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定  款

公益財団法人大阪陸上競技協会

第１章 総則

（名称）

第１条 この法人は、公益財団法人大阪陸上競技協会と称し、英文ではOsaka Association 

of All Athletics(略称OAAA)と表記する。

（事務所）

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市東住吉区長居公園１丁目１番に置く。

第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 この法人は、陸上競技に関する事業を行い、陸上競技の普及と発展に寄与することを目

的とする。

2 この法人は、大阪府内における陸上競技に関する団体、個人を代表し、これを統轄するととも

に、公益財団法人日本陸上競技連盟に加盟する。

（事業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 陸上競技に関する諸計画の実施及びその技術を指導すること

(2) 大阪陸上競技選手権大会その他陸上競技会を主催及び運営すること

(3) 陸上競技会に対し役員及び選手を派遣すること

(4) 陸上競技指導者等を表彰すること

(5) 公益財団法人大阪府スポーツ協会に陸上競技を代表して加盟すること

(6) 大阪における陸上競技の十傑を選定及び発表すること

(7) 陸上競技選手を育成及び指導すること

(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業を行うこと

2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。

第３章 資産及び会計

（財産の拠出）

第５条 設立者は、現金 ３００万円を、この法人の設立のために拠出する。



（財産の種別）

第６条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な前条の財産及び次に掲げるものをもっ

て、この法人の基本財産とする。

(1)理事会及び評議員会において基本財産に繰入れることを決議した財産

(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産

2 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の２種類とする。

３ その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善

良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び

基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

5 協会の運用財産は、代表理事（代表理事である会長をいう。以下第９条、第１０条、第２１条、第

３４条、第３９条、第４２条、第５２条において同じ。）が管理し、その方法は評議員会の議決を経て、

理事会で別に定めるところにより管理運用するものとする。

（会計）

第７条 この法人の事業の遂行に要する経費は、基本財産及び運用財産等の資産から生ずる果

実及び次に定める加入金等の運用財産をもって支弁する。

（1） 加入金および個人登録料

（2） 事業収入

（3） 寄付金または補助金

（4） その他の収入

2 加入金及び個人登録料の額は、理事会において別に定める。

（事業年度）

第８条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

（事業計画及び収支予算）

第９条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなけ

ればならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般

の閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第１０条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を

作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第１号、第３号、



第４号及び第６号の書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書）

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

(6) 財産目録

2 第１項の書類ほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、

定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（１）監査報告

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿

（３）理事の報酬等の支給基準を記載した書類

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを

記載した書類

（公益目的取得財産残額の算定）

第11条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」と

いう。）施行規則第４８条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的

取得財産残高を算定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。

（長期借入金）

第12条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する

短期借入金を除き、理事会において、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事現

在数の３分の２以上の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

（新たな義務の負担等）

第13条 この法人が新たな義務の負担、又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするとき

は、理事会及び評議員会において承認を受けなければならない。

第４章 評議員

（評議員）

第１４条 この法人に評議員１０名以上１５名以内を置く。

２ 評議員会は、評議員のうちから評議員会議長１名及び評議員会副議長1名を選任する。

（評議員の選任及び解任）

第１５条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。



2 評議員選定委員会は、評議員１名、監事１名、事務局員１名、次項の定めに基づいて選任され

た外部委員２名の合計５名で構成する。

3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。

（1） この法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同

じ。）の業務を執行する者又は使用人

（2） 過去に前号に規定する者となったことがある者

（3） 第１号又は第２号に該当する者の配偶者、３親等内の親族、使用人（過去に使用人となった

者も含む。）

4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦するこ

とができる。

5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評

議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

（1）当該候補者の経歴

（2）当該候補者を候補者とした理由

（3）当該候補者と、この法人及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係

（4）当該候補者の兼職状況

6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部

委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。

7 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議

員を選任することができる。

8 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。

(1)当該候補が補欠の評議員である旨

(2)当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その

旨及び当該特定の評議員の氏名

(3)同一の評議員(２人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２人以上の評

議員)につき２人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位

9 第７項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該議決後４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。

10 評議員選定委員会の運営についての細則は理事会において定める。

11 評議員は当会の理事又は監事もしくは使用人を兼ねることができない。

（任期）

第１６条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の

任期の満了する時までとする。



3 評議員は、第１４条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員に対する報酬等）

第１７条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準

は、評議員会の決議により別に定める。

第５章 評議員会

（構成）

第１８条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

（権限）

第１９条  評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 基本財産の処分又は除外の承認

(7) 長期借入金及び重要な財産の処分

(8) 評議員会議長及び評議員会副議長の選任及び解職

(９) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第２０条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３ヶ月以内に１回開催するほか、必

要がある場合に開催する。

（招集）

第２１条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が

招集する。

2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会

の招集を請求することができる。

（議長）

第22条 評議員会の議長は、評議員会議長がこれにあたり、評議員会議長に事故があるときは、



評議員会副議長がこれにあたる。

２ 評議員会議長及び評議員会副議長に事故があるときは、当該評議員会に出席した評議員の

互選により定める。

（決議）

第２３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半

数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く

評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) 基本財産の処分又は除外の承認

(4) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わな

ければならない。

4 理事又は監事の候補者の合計数が第２７条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を

得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略）

第２４条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議

員（当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

（報告の省略）

第２５条 理事が評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その

事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録に

より同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

（議事録）

第２６条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 議長及び出席した評議員のうち選出された署名人３名は前項の議事録に記名押印しなければ

ならない。

第６章 役員

（役員の設置）

第２７条 この法人に、次の役員を置く。



(1) 理事 ３０名以上４０名以内

(2) 監事 ３名以内

2 理事の中から１名を会長、３名以内を副会長、１名を専務理事、１０名以内を常務理事とする。

3 前項の会長、専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」とい

う。)に定める代表理事とし、常務理事をもって法第１９７条において準用する法第９１条第 1 項第

２号の業務執行理事とする。

（役員の選任）

第２８条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 代表理事及び副会長並びに業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

３ 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係がある者

である理事の合計数が、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても同様とする。

４ 他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に

密接な関係にある理事の合計数は、理事現在数の３分の１を超えてはならない。監事についても

同様とする。

（理事の職務及び権限）

第２９条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の

執行の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第３０条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の

状況の調査をすることができる。

３ その他、監事に認められた法令上の権限を行使し義務を履行する。

（役員の任期）

第 31 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会

の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第２７条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退



任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第３２条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ

とができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（報酬等）

第３３条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会に

おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支

給基準は、評議員会の決議により別に定める。

(顧問、参与)

第３４条 この法人に、顧問及び参与(以下「顧問等」という。) を置くことができる。

2 顧問は、この法人に特に功労のあった有識者及び理事経験者の中から、理事会の推薦に基づ

き、評議員会の決議を経て、代表理事が委嘱する。

3 参与は、競技の普及、向上及び審判等この法人の事業に関して特に功績のあった者の中から、

理事会の推薦に基づき、評議員会の議決を経て、代表理事が委嘱する。

4 顧問等は、次の職務を行う。

(1) 代表理事の相談に応じること。

(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。

5 顧問等の選任及び解任は、理事会において決議する。

6 その他顧問等の職務に関し、必要な事項は、理事会において定める。

7 顧問等の報酬は、無報酬とする。

8 顧問等には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給基準

は、評議員会の決議により別に定める。

（責任の免除）

第３５条 この法人は、理事又は監事の一般法人法第１９８条において準用される第１１１条第１項の

賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって賠償責任額

から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第７章 理事会等

（構成）



第３６条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第３７条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（種類及び開催）

第３８条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種類とする。

２ 通常理事会は、事業年度毎に原則として６回開催する。

３ 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

（１）代表理事が必要と認めたとき

（２）代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の

請求があったとき

（３） 前号の請求があった日から５日以内に、その請求があった日から２週間以内の日を理事会

の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき

（４） 第３０条第３項の規定により監事から代表理事に招集の請求があったとき又は監事が招集

したとき

（常務理事会）

第３９条 この法人には、理事会の審議を円滑にするため、代表理事及び常務理事で構成する常

務理事会を設けることができる。

2 常務理事会の事務、組織、運営の細則は理事会において定める。

(クラブ代表者会議)

第４０条 この法人に、クラブ代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。

2 代表者会議は、この法人に加入するクラブの代表をもって構成する。

3 代表者会議は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べることができる。

4 代表者会議は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に開催するものとし、会議の運営の細則は理事

会において別に定めるところによる。

（専門委員会等）

第４１条 この法人には、業務を遂行するため専門的事項の処理を必要とする場合に専門委員会

を設けることができる。

2 専門委員会の名称、事務、組織、運営の細則は、理事会において定める。



3 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。

（招集）

第４２条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

第４３条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。

（決議の省略）

第４４条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につ

いて、議決について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。

（報告の省略）

第４５条 理事又は監事が理事及び監事全員に対し理事会に報告すべき事項を通知したときは、

その事項を理事会に報告することを要しない。

２ 前項の規定は、第２９条第３項の規定による報告には適用しない。

（議事録）

第４６条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第８章 定款の変更及び解散

（定款の変更）

第４７条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第１５条についても適用する。

（剰余金の処分制限）

第４８条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

（解散）

第４９条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法

令で定められた事由によって解散する。



（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第５０条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場

合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、

公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日

から１箇月以内に、認定法第５条第１７号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するも

のとする。

（残余財産の帰属）

第５１条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定

法第５条第１７号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第９章 事務局

(事務局および職員）

第５２条 この法人の事務を処理するため事務局を設ける。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員をおく。

3 事務局長は、理事会の承認を得て、代表理事が委嘱及び解職する。

4 前項以外の職員は、代表理事が任命する。

5 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第１０章 個人情報の保護

（個人情報の保護）

第５３条 この法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、これを別に定める。

第１１章 公告の方法

（公告の方法）

第５４条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に

掲載する方法による。

第 12 章 補則

（株主議決権の行使）

第５５条 この法人は、保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利を

行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において、決議について特別の利害関



係を有する理事を除く理事現在数の３分の２以上の承認を受けなければならない。

（１）配当の受領

（２）無償新株式

（３）株主配当増資への応募

（４）株主宛配布書類の受領

第１3章 細則

（細則）

第５６条 この定款についての細則は、理事会において別に定める。

附 則

1 従前の大阪陸上競技協会に属した一切の権利義務はこの法人が継承するため、同協会の解

散により生じた残余財産を、寄付金として受け入れるものとする。

2 この定款は、この法人の設立登記の日から施行する。

3 定款第８条の規定にかかわらず、この法人の最初の事業年度は、設立の日から平成２４年３月

３1 日までとする。

4 設立者の氏名又は名称及び住所は次のとおりとする。

  (住所)埼玉県さいたま市浦和区仲町４丁目１８番２０号

  (団体の事務所)大阪府大阪市東住吉区長居公園１丁目１番

大阪陸上競技協会 代表者 会長 横川 浩

5 この法人の設立時の代表理事は横川浩、藥師寺茂夫とし、業務執行理事は足立尚、北田耕之、

竹内章、石田雅幸、讃岐富男、上田重隆、葦原慶治、青木正宏、藤原宙造、古城健とする。

6 この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。

岩谷忠雄、大橋一男、岡田春夫、奥野史子、風間建夫、柏木孝、亀井信吾、齊藤行巨、笹井信次、

高橋庸、竹田守、竹中裕之、中西正、水谷勝重、美濃部勝行

7 この法人の設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

（設立時理事）

横川浩、藥師寺茂夫、足立尚、北田耕之、竹内章、石田雅幸、讃岐富男、上田重隆、葦原慶治、

青木正宏、藤原宙造、古城健、市川廣己、大村文弘、岡田邦夫、奥田二三夫、川﨑泰英、

木下和夫、草間義彦、杉野美智子、近西弘行、佃衛、中谷泰三、原田新也、樋元四郎、

松川良紀、安田賢司、山地繁信、吉田暁、米田昭一、梶真弓、佐々木繁章、矢代雅昭、

定木徹治、山中保博

（設立時監事）

熊木利隆、古藤幸夫、近藤鳩比古



附則

この定款は、平成２３年４月１日から施行する

附則

この定款は、平成２９年３月２９日から施行する。

(改正、公益財団法人日本陸上競技連盟、公益財団法人大阪体育協会、理事定数３０名以上４０

名以内)

附則

この定款は、平成３１年４月１日から施行する。（公益財団法人大阪府体育協会の名称変更、公益

財団法人大阪府スポーツ協会）

附則

この定款は、認定法第４条の規定による公益認定を受けた日から施行する。(公益認定日、令和3

年4月1日大阪府知事)



寄附金等取扱規程

公益財団法人大阪陸上競技協会

規程第106号

令和2年１２月９日

（目的）

第1 条 この規程は公益財団法人大阪陸上競技協会（以下「この法人」という）が受領する寄附金

等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義等）

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

① 一般寄附 この法人の主たる目的である事業に関連する寄附として受領するもの

② 指定寄附 使途を指定して募金活動を行うことにより受領する寄附

③ 特別寄附 前各号のほか、使途が指定された寄附

２ この規定における寄附には、金銭のほか金銭以外の物品及び財産権を含むものとする。

（一般寄附金の募集）

第３条 この法人は常時一般寄附金を募ることができる。

２ 一般寄附金は、寄附金総額の50％以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとする。

３ 第２項の定めにかかわらず、寄附金の総額の50％未満を法人の管理費に充てることができ

る。

（指定寄附金の募集）

第４条 指定寄附金を募集するときは、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその

他必要な事項を説明した書面（以下「募金目論見書」という）を理事会に提出し、承認を求めなけ

ればならない。

２ 指定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を定款第4条の公益目的事業の全部又

は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募

集総額の30％以下でなければならない。

（募集目論見書の交付等）

第５条 指定寄附金を募集するときは、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければな

らない。

２ 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者

へは事後に交付することができる。



（受領書等の送付）

第６条 一般寄附金、指定寄附金及び特別寄附金を受領したときは、遅滞なく領収証を寄附者に

送付するものとする。

２ 前項の領収証には、この法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨、寄附金額

及びその受領年月日を記載するものとする。

（募金に係る結果の報告）

第７条 この法人は、指定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要

な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代え

ることができる。

２ この法人は指定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当

該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ

上の公開に代えることができる。

（特別寄附金）

第８条 この法人は個人又は団体より特別寄附を受領することができる。

２ 前項の寄附について寄附者から資金使途及び寄附の管理運用方法について条件が付されて

いるときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。

３ 寄附が下記各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄附を辞退しなけ

ればならない。

① 国、地方公共団体、公益法人及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第

5条第17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合

② 寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合

③ 寄附の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生ずる場合

④ 前3号に掲げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの

法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

（情報公開）

第９条 この法人が受領する寄附については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律施行規則第22条第5項各号に定める事項について、事務所への備置き及び閲覧当の措

置を講じるものとする。

（個人情報保護）

第１０条 寄附者に関する個人情報については、別に定める個人情報保護規程に基づき、細心の

注意を払って情報管理に努めるものとする。



（改廃）

第１１条 この規程の改廃は理事会の決議を経て行う。

附則

１ この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。

２ この規程は、令和３年４月１日から施行する。
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大村　文弘 山田　　昇 吉田　実

山口　忠広 米良　秀夫 永山　隆一 池上　昌樹

数野　哲也 市川　廣己 川﨑　泰英 保田　隆也

中村　孝一

出石智佳子 小西　宏之 重綱　彦也 原田　　健

垣内　良友 日尾　泰也

渡口　秀信

加藤　廣和 前田　　理

野口　明郎 南口　真吾

部　長

鈴木　　直 安田　　功 浦宮美沙紀

梶　　真弓

藤原　智美 嶋田　祐也 山田　綾乃

吉田　勝志 橋口　徳治 角野兼太郎

部　長

讃岐　富男 古城　　健 堀内佐智夫 矢賀部千恵子

近西　弘行 國井　美和 西内　克己

佐々木　努 後藤　直美

藤原　宙造 駒居　智志 糸原　一輝

部　長

舩津　哲史 西内　克己 佃　　　衛

中村　弘子

主　担

原田　新也 市川　廣己 松井麻里弥

近西　弘行

野崎　治子 内本美奈子 堀葉祐一郎 安田　賢司

讃岐　富男 古城　　健 西内　克己 佃　　　衛

竹内　　章 古城　　健 西内　克己 梶　　真弓

青木　正宏 奥田二三夫

島津　勝己 村形　裕司

讃岐　富男 青木　正宏 中西　　敦 高井　陽介

來田　享子

公益財団法人日本陸上競技連盟 評議員 松本　正義
近畿陸上競技協会 会長 松本　正義

理事長 竹内　　章
理事 葦原　慶治 保田　智子
監事 北田　耕之

公益財団法人大阪府スポーツ協会 参与 松本　正義
常務理事 竹内　　章

評議員 西内　克己
競技力向上委員 古城　　健

普及委員 青木　正宏
島津　勝己

大阪市スポーツ協会 運営委員 竹内　　章

　　　　　公益財団法人大阪陸上競技協会機構
2022．3.31

総務企画部 保田　智子

松川　良紀

委　員

大村　文弘

理　事

コンプライアンス委員会

担当理事　竹内　章

理　事 委　員

統括部長　西内　克己

大阪府スポーツ指導者協議会委員

　　本協会から関係団体に派遣・委嘱された役員 　　　

財務委員会
委員長　讃岐　富男

委　員

広報委員会
委員長　近西　弘行
副委員長　中谷　泰

三

理　事

広報部

映像配信部

理　事 委　員

委　員

大阪アカデミア

経営戦略会議
主担　竹内　章

中谷　泰三

OSAKA夢プログラム
チェアマン　竹内

章
ＧＭ　島津　勝己
室長　梶　　真弓

委　員

近西　弘行

委　員

競技部

パラ競技部

国際部 永田　澄博

草間　義彦

委　員

強化戦略担当 古城　　健

理　事

舩津　哲史

鷹取　　睦

理　事

理　事

記録情報部 小野　吉永

総務企画委員会
　委員長　青木　正

宏
副委員長　保田　智

子

北林　直哉

強化委員会
委員長　島津　勝己
副委員長　舩津　哲

史
　　　　　藤原　智

美

強化部

強化戦略部

普及部

競技委員会
委員長　奥田二三夫
副委員長　草間　義

彦

施設用器具部

島津　勝己

委　員

広報戦略部

審判部 定木　徹治

理　事

理　事

竹内　　章



各種受章者（大阪陸協関係者）
○功労章受章者(日本陸上競技界に功労があった者)

武田千代三郎(昭６) 木下 東作(昭６) 春日  弘(昭６) 人見 絹枝(昭６) 南部 忠平(昭７)

東口 真平(昭 23) 谷 三三五(昭 23) 大島 鎌吉(昭 23) 乾  正人(昭 30) 佐藤 信一(昭 41)

古山 一郎(昭 46) 木南 道孝(昭 58) 長野 元泰(平 11) 薬師寺茂夫(平 28)

○○勲功章受章者(日本陸上競技界に勲功があった者)

寺沢  徹(昭 37) 沢木 啓祐(昭 40) 中山 竹通(昭 60) 深尾 真美(昭 60) 井上  悟(平４)

浅利 純子(平５) 朝原 宣治(平９) 大崎 悟史(平 19)

○勲功章受章者 日本陸上競技界に勲功があった競技者およびその指導者

①オリンピックおよび世界陸上競技選手権大会入賞者

②アジア競技大会、ユニバーシアードおよび世界 U20 陸上競技選手権大会の金メダリスト

朝原 宣治(平 23) 江里口匡史(平 23) 木﨑 良子(平 25) 林 清司(平 25:木﨑良子の指導者)

多田 修平(平 29･30) 林 直也(平 29･30:多田修平の指導者)

○秩父宮章受章者(日本陸上競技連盟あるいは加盟団体に功績があった者)

春日  弘(昭 30) 南部 忠平(昭 30) 谷 三三五(昭 30) 大島 鎌吉(昭 30) 乾  正人(昭 30)

佐藤 信一(昭 30) 古山 一郎(昭 30) 村上 正躬(昭 30) 木戸  浩(昭 32) 半井 修一(昭 32)

有賀 司郎(昭 33) 大田 博邦(昭 33) 梶谷 正義(昭 34) 白石  磷(昭 34) 岸源左衛門(昭 35)

津田晴一郎(昭 36) 寺田 甚吉(昭 37) 藪野 源二(昭 38) 浦  二郎(昭 38) 忠田 喜一(昭 38)

吉岡睦太郎(昭 39) 木南 道孝(昭 39) 榎本 邦一(昭 40) 魚谷 忠一(昭 41) 中島 直矢(昭 41)

柏本 明次(昭 42) 向井  勇(昭 43) 南 三千雄(昭 44) 吉田正二三(昭 45) 本田 令三(昭 46)

下津屋敬雄(昭 46) 河野 礼一(昭 47) 中川  敬(昭 48) 高塚泰次郎(昭 49) 市野 春弘(昭 50)

田茂井宗一(昭 51) 渡邉 耕二(昭 52) 吉武 勝之(昭 53) 保田  喬(昭 54) 竹本  肇(昭 55)

長野 元泰(昭 56) 吉田  實(昭 56) 石井 秀夫(昭 57) 浅羽 芳久(昭 58) 大久保 博(昭 59)

戸山 隆明(昭 60) 鳥居 邦男(昭 61) 池上  廣(昭 62) 前川  茂(昭 63) 橋本 三郎(平１)

七尾  格(平２) 七條 昌一(平３) 吉見 正憲(平４) 薬師寺茂夫(平５) 向井 肇晴(平６)

足立  尚(平７) 近藤鳩比古(平８) 北田 耕之(平 10) 須原 浩之(平 11) 石田 雅幸(平 12)

小川 義久(平 13) 古藤 幸夫(平 14) 仲田 秀三(平 15) 中筋 道子(平 16) 葦原 慶治(平 17)

樋元 四郎(平 18) 竹内  章(平 19) 上田 重隆(平 20) 藤原 宙造(平 22) 木下 和夫(平 23)

岡田 邦夫(平 24) 讃岐 富男(平 25) 大村 文弘(平 26) 安田 賢司(平 27) 原田 新也(平 29)

奥田二三夫(平 30) 川﨑 泰英(令１) 古城  健(令２)

○岸記念賞典受章者(競技場における態度、挙措が高潔であって、日常の競技生活もまた模範的であり、かつ競技技術、

競技記録が優秀である競技者)

村社 講平(昭 13) 杉村 清子(昭 27) 寺沢  徹(昭 37) 沢木 啓祐(昭 41) 中山 竹通(昭 60)

浅利 純子(平５) 朝原 宣治(平 20)



○平沼記念章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者の指導者として特に功労のあった者および中学生競技者

の指導者として特に功労のあった者  平成 1 年まで) 

下津屋敬雄(昭 41) 高塚泰次郎(昭 42) 市野 春弘(昭 45) 矢島 誠治(昭 46) 井上 孟司(昭 47)

脇田 正道(昭 48) 保田  喬(昭 49) 保田 光男(昭 50) 中辻  光(昭 51) 戸山 隆明(昭 52)

橋本 三郎(昭 53) 清家 令夫(昭 54) 龍野  登(昭 54) 雑賀 武志(昭 55) 原田 正克(昭 55)

阪上 光明(昭 56) 大橋 和夫(昭 56) 梶本 照夫(昭 57) 宮田 雄右(昭 57) 河南 政信(昭 58) 

小西 昭道(昭 58) 脇田 弘毅(昭 59) 野口 洋三(昭 59) 小川 義久(昭 60) 小泉 良衛(昭 60)

足立  尚(昭 61) 近藤鳩比古(昭 61) 花岡 誠治(昭 62) 鍛治 義治(昭 62) 吉見 正憲(昭 63)

中西  正(昭 63) 須原 浩之(平１) 中村  進(平１)

○平沼亮三章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者の指導者として特に功労のあった者  平成 21 年まで)

薬師寺茂夫(平２) 小松  宏(平３) 松熊 義昭(平４) 高橋  勲(平５) 冨澤 英彦(平６)

安田 賢司(平７) 小林 康宏(平８) 岩谷 忠雄(平９) 美濃部勝行(平 10) 小森 泰弘(平 11)

渡邊 秀博(平 12) 岡本  博(平 13) 伊東 英夫(平 14) 九鬼 正一(平 15) 中西  昭(平 16)

米川 修二(平 17) 馬迫 信一(平 18) 奥田二三夫(平 19) 川﨑 泰英(平 20) 黒川 和要(平 21)

○高校優秀指導者章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者の指導者として特に功労のあった者)

宮本 志郎(平 22) 松本 茂一(平 23) 柴田  稔(平 24) 津野 和彦(平 25) 坂井 裕司(平 26)

平林 伸一(平 27) 江畑 憲一(平 28) 宮崎 晋吾(平 29) 森   新(平 30) 安田  功(令１)

○河野謙三章受章者(中学生競技者の指導者として特に功労のあった者  平成 21 年まで)

新井  誠(平２) 金谷 忠男(平３) 葦原 慶治(平４) 高橋 一徳(平５) 野瀬 勝義(平６)

南  哲二(平７) 樋口 隆志(平８) 竹田 政雄(平９) 田渕 隆志(平 10) 大村 文弘(平 11)

市川 廣己(平 12) 梶  真弓(平 13) 岡本  昭(平 14) 河合 裕文(平 15) 安田  功(平 16)

岸  昭裕(平 17) 湯本  修(平 18) 原田 新也(平 19) 保田 隆也(平 20) 井関  雅(平 21)

○中学優秀指導者章受章者(中学生競技者の指導者として、特に功労のあった者)

赤峰フミコ(平 22) 上杉 憲二(平 23) 石田 卓也(平 24) 松川 良紀(平 25) 森本 和也(平 26)

北口  徹(平 27) 山口 忠広(平 28) 山下 直樹(平 29) 高橋 敦司(平 30) 島津 勝己(令１)

○春日弘章受章者(高校生または 18 歳未満の勤労競技者として優秀な者  平成 21 年まで)

奈切日出美(昭 54) 門田 光史(昭 55) 向井 久枝(昭 56) 小林 宏美(昭 57) 荒川 和浩(昭 58)

浅野 公一(昭 59) 築田  城(昭 60) 内田  弥(昭 61) 北田 敏恵(昭 62) 川植 宗治(昭 63)

森長 正樹(平１) 小苗 久信(平２) 長間  誠(平３) 舩津 哲史(平４) 嘉瀬井 毅(平５) 

斉藤  直(平６) 森田 真治(平７) 村山  梢(平８) 山村 貴彦(平９) 西中 秀徳(平 10)

村川 洋平(平 11) 岡本 エリ(平 12) 後藤 直美(平 13) 宮下  誠(平 14) 井元 幸喜(平 15)

