Ａ 天理⼤

⼤体⼤Ｂ

チーム名 記録
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2ｍ33 2006
2m32 1993

2ｍ25
2003
2019

2m20 2003
2m13 2015

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 570 井上 駿⼈ ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ ⼤体⼤ 2 愛媛

2 517 畑中 天真 ﾊﾀﾅｶ ﾃﾝｼﾝ ⼤体⼤ 4 京都

3 573 ⼤川 海翔 ｵｵｶﾜ ｶｲﾄ ⼤体⼤ 2 滋賀

4 819 中村 太星 ﾅｶﾑﾗﾀｲｾｲ 天理⼤ 3 奈良

5 810 岡⽥ 雅之 ｵｶﾀﾞﾏｻﾕｷ 天理⼤ 3 京都

6 809 市⽥ 晃成 ｲﾁﾀﾞｺｳｾｲ 天理⼤ 3 ⼤阪

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 2041 井上 拓⼰ ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ ⼤体⼤ 1 滋賀

8 538 ⼩⽟ 啓太 ｺﾀﾞｹｲﾀ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

9 2052 福本 清貴 ﾌｸﾓﾄ ｷﾖﾀｶ ⼤体⼤ 1 奈良

10 1178 泉井 佑介 ｲｽﾞｲ ﾕｳｽｹ 住まいる
サービス 奈良

11 847 ⼩宮路 ⼤翔 ｺﾐﾔｼﾞﾂﾊﾞｻ 天理⼤ 1 兵庫

12 814 佐々⽊ 祐弥 ｻｻｷﾕｳﾔ 天理⼤ 3 奈良

男⼦⾛⾼跳 ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 10時00分

コール開始 9時45分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

OPEN

⽇本記録 醍醐 直幸（富⼠通）
⽇本学⽣記録 君野 貴弘（順天堂⼤）

関⻄学⽣記録
眞鍋 周平（⼤阪⼤）

藤⽥ 渓太郎（⽴命館⼤）
⾼尾 ⼤吉（⼤阪体育⼤）
上⽥ 裕紀（⼤阪体育⼤）
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5ｍ83 2005
5m75 2013
5m56 2008
5m20 1999
5m00 2017

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 836 清⽔ 雄⼤ ｼﾐｽﾞﾕｳﾀﾞｲ 天理⼤ 2 ⼤阪

2 2029 北⾕ 宏⼈ ｷﾀﾀﾆ ﾋﾛﾄ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

3 826 ⽚岡 幸太 ｶﾀｵｶｺｳﾀ 天理⼤ 2 兵庫

4 833 ⽊村 海 ｷﾑﾗｶｲ 天理⼤ 2 京都

5 514 林 要瑠 ﾊﾔｼ ｶﾅﾙ ⼤体⼤ 4 ⼭⼝

6 520 宮﨑 稜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ ⼤体⼤ 4 兵庫

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 532 成松 遼 ﾅﾘﾏﾂ ﾘｮｳ ⼤体⼤ 3 兵庫

8 2037 ⽥中 創太郎 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾛｳ ⼤体⼤ 1 愛媛

9 2031 飯⽥ 晃也 ｲｲﾀﾞ ﾃﾙﾔ ⼤体⼤ 1 愛媛

10 2195 ⾚松 ⼼太郎 ｱｶﾏﾂｼﾝﾀﾛｳ 天理⼤ 1 兵庫

男⼦棒⾼跳 ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 11時00分

コール開始 10時10分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

OPEN

⽇本記録 澤野 ⼤地（ニシスポーツ）
⽇本学⽣記録 ⼭本 聖途（中京⼤）
関⻄学⽣記録 荻⽥ ⼤樹（関⻄学院⼤）

安川 達彦（⼤阪体育⼤）
富⽥ 信司（⼤阪体育⼤）
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8m25 1992
8m25 1992
8m14 2021
7m79 1983
7m56 2013

