
第５３回大阪学生陸上競技対校選手権大会
平成１７年４月１１日(月)～１２日(火) ～男　子～ 決勝一覧表

競技場：万博記念競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

12日 １００ｍ 堤　　雄一　 10.79 田仲　良多　 10.82 山本　芳揮　 10.86 高橋　悟志　 11.05 堀　　　尚　 11.07 吉岡　正人　 11.09 池田　雄太　 11.13

風:+0.0 滋　賀･近畿大 奈　良･関西大 和歌山･大阪体育大 大　阪･関西大 大　阪･大阪体育大 奈　良･天理大 兵　庫･天理大

11日 ２００ｍ 安田　真望　 21.12 高田　真吾　 21.44 土屋　憲一　 21.54 三田　尚史　 21.61 吉岡　正人　 21.80 丹野　陽介　 21.88 寺下　　翔　 22.06 岸田　博樹　 22.66

風:+2.8 京　都･大阪体育大 滋　賀･近畿大 奈　良･関西大 兵　庫･天理大 奈　良･天理大 和歌山･近畿大 大　阪･大阪体育大 兵　庫･近畿大

12日 ４００ｍ 原田　洵志　 48.49 稲見　拓也　 48.82 濱　　貴博　 48.84 中本　喜己　 49.05 夏原　知之　 49.36 上北　恵士　 49.45 片岡　敏哲　 49.62 吉仲　貴大　 49.73

岡　山･関西大 東　京･大阪体育大 京　都･関西大 滋　賀･天理大 滋　賀･関西外語大 大　阪･近畿大 大　阪･近畿大 香  川･近畿大

11日 ８００ｍ 姜　　裕史　  1:53.85 松下　真規　  1:54.36 田中　耕太　  1:54.76 松下　健太　  1:57.62 平尾　太一　  1:58.73 木付　貴士　  2:01.77 田部　良樹　  2:01.92

大　阪･大阪体育大 京　都･大阪体育大 京　都･大阪体育大 奈　良･大阪教育大 香  川･近畿大 大　阪･関西外語大 大　阪･関西外語大

12日 １５００ｍ 松下　健太　  4:00.52 辻井　武志　  4:01.29 向井　章訓　  4:04.30 松江　貴弘　  4:04.86 西田　　拓　  4:05.56 宮城　和人　  4:05.92 吉田　健児　  4:06.76 馬込　大地　  4:07.83

奈　良･大阪教育大 兵　庫･大阪体育大 兵　庫･大阪経済大 和歌山･近畿大 兵　庫･関西大 滋　賀･大阪学院大 兵　庫･天理大 大　阪･大阪市立大

12日 ５０００ｍ 檜山　壮志　 15:01.41 畠中　祐樹　 15:04.30 岡村　大樹　 15:04.70 平野　　裕　 15:04.77 山口　卓也　 15:06.62 早川　泰史　 15:08.74 坂口　岳史　 15:12.59 橘　　拓実　 15:14.32

大　阪･関西大 福  井･大阪体育大 兵　庫･天理大 大　阪･近畿大 京　都･関西大 大　阪･大阪市立大 大　阪･大阪体育大 奈　良･大阪産業大

11日 １００００ｍ 出崎　孝行　 31:38.98 下　　博行　 31:46.37 橘　　拓実　 31:47.63 勘場　健太郎 31:58.54 岩森　悠希　 32:01.31 清水　健太　 32:02.85 岩橋　俊幸　 32:05.44 寺崎　雄祐　 32:09.16

兵　庫･大阪学院大 兵　庫･大阪経済大 奈　良･大阪産業大 大　阪･関西大 大　阪･関西大 滋　賀･近畿大 和歌山･関西大 兵　庫･大阪経済大

12日 １０ｍＨ(1.067m田村　元弘　 14.47 上田　浩史　 14.74 緒方　健二　 14.95 岸　　頌一　 15.05 大上　　聖　 15.10 安高　　健　 15.14 中本　光俊　 15.22 榮山　剛史　 15.30

