
競技会コード：19662501
競技場コード：273050

第25回天理大学・大阪体育大学
陸上競技対校選手権大会

令和4年度

22662201



競技会役員

総務 山本 大輔

審判長 貴嶋 孝太

アナウンサー 片岡　幸大 森下　海　

記録員 中村　遼太郎

風力計測員 菊井　海稀

写真判定員 三木　稜士

用器具 木村　海

監察員 土井　悠平

スターター 鈴木　堅孝

召集員 吉田　実由

跳躍審判員 冨田　和宏

投擲審判員 林　栄真



　　1、  本大会は、2019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分に代表者の方は必ず受付まで来ること。　打ち合わせ等がある。

　　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、 各種目の招集時刻は以下の通りとする。　招集場所は現地集合とする。

場所

時間

＊注１.棒高跳び、男子ハンマー投、男女やり投げは３０分前とする。

＊注2.リレーは２０分前とし、全走者がゴール地点で行う。

　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。

　14、 フィールド種目において、対校選手は無条件で４回目以降の試技を行える。

　15、 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。

　　　　　 従って、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。

　16、 投擲種目において、滑り止め（炭酸マグネシウム）は全員で使えるものを用意する。共用にするため

　　　　投擲を行うたびに手指消毒するようにする。消毒用の補助員を配置する。

　17、 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。

　18、 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。

　19、 記録は速報ページにて掲示する。

　20、 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。

　21、 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。

　22、  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。

　23、  その他、不明な点は本部に問い合わせること。

天理大学陸上競技部

競技・その他注意事項

長距離

現地

１０分１０分

現地

短距離

１５分

現地

投擲

１５分

現地

跳躍



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。

第25回天理大学･大阪体育大学

陸上競技対校選手権大会
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！！



午前の部

競技開始 種別 種目 組 競技開始 種別 種目 人数

10:00 男 1500ｍ 1 10:00 女 走高跳 4

10:20 男 800ｍ 1 10:30 女 走幅跳 9

10:40 女 800ｍ 1 11:00 男 棒高跳 9

11:00 男 100ｍ 6 12:00 男 三段跳 6

11:20 女 100ｍ 2 13:20 女(OP) 三段跳 3

11:40 男 400ｍH 1 14:00 男 走高跳 9

12:00 女（OP） 400ｍH 1 14:30 男 走幅跳 17

12:20 男 400ｍ 1

12:40 女 400ｍ 1

午後の部

13:00 男 200ｍ 2

13:15 女 200ｍ 2 ＜ＴＨＲＯＷ＞

13:45 女 100mH 1 競技開始 種別 種目 人数

14:00 男 110ｍH 1 10:00 男.女(OP) 砲丸投 11

14:30 男 4×100ｍR 1 10:00 男 ハンマー投 9

14:40 女 4×100ｍR 1 11:30 女 ハンマー投 6

15:10 男(OP) 3000ｍ 1 12:30 男女 円盤投 14

15:40 男 4×400ｍR 1 14:00 女 やり投 6

15:50 女 4×400ｍR 1 15:00 男 やり投 19

競技終了予定時刻　　17：00～

第25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＞



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

2 424 太田　潤 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ 大阪体育大学 2 大阪

3 829 鈴木　堅考 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 天理大学 3 奈良

4 396 泉　翔太 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 大阪体育大学 2 大阪

5 822 坂本　俊介 ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 天理大学 3 大阪

6 423 馬場　勇弥 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ 大阪体育大学 2 兵庫

7 1981 内田　大稀 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 天理大学 1 兵庫

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 7381 松井 星矢 ﾏﾂｲ ｾｲﾔ 但馬AC 兵庫

3 391 萩尾　脩人 ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ 大阪体育大学 2 大阪

4 805 佐野　義公 ｻﾉ ﾖｼﾕｷ 天理大学 4 奈良

5 349 中野　翔太 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 大阪体育大学 4 和歌山

6 828 宮川　公輔 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 天理大学 3 奈良

7 365 甘利　颯太 ｱﾏﾘ ｿｳﾀ 大阪体育大学 3 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

2 1943 福井　清流 ﾌｸｲ ｷｵﾗ 大阪体育大学 1 大阪

3 345 木谷　優太 ｷﾀﾆ ﾕｳﾀ 大阪体育大学 4 大阪

4 395 山下　玲皇 ﾔﾏｼﾀ ﾚｵ 大阪体育大学 2 兵庫

5 399 佐々木　良徳 ｻｻｷ ﾘｮｳﾄｸ 大阪体育大学 2 大阪

6 843 本村　和也 ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 天理大学 2 奈良

7 414 池田　航大 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 大阪体育大学 2 大阪

男子100ｍ
2022年8月9日

11時00分競技開始

日付

対校種目

風：＋ / －

OPEN

10時50分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

大会記録

コール開始

日本記録 山縣　亮太(セイコー)

桐生　祥秀（東洋大）

多田　修平 ( 関 西 学 院 大 )

