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京阪神フィールド結果

 11/03 男子 決勝 1 高岡  祐大 1 神戸大学 7m09 2 高松    稜 1 神戸大学 6m87 3 棚原  大介 2 大阪大学 6m78 4 仲村  快太 1 京都大学 6m66
走幅跳対校 奈良 +1.2m 兵庫 +0.7m 大阪 +1.0m 京都 +0.3m

5 村田  憧哉 1 京都大学 6m46 6 井内    光 2 大阪大学 6m09
京都 +0.6m 大阪 -0.6m

 11/03 男子 決勝 伊東  悠希 4 京都大学 6m77 神田    実 3 神戸大学 6m67 西田  拓展 6m46 松下  隼人 OB 京都大学 6m45
走幅跳OP1組 東京 -0.2m 兵庫 +0.5m 兵庫 -1.9m 大阪 +1.1m

木原  日向 4 神戸大学 6m16 川根  聖矢 3 大阪大学 5m77 西村  拓海 4 神戸大学 5m71 宮崎  颯人 3 大阪府立大学 記録なし
大阪 -1.2m 京都 -0.9m 兵庫 -0.3m 奈良

三神  惇志 3 京都大学 欠場 南井  航太 3 京都大学 欠場 平島  敬也 3 京都大学 欠場 藤本  一帆 4 大阪大学 欠場
山梨 大阪 福岡 兵庫

澤      薫 4 京都大学 欠場 小口    伸 M2 大阪大学 欠場
滋賀 岡山

 11/03 男子 決勝 渡瀬  孔明 3 大阪大学 6m60 吉村  直也 M1 大阪大学 6m43 浅野  智司 M1 京都大学 5m95 安藤  滉一 4 京都大学 5m91
走幅跳OP2組 大阪 +0.7m 長野 +0.5m 滋賀 +1.2m 京都 0.0m

奥田  真伍 4 神戸大学 5m87 龍瀬  祥良 M1 京都大学 5m85 山根    雄 4 神戸大学 5m73 齋藤  宣樹 2 大阪大学 5m66
兵庫 +0.7m 京都 +0.3m 兵庫 +0.8m 三重 +0.4m

西尾  彰文 1 大阪大学 5m66 田中  達也 4 京都大学 5m57 植田  悠貴 M2 神戸大学 5m42 植田  理貴 3 大阪市立大学 5m35
大阪 +0.1m 兵庫 +1.2m 大阪 0.0m 大阪 +0.8m

南部    慎 3 神戸大学 5m22 紀平  直人 M2 京都大学 記録なし
三重 +1.1m 大阪

 11/03 男子 決勝 1 尾原  正人 2 大阪大学 13m61 2 高松    稜 1 神戸大学 13m44 3 柳原  拓海 1 京都大学 13m31 4 岩井  響平 1 京都大学 13m05
三段跳対校 大阪 +0.9m 兵庫 +1.2m 大阪 +0.7m 京都 -0.4m

5 中家  啓暉 1 大阪大学 12m96 6 今城  有貴 1 神戸大学 12m61
大阪 +1.1m 大阪 -0.3m

 11/03 男子 決勝 神田    実 3 神戸大学 14m56 金澤  佳偉 4 神戸大学 14m03 宮崎  颯人 3 大阪府立大学 13m34 吉川  広祐 3 京都大学 13m12
三段跳OP 兵庫 +1.2m 兵庫 +0.5m 奈良 0.0m 富山 +0.8m

酒井  政宏 D3 大阪大学 12m82 松井  そら 3 京都大学 12m62 南井  航太 3 京都大学 12m54 長友  敬晃 3 神戸大学 12m39
大阪 +1.6m 京都 0.0m 大阪 +1.1m 宮崎 +0.8m

西村  拓海 4 神戸大学 12m34 齋藤  宣樹 2 大阪大学 12m24 本居  和弘 3 京都大学 11m95 山口  大地 3 神戸大学 11m72
兵庫 -0.1m 三重 0.0m 大阪 -0.2m 滋賀 +0.3m