池田 大介(平 16) 金丸 祐三(平 17) 三村 有希(平 18) 﨑山 綾華(平 19) 神下 豊夢(平 20)

新宮 美歩(平 21)

○高校優秀選手章受章者(高校生競技者または 18 歳未満の勤労競技者として優秀な者)

佐藤 友佳(平 22) 名倉 千晃(平 23) 堀田 早人(平 24) 中村 祐紀(平 25) 髙松望ムセンビ(平 26)



石塚 晴子(平 27) 丸山 優真(平 28) 川田 朱夏(平 29) 西川 明花(平 30) 江頭 亮(令１)

○河野一郎章受章者(中学生競技者として優秀な者  平成 21 年まで)

佐藤 泰章(昭 40) 小早川久美(昭 41) 川口  平(昭 42) 高瀬 信一(昭 43) 森田 宏六(昭 44)

宅間 信夫(昭 45) 北川 康之(昭 46) 今村 忠夫(昭 47) 勘崎 和也(昭 48) 藤田 定彦(昭 49)

辻  公代(昭 50) 深尾 真美(昭 51) 讃岐 信子(昭 52) 氏野 修次(昭 53) 浅野  泰(昭 54)

安達 敏雄(昭 55) 吉田 光代(昭 56) 田村 美穂(昭 57) 内田  弥(昭 58) 堀内 雅人(昭 59)

柳  裕江(昭 60) 渡辺 玲子(昭 61) 桑田 隆史(昭 62) 井口 潤二(昭 63) 左近充 進(平１)

細井 良則(平２) 入谷 宏一(平３) 鈴木 千春(平４) 山田  繁(平５) 寺野 伸一(平６)

松重 絵美(平７) 村川 洋平(平８) 杉原 結子(平９) 倉本 福子(平 10) 内山 由理(平 11)

橋口 徳治(平 12) 井上 敬太(平 13) 泉  利和(平 14) 杉山 友理(平 15) 植田祐紀子(平 16)

田野 達也(平 17) 松浦 智史(平 18) 奥田 芽理(平 19) 上田  繭(平 20) 高橋 花梨(平 21)

○中学優秀選手章受章者(中学生競技者として優秀な者)

岸本 雄介(平 22) 津田シェリアイ(平 23) 髙松望ムセンビ(平 24) 趙   振(平 25) 進堂 りか(平 26)

松田 貫汰(平 27) 中村健太郎(平 28) 日夏 涼香(平 29) 小池  綾(平 30) 津田妃茉里(令１)

○有功章受章者(各加盟団体を通じて日本陸上競技界に功労があった者)

浦  二郎(昭 55) 市野 春弘(平 16)

○青木半治章受章者(オリンピック大会、世界選手権大会のメダリスト)

朝原 宣治(平 20)

○世界記録記念章受章者(日本人競技者が世界記録をつくったとき、および外人競技者が日本において世界記録をつくった

とき授与する。)

織田 幹雄(昭７) 南部 忠平(昭７) 大島 鎌吉(昭９)

○諸記録章(日本人で世界記録、U20 世界記録、室内世界記録、日本記録、U20 日本記録および室内日本記録、U20 室内日本

記録を樹立した者)

○アスレティック・アワード
①アスリート・オブ・ザ・イヤー(当年においてその活躍が最も顕著であった競技者) 

朝原 宣治(平 20)

②優秀選手賞(当年において優秀な成績を収めた競技者)

朝原 宣治(平 19) 江里口匡史(平 24) 木﨑 良子(平 25) 多田 修平(平 29･令１) 小池 祐貴(令１)

③新人賞(当年の活躍が顕著であり、将来が期待される競技者) 

佐藤 友佳(平 22) 中里 麗美(平 23) 多田 修平(平 29) 藤井菜々子(令１)

④特別賞(陸上競技を通じた活動や活躍が広く社会に対して貢献したと認められた者もしくは団体)

該当者なし



○近畿春日章受章者（近畿地区の中学・高校生ならびに 18 歳未満の勤労者の陸上競技の指導者として特に功労のあった

者（35 歳 以上の者）に贈与する。）

市野 春弘，保田 光男（昭 40） 戸山 隆明，下津屋敬雄（昭 41） 高塚泰次郎，原田 正克（昭 42）

井上 孟司，脇田 正道（昭 43） 矢島 誠治，梶本 佳秀（昭 44） 森口  章，橋本 三郎（昭 45）

雑賀 武志，龍野  登（昭 46） 高橋  實，坂本 清二（昭 47） 阪上 光明，中辻  光（昭 48）

清家 令夫，宮田 雄右（昭 49） 坂本宇之松，高橋 一徳（昭 50） 前川  茂，松本  晃（昭 51）

脇田 弘毅，大橋 和夫（昭 52） 小川 義久，上野 正和（昭 53） 足立  尚，甲田 隆一（昭 54）

花岡 誠治，野口 洋三（昭 55） 吉見 正憲，鍛治 義治（昭 56） 薬師寺茂夫，小西 昭道（昭 57）

須原 浩之，小泉 良衛（昭 58） 松熊 義昭，近藤鳩比古（昭 59） 小松  宏，中西  正（昭 60）

高橋  勲，中村  進（昭 61） 中田 勝利，新井  誠（昭 62） 髙橋  庸，金谷 忠男（昭 63）

岩谷 忠雄，葦原 慶治（平１） 小林 康宏，坂根 博一（平２） 冨澤 英彦，野瀬 勝義（平３）

安田 賢司，南  哲二（平４） 美濃部勝行，樋口 隆志（平５） 小森 泰弘，竹田 政雄（平６）

渡邊 秀博，田淵 隆志（平７） 岡本  博，大村 文弘（平８） 九鬼 正一，市川 廣己（平９）

中西  昭，梶  真弓（平 10） 米川 修二，岡本  昭（平 11） 馬迫 信一，今西 修次（平 12）

黒川 和要，河合 裕文（平 13） 奥田二三夫，安田  功（平 14） 宮本 志郎，岸  昭裕（平 15）

田中 完治，湯本  修（平 16） 竹内  章，辻  秀明（平 17） 上田 重隆，原田 新也（平 18）

佐々木良隆，保田 隆也（平 19） 坂井 裕司，井関  雅（平 20） 柿内 貞宣，赤峰フミ子（平 21）

柴田  稔，上杉 憲二（平 22） 佐々木繁章，石田 卓也（平 23） 平林 伸一，松川 良紀（平 24）

石田 隆司，大堂 芳明（平 25） 江畑 憲一，中井 芳之（平 26） 宮崎 晋吾，市来 浩幸（平 27）

森   新，室井 愉志（平 28） 横田 和行，田中 洋平（平 29） 濵崎  弘，中野 成明（平 30）

米川 和宏，西野 修二（令１） 舩津 哲史，新井 和泉（令２）



大阪陸上競技協会功労賞・優秀指導者賞受賞者

功労賞（永年に亘り大阪の陸上競技会のために献身的に尽瘁してきた者）
年度 受  賞  者  氏  名
昭和
51

石井 秀夫 上谷 尚義 奥村 兼静 坂本宇之松 滝井  弘 田茂井宗一 辻田 虎雄 原田 正克
馬場 次郎 平田 五市 森脇  勤 保田 光男 矢島 誠治 山崎 文雄 山本 儀平 渡邉 耕二

52 江口 節信 堀端  巍 和久田賢夫

53 浅羽 芳久 清家 令夫 吉武 勝之

54 上山  巍 石村 武司 竹本  肇 保田  喬 森   弘 鳥居 邦男 柳原 義明

55 倉橋  勇 中島 幸男 松村  弘 安井 敏浩 杉田  浩

56 石田 種雄 泉谷 教信 河南 政信 坂本 清二 田尾 一郎 田中 久之 長野 元泰

57 阪上 光明 戸山 隆明 藤本  清 前田 昌男 三宅 芳弘

58 藤原進一郎 雑賀 武志 仲田 秀三 小泉 良衛 浅井 由彦 上野 正和

59 大橋 和夫 楠  幸一 橋本 皇臣 小西 昭道 代田 志郎 根本 七郎 池田 義二

60 和田 忠知 龍野  登 井上 孟司 橋本 三郎 玉川喜之扶 山本 正夫 前川  茂 松本  晃
中辻  光 中村 享昭

61 山本 義光 庄本 範男 高橋  實 向井 肇晴 木下  實 杉村 富雄 神谷 亭市 岩川 正吉
藤本 嘉彦

62 西村龍太郎 三原 敏行 森口  章 水野 良隆 吉井 一郎 松村 信行 大山 基博 宮田 雄右
薮田 英昭

63 壷井  章 脇田 弘毅 壷井  宏 増本 元康 西野  亨 乾  克巳 磯野 宙郎 白石  敬
荒木 秀樹 八木田恭輔 小川 義久 辻井 義弘

平成
1

野村 城右 七尾  格 柴田森三郎 根本  尚 皆木  弘 熊木 利隆 藤本 昌良 近藤鳩比古
菅田 輝雄 橋本三千穂 武田  透

2 津川 久富 田口十四夫 高橋 一徳 今井  潔

3 坂口 敏克 七條 昌一 梶本 照夫 足立  尚 花岡 誠治 須原 浩之 吉見 正憲 直島 利夫
川上  洋 石田 征男 石田 雅幸 笠井 政招 鍛治 義治 田中 泰夫

4 薬師寺茂夫 中筋 久称 西田 政治 桑村 祥達 木ノ本忠義 岡本 勝也 足立 三郎 森井 正和
村上 正巳 船原  尚

5 赤峰純弥太 上田 益世 岡﨑 延之 小松  宏 小森 泰弘 佐々木征三 鈴木 茂男 高岡 保博
竹林 令昭 中尾  隆 中筋 道子 松村 逸夫 森本 秋広 吉村 公男

6 渡辺 靖祐 小林 康宏 高橋  勲 川口八三郎 松熊 義昭 高橋 節男 播  昌弘 大松 政夫
岡   豊 田房 喜朋 南部 憲次 長沢 孝人 片野田龍一 椿  隆助

7 岩谷 忠雄 北田 耕之 美濃部勝行 伊東 英夫 中田 勝利 光田 克之 当山 和明 山下 文夫
松崎 雅夫 海原 重男 林  成光

8 大橋  豊 長池 末喜 渡邊 秀博 西川 藤市 髙橋  庸 松下  勇

9 冨澤 英彦 谷野 利昌 新田  守 森下 淳一 澤木  勝 里村 利也 向井 雍忠 笠原 孝一
佐藤 憲治 中野 秀雄 吉原  作

10 竹田 政雄 安田 賢司 大塚  力 多賀みはる 中西  昭 山田 賢治 柚山 八栄 漁野冨美子
田中 凱夫 西  輝男

11 石坂 良二 上野 行男 岡本  博 金谷 忠昌 木下 和夫 嶋村 和己 髙田  直 谷口 清美
内藤 憲雄 中西  正 中村  進 久門  哲 福井 正博 馬迫 信一 水谷 勝重 吉澤 明紘
島崎 信夫

12 新井  誠 勇 宇一郎 岡井 武雄 田中 完治 塚本 敏雄 野瀬 勝義 前西 巧美 福原 晴美
宮村 誠一 山本 俊雄 在木 邦男 松本 淑子

13 矢代 雅昭 伊藤 裕康 薮下 正治 川﨑 泰英 柴本 良太 葦原 慶治 田中  敏 広瀬 恵一
九鬼 正一 木川  治 治郎堂 明 赤峰フミコ 田宮 隆史 西矢 幸司 柴山 佳男 樋口 隆志
南  哲二 田渕 隆志 上野 史郎 横山 輝明 長谷川 昇 岩井 和代 後藤 博行 大畠 教明
土野 長一 金谷 忠男 黒田 高正 森尾 俊三 山田 寿男 井上 孝和 今西 修次 大西 正康
上田 雅和 今関 光守 巽  久男 盛影 君夫 釜野 圭市

14 義積 里詞 竹田  守 大橋 一男 西山加古郎 奥田二三夫 市川 廣己 安原 正義 川島 和則
木村 重房 大鴨 敏之 神崎 勝則 山本  昇 小川 哲司 堀  隆志

15 中村 善直 竹内  章 浅村真理子 松本 茂一 松岡  武 飯沼 信輝 石谷  寿 上村 京司
柴田  稔 田畑 治通 杉田 岩男 青木  堯 梶原 廣之 村井 正信 奥田 高三 甚九 敏明
槙山 政雄 黒田 芳男 吉年 吉彦 徳原 修一 中村 淳子 宇留間茂雄 植田  勝 島崎 義孝
木下 芳広 桂  正明 海原 重男 芝本  優 林  正三 北野 利彦 犬飼 紀元 岡橋 文治



池田 金一 西田 慎子 茨田  勇
16 山中 保博 上田 重隆 加地  久 大村 文弘 津野 和彦 松村 郁弘 石田 隆司 早川 禎一

石橋 伸一 口 信行 岡本  昭 山本 久喜 枇杷木 弘 福島 省三 宮崎 逸男 山川 昭夫
青山  純 小松 正治 木山 克己 玉木  登 福島 幹武 家川 曻二 長江 高司 武永 正治
岩井 保美

17 篠原 孝司 小森恵美子 讃岐 富男 稲葉 恵一  宮本 志郎 小熊 利夫 奥野 吾一 撫井 弘志
佐々木敏行 葛城 裕也 川上喜代三郎 口野 元祥 後藤  清 杉野美智子 上田 博子 高群 哲夫
竹口 恵子 倉光 勇生  武田 忠義 濱田 良彦 松本  剛 宮本 勝之 泉野千鶴雄 笹倉 英男
岡田 正義  下農 忠司 宮原  博 松田 泰典

18 畠中 光男 藤原 宙造 岡   茂 石川  弘 上杉 憲二 梶田 孝志 池田 直隆 寒川 公嗣
小林 和夫 松田 忠廣 高見 善子 竹田 敏信 福田 逸男 西尾 恵子 河村祐二郎 小林 正典
平  孝司 富高 睦雄 井口  肇 奥野 明男 谷本 広二 森川 栄一 長澤 正勝

19 中島 俊秀 野口 輝男 原田 新也 野村勝太郎 松川 良紀 菊池 一人 永久 勝信 米田 昭一
大松 敬子 黒川 和要 佐々木良隆 辻谷勇二郎 山﨑  敦 湯本  修 加藤 廣和 杉尾  靖
中井 芳之 成見 順治 村津 栄一 河合 裕文 石田 誠司 中野 孝夫 梶  真弓 中村 武司
福井与志雄 脇屋  忠 前田 唯信 葉山 尚久 森本 和也 渡辺  毅 坂 比呂志 大黒 祥光
奥田 武史 石倉 省吾 今野  宏 藤井 郁恵 坂下 勝正 桜木 恭子 松村 美彦 大角 正弘
澤中 拓美 倉野 正信 溝口 義弘 杉山 一馬

20 土肥  智 芝田 基博  中林 勝治 山下  弘 嶌嵜 竹治 小林 恵子 岸  昭裕
泥谷加代子 北西 広和  馬場 一夫 吉田  靖 植田 哲也 芝山 賢次 植田  淳
松下 正行 須ヶ牟田京子 菊地 秀国 石橋 照男 中西 昌彦 大塚 堅三 中谷  晋

21 佃   衛 永山 隆一 平林 伸一 保田 隆也 下村  玲 豊田  元 西村美智子 釜本 浩明
佐嶌 重司 奥田  聡 中里 真一 定井 則久 三宅 秀司 石川佐代子 太田 勝士 山本 文子
三宅 智代 河原 恒樹 佐久 佳子 福田 義則 東  実道 中島 芳昭 青柳 宏隆

22 日尾 泰也 近西 弘行 草間 義彦 佐々木繁章 宮部 隆夫 大堂 芳明 井関  雅 藤本 正之
石田 卓也 谷  啓介 加藤  靖 〆野 敏行 吉本 誠二 辻  秀明 高橋 靖直 池上 雅士
上畑 充弘 宇野 一郎 松村 新平

23 上田 真弘 岩谷 元紀 山口 一行 江畑 憲一 朝川 裕之 荻間 栄二 梶田 英志 河合 克俊
妻澤 利彦 北口佳世子 奥田修一郎 新宅 和子 宇野 初男 平  祐治 嶋中 重美 市田 美雪
川名 國夫

24 池田 隆宏 井上 征彦 大倉 節子 岡田 邦夫 尾崎 康彦 角田  勉 角野喜久治 角野 照代
栗原 幸一 古城  健 後藤日出樹 小西 宏之 城島慶太郎 砂川 秀治 田上 博隆 田尻由美子
田中 秀典 中村 利美 長山  茂 新居  博 野瀬 良樹 畑中 秀友 馬場 幸治 平本 公蔵
福田 耕一 南  良一 宮尾 正次 安田  功 山本  修

25 長池加代子 青木 正宏 西  清由 樋元 四郎 山口 忠広 宮崎 晋吾 原田  健 三上  匡
井川 正明 野中 博志 塚本 雅三 中野 成明 数野 哲也 松本 富夫 竹中 広行

26 重綱 彦也 石野  基 横谷 良勝 松井 江美 池上 昌樹 玉木  登 高崎 賢一 藤田 繁也
中村 陽子 松本登至子 松本 俊雄 藤原 安博 野寺  茂 山地 繁信 山口 朝恵 原園 泰博
武田 忠義 速水  強 伏石 政司 角正 美之 内田 吉彦 向井 秀俊 鳥井 康生 當房  章
大野 廣介 木下 晴義 中川 英昭

27 秋原  悟 足羽 博行 五十棲由佳子 大久保清子 小澤 千晶 小澤 千晴 清川 庸一
楠本  昇 小松 和樹 小山 春光  斎藤 峰子 清水 兼久 塩飽 忠一 吹田 光弘
高橋 敦司 竹田 良喜 田中 啓介  辻  弘雅 仁科 晃生 畠山  功 平岩 良一
藤田 幸久 溝端 茂樹 横田 和行  吉本 博志

28 松浦 博文 青谷 耕児 中谷 泰三 島津 勝己 山下 直樹 出口 智浩 川野加代子

29 谷 健二郎 北口  徹 山田  昇 増田 慶和 大家 京子 田島吉九仁 井阪 治夫 堤  啓一
福田 将臣 今中 俊久 中須賀久尚 森  恭造 寺田 秀典 長谷川哲男 松田 光弘

30 藤原 智美 朝倉  毅 桑原 満生 安達 芳恵 馬場 重行 菅原  久 徳田 英明
令和

1
堀田 育利 河野由紀子 中本 嘉一 松本 浩一 中山 拓史 西森 幸雄 岡﨑知佳子
森 登志雄 兵部喜久雄 中村 孝一 藤崎 清江 今口 政二

２ 柴田 宏司 村田みつ子 甲斐 理久 平田  正 泉原  貢 福岡 秀一 神野 眞人
山本 慶子 團  正昭

３ 鶴川 久寿 森   新 米良 秀夫 山本 幸治 児島 真一 中阪 紀子 小林  亨
谷岡 信吉 西  菊一



優秀指導者賞（ジュニア競技者の育成に顕著な業績を挙げた優秀な指導者）
年度 受  賞  者  氏  名
昭和
51

井上 応順（清風高校）      松本  晃（茨木高校）     西田 正之（高槻第三中学校）
野口 洋三（吹田第六中学校）

52 上野 正和（狭山南中学校）    鳥井  誠（四条畷学園中学校） 花岡 誠治（泉陽高校）
山田 賢治（浪商高校）

53 吉見 正憲（陸協強化コーチ）   薬師寺茂夫（陸協強化コーチ）  小林 康宏（薫英高校）
小松  宏（初芝高校）      藤岡  勝（豊中第四中学校）  中村  進（三国中学校）

54 高橋  勲（泉北高校）      冨澤 英彦（陸協強化コーチ）  赤宗 数政（住道中学校）
松熊 義昭（太成高校）      藤塚 嘉一（住友金属）     甲田 隆一（久米田中学校）

55 山田 賢治（浪商高校）      中尾  隆（三国丘高校）    村居 恵一（島本第一中学校）
田渕 隆志（吹田第一中学校）

56 須原 浩之（北野高校）      岩谷 忠雄（明星高校）     坂根 博一（寝屋川第十中学校）
今西 修次（泉ケ丘東中学校）

57 山本 俊雄（金岡高校）      中田 勝利（池田高校）     大西 正康（松虫中学校）
平野 芳男（伯太高校）      安原 省吾（長瀬中学校）

58 髙橋  庸（美原高校）      安田 賢司（成蹊女子高校）   宮村 誠一（信太高校）
新井  誠（生野中学校）     中西  正（西山田中学校）

59 木下 和夫（阿倍野高校）     今井  潔（野崎高校）     葦原 慶治（枚方第一中学校）
伊藤 裕康（富田林高校）     道口 源一（貝塚第四中学校）

60 松尾 章弘（貝塚南高校）     九鬼 正一（浪商高校）     金谷 忠男（石尾中学校）
柚山 八栄（太平寺中学校）

61 宮本 志郎（清風高校）      中西  昭（薫英高校）     南  哲二（交野第二中学校）
竹田 政雄（北辰中学校）     井出  實（玉出小学校）

62 竹林 令昭（寝屋川高校）     岡本  博（大阪高校）     樋口 隆志（茨田北中学校）
宮本 武志（島本第二中学校）   加藤 繁男（耳原小学校）

63 美濃部勝行（岸和田高校）     楠本 幸夫（伯太高校）     市川 廣己（新喜多中学校）
大村 文弘（葛城中学校）

平成
1

小森 泰弘（枚方高校）      渡辺 秀博（東大谷高校）    岸  昭裕（登美丘中学校）
岡本  昭（盾津東中学校）    太田 紘一（北緑丘小学校）

2 奥田二三夫（寝屋川高校）     黒川 和要（桜宮高校）     福井 正博（誠風中学校）
梶  真弓（喜志中学校）

3 米川 修二（北陽高校）      木村 重房（鳳高校）      松尾 智利（蒲生中学校）
小林 鶴男（寝屋川第五中学校）  小松 正治（宇多小学校）

4 竹内  章（芥川高校）      西矢 幸司（西成高校）     河合 裕文（交野第一中学校）
安田  功（吹田第六中学校）   吉本 誠二（難波養護学校）

5 前西 巧美（和泉工業高校）    杉野美智子（清水谷高校）    嶋中 重美（陵西中学校）
中井 昭雄（日置荘中学校）    舛屋  剛（北豊島小学校）

6 馬迫 信一（清友高校）      田中 完治（同志社香里高校）  辻  秀明（松原第七中学校）
野村 佳代（佐野中学校）     上田 博子（条南小学校）

7 木下 芳広（茨木高校）      光田 克之（長野高校）     湯本  修（小阪中学校）
塚本 敏雄（花乃井中学校）    米田 昭一（四條畷南小学校）

8 松村 郁弘（今宮工業高校）    藤田 俊一（山田高校）     保田 隆也（中百舌鳥中学校）
原田 新也（三稜中学校）     大鴨 敏之（茨木東小学校）

9 田宮 隆史（太成高校）      塩野 寿和（八尾北高校）    大里 雅己（信達中学校）
原田 隆史（松虫中学校）     石川佐代子（東山田小学校）

10 上田 重隆（北野高校）      佐々木良隆（大阪成蹊女子高校） 小薗 洋子（佐野中学校）
井関  雅（三原台中学校）    上岡 武志（大阪狭山市陸協）

11 川﨑 泰英（金岡高校）      柴本 良太（阪南高校）    松本  剛（島本第一中学校）
富高 睦雄（吉川中学校）     石倉 省吾（北条小学校）

12 坂井 裕司（太成高校）      佐々木繁章（堺市立工業高校）  森本 和也（豊中第十一中学校）
石田 卓也（茨木南中学校）    小林 正典（枚方市総合スポーツセンター）



13 柴田  稔（関西大倉高校）    宮崎 晋吾（大塚高校）     加藤  靖（富田林第三中学校）
高橋 敦司（南港南中学校）    佐野 耕治（泉南市教委）

14 江畑 憲一（大体大浪商高校）   荻間 栄二（関西創価高校）   上杉 憲二（槙尾中学校）
島津 勝己（楠葉中学校）     川島  隆（なにわジュニア AC）

年度 受  賞  者  氏  名
15 森   新（近畿大附属高校）   大松 敬子（今宮工業高校）    松川 良紀（桜ヶ丘中学校）

岸田 正啓（熊取北中学校）    西村美智子（美園小学校）
16 武田 夏実（大塚高校）      松岡 孝和（都島工業高校）    寒川 公嗣（日置荘中学校）

佐嶌 重司（誠風中学校）     松原  修（島本ジュニア陸上教室）
17 松本 茂一（大阪女子高校）    平林 伸一（生野高校）      大堂 芳明（和泉中学校）

山下 直樹（白鷺中学校）     平尾  誠（苅田南小学校）
18 津野 和彦（啓光学園高校）    後藤  清（平野高校）      中井 芳之（登美丘中学校）

籠谷 昌義（忠岡町教育委員会）  佐々木敏之（藤井寺トリプル）
19 柿内 貞宣（東大阪大学敬愛高校） 増田 慶和（大阪市立高校）    山口 忠広（淀川中学校）

北口  徹（東雲中学校）     福田 将臣（矢田東小学校）
20 佃   衛（今宮工科高校）    野村勝太郎（桜塚高校）      加藤 廣和（高美中学校）

重綱 彦也（野村中学校）     田中 加一（北緑丘陸上部）
21 石田 隆司（城南学園高校）    横田 和行（大阪体育大学浪商高校）中山 智瑞（新北島中学校）

麻田 陽子（関西創価学園中学校） 舩津 哲史（住吉第一中学校）   岩崎  誠（砂川小学校）
22 古城  健（金岡高校）      花牟禮 武（東大阪大学柏原高校） 中野 成明（若江中学校）

志野 真人（陸王クラブ）
23 河野由起子（桜宮高校）     野中 博志（佐野高校）    武田 博之（田尻町立中学校）

太田 勝士（土生中学校）     辰己 智子（河南町立河内小学校）
24 濱﨑  弘（履正社高校）     辻  弘雅（清風南海高校）  畠山  功（吹田市立山田中学校）

市来 浩幸（旭東中学校）    濱本 佳生（万博 AC）
25 草間 義彦（夕陽丘高校）     田尻由美子（西寝屋川高校）    中里 真一（太子町立中学校）

中村 孝一（吉川中学校）     松原美代賀（島本ジュニア陸上教室）
26 山口 一行（高槻北高校）    永山 隆一（住吉高校）     吉田 貴之（新北野中学校）

秋原  悟（蹉跎中学校）     橋本 昌典（茨木 AC）
27 上田 真弘（佐野高校）      小澤 千晴（花園高校）      野口 明郎（東香里中学校）

西野 修二（五箇荘中学校）  石田 克彦（吹田ジュニア陸上）
28 松井 江美（大阪高校）     山本 幸治（咲くやこの花高校） 室井 愉志（堺市立長尾中学校）

