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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
１００ｍ 8/2 小西 恵子（53） 18.18/-2.6

ｺﾆｼ ｹｲｺ(53)

シーズアスリート・兵庫

北浦 春香（34） 21.39/-2.6

ｷﾀｳﾗ ﾊﾙｶ(34)

インテージ・兵庫

田村 みくり（99） 28.25/-2.6

ﾀﾑﾗ ﾐｸﾘ(99)

大阪・大阪

女子車
いす

１００ｍ 8/2 山田 佳弘（33） 21.18/-2.6

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ(33)

SRC・千葉

吉野　旨（52） 21.40/-2.6

ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ(52)

兵庫パラ陸協・兵庫

上田 紘平（54） 45.37/-2.6

ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ(54)

TEAMみえ・三重

中野 雅之助（31） 45.98/-2.6

ﾅｶﾉ ﾏｻﾉｽｹ(31)

大阪・大阪

男子車
いす

１００ｍ 8/2 羽根 のどか（99） 13.77/-3.2

ﾊﾈ ﾉﾄﾞｶ(99)

TEAMみえ・三重

坂本 陽菜（99） 14.37/-3.2

ｻｶﾓﾄ ﾋﾅ(99)

夕陽丘高・大阪

堤　扶子（99） 14.45/-3.2

ﾂﾂﾐ ﾓﾄｺ(99)

TEAMみえ・三重

和田 朱莉（99） 14.54/-1.4

ﾜﾀﾞ ｱｶﾘ(99)

オーパ・AC・大阪

竹村 明結美（38） 14.95/-3.2

ﾀｹﾑﾗ ｱﾕﾐ(38)

SRC・大阪

坂上 ななほ（99） 15.23/-3.2

ｻｶｳｴ ﾅﾅﾎ(99)

オーパ・AC・大阪

竹内 咲良（99） 15.50/-3.2

ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗ(99)

夕陽丘高・大阪

水杉 美知香（99） 15.64/+0.9

ﾐｽﾞｽｷﾞ ﾐﾁｶ(99)

オーパ・AC・大阪

女子立
位

１００ｍ 8/2 渡辺 勇太（20） 11.58/+2.1

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ(20)

堺ファインズ・大阪

森下 開登（20） 11.58/+2.1

ﾓﾘｼﾀ ｶｲﾄ(20)

サンビレッジ・兵庫

HEPHIDA Ken（13） 11.70/-0.4

ﾃﾌｧｰﾀﾞ ｹﾝ(13)

NPCLAOS・ラオス

松山 立樹（99） 11.71/+2.1

ﾏﾂﾔﾏ ﾘﾂｷ(99)

夕陽丘高・大阪

HEPHIDA BOUNPHE（12）11.86/+2.1

ﾃﾌｧｰﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｯﾄ(12)

NPCLAOS・ラオス

大島 信也（70） 11.92/+2.1

ｵｵｼﾏ ｼﾝﾔ(70)

JDAA・選抜

豊田 隆葵（99） 11.99/-0.4

ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｷ(99)

TEAMみえ・三重

福満 祐斗（70） 12.05/+2.1

ﾌｸﾐﾂ ﾕｳﾄ(70)

日聴陸連・選抜

男子立
位

２００ｍ 8/2 吉野　旨（52） 38.82/-1.1

ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ(52)

兵庫パラ陸協・兵庫

山田 佳弘（33） 40.84/-1.1

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ(33)

SRC・千葉

男子車
いす

２００ｍ 8/2 小西 恵子（53） 33.07/-1.1

ｺﾆｼ ｹｲｺ(53)

シーズアスリート・兵庫

女子車
いす

２００ｍ 8/2 吉野　旨（52） 38.82/-1.1

ﾖｼﾉ ﾏｺﾄ(52)

兵庫パラ陸協・兵庫

山田 佳弘（33） 40.84/-1.1

ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ(33)

SRC・千葉

男子車
いす

２００ｍ 8/2 又野 亜由美（99） 35.86/-1.6

ﾏﾀﾉ ｱﾕﾐ(99)

オーパ・AC・大阪

女子立
位

２００ｍ 8/2 渡辺 勇太（20） 24.12/-0.6

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ(20)

堺ファインズ・大阪

豊田 隆葵（99） 24.38/-0.6

ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳｷ(99)

TEAMみえ・三重

HEPHIDA Ken（13） 24.53/-1.4

ﾃﾌｧｰﾀﾞ ｹﾝ(13)

NPCLAOS・ラオス

HEPHIDA BOUNPHE（12）24.61/-0.6

ﾃﾌｧｰﾀﾞ ﾌﾞﾝﾍﾟｯﾄ(12)