風:+0.3 福　岡･太成学院大 奈　良･天理大 大　阪･関西外語大 大　阪･関西大 和歌山･大阪体育大 兵　庫･天理大 京　都･大阪体育大 大　阪･大阪市立大

11日４００ｍＨ(0.914m大塚　光雄　 52.85 北田　雄夫　 54.37 岡崎　雄太　 54.87 久保田　匡一 55.30 坂本　　健　 56.93 小倉　　陵　 57.00 原口　直樹　 57.02 山中　晃司　 61.03

大　阪･大阪体育大 大　阪･近畿大 奈　良･関西外語大 大　阪･太成学院大 和歌山･近畿大 香  川･大阪体育大 宮　崎･和歌山大 大　阪･大阪体育大

11日 ３０００ｍＳＣ 清水　弥寿允  9:20.39 木村　陽介　  9:32.53 大橋　昌弘　  9:33.63 川人　康平　  9:40.93 吉田　健児　  9:44.81 高野　健史　  9:47.53 佐伯　壽紀　  9:55.64 沖田　祐人　  9:55.67

香  川･大阪体育大 京　都･関西大 三  重･大阪体育大 徳  島･大阪学院大 兵　庫･天理大 兵　庫･大阪学院大 大　阪･関西外語大 鳥　取･大阪体育大

11日 ４×１００ｍ 大阪体育大 40.96 関西大 41.13 近畿大 41.51 天理大 42.09 関西外語大 42.55 太成学院大 42.66 大阪経済大 43.22 大阪大 43.59

   山本　芳揮　  和歌山    高橋　悟志　  大　阪    藤目　宏之　  香  川    三田　尚史　  兵　庫    藤吉　信仁　  大　阪    小野島　亮　  岐  阜    堀次　敏之　  京　都    種子　達也　  大　阪

   堀　　　尚　  大　阪    田仲　良多　  奈　良    堤　　雄一　  滋　賀    池下　裕貴　  三  重    古本　哲也　  奈　良    浪越　芳和　  香  川    小椋　康平　  大　阪    藤原　　健　  岡　山

   寺下　　翔　  大　阪    櫛田　大輔　  静  岡    丹野　陽介　  和歌山    桝本　直輝　  奈　良    坂谷　　豊　  大　阪    濱口　雄志　  大　阪    寺辻　　博　  大　阪    瀧口　達也　  栃　木

   安田　真望　  京　都    土屋　憲一　  奈　良    高田　真吾　  滋　賀    池田　雄太　  兵　庫    畠中　　宏　  大　阪    田村　元弘　  福　岡    松下　義史　  大　阪    長谷川　正宇  大　阪

12日 ４×４００ｍ 近畿大  3:14.48 関西大  3:14.61 天理大  3:16.77 大阪体育大  3:19.62 関西外語大  3:19.74 大阪教育大  3:20.88 和歌山大  3:24.75 桃山学院大  3:26.36

   高田　真吾　  滋　賀    兵庫　　顕　  山　形    開田　剛史　  京　都    大塚　光雄　  大　阪    木付　貴士　  大　阪    舞田　佳之　  大　阪    西田　　裕　  和歌山    山本　真也　  大　阪

   北田　雄夫　  大　阪    原田　洵志　  岡　山    中本　喜己　  滋　賀    松下　真規　  京　都    夏原　知之　  滋　賀    吉川　大輔　  広　島    坂本　真利　  和歌山    池永　裕樹　  大　阪

   片岡　敏哲　  大　阪    三橋　宏平　  島　根    吉岡　正人　  奈　良    稲見　拓也　  東　京    上芝　優一郎  奈　良    藤本　　努　  大　阪    原口　直樹　  宮　崎    枝重　洋平　  大　阪

   上北　恵士　  大　阪    濱　　貴博　  京　都    吉田　一誠　  山　口    石田　慎也　  大　阪    佐久　恭英　  京　都    松下　健太　  奈　良    武本　浩二　  和歌山    吉野　達人　  兵　庫