小野田　稔也（大阪体育大）

櫻井　悠惇（大阪体育大）



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

2 1958 森元　湧稀 大阪体育大学 1 大阪

3 1952 澤田　武丸 ｻﾅﾀﾞ ﾀｹﾏﾙ 大阪体育大学 1 兵庫

4 1984 甲斐　直樹 ｶｲ ﾅｵｷ 天理大学 1 大阪

5 428 青木　光 ｱｵｷ ﾋｶﾙ 大阪体育大学 M1 大阪

6 401 北谷　宏人 ｷﾀﾀﾞﾆ ﾋﾛﾄ 大阪体育大学 2 大阪

5 組 風：+/-

ナンバー 氏名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

2 1946 南野　裕貴 ﾐﾅﾐﾉ ﾕｳｷ 大阪体育大学 1 大阪

3 1941 中村　大雅 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 大阪体育大学 1 大阪

4 1965 中村　颯征 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｾｲ 大阪体育大学 1 大阪

5 327 赤尾　喜一 ｱｶｵ ｷｲﾁ 大阪体育大学 4 福井

6 415 玉田　幸治 ﾀﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大阪体育大学 2 大阪

7 840 迫田　唯斗 ｻｺﾀﾞ ﾕｲﾄ 天理大学 2 奈良

6 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

2 816 菊井　海稀 ｷｸｲ ｶｲｷ 天理大学 3 奈良

3 1986 山下　椋生 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｾｲ 天理大学 1 京都

4 1962 橋本　昂星 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｾｲ 大阪体育大学 1 大阪

5 366 奥村　元気 ｵｸﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 大阪体育大学 3 大阪

6 819 合田　孝輔 ｱｲﾀﾞ ｺｳｽｹ 天理大学 3 奈良

7 823 塩田　響 ｼｵﾀ ﾋﾋﾞｷ 天理大学 3 奈良



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

2 423 馬場　勇弥 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ 大阪体育大学 2 兵庫

3 835 今泉　蓮 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 天理大学 2 奈良

4 1951 牧野　光晟 ﾏｷﾉ ｺｳｾｲ 大阪体育大学 1 岐阜

5 1982 大荒　大翔 ｵｵｱﾚ ﾀﾞｲﾄ 天理大学 1 大阪

6 365 甘利　颯太 ｱﾏﾘ ｿｳﾀ 大阪体育大学 3 大阪

7 832 茶圓　裕希 ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ 天理大学 2 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

4 1943 福井　清流 ﾌｸｲ ｷｵﾗ 大阪体育大学 1 大阪

5 812 矢野　正也 ﾔﾉ ﾏｻﾔ 天理大学 4 岡山

6 1962 橋本　昂星 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｾｲ 大阪体育大学 1 大阪

林　直也（大阪体育大）

池田　晴悟（大阪体育大）

OPEN

対校種目

風：＋ / －

大体大記録

大会記録

男子200ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 13時00分

コール開始 12時50分

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

未績　慎吾（ミズノ）

飯塚　翔太（中央大）

笠谷　洸貴（近畿大）



44.78 1991

45"03 2000

45"44 1999

46"09 2021

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 2200 信正　颯太 ﾉﾌﾞﾏｻ ｿｳﾀ 天理大学 1 奈良

3 376 山本　望睦 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 大阪体育大学 3 大阪

4 826 中村　蓮音 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ 天理大学 3 京都

5 1953 岩崎　拓生 ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 大阪体育大学 1 大阪

6 2199 東奥　倖希 ﾋｶﾞｼｵｸ ｺｳｷ 天理大学 1 奈良

7 1954 秋山　鴻太 ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 大阪体育大学 1 兵庫

岩崎　立来（大阪体育大）

安田　真望（大阪体育大）

対校種目

大体大記録

大会記録

男子400ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 12時20分

コール開始 12時10分

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

高野　進（東海大クラブ）

山村　貴彦（日本大）

森田　真治（同志社大）



1.45.75 2014

1’45”75 2014

1'47"61 2018

1’50”59 2007

1’53”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 対校 844 谷口　誠弥 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 天理大学 2 奈良

2 389 矢部　隼也 ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪体育大学 3 大阪

3 対校 388 濱中　祥伍 ﾊﾏﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 大阪体育大学 3 大阪

4 対校 1955 林　亘希 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 大阪体育大学 1 愛媛

5 対校 1948 嘉勢　悠夏 ｶｾ ﾕｳｶ 大阪体育大学 1 兵庫

6 408 加藤　優希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 大阪体育大学 2 滋賀

7 2456 米川 　琢磨 ﾖﾈｶﾜ  ﾀｸﾏ 大阪体育大学 4 三重

8 2457 宮川　寛太郎 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶﾝﾀﾛｳ 大阪体育大学 4 大阪

吉井　賢志（大阪体育大）

花村　拓人（関西学院大）

川元　奨（日本大）

対校種目

大体大記録

大会記録 浜田　大輔（大阪体育大）

男子800ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 10時20分

コール開始 10時10分

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

川元　奨（日本大）



3.35.42 2021 河村　一輝（トーエネック）

3’35”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)

