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種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

100m タイムレース 深川 真平(2) 1位 10.66 +1,2  

藤井 恒輝(2) 2位 10.72 +1.2  

濱田 光貴(2) 3位 10.76 +1.2  

坂東 日向(2) 4位 10.83 +1.2  

首藤  大(1) 5位 10.92 +1.2  

水野 翔真(2) 7位 10.98 +1.6  

二井 悠太(2) 11位 11.03 +2.6  

凪 翔太郎(2) 13位 11.06 +1.2  

柏木 駿弥(1) 19位 11.09 +2.9  

畑中 涼聖(2) 22位 11.15 +1.6  

小西 巧海(1) 33位 11.27 +2.6  

徳重 大樹(2) 35位 11.28 +2.2  

大野慶次郎(1) 40位 11.34 +2.9  

吉田 星矢(2) 42位 11.36 +2.6  

内山 竜清(1) 43位 11.37 +2.6  

杉原 琉来(1) 47位 11.43 +2.6  

熊谷 元汰(1) 57位 11.56 +2.3  

丸嶋 聡史(2) 102位 11.92 +3.7  

北地 颯太(1) 196位 12.50 -1.2  

200m タイムレース 寺奥 太一(2) 3位 22.15 +2.7  

石川 稚紘(2) 4位 22.20 +1.5  

瀬尾 京佑(2) 5位 22.26 +2.7  

正田 陽人(1) 6位 22.28 +2.7  

山下  歩(3) 12位 22.88 +2.7  

400m タイムレース 芦田 唯真(1) 1位 49.99   

喜代田悠輝(1) 2位 50.37   

岸野 航士(2) 3位 50.37   

佐保 優希(1) 6位 50.96   

岸田 直人(2) 8位 51.35   

山田 栄佑(1) 9位 51.74   

徳田 尚也(2) 16位 52.25   

森  貫太(1) 17位 52.32   

田中 大督(2) 21位 52.80   

福田健太郎(1) 24位 54.43   



 

11/10 大阪高校第一地区第５回記録会（服部） 

 

種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

110mH タイムレース 木下 陽斗(1) 2位 15.78 +1.4  

岸  海地(2) 3位 15.79 +1.4  

400mH タイムレース 東  大雅(2) 2位 59.46   

三段跳 決 勝 松原 健斗(2) 2位 14m09 +2.1  

榎本友希斗(2) 6位 13m45 +1.1  

走幅跳 決 勝 播戸 賢紀(2) 1位 6m49 +2.4  

砲丸投 決 勝 山﨑 崇嗣(2) 1位 13m22   

上村 壮吾(1) 3位 11m90   

那須 聖拓(1) 6位 10m46   

やり投 決 勝 上村 壮吾(1) 2位 51m37   

山﨑 崇嗣(2) 7位 42m61   

阪上 孝峻(1) 11位 39m51   

酒井  瞭(1) 12位 38m49   

那須 聖拓(1) 19位 29m57   

松宮 翔平(2) 21位 28m01   

4×100mR タイムレース 水野 翔真(2) 

濱田 光貴(2) 

瀬尾 京佑(2) 

藤井 恒輝(2) 

1位 41.26   

二井 悠太(2) 

深川 真平(2) 

凪 翔太郎(2) 

坂東 日向(2) 

2位 41.77   

首藤  大(1) 

小西 巧海(1) 

正田 陽人(1) 

柏木 駿弥(1) 

6位 43.02   

4×400mR タイムレース 森  貫太(1) 

芦田 唯真(1) 

喜代田悠輝(1) 

山田 栄佑(1) 

1位 3:23.29   
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種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

4×400mR タイムレース 岸田 直人(2) 

佐保 優希(1) 

小西 巧海(1) 

田中 大督(2) 

3位 3:27.35   

種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

100m タイムレース 山本 珠菜(2) 2位 12.26 +1.0  

松方 美緒(2) 3位 12.60 +1.0  

村上ひなた(1) 5位 12.68 +0.5  

坂井 千尋(1) 6位 12.69 +1.0  

小山くるみ(1) 9位 12.85 +0.5  

大谷 亜美(1) 10位 12.90 +0.5  

徳田 桃香(2) 24位 13.29 +1.0  

200m タイムレース 青山 華依(1) 1位 25.05 +1.0  

本田 理乃(2) 2位 25.45 +1.0  

三ッ井綾乃(2) 3位 25.66 +1.0  

水越 青空(1) 4位 25.84 +1.0  

岐部あみか(1) 6位 26.87 +1.0  

横山 玲奈(2) 9位 28.16 +1.1  

400m タイムレース 渡辺  愛(1) 2位 57.41   

吉田 悠莉(2) 3位 58.34   

辻村 陽南(2) 6位 1:01.73   

前川 歩夢(2) 8位 1:02.81   

100mH 決 勝 麻野 涼葉(2) 1位 14.00 +1.7  

國本 美柚(1) 2位 15.63   

砲丸投 決 勝 村上 嘉奈(2) 1位 11m81   

吉田 想望(1) 2位 10m91   

やり投 決 勝 村上 嘉奈(2) 1位 34m67   

4×100mR タイムレース 岐部あみか(1) 

横山 玲奈(2) 

麻野 涼葉(2) 

國本 美柚(1) 

2位 50.35   
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種目 ラウンド 氏名 順位 記録 風速 備考 

4×400mR タイムレース 坂井 千尋(1) 

小山くるみ(1) 

水越 青空(1) 

辻村 陽南(2) 

1位 4:02.14   

三ッ井綾乃(2) 

本田 理乃(2) 

松方 美緒(2) 

前川 歩夢(2) 

2位 4:02.33   

渡辺  愛(1) 

青山 華依(1) 

村上ひなた(1) 

大谷 亜美(1) 

4位 4:05.58   

横山 玲奈(2) 

山本 珠菜(2) 

吉田 悠莉(2) 

徳田 桃香(2) 

5位 4:06.54   

 