出石智佳子（松虫中学校）     山本 良廣（牧方 KSC）
29 今中 俊久（関大第一高校）    松本 幸之（枚方高校）     増田 行敏（高槻第二中学校）

二ノ倉 直（青山台中学校）    辻岡 朋貴（茨木 AC）
30 米川 和宏（関大北陽高校）    嶋田 祐也（生野高校）       桐山 貴宏（泉ヶ丘東中学校）

泥谷加代子（相生中学校）     鈴木 浩一（陸王クラブ）
令和

1
池田 隆宏（春日丘高校）    大槻 明美（堺東高校）     湯田 周作（とどろみの森学園）
高木 友理（三稜中学校）

２ 坂部 雄作（狭山高校）      成瀬 竜也（東海大仰星高校）  橋口 徳治（墨江丘中学校）
菅原  久（旭陽中学校）

３ 小塚 湖 （大阪高等学校）     堀田 育利 （大阪府立三島高等学校）
合田 誠 （吹田市立第六中学校）  山野 仁嗣 （東大阪市立義務教育学校くすは縄手南校）



団 体 ・ 個 人 会 員 登 録

加 入 団 体 （ ク ラ ブ）



２０２２年度（新規）団体登録について 

《２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日有効分》 
 

２０２２年度登録を次の通り受付いたします。 

下記の説明を熟読の上、手続き下さいますようお願いいたします。 
 

記 

 

１．会員登録受付期間   ２０２２年３月１日（火）～１２月１５日（金）  

２．登   録   料    １名 ３，９００円 

内訳／大阪陸協登録料２,９００円＋日本陸連年間登録料 １,０００円 

３．登  録  条  件     ５名以上で組織された団体で大阪府内に拠点(団体所在地)を有している団体 

４．申   込   先    大阪市東住吉区長居公園１－１ ヤンマースタジアム長居内 

             公益財団法人 大阪陸上競技協会 事務局 

ＴＥＬ：０６－６６９７－８８９９ 

E-mail：ｔｏｕｒｏｋｕ＠ｏａａａ.ｊｐ 

＜営業時間＞  火曜日～金曜日 ＡＭ１０：００～１３：００ ＰＭ１４：００～１６：３０ 

土曜日     ＡＭ１０：００～１３：００ 日・月・祝は休業日 

 

５．その他    

◎ ４月からの大阪陸上競技記録会に出場される方は申込開始日までに登録を完了して下さい。 

  ２０２２年度の新しい登録番号（アスリートビブス）が必要になります。 

◎ 公認審判員の方・公認審判員資格取得を希望される方は審判講習会実施日までに登録を完了して下さい。 

◎ 公認審判員の方は必ず登録をしてください。登録されない場合は、自動的に資格消滅となります。 

 

★ 新規団体登録申請から登録完了までの流れ 

（１）団体登録申請  

   大阪陸協ホームページに掲載している新規団体登録申請用紙に、必要事項を入力してメールに添付のうえ、 

右記アドレス宛にお送りください。▶ ｔｏｕｒｏｋｕ＠ｏａａａ.ｊｐ 

送信する際、メールの件名に【２０２２年度新規団体登録について】と入力してください。 

申請用紙の入力内容を確認後、４日以内に登録手続きに関する資料をメールにて返送させていただきます。 

▷ 新規団体登録用紙はこちら 

    

（２）会員登録申請 

   大阪陸協より資料が送付されてきましたら、内容を確認し、Ｗｅｂにて会員登録申請をして下さい。 

   申請後、登録料を指定の口座にお振込ください。 

   登録料の入金確認後、登録番号を付与し、改めて登録完了メールをお送りします。 

 
  ※会員証はＷｅｂで発行できます。ただし大阪陸協で発行している会員証（登録番号のみが記載されたもの）を 

希望の場合は、別途１枚６０円が必要になります。 

https://www.oaaa.jp/news/detail/115/


◆ 団体名について  ◆（定款細則第４条より） 

① 市郡区町村陸上競技協会には「市」「郡」「区」「町」「村」をつける。 

② 前述以外の加入団体の名称について、連盟、陸上競技協会という名称をつけることはできない。 

 ③ 団体の名称は、法人格を持たない個人名および商品名、反社会的なもの、政治・宗教・主義主張に関するもの、公

序良俗に反するもの、競技運営上支障があるもの、日本陸連が適当でないと考える名称は使用できない。 

 ④ 団体名称で使用できる文字は「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「ローマ字」「数字」と、 

記号は「＆」(アンパサンド)、「－」(ハイフン)、 「・」(中点)、「．」(ピリオド)のみが使用できます。 

上記記号は字句を区切る際の記号として使用する場合に限り認めるものとし、団体名の先頭または末尾に用いるこ 

とはできない。ただし、ピリオドについては、その直前のローマ字を用いた場合に省略を表すものとして加入団体 

名称の末尾に使用することは可能とします。ローマ字を用いて複数の単語を表す場合に限り、当該単語の間を区切 

るために空白（スペース）を用いることもできる。 

⑤ 団体名の略称は大会のプログラムや電光掲示板に表示されることを念頭に記載してください。 

全角７文字、半角１４文字以内で記載してください。正式団体名が推定できない略称は認めません。 

  ＜略称記載例＞ 全角（７文字）→ 漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット・数字・記号 

半角（14文字）→ カタカナ・アルファベット・数字・濁点・記号 

陸 連 の ﾗ ﾝ ﾆ ﾝ ｸ  ゙ A C 

                   ↑       ↑   ↑    ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  ↑  ↑ ↑ 
          全角   全角  全角   半  半  半 半 半  半  半 半 
                         角  角 角 角 角  角 角 角 
 
 

◆ 中学生・高校生の登録について ◆ 

（１）通学している学校に部活動がなく、高体連・中体連の登録が出来ない場合、一般の扱いとして登録をすることが 

できます。 

（２）複数登録について（二重登録） 

① 通学している学校とそれ以外の加入クラブ団体の両方（二重）に一般の扱いとして登録することができます。 

  ② 上記の場合、同一競技会（予選大会から全国大会まで通して）には、いずれか一方の所属でのみ出場することが

できます。 

（３）その他 

    ① 高校生についてはインターハイ予選などの高体連主催の大会には学校の所属でないと出場できません。 

   ② 中学生については全日本中学選手権・全国中学駅伝（予選大会から全国大会まで通して）には、 

    学校の所属でないと出場できません。（一般のクラブの所属では出場できません。） 

③ 府選手権やジュニア選手権・ユース選手権・ジュニアオリンピックの予選には一般の扱いで出場できます。 
   

 

※ 学連登録をしている大学生については一般の登録（二重登録）はできません。 

 

 

 ＜個人情報について＞ 

＊ 会員の個人情報は、本連盟の個人情報保護方針に従い取り扱われます。会員から取得した個人情報は、会員の管理、 

資格審査、競技会に関する情報の発信・公表、陸上競技に関する必要な連絡などに利用することがあります。 






      



      

                  

            

 



 

  

 

 


 




   
 

    

 









 

  

 




  

  







  













  

   







 

        

 

        

       

 



 





     

                 

                     

       

     







2022年1月現在
団体コード 団体名 団体コード 団体名
270549 ＲＣおくれびと 270530 OSAKA.T.C
270966 Across 270396 O.P.V.C
270429 淺田鉄工走友会 270769 All Buddy TR
270958 旭油業株式会社 270001 大阪アスレチッククラブ
270640 あすリードＲＣ大阪 270080 大阪ガス株式会社
270053 アスリートネット 270055 大阪教員クラブ
270800 アスロニアトライアスロンアカデミー梅田 270290 大阪高校クラブ
270891 アトレティカ 270579 大阪厚生信用金庫ＣＯ－ＳＥＩランニングクラブ

270042 あびこクラブ 270287 大阪国際大ＡＣ
270809 あまおうＲＣ 270037 大阪市役所
270894 Antonio 270393 大阪順大クラブ
270070 ｅＡ大阪 270786 大阪市立大学医学部陸上部
270625 ｅ－ランニングクラブ 270702 大阪市立大学陸友会
270954 IXIA Athletics 270266 大阪精華クラブ
270063 生野ＡＣ 270895 大阪成蹊アスリートクラブ
270113 池田市陸上競技協会 270525 大阪走友会
270071 泉大津ＡＣ 270038 大阪体育大学ＡＣ
270154 泉佐野市陸上競技協会 270913 大阪高槻芥川ランナーズクラブ
270480 和泉市陸上競技協会 270394 大阪馳走くらぶ
270957 一般社団法人KIX泉州ツーリズムビューロー 270007 大阪長居ＡＣ
270959 茨木アスリートクラブ 270341 大阪府警
270243 茨木市陸上競技協会 270026 大阪府庁
270868 岩谷産業陸上競技部 270687 大阪BOARS
270971 インテックス通商 270017 大阪マスターズ
270906 Wave Swift 270103 大阪茗友クラブ
270584 ＡＳＴ 270804 大阪・洛南高校クラブ
270605 ＡＣたまがわ 270649 大阪ランジョグ
270843 SRC大阪 270130 大阪ランナーズ
270864 ＳＲＣ９０４関西 270339 大阪ランニングクラブ
270074 ＳＤ 270857 大塚A.C
270925 エディオン 270479 奥アンツーカ
270896 エヌ・デーソフトウェア株式会社 270059 貝塚市陸上競技協会
270892 ＮＫＫ大阪城ＷＩＮＤ 270449 貝塚走ろう会
270931 N.C.C. 270402 柏羽藤消防本部
270412 NTT西日本OBクラブ 270342 柏原ＥＬＤ
270472 ＮＴＴドコモ 270946 KADOMA & KUMAMOTO RUNNING & TRAIL PROJECT

270545 ＮＴＴ西日本 270847 河南陸上クラブ
270297 FRUN 270791 株式会社ジャパンオートパーツ24
270953 MDPV 270956 株式会社アワハウス陸上部
270872 ＭＤＫ４７ 270897 株式会社ＥＣＣ
270669 ANGEL ABILITY AC 270949 株式会社ISA party
270552 OAMグループ 270898 株式会社ダイサン

２０２１年度大阪陸協加入団体一覧



団体コード 団体名 団体コード 団体名
270797 火曜日練習会 270793 島本ランニング友の会
270172 河内長野ランニングクラブ 270580 清水谷ＡＣ
270012 関西ＡＣ 270035 シャープ
270073 関西大学陸友会 270930 Japan create Group
270344 関西電力 270616 Ｊｕｍｐｉｎｇ Ｇａｔｅ
270825 関大ランナーズ 270622 JOKER
270656 岸和田ライオンズクラブ 270022 ジョイフルラン
270014 岸和田健康クラブ 270121 小学校教員クラブ
270461 岸和田市陸上競技協会 270754 伸学社ランナーズ
270614 輝走倶楽部 270807 しんかな走ろうよ会
270671 北河内五市教員クラブ 270316 新スポ連大阪快走クラブ
270655 北浜ランニングクラブ 270910 新生銀行グループランニングクラブ
270322 久宝寺ＲＣ 270938 新日本住設
270915 清川株式会社・陸上部 270062 吹田ＡＣ
270533 金化堂宮川商店 270505 吹田カメの子会
270526 近畿大学ＡＣ 270436 吹田市陸上競技協会
270968 KINDAI Running Circle 270067 吹田中の島ランナーズ
270578 近鉄百貨店ＡＣ 270156 吹田ヘルス
270648 きんでん 270399 SCATTO
270044 クボタ陸上部 270594 スターヒルズ
270108 熊取ＡＣ 270644 ズットランアスリートクラブ
270753 クラブR2西日本 270495 スポーツ＆ボランティア大阪
270901 ＧＲｏｗｉｎｇ ＭＡＮ 270759 住友化学
270565 ＫＲＣ蛙人 270708 住友電気工業
270670 kozu29ランナーズ 270016 住友電気工業陸上競技部
270820 コスモＡＣ 270942 青春スポーツ
270916 Ｇｏｒｉｒｉｓｅ 270778 清風アスレチッククラブ
270889 ＴＨＯＵＳＡＮＤ ＭＩＬＥＳ 270288 青馬会ランニングクラブ
270795 South Osaka Athlete Club 270929 セレッソ大阪 ＮＯＢＹ Ｔ＆Ｆ ＣＬＵＢ
270961 サウルスジャパン 270851 セレッソ大阪ランニングクラブ
270255 堺市消防局 270888 泉南市陸上競技協会
270122 堺市陸上競技協会 270119 泉北ランニングクラブ
270010 堺走友会 270651 千里ランランクラブ
270548 堺ファインズ 270965 走健塾
270238 堺ランニングクラブ 270529 走思走愛
270939 佐竹食品株式会社 270842 走思走愛クラブ
270592 狭山池夕焼けラン 270069 大教大Ａ．Ｃ．
270125 サンクラブ大阪 270242 太成ＡＣ
270917 三和建設アスリートクラブ 270497 大体大Ｔ．Ｃ
270680 GRlab 270127 ダイハツ
270107 ＪＲ東海 270863 高槻JAC
270054 紫郊クラブ 270890 高槻市陸上競技連盟
270098 信太山自衛隊 270777 高槻らん・ランRUN
270079 島根大学ＡＣ 270912 辰野株式会社



団体コード 団体名 団体コード 団体名
270696 楽しかったらＥＥＹＡＮ 270189 酉島製作所
270955 ＷＡＣ 270933 酉島 Ｒｕｎｎｉｎｇ Ｔｅａｍ
270660 チームアジア 270750 Ｔｒｉｐｌｅ Ｈｅａｒｔｓ
270904 Tｅａｍ ＡＴＯＭ 270085 富田林ＡＣ
270893 Team omaru 270478 ナイトラン・エキスプレス・アスリートクラブ

270879 TEAM走ル快 270858 長居ＷＩＮＤ
270752 チームカワグチ 270633 長居つながりＲＣ
270796 チーム ｋｍ４ＰＥＲＦＥＣＴ 270575 長居ランナーズ
270801 チームぐわぁ 270626 長居わーわーず
270606 チームＫ 270571 中島クリニックTC
270880 チームさけもん 270909 長瀬産業株式会社
270573 チーム嶋田組 270717 ナチュラルＲＣ
270409 チーム走兄弟 270033 浪速アスレチッククラブ
270714 チーム１０３ 270262 なにわＪＡＣ
270286 ちーむ遠足 270740 なにわネットラン
270788 チーム走る男 270099 浪商クラブ
270748 チームポン 270886 ニコニコのり株式会社
270621 チームマル籠 270029 西日本旅客鉄道陸上部
270964 チームマル籠ジュニア 270887 日新アスリートクラブ
270950 チームミズノアスレティック 270021 日体クラブ
270789 チームもぐら 270948 NEXUS ATHLETE CLUB
270020 ちーむもも組 270140 寝屋川ＡＣ
270498 チームもんごる 270664 No.Name.Thrower'z.
270090 中京大クラブ 270628 NOBY T&F CLUB
270922 築地銀だこＡＣ 270967 のびしろ
270860 鶴見緑地えとうランニングクラブ 270832 ハイウインドランニングクラブ
270749 ＤＣＴ－ＡＣ 270005 パナソニック（株）ＩＳ社
270806 ｔ．ｔ．ｎ 270149 パナソニックLS 陸上競技部
270101 ＴＢタートルズ 270871 ハニーアクションRC
270943 ＤＥＥＡＲＳ 270859 浜寺公園走友会
270907 テック株式会社 270501 隼
270034 天理クラブ 270462 阪南市陸上競技協会
270810 10.6 Athlete Club 270500 万博アスリートクラブ
270642 トータルスポーツ 270052 東大阪市陸上競技協会
270560 TOYO TIRE 270762 東淀川高AC
270051 桃陰クラブ 270303 枚方市陸上競技協会
270914 東海大仰星ＡＣ 270351 枚方マスターズ陸上競技クラブ
270652 闘魂レッド軍団 270739 ひらかた緑風会
270920 登美丘ＡＣ 270045 扶桑薬品工業
270741 トヨタカローラ新大阪Ｋ．Ｋ 270674 歩走・歩走ＡＣ
270146 豊中グリーンクラブ 270568 Freemax
270569 豊中市消防局 270624 FURE AI
270148 豊中市役所ＲＣ 270947 北摂ランナーズ
270349 豊中市陸上競技協会 270685 北摂を走ろう



団体コード 団体名 団体コード 団体名
270189 酉島製作所 270419 ホシデンＡＣ
270933 酉島 Ｒｕｎｎｉｎｇ Ｔｅａｍ 270963 細川酒店アスリートクラブ
270750 Ｔｒｉｐｌｅ Ｈｅａｒｔｓ 270019 松下電器ＡＣ
270085 富田林ＡＣ 270944 三笠マラソン倶楽部
270478 ナイトラン・エキスプレス・アスリートクラブ 270876 美貴本アスリートクラブ
270858 長居ＷＩＮＤ 270102 ミズノ
270633 長居つながりＲＣ 270576 三井化学
270575 長居ランナーズ 270132 美原体育協会
270626 長居わーわーず 270771 ミヨシ油脂
270571 中島クリニックTC 270731 ミライト・テクノロジーズ
270909 長瀬産業株式会社 270940 MOON
270717 ナチュラルＲＣ 270934 MWU Athletics
270033 浪速アスレチッククラブ 270440 鳴松クラブ
270262 なにわＪＡＣ 270936 メイスンワーク
270740 なにわネットラン 270774 ＭｅｔＬｉｆｅ
270099 浪商クラブ 270951 Melody
270886 ニコニコのり株式会社 270531 八尾アスリ－トクラブ
270029 西日本旅客鉄道陸上部 270425 八尾市消防本部
270887 日新アスリートクラブ 270201 八尾市陸協
270021 日体クラブ 270827 安井建築設計事務所ＲＵＮ部
270948 NEXUS ATHLETE CLUB 270945 山猿３７３製麺所
270140 寝屋川ＡＣ 270765 山鷲ランナーズ
270664 No.Name.Thrower'z. 270962 豫洲短板産業株式会社
270628 NOBY T&F CLUB 270002 淀川ランナーズ
270967 のびしろ 270772 淀屋橋走年団
270832 ハイウインドランニングクラブ 270813 読広アスリートクラブ
270005 パナソニック（株）ＩＳ社 270744 Ｌｉｖｅ．ｆａｓ
270149 パナソニックLS 陸上競技部 270555 楽ラン
270871 ハニーアクションRC 270960 ララ学園アスリートクラブ
270859 浜寺公園走友会 270867 ラン愛練習会
270501 隼 270926 ＲＵＮ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ
270462 阪南市陸上競技協会 270690 ランスポットＲＣ
270500 万博アスリートクラブ 270677 らんでぶぅ
270052 東大阪市陸上競技協会 270799 ランバロウズ
270762 東淀川高AC 270937 陸王アスリートクラブ
270303 枚方市陸上競技協会 270870 陸王クラブ
270351 枚方マスターズ陸上競技クラブ 270726 ＬＩＧＮＹＴＥ ＲＵＮＮＥＲＳ
270739 ひらかた緑風会 270952 Reborn
270045 扶桑薬品工業 270048 リメンバーＡ・Ｃ
270674 歩走・歩走ＡＣ 270902 リンクスタイル
270568 Freemax 270924 ローレル
270624 FURE AI 270767 ロングライフホールディング
270947 北摂ランナーズ 270597 ＹＭＲＣ
270685 北摂を走ろう 270757 若ちゃんFRC



Ｏ Ｓ Ａ Ｋ Ａ 夢 プ ロ グ ラ ム

強 化 委 員 会 ・ 強 化 コ ー チ

強 化 選 手



ＯＳＡＫＡ夢プログラム事業

大阪陸上競技協会では 2015 年 9 月より、「OSAKA 夢プログラム」と名付けた競技

者育成事業を実施いたしました。この事業は、高校生、大学生、社会人の中から有望な

競技者を指定し、2020 東京オリンピック競技大会に出場し、より高い競技力を発揮し

国際的に通用する強い郷土競技者を育成することを目的に、地元大阪の企業 74社、個

人募金者 155 名の浄財のご協賛により、総額２億５千万円の５年間の中期育成強化事

業として推進したものであります。新型コロナウイルスの感染拡大により、2020 東京

オリンピックが 1年延期されましたが、多田修平さん（住友電工）小池祐貴さん（住友

電工）の両名が 100ｍと 4×100m に出場することができ、松田瑞生さんは女子マラソ

ンの補欠として代表 3名を支えました。

上述のように本プログラム事業は、2020 東京オリンピック競技大会を目指したもの

でありますが、海外での合宿や国際競技会への参加、世界のトップ競技者を育成した海

外コーチの招聘、指定競技者自らが希望するコーチを招聘するなどユニークなシステム

を構築しており、この新しい視点での総合的な育成・強化プログラムは、そのまま 2024
パリオリンピックを目指すことにも十分資することができる優れたプログラムであり

ます。

そこで地元大阪の企業 42社、個人募金者 115名（3月 10日現在）の浄財のご協賛に

より、「OSAKA夢プログラム第Ⅱ期」を発足することにいたしました。2020東京オリ

ンピック出場者も含め大阪陸上競技協会登録者を中心に 17 名の強化指定競技者を決め、

どの競技者も日本ランキングの上位者ですが、海外遠征等今まで経験が少なかった環境

のサポートを継続的に実施し、常に最高のパフォーマンスが発揮できるよう支援してい

きたく思っております。この競技レベルを目指して大学生・高校生・中学生競技者が努

力を続けてくれることも願っております。大阪陸上競技協会のホームページには、各競

技者の活躍の様子が記載されておりますので、ご覧くださり応援くださいますようお願

い申し上げます。

公益財団法人 大阪陸上競技協会

専務理事 竹内 章

事務局：ヤンマースタジアム長居内 ＯＳＡＫＡ夢プログラムゼネラルマネージャー室









       ◎種目主任コーチ

　　　　　　男　　　　　　　　子 　　　　　　女　　　　　　　　子

◎森　　　　新（近大附属高校） 林　申雅 大塚高校 2 Ａ 小沢　有希乃 東大阪大敬愛高校 1 Ａ

   小 塚　　湖（大阪高校） 成瀨　三太 大商大高校 2 Ｂ 福谷　結月 茨木高校 2 Ｂ

   井畑　忠視（関大北陽高校） 池内　優史 藤井寺高校 2 Ｂ 林　柚寿 大阪高校 1 Ｂ

   田中　洋平（千早赤阪中学校） 堀　泰将 東海大仰星高校 1 Ｂ 國松　日向葵 咲くやこの花高校 1 Ｂ

妻鹿　匠 大阪高校 1 Ｂ 赤坂　珠香 大阪高校 1 Ｂ

川又　碧仁 関大北陽高校 2 Ｂ 大前　陽菜乃 佐井寺中学校 2 Ｂ

三ツ目　陸 東海大仰星高校 2 Ｂ

冨田　啓斗 近大附属高校 1 Ｂ

光隨　隼弥 大阪高校 2 Ｂ

内田　大翔 縄手中学校 3 Ｂ

山本　浩千 福泉中学校 3 Ｂ

戸田　雄心 門真第三中学校 2 Ｂ

山咲　雄大 宮山台中学校 2 Ｂ

玉井　直太朗 新東淀中学校 2 Ｂ

矢田　篤志 吹田第一中学校 1 Ｂ

◎鈴 木　　直（興國高校） 岩野　史弥 履正社高校 2 Ａ 水本　佳菜 薫英女学院高校 2 Ａ

   安 田　　功（薫英女学院高校） 林　龍生 大阪高校 2 Ａ 西澤　茉鈴 薫英女学院高校 2 Ａ

   北 口　　徹（大阪高校） 白岩　敬吾 蹉跎中学校 2 Ａ 白川　朝陽 大塚高校 1 Ａ

   二ﾉ倉　 直（吹田第三中学校） 佐藤　広崇 大体大浪商中学校 1 Ａ 尾崎　真衣 大阪桐蔭高校 2 Ｂ

   田中　淑子（富田林高校） 吉山　誠 大塚高校 2 Ｂ 塩原　希梨 大塚高校 2 Ｂ

乙守　勇志 大阪高校 2 Ｂ 野上　菜那 東大阪大敬愛高校 1 Ｂ

大濵　優輝 関大北陽高校 1 Ｂ 向井　友希 薫英女学院高校 1 Ｂ

粟野　紡 大阪桐蔭高校 1 Ｂ 薮谷　奈瑠 薫英女学院高校 2 Ｂ

七枝　直 関大北陽高校 1 Ｂ 石黒　碧海 薫英女学院高校 2 Ｂ

湯田　陽平兵 関大北陽高校 2 Ｂ

上田　悠輔 佐野中学校 3 Ｂ

加藤　悠成 田尻中学校 3 Ｂ

金銅　友雅 東陽中学校 3 Ｂ

◎奥 野　　浩（初芝立命館高校） 梅田　和宏 大体大浪商高校 2 Ａ 六反　栞菜 東大阪大敬愛高校 1 Ｂ

   堀田　育利（三島高校） 中島　佑之 大塚高校 2 Ｂ

◎村上　祐一（大阪高校） 曽山　夏緒 誉田中学校 3 Ａ 前田　理湖 関大北陽高校 1 Ａ

   黒坂　智瑞（高倉中学校） 瀬戸　玲史 春日丘高校 2 Ｂ 白濵　桜花 東大阪大敬愛高校 1 Ａ

   冨山　朝代（東大阪大学） 前園　幸伸 龍華中学校 3 Ｂ 岸本　礼菜 咲くやこの花中学校 3 Ａ

野崎　煌貴 高槻第十中学校 3 Ｂ 大久保　碧 大阪女学院中学校 2 Ａ

平田　陸 誉田中学校 3 Ｂ 妹尾　千里 豊中第十五中学校 3 Ａ

土橋　胡桃実 大阪高校 2 Ｂ

◎舩津　哲史（大塚高校） 新山　創大 関大北陽高校 1 Ａ 上山　友美恵 大塚高校 2 Ａ

   坂井　裕司（シバタＪＴ） 渡邉　瑛斗 大塚高校 2 Ａ 釣本　陽香 大阪桐蔭高校 1 Ａ

   坂部　雄作（清風高校） 北田　琉偉 大塚高校 2 Ａ 中村　和花 大塚高校 2 Ａ

   室井　愉志（東百舌鳥中学校） 磯本　楓太 泉北高校 2 Ａ 竹中　雫 河南中学校 2 Ａ

   藤本　健二（柴島高校） 服部　暖大 墨江丘中学校 3 Ａ 中原　苺娃 関大北陽高校 1 Ｂ

遠藤　航 関大北陽高校 1 Ｂ 片岡　菜乃華 大塚高校 2 Ｂ

黒田　琥央佑 四條畷高校 1 Ｂ 吉田　果由 咲くやこの花高校 1 Ｂ

植村　亮太 大体大浪商高校 1 Ｂ 大前　友乃 関大北陽高校 2 Ｂ

川原畑　海人 東海大仰星高校 1 Ｂ 高田　知佳 吹田第一中学校 3 Ｂ

田中　悠貴 池田中学校 3 Ｂ 斎藤　水晶 豊中第十六中学校 3 Ｂ

水井　楓太 大正中学校 2 Ｂ 西山　美桜 堺長尾中学校 3 Ｂ

川口　穂夏 西淀中学校 1 Ｂ

橋本　侑奈 咲くやこの花中学校 3 Ｂ

２０２２年度　大阪陸協 強化コーチ・強化選手

大阪陸協強化コーチ
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　　　　　　男　　　　　　　　子 　　　　　　女　　　　　　　　子

