
種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

６０ｍ 女部田　亮  6.77 九鬼　　巧  6.79 譚　　巨全　　TAN,Juquan　　中国  6.87 川畑　良介  6.98 坂口　卓也  7.02

ONABUTA,Ryou KUKI,Takumi 付　　　飛　　FU,Fei　　　　中国 KAWAHATA,Ryousuke SAKAGUCHI,Takuya

日本 日本 近畿 近畿

２００ｍ 木村　　淳 22.52 飯塚　翔太 22.57 王　　　彬 22.99 野田　滉二 23.03 山田　裕貴 23.39 黄　　　祥 23.56

KIMURA,Jyun IIZUKA,Shouta WANG,Bin NODA,Kouji YAMADA,Yuuki HUANG,Xiang

日本 日本 中国 近畿 近畿 中国

６０ｍＨ 矢沢　　航  8.00 朱　　海宝  8.06 白田　耕平  8.26 山根　雅斗  8.33 吉岡　駿貴  8.45

YAZAWA,Wataru ZHU,Haibao SHIRATA,Kouhei YAMANE,Masato YOSHIOKA,Toshiki

日本 中国 日本 近畿 近畿

走高跳 馮　　暁明 2m15 高山　　豊 2m12 鮑　　　森林　　CHEN,Ji　　　　中国 2m09 佐藤　文哉 2m03 大八木　大介 1m95

FENG,Xiaoming TAKAYAMA,Yutaka 戸邉　　直人　　TOBE,Naoto 　　日本 SATOU,Fumiya OOYAGI,Daisuke

中国 日本 近畿 近畿

棒高跳 松澤　ｼﾞｱﾝ成治 5m15 徐　　　青　　XU,Qing　　　中国 4m80 金子　尚弘 4m60

MATSUZAWA,Jian-nariharu 夏　　　翔　　XIA,Xiang　　中国 KANEKO,Naohiro

日本 近畿

走幅跳 楊　　　凱   7m49 王　　　重   7m27 佐久田　健人   7m20 松下　真樹   7m08 文野　湧綺   6m66

YANG,Kai WANG,Zhong SAKUTA,Kento MATSUSHITA,Masaki BUNNO,Yuki

中国 中国 日本 近畿 近畿

三段跳 佐脇　　匠  14m73 岡田　直之  14m73 蛸谷　竜一  14m41 安部　弘志  14m19

SAWAKI,Syou OKADA,Naoyuki TAKOYA,Ryuuichi ABE,Hiroshi

日本 近畿 日本 近畿

８００ｍ 中村　康弘  1:53.60 岡　　昇平  1:56.82 笹村　直也  2:00.08

MAKAMURA,Yasuhiro OKA,Syouhei SASAMURA,Naoya

日本 日本 日本

６０ｍ 世古　　和  7.49 石田　あかね  7.57 姜　　　珊  7.62 渝　　麗娟  7.65 奥田　芽理  7.89

SEKO,Nodoka ISHIDA,Akane JIANG,Shan YU,Lijuan OKUDA,Meri

日本 日本 中国 中国 近畿

２００ｍ 陳　　静文 25.53 正垣　知保里 25.63 鳥原　早貴 25.67 王　　暁 26.09 田代　成美 26.11 上山　美紗喜 27.93

CHEN,Jingwen MASAGAKI,Chihori TORIHARA,Saki WANG,Xiaojiao TASHIRO,Narumi UEYAMA,Misaki

中国 近畿 日本 中国 日本 近畿

６０ｍＨ 川崎　　葵  8.40 呉　　水嬌  8.46 山本　　遥  8.74 鹿島　日雅里  8.93

KAWASAKI,Aoi WU,Shuijiao YAMAMOTO,Haruka ROKUSHIMA,Hikari

日本 中国 近畿 近畿

走高跳 葉　　嘉瑩 1m74 王　　雪毅 1m74 金井　　瞳 1m71 苅田　　萌 1m71 岩田　未玲 1m65

YE,Jiaying WANG,Xueyi KANAI,Hitomi KARITA,Moe IWATA,Mirei

中国 中国 日本 近畿 日本

走幅跳 李　　艶梅   6m14 許　　小令   6m10 宮坂　　楓   5m90 中尾　優里   5m60 宇都宮　絵莉   5m47 田邊　章乃   5m40