3’45”43 2007 吉井　賢志（大阪体育大）

3’58”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

1 384 松原　智哉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 大阪体育大学 3 岐阜

2 406 明後　達也 ﾐｮｳｺﾞ ﾀﾂﾔ 大阪体育大学 2 大阪

3 817 土井　悠平 ﾄﾞｲ ﾕｳﾍｲ 天理大学 3 京都

4 385 中西　涼太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 大阪体育大学 3 京都

5 1985 西本　旬雄 ﾆｼﾓﾄ ﾄｷｵ 天理大学 1 奈良

6 2459 萩　大輔 ﾊｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 天理大学 1 奈良

対校種目

風：＋ / －

男子1500ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 10時00分

コール開始 9時50分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

大会記録

日本記録



7'40"09 2014

8’37”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

1 322 岩田　直人 ｲﾜﾀ ﾅｵﾄ 大阪体育大学 4 滋賀

2 390 中辻　隼人 ﾅｶﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 大阪体育大学 3 大阪

3 408 加藤　優希 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 大阪体育大学 2 滋賀

4 1894 山本　真大 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾄ 大阪体育大学 1 大阪

5 1116 岩山　海渡 ｲﾜﾔﾏ ｶｲﾄ 奈良陸協 奈良

6 403 三木　颯大 ﾐｷ ｿｳﾀﾞｲ 大阪体育大学 2 大阪

7 409 淺原　来羽 ｱｻﾊﾗ ｺｳ 大阪体育大学 2 島根

8 417 松清　碧海 ﾏﾂｷﾖ ｱｵﾄ 大阪体育大学 2 大阪

9 421 田平　皓己 ﾀﾋﾞﾗ ｺｳｷ 大阪体育大学 2 兵庫

10 1949 新居　駿介 ﾆｲ ｼｭﾝｽｹ 大阪体育大学 1 徳島

11 385 中西　涼太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 大阪体育大学 3 京都

12 1940 中川　悠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳ 大阪体育大学 1 兵庫

13 2476 吉津　心雄 ﾖｼﾂﾞ ｼﾕｳ 大阪体育大学 1 大阪

OPEN

15時00分

日本学生記録

大会記録

大迫　傑（日清食品グループ）

大坂　祐輝（大阪体育大）

コール開始

男子3000m
2022年8月9日

15時10分競技開始

日付



13"06 2021

13"06 2021

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

3 397 粟野　聖嵯 ｱﾜﾉ ｾｲｻﾞ 大阪体育大学 2 兵庫

4 325 中島　貴心 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｼﾝ 大阪体育大学 4 大阪

5 845 石川　真那斗 ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾄ 天理大学 1 奈良

6 382 岩元　楓磨 ｲﾜﾓﾄ ﾌｳﾏ 大阪体育大学 3 大阪

7 1947 岡本　隆太 ｵｶﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 大阪体育大学 1 和歌山

畑中　悠志（大阪体育大）

畑中　悠志（大阪体育大）

対校種目

風：＋ / －

大体大記録

大会記録

男子110mH
日付 2022年8月9日

競技開始 14時00分

コール開始 13時50分

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

泉　駿介（順天堂大）

泉　駿介（順天堂大）

徳岡　凌（立命館大）



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

2 1983 尾崎　竜毅 ｵｻﾞｷ ﾀﾂｷ 天理大学 1 大阪

3 404 赤松　蒼太 ｱｶﾏﾂ ｿｳﾀ 大阪体育大学 2 香川

4 818 三木　稜士 ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ 天理大学 3 大阪

5 378 中嶋　佑 ﾅｶｼﾏ ﾀｽｸ 大阪体育大学 3 兵庫

6 639 石田　一 ｲｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 天理大学 2 奈良

7 325 中島　貴心 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｼﾝ 大阪体育大学 4 大阪

大塚　光雄（大阪体育大）

日本記録 為末　大（法政大）

為末　大（法政大）

小西　勇太（立命館大）

松江　紀明（大阪体育大）

男子400ｍH
日付 2022年8月9日

競技開始 11時40分

コール開始 11時30分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

大会記録

対校種目



37.43 2019

38”54 2010

38"82 2021

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

(　　) 805 佐野　義公 ｻﾉ   ﾖｼﾕｷ 4 奈良 (　　) 396 泉　翔太 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 2 兵庫

(　　) 822 坂本　俊介 ｻｶﾓﾄ   ｼｭﾝｽｹ 3 大阪 (　　) 395 山下　玲皇 ﾔﾏｼﾀ ﾚｵ 2 兵庫

(　　) 828 宮川　公輔 ﾐﾔｶﾞﾜ   ｺｳｽｹ 3 奈良 (　　) 397 粟野　聖嵯 ｱﾜﾉ ｾｲｻﾞ 2 兵庫

(　　) 832 茶圓　裕希 ﾁｬｴﾝ   ﾋﾛｷ 2 大阪 (　　) 399 佐々木　良徳 ｻｻｷ ﾘｮｳﾄｸ 2 大阪

(　　) 1981 内田　大稀 ｳﾁﾀﾞ  ﾋﾛｷ 1 兵庫 (　　) 424 太田　潤 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ 2 大阪

(　　) 1982 大荒　大翔 ｵｵｱﾚ   ﾀﾞｲﾄ 1 大阪 (　　) 1951 牧野　光晟 ﾏｷﾉ ｺｳｾｲ 1 岐阜

多田・白石・桐生・サニブラウン

大体大 天理大

関西学生記録

大体大記録

大会記録

男子4×100ｍR

日本記録

葉佐・石倉・小池・秋鹿（大阪体育大学A）

池田・櫻井・松井・佐野（大阪体育大学）

高木・川西・山口・上山（近畿大）

14時30分

2022年8月9日日付

競技開始

日本学生記録

14時10分コール開始

畠山・川面・河合・飯塚（中央大）



3.00.76 1996

3’03”71 2000

3'05"45 1999

3’09”22 2015

3’08”28

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

( 　) 351 藤原　由規 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ 4 大阪 ( 　) 818 三木　稜士 ﾐｷ   ﾘｮｳｼﾞ 3 大阪