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 ⾵

1 806 三⽊ ⻁太郎 ﾐｷｺﾀﾛｳ 天理⼤ 4 兵庫

2 832 川村 優太 ｶﾜﾑﾗﾕｳﾀ 天理⼤ 2 京都

3 824 吉井 圭太 ﾖｼｲｹｲﾀ 天理⼤ 3 奈良

4 522 福⾒ ⼀城 ﾌｸﾐ ｶｽﾞｷ ⼤体⼤ 4 ⿃取

5 516 松下 修也 ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾔ ⼤体⼤ 4 京都

6 515 吉本 和希 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 ⾵

7 536 細⾒ 明夢 ﾎｿﾐ ﾊﾙﾑ ⼤体⼤ 3 兵庫

8 574 重松 星⽮ ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ ⼤体⼤ 2 愛媛

9 534 中筋 涼太 ﾅｶｽｼﾞ ﾘｮｳﾀ ⼤体⼤ 3 ⽯川

10 2033 諏訪 皓⼰ ｽﾜ ｺｳｷ ⼤体⼤ 1 和歌⼭

11 535 ⼩井 海聖 ｺｲ ｶｲｾｲ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

12 537 釣 俊⼀ ﾂﾘ ｼｭﾝｲﾁ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

13 571 加治 之典 ｶｼﾞ ﾕｷﾉﾘ ⼤体⼤ 2 兵庫

14 2196 伊賀 ⼤晟 ｲｶﾞﾀﾞｲｾｲ 天理⼤ 1 奈良

15 803 ⻄⾕ 昌弘 ﾆｼﾀﾆﾏｻﾋﾛ 天理⼤ 4 奈良

男⼦⾛幅跳 ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 14時30分

コール開始 14時15分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

OPEN

⽇本記録 森⻑ 正樹（⽇本⼤）
⽇本学⽣記録 森⻑ 正樹（⽇本⼤）
関⻄学⽣記録 吉⽥ 弘道（⽴命館⼤）

梅本 公⼠（⼤阪体育⼤）
藤本 拓也（⼤阪体育⼤）
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17ｍ15 1986
16m98 2004
16m27 2017
15m64 2008
15m64 2008

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 ⾵

1 518  半野 佑登 ﾊﾝﾉ ﾕｳﾄ ⼤体⼤ 4 愛知

2 569 三浦 朗⽣ ﾐｳﾗ ﾄｷｵ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

3 820 畚野 翔太 ﾌｺﾞﾉｼｮｳﾀ 天理⼤ 3 京都

4 568 丸⼭ 圭太 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ ⼤体⼤ 2 兵庫

5 787 ⼭本 樹 ﾔﾏﾓﾄｲﾂｷ 天理⼤ Ⅿ２ 奈良

6 799 曽根 颯 ｿﾈﾊﾔﾃ 天理⼤ 4 奈良

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 ⾵

7 572 児⽟ 吏駆 ｺﾀﾞﾏ ﾘｸ ⼤体⼤ 2 和歌⼭

8 838 中村 遼太郎 ﾅｶﾑﾗﾘｮｳﾀﾛｳ 天理⼤ 2 奈良

9 844 平野 達也 ﾋﾗﾉﾀﾂﾔ 天理⼤ 1 京都

10 837 富⽥ 和宏 ﾄﾐﾀｶｽﾞﾋﾛ 天理⼤ 2 ⼤阪

11 570 井上 駿⼈ ｲﾉｳｴ ﾊﾔﾄ ⼤体⼤ 3 愛媛

男⼦三段跳 ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 12時00分

コール開始 11時45分

⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬

OPEN

⽇本記録 ⼭下 訓史（⽇本電気）
⽇本学⽣記録 ⽯川 和義（筑波⼤）
関⻄学⽣記録 原⽥ 睦希（⽴命館⼤）

徳⼭ 慧（⼤阪体育⼤）
徳⼭ 慧（⼤阪体育⼤）
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2021年8⽉9⽇
10時00分
9時45分

18ｍ85 2018
18m64 2009
17m41 2008
17m41 2008
16m82 2006

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 808 𠮷本 優⼤ ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 天理⼤ 4 奈良

2 579 ⿊⽥ 翔貴 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｷ ⼤体⼤ 2 兵庫

3 539 前川 純太 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝﾀ ⼤体⼤ 3 三重

4 490 下浦 ⼤輝 ｼﾓｳﾗ ﾋﾛｷ ⼤体⼤ 4 奈良

5 846 競 友哉 ｷｿｲ ﾄﾓﾔ 天理⼤ 1 兵庫

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 531 中島　貴心 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｼﾝ ⼤体⼤ 3 大阪

