
日付 種目

橋詰　竜輝(3) w21.86 (+2.1) 上治　大琉(3) w22.25 (+2.1) 内田　大翔(3) w22.33 (+2.1) マルティネス　ボイド(3) w22.42 (+2.1)

加美・兵庫 豊岡南・兵庫 縄手・大阪 河合第二・奈良

中村　玲皇(3) 50.90 辻本　滉貴(3) 51.02 岡橋　虎之介(3) 51.70 溝口　遼太(3) 52.21

山城・京都 高砂宝殿・兵庫 田原本・奈良 篠山・兵庫

落合　晃(3) 1:57.61 渡辺　敦紀(2) 1:59.11 山本　聖琉(3) 2:00.70 加藤　悠成(3) 2:01.68

今津・滋賀 岩出第二・和歌山 吉野・奈良 田尻・大阪

植田　圭祐(3) 4:11.90 和田　拓真(3) 4:13.20 中尾　光希(3) 4:15.45 谷口　僚哉(2) 4:15.61

大住・京都 白橿・奈良 神戸大池・兵庫 打田・和歌山

安東　海音(3) 9:00.84 村岡　大雅(3) 9:01.87 橋本　颯人(3) 9:02.93 工藤　羽流(3) 9:09.82

西脇・和歌山 飾磨西・兵庫 大住・京都 桂・京都

足立　英士(3) w14.04 (+2.3) 曽山　夏緒(3) w14.35 (+2.3) 原　悠也(3) w14.35 (+2.3) 前園　幸伸(3) w14.39 (+2.3)

神河・兵庫 誉田・大阪 舞子・兵庫 龍華・大阪

咲くやこの花・大阪 43.03 加古川・兵庫 43.10 姫路灘・兵庫 43.47 日吉・滋賀 43.48

勝山　幹太(3) 坂本　誠人(3) 山﨑　大馳(2) 山本　悠一郎(2)

村島　優太(3) 松下　歩(3) 村瀬　翔汰(2) 伊藤　大翔(2)

中瀬　太一(3) 原科　歩季(3) 林　剛也(3) 奥田　将生(3)

北村　逞(3) 納庄　青空(3) 田中　峻雅(3) 古田　凌也(3)

山代　壱意(3) 1.94 片山　怜弦(3) 1.85 上田　優空(3) 1.85 神崎　隼人(3) 1.80

上京・京都 東淀・大阪 田原本北・奈良 西脇・兵庫

前中　颯斗(3) 4.20 田中　悠貴(3) 4.00 長野　董也(3) 3.90 杉本　惺昭(2) 3.80

近大和・和歌山 池田・大阪 田原本北・奈良 上野・兵庫

藤本　涼哉(3) w6.77 (+3.3) 松田　竜弥(3) w6.75 (+4.1) 岡西　璃輝(3) 6.64 (+1.9) 西川　大貴(3) w6.64 (+3.0)

北条・兵庫 彩都西・大阪 王寺南・奈良 栗東西・滋賀 セカンド記録による

西村　快斗(3) 13.12 (+1.0) 小山　海(3) 13.10 (+1.1) 橋田　吏丘(3) 13.00 (+1.7) 木曽尾　光星(3) 12.78 (+1.4)

旭東・大阪 榛原・奈良 河南・大阪 加茂川・京都

永江　翔太朗(3) 14.29 大野　和晴(3) 13.65 鎌塚　一真(3) 13.31 村上　翔太(3) 13.25

大成・和歌山 墨江丘・大阪 郡山南・奈良 今市・大阪

高瀬　蒼太(3) 39.97 波部　拓真(3) 35.95 西岡　大地(3) 35.73 大住　槙月(3) 35.04

明石大蔵・兵庫 下京・京都 八木・奈良 上牧・奈良

四種競技 池田　健人(3) w2731 三澤　堅心(3) 2456 小林　勇惺(3) w2422 樹　壮真(3) 2263

北豊島・大阪 二見・兵庫 播磨・兵庫 三稜・大阪

8月6日 110mH w14.91 (+2.1) 14.94 (+1.7) w15.43 (+3.0) 16.06 (+1.7)

8月6日 砲丸投 12.56 10.40 10.92 10.41

8月6日 走高跳 1.75 1.65 1.70 1.55

8月6日 400m 53.85 55.34 56.52 54.95

矢田　篤志(1) w11.48 (+3.1) 安髙　琉乃介(1) w11.56 (+3.1) 西村　源斗(1) w11.63 (+3.1) 高垣　光汰(1) w11.72 (+3.1)

吹田一・大阪 山科・京都 豊岡南・兵庫 光洋・和歌山

佐藤　広崇(1) 4:22.65 足立　昌汰(1) 4:24.76 梅田　大陸(1) 4:29.89 加嶋　響(1) 4:32.03

浪商・大阪 姫路増位・兵庫 神戸大原・兵庫 桂・京都

戸田　雄心(2) w11.17 (+2.3) 伊藤　大翔(2) w11.26 (+2.3) 玉井　直太朗(2) w11.35 (+2.3) 萩原　慧(2) w11.37 (+2.3)

門真三・大阪 日吉・滋賀 新東淀・大阪 姫路朝日・兵庫

年綱　晃広(3) 10.61 (+1.4) 村松　悦基(3) 10.97 (+1.4) 川﨑　雄介(3) 11.03 (+1.4) 森木　幹太(3) 11.04 (+1.4)

西宮塩瀬・兵庫 AJH-GR 養精・大阪 山陽・兵庫 神戸玉津・兵庫

詳徳・京都 46.52 洲本青雲・兵庫 47.25 咲くやこの花・大阪 47.39 守山南・滋賀 47.44

木曽　颯人(2) 松尾　大桜(2) 奥田　怜哉(2) 西本　大宙(2)

寸田　蓮人(1) 松尾　奏楽(1) 元山　隆生(1) 清水　隆希(1)

野瀬　大翼(1) 中山　煌大(1) 大平　恵馳(1) 吉村　莞太(1)

長尾　琥汰朗(2) 横山　歩磨(2) 岡部　陽(2) 浅田　皐吉(2)

咲くやこの花・大阪 大住・京都 豊岡南・兵庫 日吉・滋賀

21点 14点 13点 13点

兵庫 204.5点 大阪 182点 京都 97.5点 奈良 89点

兵庫 353.5点 大阪 349点 京都 176.5点 奈良 173点

主催団体名 近畿中学校総合体育連盟、近畿各府県教育委員会、兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫陸上競技協会

競技会名 第７０回近畿中学校総合体育大会

共通男子 8月6日 200m

1位 2位 3位 4位

8月7日 800m

8月6日 400m

8月7日 3000m

8月7日 1500m

8月7日 4x100mR

8月6日 110mH

8月6日 棒高跳

8月7日 走高跳

8月7日 三段跳

8月6日 走幅跳

8月6日 円盤投

8月7日 砲丸投

8月6日 1500m

1年男子 8月7日 100m

3年男子 8月6日 100m

2年男子 8月7日 100m

学校対抗得点男子

府県対抗得点男子

低学年男子 8月6日 4x100mR

府県対抗得点男女
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