NPCLAOS・ラオス

島田　悠（20） 24.64/-1.4

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ(20)

SRC・東京

笠原 浩樹（20） 25.01/-1.4

ｶｻﾊﾗ ｺｳｷ(20)

SRC・東京

益永 知尚（99） 25.32/-0.6

ﾏｽﾅｶﾞ ﾄﾓﾋｻ(99)

夕陽丘高・大阪

益子　晟（20） 26.00/-0.6

ﾏｽｺ ｾｲ(20)

堺ファインズ・大阪

男子立
位

４００ｍ 8/2 北浦 春香（34）  1:18.74

ｷﾀｳﾗ ﾊﾙｶ(34)

インテージ・兵庫

女子車
いす

４００ｍ 8/2 竹村 明結美（38）  1:09.05

ﾀｹﾑﾗ ｱﾕﾐ(38)

SRC・大阪

西田 涼華（70）  1:14.33

ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳｶ(70)

兵庫・兵庫

女子立
位

４００ｍ 8/2 渡辺 譲二（20） 53.42

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ(20)

SRC・東京

島田　悠（20） 54.11

ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ(20)

SRC・東京

酒井 裕貴（99） 54.11

ｻｶｲ ﾕｳｷ(99)

大阪産業大・大阪

平井 良和（20） 55.89

ﾋﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ(20)

堺ファインズ・大阪

福満 祐斗（70） 56.93

ﾌｸﾐﾂ ﾕｳﾄ(70)

日聴陸連・選抜

川端 天晴（70） 57.81

ｶﾜﾊﾞﾀ ﾃﾝｾｲ(70)

神戸えーしー・兵庫

大島 信也（70） 59.43

ｵｵｼﾏ ｼﾝﾔ(70)

JDAA・選抜

田上　亮（20） 59.91

ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳ(20)

堺ファインズ・大阪

男子立
位

１５００ｍ 8/2 萩原 孝幸（53）  4:16.89

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ(53)

兵庫パラ陸協・兵庫

男子車
いす

１５００ｍ 8/2 阪巻　睦（99）  6:17.71

ｻｶﾏｷ ﾑﾂﾐ(99)

オーパ・AC・大阪

辻 由香里（20）  7:35.10

ﾂｼﾞ ﾕｶﾘ(20)

大阪・大阪

女子立
位

１５００ｍ 8/2 田中　樹（20）  4:41.95

ﾀﾅｶ ｲﾂｷ(20)

堺ファインズ・大阪

樫木 亮太（13）  4:50.60

ｶｼｷ ﾘｮｳﾀ(13)

鉄人くらわんか・大阪

福嶋 尊史（99）  5:01.27

ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ(99)

奈良・奈良

三宅　大貴（99）  5:05.51

ﾐﾔｹ ﾀﾞｲｷ(99)

shien・大阪

田代 アハマド（20）  5:50.88

ﾀｼﾛ ｱﾊﾏﾄﾞ(20)

オーパ・AC・大阪

船越 弘幸（70）  6:29.81

ﾌﾅｺｼ ﾋﾛﾕｷ(70)