12日 走高跳 小東　航太　 1m96 小菅　優人　 1m96 相原　武訓　 1m93 川上　泰典　 1m93 出口　超規　 1m93 同順:山本　城治　 1m93 本松　大嗣　 1m93 1m90

兵　庫･関西大 大　阪･大阪体育大 奈　良･天理大 大　阪･東大阪大 三  重･大阪経済大 大　阪･関西外語大 兵　庫･天理大

11日 棒高跳 細川　尊史　 4m80 中村　淳平　 4m80 桜井　悠人　 4m70 細江　優輔　 4m40 石原　裕士　 4m40 河波　陽一　 4m20 齋藤　法明　 3m80 小原　正俊　 3m60

和歌山･大阪大 滋　賀･大阪体育大 大　阪･天理大 大　阪･天理大 岡　山･大阪体育大 大　阪･摂南大 奈　良･奈良教育大 大　阪･大阪市立大

11日 走幅跳 嶋津　絢介　   7m26 川口　大樹　   7m25 前西　祐介　   7m19 殿最　裕太　   7m11 白市　純也　   7m09 小川　恭輔　   7m09 高橋　健太　   7m06 島居　尚範　   7m00

兵　庫･天理大 +2.8 大　阪･大阪体育大 +6.5 大　阪･近畿大 +4.1 和歌山･大阪体育大 +3.9 京　都･大阪体育大 +3.7 大　阪･関西大 +3.0 京　都･近畿大 +4.0 兵　庫･天理大 +3.6

12日 三段跳 奥　　博詞　  15m06 白市　純也　  14m38 川口　大樹　  14m37 小川　恭輔　  14m33 嶋津　絢介　  14m03 川阪　正樹　  13m94 北浦　博行　  13m93 小林　正和　  13m74

和歌山･関西大 +0.0 京　都･大阪体育大 +0.0 大　阪･大阪体育大 -0.1 大　阪･関西大 +0.0 兵　庫･天理大 +0.1 大　阪･関西外語大 +0.0 大　阪･摂南大 +0.0 兵　庫･関西大 +0.9

12日 砲丸投(7.260kg)尾杉　友浩　  13m64 伊藤　　宏　  13m63 鈴木　考尚　  13m62 高久保　雄介  13m54 上田　雄義　  12m83 西村　将典　  11m92 地神　翔一　  11m88 宮川　修平　  11m74

徳  島･大阪大 三  重･大阪体育大 大　阪･大阪体育大 京　都･大阪体育大 奈　良･大阪大 大　阪･大阪経済大 兵　庫･太成学院大 大　阪･大阪教育大

12日 円盤投(2.000kg)松室　正輝　  46m09 吉木　雄貴　  44m43 川崎　治彦　  39m74 米田　拓朗　  39m40 岡崎　智哉　  39m25 岸川　哲也　  38m89 山本　大輔　  38m25 新福　佳樹　  35m86

大　阪･天理大 大　阪･大阪体育大 大　阪･関西外語大 大　阪･大阪体育大 大　阪･天理大 大　阪･天理大 石  川･大阪体育大 大　阪･関西大

11日 ンマー投(7.260k杉村　宜彦　  59m69 松田　貴二　  54m05 丸山　倫史　  53m94 太田　祥伍　  53m71 新山　泰由樹  50m24 背戸　　洋　  50m13 松井　健祐　  48m18 上辻　慎也　  47m15

大　阪･大阪体育大 兵　庫･和歌山大 滋　賀･大阪体育大 京　都･太成学院大 広　島･大阪体育大 大　阪･大阪教育大 大　阪･天理大 奈　良･天理大

11日 やり投(0.800kg)鳥井　辰記　  66m29 上田　雄義　  63m87 藤原　大輔　  61m20 山本　岳志　  58m76 車谷　健太　  58m49 西村　崇志　  57m22 田中　雄也　  55m90 車谷　雅範　  54m21