( 　) 376 山本　望睦 ﾔﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 3 和歌山 ( 　) 826 中村　蓮音 ﾅｶﾑﾗ   ﾚﾝ 3 京都

( 　) 378 中嶋　佑 ﾅｶｼﾏ ﾀｽｸ 3 兵庫 ( 　) 839 石田　一 ｲｼﾀﾞ  ﾊｼﾞﾒ 2 奈良

( 　) 398 中澤　考太 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 2 和歌山 ( 　) 1983 尾崎　竜毅 ｵｻﾞｷ   ﾀﾂｷ 1 大阪

( 　) 1953 岩崎　拓生 ｲﾜｻｷ ﾀｸﾐ 1 大阪 ( 　) 2199 東奥　倖希 ﾋｶﾞｼｵｸ   ｺｳｷ 1 奈良

( 　) 1954 秋山　鴻太 ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ 1 兵庫 ( 　) 2200 信正　颯太 ﾉﾌﾞﾏｻ   ｿｳﾀ 1 奈良

15時20分

天理大 大体大

苅部・伊藤・小坂田・大森

小林・向井・中川・山村（日本大）

松宮・坂本・鬼頭・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）

15時40分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

大会記録

男子4×400ｍR
日付

競技開始

コール開始

2022年8月9日

日本記録



2ｍ35 2019

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

1 799 市田　晃成 ｲﾁﾀﾞ ｺｳｾｲ 天理大学 4 大阪

2 411 井上　拓己 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 大阪体育大学 2 滋賀

3 362 大川　海翔 ｵｵｶﾜ ｶｲﾄ 大阪体育大学 3 滋賀

4 418 福本　清貴 ﾌｸﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 大阪体育大学 2 奈良

5 800 岡田　雅之 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 天理大学 4 京都

6 847 田中　慎也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 天理大学 1 奈良

試技順 ナンバー 順位 記録

7 834 小宮路　大翔 ｺﾐﾔｼﾞ ﾂﾊﾞｻ 天理大学 2 兵庫

8 332 小玉　啓太 ｺﾀﾞﾏ ｹｲﾀ 大阪体育大学 4 大阪

9 326 成松　遼 ﾅﾘﾏﾂ ﾘｮｳ 大阪体育大学 4 兵庫

大会記録

対校種目

OPEN

男子走高跳

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

戸邊　直人（つくばツインピークス）

君野　貴弘（順天堂大）

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）

13時45分

14時00分

2022年8月9日

コール開始

競技開始

日付

大体大記録



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

1 821 木村　海 ｷﾑﾗ ｶｲ 天理大学 3 京都

2 1968 山口 悠登 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 大阪体育大学 1 香川

3 815 片岡　幸大 ｶﾀｵｶ ｺｳﾀ 天理大学 3 兵庫

4 407 田中　創太郎 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾛｳ 大阪体育大学 2 愛媛

5 402 飯田　晃也 ｲｲﾀﾞ ﾃﾙﾔ 大阪体育大学 2 愛媛

6 836 赤松　心太郎 ｱｶﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 天理大学 2 兵庫

試技順 ナンバー 順位 記録

7 401 北谷　宏人 ｷﾀﾀﾆ ﾋﾛﾄ 大阪体育大学 2 大阪

8 327 赤尾　喜一 ｱｶｵ ｷｲﾁ 大阪体育大学 4 福井

9 326 成松　遼 ﾅﾘﾏﾂ ﾘｮｳ 大阪体育大学 4 兵庫

荻田　大樹（関西学院大）

安川　達彦（大阪体育大）

富田　信司（大阪体育大）

OPEN

男子棒高跳
日付 2022年8月9日

競技開始 11時00分

コール開始 10時30分

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

対校種目

大会記録

澤野　大地（ニシスポーツ）

山本　聖途（中京大）



8m40 2019

8m32 2019

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

1 848 高瀬　一晟 ﾀｶｾ ｲｯｾｲ 天理大学 1 大阪

2 813 吉井　圭太 ﾖｼｲ ｹｲﾀ 天理大学 4 奈良

3 331 釣　俊一 ﾂﾘ ｼｭﾝｲﾁ 大阪体育大学 4 大阪

4 427 浦川　由樹 ｳﾗｶﾜ ﾖｼｷ 大阪体育大学 2 京都

5 837 伊賀　大晟 ｲｶﾞ ﾀﾞｲｾｲ 天理大学 2 兵庫

6 412 林　倖輝 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 大阪体育大学 2 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 風