8 532 成松 遼 ﾅﾘﾏﾂ ﾘｮｳ ⼤体⼤ 3 兵庫

OPEN

⾼久保 雄介（⼤阪体育⼤）
⾼久保 雄介（⼤阪体育⼤）
⼭⽥ 傳⼆（⼤阪体育⼤）

男⼦砲丸投 ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本記録 中村 太地（チームミズノ）
⼭⽥ 壮太郎（法政⼤）⽇本学⽣記録

関⻄学⽣記録
⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬
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2021年8⽉9⽇
12時30分
12時15分

62ｍ16 2018
59m21 2013
51m53 2018
49m76 1997
45m09 2018

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 812 ⾦⽥ 拓⼰ ｶﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 天理⼤ 3 岡⼭

2 540  蔭⼭ 崚賀  ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ ⼤体⼤ 3 ⾹川

3 577 ⻄⽥ 美⾥輝 ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

4 843 ⼭根 ⼤輝 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 天理⼤ 2 京都

5 491 平⽥ 雄⼤ ﾋﾗﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ⼤体⼤ 4 三重

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

6 534 中筋 涼太 ﾅｶｽｼﾞ ﾘｮｳﾀ ⼤体⼤ 3 ⽯川

OPEN

岡崎 ⼀輝（⽴命館⼤）
⼟井 怜（⼤阪体育⼤）

後藤 優汰（⼤阪体育⼤）

男⼦円盤投 ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本記録 湯上 剛輝（トヨタ⾃動⾞）
堤 雄司（国⼠舘⼤）⽇本学⽣記録

関⻄学⽣記録
⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬
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2021年8⽉9⽇
15時00分
14時45分

87ｍ60 1989
84m28 2012
78m77 2018
78m77 2018
74m35 2012

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 822 森⼝ 和寿 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 天理⼤ 3 奈良

2 816 ⽵本 匠吾 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 天理⼤ 3 奈良

3 831 ⻲⼭ 鉄真 ｶﾒﾔﾏ ﾃﾂﾏ 天理⼤ 2 奈良

4 493 ⽚川 志遠 ｶﾀｶﾞﾜ ｼｵﾝ ⼤体⼤ 4 北海道

5 544 末次 仁志 ｽｴﾂｸﾞ ﾋﾄｼ ⼤体⼤ 3 京都

6 543 秦 康太 ﾊﾀ ｺｳﾀ ⼤体⼤ 3 兵庫

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 545 児島 弘明 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ ⼤体⼤ 3 兵庫

8 2388 池⽥ 隆⼈ ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾄ ⼤体⼤ 1 佐賀

9 547 曽根 ⼤聖 ｿﾈ ﾀｲｾｲ ⼤体⼤ 3 三重

10 598 ⼟永 雅也 ﾂﾁﾅｶﾞ ﾏｻﾔ ⼤体⼤ 2 和歌⼭

11 488 ⼤野 志⾨ ｵｵﾉ ｼﾓﾝ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

12 2020 上村 壮吾 ｳｴﾑﾗ ｿｳｺﾞ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

13 546 奥村 晃忠 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀ ⼤体⼤ 3 滋賀

14 2021 ⼩塚 陽介 ｺﾂｶ ﾖｳｽｹ ⼤体⼤ 1 ⾹川

15 495 ⾼⽊ 陽広 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾋﾛ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

16 2201 ⻄⽥ ⼤地 ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 天理⼤ 1 奈良

OPEN

中⻄ 啄真（⼤阪体育⼤）
中⻄ 啄真（⼤阪体育⼤）

⻑⾕川 鉱平（⼤阪体育⼤）

男⼦やり投 ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本記録 溝⼝ 和洋（ゴールドウイン）
ディーン 元気（早稲⽥⼤）⽇本学⽣記録

関⻄学⽣記録
⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬
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2021年8⽉9⽇
10時00分
9時30分

84ｍ86 2003
73m82 1996
67m52 2019
67m52 2019
65m42 2019

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 2200 武⽥ 佑季 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 天理⼤ 1 滋賀

2 840 林 栄真 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾝ 天理⼤ 2 奈良

3 540 蔭⼭ 崚賀 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ ⼤体⼤ 3 ⾹川

4 489 楠 勇⼈ ｸｽ ﾊﾔﾄ ⼤体⼤ 4 兵庫

5 541 新崎 匠真 ｼﾝｻﾞｷ ﾀｸﾏ ⼤体⼤ 3 奈良

6 788 岩波 健輔 ｲﾜﾅﾐ ｹﾝｽｹ 天理⼤ Ⅿ1 奈良

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 2022 鷹野 優⼠ ﾀｶﾉ ﾕｳｼ ⼤体⼤ 1 愛媛