大　阪･天理大 奈　良･大阪大 大　阪･天理大 三  重･天理大 大　阪･摂南大 京　都･大阪経済大 鳥　取･大阪体育大 奈　良･大阪産業大

大阪体育大 209点 天理大 121点 関西大 111.66点 近畿大 75点 関西外語大 43.5点 大阪大 28.33点 大阪経済大 25.5点 太成学院大 23点

大阪体育大 110点 関西大 85点 近畿大 67点 天理大 52点 関西外語大 31点 大阪学院大 19点 16点

大阪体育大 99点 天理大 69点 大阪大 27.33点 関西大 26.66点 関西外語大 12.5点 大阪経済大 9.5点 摂南大 9点 近畿大 8点

杉村　宜彦　 大　阪･大阪体育大

フィールド部

最優秀選手賞

畠中宣利（天理大）
真鍋　周平（大阪大）
堀内広明（関西大）

大阪経済大・大阪教育大・太成学院大

総合の部

トラック部

[NGR:大会新記録／ EGR:大会タイ記録]



第５３回大阪学生陸上競技対校選手権大会
平成１７年４月１１日(月)～１２日(火) ～女　子～ 決勝一覧表

競技場：万博記念競技場

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

12日 １００ｍ 黒田　香織　 12.33 尾谷　知恵　 12.44 黒松　千絵　 12.69 山田　愛美　 12.73 川村　彩佳　 12.89 川西　亜季　 12.93 藤井　友香　 12.95 中右　晶子　 13.25

風:-0.1 兵　庫･関西大 奈　良･天理大 奈　良･関西外語大 大　阪･関西大 大　阪･大阪人科大 大　阪･大阪国際大 大　阪･関西外語大 大　阪･大阪体育大

11日 ２００ｍ 尾谷　知恵　 25.23 黒松　千絵　 25.86 川村　彩佳　 26.00 溝渕　浩子　 26.06 並木　聡子　 26.19 川西　亜季　 26.21 中野　彰子　 26.24 久保　奈穂子 26.72

風:+1.6 奈　良･天理大 奈　良･関西外語大 大　阪･大阪人科大 徳  島･大阪体育大 宮　城･大阪体育大 大　阪･大阪国際大 三  重･天理大 香  川･天理大

12日 ４００ｍ 上杉　　香　 59.43 添田　有希　 60.48 木村　瑞恵　 61.16 前川　加奈　 61.56 西原　怜奈　 62.72 田辺　陽香　 62.75 藤井　里奈　 63.48 河本　奈菜　 64.48

大　阪･関西外語大 滋　賀･大阪体育大 滋　賀･関西外語大 京　都･大阪国際大 愛　媛･関西外語大 高　知･大阪国際大 京　都･大阪国際大 広　島･大阪体育大

11日 ８００ｍ 山下　沙織　  2:12.26 松本　奈緒子  2:18.56 宮井　佑華　  2:18.94 冨田　ゆかり  2:20.00 川田　美由紀  2:23.71 山本　有記　  2:25.83 佐野　祐美　  2:28.01 森田　　瞳　  2:28.97

奈　良･大阪体育大 大　阪･関西外語大 大　阪･太成学院大 兵　庫･天理大 鳥　取･大阪体育大 滋　賀･関西外語大 北海道･大阪学院大 兵　庫･太成学院大

12日 １５００ｍ 山下　沙織　  4:33.32 川田　美由紀  4:45.15 愛知　恵梨　  4:45.81 田中　真由美  4:45.84 岸本　明子　  4:47.04 藤内　愛都紗  4:47.06 宮井　佑華　  4:47.50 新宅　里香　  4:47.81