7 329 小井　海聖 ｺｲ ｶｲｾｲ 大阪体育大学 4 大阪

8 330 細見　明夢 ﾎｿﾐ ﾊﾙﾑ 大阪体育大学 4 兵庫

9 364 重松　星矢 ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ 大阪体育大学 3 愛媛

10 328 中筋　涼太 ﾅｶｽｼﾞ ﾘｮｳﾀ 大阪体育大学 4 石川

11 2453 藤岡　聡太 ﾌｼﾞｵｶ ｿｳﾀ 大阪体育大学 2 兵庫

12 1051 吉本　和希 ﾖｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 大体大TC 大阪

13 825 中村　遼太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 天理大学 3 奈良

14 2454 春名　友貴 ﾊﾙﾅ ﾄﾓｷ 大阪体育大学 2 兵庫

15 2458 大坪　一生 ｵｵﾂﾎﾞ ｲｯｾｲ 大阪体育大学 1 兵庫

16 1970 高瀬　悠輝 ﾀｶｾ ﾕｳｷ 大阪体育大学 1 大阪

17 405 諏訪　皓己 ｽﾜ ｺｳｷ 大阪体育大学 2 和歌山

吉田　弘道（立命館大）

藤本　拓也（大阪体育大）

梅本　公士（大阪体育大）

OPEN

男子走幅跳
日付 2022年8月9日

競技開始 14時30分

コール開始 14時15分

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

対校種目

大会記録

城山　正太郎（ゼンリン）

橋岡　優輝（日本大）



17ｍ15 1986

17m00 2021

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

1 824 富田　和宏 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 天理大学 3 大阪

2 831 平野　達也 ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾔ 天理大学 2 京都

3 381 古谷　健吾 ﾌﾙﾀﾆ ｹﾝｺﾞ 大阪体育大学 2 香川

4 810 畚野　翔太 ﾌｺﾞﾉ ｼｮｳﾀ 天理大学 4 京都

5 359 三浦　朗生 ﾐｳﾗ ﾄｷｵ 大阪体育大学 3 大阪

6 358 丸山　圭太 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 大阪体育大学 3 兵庫

コール開始 11時45分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

日本記録 山下　訓史（日本電気）

伊藤　陸（近大高専）

原田　睦希（立命館大）

徳山　慧（大阪体育大）

男子三段跳
日付 2022年8月9日

競技開始 12時00分

徳山　慧（大阪体育大）大会記録

対校種目



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

1 833 競　友哉 ｷｿｲ ﾄﾓﾔ 天理大学 2 兵庫

2 333 前川　純太 ﾏｴｶﾜ ｼﾞｭﾝﾀ 大阪体育大学 4 三重

3 369 黒田　翔貴 ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｷ 大阪体育大学 3 兵庫

4 846 尾田　力飛 ｵﾀﾞ ﾘｸﾄ 天理大学 1 奈良

5 425 下浦　大輝 ｼﾓｳﾗ ﾋﾛｷ 大阪体育大学 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 1977 中松　暖弥 ﾅｶﾏﾂ ﾊﾙﾔ 大阪体育大学 1 三重

8 1978 西川　巧巳 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾐ 大阪体育大学 1 奈良

大体大記録

大会記録

対校種目

OPEN

高久保　雄介（大阪体育大）

山田　傳二（大阪体育大）

男子砲丸投

日本記録

日本学生記録

関西学生記録

中村　太地（チームミズノ）

山田　壮太郎（法政大）

高久保　雄介（大阪体育大）

9時45分

10時00分

2022年8月9日日付

競技開始

コール開始



62ｍ59 2020

60m69 2021

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

1 426 平田　雄大 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪体育大学 M1 三重

2 1971 吉原　白虎 ﾖｼﾊﾗ ﾊｸﾄ 大阪体育大学 1 大阪

3 830 山根　大輝 ﾔﾏﾈ ﾀﾞｲｷ 天理大学 3 京都

4 367 西田　美輝里 ﾆｼﾀﾞ ﾐｻｷ 大阪体育大学 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

6 2452 松葉　吏玖 ﾏﾂﾊﾞ ﾘｸ 大阪体育大学 1 大阪

幸長　慎一（四国大）

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）

OPEN

大会記録

対校種目

男子円盤投
日付 2022年8月9日

競技開始 12時30分

コール開始 12時15分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

日本記録 堤　雄司（ALSOK群馬）



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

1 806 竹本　匠吾 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 天理大学 4 奈良

2 337 末次　仁志 ｽｴﾂｸﾞ ﾋﾄｼ 大阪体育大学 4 京都

3 842 西田　大地 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 天理大学 2 奈良

4 392 上村　壮吾 ｳｴﾑﾗ ｿｳｺﾞ 大阪体育大学 2 大阪

5 820 亀山　鉄真 ｶﾒﾔﾏ ﾃﾂﾏ 天理大学 3 奈良

6 1979 須藤　勇大 ｽﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 大阪体育大学 1 群馬

試技順 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 1980 鈴木　陸人 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ 大阪体育大学 1 北海道

8 393 小塚　陽介 ｺﾂｶ ﾖｳｽｹ 大阪体育大学 2 香川

9 1973 内山　大希 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 大阪体育大学 1 大阪

10 387 土永　雅也 ﾂﾁﾅｶﾞ ﾏｻﾔ 大阪体育大学 3 和歌山

11 338 児嶋　弘明 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 大阪体育大学 4 兵庫

12 1974 中北　廉太郎 ﾅｶｷﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ 大阪体育大学 1 三重