8 825 ⼤⻄ ⿓武 ｵｵﾆｼ ﾘｭｳﾏ 天理⼤ 2 奈良

9 583 湯浅 可絃 ﾕｱｻ ｶｲﾄ ⼤体⼤ 2 兵庫

10 599 ⽇野 雄貴 ﾋﾉ ﾕｳｷ ⼤体⼤ 5 ⼤阪

11 578 中野 ⾠稀 ﾅｶﾉ ﾀﾂｷ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

12 600 森下 海 ﾓﾘｼﾀ ｶｲ ⼤体⼤ 2 三重

OPEN

吉野 健太朗（⼤阪体育⼤）
吉野 健太朗（⼤阪体育⼤）
吉野 健太朗（⼤阪体育⼤）

男⼦ハンマー ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本記録 室伏 広治（中京⼤）
室伏 広治（中京⼤）⽇本学⽣記録

関⻄学⽣記録
⼤体⼤記録
⼤会記録

対校種⽬
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11”32 2009
11"57 2017
11”69 1993
12”13 2018

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

2 955 ⻘海 夢⽣ ｱｵﾐ ﾕｲ ⼤体⼤ 1 和歌⼭

3 968 塩尻 真結 ｼｵｼﾞﾘ ﾏﾕ ⼤体⼤ 1 滋賀

4 対校 180 坂野 七海 ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

5 対校 963 横⼭ 結⾹ ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ ⼤体⼤ 1 三重

6 対校 251 永井 瑞穂 ﾅｶﾞｲﾐｽﾞﾎ 天理⼤ 4 ⼤阪

7 対校 190 川村 ひかる ｶﾜﾑﾗ ﾋｶﾙ ⼤体⼤ 2 滋賀

8 181 藤原 亜実 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾐ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

⼥⼦100ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 11時30分

コール開始 11時20分

⼤会記録

対校種⽬

⾵：＋ / −

⽇本学⽣記録 ⾼橋 萌⽊⼦（平成国際⼤）
関⻄学⽣記録 中村 ⽔⽉（⼤阪成蹊⼤）
⼤体⼤記録 北⽥ 敏恵(⼤阪体育⼤）

南本 羅那（⼤阪体育⼤）
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23”15 2009
23"62 2021
24”22 1991
24”63 2018

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 190 川村 ひかる ｶﾜﾑﾗ ﾋｶﾙ ⼤体⼤ 2 滋賀

2 955 ⻘海 夢⽣ ｱｵﾐ ﾕｲ ⼤体⼤ 1 和歌⼭

3 対校 963 横⼭ 結⾹ ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ ⼤体⼤ 1 三重

4 対校 1008 ⽔越 ⻘空 ﾐｽﾞｺｼｱｵｿﾞﾗ 天理⼤ 1 ⼤阪

5 対校 953 ⽥淵 美沙紀 ﾀﾌﾞﾁ ﾐｻｷ ⼤体⼤ 1 和歌⼭

6 対校 255 松本 沙織 ﾏﾂﾓﾄｻｵﾘ 天理⼤ 3 奈良

7 対校 179 稲越 真⼦ ｲﾅｺﾞｼ ﾏｺ ⼤体⼤ 3 岐⾩

8 対校 1007 佐々⽊ 萌恵 ｻｻｷﾓｴ 天理⼤ 1 奈良

⼥⼦200ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 13時15分

コール開始 13時05分

⼤会記録

対校種⽬

⾵：＋ / −

⽇本学⽣記録 ⾼橋 萌⽊⼦（平成国際⼤）
関⻄学⽣記録 齋藤 愛美（⼤阪成蹊⼤）
⼤体⼤記録 北⽥ 敏恵（⼤阪体育⼤）

畑 咲春（⼤阪体育⼤）
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51”80 2005
52”85 2016
54”78 1990