ourvision・大阪

男子立
位

４×１００ｍ 8/2 大産大G 54.41

内田 琴美（99）

西中 麻穂（99）

大原 采佳（99）

鉾之原 樹（99）

TEAMみえ 54.82

柴崎 遥香（99）

松坂 果歩（99）

菊田 妃菜（99）

羽根 のどか（99）

オーパ・ACーC  1:01.72

坂上 ななほ（99）

和田 朱莉（99）

水杉 美知香（99）

阪巻　睦（99）

大産大E  1:03.27

今村 茉耶（99）

上村 実稀（99）

岩本 佳奈恵（99）

竹内　瑞（99）

大産大F  1:05.03

下河原 佳穂（99）

叶　美希（99）

大西 桃花（99）

田井中 萌依（99）

大産大D  1:05.36

大畑 亜美（99）

梶田　舞（99）

吉岡 桃七（99）

上野 千夏（99）

女子立
位

４×１００ｍ 8/2 日聴陸連 45.84

福満 祐斗（70）

野口 光盛（70）

大島 信也（70）

中村 開知（70）

大産大A 48.85

藤田 貴志（99）

前波　健（99）

布川 登夢（99）

徳重 雄一（99）

大産大B 50.79

村上 湧哉（99）

吉田 颯祐（99）

宮本 総司（99）

高谷 征良（99）

オーパ・AC-A 52.39

藤田 一希（99）

江崎　颯（99）

正木 大智（99）

矢部 宙夢（99）

大産大C 52.39

津田 直輝（99）

中川　聡（99）

中谷 大志（99）

千葉 慶大（99）

オーパ・AC-B 53.49

加藤 兵馬（20）

吉井 英夢（20）

湯川 紘生（20）

定野 祐基（20）

FC大阪 53.88

Won RAKYEOA

上永　拓哉

大島　拓登

Jon BYUNG KEON

TEAMみえ 56.06

浜口 怜音（99）

豊田 隆葵（99）

稲垣 克明（63）

田中 優宇（99）

男子立
位

４×１００ｍ 8/2 大阪陸協審判TEAM 49.01

北島　淳平

福田　浩之

馬迫　雄次郎

烏野　黎

ヤリ投げ軍団 49.85

山内　愛（99）

ディーン 元気（99）

佐藤　友佳（99）

村上 幸史（99）

TEAMみえ 53.17

荒木 崇裕（99）

大澤 沙佑子（99）

堤　扶子（99）

大山 祐史（99）

SRC-B 54.09

本郷 佑汰（37）

渡辺 譲二（20）

永盛 雄太（38）

笠原 浩樹（20）

SRC-A 57.74

長塚 立樹（20）

島田　悠（20）

竹村 明結美（38）

田村 直幸（36）

SPOTAKA  1:05.83

原口 遥江（99）

吉田　渉（99）

中田 早保（99）

青山 武勇（99）

チーム食べ盛り  1:06.20

萬谷 康平（99）

久田 哲也（99）

川崎 史也（20）

中山 真理（99）

男女混
合立位

走幅跳 8/2 長野 竜矢（99）   6m20/-2.9

ﾅｶﾞﾉ ﾀﾂﾔ(99)

大阪産業大・大阪

河野 悠馬（99）   6m04/-1.5

ｶﾜﾉ ﾕｳﾏ(99)

大阪産業大・大阪

村本 大希（99）   5m49/-1.2

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｲｷ(99)

金山ゼミ・京都

加藤 兵馬（20）   4m82/-1.0

ｶﾄｳ ﾋｮｳﾏ(20)

オーパ・AC・大阪

高橋 宏和（99)   4m54/-1.5

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ(99)

山中脳神経外科RC・大阪

大西 康之（99）   4m03/-1.4

ｵｵﾆｼ ﾔｽﾕｷ(99)

山中脳神経外科RC・大阪

有熊 宏徳（38）   3m94/-1.4

ｱﾘｸﾏ ﾋﾛﾉﾘ(38)

DREAMA.T.・兵庫

湯川 紘生（20）   3m91/-4.5

ﾕｶﾜ ｺｳｾｲ(20)

オーパ・AC・大阪

男子立
位

走幅跳 8/2 荒木 優花（99）   4m70/+0.0

ｱﾗｷ ﾕｳｶ(99)

TEAMみえ・三重

小釜 莉代（47）   3m59/-1.2

ｺｶﾞﾏ ﾘﾖ(47)

東北ＡＣ・宮城

荒木 芽夢（20）   3m42/-1.3

ｱﾗｷ ﾒﾑ(20)

オーパ・AC・大阪

吉田 祥子（20）   3m36/+0.0

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺ(20)

堺ファインズ・大阪

山本 汐音（20）   3m09/+0.3

ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾈ(20)

堺ファインズ・大阪

西岡　凜（20）   2m86/+1.7

ﾆｼｵｶ ﾘﾝ(20)

オーパ・AC・大阪

牧原 優衣（20）   2m60/+1.0

ﾏｷﾊﾗ ﾕｲ(20)

オーパ・AC・大阪

竹村 菜月（20）   2m19/+0.0

ﾀｹﾑﾗ ﾅﾂｷ(20)

SRC・大阪

女子立
位
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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
やり投

(0.600kg)

8/2 上部 美帆（34）   9m52

ｳｴﾍﾞ ﾐﾎ(34)

兵庫パラ陸協・兵庫

別府 礼子（34）   7m11

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾚｲｺ(34)

広島EMC・広島

女子座
位

やり投

(0.800kg)

8/2 ディーン 元気（99）  65m28

ﾃﾞｨｰﾝ ｹﾞﾝｷ(99)

ミズノ・兵庫

村上 幸史（99）  61m88

ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾌﾐ(99)

テック・大阪

荒木 崇裕（99）  58m27

ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ(99)

TEAMみえ・三重

若生 裕太（12）  46m75

ﾜｺｳ ﾕｳﾀ(12)

関東パラ陸協・東京

江崎　颯（99）  46m75

ｴｻﾞｷ ﾊﾔﾃ(99)

オーパ・AC・大阪

田中　司（12）  44m48

ﾀﾅｶ ﾂｶｻ(12)

三井住友海上・香川

藤田 一希（99）  41m13

ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ(99)