奈　良･大阪体育大 鳥　取･大阪体育大 滋　賀･関西外語大 大　阪･大阪教育大 兵　庫･大阪学院大 和歌山･和歌山大 大　阪･太成学院大 徳  島･大阪学院大

11日 ５０００ｍ 芹沢　加奈　 17:01.61 森本　　恵　 17:17.48 植田　紗世　 17:20.65 前田　亜希子 17:36.53 守野　真理子 17:55.94 辻　　綾子　 18:17.99 田中　真由美 18:24.61 木地谷　長閑 18:56.52

静  岡･太成学院大 鳥　取･太成学院大 愛　媛･大阪体育大 大　阪･大阪体育大 兵　庫･大阪学院大 大　阪･関西大 大　阪･大阪教育大 大　阪･関西外語大

12日 １００００ｍ 笹井　奈々恵 36:15.38 松井　百合子 36:54.15 大橋　味世　 37:21.99 中野　静香　 37:22.45 上向　啓子　 38:30.73 北村　あやの 39:52.83 川崎　吹希子 40:11.72 野寺　真由　 40:56.23

愛　媛･大阪学院大 大　阪･大阪体育大 滋　賀･大阪学院大 大　阪･大阪体育大 大　阪･天理大 大　阪･大阪国際大 京　都･大阪教育大 福  井･大阪国際大

12日 ００ｍＨ(0.840m新田　加代　 14.75 中村　悠子　 14.82 小川　　香　 15.27 宮﨑　　彩　 15.56 水谷　綾香　 15.99 山下　亜矢子 16.02 森　　美里　 17.00 西口　　喜　 18.34

風:-0.1 大　阪･大阪体育大 京　都･関西大 兵　庫･大阪体育大 大　阪･大阪人科大 三  重･関西大 岐  阜･大阪体育大 京　都･大阪国際大 兵　庫･大阪国際大

11日４００ｍＨ(0.762m久谷　綾乃　 66.19 渡邊　真理子 66.32 植竹　由江　 67.27 田辺　陽香　 67.35 津田　香織　 69.40 藤井　里奈　 70.31

大　阪･大阪体育大 広　島･大阪国際大 大　阪･大阪体育大 高　知･大阪国際大 京　都･関西大 京　都･大阪国際大

11日 ４×１００ｍ 天理大 47.57 関西大 47.72 大阪体育大 48.31 大阪国際大 49.54 大阪教育大 53.66

   森兼　麻衣　  奈　良    山田　愛美　  大　阪    細川　香菜子  大　阪    福島　温子　  兵　庫    山本　茉里奈  和歌山

   村上　恵美　  兵　庫    中村　悠子　  京　都    並木　聡子　  宮　城    田丸　ゆかり  京　都    三ツ井　咲　  徳  島

   久保　奈穂子  香  川    田中　琴絵　  大　阪    溝渕　浩子　  徳  島    川西　亜季　  大　阪    櫻井　瑛里　  大　阪

   尾谷　知恵　  奈　良    黒田　香織　  兵　庫    新田　加代　  大　阪    児島　美穂　  兵　庫    北野　　萌　  大　阪

12日 ４×４００ｍ 天理大  3:57.43 大阪体育大  3:59.64 関西大  4:00.71 関西外語大  4:04.50 大阪国際大  4:06.11 和歌山大  4:21.08 大阪教育大  4:25.81

   森兼　麻衣　  奈　良    植竹　由江　  大　阪    池田　真梨　  愛　媛    西原　怜奈　  愛　媛    渡邊　真理子  広　島    石川　恵美　  島　根    櫻井　瑛里　  大　阪

   冨田　ゆかり  兵　庫    新田　加代　  大　阪    中村　悠子　  京　都    山本　有記　  滋　賀    田辺　陽香　  高　知    藤内　愛都紗  和歌山    北野　　萌　  大　阪

   中野　彰子　  三  重    添田　有希　  滋　賀    黒田　香織　  兵　庫    木村　瑞恵　  滋　賀    前川　加奈　  京　都    川口　奈津美  和歌山    岡本　　愛　  大　阪