LI,Yanmei XU,Xiaoling MIYASAKA,Kaede NAKAO,Yuuri UTSUNOMIYA,Eri TANABE,Takano

中国 中国 日本 近畿 近畿 日本

８００ｍ 陣内　綾子  2:06.82 岸川　朱里  2:08.19 木村　朝美  2:12.11 真下　まなみ  2:17.78

JINNOUCHI,Ayako KISHIKAWA,Akari KIMURA,Tomomi MASHITA,Manami

日本 日本 日本 日本

最優秀選手 男子　　　　走幅跳　　　楊　　　凱　　YANG,Kai　　　中国　　　 7m49 優秀選手 男子棒高跳　　　松澤ジアン成治　　　MATSUZAWA,Jian-nariharu　　日本　　　 5m15

女子　　　　６０ｍ　　　世古　　和　　SEKO,Nodoka　 日本　　　 7.49 女子６０ｍＨ　　川崎　　葵　　　　　KAWASAKI,Aoi 　　　　　　　日本　　　 8.40

女子６０ｍＨ　　呉　　水嬌　　　　　WU,Shuijiao　　　　　　　　中国　　　 8.46

女子走高跳　　　葉　　嘉瑩　　　　　YE,Jiaying 　　　　　　　　中国　　　 1m74
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性別 種別 日 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

10日 ６０ｍ 上田　祐司  6.86 石本　ﾌｧﾙｰｸ  6.90 冨田　　智  6.93 三輪　将之  6.94 浅野　伸明  6.99 西川　陽一  7.01 和田　充功  7.02 永沼　賢治  7.03

奈　良･添上高 東　京･日体荏原高 熊　本･鹿本高 愛  知･中京大中京高 愛  知･栄徳高 滋　賀･米原高 大　阪･東大阪大柏原高 大　分･大分舞鶴高

10日 １５００ｍ オセイ　ダニエル  3:59.13 湯川　智史  4:04.68 指出　大志  4:05.70 内山　浩貴  4:06.27 相原　将仁  4:07.77 高橋　　惇  4:08.47 中村　信一郎  4:09.76 山本　雄大  4:09.80

埼　玉･市立川口高 NGR 和歌山･和歌山北高 兵　庫･須磨学園高 埼　玉･武南高 東　京･早稲田実業高 和歌山･和歌山北高 香  川･高松工芸高 兵　庫･須磨学園高

11日 ６０ｍＨ 安藤　圭太  8.22 白田　耕平  8.26 馬場　和樹  8.29 山根　雅斗  8.31 太田　和彰  8.35 谷　浩二朗  8.43 中山　雄大  8.43 三田　恭平  8.55

東　京･都立駒場高 東　京･東京高 埼　玉･昌平高 兵　庫･関学高 長  野･松代高 兵　庫･滝川第二高 富  山･龍谷富山高 大　阪･東大阪大柏原高

11日 走高跳 菅原　敬弥 2m09 佐藤　文哉 2m09 岩本　　航　　　福　岡･自由ケ丘高 2m00 小室　 翔 2m00 平　　龍彦 2m00 元吉　雄基 1m95 新井　郁也 1m95

秋　田･秋田西高 大　阪･東大阪大柏原高 川邉　　真　　　富  山･南砺福光高 大　阪･東大阪大柏原高 静  岡･浜松市立高 東　京･東京高 埼　玉･大宮南高

11日 棒高跳 松澤　ｼﾞｱﾝ成治 5m00 桜井　　駿 5m00 藤居　大喜 4m80 田中　　亘 4m80 築地　涼平 4m70 小林　柊也 4m70 同順:田中　　僚 4m70 同順:近田　竜雅 4m70

