
回 種目 順位 記録 氏名　又は　チーム名 所属　又は　リレーメンバー

少年１００m 優　勝 １２秒７９ 井本　充 大阪・東中川

少女１００m 優　勝 １３秒２９ 天野やよい 大阪・五条

第２回 1986年 (昭和61年) 少年４×１００リレー 優　勝 ５０秒７５ なにわＪＡＣ 真鍋　亮・黒田浩志・中嶋郷士・真鍋亘

第３回 1987年 (昭和62年) 少女４×１００リレー 優　勝 ５２秒９６ なにわＪＡＣ 岩永友絵・城島和子・嶋田綾子・高浜ミキ

少女１００m 優　勝 １３秒０６ 榊原雅江 なにわＪＡＣ・富田林・彼方

少年４×１００リレー 優　勝 ５０秒８２ なにわＪＡＣ 竹中一志・岩田晃彦・田中啓介・小森聡之

少女４×１００リレー 第5位 ５３秒８５ ファウンテイン・ローズ 山内吹子・中田久美子・矢野　歩・中川　泉

少年１００m 第7位 １２秒６３ 水谷　秀 河内長野市・楠

少年4×１００ｍリレー 第8位 ５３秒８４ 大阪ＮＯＡ 岡崎敏高・牧山洋一・衣笠健司・多加享史

少年走幅跳 第6位 ４ｍ９９ 分部雄三 大阪・南田辺

少年１００m 第7位 １２秒６５ 浅田純宏 羽曳野・丹比

少年走幅跳 第4位 ４ｍ９４ 勝田　寛 なにわＪＡＣ・南港光

第８回 1992年 (平成4年) 6年女子１００m 第6位 １３秒５９ 萩原久視子 陸王クラブ・桜井谷東

第９回 1993年 (平成5年) 女子４×１００リレー 第6位 ５４秒８７ なにわＪＡＣ 迫田智子・加藤史子・勝田順子・和田茜里

５年男子１００m 優　勝 １３秒１９ 山本慎吾 島本ジュニア

女子走幅跳 第3位 ４ｍ６１ 太田淑恵 八尾・曙川東ＲＣ

５年女子１００m 第2位 １３秒９０ 西崎有咲 豊中・北緑丘

６年男子１００m 第2位 １２秒３０ 山本慎吾 島本ジュニア

第14回 1998年 (平成10年) 男子走幅跳 第5位 ５ｍ１６ 藤木　俊 泉南・砂川

第15回 1999年 (平成11年) 女子走幅跳 第3位 ４ｍ６０ 中島世礼奈 吹田陸上

６年女子１００m 第7位 １４秒０１ 神田実喜子 陸王クラブ

男子走高跳 第4位 １ｍ４０ 山田真吾 泉大津・条東

年
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女子８０ｍＨ 優　勝 １２秒８７ 鹿島日雅里 ワールドＷＷジュニア