ディーン　元気（早稲田大）

中西　啄真（大阪体育大）

中西　啄真（大阪体育大）

長谷川　鉱平（大阪体育大）

OPEN

大会記録

対校種目

男子やり投
日付 2022年8月9日

競技開始 15時00分

コール開始 14時30分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

日本記録 溝口　和洋（ゴールドウイン）



試技順 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

13 422 池田　隆人 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 大阪体育大学 2 佐賀

14 1976 河村　昆樹 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｷ 大阪体育大学 1 岐阜

15 1975 廣田　風吾 ﾋﾛﾀ ﾌｳｺﾞ 大阪体育大学 1 北海道

16 1967 奥田　倖成 ｵｸﾀﾞ ｺｳｾｲ 大阪体育大学 1 大阪

17 1966 荒木　瑛真 ｱﾗｷ ｴｲﾏ 大阪体育大学 1 兵庫

18 1987 山本　一創 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 天理大学 1 奈良

19 2201 清水　雄大 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 天理大学 1 滋賀



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

1 335 新崎　匠真 ｼﾝｻﾞｷ ﾀｸﾏ 大阪体育大学 4 奈良

2 797 岩波　健輔 ｲﾜﾅﾐ ｹﾝｽｹ 天理大学 M2 奈良

3 429 吉田　明大 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 大阪体育大学 M1 兵庫

4 827 林　栄真 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾝ 天理大学 3 石川

5 371 森下　海 ﾓﾘｼﾀ ｶｲ 大阪体育大学 3 三重

6 841 武田　佑季 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 天理大学 2 滋賀

試技順 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

7 334 蔭山　崚賀 ｶｹﾞﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 大阪体育大学 4 香川

8 368 中野　辰稀 ﾅｶﾉ ﾀﾂｷ 大阪体育大学 3 大阪

9 394 鷹野　優士 ﾀｶﾉ ﾕｳｼ 大阪体育大学 2 愛媛

室伏　広治（中京大）

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）

OPEN

大会記録

対校種目

男子ハンマー
日付 2022年8月9日

競技開始 10時00分

コール開始 9時30分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

日本記録 室伏　広治（中京大）



11”32 2009

11"47 2022

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

3 361 新免　菜央 ｼﾝﾒﾝ ﾅｵ 天理大学 1 奈良

4 191 横山　結香 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ 大阪体育大学 2 三重

5 890 波江野　夏帆 ﾊｴﾉ ﾅﾂﾎ 大阪体育大学 1 大阪

6 891 矢野　遥楓 ﾔﾉ ﾊﾙｶ 大阪体育大学 1 愛媛

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

4 173 川村　ひかる ｶﾜﾑﾗ ﾋｶﾙ 大阪体育大学 3 滋賀

5 166 坂野　七海 ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ 大阪体育大学 4 大阪

6 184 青海　夢生 ｱｵﾐ ﾕｲ 大阪体育大学 2 和歌山

女子100ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 11時20分

日本学生記録

風：＋ / －

OPEN

コール開始 11時10分

高橋　萌木子（平成国際大）

青山　華依（甲南大）

北田　敏恵(大阪体育大）

関西学生記録

大体大記録

大会記録

対校種目

風：＋ / －

南本　羅那（大阪体育大）



23”15 2009

23"60 2022

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

1 191 横山　結香 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ 大阪体育大学 2 三重

2 360 水越　青空 ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｿﾞﾗ 天理大学 2 奈良

3 891 矢野　遥楓 ﾔﾉ ﾊﾙｶ 大阪体育大学 1 愛媛

4 349 松本　沙織 ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 天理大学 4 奈良

5 890 波江野　夏帆 ﾊｴﾉ ﾅﾂﾎ 大阪体育大学 1 大阪

6 362 御前　友莉奈 ﾐｻｷ ﾕﾘﾅ 天理大学 1 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

4 173 川村　ひかる ｶﾜﾑﾗ ﾋｶﾙ 大阪体育大学 3 滋賀

5 184 青海　夢生 ｱｵﾐ ﾕｲ 大阪体育大学 2 和歌山

女子200ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 13時15分

OPEN

関西学生記録

大体大記録

日本学生記録

コール開始

大会記録

対校種目

風：＋ / －

畑　咲春（大阪体育大）

北田　敏恵（大阪体育大）

13時05分

高橋　萌木子（平成国際大）

青山　華依（甲南大）



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

4 169 甲斐　美羽 ｶｲ ﾐｳ 大阪体育大学 3 兵庫

5 364 寺本　葵 ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ 天理大学 1 兵庫

6 183 森田　音羽 ﾓﾘﾀ ｵﾄﾊ 大阪体育大学 2 静岡

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

対校種目

コール開始 12時30分

丹野　麻美（福島大）

青山　聖佳（大阪成蹊大）

北川　政代（大阪体育大）

女子400ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 12時40分



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 1042 平田 空 ﾋﾗﾀ ｿﾗ 大阪体育大学 1 大阪

3 対校 185 津田 明翔 ﾂﾀﾞ ｱｽｶ 大阪体育大学 2 大阪

4 対校 187 貴島 萌夏美 ｷｼﾞﾏ ﾓﾅﾐ 大阪体育大学 2 大阪

5 対校 172 山下 柚月 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾂﾞｷ 大阪体育大学 3 大阪

6 180 西田 澪可 ﾆｼﾀﾞ ﾚｲｶ 大阪体育大学 3 兵庫

7 対校 928 山崎　真帆 ﾔﾏｻﾞｷ　ﾏﾎ 天理大学 1 奈良

コール開始 10時30分

川田　朱夏（東大阪大）

北村　夢（日体大）

女子800ｍ
日付 2022年8月9日

競技開始 10時40分

日本学生記録

関西学生記録

対校種目



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

2 157 眞木　穂乃香 ﾏｷ　ﾎﾉｶ 大阪体育大学 4 愛媛

3 対校 181 岐部　あみか ｷﾍﾞ ｱﾐｶ 大阪体育大学 2 大阪

4 対校 363 星場　麗羽 ﾎｼﾊﾞ ｳﾙﾊ 天理大学 1 石川

5 対校 170 花山　桃香 ﾊﾅﾔﾏ ﾓﾓｶ 大阪体育大学 3 愛媛

6 対校 171 宮本　奈美夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾐｶ 大阪体育大学 3 大阪