長  野･高遠高 千　葉･柏日体高 大　阪･東大阪大柏原高 群　馬･樹徳高 愛  知･中京大中京高 静  岡･東海大翔洋高 三  重･皇學館高 愛  知･中京大中京高

11日 走幅跳 佐久田　健人   7m38 大岩　雄飛   7m31 小林　祐介   7m20 長田　有司   7m18 松原　　奨   7m12 井上　栄司   7m07 土木田　謙   7m06 松下　真樹   7m03

沖　縄･那覇西高 富  山･富山大 岡　山･岡山工高 京　都･洛北高 静  岡･東海大翔洋高 千　葉･安房高 東　京･足立新田高 兵　庫･滝川第二高

10日 三段跳 越川　大紀  14m97 深沢　宏之  14m92 宮澤　亮平  14m83 泉　　集心  14m50 安部　弘志  14m47 有松　今日  14m37 濱口　隆翔  14m33 木原　雅登  14m32

千　葉･成田高 長  野･松代高 埼　玉･大宮南高 石  川･石川高専高 兵　庫･社高 和歌山･和歌山北高 三  重･宇治山田商業高 滋　賀･草津東高

11日 ６０ｍ 大瀨戸　一馬  6.82 福富　晃希  7.08 魚里　勇介  7.08 河室　裕貴  7.09 石塚　春輝  7.14 西澤　拓也  7.16 三崎　大樹  7.21 田中　翔真  7.37

福　岡･新津中 NGR 佐　賀･啓成中 兵　庫･青雲中 愛  知･弥富中 滋　賀･八幡西中 埼　玉･吹上北中 兵　庫･白川台中 三  重･名張北中

11日 ８００ｍ 西山　雄介  1:59.58 津田　将隆  1:59.61 一色　恭志  2:00.92 高橋　建人  2:00.93 飯泉　優人  2:02.45 西山　 令  2:02.55 東海　真之介  2:02.89 城西　　廉  2:02.98

三  重･三雲中 NGR 大　阪･近大附中 NGR 京　都･橋立中 NGR 静  岡･浜松天竜中 NGR 東　京･西葛西中 NGR 愛  知･葵中 NGR 京　都･洛西中 広　島･世羅西中

11日 ６０ｍＭＨ 田辺　将大良  8.01 野口　直人  8.05 松本　岳大  8.11 間處　将太  8.11 鐵口　　蓮  8.14 鍵本　訓近  8.14 髙山　峻野  8.23 大川　順也  8.25

東　京･第三亀戸中 埼　玉･杉戸中 兵　庫･加古川中 兵　庫･平岡南中 広　島･亀山中 奈　良･八木中 広　島･中広中 兵　庫･深津中

11日 棒高跳 市川　響太郎 4m50 眞部　敏郎 4m40 野田　涼平 4m40 西山　夏樹 4m40 小林　亮太　　　静  岡･浜松天竜中 4m30 新井　雄士 4m30 石川　明斗 4m10

群　馬･高崎高南中 香  川･玉藻中 岐  阜･瑞陵中 香  川･大野原中 石川　　毅　　　香  川･観音寺中 群　馬･伊勢崎四中 香  川･大野原中

11日 走幅跳 飯田　　旭   7m11 村上　了太   6m86 岡野　亮祐   6m75 青山　耕也   6m74 佐々木　祐弥   6m66 内川　佳祐   6m61 仲田　凱人   6m61 平井　修吾   6m54

福　岡･姪浜中 NGR 静  岡･菊川岳洋中 広　島･五日市南中 愛  知･森孝中 岡　山･倉敷第一中 長  野･白馬中 千　葉･匝瑳野栄中 京　都･男山中

11日 ６０ｍ 若原　笙弥  7.87 岡田　康聖  7.93 細田　大志  7.95 藤井　翔哉  7.97 岩本　拓磨  7.98 勝瀬　健大  8.02 松田　恒輝  8.06 小野　佑太  8.17