オーパ・AC・大阪

磯部 規道（63）  36m84

ｲｿﾍﾞ ﾉﾘﾐﾁ(63)

スタートライン東京・東京

男子立
位

やり投

(0.800kg)

8/2 村上 幸史（99）  35m53

ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾌﾐ(99)

テック・大阪

大槻 浩二（55）  24m31

ｵｵﾂｷ ｺｳｼﾞ(55)

京都TFC・京都

森　卓也（55）  23m99

ﾓﾘ ﾀｸﾔ(55)

鳥取パラ陸協・長野

萩本　昇（57）  19m64

ﾊｷﾞﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ(57)

兵庫パラ陸協・兵庫

浦崎 永隼（57）  16m28

ｳﾗｻｷ ｴｲｼｭﾝ(57)

大阪・大阪

田岡　勉（55）  15m70

ﾀｵｶ ﾂﾄﾑ(55)

ツヅミソース・大阪

坂本　渉（34）  11m99

ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ(34)

DREAMA.T.・大阪

別府 忠利（53）   8m85

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾀﾞﾄｼ(53)

広島EMC・広島

男子座
位

やり投

(0.600kg)

8/2 山内　愛（99）  48m72

ﾔﾏｳﾁ ｱｲ(99)

長谷川体育・神奈川

吉村　尚巳  20m56

ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾐ

DREAMA.T.・大阪

中山 真理（99）  15m59

ﾅｶﾔﾏ ﾏﾘ(99)

チーム食べ盛り・大阪

山中　ナナエ（99)  12m73

ﾔﾏﾅｶ ﾅﾅｴ(99)

山中脳神経外科RC・大阪

辻岡 恵子（11）   9m89

ﾂｼﾞｵｶ ｹｲｺ(11)

DREAMA.T.・大阪

女子立
位

砲丸投

(7.260kg)

8/2 上部 美帆（34）   3m84

ｳｴﾍﾞ ﾐﾎ(34)

兵庫パラ陸協・兵庫

別府 礼子（34）   3m03

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾚｲｺ(34)

広島EMC・広島

女子座
位

砲丸投

(7.260kg)

8/2 桐村 啓志（99）   8m71

ｷﾘﾑﾗ ｹｲｼ(99)

近畿パラ陸協・京都

森　卓也（55）   8m69

ﾓﾘ ﾀｸﾔ(55)

鳥取パラ陸協・長野

大山 祐史（99）   8m25

ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ(99)

TEAMみえ・三重

萩本　昇（57）   8m10

ﾊｷﾞﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ(57)

兵庫パラ陸協・兵庫

坂本　渉（34）   5m31

ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ(34)

DREAMA.T.・大阪

田岡　勉（55）   5m29

ﾀｵｶ ﾂﾄﾑ(55)

ツヅミソース・大阪

辻　晋司（34）   4m77

ﾂｼﾞ ｼﾝｼﾞ(34)

近畿パラ陸協・和歌山

別府 忠利（53）   4m02

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾀﾞﾄｼ(53)

広島EMC・広島

男子座
位

砲丸投

(7.260kg)

8/2 BIRGI KOBER（36）  10m54

ﾌﾞﾘｼﾞｯﾄ ｺﾊﾞｰ(36)

GER・ドイツ

小釜 莉代（47）   6m43

ｺｶﾞﾏ ﾘﾖ(47)

東北ＡＣ・宮城

角谷 凜香（99）   5m50

ｶﾄﾞﾔ ﾘﾝｶ(99)

TEAMみえ・三重

山口 藍沙（20）   5m48

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲｻ(20)

オーパ・AC・大阪

藤田 真理子（36）   5m39

ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ(36)

OGスポーツ・大阪

女子立
位

砲丸投

(7.260kg)

8/2 大山 祐史（99）  13m49

ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ(99)

TEAMみえ・三重

桐村 啓志（99）  11m45

ｷﾘﾑﾗ ｹｲｼ(99)

近畿パラ陸協・京都

永盛 雄太（38）  10m79

ﾅｶﾞﾓﾘ ﾕｳﾀ(38)

SRC・東京

金山 英樹（12）   9m97

ｶﾅﾔﾏ ｴｲｷ(12)

近畿パラ陸協・大阪

秋山 正輝（37）   7m43

ｱｷﾔﾏ ﾏｻｷ(37)

DREAMA.T.・大阪

豊田 竜矢（35）   6m80

ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ(35)

奈良・奈良

大橋 誠一（99）   6m63

ｵｵﾊｼ ｾｲｲﾁ(99)

kaeru整体院・奈良

林　健介（20）   4m70

ﾊﾔｼ ｹﾝｽｹ(20)

オーパ・AC・大阪

男子立
位


