
 

9/14～16 第 51回 近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会（奈良・鴻ノ池） 

 

種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

1年 100m 予選 3組 首藤   大 1位 11.06 -0.3  

決 勝 1位 11.06 +0.0  

1年 400m 予選 2組 芦田  唯真 2位 50.79   

決 勝 7位 51.29   

1年 1500m 決 勝 川辺 律夢 11位 4:08.71   

1年 5000m 決 勝 水本  裕大 4位 15:27.39   

田村 一智 7位 15:44.35   

1年 110mH 予選 2組 岩本 翔太 4位 15.65 +0.2  

予選 3組 中山 聡太 4位 15.61 +0.0  

1年 3000mSC 決 勝 東原 豪輝 3位 9:27.83   

鍋野 涼雅 8位 9:48.27   

1年円盤投 決 勝 阪上 孝峻 7位 37m14   

1年やり投 決 勝 上村 壮吾 6位 49m72   

2年 100m 予選 2組 藤井 恒輝 4位 11.12 +1.8  

決 勝 7位 11.02 +2.8  

予選 3組 深川 真平 1位 11.05 -0.1  

決 勝 3位 10.74 +2.8  

2年 200m 予選 1組 坂本 俊介 2位 21.98 +2.2  

決 勝  6位 21.85 +1.3  

予選 2組 坂東 日向 3位 22.04 +1.2  

2年 400m 予選 2組 瀬尾 京佑 2位 49.84   

決 勝 5位 49.55   

予選 1組 石川 稚紘 3位 49.44   

決 勝 8位 50.05   

2年砲丸投 決 勝 山﨑 崇嗣 7位 13m16   

共通 4×100mR 予選 6組 深川 真平(2) 

坂東 日向(2) 

寺奥 太一(2) 

坂本 俊介(2) 

1位 41.47   

準決勝 3組 深川 真平(2) 

坂東 日向(2) 

寺奥 太一(2) 

坂本 俊介(2) 

1位 41.57   
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種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

共通 4×100mR 決 勝 深川 真平(2) 

坂東 日向(2) 

坂本 俊介(2) 

首藤  大(1) 

1位 41.05   

共通 4×400mR 予選 2組 岸野 航士(2) 

瀬尾 京佑(2) 

喜代田悠輝(1) 

石川 稚紘(2) 

3位 3:25.47   

準決勝 2組 石川 稚紘(2) 

瀬尾 京佑(2) 

岸野 航士(2) 

喜代田悠輝(1) 

1位 3:17.63   

決 勝 石川 稚紘(2) 

瀬尾 京佑(2) 

坂本 俊介(2) 

坂東 日向(2) 

2位 3:17.65   

種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

1年 100m 予選 1組 大林 由依 3位 12.64 -1.0  

決 勝 8位 12.66 -0.3  

予選 2組 青山 華依 1位 12.24 -0.7  

決 勝 1位 11.83 -0.3 大会新 

1年 200m 予選 1組 青山 華依 1位 24.87 +0.3  

決 勝 1位 24.30 +0.3 大会新 

予選 3組 大林 由依 2位 25.38 +2.1  

決 勝 7位 25.69 +0.3  

1年 400m 予選 2組 渡辺  愛 2位 58.98   

決 勝 ６位 58.20   

１年 100mH 予選 2組 國本 美柚 3位 15.81 -1.5  

2年 100m 予選 1組 松方 美緒 4位 12.71 -0.4  

2年 100mH 予選 2組 麻野 涼葉 1位 14.56 -0.9  

決 勝 3位 14.27 -0.3  

2年 砲丸投 決 勝 廣島愛亜梨 1位 13m84   

  村上 嘉奈 7位 10m78   

2年 円盤投 決 勝 廣島愛亜梨 4位 37m00   
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種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

共通 4×100mR 予選 4組 松方 美緒(2) 

青山 華依(1) 

大林 由依(1) 

長野 風香(2) 

1位 47.27   

準決勝 1組 松方 美緒(2) 

青山 華依(1) 

大林 由依(1) 

長野 風香(2) 

1位 47.31   

決 勝 松方 美緒(2) 

青山 華依(1) 

大林 由依(1) 

長野 風香(2) 

3位 47.08   

共通 4×400mR 予選 5組 水越 青空(1) 

三ッ井綾乃(2) 

辻村 陽南(2) 

渡辺  愛(1) 

1位 3:55.75   

準決勝 1組 水越 青空(1) 

三ッ井綾乃(2) 

本田 理乃(2) 

渡辺  愛(1) 

2位 3:51.88   

決 勝 三ッ井綾乃(2) 

青山 華依(1) 

本田 理乃(2) 

渡辺  愛(1) 

5位 3:51.80   

男子 1年 4位 29点 

男子 2年 10位 18点 

男子総合 3位 62点 

 

女子 1年 9位 22点 

女子 2年 6位 19点 

女子総合 5位 51点 