風：＋ / －

女子100ｍH
日付 2022年8月9日

競技開始 13時45分

コール開始 13時35分

紫村　仁美（早稲田大）

田中　佑美（立命館大）

浅田　智美（大阪体育大）

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

大会記録

対校種目



2001

55”94 2001

56"38 2022

59”39 1993

63”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

4 898 松本　桃佳 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ 天理大学 1 奈良

5 359 佐々木　萌恵 ｻｻｷ ﾓｴ 天理大学 2 奈良

関西学生記録 山本　亜美　（立命館大）

大体大記録 横田　香奈（大阪体育大）

大会記録 中村　まゆ（天理大）

OPEN

コール開始 11時50分

日本記録

日本学生記録 青木　沙弥佳（福島大）

女子400ｍH
日付 2022年8月9日

競技開始 12時00分



44”51 2021

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

(　　) 360 水越　青空 ﾐｽﾞｺｼ  ｱｵｿﾞﾗ 2 奈良 (　　) 170 花山　桃香 ﾊﾅﾔﾏ ﾓﾓｶ 3 愛媛

(　　) 361 新免　菜央 ｼﾝﾒﾝ ﾅｵ 1 奈良 (　　) 171 宮本　奈美夏 ﾐﾔﾓﾄ ﾅﾐｶ 3 大阪

(　　) 362 御前　有莉奈 ﾐｻｷ ﾕﾘﾅ 1 奈良 (　　) 181 岐部　あみか ｷﾍﾞ ｱﾐｶ 2 大阪

(　　) 363 星場　麗羽 ﾎｼﾊﾞ ｳﾙﾊ 1 石川 (　　) 191 横山　結香 ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ 2 三重

(　　) 364 寺本　葵 ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ 1 兵庫 (　　) 890 波江野　夏帆 ﾊｴﾉ ﾅﾂﾎ 1 大阪

(　　) 895 大谷　華未 ｵｵﾀﾆ ﾊﾅﾐ 1 大阪 (　　) 891 矢野　遥楓 ﾔﾉ ﾊﾙｶ 1 愛媛

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）

女子4×100ｍR
日付 2022年8月9日

競技開始 14時40分

コール開始 14時20分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

大会記録

岸本・田中・壹岐・山中（立命館大）

伊藤・児玉・渡邊・城戸（福岡大）

大体大 天理大



3’34”70 2007

3'36"67 2012

3’44”70 1990

3’58”01 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

( 　) 172 山下　柚月 ﾔﾏｼﾀ ﾕﾂﾞｷ 3 大阪 ( 　) 349 松本　沙織 ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 4 奈良