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

4 954 森⽥ ⾳⽻ ﾓﾘﾀ ｵﾄﾊ ⼤体⼤ 1 静岡

5 962 津⽥ 百翔 ﾂﾀﾞ ﾓﾓｶ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

6 184 甲斐 美⽻ ｶｲ ﾐｳ ⼤体⼤ 2 兵庫

OPEN

⼥⼦400ｍ ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 12時40分

コール開始 12時30分

⽇本学⽣記録 丹野 ⿇美（福島⼤）
関⻄学⽣記録 ⻘⼭ 聖佳（⼤阪成蹊⼤）
⼤体⼤記録 北川 政代（⼤阪体育⼤）
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2.00.92 2017
2.02.71 2018

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

2 1061 ⼤森 夢菜 ｵｵﾓﾘ ﾕﾅ ⼤体⼤ 1 兵庫

3 187 ⼭下 柚⽉ ﾔﾏｼﾀ ﾕﾂﾞｷ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

4 192 原 華澄  ﾊﾗ ｶｽﾐ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

5 958 貴島 萌夏美 ｷｼﾞﾏ ﾓﾅﾐ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

6 168 松本 真凜 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘﾝ ⼤体⼤ 3 京都

7 956 津⽥ 明翔 ﾂﾀﾞ ｱｽｶ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

8 197  ⻄⽥ 澪可 ﾆｼﾀﾞ ﾚｲｶ ⼤体⼤ 2 兵庫

OPEN

⼥⼦800ｍ ⽇付

⽇本学⽣記録 北村 夢（⽇体⼤）
関⻄学⽣記録 川⽥ 朱夏（東⼤阪⼤）

2021年8⽉9⽇
競技開始 10時30分

コール開始 10時20分
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13”15 2012
13"18 2019
13”71 1995

1 組

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

3 170 眞⽊ 穂乃⾹ ﾏｷ ﾎﾉｶ ⼤体⼤ 3 愛媛

4 186 宮本 奈美夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾐｶ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

5 652 岐部 あみか ｷﾍﾞ ｱﾐｶ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

6 185 花⼭ 桃⾹ ﾊﾅﾔﾏ ﾓﾓｶ ⼤体⼤ 2 愛媛

7 159 南⽥ 彩伽 ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ ⼤体⼤ 4 岡⼭

⼥⼦100ｍH ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 13時45分

コール開始 13時35分

OPEN

⾵：＋ / −

⽇本学⽣記録 紫村 仁美（早稲⽥⼤）
関⻄学⽣記録 ⽥中 佑美（⽴命館⼤）
⼤体⼤記録 浅⽥ 智美（⼤阪体育⼤）
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44”59 2018
44"82 2018
46”78 2019
47”20 2017

1 組

4 レーン チーム名： 5 レーン チーム名：

ナンバー ⽒名 フリガナ 学年 陸協 ナンバー ⽒名 フリガナ 学年 陸協

(  ) 180 坂野 七海 ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ 3 ⼤阪 (  ) 255 松本 沙織 ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 3 奈良

(  ) 181 藤原 亜実 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾐ 3 ⼤阪 (  ) 261 吉⽥ 実由 ﾖｼﾀﾞﾐﾕ 2 京都

(  ) 179 稲越 真⼦ ｲﾅｺﾞｼ ﾏｺ 3 岐⾩ (  ) 1008 ⽔越 ⻘空 ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｿﾞﾗ 1 ⼤阪

(  ) 190 川村 ひかる ｶﾜﾑﾗ ﾋｶﾙ 2 滋賀 (  ) 251 永井 瑞穂 ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞﾎ 4 ⼤阪

(  ) 963 横⼭ 結⾹ ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ 1 三重

(  ) 953 ⽥淵 美沙紀 ﾀﾌﾞﾁ ﾐｻｷ 1 ⼤阪

順位

⼥⼦4×100ｍR ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 14時50分

コール開始 14時30分

⽇本学⽣記録 湯浅・福⽥・広沢・⼭⽥（⽇本⼤）
関⻄学⽣記録 岸本・⽥中・壹岐・⼭中（⽴命館⼤）
⼤体⼤記録 坂野・南本・畑・藤原（⼤阪体育⼤）

藤坂・森本・佐藤・南本（⼤阪体育⼤）⼤会記録

⼤体⼤ 天理⼤

チーム名 記録
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2021年8⽉9⽇
14時00分
13時45分

1m95 1987 佐藤 恵（福岡⼤）

1m84
1985
1997

1m77
1994
2001

1m78 2015 平元 ⾹葉（天理⼤）

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 161 ⽊村 知沙希 ｷﾑﾗ ﾁｻｷ ⼤体⼤ 4 兵庫