   尾谷　知恵　  奈　良    並木　聡子　  宮　城    津田　香織　  京　都    上杉　　香　  大　阪    藤井　里奈　  京　都    藤原　くみ子  和歌山    田中　真由美  大　阪

12日 走高跳 三ツ井　咲　 1m59 児玉　里穂　 1m59 岡田　智絵　 1m56 伊藤　　優　 1m56 北山　陽子　 1m53 同順:塩谷　佳奈子 1m53 髙橋　麻奈美 1m50 中村　有里　 1m45

徳  島･大阪教育大 京　都･大阪国際大 石  川･大阪体育大 和歌山･大阪国際大 岡　山･関西大 鳥　取･大阪体育大 大　阪･天理大 京　都･大阪国際大

11日 走幅跳 黒田　香織　   6m24 中村　悠子　   5m91 村上　恵美　   5m91 田中　琴絵　   5m61 森兼　麻衣　   5m53 中野　彰子　   5m22 野村　彩子　   5m06 藤本　　歩　   4m99

兵　庫･関西大+4.1 NGR 京　都･関西大 +4.2 兵　庫･天理大 +4.3 大　阪･関西大 +2.6 奈　良･天理大 +4.8 三  重･天理大 +3.7 京　都･関西外語大 +5.0 奈　良･大阪国際大 +4.2

12日 三段跳 黒田　香織　  11m86 山口　幸子　  11m39 池田　真梨　  10m95 児玉　里穂　  10m55 小路　貴子　   9m95 碓井　薫子　   9m80 三宅　杏奈　   9m59  

兵　庫･関西大 +0.1 奈　良･天理大 +0.0 愛　媛･関西大 +0.3 京　都･大阪国際大 +0.1 大　阪･天理大 +0.1 大　阪･大阪国際大 +0.2 大　阪･関西外語大 +0.2  

12日 砲丸投(4.000kg)中田　恵美　  13m57 山木　　彩　  13m55 伊野　恵美　  13m19 立花　文美　  12m39 鬼塚　麻井子  12m03 小泉　京子　  11m86 植田　真衣　  10m59 廣田　知穂　   9m64

京　都･大阪体育大 熊　本･大阪体育大 兵　庫･天理大 和歌山･大阪体育大 大　阪･関西大 大　阪･関西大 大　阪･大阪国際大 大　阪･関西大

12日 円盤投(1.000kg)西川　有香利  41m92 小泉　京子　  41m28 安永　美紀　  40m34 篠原　愛奈　  35m00 木下　璃沙　  34m20 廣田　知穂　  33m21 錦　　一美　  29m64 植田　真衣　  29m41

滋　賀･大阪体育大 大　阪･関西大 愛　媛･大阪体育大 広　島･天理大 岡　山･関西大 大　阪･関西大 大　阪･大阪国際大 大　阪･大阪国際大

11日 やり投(0.600kg)今利　千津　  48m02 松本　亜憂美  46m45 小林　梨沙　  44m50 幾馬　孝子　  40m24 葛本　愛乃　  39m94 柴谷　智恵　  39m53 奥野　真由　  31m23 木下　璃沙　  29m11

長　崎･大阪体育大 福　岡･大阪体育大 大　阪･大阪体育大 京　都･天理大 奈　良･天理大 大　阪･太成学院大 大　阪･大阪国際大 岡　山･関西大

大阪体育大 176.5点 関西大 104.5点 天理大 89点 大阪国際大 76点 関西外語大 59点 太成学院大 27点 大阪学院大 25点 大阪教育大 23点

大阪体育大 112点 関西外語大 55点 大阪国際大 47点 関西大 44点 天理大 43点 大阪学院大 25点 太成学院大 24点 大阪教育大 15点

大阪体育大 64.5点 関西大 60.5点 天理大 46点 大阪国際大 29点 大阪教育大 8点 関西外語大 4点 太成学院大 3点  

黒田　香織　 兵　庫･関西大

総合の部

トラック部

フィールド部

最優秀選手賞