木原  日向 4 神戸大学 11m37 南部    慎 3 神戸大学 10m71 松原  耕平 1 京都大学 欠場 村田  憧哉 1 京都大学 欠場
大阪 +0.5m 三重 -0.1m 大阪 京都

平島  敬也 3 京都大学 欠場 奥田  真伍 4 神戸大学 欠場 扇澤  剛志 M2 京都大学 欠場 伊藤  智也 3 神戸大学 欠場
福岡 兵庫 京都 愛知

金丸  和嗣 4 神戸大学 欠場 五十嵐隆皓 4 京都大学 欠場 岩井  響平 1 京都大学 欠場
和歌山 群馬 京都

 11/03 男子 決勝 1 羽田  充宏 2 大阪大学 2m07 2 阪口  裕飛 1 京都大学 2m01 3 木村  友哉 2 大阪大学 2m01 4 黒川  泰暉 1 京都大学 1m65
走高跳対校 新潟 京都 京都 大阪

5 今城  有貴 1 神戸大学 1m60 西田浩太朗 2 神戸大学 記録なし
大阪 兵庫

 11/03 男子 決勝 久保  快人 1 大阪大学 1m86 山口  大地 3 神戸大学 1m70 源  識之相 2 大阪市立大学 1m70 金澤  佳偉 4 神戸大学 1m70
走高跳OP 大阪 滋賀 大阪 兵庫

岩崎  洋矢 1 大阪大学 1m65 本居  和弘 3 京都大学 1m65 福田  将大 2 大阪市立大学 1m60 木原  日向 4 神戸大学 1m55
兵庫 大阪 大阪 大阪

南部    慎 3 神戸大学 1m45 岡本  和也 3 京都大学 欠場
三重 大阪

 11/03 男子 決勝 1 黒川  泰暉 1 京都大学 3m40 2 久保  快人 1 大阪大学 3m00 3 中家  啓暉 1 大阪大学 2m60 石田  風太 1 京都大学 記録なし
棒高跳対校 大阪 大阪 大阪 京都

西田浩太朗 2 神戸大学 記録なし
兵庫
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 11/03 男子 決勝 高橋    遼 4m70 増尾  浩旗 2 京都大学 3m60 山本誉志樹 3 大阪大学 記録なし 珍坂  涼太 M1 京都大学 記録なし
棒高跳OP 大阪 愛知 兵庫 大阪

岩崎  洋矢 1 大阪大学 欠場 五十嵐隆皓 4 京都大学 欠場 平島  敬也 3 京都大学 欠場 細田  真広 欠場
兵庫 群馬 福岡 大阪

 11/03 男子 決勝 1 森田  泰史 2 大阪大学 10m72 2 高畑  大地 2 神戸大学 10m69 3 山田  翔平 1 大阪大学 10m31 4 阪口  裕飛 1 京都大学 9m68
砲丸投対校 大阪 兵庫 滋賀 京都

5 藤田    歩 2 京都大学 9m41 6 蕨川  隼佑 1 神戸大学 8m64
京都 香川

 11/03 男子 決勝 重吉  比呂 4 大阪大学 11m33 西村  拓海 4 神戸大学 10m68 三谷    圭 3 京都大学 9m63 松井  そら 3 京都大学 9m40
砲丸投OP 滋賀 兵庫 京都

若園  直樹 M2 京都大学 8m92 植村  幹太 1 大阪大学 8m77 武藤  将大 満天クラブ 8m73 田中  達也 4 京都大学 8m73
長崎 新潟 大阪 兵庫

田上  涼太 1 神戸大学 7m32 清水  和輝 M1 神戸大学 7m23 木原  日向 4 神戸大学 6m79 植田  悠貴 M2 神戸大学 6m40
大阪 兵庫 大阪 大阪