女子４×１００リレー 優　勝 ５３秒５９ 陸王クラブ 国頭一姫・石井美聡・芦田郁実・北村なつき

女子走幅跳 第3位 ４ｍ７２ 江口美菜 吹田陸上

第20回 2004年 (平成16年) 女子４×１００リレー 第8位 ５４秒６０ 泉州アップル陸上クラブ 小川真奈・中川弥子・大谷春菜・五島早紀

第21回 2005年 (平成17年) 女子ソフトボール投げ（施行） 第2位 ５６ｍ９９ 伊達久美子 吹田陸上

女子８０ｍＨ 第6位 １３秒３５ 梅原紗月 吹田陸上

女子走高跳 優　勝 １ｍ３５ 小山　朔 陸王クラブ

５年女子１００ｍ 第4位 １３秒８１ 鈴木千穂 羽曳野クラブ

男子４×１００リレー 第8位 ５１秒８８ 玉島陸上 井上拓哉・大石　烈・岡田裕希・井上晃輔

女子ソフトボール投げ 優　勝 ６４ｍ１７ 梶原美波 吹田ジュニア

６年男子１００ｍ 第5位 １２秒４５ 寺坂太一 ひらかたＫＳＣ

女子８０ｍＨ 第4位 １３秒２１ 岡田　萌 玉島陸上

女子走高跳 第5位 １ｍ３２ 安井彩奈 丸山陸上

男子走幅跳 第8位 ４ｍ９５ 長谷川祐輝 ひらかたＫＳＣ

女子ソフトボール投げ 優　勝 ７７ｍ１６ 梶原美波 吹田ジュニア

女子走高跳 第3位 １ｍ３５ 安井彩奈 丸山陸上

男子４×１００リレー 第2位 ５０秒７４ なにわＪＡＣ 上田快晴・安田健一郎・隈井龍馬・勝瀬健大

第26回 2010年 (平成22年) 女子８０ｍＨ 第5位 １３秒３７ 中司菜月 北緑丘

第27回 2011年 (平成23年) 男子走高跳 第4位 １ｍ４０ 東　直輝 ひらかたＫＳＣ

女子走幅跳 第3位 ４ｍ７９ 田中杏奈 ひらかたＫＳＣ

男子４×１００リレー 第5位 ５０秒７６ ひらかたＫＳＣ 富野翔大・小島翔大・上原拓馬・松永侑樹

女子４×１００リレー 第7位 ５３秒４１ 玉島白川陸上 山本光菜里・山田真由・早川佑奈・大山ゆりか

第29回 2013年 (平成25年) ５年女子１００ｍ 第7位 １４秒０９ 関野来瞳 吹田ジュニア

第28回 2012年 (平成24年)

第24回 2008年 (平成20年)

第19回 2003年 (平成15年)

第25回 2009年 (平成21年)

第22回 2006年 (平成18年)

第23回 2007年 (平成19年)

年
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第30回 2014年 (平成26年) ５年女子１００ｍ 優　勝 １３秒４１ 波江野夏帆 なにわＪＡＣ

男子８０ｍＨ 第6位 １２秒６２ 原　稜介 ひらかたＫＳＣ

６年女子１００ｍ 第5位 １３秒０５ 波江野夏帆 なにわＪＡＣ

男子４×１００リレー 第4位 ５０秒６２ ひらかたＫＳＣ 陶　康平・日高義仁・中畑瑛朗・甲斐陽太

女子走高跳 第2位 １ｍ３８ 梶屋千春 ひらかたＫＳＣ

男子４×１００リレー 第2位 ５０秒６２ コスモＡＣ 正井遥希・白石征也・中村真之介・志賀大虎

６年女子１００ｍ 優　勝 １３秒１８ 河野桃々 ジャンピングゲート

５年女子１００ｍ 第8位 １３秒９３ 大前陽菜乃 吹田ジュニア

女子８０ｍＨ 第6位 １３秒０８ 妹尾千里 ＨＲＪ

女子４×１００リレー 第4位 ５３秒２５ なにわＪＡＣ 水野佳奈・吉村優希・上村凛子・島田幸羽

５年女子１００ｍ 第8位 １４秒００ 菅原咲希 アスリートネット

男女混合４×１００リレー 第8位 ５２秒３５ 吹田ジュニア 小川慎太郎・大前陽菜乃・細谷彩也香・小林葉太

第36回 2020年 (令和２年) コロナ禍により全国大会中止(各都道府県で開催)

６年男子１００ｍ 第5位 １２秒２７ 井原琉翔 陸王クラブ

５年男子１００ｍ 第6位 １３秒５６ 宮岡　駿 島本ジュニア

コンバインドB 第2位

２２７７点

4ｍ92

52ｍ47

花光優樹 大教SC

６年男子１００ｍ 第8位 １２秒８２ 河野千颯 大阪スプリント

男女混合４×１００リレー 第7位 ５２秒０１ 島本ジュニア 西谷昭太朗・虎谷莉依・難波咲歩・西岡 駿
第38回 2022年 (令和４年)
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年
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