◎柴田　　稔（関西大倉高校） 泊　瑶平 大阪高校 2 Ａ 中原　鈴 東大阪大敬愛高校 2 Ａ

   横田　和行（大体大浪商高校） 柴田　大二郎 太成学院大学高校 2 Ａ 桑島　弥々 咲くやこの花高校 2 Ａ

   村上　幸史（テック株式会社） 武井　夢叶 咲くやこの花高校 2 Ａ 川島　空 大体大浪商高校 2 Ａ

   橋口　徳治（墨江丘中学校） 川上　蓮太郎 大塚高校 2 Ａ 岡野　風璃 関西大倉高校 2 Ａ

   村川　洋平（太成学院大学高校） 大野　祐介 大体大浪商高校 2 Ｂ 坂　ちはる 富田林第二中学校 3 Ａ

藤原　大心 大体大浪商高校 1 Ｂ 小島　怜 大阪桐蔭高校 2 Ｂ

吉田　そら 大体大浪商高校 2 Ｂ 井河原　ひなた 関西大倉高校 1 Ｂ

山下　巧翔 今市中学校 2 Ｂ 乾　奈子 東大阪大敬愛高校 1 Ｂ

上田　優 東大阪大敬愛高校 1 Ｂ

澤野　玲奈 枚岡中学校 3 Ｂ

西堂　心菜 月州中学校 3 Ｂ

翁長　華夢 三稜中学校 3 Ｂ

筒井　幸咲 墨江丘中学校 2 Ｂ

廣田　悠磨 近大附属高校 1 Ｂ 福村　和海 月州中学校 3 Ｂ

池田　健人 北豊島中学校 3 Ｂ

　　　　　※混成競技にはコーチをおかない。練習会・合宿等の場合は、どこかのパートに属する。

２０２２年度計画

　　　１．合宿関係 　　　　　　２．練習会

　　　　　　　・夏期 ２泊３日の国体合宿（滋賀県：甲賀） 　　　　　　　　　　・陸協強化練習会　　 　年２回

　　　　　　　・冬期 ３泊４日の合宿（鹿児島県：JATC大隅） 　　　　　　　　　　・小中合同練習会　 　　年２回

　　　　　　　・都道府県対抗駅伝関係合宿 　　　　　　　　　　・中体連強化練習会　　年数回

　　　　　　　・中、高体連強化合宿　各１～２回 　　　　　　　　　　・高体連強化練習会　　年数回

　　　　　　　　　　・陸協種目別練習会　　年数回

　　　３．研修・講習会関係

　　　　　　　・JAAFジュニアコーチ養成講習会　（８月）

　　　　　　　・JAAFスタートコーチ養成講習会　（未定）

　　　　　　　・指導者研修会　　年数回

＜１＞　国体選手選考方法

　　　　国体選考対象競技会の成績により、コーチ会議、理事会を経て決定する。

＜２＞　男・女都道府県対抗駅伝競走大会の選手選考方法

　　　　９月以降詳細については連絡する。（記録会・参加基準については別途連絡）

大阪陸協強化コーチ
　強　　　　　　化　　　　　　選　　　　　　手
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日 本 陸 上 競 技 連 盟

公 認 審 判 員 規 定



＜任  務＞

日本陸上競技連盟公認審判員規程
(2019年３月改正)

第１条 公認審判員は、国際陸上競技連盟ならびに日本陸上競技連盟（以下本連盟という）の競技規則によ

   り、本連盟または加盟団体が主催、共催あるいは所管する競技会の審判をすることを任務とする。

＜資  格＞

第２条 公認審判員は、加盟団体の登録会員でなければならない。

    加盟団体の登録会員で 18歳（３月末日を基準とする）に達した者は、公認審判員となり得る資格

   を有する。

＜種  別＞

第３条 公認審判員は、Ｓ級、Ａ級、Ｂ級とする。

  １．Ｓ級公認審判員

    永年にわたって審判活動に精励し、熟練した審判技術と知識を有する者。

  ２．Ａ級公認審判員

    数多くの審判活動を通して、より高い審判技術と知識を身につけた者。

  ３．Ｂ級公認審判員

    審判講習会を受講し、公認審判員として必要な技術と知識を身につけた者。

＜推薦と昇格＞

第４条 Ａ級公認審判員で満 10年を経過し、55歳（３月末を基準とする）に達した者はＳ級公認審判員と

   なりうる資格を有する。毎年、加盟団体から推薦された者について、競技運営委員会で審査の上認定

   し本連盟がこれを委嘱する。

    加盟団体からの本連盟へのＳ級公認審判員の推薦期限は 12月末日とする。

    Ｂ級公認審判員で原則として満 10年を経過した者はＡ級公認審判員となり得る資格を有する。

    Ａ級、Ｂ級公認審判員は、加盟団体で審査し、本連盟がこれを委嘱する。

    加盟団体は毎年４月末日までに本連盟に対し当年４月１日現在の関係公認審判員数を報告しなけれ

   ばならない。

    日本学生陸上競技連合に登録する学生については、申請に基づき本連盟がＢ級公認審判員に委嘱す

   ることができる。

＜解任と復権＞

第５条 公認審判員は、次の１、２項のいずれかに該当するときは、自動的にその任を解かれる。

  １．登録会員でなくなったとき。ただし、特別の事情によって、一時的に登録会員でなくなっても、そ

  の特別な事情が解消し再び登録会員となったときには、以前の資格を回復する。

  ２．競技会の審判を委嘱されたにもかかわらず、１年以上特別の理由なくその任にあたらないとき。

  ３．前１、２項により解任された者で復権を希望する者に対しては、申請に基づきＳ級公認審判員は本

   連盟競技運営委員会審判部が審査し、本連盟がこれを委嘱する。またＡ級およびＢ級公認審判員につ

   いては加盟団体で審査し、本連盟がこれを委嘱する。

＜審判員の証明＞

第６条 公認審判員は、本連盟が定める公認審判員手帳を所持し、公認審判員証（カード）およびバッジを

   着用して競技会の審判にあたるものとする。

＜競技会の構成＞

第７条 本連盟および加盟団体の主催、共催あるいは主管する競技会の審判は、補助員を除きすべて公認審

   判員をもって構成する。

＜公認審判員の処分＞

第８条 公認審判員として登録会員規定第 2条に抵触した者は、同規定第 17 条により登録会員処分規定に定

められた処分の対象となる。

＜付  則＞

第９条 公認審判員推薦手続凱公認審判員の取り扱い等については別に定める。



２０２２年度 大阪陸協審判講習会及びＡＥＤ講習会について 

（日程表の他、登録・諸注意も必ずお読み下さい） 

 

【１】審判講習会 
＜日程表＞ 

 
対     象 

日 程 

（受付時間） 
大 会 名 場 所 

第 1 回 一般(1.新規 2.移籍） 
4 月 10 日（日） 

(AM8:00－8:30) 
第 2 回大阪陸上競技記録会 ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居 

第 2 回 関西学連登録の学生のみ 
5 月 7 日（土）

(AM8:00－8:30) 

南部忠平杯大阪ﾏｽﾀｰｽﾞ 

陸上競技大会 
ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 

第 3 回 一般(1.新規 2.移籍） 
6 月 18 日（土）

(AM8:00－8:30) 

第 4 回大阪陸上競技記録会 

(中学生) 
万博記念競技場 

第 4 回 関西学連登録の学生のみ 
7 月 3 日（日） 

(AM8:00－8:30) 
大阪実業団対抗陸上 ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居 

 

＜登 録＞ 

１．講習会受講までに大阪陸協で個人または団体の登録をすませ､登録番号を取得しておいて下さい｡ 

２． 登録は必ず毎年行って下さい。登録をされない方は公認審判員の資格が消滅します。もし、1 年以上

登録されなければ、それまでの資格及び審判実績は消滅し、再度新規の受講をしなければならないこ

ともあります。 

  また、昇格審査時(B 級から A 級、A 級から S 級への昇格)には過去の登録実績が必要です。 

※ 登録詳細についてはこちら ➡ ２０２２年度日本陸連登録についてはこちら 

 

＜諸注意＞ 新規・移籍者／受講申請用紙はこちらよりダウンロード 

１．新規：本年度初めて公認審判員の資格を取得される方 

    ① 上記日程表の第１回、第３回のいずれかの講習会にご参加下さい。 

   ② 事前申込制とし、大阪陸協ホームページから所定の様式をダウンロードし、メールにて申込む 

    こと。申込締切は下記のとおりです。 

・第１回：４月２日（土）  ・第３回：６月４日（土） 

    ③ 準備物（ア～エの１つでも不足の場合は受講できません） 

        ア：受講費用（４，５００円：ルールブック・審判員証・審判員バッジ・審判員手帳等の代金） 

        イ：証明用写真（４ｃｍ×３ｃｍ）：２枚 

        ウ：体調チェック管理シート（各自所定の用紙に講習会の１週間前からチェックして頂きます） 

       ※入場時、非接触での検温を実施する。 

検温で３７．５℃以上の場合、受講を認めない場合がある。 

エ：筆記用具 

   ④ 昼食は準備致します。 

 

２．移籍：次の項目に該当される方 

     ○他府県で審判資格を取得され、本年度から大阪陸協で登録し審判員を希望される方。 

     ○２０２１年度（２０２２年３月）に大学を卒業され学生審判資格を取得されている方で、 

本年度大阪陸協に登録し審判員を希望される方。 

     ○すでに大学を卒業されている方で、大阪陸協に登録はしているが学生審判員から 

大阪陸協登録審判員に切りかえていない方(審判手帳の写真横の審判員登録番号が訂正されていない) 

     ① 上記日程表の第１回、第３回のいずれかの講習会にご参加下さい。 

     ② 事前申込制とし、大阪陸協ホームページから所定の様式をダウンロードし、メールにて申込む 

    こと。申込締切は下記のとおりとする。 

・第１回：４月２日（土）  ・第３回：６月４日（土） 

  

https://www.oaaa.jp/player/#registration
https://www.oaaa.jp/news/detail/190/


③ 準備物 

     ア：審判員手帳(氏名・生年月日・住所・大阪陸協登録番号を記入しておいて下さい) 

     イ：審判員証 

     ウ：受講費用 １，５００円（審判員証・審判員ホルダー・審判員証バーコード設定費） 

エ：証明用写真（３ｃｍ×４ｃｍ）：１枚 

        オ：体調チェック管理シート（各自所定の用紙に講習会の１週間前からチェックして頂きます） 

       ※入場時、非接触での検温を実施する。 

検温で３７．５℃以上の場合、受講を認めない場合がある。 

カ：筆記用具 

④ 昼食は準備致します。 

 

 

３．継続：２０２１年度以前に公認審判員の資格を取得された方（学生審判員は除く） 

     ① 年１回の審判講習会参加が義務付けられていますが、昨年同様、新型コロナウイルス感染症を踏

まえ、審判員の皆さまの健康・安全面を考慮し２０２２年度も一堂に集まっての審判講習会を中

止することに致します。 

② ２０２１年度登録者に対して審判講習会資料を４月上旬に郵送致します。 

  第１回大阪陸協記録会の競技役員に依頼され、出席された方は当日、配布する予定です。 

③ 審判講習会資料を熟読頂き、資料の中に掲載されている「２０２２年度競技規則修改正と競技

規則の確認テスト」に臨んで頂きます。 

テスト問題の解答と解説については、４月１２日（火）に大阪陸協ホームページ「審判員の皆

様へ」の頁に公開致します。各自、答え合わせと解説を熟読頂き、理解度を深めて頂くことで、 

２０２２年度も審判講習会を日本陸連からの特例措置を適用し、受講したこととさせて頂きま

す。 

 

 

＜問い合わせ先＞ 
 〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園１－１ ヤンマースタジアム長居内 

公益財団法人 大阪陸上競技協会事務局 

TEL 06-6697-8899  FAX 06-6697-8766   

E-mail：oaaajimu@oaaa.jp ▶（新規・移籍申込先はこのメールアドレスにお送りください） 

営 業 時 間 ：火曜日～金曜日 … 10:00～13:00および14:00～16:30 

土曜日 … 10:00～13:00  ※日・月・祝日は休業日  

 

mailto:oaaajimu@oaaa.jp


2022 年度

競 技 会 日 程

競 技 会 要 項
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2022年度 大阪陸上競技協会が関係する競技会
協会が協力する競技会記
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第11回大阪マラソン
大阪マラソン10K 
第１・２・３・４回大阪陸上競技記録会（中学生） 
U16陸上競技大会挑戦記録会

第106回日本陸上競技選手権大会 

大阪陸上競技カーニバル 
大阪陸協各記録会
大阪陸協強化選手記録会
都道府県対抗駅伝選考記録会
大阪ロードレース
2023大阪ハーフマラソン

大阪実業団対抗陸上競技大会 

協会が協力する競技会

第106回日本陸上競技選手権大会・室内競技 
第38回U20日本陸上競技選手権大会
第42回大阪国際女子マラソン 
2023日本室内陸上競技大阪大会 
第30回KIX泉州国際マラソン
協会が共催する競技会

協会が主催する競技会
第90回大阪陸上競技選手権大会 
2022年度大阪陸協加入クラブ対抗兼第13回シニア選手権大会 
GP第9回木南道孝記念陸上競技大会 

大阪中学校陸上競技選手権大会ブロック別選考会 
大阪中学校総合体育大会陸上競技の部地区別選考会 

大阪高等学校陸上競技対校選手権大会地区別予選会 
大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部地区別予選会 
大阪商業高等学校陸上競技大会 
大阪実業高等学校総合体育大会陸上競技の部 
大阪高校地区別公立高校対校陸上競技大会 
大阪私立中・高等学校総合体育大会陸上競技の部 

大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 
大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 

全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 
大阪高等学校春季地区別陸上競技記録会
大阪高等学校秋季地区別陸上競技大会 

関西薬学生対校選手権大会 
各大学対校陸上競技定期戦 
大阪体育大学各競技会 

大阪小学生陸上競技記録会 
陸協ジュニア駅伝 
市長杯大阪市民駅伝競走大会 
大阪高等学校駅伝競走大会 
大阪高等学校総合体育大会駅伝の部 

ランナーズ フルマラソンチャレンジ
淀川マラソン2023

全国障がい者スポーツ強化記録会

大阪市中学校合同陸上競技大会 
大阪市陸上競技フェスタ 
オータムチャレンジ・スポーツ2022陸上競技カーニバル

関西学生新人陸上選手権大会・デイムライトリレー
日本五大学陸上競技対抗選手権大会

大阪高等学校定通制陸上競技選手権大会 
大阪高等学校定通制総体陸上競技の部 
全日本中学校通信陸上競技大阪大会 
大阪中学校陸上競技選手権大会

大阪中学校駅伝競走大会 
大阪市中学校駅伝競走大会 
おおさか子どもEKIDEN 
NAGAI Sprint Challenge 2022
大阪アスレティクスアカデミア陸上教室記録会
全国招待大学対抗男女混合駅伝

吹田市各陸上競技大会
高槻市各陸上競技大会 
豊中市各陸上競技大会
東大阪市各陸上競技大会
枚方市各陸上競技大会
茨木・三島地区中学校陸上競技大会 

大阪マスターズ陸上競技大会 

茨木市各陸上競技大会
堺市各陸上競技大会

大阪マスターズ陸上競技選手権大会 
南部杯大阪マスターズ陸上競技大会 
大阪マスターズ記録会
河南陸上クラブ記録会
村上平一郎記念陸上競技大会

五市春季・夏季・秋季陸上競技大会
大阪泉北三市一町中学校陸上競技大会
万博ユースフレンドシップ陸上競技大会 
万博ナイター陸上 
カンコー杯スプリング陸上競技大会 
2022アンリミティッドスポーツフェスティバル 

記
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は
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な
い
競
技
会

（注）・ 学校対校競技会・地域競技会等の記録の公認を受けようとする時には、大阪陸上競技協会に事前に
      届け出て承認を得ること。承認を受けない競技会の記録は公認されない。
           ・大阪中体連または大阪高体連の関係する競技会については、大阪陸上競技協会の主催のもとで公認大会とする。

協会が主管する競技会

関西学連競技会 
関西学生種目別選手権大会・混成選手権大会 

大阪学生陸上競技対校選手権大会 
関西学生陸上競技対校選手権大会ロードの部 

全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会 

大阪中学校地区別陸上競技記録会 
大阪市中学校春季・秋季総合体育大会陸上競技の部 

協会が協力する競技会
大阪実業団対抗駅伝競走大会 
大阪府市町村対抗駅伝競走大会 
全国視覚障がい者駅伝競走大会 
大阪府障がい者スポーツ大会 
大阪市障がい者スポーツ大会 

協会が主催・共催・主管する競技会

卒業レコード＃ソツレコ
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月 日 曜日 名称 場所 月 日 曜日 名称 場所

4 9 土 第30回GP金栗記念選抜中・長距離 熊本 4 3 日 大阪陸上競技第１回記録会(高校) 万博
15～17 金～日 2022日本学生個人 神奈川 3 日 大阪陸上競技第１回記録会(高校・一般) ヤンマーフィー長居

17 日 第106回日本選手権・35km競歩 輪島（石川） 9 土 大阪陸上競技第２回記録会 ヤンマーフィー長居

17 日 第23回長野マラソン 長野 10 日 大阪陸上競技第２回記録会兼審判講習会 ヤンマースタ・フィー長居

21 木 第99回関西学生対校選手権大会（ロード） ヤンマーフィー長居・周回 10 日 第1回大阪陸上競技記録会(中学) 万博
23・24 土・日 第76回GP出雲陸上 島根 17 日 第1回小学生陸上競技記録会 枚方
23・24 土・日 第70回GP兵庫リレーカーニバル ユニバ記念（兵庫） 23 土 第2回大阪陸上競技記録会(中学北部) 万博

24 日 第11回ぎふ清流ハーフマラソン 岐阜 23 土 第2回大阪陸上競技記録会(中学南部) ヤンマーフィー長居

29 金・祝 GP第56回織田記念陸上 広島 24 日 大阪市スポーツ協会会長杯大阪陸上競技カーニバル ヤンマーフィー長居

３０・5/1 土・日 第9回木南道孝記念陸上 ヤンマースタ・フィー長居 兼第77回国体代表選手選考会

5 3 火・祝 第37回GP静岡国際陸上 静岡 5 7 土 大阪市障がい者スポーツ大会 ヤンマースタジアム長居

4 水・祝 2022GPゴールデンゲームズinのべおか 延岡 7 土 第3回大阪陸上競技記録会(中学北部) 万博

5 木・祝 2022GP水戸招待陸上 Kスタ水戸（茨城） 8 日 第19回大阪府障がい者スポーツ大会 万博

7 土 第106回日本選手権・10000m 国立 8 日 第2回小学生陸上競技記録会 枚方

8 日 2022ゴールデングランプリ陸上 国立 8 日 第3回大阪陸上競技記録会(中学南部) ヤンマーフィー長居

8 日 2022仙台国際ハーフマラソン 仙台

6 4・5 土・日 第106回日本選手権混成 秋田県営（秋田） 6 3 金 大阪陸協長距離ナイター記録会 ヤンマーフィー長居

4・5 土・日 第38回U20日本選手権混成 秋田県営（秋田） 18･19 土・日 第4回大阪陸上競技記録会(中学) 万博
9～12 木～日 第106回日本陸上競技選手権大会 ヤンマースタ・フィー長居 19 日 第3回小学生陸上競技記録会 金岡
9～12 木～日 第38回U20日本陸上競技選手権大会 ヤンマースタ・フィー長居 24～26 金～日 第90回大阪陸上競技選手権大会 ヤンマースタ・フィー長居

16～19 木～日 第75回全国高校総体近畿地区予選会 ロートフィールド奈良 兼大阪府民体育大会陸上競技の部兼国体代表選手選考会

16～19 木～日 U20アジア陸上競技選手権 韓国

28 日 2022GP布勢スプリント 鳥取
30～7/5 木～火 ワールドユニバーシティゲームズ 成都（中国）

7 2 土 第38回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 ヤンマフィー長居 7 17 日 第4回小学生陸上競技記録会兼第36回全国大会予選 万博

10 日 GP南部記念 厚別公園 28 木 第1回小中合同練習会 万博
15～24 金～日 世界選手権 オレゴン

8 1～3 月～水 第57回全国定通制高校陸上競技大会 調整中 8
1～6 月～土 U20世界陸上競技選手権 カリ（コロンビア）

3～7 水～日 第75回全国高校陸上 徳島

6 土 第62回実業団・学生大会 平塚

7・8 日・月 近畿中学選手権 鴻ノ池（奈良）

18～21 木～日 第49回全国中学校陸上陸上競技 福島
23～29 火～月 日韓中ジュニア交流協議会 中国

20 土 第38回全国小学生陸上競技大会 日産スタジアム

28 日 2022北海道マラソン 北海道

調整中 第57回全国高専陸上 調整中

大阪陸協関係全国・近畿関係
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月 日 曜日 名称 場所 月 日 曜日 名称 場所

大阪陸協関係全国・近畿関係

9 9～11 金～日 第91回日本学生対校陸上競技選手権大会 たけびし（京都） 9 4 日 第5回小学生陸上記録会 枚方
10～25 土～日 アジア大会 杭州（中国） 4 日 U16競技会挑戦記録会 万博
16～18 金～日 第55回近畿高校ユース陸上競技対校選手権大会 ユニバ記念（兵庫） 10 土 NAGAI Sprint Challenge 2022 ヤンマーフィー長居

23～25 金～日 第70回全日本実業団対抗陸上 岐阜 11 日 全国障がい者スポーツ強化記録会 万博
23～25 金～日 第43回全日本マスターズ 福井県福井 18 日 2022年度大阪陸協加入クラブ対抗 ヤンマーフィー長居

3～4 土～日 近畿陸上競技選手権大会 たけびし（京都） 19 月・祝 大阪陸協国体練習会 ヤンマフィー長居

23 金・祝 全国障がい者スポーツ強化記録会 万博

10 1～2 土～日 第106回日本選手権・リレー競技 調整中 10 7 金 2022アンリミテッドスポーツフェスティバル ヤンマーフィー長居

2 日 GP Denka Athletics Challenge Cup 2022 新潟 22 土 第5回大阪陸上競技記録会（中学） 万博
6～10 木～月 第77回国民体育大会 栃木県総合 23 日 大阪マラソン１０k＆ファンラン ヤンマーフィー長居

10 月・祝 第34回出雲全日本大学選抜駅伝 島根

16 日 レガシーハーフマラソン 東京

16 日 第19回GP田島記念 山口

30 日 第40回全日本大学女子駅伝競走大会 宮城
21～23 金～日 第53回U16日本選手権大会 愛媛県(愛媛)

21～23 金～日 第16回U18日本選手権大会 愛媛県(愛媛)

調整中 第60回全日本35km競歩高畠大会 山形

11 6 日 第54回全日本大学駅伝競走大会 愛知・三重 11 3 木 第25回全国視覚障がい者駅伝大会 ヤンマーフィー長居・周回

6 日 第58回近畿高校定通制体育大会陸上競技の部 金岡 3 木 大阪府立支援学校陸上競技大会 万博

20 日 第10回神戸マラソン 神戸 6 日 第6回小学生陸上記録会兼大阪小学生陸上 万博
調整中 第83回関西学生対校駅伝競走大会 丹後地域（京都） 13 日 大阪陸協長距離第1回記録会 ヤンマーフィー長居

27 日 第72回近畿高校駅伝・第37回近畿高校女子駅伝 淡路島（兵庫） 26 土 都道府県対抗駅伝中学選考会 ヤンマーフィー長居

調整中 第42回全日本実業団女子駅伝 宮城

12 4 日 第43回男子・第36回女子近畿中学校駅伝競走大会 奈良 12 4 日 大阪ロードレース ヤンマーフィー長居・周回

4 日 第53回防府読売マラソン 山口 10 土 大阪陸協長距離第2回記録会 ヤンマーフィー長居

奈良マラソン2022 奈良 10 土 大阪陸協第1回強化練習会（PM） 万博

18 日 第30回全国中学校駅伝競走大会 希望ヶ丘(滋賀) 17 土 大阪陸協長距離第3回記録会 ヤンマーフィー長居

25 日 第73回全国高校駅伝・第38回全国高校女子駅伝 京都

30 金 2022全日本大学女子選抜駅伝 静岡

1 1 日 第67回全日本実業団対抗駅伝 群馬 1
15 日 第41回都道府県対抗女子駅伝競走大会 京都

22 日 第28回都道府県対抗男子駅伝競走大会 広島

29 日 第42回大阪国際女子マラソン 大阪

29 日 2023大阪ハーフマラソン 大阪

2 4・5 土・日 第106回日本選手権・室内競技 大阪 2 11 土 第14回おおさか子どもEKIDEN ヤンマーフィー長居・周回

4・5 土・日 2023日本室内陸上大阪大会 大阪 12 日 第７５回市長杯駅伝 ヤンマーフィー長居・周回

19 日 第106回日本選手権男子・女子20km競歩 兵庫 12 日 第１３回陸協ジュニア駅伝 万博
調整中 第106回日本選手権クロスカントリー 海の中道（福岡） 19 日 全国招待大学対抗男女混合駅伝 ヤンマーフィー長居・周回

調整中 第38回U20日本選手権クロスカントリー 海の中道（福岡） 19 日 大阪陸協第2回強化練習会 万博

26 日 第11回大阪マラソン 大阪

3 調整中 2023東京マラソン 東京 3 10 金 卒業RECORD＃ソツレコ ヤンマーフィー長居

調整中 2023名古屋ウィメンズマラソン 愛知 25 土 大阪アスレチックスアカデミア陸上教室記録会 ヤンマーフィー長居

調整中 第26回日本学生ハーフ 東京
調整中 第26回日本学生女子ハーフ 島根
17～19 金～日 世界室内選手権 南京（中国）

19 日 第47回全日本競歩能美大会 石川
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月 日 曜日 名称 場所 月 日 曜日 名称 場所