( 　) 183 森田　音羽 ﾓﾘﾀ ｵﾄﾊ 2 静岡 ( 　) 360 水越　青空 ﾐｽﾞｺｼ   ｱｵｿﾞﾗ 2 奈良

( 　) 185 津田　明翔 ﾂﾀﾞ ｱｽｶ 2 大阪 ( 　) 361 新免　菜央 ｼﾝﾒﾝ   ﾅｵ 1 奈良

( 　) 187 貴島　萌夏美 ｷｼﾞﾏ ﾓﾅﾐ 2 大阪 ( 　) 362 御前　有莉奈 ﾐｻｷ   ﾕﾘﾅ 1 奈良

( 　) 363 星場　麗羽 ﾎｼﾊﾞ   ｳﾙﾊ 1 石川

( 　) 364 寺本　葵 ﾃﾗﾓﾄ   ｱｵｲ 1 兵庫

コール開始 15時30分

女子4×400ｍR
日付 2022年8月9日

競技開始 15時50分

大体大

日本記録

日本学生記録 渡辺・丹野・青木・金田一（福島大）

関西学生記録 上山・名倉・新宮・三木（東大阪大）

大体大記録 山崎・扇・山田・北川（大阪体育大）

大会記録 瀧本・大畠・兼安・中村（天理大）

天理大



1m95 1987 佐藤　恵（福岡大）

1m84
1985

1997
加藤　純子（天理大） 青山　幸（甲南大）

1m77
1994

2001
川本　衣理子（大阪体育大） 土井　千草（大阪体育大）

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

1 186 森岡　未優 ﾓﾘｵｶ ﾐﾕ 大阪体育大学 2 大阪

2 354 金子　舞羽 ｶﾈｺ ﾏｳ 天理大学 3 大阪

3 156 和田　真琉 ﾜﾀﾞ ﾏｲﾙ 大阪体育大学 4 大阪

4 350 和多野　碧衣 ﾜﾀﾉ ｱｵｲ 天理大学 4 奈良

女子走高跳
日付 2022年8月9日

競技開始 10時00分

コール開始 9時45分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

大会記録

対校種目



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

1 358 小山　葵 ｺﾔﾏ ｱｵｲ 天理大学 2 奈良

2 204 浅野　利佳 ｱｻﾉ ﾘｶ 大阪体育大学 2 大阪

3 355 吉田　実由 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 天理大学 3 京都

4 168 吉野 　仁美 ﾖｼﾉ  ﾋﾄﾐ 大阪体育大学 3 大阪

5 895 大谷　華未 ｵｵﾀﾆ ﾊﾅﾐ 天理大学 1 大阪

6 157 眞木　穂乃香 ﾏｷ ﾎﾉｶ 大阪体育大学 4 愛媛

試技順 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録 風

7 188 加地　真侑 ｶﾁﾞ ﾏﾕｳ 大阪体育大学 2 京都

8 351 和田　詩織 ﾜﾀﾞ ｼｵﾘ 天理大学 4 奈良

9 201 岡本　莉奈 ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ 大阪体育大学 2 大阪

辰巳　公子（大阪体育大）

西小城　里奈（天理大）

OPEN

大会記録

対校種目

女子走幅跳
日付 2022年8月9日

競技開始 10時30分

コール開始 10時15分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

池田　久美子（福島大）

辻本　愛莉香（大阪成蹊大）



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

1 168 吉野　仁美 ﾖｼﾉ ﾋﾄﾐ 大阪体育大学 3 大阪

2 188 加地　真侑 ｶﾁﾞﾏﾕｳ 大阪体育大学 2 京都

3 201 岡本　莉奈 ｵｶﾓﾄ ﾘﾅ 大阪体育大学 2 大阪

コール開始 13時05分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

女子三段跳
日付 2022年8月9日

競技開始 13時20分

OPEN

花岡　麻帆（順天堂大）

河合　栞奈（大阪成蹊大）

川上　亜紀（大阪体育大）

吉田　裕美（天理大）大会記録



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

1 174 岩本　真波 ｲﾏﾓﾄ ﾏﾅﾐ 大阪体育大学 3 奈良

2 179 山本　佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 大阪体育大学 3 大阪

3 200 伊藤　彩花 ｲﾄｳ ｱﾔｶ 大阪体育大学 2 香川

山本　舞（大阪体育大）

山本　遙（大阪体育大）大会記録

OPEN

女子砲丸投
日付 2022年8月9日

競技開始 10時00分

コール開始 9時45分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

森　千夏（国士舘大）

福富　栄莉奈（園田学園女子大）



59m03 2019

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

1 357 加納　京果 ｶﾉｳ ｷｮｳｶ 天理大学 2 三重

2 178 中瀬　綺音 ﾅｶｾ ｱﾔﾈ 大阪体育大学 3 大阪

3 353 辻村　柚月 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 天理大学 3 奈良

4 162 渡部　舞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ 大阪体育大学 4 愛媛

5 356 鶴尾　奈々佳 ﾂﾙｵ ﾅﾅｶ 天理大学 2 奈良

6 192 大西　愛莉 ｵｵﾆｼ ｱｲﾘ 大阪体育大学 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

7 199 本田　結子 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｲｺ 大阪体育大学 2 岐阜

8 894 下間　星来 ｼﾓﾂﾏ ｾｲﾗ 大阪体育大学 1 山口

9 1043 後藤　花音 ｺﾞﾄｳ ﾊﾅﾈ 大阪体育大学 1 広島

拓植　恵（大阪体育大）

東海　茉莉花（大阪体育大）

OPEN

大会記録

対校種目

女子円盤投
日付 2022年8月9日

競技開始 12時30分

コール開始 12時15分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

郡　菜々佳（九州共立大）

北森　郁子（天理大）



66m00 2019

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

1 892 川合　小想 ｶﾜｲ ｺｺﾛ 大阪体育大学 1 三重

2 897 松本　愛子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｺ 天理大学 1 大阪

3 164 小林　鈴奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾞﾅ 大阪体育大学 4 鳥取

4 197 野間　名津巳 ﾉﾏ ﾅﾂﾐ 大阪体育大学 2 和歌山

試技順 ナンバー 氏名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

5 893 進藤　きらら ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ 大阪体育大学 1 秋田

6 195 福永　涼華 ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｶ 大阪体育大学 2 大阪

武本　紗栄（大阪体育大）

小正　和代（大阪体育大）

OPEN

大会記録

対校種目

女子やり投
日付 2021年8月9日

競技開始 14時00分

コール開始 13時30分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

北口　榛花（日本大）

武本　紗栄（大阪体育大）



64m43 2001

59m41 2021

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

1 177 竹谷　陸 ﾀｹﾀﾆ ﾑﾂﾐ 大阪体育大学 3 大阪

2 365 田中　凜 ﾀﾅｶ ﾘﾝ 天理大学 1 兵庫

3 176 五十川　利己 ｲﾝｶﾞﾜ ﾘｺ 大阪体育大学 3 奈良

4 896 大野　藍美 ｵｵﾉ ｱｲﾐ 天理大学 1 京都

5 161 坂本　日和 ｻｶﾓﾄ ﾋﾖﾘ 大阪体育大学 4 三重

レーン ナンバー 氏名 フリガナ 所属 学年 陸協 順位 記録

6 194 大濱　未結 ｵｵﾊﾏ ﾐｳ 大阪体育大学 2 熊本

上田　渉（大阪体育大）

上田　渉（大阪体育大）

OPEN

大会記録

対校種目

女子ハンマー
日付 2021年8月9日

競技開始 11時30分

コール開始 11時15分

日本学生記録

関西学生記録

大体大記録

綾　真澄（中京大）

高橋　沙湖（大阪体育大）