兵　庫･山口 滋　賀･高島ｼﾞｭﾆｱAC 大　阪･喜志陸上 京　都･修学院第二 兵　庫･九会 大　阪･なにわｼﾞｭﾆｱAC 兵　庫･広畑 奈　良･高田ｼﾞｭﾆｱＡＣ

11日 ４×８０ｍ 小野･兵　庫 43.27 吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上･大　阪 43.34 紀の国AC･和歌山 43.54 八木･兵　庫 44.12 なにわｼﾞｭﾆｱAC･大　阪 44.14 福良･兵　庫 44.47 越部･兵　庫 44.70 万博ｱｽﾘｰﾄ･大　阪 44.86

   長濵　竜太郎    濱島　 隼    松岡　寛尚    鎌田　信三    隈井　龍馬    池田　達輝    楠 　良介    西原　大貴

   津熊　洸樹    平井　聡雄    瀧川　幹太    小林　宗哉    勝瀬　健大    野村　奏太    梅谷　将司    松本　琢馬

   冨田　昂志    松本　幸祐    中本　大智    片岡　健介    安田　健一郎    新田　黎斗    桂　 大輝    岩田　和久

   横山　太一    土井　健生    南方　斗喜    西田　 樹    上田　快晴    亀山　尚汰    山本　菖太    杉林　尚幹

10日 ６０ｍ 高橋　優香  7.57 中尾　優里  7.58 亀山　夏美  7.66 川畑　桃子  7.69 津波　　茜  7.72 中澤　まいこ  7.78 松尾　紗也可  7.80 名倉　千晃  7.81

山　形･上山明新館高 和歌山･和歌山北高 佐　賀･佐賀北高 鹿児島･松陽高 沖　縄･那覇西高 東　京･東京高 岡　山･倉敷中央高 大　阪･東大阪大敬愛高

10日 １５００ｍ 西脇　　舞  4:26.83 磯部　　維  4:27.03 横瀬　彩也香  4:33.71 牧川　恵莉  4:35.80 竹内　麻里子  4:40.84 高橋　満里  4:50.59 西島　茉里  4:51.50 菊池　里江  4:52.11

岡　山･岡山操山高 NGR 大　阪･岸和田高 NGR 大　阪･東大阪大敬愛高 石  川･星稜高 愛  知･中京大中京高 大　阪･東大阪大敬愛高 兵　庫･県西宮高 和歌山･和歌山北高

11日 ６０ｍＨ 髙橋　緋奈  8.73 関矢　梨花  8.74 吉良　愛美  8.80 竹野　冴香  8.82 小柳　結莉  8.88 辻本　美穂  8.91 野坂　　優  8.98

岡　山･倉敷中央高 新  潟･長岡商高 熊　本･熊本商業高 京　都･洛北高 長　崎･長崎南高 京　都･鳥羽高 岡　山･岡山城東高

10日 走高跳 井上　七海 1m68 庄司　雪乃 1m65 岩田　未玲 1m65 高島　柚佳　　　福　岡･中村学園女子高 1m62 川原　エリカ 1m62 西村　莉子 1m62

東　京･都立駒場高 埼　玉･市立川口高 滋　賀･草津東高 土川　萌子　　　栃　木･那須拓陽高 群　馬･伊勢崎四中 兵　庫･滝川第二高

11日 棒高跳 井戸川　桃 3m70 川原　ジェニ　　　群　馬･伊勢崎四中 3m60 榎本　優子 3m60 岡城　有紀 3m40 斉藤　希望花 3m40 長谷部　初衣 3m40

埼　玉･草加高 田中　亜希子　　　群　馬･樹徳高 千　葉･国府台女子学院高 滋　賀･草津東高 滋　賀･高島高 千　葉･国府台女子学院高

11日 走幅跳 高橋　友果   5m69 鬼塚　はるな   5m67 宮坂　　楓   5m65 清野　華菜   5m63 相原　千枝   5m63 桐山　明日香   5m59 東方　彩稀   5m49 大木　彩香   5m47