2 253 ⼭本 莉帆 ﾔﾏﾓﾄﾘﾎ 天理⼤ 4 ⼤阪

3 260 ⾦⼦ 舞⽻ ｶﾈｺﾏｳ 天理⼤ 2 ⼤阪

4 169 和⽥ 真琉 ﾜﾀﾞ ﾏｲﾙ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

5 957 森岡 未優 ﾓﾘｵｶ ﾐﾕ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

6 256 和多野 碧⾐ ﾜﾀﾉｱｵｲ 天理⼤ 3 奈良

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 170 眞⽊ 穂乃⾹ ﾏｷ ﾎﾉｶ ⼤体⼤ 3 愛媛

8 159 南⽥ 彩伽 ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ ⼤体⼤ 4 岡⼭

9 164 加藤 菜未 ｶﾄｳ ﾅﾐ ⼤体⼤ 4 三重

10 171 吉⽥ 優⾹ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

⼤会記録

対校種⽬

OPEN

⼥⼦⾛⾼跳 ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本学⽣記録

関⻄学⽣記録

⼤体⼤記録
川本 ⾐理⼦（⼤阪体育⼤）
⼟井 千草（⼤阪体育⼤）

加藤 純⼦（天理⼤）
⻘⼭ 幸（甲南⼤）
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6m78 2001
6m27 2017
6m06 1984
5m78 2014

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 ⾵

1 257 和⽥ 詩織 ﾜﾀﾞｼｵﾘ 天理⼤ 3 奈良

2 162 佐川 美咲 ｻｶﾞﾜ ﾐｻｷ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

3 264 ⼩⼭ 葵 ｺﾔﾏｱｵｲ 天理⼤ 1 奈良

4 160 ⼟師 未優華 ﾊｼﾞ ﾐﾕｶ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

5 183 吉野 仁美 ﾖｼﾉ ﾋﾄﾐ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

6 261 吉⽥ 美由 ﾖｼﾀﾞﾐﾕ 天理⼤ 2 京都

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 ⾵

7 1060 岡本 莉奈 ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

8 170 眞⽊ 穂乃⾹ ﾏｷ ﾎﾉｶ ⼤体⼤ 3 愛媛

⼥⼦⾛幅跳 ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 10時30分

コール開始 10時15分

⼤会記録

対校種⽬

OPEN

⽇本学⽣記録 池⽥ 久美⼦（福島⼤）
関⻄学⽣記録 辻本 愛莉⾹（⼤阪成蹊⼤）
⼤体⼤記録 ⾠⺒ 公⼦（⼤阪体育⼤）

⻄⼩城 ⾥奈（天理⼤）
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13m69 1998
13m65 2019
12m03 1994
12m54 2012

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 ⾵

1 959 加地 真侑 ｶﾁﾞ ﾏﾕｳ ⼤体⼤ 1 京都

2 172 藤井 みのり ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾘ ⼤体⼤ 3 ⼭⼝

3 173 中野 千菜津 ﾅｶﾉ ﾁﾅﾂ ⼤体⼤ 3 ⼤阪

⼥⼦三段跳 ⽇付 2021年8⽉9⽇
競技開始 13時20分

コール開始 13時05分

⼤会記録

OPEN

⽇本学⽣記録 花岡 ⿇帆（順天堂⼤）
関⻄学⽣記録 河合 栞奈（⼤阪成蹊⼤）
⼤体⼤記録 川上 亜紀（⼤阪体育⼤）

吉⽥ 裕美（天理⼤）
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2021年8⽉9⽇
10時00分
9時45分

17m39 2002
15m27 2014
15m14 2014
13m78 2017

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 157 東⽥ 歩乃佳 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾎﾉｶ ⼤体⼤ 4 ⼤阪

2 196 ⼭本 佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

3 191 岩本 真波 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ ⼤体⼤ 2 奈良

4 976 伊藤 彩花 ｲﾄｳ ｱﾔｶ ⼤体⼤ 1 ⾹川

5 2710 ⼭本 遥 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 三観陸協 ⾹川

関⻄学⽣記録
⼤体⼤記録
⼤会記録

OPEN

⼭本 舞（⼤阪体育⼤）
⼭本 遙（⼤阪体育⼤）

福富 栄莉奈（園⽥学園⼥⼦⼤）

⼥⼦砲丸投 ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本学⽣記録 森 千夏（国⼠舘⼤）
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2021年8⽉9⽇
12時30分
12時15分