4 2 土 高校第3･4地区第1回記録会 ヤンマーフィー長居 4 2 土 茨木市小中4月記録会 万博

16・17 土・日 大阪高校地区別陸上競技記録会1・2地区 万博 2 土 河南陸上クラブ4月記録会 金岡

16・17 土・日 大阪高校地区別陸上競技記録会3・4地区 ヤンマーフィー長居 4･5 月・火 第70回大阪学生対校選手権 万博

29 金・祝 高校第1地区第1回記録会 服部 9 土 第１回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園

29 金・祝 高校第2地区第1回記録会 枚方 16 土 第１回大阪二大学対抗選手権大会 金岡

29 金・祝 万博ユースフレンドシップ陸上競技大会 万博 16 土 2022年度豊中市陸協4月記録会（中学生の部） 服部

17 日 吹田市春季陸上競技大会 吹田

23 土 第1回大阪体育大学競技会 浪商学園

23 土 第24回近畿マスターズ記録会兼合同研修会 服部

29 金・祝 東大阪市第1回OＶ30記録会 花園

29・30 金・祝/土 東大阪市第1回混成競技記録会 花園

30 土 東大阪市民陸上競技大会中学生の部 花園

5 3 火 大阪市陸上競技フェスタ ヤンマースタ・フィー長居 5 3 火・祝 2022年度豊中市陸協5月記録会（中学生の部） 服部

3 火 大阪中学校2ブロック記録会 万博 3 火・祝 五市春季陸上競技大会 枚方

4･5 水･木祝 第75回大阪高校地区予選会１・2地区 万博 7 土 2022年度第1回堺市陸協記録会 金岡

4･5 水･木祝 第75回大阪高校地区予選会3・4地区 ヤンマーフィー長居 7 土 第13回南部忠平杯大阪マスターズ陸上 ヤンマーフィー長居

15 日 第47回大阪中学校選手権5ブロック選考会 金岡 7 土 東大阪市5月陸上競技記録会 花園

21 土 第47回大阪中学校選手権7ブロック選考会 金岡 11 水 吹田長距離ナイター第１回記録会 吹田

22 日 第47回大阪中学校選手権4ブロック選考会 万博 14･15 土・日 第54回茨木市民陸上競技大会 万博
27～29 金～日 第75回大阪高校陸上競技対校選手権大会 ヤンマーフィー長居 15 日 第45回総合関関戦陸上競技大会 服部

兼第77回国体代表選手選考会 21 土 2022年度豊中市陸協5月記録会（中学生の部） 服部

28 土 第47回大阪中学校選手権3ブロック選考会 枚方 21 土 第２回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園

29 日 第47回大阪中学校選手権1ブロック選考会 服部 22 日 第30回枚方市春季陸上競技選手権大会 枚方

28 土 東大阪市第2回OV30陸上競技記録会 花園

29 日 東大阪市5月陸上競技記録会 花園

29 日 河南陸上クラブ記録会 金岡

6 4 土 第47回大阪中学校選手権2ブロック選考会 万博 6 4 土 第３回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園

4 土 第47回大阪中学校選手権6ブロック選考会 金岡 4 土 東大阪市第3回OV30陸上競技記録会 花園

4･5 土・日 大阪市中学校春季総体陸上競技の部 ヤンマーフィー長居 4･5 土・日 第２回大阪体育大学競技会 浪商学園

5 日 第63回大阪高校定通制陸上兼全国大会予選会 金岡 5 日 東大阪市6月陸上競技記録会 花園

5 日 高校第2地区第2回記録会 枚方 5 日 第７０回大阪マスターズ記録会 服部

8 水 吹田長距離ナイター第2回記録会 吹田

11 土 東大阪市6月陸上競技記録会 花園

11･12 土・日 2022年度豊中市陸協6月記録会（中学生の部） 服部

25 土 東大阪市第4回OV30陸上競技記録会 花園

26 日 東大阪市6月陸上競技記録会 花園

7 3 日 高校第1地区第2回記録会 服部 7 2 土 令和4年度茨木市陸協記録会（小中） 万博

3 日 高校第2地区第3回記録会 枚方 2 土 河南陸上クラブサマー記録会 金岡

9･10 土・日 第68回全日本中学通信陸上大会 ヤンマースタ・フィー長居 3 日 第50回大阪実業団対抗陸上競技大会 ヤンマフィー長居

兼第77回国体代表選手選考会 6 水 吹田長距離ナイター第3回記録会 吹田

16･17 土・日 高校第3・4地区第2回記録会 ヤンマーフィー長居 10 日 第92回堺市陸上競技種目別優勝大会 金岡

23・24 土・日 第77回大阪高校総体地区予選会(1・2地区) 万博 16 土 第72回三大学陸上競技大会 金岡

23・24 土・日 第77回大阪高校総体地区予選会(3・4地区) ヤンマーフィー長居 16 土 令和4年度茨木市陸協記録会（中高） 万博

25・26 月・火 第47回大阪中学校選手権兼第70回近畿中学校総体大阪予選会 万博 16 土 第4回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園

兼第77回国体代表選手選考会 16･17 土・日 2022年度豊中市陸協7月記録会（中学生の部） 服部

28･29 木・金 大阪市中学校ブロック陸上 ヤンマーフィー長居 18 月・祝 五市夏季陸上競技大会 枚方

30 土 万博ナイター陸上 万博 23 土 第3回大阪体育大学競技会 浪商学園

18 月・祝 東大阪市7月陸上競技記録会 花園

30 土 東大阪市7月陸上競技記録会 花園

30 土 東大阪市第5回OV30陸上競技記録会 花園

8 2 火 大阪市中学校記録会 ヤンマーフィー長居 8 2 火 大阪泉北三市一町中学校陸上競技大会 金岡

5 金 大阪府立実業・商業高校陸上競技大会 金岡 3 水 2022年度第2回堺市陸協記録会 金岡

6 土 高校3・4地区夏季陸上競技大会 ヤンマーフィー長居 3 水 第8回枚方市中学生８月オープン記録会 枚方

6 土 大阪中学校4ブロック記録会 花園 4・5 木・金 2022年度第1回関西学連競技会 ヤンマーフィー長居

9 火 高校第2地区第4回記録会 枚方 9 火 2022年度豊中市陸協8月記録会（中学生の部） 服部

10 水 大阪中学校5ブロック記録会 金岡 9 火 天理大学大阪体育大学陸上競技対抗大会 浪商学園

11 木 大阪中学校7ブロック記録会 金岡 10 水 吹田長距離ナイター第4回記録会 吹田
16～18 火～木 第77回大阪高校総合体育大会陸上競技の部 ヤンマーフィー長居 13 土 東大阪市第6回ＯV30陸上競技記録会 花園

20 土 第76回大阪中学校総体7ブロック予選 金岡 13・14 土・日 東大阪市第2回混成競技記録会 花園
20～21 土･日 大阪私立高校総体陸上競技の部 ヤンマーフィー長居 14 日 東大阪市8月陸上競技記録会 花園
20～21 土･日 大阪高校1･2地区公立高校対校陸上競技大会 万博 14 日 第76回関西薬学生対校選手権大会 万博

23 火 大阪中学校1ブロック記録会 服部 18 木 第59回日本五大学陸上競技対抗選手権大会 金岡

27 土 第76回大阪中学校総体1ブロック予選 服部 20 土 第12回大阪マスターズ研修会 服部
27～28 土･日 大阪高校３・４地区公立高校対校陸上競技大会 ヤンマーフィー長居 20 土 OUHS Sprint Night Game 浪商学園

27 土 大阪中学校3ブロック記録会 枚方 24 水 河南陸上クラブスプリント記録会 金岡

25･26 木・金 2022関西学生新人陸上選手権兼ディムライトゲーム ヤンマーフィー長居

27 土 茨木市小中8月記録会 万博

27 土 東大阪市8月陸上競技記録会 花園

27･28 土・日 2022年度堺市中学総体陸上の部 金岡

中・高体連関係 関西学連・実業団・マスターズ・各市関係
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月 日 曜日 名称 場所 月 日 曜日 名称 場所

中・高体連関係 関西学連・実業団・マスターズ・各市関係

9 3 土 第76回大阪中学校総体２ブロック予選 万博 9 3 土 第10回大阪マスターズ陸上競技大会 服部

3 土 第76回大阪中学校総体6ブロック予選 金岡 3 土 東大阪市9月陸上競技記録会 花園

4 日 第72回大阪高校定通制総体陸上競技の部 金岡 14 水 吹田長距離ナイター第5回記録会 吹田

10 土 第76回大阪中学校総体4ブロック予選 万博 10 土 第5回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園

10 土 第76回大阪中学校総体5ブロック予選 金岡 17･18 土・日 第４回大阪体育大学競技会 浪商学園

23 金・祝 高校第2地区第5回記録会 枚方 17･18 土・日 第56回茨木市体育協会杯陸上競技大会 万博

24 土 高校第3・4地区第3回記録会 金岡 17･18 土・日 第55回堺市陸上競技選手権大会 金岡

24･25 土・日 大阪市中学校秋季総体陸上競技の部 ヤンマーフィー長居 18・19 日・月 2022年度豊中市陸協9月記録会（中学生の部） 服部

10 土 第76回大阪中学校総体3ブロック予選 枚方 19 月・祝 第74回高槻市陸上競技選手権大会 万博

19 月・祝 東大阪市9月記録会・第7回OV30記録会 花園

19 月・祝 河南陸上クラブオータム記録会 金岡

23 金・祝 2022年度第3回堺市陸協記録会 金岡

25 日 第31回枚方市秋季陸上競技選手権大会 枚方

10 1 土 旧大阪市立高校総体陸上競技の部 枚方 10 1 土 第36回大阪マスターズ陸上競技選手権 ヤンマーフィー長居

1 土 高校1地区第3回記録会 服部 1 土 東大阪市10月陸上競技記録会 花園

1 土 大阪中学校6ブロック記録会 金岡 2 日 第77回茨木・三島地区中体連陸上競技大会 万博

2 日 高校長距離記録会 ヤンマーフィー長居 8 土 第6回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園

8･9 土・日 第76回大阪中学校総合体育大会 ヤンマーフィー長居 10 月 2022年度豊中陸協10月記録会（中学） 服部

9 日 高校第2地区第6回記録会 枚方 10 月 東大阪市民陸上競技大会 花園

16 日 オータムフェスタ大阪市民陸上競技カーニバル ヤンマーフィー長居 12 水 吹田長距離ナイター第6回記録会 吹田

15 土 中学校駅伝1ブロック予選会 服部 16 日 東大阪市10月陸上競技記録会 花園

15 土 中学校駅伝2ブロック予選会 万博 18～21 火～金 2022関西学生種目別選手権大会兼関西学生混成選手権大会 ヤンマーフィールド長居

15 土 中学校駅伝3ブロック予選会 淀川太間 22 土 東大阪市第8回OV30陸上競技記録会 花園

15 土 中学校駅伝4・5ブロック予選会 長居周回 22 土 東大阪市中学総合体育大会 花園

15 土 中学校駅伝6ブロック予選会 大泉緑地 23 日 吹田市秋季陸上競技大会 吹田

15 土 中学校駅伝7ブロック予選会 二色浜公園 23 日 東大阪市10月陸上競技記録会 花園

15 土 大阪市中学校駅伝予選会 長居周回 29 土 第7回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園

29･30 土・日 大阪高校地区別秋季陸上1・2地区 万博 29 土 第48回枚方市中学校学年別陸上競技大会 枚方

29･30 土・日 大阪高校地区別秋季陸上3・4地区 ヤンマーフィー長居 29･30 土・日 第5回大阪体育大学競技会 浪商学園

29･30 土・日 東大阪市10月陸上競技記録会 花園

11 5 土 第73回全国高校駅伝大阪予選会兼第34回全国高校女子駅伝予選会 ヤンマーフィー長居・周回 11 3 木・祝 2022年度豊中市陸協11月記録会（中学生の部） 服部

6 日 高校第3･4地区第4回記録会 ヤンマーフィー長居 3 木・祝 2022年度堺市中学校新人大会 金岡

12 土 第73回大阪中学校駅伝兼第44回大阪中学校女子駅伝 ヤンマーフィー長居・周回 3 木・祝 五市秋季陸上競技大会 枚方

12 土 高校第2地区第7回記録会 枚方 5 土 茨木市小中11月記録会 万博

12 土 高校第1地区第4回記録会 万博 19 土 2022年度堺市陸協オータム記録会 金岡

19 土 東大阪市11月陸上競技記録会 花園

19 土 第28回枚方市長距離選手権・第6回秋季記録会 枚方

23 水 2022年度豊中市陸協11月記録会（中学生の部） 服部

23 水 東大阪市11月記録会・第9回OV30記録会 花園

26 土 東大阪市11月陸上競技記録会 花園

12 25～27 日～火 大阪高体連陸上競技専門部強化育成練習会 ヤンマーフィー長居 12 3 土 第8回大阪体育大学中長距離記録会 浪商学園
25～27 日～火 大阪高体連陸上競技専門部強化育成練習会 金岡 3 土 東大阪市12月陸上競技記録会 花園

4 日 第35回高槻長距離記録会 高槻

10 土 2022年度堺市陸協長距離記録会 金岡

10 土 第57回茨木・三島中体連駅伝 万博

10 土 東大阪市12月陸上競技記録会 花園

1 5 木 陸協ジュニア駅伝試走大会 万博 1 15 日 第52回茨木市民マラソン大会 万博

9 月・祝 第64回大阪高校駅伝兼第35回大阪高校女子駅伝 ヤンマーフィー長居・周回 15 日 第75回大阪実業団対抗駅伝競走大会 ヤンマーフィー長居・周回

21 土 大阪市中学駅伝 長居周回 21 土 東大阪市1月陸上競技記録会 花園

2 11 土 近畿高体連陸上競技研修会 万博 2 4 土 東大阪市2月陸上競技記録会 花園

5 日 第40回茨木市民駅伝競走大会 万博

5 日 河南陸上クラブウインター記録会 金岡

11 土 東大阪市2月陸上競技記録会 花園

18 土 2022年度第4回堺市陸協記録会 金岡

18 土 茨木市小中2月記録会 万博

23 木・祝 東大阪市2月記録会・第10回OV30記録会 花園

25 土 第6回大阪体育大学競技会 浪商学園

3 19 日 高校第1地区第5回記録会 万博 3 5 日 河南陸上クラブスプリング記録会 金岡

19 日 高校第2地区第8回記録会 枚方 11 土 茨木市小中3月記録会 万博

25 土 カンコー杯スプリング陸上競技大会 万博 11 土 東大阪市3月陸上競技記録会 花園

31 金 大阪中体連強化部記録会 金岡 11･12 土・日 第7回大阪体育大学競技会 浪商学園

15･16 水・木 2022年度第2回関西学連競技会 ヤンマーフィー長居

18 土 2022年度第5回堺市陸協記録会 金岡

18 土 第29回近畿マスターズ駅伝大会 ヤンマーフィー長居・周回

21 火 村上平一郎記念陸上競技大会 花園

28 火 東大阪市第11回OV30記録会 花園
28～29 火～水 東大阪市第3回混成競技記録会 花園

29 水 東大阪市3月記録会 花園

29･30 水・木 2022年度豊中市陸協3月記録会（中学生の部） 服部



2022年度競技会要項

◁競技会の参加申込及び出場についての注意事項▷

1．新型コロナウイルス感染症感染防止対策について

   競技会への参加は、本項目(1)～(4)をご理解・ご了承の上、申し込みをしてください。

    なお、新型コロナウイルス感染症の状況に変化があれば、競技会要項・競技会運営方法の内容を変更する場合があり

ます。この場合は、大阪陸協ホームページに掲載し周知いたします。

(1) 競技会は、原則無観客試合とします。

(2) 新型コロナウイルス感染症感染防止対策により、競技会が中止になった場合、参加料は返金しません。

(3) 競技会当日は、出場者・監督・コーチ・付き添い者は「体調管理チエックシート(競技会実施前用)」を提出していただ

き、「大阪コロナ追跡システム」に登録していただきます。

  なお、「体調管理チエックシート」に該当する発熱やその他諸症状がある場合は、参加を控えてください。

(4) 競技会終了後は、「体調管理チエックシート(競技会終了後用)」を２週間記入していただき、該当する諸症状が確認さ

れた場合は、必ず、大阪陸協事務局へ報告をお願いします。

２．申込について

⑴ 大会要項に準拠していること。特に参加資格・参加制限には注意すること。

⑵ 申込受付期間内に必着するように、ＷＥＢ又はE-mailにて申し込むこと。

⑶ 申込期日は各競技会要項に記載してある期日を厳守すること。（以後の受付はしない）

⑷  申込一覧票には必ず「公認の最高記録」を記入すること。特に記録による出場制限のある競技会では、各大会要項

に示す参加標準記録をクリアした公認の記録を必ず記入すること。記入していない場合は申込を受け付けない。

⑸ 参加料が受付期間内に納付されないときは申込を取り消す。

⑹ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。

３．ＷＥＢでの申込については、大阪陸協ホームページにて詳細を確認のうえ申し込むこと。

尚、登録の関係で手元にID・パスワードが届いていない場合は、E-mailによる申込をすること。

４．E-mailによる申込

⑴ 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードする。

・必要事項を記入のうえ、ファイル名を申し込む試合名と学校名または所属コード等に変更し、下記のアドレスまで添付

ファイルで送付すること。

尚、送信の際にはメールの件名にも必ず競技会名と所属（学校）名をつけること。

再送信の場合には、本文中に再送信の理由を記入すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申込メールを受信したら、「大会申込を受信いたしました」と返信メールする。

（日・月・祝日は休業のため翌営業日に返信する）

尚、返信メールは自動送信ではないため、返信に時間がかかる場合がある。申込送信後「３日」過ぎて返信メールがな

い場合は、申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

⑵ 参加料は締切り日までに、下記の口座に銀行振込みにより納めること。（申込期間内厳守/現金の持参は不可とする）

尚、大阪陸協より問い合わせをすることがあるので、振込票の受領書は廃棄せず必ず保管しておくこと。納付された参

加料は原則として返金しないので、注意すること。



５．手書き用紙による申込

2020年度より手書き用紙による申込はなくなりました。WEB又はE-mailによる申込をして下さい。

尚、どちらの申込方法もできない方は、陸協事務所にて申込を受け付けますので、申込内容を記載した資料を持って、

陸協事務所までおいで下さい。説明をさせていただいた上で、事務所のPCを使って各自で申込をしていただきます。

６．参加料について

2019年度実施の競技会より、参加料が改定されています。

(A) 参加標準記録が設定されている競技会

大阪陸協登録者 他府県陸協登録者

区 分 一般種目 混成競技 リレー 一般種目 混成競技 リレー

一 般 1,500 3,000 2,300 3,000 4,000 3,500

高校生 1,000 3,000 1,100 3,000

中学生 750 1,100

小学生 450

(B) 参加標準記録が設定されていない競技会

大阪陸協登録者 他府県陸協登録者

区 分 一般種目 リレー 一般種目 リレー

一 般 1,100 1,600 2,000 2,500

高校生 800 1,100 2,000

中学生 600 1,100 1,000

小学生 400 800

(C) 下記の競技会は、参加料が別途設定されていますので、各大会要項を参照して下さい。

・日本グランプリ大阪大会第９回木南道孝記念陸上

・第９０回大阪陸上競技選手権大会

・大阪ロードレース

７．大会当日のプログラムの配布

  ※以前は下記「 」の取り扱いをしておりましたが、２０２１年３月１日以降、新型コロナ感染症感染防止対策の１つとして選手  

へのプログラム配布を取りやめています。感染防止対策が不必要になった時点で再考させて頂きます。

「個人登録者を除き、申し込みをされた団体に４名に１冊の割当でプログラムを配布する。

尚、足らない場合は、当日にプログラムを販売するので購入すること。ただし、販売予定数量に限りがある。」

８．出場について

⑴ 服装は清潔で不快に思われないようにデザインされ、濡れてもすきとおらないものを着用すること。

⑵ アスリートビブスは、番号布（日本陸連規定24㎝×16㎝）に数字のみ（番号数字の太さ１㎝程度・高さ10㎝以内とす

る）を作成し、背と胸（跳躍競技は背か胸のみでも可）に必ずつけること。

イ 数字は遠くからでも、はっきりと見えるように書くこと。

ロ アスリートビブスの四隅はしっかりととめておくこと。

※ アスリートビブスは申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラム記載）で、各自用意 すること。

なお、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクで作成すること。

⑶ スパイク・ピンは全天候舗装競技場では「９㎜」以下を使用すること。

ただし、「走高跳・やり投」については「12㎜」以下とする。ピンの本数は「11本」以内とする。

９．免責について

⑴ 競技中に生じた事故について、応急処置の他一切の責任を負わないので、各自傷害保険等に加入しておくこと。

⑵ 競技会に関わる全ての人の感染に対する一切の責任を負わない。

⑶ 会場内での紛失・盗難などについて、一切の責任を負わない。



10．大会参加に関わる個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて

参加申込書等を通じて取得される個人情報及び肖像権の取り扱いに関して以下のとおり対応します。

⑴ 参加申込書に記載された個人情報の取り扱い

① 大会プログラムに掲載されます。

② 競技会場内でアナウンス等により紹介されることがあります。

③ 競技会場内外の掲示板等に掲載されることがあります。

⑵ スタートリスト・競技結果（記録）等の取り扱い

① 大阪陸上競技協会や関係団体（日本陸上競技連盟等）から、ホームページ等を通じて公開されることがあります。

② 認められた報道機関等により、新聞・雑誌及び関連ホームページ等で公開されることがあります。

③ 大会プログラム掲載の個人情報とともに、大阪陸上競技協会が作成する大会記録集に掲載されます。

④ 新記録、優勝及び上位入賞結果（記録）等は、次年度以降の大会プログラムに掲載されることがあります。

⑶ 肖像権に関する取り扱い

①  認められた報道機関等が撮影した写真が、新聞・雑誌・大会記録集及び関連ホームページ等で公開される ことが

あります。

② 認められた報道機関等が撮影した映像が中継または録画放映されることがあります。

③ この他、大阪陸上競技協会の許可にもとづき、記念写真等が販売されることがあります。

⑷ 大阪陸上競技協会としての対応について

① 取得した個人情報を上記利用目的以外に使用することはありません。

② 参加申込書の提出により、上記取り扱いに関するご承諾をいただいたものとして、対応いたします。

③ 個人情報等の掲載または公開等に関してのご質問は、大阪陸上競技協会までご連絡下さい。

12．その他

⑴ 靴底の厚さに関する規定(TR5.13.3) 表

種目 靴底最大の厚さ

(TR5.5、TR5.13.3)

要件・備考

フィールド種目

(除：三段跳)

２０ mm

全投てき種目と高さを競う跳躍種目および三段跳を除く長さを競う

跳躍種目に適用。

全フィールド種目で、靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵

の中心点の靴底の厚さを超えてはならない。

三段跳 ２５ mm 靴の前の部分の中心点の靴底の厚さは、踵の中心点の靴底の厚

さを超えてはならない。

トラック種目

(ハードル種目を含み、800m未満の種目)

２０ mm リレーにおいては、各走者が走る距離に応じて適用する。

トラック種目

(障害物競走を含み、800m以上の種目) ２５ mm

リレーにおいては、各走者が走る距離に応じて適用する。

競技場内で行う競歩競技の靴底の最大の厚さは、道路競技と同

じとする。

道路競技 （競走、競歩） ４０ mm

⑵  大阪陸上競技協会事務所は平日は10時～ 16時30分（但し13時～ 14時は休憩時間）、土曜日は13時で終了しま

す。尚、日曜・月曜・祝日は休業です。

⑶ 大阪陸上競技協会事務所の所在地

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園1-1 ヤンマースタジアム長居内

TEL 06-6697-8899 FAX 06-6697-8766

⑷ 大阪陸協主催主要競技会の競技日程（競技順序等）は、下記の大阪陸協ホームページに掲載する。

大阪陸協ホームページアドレス https://www.oaaa.jp/



＜参加料の支払い方法＞

ゆうちょ銀行口座への振込みにより参加料を納付 ※現金持参不可※

※納付された参加料は原則返金しない。

参加料は競技会別・所属団体別に納付すること。まとめての振り込みは認めません。

★参加料振込先

⑴ゆうちょ銀行から

ゆうちょ銀行への振込みの場合

⑵ゆうちょ銀行およびその他の金融機関(三井住友等） からの

ゆうちょ銀行への振込みの場合

※振込名義について

名義人は

① 団体 『所属（団体）コード＋所属・団体名（カタカナ）』で記入 （例 27＊＊＊＊オオサカタロウ）

② 個人 『270000＋氏名（カタカナ）』で記入 （例 270000オオサカタロウ）

③ 申込責任者

④ 記入していただいた振込名義

いずれかの名義でお振込み下さい。

※記入していただいた名義と実際にお振込みしていただいた名義が同じであれば確認できますが、上記以外の名義で

振込みをされた場合、確認できない事がありますので必ず事務局までご連絡下さい。

※ゆうちょ銀行振込み後の受領書（お控え）は競技会終了まで必ず保管しておいて下さい。

確認をさせていただく場合があります。

口座・通帳番号 14170

口座名義 大阪陸上競技協会

口座番号 普通 319141

支店名 四一八（ヨンイチハチ）

支店番号 418

口座名義 大阪陸上競技協会

口座番号 普通 0031914



◁第１回大阪陸上競技記録会 ▷

１．会場、参加対象、日時

日 時 会 場 参 加 対 象

４月３日㈰ ９：30競技開始 万博公園記念競技場 高校生（１、２地区）

４月３日㈰ ９：30競技開始 ヤンマーフィールド長居 一般・高校生（３、４地区）

２．種別・種目

性別 種 別 種 目 数

男
一 般 200m、800m、5000m、400mＨ、走幅跳、砲丸投、やり投 ７

高校生（２、３年生） 200m、800m、5000m、400mＨ、

走高跳、三段跳（12m以上）、砲丸投（6.0㎏）、やり投
８

女 一 般

高校生（２、３年生）
200m、800m、3000m、400mＨ、三段跳、砲丸投、やり投 ７

３．競技方法

⑴ トラック種目は、決勝レースを行わない。

⑵ 走高跳以外の跳躍競技と投てき競技は、３回の試技とし、ベスト８は行わない。

⑶ 男子の一般と高校で種目が同じ場合、合同でプログラム編成をする。（投てきを除く）

⑷ 5000mは20分00秒、3000mは13分00秒で競技を打ち切る。

（一覧表に昨年度の自己記録を必ず記入しておくこと。記録のない者は、参考記録でもよい。）

４．参加資格及び制限

    参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」

を了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 2022年度登録者であること。出場する者は申込期日までに登録をすませること。（他府県陸協登録者は出場できない）