千　葉･佐原高 長　崎･大村高 長  野･東海大三高 埼　玉･埼玉栄高 山  梨･駿台甲府高 長  野･伊那弥生ケ丘高 石  川･金沢錦丘高 兵　庫･園田高

11日 ６０ｍ 君嶋　愛梨沙  7.75 青木　益未  7.75 森　佑紀那  7.77 東　千恵子  7.85 下村　香穂  7.88 荒木　夏波  7.96 迫　百合愛  7.97 大塚　陽那子  7.99

山　口･麻里布中 岡　山･岡山ＯＳＩ 愛  知･長良中 徳  島･不動中 兵　庫･白川台中 大　阪･豊中十四中 大　阪･石切中 岐  阜･島中

11日 ８００ｍ 渡辺　恵美  2:16.22 向井　紗季  2:16.55 清水　真帆  2:16.92 武田　志帆  2:17.07 山下　希望  2:17.64 中山　　咲  2:18.53 宮永　梨紗  2:19.58 宗廣　千寿穂  2:21.24

京　都･京都光華中 香  川･大野原中 静  岡･清水ミズノＳＣ 埼　玉･坂戸住吉中 福　岡･席田中 埼　玉･埼玉栄中 兵　庫･加古川中 兵　庫･加古川中

11日 ６０ｍＪＨ 森岡　美紅  8.57 山中　亜耶  8.75 梅原　紗月  8.77 亀山　実季  8.85 田中　美調  9.02 二村　有紀  9.03 山形　今日子  9.07 同順:中村　有希  9.07

岡　山･上道中 NGR 奈　良･三笠中 京　都･京都文教中 岡　山･岡山芳泉中 大　阪･東雲中 静  岡･浜松天竜中 千　葉･白山中 京　都･橋立中

11日 走幅跳 末永　成美   5m50 満﨑　千里   5m47 大瀬　百恵   5m40 藤沼　朱音   5m30 香取　優花   5m21 田中　智恵   5m17 矢口　栞梨   5m14 安井　ゆかり   5m09

鹿児島･吉松中 熊　本･阿蘇西原中 鹿児島･甲南中 神奈川･岡津中 千　葉･香取中 石  川･星稜中 三  重･尾鷲中 岡　山･岡山ＯＳＩ

11日 ６０ｍ 清水　紗貴  8.38 上西　美歌  8.39 濱谷　真悠  8.47 田中　 茜  8.49 森本　鈴花  8.50 矢田　加奈  8.53 西村　百花  8.59 磯谷　 優  8.61

兵　庫･神岡 奈　良･ﾐﾙｷｰｳｪｲ 兵　庫･荒井 京　都･みやこｼﾞｭﾆｱ 奈　良･ﾐﾙｷｰｳｪｲ 和歌山･太地陸上JAC 京　都･松井ヶ丘 大　阪･泉大津SRC

11日 ４×８０ｍ 荒井･兵　庫 43.89 ﾐﾙｷｰｳｪｲ･奈　良 44.02 京小陸上･京　都 45.22 紀の国AC･和歌山 45.66 曽根･兵　庫 45.71 みやこｼﾞｭﾆｱ･京　都 45.95 桃山･京　都 46.17 吹田ｼﾞｭﾆｱ陸上･大　阪 46.20

   濱谷　真悠 NGR    森本　鈴花 NGR    中村　世那    北野　七彩    小野　瑞季    田中　 茜    吉川　志歩    下西　沙耶

   木村　美月    磯尾　真衣    川端　百香    毛利　かなで    鶴石　侑子    鈴木　礼衣    中村　遥花    平田　千都

   杭田　友実    上西　美歌    斉藤　江美    田伏　里帆    竹田　理紗    関 　梨乃    藤原　あかり    近藤　真衣

   寺本　芽生    倉本　萌由    西村　美紅    斎藤　 雅    鶴石　佳也    大兼政　亜耶    大村　茉由    中村　栞里
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2010/2/10(水)･11(木･祝)
大阪城ホール

　競技会コード　　　　10500035
　競技場コード　　　　室内64
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日本ジュニア室内陸上競技大阪大会　ＴＯＰ８表