藤原  雅志 M1 神戸大学 記録なし 上野  環太 M1 神戸大学 欠場
大阪 山口

 11/03 男子 決勝 1 藤田    歩 2 京都大学 47m40 2 小西  慧樹 1 大阪大学 47m04 3 加藤  寿昂 2 京都大学 46m26 4 森田  泰史 2 大阪大学 44m67
やり投対校 京都 大阪 石川 大阪

5 西田浩太朗 2 神戸大学 28m34 6 蕨川  隼佑 1 神戸大学 28m32
兵庫 香川

 11/03 男子 決勝 野村  琢真 4 大阪大学 55m08 上野  環太 M1 神戸大学 54m29 46m36 若園  直樹 M2 京都大学 44m47
やり投OP 茨城 山口 長崎

植村  幹太 1 大阪大学 44m12 山野  陽集 1 京都大学 43m89 龍瀬  祥良 M1 京都大学 42m85 西村  拓海 4 神戸大学 42m39
新潟 京都 京都 兵庫

山田  翔平 1 大阪大学 41m39 安達  真武 M1 京都大学 40m33 扇澤  剛志 M2 京都大学 39m92 長友  敬晃 3 神戸大学 32m81
滋賀 京都 京都 宮崎

植田  悠貴 M2 神戸大学 32m07 藤原  侑斗 2 大阪大学 24m55 伊東  悠希 4 京都大学 22m40 藤田  竣也 M1 神戸大学 15m81
大阪 島根 東京 兵庫

南部    慎 3 神戸大学 7m76 吉川  広祐 3 京都大学 欠場 田中  秀明 欠場 五十嵐隆皓 4 京都大学 欠場
三重 富山 兵庫 群馬

藤田    歩 2 京都大学 欠場 藤林  良太 2 大阪市立大学 欠場
京都 京都

 11/03 女子 決勝 1 武村  明香 3 神戸大学 5m40 2 増谷  優奈 3 大阪大学 5m37 3 畑中  杏佳 5 大阪大学 5m36 4 岩倉  美晴 2 神戸大学 4m58
走幅跳対校 京都 +0.7m 大阪 +0.8m 大阪 +1.0m 兵庫 +1.6m

 11/03 女子 決勝 1 広川  知佳 3 京都女子大学 5m09 2 南    早葵 2 大阪大学 4m23 3 山川  典恵 4 京都大学 4m18 山崎  真奈 3 大阪大学 欠場
走幅跳OP 新潟 -0.9m 大阪 -1.5m 京都 -1.1m 大阪

 11/03 女子 決勝 1 武村  明香 3 神戸大学 11m78 2 岩倉  美晴 2 神戸大学 9m94
三段跳OP 京都 +1.0m 兵庫 -0.7m

 11/03 女子 決勝 1 林    玲美 4 京都大学 1m63 2 福田  早紀 2 大阪大学 1m60 3 山崎  真奈 3 大阪大学 1m45 4 臼井  晴香 1 神戸大学 1m30
走高跳対校 大阪 大阪 大阪 和歌山

日高  水樹 3 神戸大学 欠場
京都

 11/03 女子 決勝 前川  佳花 1 大阪大学 1m45
走高跳OP 大阪

 11/03 女子 決勝 臼井  晴香 1 神戸大学 3m00 小林  美月 1 同志社大学 記録なし 坪井  季希 2 同志社大学 欠場
棒高跳OP 和歌山 岐阜 京都

 11/03 女子 決勝 1 神代    結 4 大阪大学 9m14 2 中野  水貴 2 京都大学 8m96 3 福井  優輝 3 京都大学 8m96 4 佐長  亜彩 2 神戸大学 5m96
砲丸投対校 大阪 大阪 セカンド8m78 大阪 セカンド8m66 京都

日高  水樹 3 神戸大学 欠場
京都
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 11/03 女子 決勝 1 中野  水貴 2 京都大学 45m11 2 神代    結 4 大阪大学 41m43 3 奥村  夏子 1 京都大学 19m41 4 南    早葵 2 大阪大学 18m81
やり投対校 大阪 大阪 京都 大阪