ただし、大学生・高校生で止むなく登録のおくれる場合には、登録を前提として、前年度の番号（上級生のものでもよ

い）を使用すること。

⑵ 大学生は、一般の部に出場すること。

⑶ 一般、高校生ともそれぞれの種別にしか出場できない。

⑷ 高校生は、同一校より、同一種目に出場できる人数は５名以内とする。

⑸ 上記の表中、記録制限のある種目については、それ以上の記録を有するものしか参加することができない。

(6) 出場は、1人1種目とする。

５．参加料

１種目につき、一般（大学生含む）1,100円、高校生800円とする。

６．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBによる申し込み（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）については、大阪陸協ホームページの詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、申込受付期間内に2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。



⑶ 申込受付期間 ３月８日㈫～ １２日㈯とする。

平日の10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休

み。

７．注意事項

⑴  本競技会は、2022年日本陸上競技連盟規則と本大会申し合わせ事項により行う。

   本大会はシューズについて、ＷＡ規則（ＴＲ５．１３．３）を適用する。

   ※詳しくは、競技会注意事項「12.その他」項を参照。

⑵ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。



◁第２回大阪陸上競技記録会 兼 第1回審判講習会▷

１．日時・会場

     4月 9日(土)  9:30 競技開始  会場：ヤンマーフィールド長居

     4月１０日(日) 9:30 競技開始 会場：ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居

                       ※10日㈰に実施される第1回審判講習会については別紙参照

２．種別・種目

性別 種 別 種 目 数

男
一 般 100m、※400m、1500m、※5000m、110mＨ、3000mＳＣ、5000mＷ

※走高跳、棒高跳、※三段跳、円盤投、※ハンマー投（30m以上）
１２

高 校 生 100m、※400m、1500m、※5000m、110mＨ、3000mＳＣ、5000mＷ

棒高跳、※走幅跳、円盤投、※ハンマー投（6.0kg）（30m以上）
１１

女 一

高 校

般

生

100m、※400m、1500m、※5000m、100mＨ、5000mＷ

走高跳、※棒高跳、走幅跳、※円盤投、※ハンマー投
１１

※印の種目は、４月9日㈯に行われる種目を示す。

３．競技方法

⑴ トラック種目は、決勝レースを行わない。

⑵ 走高跳・棒高跳以外の跳躍競技と投てき競技は、３回の試技とし、トップ８は行わない。

⑶ 男子の一般と高校で種目が同じ場合、合同でプログラム編成をする。（投てきを除く）

⑷ 男子5000mは20分00秒、女子5000mは25分00秒、男子5000mWは32分00秒、

女子5000mWは38分00秒で競技を打ち切る。

（一覧表に昨年度の自己記録を必ず記入しておくこと。記録のない者は、参考記録でもよい。）

４．参加資格及び制限

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」

を了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 2022度登録者であること。出場する者は申込期日までに登録をすませること。（他府県陸協登録者は出場できない）

ただし、大学生・高校生で止むなく登録のおくれる場合には、登録を前提として、前年度の番号（上級生のものでもよ

い）を使用すること。

⑵ 大学生は、一般の部に出場すること。

⑶ 一般、高校生ともそれぞれの種別にしか出場できない。

⑷ 高校生は、同一校より、同一種目に出場できる人数は５名以内とする。

⑸ 記録制限のある種目については、それ以上の記録を有するものしか参加することができない。

(6) 出場は、1人1種目とする。

５．参加料

１種目につき、一般（大学生含む）1,100円、高校生800円とする。

６．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBによる申し込み（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）については、大阪陸協ホームページの詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。



返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、申込受付期間内に2021年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

⑶ 申込受付期間 ３月１５日㈫～ １９日㈯

平日の10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

７．注意事項

⑴  本競技会は、2022年日本陸上競技連盟規則と本大会申し合わせ事項により行う。

   本大会はシューズについて、ＷＡ規則（ＴＲ５．１３．３）を適用する。

   ※詳しくは、競技会注意事項「12.その他」項を参照。

⑵ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。



◁大阪市スポーツ協会会長杯 大阪陸上競技カーニバル 兼 国体代表選手選考会▷

１．日時・会場

４月24日㈰ ９：30 競技開始 会場：ヤンマーフィールド長居

２．種別・種目

性別 種 別 種 目 数

男

小学生（５・６年生共通） 100m、４×100m ２

中 学 生 100m、800m、110mＨ、４×l00m、走高跳、棒高跳、走幅跳、

砲丸投（5.0㎏）、円盤投
９

高 校 生 300m、800m、110mＨ、300mＨ、４×100m、走高跳、棒高跳、三段跳、

砲丸投（6.0㎏）、やり投
10

中学生・高校生共通 3000m １

一 般 100m、800m、5000m、110mＨ、４×100m、走高跳、走幅跳、砲丸投、やり投 ９

女

小学生（５・６年生共通） 100m、４×100m ２

中 学 生 100m、800m、100mＨ、４×100m、走高跳、走幅跳、砲丸投、円盤投 ８

高 校 生 300m、800m、100mＨ、300mＨ、４×100m、走高跳、棒高跳、走幅跳、

ハンマー投、やり投
10

一 般 100m、100mＨ、４×100m、走高跳、棒高跳、走幅跳、ハンマー投、

やり投
８

高校生・一般共通 1500m １

３．参加資格及び制限

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 2022年度の大阪陸協登録者であること。ただし、小学生の部はこの限りではない。

⑵ 出場種目制限は次のとおりとする。

ア．個人種目の出場は、１人１種目とする。

イ．ア項の制限のほか、中・高校生、一般とも各出場種目について、下記の参加標準記録を2021年４月１日以降の公認

競技会においてクリアした者。（公認記録）

ウ．リレーは、同一クラブ（校）より１チームが出場することができる。（個人種目と兼ねることができる）

〔参加標準記録〕

性別 種 別 標 準 記 録

男

中 学 生 100m…11秒90 800m…２分10秒00 110mＨ…17秒50 ４×100m…48秒00 走高跳…１m65

棒高跳…３m40 走幅跳…５m70 砲丸投…10m50 円盤投…28m00

高 校 生
300m…36秒00 (200m…22秒50 400m…51秒00) 800m…２分01秒00 

110mＨ…16秒50（110mJH…16秒00 110mYH…15秒50）300mＨ…（110mＨ…17秒30 400mＨ…1分00秒00）

４×100m…43秒50 走高跳…１m85 棒高跳…３m80 三段跳…13m30 砲丸投…12m50

やり投…52m00

中学・高校
共 通

中学生 1500m…４分27秒00 3000m…９分30秒00

高校生（１年）1500m…４分20秒00 3000m…９分20秒00

（2、3年）1500m…４分10秒00 3000m…９分10秒00 5000m…15分30秒00

一 般 100m…10秒90 800m…１分59秒00 5000m…15分30秒00 110mＨ…15秒90 ４×100m…42秒90

走高跳…１m90 走幅跳…６m70 砲丸投…11m50 やり投…55m00

女

中 学 生
100m…13秒30 800m…２分25秒00（1500m…４分55秒00 3000m…10分30秒00）

100mＨ…16秒50 ４×100m…53秒50

走高跳…１m48 走幅跳…４m80 砲丸投…11m50 円盤投…25m00

高 校 生
300m…43秒20 (200m…26秒20 400m…1分00秒50) 800m…２分22秒00

100mＨ…16秒90（100mYH…16秒40 100mJH…15秒80）

300mＨ…（100mＨ…17秒70 400mＨ…1分12秒00）

４×100m…51秒40 走高跳…１m55 棒高跳…２m70※ 走幅跳…５m20

ハンマー投…33m00※ やり投…35m00



一 般 100m…12秒60 100mＨ…16秒00 ４×l00m…51秒00

走高跳…１m57 棒高跳…２m70 走幅跳…５m30 ハンマー投…38m00 やり投…40m00

高校・一般

共 通

高校生1500m…４分45秒00

—   般1500m…４分45秒00

※高校生の女子棒高跳及びハンマー投については、公認の記録がなくても標準記録以上の記録があれば申し込んでよい。

４．参加料

１人１種目につき、一般1,500円、高校生1,000円、中学生750円、小学生400円とする。

ただし、リレーについては一般2,300円、中・高校生1,100円、小学生800円とする。

５．表彰

各種目とも１～３位に賞状を授与する。

６．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBによる申し込み（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）については、大阪陸協ホームページの詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル名

を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、申込受付期間内に2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

⑶ 申込受付期間 ３月２９日㈫～４月２日㈯

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

７．小学生については別途周知する。

８．注意事項

⑴  本競技会は、2022年日本陸上競技連盟規則と本大会申し合わせ事項により行う。

   本大会はシューズについて、ＷＡ規則（ＴＲ５．１３．３）を適用する。

   ※詳しくは、競技会注意事項「12.その他」項を参照。

⑵ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。



◁日本ＧＰｼﾘｰｽﾞ大阪大会（WAｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾂｱｰ・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ） 第９回木南道孝記念陸上競技大会          

1． 期  日    2022年4月30日（土）～5月1日（日） 競技開始 9:30（2日目9:00）

２. 場  所    ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居

         

詳細については、別途「第９回木南道孝記念陸上競技大会」のページに記載。



◁大阪陸協長距離ナイター記録会▷

１．日時・会場

6月3日（金） 17：30 競技開始（開門16：30）    会場：ヤンマーフィールド長居

２．種別・種目

性 別 中学生 高校生 一   般

男子 3000m 3000m・5000m 5000m

女子 3000m 3000m・5000m 3000m・5000m

３．参加資格及び制限

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 2022年度登録者で、2021年４月１日以降の公認競技会において下記の標準記録をクリアした者であること。

⑵ 前項のほか、大阪陸協強化委員会より推薦された者は参加できる。

⑶ 他府県に登録している者は、出場できない。

〔参加標準記録〕

〈男子〉
〈女子〉

1500m 3000m 5000m 800m 1500m 3000m 5000m

中学 ４分29秒00 ９分39秒00 ２分29秒00 ４分59秒00

高校 ４分10秒00 ９分30秒00 15分45秒00 ４分49秒00 10分39秒00

一般 ３分59秒00 14分59秒00 ９分49秒00 16分59秒00

４．参加料

一般 1,100円、高校生 800円、中学生 600円

５．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBでの申し込みについては、大阪陸協ホームページにて詳細を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、申込受付期間内に2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

⑶ 記録順に組み分けを行うので、必ず2021年４月１日以降の公認記録を入力すること。

（入力のない場合は受け付けない）

⑷ 申込受付期間 5月10日㈫～5月14日㈯

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

６．注意事項

⑴ スパイクのピンは「９㎜」以下を用いること。ピンの本数は「11本」以内とする。

⑵ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。



◁第90回大阪陸上競技選手権大会 兼 大阪府民体育大会陸上競技の部

兼 第77回国体陸上競技大阪府代表選手選考競技会▷

1．日時

    ６月２４日(金)  １６：００ 競技開始

６月２５日(土)   ９：３０ 競技開始

６月２６日(日)   ９：３０ 競技開始

２．会場

     ヤンマースタジアム長居

     ヤンマーフィールド長居

３．種別・種目

注意：「男子10000m、女子10000m」は、第９回木南道孝記念大会（2022年４月３０日・５月1日）で実施します。

    申込み方法は、メール申込みのみとします。申込期間等はは木南記念の要項にて確認して下さい。

種別 性別 種 目 数

選手権

◎100m、△200m、○400m、◇800m、○1500m、△5000m、

男 △110mＨ、◇400mＨ、◎3000mＳＣ、◎5000mＷ、○４×100m、◇４×400m、

△走高跳、◎棒高跳、◎走幅跳、△三段跳、△砲丸投、◎円盤投、※ハンマー投、◎やり投、
21

◇十種競技

◎100m、△200m、○400m、◇800m、○1500m、△5000m、

女 △100mＨ、◇400mＨ、◎3000mＳＣ、◎5000mＷ、○４×100m、◇４×400m、

△走高跳、△棒高跳、◎走幅跳、△三段跳、◎砲丸投、◎円盤投、※ハンマー投、△やり投、
21

◇七種競技
高校
中学

オープン

男 ◎100m、△3000m、△110mJH、△砲丸投（5kg） ４

女 ◎100m、△3000m、△100mYH、△砲丸投（4kg） ４

※印は金曜日に行われる種目。 ○印は金曜日と土曜日にまたがって行われる種目。

◎印は土曜日に行われる種目。 ◇印は土曜日と日曜日にまたがって行われる種目。

△印は日曜日に行われる種目。

４．参加資格及び制限

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

【選手権】

⑴ 2022年度大阪登録者または大阪ふるさと登録者であり、2021年４月１日以降の公認競技会において別記の標準記録

をクリアした者。

⑵ 大阪陸協強化委員会より推薦された者。

⑶ 個人の出場種目数に制限はない。

⑷ リレーは、１校又は１団体より１チームが出場することができる。

※ふるさと登録は、大会申し込みまでに登録を完了しておくこと。

【高校中学オープン】

⑴ 男子100m、3000m、110mJH、砲丸投、女子100m、3000m、100mYH、砲丸投は、大阪登録者（学校）であり、2021年４月１
日以降の公認競技会において別記の標準記録をクリアした者。

他府県登録者は出場できない。

⑵ 男子100m、3000m、砲丸投、女子100m、100mYH、砲丸投は国体種目少年B（中３、高１）、女子3000mは国体種目少

年A（高２、高３）、男子110mJHは国体種目少年共通に準ずる。尚、男子3000mは国体種目少年Ａ（高２、高３）も出場で

きる。女子3000mは国体種目少年Ｂ（中３、高１）も出場できる。

５．表彰

選手権の各種目１位～３位を表彰する。



６．参加料

個人１種目につき、一般1,500円、高校生1,000円、中学生750円、混成3,000円。

リレー、一般2,300円、高校生1,100円、中学生1,100円。

（昨年度の大阪選手権優勝者はその種目の参加料は免除する）

７．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBによる申し込み（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）については、大阪陸協ホームページの詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、申込受付期間内に2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること

⑶ 申込受付期間 ５月２４日(火)～５月２８日(土)

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

※申込期間内に参加料の納入がない場合は申込受付を取り消す場合がある。

８．注意事項

⑴  本競技会は、2022年日本陸上競技連盟規則と本大会申し合わせ事項により行う。

   本大会はシューズについて、ＷＡ規則（ＴＲ５．１３．３）を適用する。

   ※詳しくは、競技会注意事項「12.その他」項を参照。

⑵ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。

９．備考

⑴ 近畿選手権の出場については別途要項による。ただし本大会に参加申し込みをしていない者は出場できない。

⑵  正当な理由がなく無届の欠場については、今後の大阪陸協主催大会に出場できないことがある。欠場する場合は招

集完了前に必ず「欠場届」を提出すること。



〔参加標準記録〕

大阪登録者

（大阪ふるさと登録者を含む）

種 目 男   子 女   子

100m 10秒90 12秒60

200m 22秒20 26秒20

400m 50秒20 59秒90

800m １分59秒00 ２分18秒00

1500m ４分04秒00 ４分49秒00

5000m 15分19秒00 17分10秒00

（3000m…９分50秒00）

10000m 30分30秒00（10km） 36分00秒00（10km）

100mＨ 15秒70

110mＨ 15秒70

400mＨ 56秒00 １分09秒00

3000mSC ９分39秒00

12分45秒00

（1500m…４分49秒00）

（3000m…９分50秒00）

（5000m…17分10秒00）

5000mＷ
25分00秒00（５kmＷ）

（10000mＷ・10kmＷ

…51分00秒00）

28分00秒00（５kmＷ）

（10000mＷ・10kmＷ

…59分00秒00）

４×100m 43秒20 51秒00

４×400m ３分27秒00 ４分10秒00

走高跳 １m93 １m60

棒高跳 ４m50 ３m00

走幅跳 ７m00 ５m30

三段跳 14m30 11m00

砲丸投 12m00（6.0㎏…13m80） 11m70

円盤投 38m00（1.75kg…42m00） 37m00

やり投 60m00 42m00

ハンマー投 50m00（6.0kg…55m00） 38m00

七種競技 4200点

十種競技 6000点

高校・中学

オープン
男   子 女   子

100m 11秒30 12秒90

3000m （少年Ａ）８分55秒00

（少年Ｂ）９分10秒00
10分10秒00

110mJH （110mＨ…16秒00）

（110mYH…15秒00）

100mYH （100mＨ…16秒00）

（100mJH…14秒90）

砲丸投 13ｍ50（6.0kg…12m80） 11ｍ00（2.721kg…13m80



◁第51回記念大阪実業団対抗陸上競技大会 兼 第４回審判講習会▷

１．日時・会場

7月 3日㈰ ９：30 競技開始 会場： ヤンマーフィールド長居

※第4 回審判講習会については別紙参照

２．種別・区分・種目

種別 性別 区 分 種 目 数

１部 男
一 般 の 部 100m、400m、1500m、5000m、４×100m、走高跳、走幅跳、三段跳

砲丸投（7.26kg）
９

壮 年 の 部

（35才以上）
100m、1500m、5000m、走幅跳、砲丸投（6.0㎏） ５

２部 男
一 般 の 部 100m、400m、1500m、5000m、４×100m、走幅跳、砲丸投（7.26kg） ７

壮 年 の 部

（35才以上）
100m、1500m、5000m、砲丸投（4.0㎏） ４

オープン 男 100m、200m、400m、800m、1500m、5000m、110mＨ（1.067m）、走高跳、

走幅跳、三段跳、砲丸投（7.26kg）、円盤投（2.0kg）、やり投（0.8kg）
13

女 100m、200m、5000m、100mＨ（0.84m）、走高跳、走幅跳、砲丸投（4.0kg） ７

健康マラソン 5000m 健康な者ならば誰でも参加できる。完走証を授与。

３．参加資格ならびに制限

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 大阪府下の職場に勤務する健康な者で、次の各部ごとの参加資格に適合する者であること。

１部 （ 記録は公認される ）

2022年度大阪実業団体育協会加盟団体員で2021年度大阪陸上競技協会に登録している者。

２部 （ 記録は公認されない ）

2022年度大阪実業団体育協会加盟団体員で、大阪陸上競技協会に登録していない者。

オープンの部（ 記録は公認される ）

2022年度大阪陸上競技協会の登録者又は、関西学生陸上競技連盟登録者は誰でも参加できる。

⑵ 同一人の出場できる種目数は１部・２部は２種目以内とする。ただし、リレーは別とする。（リレーは１チームとする）

   オープンの部は、１種目のみとする。

⑶  同一団体より同一種目に出場できる人数は３名以内とする。

ただし、オープン種目については、同一団体か らの出場人数の制限はない。

⑷ 年齢の起算は2022年４月２日現在とする。

４．競技方法及び表彰

⑴ 2022年度日本陸上競技連盟競技規則により行う。

⑵ 団体対抗は男子１部、２部とし、それぞれ６位までの入賞者の得点合計により総合順位をきめる。

総合得点が同点の場合は、上位入賞者の多い団体を上位とする。

団体対抗各種目入賞者の得点は１位７点、２位５点、３位４点、４位３点、５位２点、６位１点とする。

⑶ 団体総合１位～３位までに賞状、優勝団体には優勝楯を授与する。

⑷ 各種目、１位～３位までの入賞者に賞品を授与する。（１・２部に限る。）

５．参加料

１種目につき1,100円とする。ただし、オープンの部に参加する学生で他府県登録者は2,000円とする。

リレーは、１チーム1,600円

６．申込方法

（注）申込先を間違わないこと。(大阪陸協に申し込まれた場合、参加できないことがあります)

所定の様式（実業団ＨＰ [http://www.oaaa.jp/jitsugyo] に掲載）に、男女別、１部・２部・オープン別に必要事項を



記入し、  ５月２３日(月)～  ５月３０日(月) 16時までに下記宛に申し込むこと。

〒550-0004 大阪市西区靱本町２－１－４ 大阪スポーツマンクラブ内 大阪実業団体育協会

「大阪実業団対抗陸上競技大会係」宛 （Tel 06－6443－0789）

参加料は、郵便振込口座（No.    00940-7-139470）に払込むこと。（他の送金方法は受付けない）

参加料の払込手数料は払込者の負担とする。

７．その他

⑴  健康マラソン5000mに出場する者で、大阪陸協登録番号がない者は、当日アスリートビブスを貸与するので 申し込み

の際に申し出ること。

⑵ 各部とも5000mの出場者は、次のタイムで完走できること。

①  １部一般の部及びオープン男子…………………………20分以内

②  １部（壮年）、２部（一般・壮年）、オープン女子の部………25分以内

③  健康マラソン………………………………………………30分で競技を打切る。

⑶  スパイクのピンは「９㎜」以下を用いること。ただし、走高跳・やり投については「12㎜」以下とする。ピ ンの本数は「11

本」以内とする。

⑷ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。  尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成

すること。



◁2022年度大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 ▷

１．日時・会場

９月18日(日) ９：30 競技開始 会場： ヤンマーフィールド長居

２．区分・種別・種目

性別 種別 年令 種 目 数

男

子

Ａ 29才以下 100m、400m、1500m、5000m、10000m、110mＨ、走高跳、走幅跳、三段跳、砲丸投(7.26kg)、

円盤投(2.0kg)、やり投(0.8kg)
12

Ｂ 30才台 100m、1500m、5000m、走高跳、走幅跳、砲丸投（6.0㎏）、円盤投（1.75㎏） ７

Ｃ 40才台 100m、1500m、5000m、走高跳、走幅跳、砲丸投（4.0㎏） ６

Ｄ 50才台 100m、1500m、砲丸投（4.0㎏） ３

Ｅ 60才台 100m、1500m、砲丸投（4.0㎏） ３

Ｆ 70才以上 60m、1500m、砲丸投（4.0㎏） ３

Ｇ リレー メドレーリレー（年令制限なし）

４×100m（年令制限・４人の年令合計が120才以上）
２

女

子

Ｈ 39才以下 100m、200m、800m、5000m、走高跳、走幅跳、砲丸投（4.0㎏）、円盤投（1.0㎏） ８

Ｉ 40才以上 100m、800m、5000m、走高跳、走幅跳、砲丸投（4.0㎏） ６

J リレー ４×100m（年令制限なし） １

※年令の起算は2022年４月２日現在とする。

３．参加資格及び制限

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

・2022年度大阪陸協登録者であること。（個人登録者も全ての種別に出場できる）

・学連登録者（大学生）は、出場できる。（オープン扱いとする）

・出場できる種別は「当該年令又は当該年令の下の部」に限る。

・出場は、１人１種目とする。

・リレー各種目は、１団体より１チームが出場することができる。（個人種目と兼ねることができる）

・トラック種目は、決勝レースを行わず、タイムレースとする。

・5000m及び10000m参加者は下記時間以内で完走できる者とする。

5000m 25分00秒 10000m 50分00秒

４．表彰

各種別・種目の優勝者に、賞状、賞品を授与する。

５．クラブ対抗（団体対抗）の部について

・出場できる部は「当該年令又は当該年令の下の部」に限る。

・クラブ対抗の得点は、「１～６」の要領で算出する。

１．男女別対抗とする。

２．各種目において、対象選手のみを抽出し順位を決める。

３．各種目ごとに、１位７点、２位５点…６位１点として得点を計算する。

４．同一クラブの選手については、各種目とも上位２名の得点だけを計算する。

５．個人（大阪陸協）登録の選手の得点は計算しない。

６．上記４．５．に関して、下位順位の繰り上げは行わない。

・男女別総合優勝クラブにはそれぞれ賞状・優勝杯（持ち回り）、２位・３位には賞状を授与する。

６．参加料

１種目1,100円、リレーは１チーム1,600円とする。



７．申込方法

⑴ WEBでの申し込みについては、大阪陸協ホームページにて詳細を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、申込受付期間内に2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

⑶ 申込受付期間 ８月23日㈫～８月27日㈯

平日の10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

８．注意事項

⑴  スパイクのピンは「９㎜」以下を用いること。ただし、走高跳・やり投については「12㎜」以下とする。ピ ンの本数は「11

本」以内とする。

⑵ 申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。



◁大阪陸協長距離第１回記録会▷

１．日時・会場

11月13日(日) ９：30 競技開始（開門８：00） 会場：ヤンマーフィールド長居

２．種目

性 別 種 目

男 子 3000m・5000m・10000m

女 子 3000m・5000m

（注）中学生は、男子女子とも3000mに参加できる。

３．参加資格及び制限

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 2022年度登録者であること。

⑵ 他府県に登録している者は、出場できない。

⑶ 参加者は下記時間以内で完走できる者とする。

〈男子〉5000m…20分、10000m…40分 〈女子〉5000m…25分

４．参加料

一般1,100円、高校生800円、中学生600円

５．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBでの申し込み（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）については、大阪陸協ホームページにて詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

⑶ 記録順に組み分けを行うので、必ず2021年４月１日以降の自己記録を入力すること。記録

が無い場合は参考記録でも良い。（入力のない場合は受け付けない）

⑷ 申込受付期間 10月18日㈫～ 10月22日㈯

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

６．その他

・各自健康診断を受けておくこと。

・スパイクのピンは「９㎜」以下を用いること。ピンの本数は「11本」以内とする。

・申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意するこ

と。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成するこ

と。



◁大阪ロードレース▷

１．日時・会場

12月４日㈰ 会場：ヤンマーフィールド長居・周回コース

競技開始 男女30km 11:00

※参加者数により、男女のスタート時間が別々になることがある。

２．種目

性 別 種 目

男 子 30km

女 子 30km

      ※参加者最大数は「１５０名」とし、申し込みが多い場合は、抽選により決定する。

３．参加資格

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

〈男子〉

⑴ 日本陸上競技連盟登録者

⑵ 30km（中学生・高校生は除く）

2021年１月１日以降に次の記録を有する者

① マラソン ２時間45分以内 ② 30km １時間55分以内

③ ハーフマラソン １時間16分以内 ④ 20km １時間12分以内

⑤ 10000m 35分以内 ⑥ その他 大阪陸上競技協会が出場を認めた者

〈女子〉

⑴ 日本陸上競技連盟登録者

⑵ 30km（満19歳（2023年１月31日現在）以上の女性）

2021年１月１日以降に次の記録を有する者

① マラソン ３時間45分以内 ② 30km ２時間35分以内

③ ハーフマラソン １時間45分以内 ④ 20km １時間35分以内

⑤ 10000m 40分以内 ⑥ その他 大阪陸上競技協会が出場を認めた者

４．参加料

大阪陸協登録者 4,000円

他府県登録者   8,000円

５．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBでの申し込みについては、（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）大阪陸協ホームページにて詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会専用申込用ファイル（o-road_22.xls）（excelのファイル）をダウンロードして必要事項を入力のうえ、下記のアドレ