54m90 1998
53m08 1984
47m88 1997
46m60 2006

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 262 鶴尾 奈々佳 ﾂﾙｵ ﾅﾅｶ 天理⼤ 1 ⽯川

2 259 辻村 柚⽉ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 天理⼤ 2 奈良

3 263 加納 京果 ｶﾉｳ ｷｮｳｶ 天理⼤ 1 三重

4 964 ⼤⻄ 愛莉 ｵｵﾆｼ ｱｲﾘ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

5 175 渡部 舞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ ⼤体⼤ 3 愛媛

6 195 中瀬 綺⾳ ﾅｶｾ ｱﾔﾈ ⼤体⼤ 2 ⼤阪

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 975 本⽥ 結⼦ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｲｺ ⼤体⼤ 1 岐⾩

8 177 雪岡 美咲 ﾕｷｵｶ ﾐｻｷ ⼤体⼤ 3 広島

対校種⽬

OPEN

拓植 恵（⼤阪体育⼤）
東海 茉莉花（⼤阪体育⼤）

⼥⼦円盤投 ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本学⽣記録 室伏 由佳（中京⼤）
北森 郁⼦（天理⼤）関⻄学⽣記録

⼤体⼤記録
⼤会記録
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2021年8⽉9⽇
14時00分
13時45分

62m37 2017
62m39 2021
62m39 2021
55m38 2001

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 252 三⾕ 春菜 ﾐﾀﾆ ﾊﾙﾅ 天理⼤ 4 ⼤阪

2 969 野間 名津⺒ ﾉﾏ ﾅﾂﾐ ⼤体⼤ 1 和歌⼭

3 178 ⼩林 鈴奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾅ ⼤体⼤ 3 ⿃取

4 156 武本 紗栄 ﾀｹﾓﾄ ｻｴ ⼤体⼤ 4 兵庫

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

5 159 南⽥ 彩伽 ﾅﾝﾀﾞ ｱﾔｶ ⼤体⼤ 4 岡⼭

6 967 福永 涼華 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｶ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

7 965 保⽥ 真優 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾕ ⼤体⼤ 1 ⼤阪

8 170 眞⽊ 穂乃⾹ ﾏｷ ﾎﾉｶ ⼤体⼤ 3 愛媛

9 974 浦尾 凛 ｳﾗｵ ﾘﾝ ⼤体⼤ 1 福岡

対校種⽬

OPEN

武本 紗栄（⼤阪体育⼤）
⼩正 和代（⼤阪体育⼤）

⼥⼦やり投 ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本学⽣記録 ⻫藤 真理菜（国⼠舘⼤）
武本 紗栄（⼤阪体育⼤）関⻄学⽣記録

⼤体⼤記録
⼤会記録
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2021年8⽉9⽇
11時30分
11時00分

64m43 2001
59m04 2015
57m33 2006
54m78 2006

試技順 ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

1 258 葛 未紅 ｶﾂﾗ ﾐｸ 天理⼤ 2 兵庫

2 254 寺川 ⻘空 ﾃﾗｶﾜ ｿﾗ 天理⼤ 3 奈良

3 174 坂本 ⽇和 ｻｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ ⼤体⼤ 3 三重

4 193 ⼤濱 未結 ｵｵﾊﾏ ﾐﾕ ⼤体⼤ 1 熊本

5 182 ⾼橋 沙湖 ﾀｶﾊｼ ｻｺ ⼤体⼤ M2 秋⽥

レーン ナンバー ⽒名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

6 193 五⼗川 利⼼ ｲｿｶﾞﾜ ﾘｺ ⼤体⼤ 2 奈良

7 5225 東 澪 ﾋｶﾞｼ ﾐｵ ろけっと団 三重

対校種⽬

OPEN

上⽥ 渉（⼤阪体育⼤）
上⽥ 渉（⼤阪体育⼤）

⼥⼦ハンマー ⽇付
競技開始

コール開始

⽇本学⽣記録 綾 真澄（中京⼤）
佐伯 珠実（⽴命館⼤）関⻄学⽣記録

⼤体⼤記録
⼤会記録
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