スまで添付ファイルで送付すること。

Ｅ-mail moushikomi@oaaa.jp

事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

   申込期間内（下記参照）に納入が確認されない場合は、申し込み受け付けを取り消します。



⑶ 申込受付期間 １１月８日㈫～ １１月１２日㈯

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

   ⑷参加標準記録を突破した日本陸上競技連盟公認記録の証明について

・参加標準記録を突破した日本陸上競技連盟公認記録を証明できる書類とは以下のものです。

  ①記録証明書

  ②公認大会の賞状

  ③リザルト

  ④陸上競技マガジンなどのコピー

・上記の書類を下記の要領で、申込受付期間内に大阪陸上競技協会へ送付する。

なお、期間内に送付が確認できない場合は、申し込みを受け付けません。

①メール（申し込みメールに添付する）

②FAX（06－6697-8766）

③郵送

〒546-0034 大阪市東住吉区長居公園１－１ヤンマースタジアム長居内

大阪陸上競技協会宛   

６．表彰

男子の部は１～３位、女子の部は１～８位を表彰する。

完走者には記録証を発行する。

７．その他

⑴ 各自で必ず健康診断を受けておくこと。

⑵ 「アスリートビブス」は、主催者で用意する。

⑶ 30kmの部については、競技は２時間35分で終了する。

また、周回コースの最後の１周を２時間15分までに通過しない場合も競技を中止する。



◁大阪陸協長距離第２回記録会▷

１．日時・会場

12月10日㈯ 10：00 競技開始（開門８：00） 会場：ヤンマーフィールド長居
２．種別・種目

性 別 中学生 高校生 —   般

男子 3000m 3000m・5000m 3000m・5000m

女子 3000m 3000m・5000m 3000m・5000m

３．参加資格

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 2022年度登録者であること。

⑵ 他府県に登録している者は、出場できない。

⑶ 参加者は下記時間以内で完走できる者とする。

〈男子〉5000m…20分 〈女子〉5000m…25分

４．参加料

一般1,100円、高校生800円、中学生600円

５．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBでの申し込み（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）については、大阪陸協ホームページにて詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

⑶ 記録順に組み分けを行うので、必ず2021年４月１日以降の自己記録を入力すること。

記録が無い場合は参考記録でも良い。入力のない場合は受け付けない）

⑷ 申込受付期間 11月15日（火）～ 11月19日㈯

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

６．その他

・各自健康診断を受けておくこと。

・スパイクのピンは「９㎜」以下を用いること。ピンの本数は「11本」以内とする。

・申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと。
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◁大阪陸協長距離第３回記録会▷

１．日時・会場

12月17日㈯ 10：00 競技開始（開門８：00） 会場：ヤンマーフィールド長居
２．種別・種目

性 別 中学生 高校生 —   般

男子 3000m 3000m・5000m 3000m・5000m

女子 3000m 3000m・5000m 3000m・5000m

３．参加資格

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

⑴ 2022年度登録者であること。

⑵ 他府県に登録している者は、出場できない。

⑶ 参加者は下記時間以内で完走できる者とする。

〈男子〉5000m…20分 〈女子〉5000m…25分

４．参加料

一般1,100円、高校生800円、中学生600円

５．申込方法（WEB又はE-mailによる申し込みのみになりました）

⑴ WEBでの申し込み（他府県の方及び学連登録の方は利用できません）については、大阪陸協ホームページにて詳細

を確認のうえ申し込むこと。

⑵ E-mailによる申し込み

① 大阪陸協ホームページより

・大会申込用ファイル（OAAA_MAIL_Entry.xls）（excelのファイル）をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、ファイル

名を変更して下記のアドレスまで添付ファイルで送付すること。

E-mail moushikomi@oaaa.jp

・事務局が申し込みを受け付けたら、３日以内に「大会申込を受信いたしました」と返信メールを送る。

返信メールがない場合は申込受付ができていないので事務局まで連絡すること。

② 参加料は、2022年度競技会要項の申込注意事項に記載の口座に銀行振込みにより納めること。

⑶ 記録順に組み分けを行うので、必ず2021年４月１日以降の自己記録を入力すること。

記録が無い場合は参考記録でも良い。入力のない場合は受け付けない）

⑷ 申込受付期間 11月22日（火）～ 11月26日㈯

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

６．その他

・各自健康診断を受けておくこと。

・スパイクのピンは「９㎜」以下を用いること。ピンの本数は「11本」以内とする。

・申込締め切り後の、申込内容の変更はできない。

アスリートビブスは、申込書に記入したナンバー（スタートリストまたはプログラムに記載されたもの）で、各自で用意する

こと。尚、アスリートビブスがない場合、番号布を販売（200円）するので、各自が油性インクでナンバーを記入し作成する

こと
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◁第76回大阪実業団対抗駅伝競走大会

１．日時・会場

2023年１月15日（日） 10：00スタート 会場：ヤンマーフィールド長居・周回コース

２．参加資格

大阪実業団体育協会加盟団体に限る

（ただし未加盟団体は加盟のうえ参加できるので参加希望団体は下記へ返信用封筒同封のうえ申し込むこと）

〒550-0004 大阪市西区靱本町２－１－４ 大阪スポーツマンクラブ内

大阪実業団体育協会 Tel 06-6443-0789

３．大会要項は加盟団体に対し、2022年10月末までに送付する。

４．申込締切日

2022年11月２２日(火)必着とする。(予定)

５．問い合わせ先（業務時間 月・水・金 12時00分～ 16時00分）

〒550-0004 大阪市西区靱本町２－１－４ 大阪スポーツマンクラブ内

大阪実業団体育協会 Tel 06-6443-0789

◁第74回市長杯大阪市民駅伝競走大会▷

１．日時・会場

2023年２月12日（日） 10：00スタート 会場：ヤンマーフィールド長居・周回コース

２．参加資格

参加申し込みは、

「競技会の参加申込及び出場についての注意事項 １．新型コロナウイルス感染対策について」を

了承のうえ申し込みをしてください。

大阪府内に所在する職域、クラブ、大学、高校、中学校などのチームで「一般の部」・「高校の部」・「中学の部」・「女子の

部」・「中学女子の部」で行う。

各団体５チームまで出場できる。

※一般の部、高校の部、中学の部は、男女混成チームで出場することができる。

※大学・高校・中学のチームは、所属する学校の単独チームとすること。

大会要項は、大阪市・大阪陸協ホームページに掲載する。参加希望チームで要項を必要とする場合には、大阪陸協

事務局に返信用封筒（封筒には返信先明記のうえ、84円切手貼付のこと）を同封して申し出れば大会要項を送付する。

３．申込受付期間

2023年１月10日㈫～１月14日㈯までに申し込むこと。

平日は10時～ 16時30分。（ただし、13時から14時は休憩時間となります）

土曜は10時～ 13時。日曜・月曜・祝日は休み。

４．その他

「たすき」「アスリートビブス」は、主催者で用意する。
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◁2022年度大阪陸上競技記録会中学校の部▷

競技会名 期   日 会  場 備  考

第１回記録会 ４月１０日（日） 万博記念競技場 別途、中体連HPより周知する

第２回記録会 ４月２３日(土) 万博記念競技場（中学北部ブロック） 〃
４月２３日(土) ヤンマーフィールド長居（中学南部ブロック）

第３回記録会 ５月 ７日(土) 万博記念競技場（中学北部ブロック） 〃
５月 ８日（日） ヤンマーフィールド長居（中学南部ブロック）

第４回記録会
兼

第４回審判講習会

６月１８日(土)

※審判講習会

６月１９日（日）

万博記念競技場

万博記念競技場

〃

第５回記録会 １０月２２日（土） 万博記念競技場 〃



(1)陸上競技は、晴雨不論で実施する。
(2)競技は男女混合リレーを除き、全種目男女別で行う。
(3)一人１種目、リレーは兼ねてもよい。
(4)毎回の競技会要項は別途周知する。
(5)走高跳は足の裏から着地する。（はさみ跳び）
(6)スパイクは(７㎜以下のピン)は使用してもよいが、 素足は禁止す
る。
(7)800mは運動靴を使用する。(スパイク禁止)
(8)リレーは１チーム６人以内のエントリーとする。

(9)上記①④⑤⑥の記録会において、コンバインド種目と混合リレーを実施する。
 場合によって参加人数を制限することがある。
(10)運営諸費は当日受付で徴収する。
(11)申込締切日を過ぎたり、プロ編会場への持ち込みは受け付けない。
(12)今年度は、コロナ禍により1500mのタイムトライアルは実施しません。
(13)新型コロナウィルス感染防止対策により、今年度は、他府県の小学生および1～3年生の
  オープン参加は認めません。

※詳しくは下記ホームページをご覧下さい。 http://www.oaaa.jp/syogaku/



記  録



（男子の部）
100m 9"98 小池　祐貴 (住友電工) '19.7.20 2019 IAAFダイヤモンドリーグ ロンドン
200m 20"24 小池　祐貴 (住友電工) '19.7.21 2019 IAAFダイヤモンドリーグ ロンドン
400m 45"03 山村　貴彦 (日本大) '00.9.9 スーパー陸上 横浜国際
800m 1'47"61 花村　拓人 (関西学院大) '18.9.22 第265回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台

1500m 3'41"52 森川　裕之 (大阪府警) '06.7.22 ナイトオブアスレチックス ヒューズデン

5000m 13'35"94 野中　優志 (大阪ガス) '20.7.8 ホクレンディスタンス・チャレンジ第1戦

(国際) 13'22"40 A・K・マイナ (興國高) '21.7.3 ホクレンディスタンス・チャレンジ第2戦 深川
10000m 27'35"33 中山　竹通 (ダイエー) '87.7.2 フィンランドワールドゲーム ヘルシンキ
110mH 13"71 河嶋　亮太 (旭油業株式会社) '21.9.26 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居

400mH 48"69 爲末　　大 (大阪ガス) '02.9.16 スーパー陸上 横浜国際
3000mSC 8'39"8 金田　　剛 (ダイエー) '84.10.28 第24回実業団・学生対抗 小田原
5000mW 19'31"64 濱西　　諒 (明治大) '19.11.9 第13回蓮田市選手権大会兼2019長距離記録会 上尾運動公園
10000mW 39'58"21 鈴木　　匠 (順天堂大) '19.12.8 2019長崎陸協競歩大会 佐世保

4×100mR 39"57
滝本・坂井
坂本・多田

(大阪) '17.10.9 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園

坂井・滝本
佐野・濱島

(関西大) '19.10.26 第103回日本陸上競技選手権リレー

4×400mR 3'08"61
松本・小林
小田原・福田

(大阪市立大) '19.9.14 第88回日本学生対校選手権大会 長良川

ハーフマラソン 1ﾟ00'58" 野中　優志 (大阪ガス) '20.2.9 第48回全日本実業団ハーフマラソン 山口

(国際) 1ﾟ00'12" P・M・ワンブィ (ＮＴＴ西日本) '21.2.14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口
マラソン 2ﾟ08'15" 中山　竹通 (ダイエー) '85.4.13 ワールドカップマラソン 広島

10㎞W 41'09" 野田　明宏 (明治大) '16.3.20 第40回全日本競歩能美大会 能美市営
20㎞W 1ﾟ20'04" 野田　明宏 (明治大) '17.3.19 第11回日本学生20km競歩選手権 能美市営
50㎞W 3ﾟ50'14" 小池　昭彦 (日立製作所) '99.10.31 全日本高畠競歩大会 高畠

走高跳 2m28 藤田　渓太郎 (佐竹食品AC) '20.10.24 GP第7回木南道孝記念競技会 ヤンマースタジアム長居

棒高跳 5m41 堀田　早人 (中京大) '14.10.25 第６回中京大学土曜競技会 中京大梅村
走幅跳 8m25 森長　正樹 (日本大) '92.5.5 第８回静岡国際陸上 草薙
三段跳 16m51 藤林　献明 (鹿屋体育大) '08.7.6 第21回南部忠平記念陸上 函館
砲丸投 17m94 村川　洋平 (泉大津AC) '04.6.6 第88回日本陸上競技選手権大会 布勢
円盤投 53m20 谷口　真太郎 (国士舘大) '16.5.3 第93回日本体育大学競技会 日体大健志台

ハンマー投 71m37 福田　翔大 (日本大) '21.6.26 第105回日本陸上競技選手権大会 ヤンマースタジアム長居

やり投 77m50 中西　啄真 (大体大ＴＣ) '21.5.29 第2回大阪体育大学競技会 浪商学園
十種競技 7752点 丸山　優真 (日本大) '18.6.16 第102回日本陸上競技選手権混成競技 長野市営

（女子の部）
100m 11"48 北田　敏恵 (大阪体育大T&F) '96.6.7 第80回日本陸上競技選手権大会 長居
200m 23"73 北田　敏恵 (大阪体育大T&F) '96.4.29 第30回織田記念国際陸上 広島広域
400m 52"38 青山　聖佳 (大阪成蹊大職) '19.9.22 第88回大阪陸上競技選手権大会 ヤンマースタジアム長居

800m 2'02"71 川田　朱夏 (東大阪大) '18.5.3 第34回静岡国際競技会 静岡スタジアム
1500m 4'11"34 萩谷　　楓 (エディオン) '21.9.24 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居

3000m 8'48"12 萩谷　　楓 (エディオン) '20.7.8 ホクレンディスタンス・チャレンジ第2戦 深川
5000m 14'59"36 萩谷　　楓 (エディオン) '21.9.26 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居

10000m 31'24"00 大越　一恵 (ダイハツ) '03.9.27 第51回全日本実業団対抗選手権 岡山
100mH 12"87 寺田　明日香 (ジャパンクリエイト) '21.6.1 第8回木南通孝記念競技会 ヤンマースタジアム長居

400mH 56"21 米田　知美 (中央大) '12.6.9 第96回日本陸上競技選手権大会 長居
3000mSC 9'48"76 石澤　ゆかり (エディオン) '20.12.4 第104回日本陸上競技選手権大会・長距離種目 ヤンマースタジアム長居

5000mW 21'27"52 小西　祥子 (大阪茗友ク) '07.6.23 第75回大阪陸上競技選手権大会 長居第２

4×100mR 45"31
竹内・青山
酒井・西尾

(大阪) '19.10.8 第74回国民体育大会 笠松運動公園

4×400mR 3'36"67
上山・名倉
新宮・三木

(東大阪大) '12.10.28 第96回日本陸上競技選手権リレー 横浜国際

ハーフマラソン 1ﾟ08'32" 松田　瑞生　 (ダイハツ) '21.5.5 札幌チャレンジハーフマラソン 札幌
マラソン 2ﾟ21'47" 松田　瑞生 (ダイハツ) '20.1.26 第39回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子長距離競走路

10㎞W 43'45" 三森　理恵 (ヤマハ関西) '98.1.25 第81回日本選手権競歩 六甲アイランド
20㎞W 1ﾟ28'58" 藤井　菜々子 (エディオン) '19.6.8 2019 IAAF競歩グランプリ ラコルーニャ

走高跳 1m92 青山　　幸 (大阪陸協) '04.7.3 第72回大阪陸上競技選手権大会 長居
棒高跳 4m10 竜田　夏苗 (武庫川女子大) '13.4.14 2013年兵庫春季記録会 神戸総合
走幅跳 6m24 秦　澄美鈴 (武庫川女子大) '18.6.30 第71回西日本学生対校選手権 沖縄県総合運動公園
三段跳 13m65 河合　栞奈 (大阪成蹊大) '19.9.15 第88回日本学生対校選手権 長良川
砲丸投 16m57 郡　菜々佳 (九州共立大) '17.9.8 第86回日本学生対校選手権 福井
円盤投 59m03 郡　菜々佳 (九州共立大) '19.3.23 第1回九州共立大チャレンジ競技会 九州共立大

ハンマー投 62m02 浅田　鈴佳 (武庫川女大ク) '17.6.23 第101回日本選手権 ヤンマースタジアム長居

やり投 62m88 森　　友佳 (ニコニコのり) '19.6.28 第103回日本陸上競技選手権大会 博多の森
七種競技 5367点 シュレスタ　まや (筑波大) '18.5.27 第97回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園

　2021年12月31日現在

日本選手権種目
大阪選手権種目



（男子の部）
100m 10"07 多田　修平 (関西学院大) '17.9.9 第86回日本学生対校選手権 福井
200m 20"65 笠谷　洸貴 (近畿大) '20.8.29 Athele Night Games in FUKUI 2020 福井
400m 45"03 山村　貴彦 (日本大) '00.9.9 スーパー陸上 横浜国際
800m 1'47"61 花村　拓人 (関西学院大) '18.9.22 第265回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台

1500m 3'44"61 熊崎　健人 (帝京大) '14.7.27 第11回トワイライト・ゲームス 代々木
5000m 13'45"2 沢木　啓祐 (順天堂大) '65.8.28 ユニバーシアード ブタペスト

10000m 28'26"03 山中　秀仁 (日本体育大) '13.6.29 ホクレンディスタンスチャレンジ深川大会 深川
110mH 13"72 清水　功一朗 (関西学院大) '21.6.6 布勢スプリント 布勢運動公園
400mH 49"41 小西　勇太 (立命館大) '11.6.26 第79回大阪陸上競技選手権大会 長居

3000mSC 8'52"6 山口　　賢 (大阪体育大) '82.6.13 第35回西日本学生対校選手権大会 瑞穂
10000mW 39'58"21 鈴木　　匠 (順天堂大) '19.12.8 2019長崎陸協競歩大会 佐世保

4×100mR 39"57
坂井・滝本
佐野・濱島

(関西大) '19.10.26 第103回日本陸上競技選手権リレー 北九州

4×400mR 3'08"61
松本・小林
小田原・福田

(大阪市立大) '19.9.14 第88回日本学生対校選手権大会 長良川

ハーフマラソン 1ﾟ02'09 山中　秀仁 (日本体育大) '14.3.2 第17回日本学生ハーフマラソン選手権 立川
20㎞W 1ﾟ20'04 野田　明宏 (明治大) '17.3.19 第11回日本学生20km競歩選手権 能美市営

走高跳 2m25 藤田　渓太郎 (立命館大) '19.5.25 2019台湾国際陸上オープン 台北
棒高跳 5m41 堀田　早人 (中京大) '14.10.25 第６回中京大学土曜競技会 中京大梅村
走幅跳 8m25 森長　正樹 (日本大) '92.5.5 第８回静岡国際陸上 草薙
三段跳 16m51 藤林　献明 (鹿屋体育大) '08.7.6 第21回南部忠平記念陸上 函館
砲丸投 17m66 アツオビン　ジェイソン (福岡大) '21.9.25 第49回九州学生選手権 久留米スポーツセンター

円盤投 53m20 谷口　真太郎 (国士舘大) '16.5.3 第93回日本体育大学競技会 日体大健志台
ハンマー投 71m37 福田　翔太 (日本大) '21.6.26 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居

やり投 76m02 乾　　周也 (関西大) '12.5.13 第89回関西学生対校選手権大会 長居第２
十種競技 7752点 丸山　優真 (日本大) '18.6.16 第102回日本陸上競技選手権混成競技 長野市営

（女子の部）
100m 11"57 青山　華依 (甲南大) '21.8.28 Athlete Night Games in FUKUI 2021 9.98スタジアム
200m 23"91 青山　華依 (甲南大) '21.10.22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居

400m 53"22 石塚　晴子 (東大阪大) '16.5.13 第93回関西学生対校選手権大会 ヤンマースタジアム長居

800m 2'02"71 川田　朱夏 (東大阪大) '18.5.3 第34回静岡国際競技会 静岡スタジアム

1500m 4'16"52 髙松　智美ムセンビ (名城大) '19.6.28 第103回日本陸上競技選手権 博多の森
3000m 8'58"63 髙松　智美ムセンビ (名城大) '18.5.20 ゴールデングランプリ大阪大会 ヤンマースタジアム長居

5000m 15'28"32 大森　菜月 (立命館大) '15.6.28 第99回日本選手権大会 デンカビッグスワンスタジアム

10000m 32'22"08 堀岡　智子 (大阪体育大) '04.5.21 第81回関西学生対校選手権大会 長居第２
100mH 13"18 田中　佑美 (立命館大) '19.8.17 第1回Athlete Night Games in FUKUI 9.98スタジアム
400mH 56"62 米田　知美 (中央大) '12.6.10 第96回日本選手権大会 長居

3000mSC 9'55"01 西出　優月 (関西外国語大) '20.12.4 第104回日本陸上競技選手権・長距離種目 ヤンマースタジアム長居

10000mW 46'38"56 下岡　仁美 (同志社大) '21.10.22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居

4×100mR 45"92
吉田・名倉
正垣・三木

(東大阪大) '12.10.27 第96回日本選手権リレー 日産スタジアム

4×400mR 3'36"67
上山・名倉
新宮・三木

(東大阪大) '12.10.28 第96回日本選手権リレー 日産スタジアム

ハーフマラソン 1ﾟ12'44 柳谷　日菜 (関西大) '20.1.26 第1回関西学生ハーフマラソン選手権大会 大阪
20㎞W 1ﾟ33'43 坂倉　良子 (国士舘大) '99.1.31 第82回日本選手権競歩 神戸

走高跳 1m85 青山　　幸 (中京女子大) '00.4.29 第34回織田記念国際陸上 広島広域
棒高跳 4m10 竜田　夏苗 (武庫川女子大) '13.4.14 兵庫春季記録会 ユニバー
走幅跳 6m24 秦　澄美鈴 (武庫川女子大) '18.6.30 第71回西日本学生対校選手権 沖縄県総合運動公園
三段跳 13m65 河合　栞奈 (大阪成蹊大) '19.9.15 第88回日本学生対校選手権 長良川
砲丸投 16m57 郡　菜々佳 (九州共立大) '17.9.8 第86回日本学生対校選手権 福井
円盤投 59m03 郡　菜々佳 (九州共立大) '19.3.23 第1回九州共立大チャレンジ競技会 九州共立大

ハンマー投 59m04 佐伯　珠実 (立命館大) '15.9.13 第84回日本学生対校選手権 ヤンマースタジアム長居

やり投 59m22 佐藤　友佳 (東大阪大) '12.5.13 第89回関西学生対校選手権 長居第２
七種競技 5367点 シュレスタ　まや (筑波大) '18.5.27 第97回関東学生対校選手権 相模原麻溝公園

日本学生選手権種目
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（男子の部）
100m 10"3 井上　　悟 (清風) '89.9.9 第36回私学大会 長居

10"32 金丸　祐三 (大阪) '05.10.23 第60回国民体育大会 岡山
200m 20"79 金丸　祐三 (大阪) '05.11.3 第27回西日本カーニバル 鞘ケ谷
400m 45"47 金丸　祐三 (大阪) '05.9.19 スーパー陸上 横浜国際
800m 1'48"57 久田　　朔 (桜宮) '21.7.31 第74回全国高校選手権 福井県営
1500m 3'46"92 久田　　朔 (桜宮) '21.7.17 第89回大阪選手権 ヤンマーフィールド長居

5000m 13'56"81 中村　友哉 (大阪桐蔭) '15.12.6 日体大長距離競技会 日体大健志台
（国際） 13'22"40 A・K・マイナ (興國高) '20.7.8 ホクレンディスタンス・チャレンジ第2戦 深川
10000m 29'09"34 小島　慎也 (大阪) '18.12.15 第７回京産大記録会 京産大
（国際） 28'28"93 ンガンガ・ワウエル (興国) '19.10.5 日体大長距離競技会 日体大健志台
110mH 13"93 小池　　綾 (大塚) '21.6.6 布勢スプリント 布勢運動公園
400mH 51"11 山村　貴彦 (清風) '97.10.27 第52回国民体育大会 長居
3000mSC 8'55"75 川上　瑠美梨 (関大北陽) '16.6.18 第69回近畿高校選手権 神戸総合ユニバ記念
5000mW 20'06"87 浜西　　諒 (履正社) '18.12.15 第７回中京大競技会 中京大
10000mW 43'11"74 鈴木　剛史 (生野) '97.9.27 第13回日本ジュニア選手権大会 天童

4×100mR 40"18
長谷川・高木
松原・大原

(大阪) '01.8.4 第54回全国高校選手権 熊本

40"18
深川・浜田
藤井・首藤

(大阪) '19.6.13 第72回近畿高校選手権 ヤンマースタジアム長居

4×400mR 3'10"31
青野・田中利
田中夏・松宮

(清風) '98.8.5 第51回全国高校選手権 丸亀

走高跳 2m18 江頭　　亮 (大塚) '19.7.26 東大阪市7月記録会 花園
棒高跳 5m20 堀田　早人 (東大阪大柏原) '12.8.12 国体代表選考会 長居第２
走幅跳 7m96 森長　正樹 (太成) '89.11.3 西日本カーニバル 北九州
三段跳 15m82 田中　宏祐 (摂津) '19.9.8 第87回近畿選手権 ヤンマーフィールド長居

砲丸投
（6.0kg） 19m28 アツオビン　ジェイソン (大阪桐蔭) '20.11.3 奈良市陸協記録会 鴻ノ池
砲丸投
（12P） 19m00 井元　幸喜 (都島工) '03.6.6 第56回大阪高校選手権 長居第２
円盤投
（1.75kg） 50m35 楢崎　雅文 (登美丘) '08.10.18 第24回日本ジュニア選手権大会 コカ・コーラウエスト

円盤投
（1.5kg） 56m23 角谷　正義 (大体大浪商) '05.9.17 第38回近畿高校総体 皇子山
ハンマー投
（6.0kg） 66m66 福田　翔大 (大阪桐蔭) '18.10.21 第34回U20日本選手権 瑞穂
やり投 71m47 中村　健太郎 (清風南海) '19.8.18 第66回私学大会 ヤンマーフィールド長居

八種競技 6214点 丸山　優真 (信太) '16.11.12 エブリバディ・デカスロン ウェーブスタジアム

駅伝（42.195㎞） 2ﾟ06'12"
高砂･山口･中村
下野･前田
北﨑･川上

(関大北陽) '15.12.20 第66回全国高校駅伝 京都

10㎞W 41'07" 濱西　　諒 (履正社) '18.2.18 第29回U20選抜競歩 六甲アイランド甲南大周辺

（女子の部）
100m 11"56 青山　華依 (大阪) '21.3.28 日本代表選考トライアル ひなた宮崎
200m 24"00 佐々木　梓 (東大阪大敬愛) '16.8.1 第69回全国高校選手権 岡山県総合
400m 53"30 石塚　晴子 (東大阪大敬愛) '15.7.29 第68回全国高校選手権 紀三井寺公園
800m 2'02"74 川田　朱夏 (東大阪大敬愛) '17.8.1 第70回全国高校対校選手権大会 山形県総合運動公園
1500m 4'17"89 髙松　望ムセンビ (薫英女学院) '15.7.12 ホクレンディスタンスチャレンジ 北見市東陵公園
3000m 8'58"86 髙松　智美ムセンビ (薫英女学院) '16.8.2 第69回全国高校選手権 岡山県総合
5000m 15'44"29 松山　祥子 (薫英女学院) '07.12.8 第３回大阪長距離強化記録会 服部緑地
100mH 13"46 田中　佑美 (関大一) '16.7.23 U20世界選手権 ズジスワフ・クシシュコヴィアク・スタジアム

400mH 57"09 石塚　晴子 (東大阪大敬愛) '15.7.31 第68回全国高校選手権 紀三井寺公園
3000mW 13'20"61 小田　沙也加 (桜宮) '10.7.30 第63回全国高校対校選手権 沖縄総合
5000mW 23'04"32 藤野　　楓 (大阪桐蔭) '20.10.23 全国高校陸上大会 広島広域

4×100mR 45"78
本田・酒井
山本・青山

(大阪) '19.6.14 第72回近畿高校選手権 ヤンマースタジアム長居

4×400mR 3'37"67
戸谷温・川　田
戸谷湧・佐々木

(東大阪大敬愛) '16.8.2 第69回全国高校選手権 岡山県総合

走高跳 1m80 三村　有希 (太成学院) '07.2.11 2007日本ジュニア室内大阪大会 大阪城ホール
棒高跳 3m80 前川　　淳 (大塚) '17.5.13 東大阪市５月記録会 花園中央公園

椎葉　実生 (大塚) '17.10.7 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園
走幅跳 6m17 北田　莉亜 (摂津) '17.9.2 第85回近畿選手権 三木総合防災運動公園

三段跳 12m92 村山　　梢 (初芝) '95.11.3 浜松中日カーニバル 浜松
砲丸投 15m70 郡　菜々佳 (東大阪大敬愛) '15.10.5 第70回国民体育大会 紀三井寺公園
円盤投 51m25 郡　菜々佳 (東大阪大敬愛) '16.3.31 第４回奈良県北大和記録会 鴻ノ池
ハンマー投 53m01 奥井　小晴 (近大附) '18.8.5 第71回全国高校選手権 瑞穂
やり投 57m31 佐藤　友佳 (東大阪大敬愛) '10.7.29 第63回全国高校対校選手権 沖縄総合
七種競技 5361点 シュレスタ　まや (東大阪大敬愛) '16.6.12 第32回日本ジュニア選手権混成競技 長野市営

駅伝（21.0975㎞） 1ﾟ07'24"
嵯峨山・髙松
村尾・中島・竹内

(薫英女学院) '16.12.27 第28回全国高校女子駅伝 京都

3000mSC 10'35"62 矢野　由佳 (星翔) '10.6.27 第78回大阪陸上競技選手権 長居
10000mW 49'06"91 吉川　春菜 (星翔) '15.7.16 ホクレンディスタンスチャレンジ 網走市運動公園

100m+200m+300m+400mR 2'12"38
阪口・板垣
﨑山・米田

(東大阪大敬愛) '06.10.22 第24回レディース陸上 広島総合

5㎞W 23'13" 華岡　みか (星翔) '08.1.27 日本ジュニア選抜競歩 神戸
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（男子の部）
100m 10"4 桑田　隆史 (寝屋川四) '88.7.29 第13回大阪中学選手権 万博記念

10"74 桑田　隆史 (寝屋川四) '88.10.29 第19回ジュニアオリンピック 国立
10"74 寺澤　大地 (吹田一) '18.8.6 第67回近畿中学総体 万博記念

200m 21"58 桑田　隆史 (寝屋川四) '88.8.20 第15回全日本中学選手権 郡山
400m 49"51 野田　滉二 (登美丘) '07.10.27 第38回ジュニアオリンピック 日産スタジアム
800m 1'54"68 前田　陽向 (山田東) '18.8.20 第45回全日本中学選手権 岡山シティライトスタジアム

1500m 4'04"99 林　　秀行 (大宮) '93.8.18 第20回全日本中学選手権 神戸ユニバー
3000m 8'31"88 渡辺　真一 (長野西) '91.10.25 第22回ジュニアオリンピック 国立
110mH（914㎜） 13"96 尾形　成梧 (茨木南) '20.11.3 万博アスリート記録会 万博記念
低学年
4×100mR
（単　　独）

45"00
栗田・白石
青山・山中

(咲くやこの花) '17.10.10 大阪市オータムチャレンジ ヤンマーフィールド長居

共通
4×100mR
（単　　独）

42"68
白石･山中
栗田･オコーリオビンナ

(咲くやこの花) '18.8.20 第45回全日本中学選手権 岡山シティライトスタジアム

4×200mR
（単　　独）

1'31"06
北原・米ヶ田
西岡・桑　田

(寝屋川四) '88.8.21 第15回全日本中学選手権 郡山

走高跳 2m04 小池　　稜 (金岡南) '18.10.12 第49回ジュニアオリンピック 日産スタジアム
棒高跳（室内） 4m50 岸本　宏平 (松虫) '02.2.11 日本ジュニア室内大阪 大阪城ホール
棒高跳（屋外） 4m42 中村　　命 (三稜) '04.9.12 ジュニアオリンピック挑戦記録会 万博記念
走幅跳 7m40 和田　晃輝 (樟葉西) '16.9.18 第25回枚方市秋季選手権 枚方
三段跳 14m47 森永　敏啓 (交野三) '84.10.14 第38回大阪中学総体 服部緑地
砲丸投（5.0㎏） 16m61 中村　健太郎 (清風南海) '16.8.7 第65回近畿中学総体 紀三井寺
円盤投（1.5kg） 45m74 中村　健太郎 (清風南海) '16.9.11 ジュニアオリンピック挑戦記録会 万博記念
四種競技 2969点 小池　　稜 (金岡南) '18.8.20 第45回全日本中学選手権 岡山シティライトスタジアム

三種競技A 3171点 徳川　峰樹 (本庄) '88.8.20 第15回全日本中学選手権 郡山
三種競技B 3339点 左近充　　進 (中百舌鳥) '89.8.20 第16回全日本中学選手権 松江
2000m 5'47"39 渡辺　共則 (河南) '90.10.13 第21回ジュニアオリンピック 草薙
5000m 14'55"5 西池　和人 (豊中十一) '07.12.9 京都陸協記録会 西京極補助
110mJH 14"37 山中　大輝 (咲くやこの花) '18.10.14 第49回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

１年4×100mR 45"84
オコーリオビンナ･山中
栗田・菅沼

(咲くやこの花) '16.11.19 豊中陸協11月記録会② 服部緑地

共通
4×100mR
（選　　抜）

42"42
田中・勝瀬
渡部・寺坂

(大阪府) '11.10.28 第42回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

4×200mR
（選　　抜）

1'30"8
北原・山口
米ヶ田・桑田

(寝屋川市) '88.9.4 第42回大阪府総体 服部緑地

砲丸投（4.0㎏） 18m84 橋口　徳治 (松虫) '01.3.31 奈良・北和記録会 鴻ノ池
砲丸投（5.45㎏） 15m90 橋口　徳治 (松虫) '00.8.30 大阪市中学校記録会 長居第２

（女子の部）
100m 11"97 酒井　日菜美 (島本一) '18.5.6 第５回木南道孝記念陸上 ヤンマースタジアム長居

200m 24"35 島田　幸羽 (咲くやこの花) '21.7.18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

800m 2'10"7 深尾　真美 (吹田六) '76.6.6 第60回日本陸上競技選手権 国立
1500m 4'19"96 髙松　智美ムセンビ (薫英女学院) '14.6.28 第82回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

100mJH（762㎜/8.0m） 13"77 上田　　繭 (住吉一) '08.8.21 第35回全日本中学選手権 東北電力ビックスワン

低学年
4×100mR
（単　　独）

49"70
國松・岸本
島田・中道

(咲くやこの花) '19.10.19 大阪市民カーニバル ヤンマーフィールド長居

共通
4×100mR
（単　　独）

47"81
今岡・島田
上村・岸本

(咲くやこの花) '21.8.20 第48回全日本中学校選手権 笠松運動公園

走高跳 1m77 津田　シェリアイ (今市) '11.6.4 大阪市春季総体 長居第２
走幅跳 5m84 竹内　真弥 (長瀬) '13.7.5 第59回通信陸上 長居
砲丸投（2.72㎏） 16m46 日夏　涼香 (三稜) '18.3.29 豊中市陸協3月記録会 服部緑地
円盤投 39m75 吉留　明夏里 (今市) '10.10.23 第41回ジュニアオリンピック 日産スタジアム
四種競技 3030点 津田　妃茉里 (三稜) '19.8.24 第46回全日本中学校選手権 ヤンマースタジアム長居

三種競技A 3076点 松井　由美子 (高槻三) '76.8.14 第３回全日本中学選手権 国立
三種競技B 3368点 乾　　佳江 (庭代台) '00.6.18 第４回記録会 万博記念
400m 58"67 藤原　夕規子 (吹田五) '93.6.27 第61回大阪選手権 長居第２
1000m 2'54"5 田村　美穂 (吹田一) '81.11.1 第12回ジュニアオリンピック 国立
3000m 9'13"43 髙松　望ムセンビ (薫英女学院) '12.10.28 第43回ジュニアオリンピック 日産スタジアム
5000m 16'22"0 石井　千佳 (青山台) '89.11.11 大阪陸協女子長距離記録会 万博記念
100mYH（762㎜/8.5m） 13"74 岸本　礼菜 (咲くやこの花) '21.9.5 第52回U16陸上競技大会挑戦記録会 万博記念
1年
4×100mR

49"91
上村・岸本
今岡・島田

(咲くやこの花) '19.11.3 茨木市陸上競技11月記録会 万博記念

共通
4×100mR
（選　　抜）

47"68
細川・川崎
山本・西尾

(大阪府) '12.10.28 第43回ジュニアオリンピック 日産スタジアム

砲丸投（4.0㎏） 13m60 日夏　涼香 (三稜) '17.10.9 第72回国民体育大会 愛媛県総合運動公園
棒高跳 3m52 坂内　祭莉 (白鷺) '19.6.9 第４回記録会 万博記念
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大阪陸上競技歴代十傑    2021年12月31日現在

○世……当時の世界記録
○日……当時の日本記録
 日……………日本記録

（男子の部）
◎　100m
1.  9"98 小池　祐貴 （住友電工） 2019
2. 10"01 多田　修平 （住友電工） 2021
3. 10"02 朝原　宣治 （大阪ガス） 2001
4. 10"12 坂井隆一郎 （関西大） 2019
5. 10"14 江里口匡史 （大阪ガス） 2011
6. ○日 10"20 井上　　悟 （日本大） 1991
7. 10"22 川上　拓也 （大阪ガス） 2019
8. 10"30 橋本　尚輝 （京都産業大） 2021
9. 10"32 金丸　三 （大阪高） 2005
9. 10"32 宮内　和哉 （関西大） 2021

◎　200m
20"24 小池　祐貴 （住友電工） 2019

2. 20"39 朝原　宣治 （大阪ガス） 1997
3. 20"60 猶木　雅文 （大阪ガス） 2018
4. 20"65 笠谷　洸貴 （近畿大） 2020
5. 20"69 金丸　三 （法政大） 2006
6. 20"70 橋本　尚輝 （京都産業大） 2021
7. ○日 20"72 井上　　悟 （日本大） 1993
8. 20"72 植本　尚輝 （京都産業大） 2019
9. 20"74 鈴木　泰地 （日本大） 2018
10. 20"80 江里口匡史 （大阪ガス） 2012

◎　400m
1. 45"03 山村　貴彦 （日本大） 2000
2. 45"16 金丸　三 （法政大） 2009
3. 45"26 小坂田　淳 （大阪ガス） 2001
4. 45"44 森田　真治 （同志社大） 1999
5. 45"88 邑木　隆二 （法政大） 2001
6. 45"89 山口　有希 （大阪ガス） 2006
7. 46"02 鈴木　泰地 （日本大） 2018
8. 46"08 木村　　淳 （大阪ガス） 2018
9. 46"10 河内　光起 （大阪ガス） 2021
10. 46"26 東　　佳弘 （関西大） 2012



◎　800m
1. 1'47"61 花村　拓人 （関西学院大） 2018
2. 1'47"81 口野　武史 （日本体育大） 2007
3. 1'48"25 田中　智則 （近畿大） 2015
4. 1'48"57 久田　　朔 （桜宮高） 2021
5. 1'48"73 三木　秀斗 （関西学院大） 2019
6. 1'49"10 松井　一樹 （日本大） 2012
6. 1'49"1 植田　悠貴 （神戸大） 2017
8. 1'49"2 水野　一良 （大阪ガス） 1971
9. 1'49"32 水間　洋太 （関西学院大） 2014
10. 1'49"37 亀坂　晃司 （大阪市大） 2014

◎　1500m
1. 3'41"52 森川　裕之 （大阪府警） 2006
2. 3'42"15 広瀬　大貴 （大阪ガス） 2015
3. 3'42"69 監物　稔浩 （NTT西日本） 2015
4. ○日 3'42"7 水野　一良 （大阪ガス） 1971
5. 3'42"84 岡﨑　達郎 （大阪ガス） 2015
6. 3'43"89 今﨑　俊樹 （大阪ガス） 2015
7. 3'44"33 岩崎　祐也 （大阪ガス） 2021
8. 3'44"61 熊崎　健人 （帝京大） 2014
9. 3'44"69 Ａ・Ｋ　マイナ （興國高） 2019
10. 3'45"30 石井　優樹 （ＮＴＴ西日本） 2021

◎　5000m
1. 13'22"40 Ａ・Ｋ　マイナ （興國高） 2020
2. 13'28"72 Ｐ・Ｍ　ワンブィ （ＮＴＴ西日本） 2019
3. 13'31"13 Ｎ・ワウエル （興國高） 2019

4. 13'35"94 野中　優志 （大阪ガス) 2021
5. 13'37"59 熊谷　勝仁 （ダイエー） 1991
6. 13'37"99 小林　歩 （駒沢大) 2021
7. 13'42"59 広瀬　大貴 （大阪ガス） 2015
8. 13'43"49 石井　優樹 （ＮＴＴ西日本） 2021
9. 13'43"80 中山　竹通 （ダイエー） 1985
10. 13'44"55 小松　巧弥 （ＮＴＴ西日本） 2019

◎　10000m
1. ○日 27'35"33 中山　竹通 （ダイエー） 1987
2. 27'44"22 Ｐ・Ｍ　ワンブィ （ＮＴＴ西日本） 2019

3. 27'58"38 野中　優志 （大阪ガス) 2021
4. 28'06"05 松尾　淳之介 （ＮＴＴ西日本） 2021
5. 28'08"27 小林　歩 （ＮＴＴ西日本） 2021
6. 28'10"57 大塚　倭 （ＮＴＴ西日本） 2021
7. 28'12"14 坂東　剛 （大阪ガス） 2021
8. 28'13"83 Ｏ・Ｄ・ニャイロ （ＮＴＴ西日本） 2021
9. 28'14"92 大坪　隆誠 （大阪府警） 2005
10. 28'16"20 熊谷　勝仁 （ダイエー） 1990



◎　110mH
1. 13"71 河嶋　亮太 （旭油業株式会社）2021
2. 13"72 清水　功一朗 （関西学院大） 2021
3. 13"76 モーゼス夢 （国際武道大） 2009
4. 13"81 札場　大輝 （国際武道大） 2015
5. 13"82 吉間　海斗 （ISAparty） 2021
6. 13"83 三田　恭平 （立命館大） 2012
7. 13"88 桐山　範大 （同志社大） 2014
8. 13"89 萩尾　竜也 （京都産業大） 2018
9. 13"90 浅見　公博 （ニシ・スポーツ）1997
9. 13"90 川村　直也 （筑波大） 2018
9. 13"90 丸山　優真 （日本大） 2018

◎　110mH（電＋手）
1. 13"71 河嶋　亮太 （旭油業株式会社）2021
2. 13"72 清水　功一朗 （関西学院大） 2021
3. 13"76 モーゼス夢 （国際武道大） 2009
4. 13"81 札場　大輝 （国際武道大） 2015
5. 13"82 吉間　海斗 （ISAparty） 2021
6. 13"83 三田　恭平 （立命館大） 2012
7. 13"88 桐山　範大 （同志社大） 2014
8. 13"89 萩尾　竜也 （京都産業大） 2018
9. 13"90 浅見　公博 （ニシ・スポーツ）1997
9. 13"90 川村　直也 （筑波大） 2018
9. 13"90 丸山　優真 （日本大） 2018
9. 13"9 小苗　久信 （順天堂大） 1991

◎　400mH
1. 48"69 爲末　　大 （大阪ガス） 2002
2. 49"41 小西　勇太 （立命館大） 2011
3. 49"45 吉田　和晃 （大阪ガス） 2014
4. 50"05 畑浦　佑亮 （同志社大） 2020
5. 50"41 小林　　稔 （日本大） 2000
6. 50"46 大塚　光雄 （大阪体育大） 2005
7. 50"59 高橋　祐満 （近畿大） 2016
8. 50"66 山岡　広和 （日本大） 2009
8. 50"66 福田　将大 （大阪市立大） 2019
10. 50"67 大串　弦徳 （日本大） 2021

◎　3000mSC
1. 8'39"8 金田　　剛 （ダイエー） 1984
2. 8'40"23 末山　貴文 （NTT西日本） 2012
3. 8'42"32 牧　　良輔 （大阪ガス） 2009
4. 8'42"52 道浦　　誠 （ダイエー） 1992
5. 8'45"18 山本　敏之 （NTT関西） 1997
6. 8'50"22 須崎　乃亥 （東海大） 2018
7. 8'50"65 渡瀬　智康 （NTT関西） 1988
8. 8'51"09 伐栗　直樹 （大阪府警） 1997
9. 8'51"4 西内　克己 （電電近畿） 1980
10. 8'52"6 山口　　賢 （大阪体育大） 1982



◎　ハーフマラソン
1. 1ﾟ00"12 Ｐ・Ｍ　ワンブィ （ＮＴＴ西日本) 2021
2. 1ﾟ00"58 野中　優志 （大阪ガス) 2020
3. 1ﾟ01"03 坂東　剛 （大阪ガス) 2020
4. 1ﾟ01'34 藤山　悠斗 （大阪府警） 2021
5. 1ﾟ01'38 山本　翔馬 （ＮＴＴ西日本） 2019
6. 1ﾟ01'43 小松　巧弥 （ＮＴＴ西日本） 2020
7. 1ﾟ01'55 大坪　隆誠 （大阪府警） 2005
8. 1ﾟ01"58 辻横　浩輝 （大阪ガス) 2020
9. 1ﾟ02"06 呑村　大樹 （神奈川大) 2020
10. 1ﾟ02"07 谷原　先嘉 （大阪府警) 2020

◎　マラソン
1. ○日 2ﾟ08'15 中山　竹通 （ダイエー） 1985
2. 2ﾟ08'36 大崎　悟史 （ＮＴＴ西日本） 2008
3. 2ﾟ09"15 谷原　先嘉 （大阪府警) 2021
4. 2ﾟ09'18 山本　翔馬 （ＮＴＴ西日本） 2020
5. 2ﾟ09'31 竹ノ内佳樹 （ＮＴＴ西日本） 2020
6. 2ﾟ09"34 Ｏ・Ｄ・ニャイロ （ＮＴＴ西日本） 2021
7. 2ﾟ10'12 方山　利哉 （ＮＴＴ西日本） 2005
8. 2ﾟ10'26 小指　　徹 （ダイエー） 1991
9. 2ﾟ10'59 仙内　　勇 （ダイエー） 1988
10. 2ﾟ11'29 泉　　宣広 （ダイエー） 1992

◎ 5000ｍＷ
1. 19'31"64 濱西　　諒 （明治大） 2019
2. 19'59"20 野田　明宏 （明治大） 2015
3. 20'07"28 鈴木　　匠 （順天堂大） 2019
4. 20'08"69 森田　　靖 （興國高） 2015
5. 20'19"71 奥野　　達 （清風高） 2020
6. 20'21"59 種岡　孝介 （山梨学院大） 2018
7, 20'30"07 鈴木　剛史 （生野高） 1997
8. 20'31"3 倉田　吉之 （NTT関西） 1990
9. 20'32"16 三好　世真 （同志社大） 2021
9. 20'43"5 渕田　秀治 （JR西日本） 1990

◎ 10000ｍＷ
1 39'58"21 鈴木　　匠 （順天堂大） 2019
2 40'00"09 野田　明宏 （明治大） 2015
3 40'12"38 濱西　　諒 （明治大） 2021
4 40'31"41 小池　昭彦 （日立製作所） 2000
5 40'47"66 森田　　靖 （龍谷大） 2017
6 41'21"68 種岡　孝介 （山梨学院大） 2018
7 41'47"38 中　　優介 （福井工業大） 2019
8. 41'47"93 三好　世真 （同志社大） 2021
9 41'59"58 植田　孝啓 （龍谷大） 2017
10 42'03"58 嘉瀬井　毅 （国士舘大） 1997



◎ 20kｍＷ
1 1ﾟ20'04 野田　明宏 （明治大） 2017
2 1ﾟ20'16 小池　昭彦 （日立製作所） 2000
3 1ﾟ22'34 濱西　　諒 （明治大） 2021
4 1ﾟ22'56 鈴木　　匠 （順天堂大） 2019
5 1ﾟ25'10 嘉瀬井　毅 （大阪陸協） 2000
6 1ﾟ25'43 渕田　秀治 （JR西日本） 1993
7 1ﾟ25'45 中　　優介 （福井工業大） 2019
8. 1ﾟ26'24 尾崎　敏之 （追手門学院大） 2003
9 1ﾟ26'39 山本　陽平 （日本体育大） 2010
10 1ﾟ27'01 植田　孝啓 （龍谷大） 2019

◎ 50kmＷ
1 3ﾟ50'14 小池　昭彦 （日立製作所） 1999
2 4ﾟ07'57 田中　達也 （満天クラブ） 2018
3 4ﾟ11'07 陶山　俊三 （大阪市役所） 1996
4 4ﾟ17'36 木村　剛輔 （明治大） 2000
5 4ﾟ21'54 案納　正幸 （タマノイ酢） 2008
6 4ﾟ23'19 尾崎　敏之 （大阪陸協） 2003
7 4ﾟ25'01 新藤　　誠 （大阪ガス） 1989
8. 4ﾟ29'22 山地　繁信 （大阪ガス） 1989
9 4ﾟ31'57 浦川　正博 （大阪ガス） 1989
10 4ﾟ33'08 国本　寛冴 （びわスポ大） 2013

◎　走高跳
1. 2m28 藤田渓太郎 （佐竹AC） 2020
2. 2m24 土屋　　光 （筑波大） 2006
3. 2m22 佐藤　　凌 （東大阪大柏原高）2015
4. 2m21 氏野　修次 （順天堂大） 1981
5. 2m20 苗田　益彦 （順天堂大） 1985
6. 2m19 東　直輝 （立命館大） 2018
7. 2m18 江頭　亮 （大塚高） 2019
8. 2m17 牧野　卓也 （大阪ガス） 1989
8. 2m17 滝野　大樹 （天理大） 2014
8. 2m17 坂井　宏和 （東海大仰星高） 2018

◎　棒高跳
1. 5m41 堀田　早人 （中京大） 2014
2. 5m35 舩津　哲史 （筑波大） 1993
3. 5m30 中村　　命 （チームマル籠） 2012
4. 5m21 渡辺　宥磨 （日本大） 2020
5. 5m20 藤居　大喜 （関西学院大） 2012
5. 5m20 日置　健也 （関西学院大） 2013
5. 5m20 渡辺隆太郎 （中央大） 2018
8. 5m10 金子　尚弘 （東大阪大柏原高）2009
8. 5m10 吉村　拓真 （中央大） 2018
8. 5m10 渡辺　宥磨 （日本大） 2019
8. 5m10 山方　諒平 （大阪陸協） 2019
8. 5m10 井上　貴明 （関西学院大） 2019
8. 5m10 野村　元将 （大阪国際大） 2021



◎　走幅跳
1. 〇日 8m25 森長　正樹 （日本大） 1992
2. 8m20 寺野　伸一 （サンクラブ） 2004
3. 8m10 朝原　宣治 （大阪ガス） 1997
4. 8m09 荒川　大輔 （同志社陸友会） 2008
5. ○世 ○日 7m98 南部　忠平 （美津濃） 1931
6. 7m91 足達　一馬 （関西学院大） 2020
7. 7m89 舞永　夏稀 （太成学院大高） 2020
8. 7m88 成定　駿介 （関学大） 2016
9. 7m87 西海　　亮 （順天堂大） 2012
10. 7m79 田中　隆太郎 （順天堂大） 2021

◎　三段跳
1. 16m51 藤林　献明 （鹿屋体育大） 2008
2. 16m27 原田　睦希 （立命館大） 2017
3. 16m21 髙橋　佑悟 （立命館大） 2014
4. 16m17 斎田将之介 （関西学院大） 2016
5. 16m16 下　　　哲 （早稲田大） 1963
6. 16m13 川幡　俊行 （明海大） 2003
7. 16m08 花谷　　昴 （大阪ガス） 2012
8. 16m05 岡田　直之 （日本大） 2014
9. 15m94 川上　博之 （中央大） 2011
10. 15m91 宮田　弘輝 （関西大） 2016

◎　砲丸投
1. 17m66 アツオビン・ジェイソン （福岡大） 2021
2. 17m94 村川　洋平 （泉大津AC） 2004
3. 17m25 鈴木　孝尚 （大体大TC） 2012
4. 16m86 井元　幸喜 （日本大） 2007
5. 16m51 福田　翔大 （日本大） 2021
6. 16m50 大坂　将央 （東海大） 2014
7. 16m42 池川　哲史 （順天堂大） 1981
8. 16m35 内田　　弥 （中央大） 1990
9. 16m29 岩崎　正徳 （大体大TC） 2012
10. 16m09 梅野　和哉 （柏原高職クラブ）2000

◎　円盤投
1. 53m20 谷口真太郎 （国士館大） 2016
2. 51m43 趙　　思野 （国士館大） 2016
3. 50m88 谷口兼次郎 （東海大） 2016
4. 50m54 大谷　　亮 （筑波大） 2004
5. 49m38 日下　隆晃 （福岡大） 2017
6. 48m55 安野　勝寿 （大阪体育大T&F）1999
7. 48m16 的場　　透 （国士館大） 1981
8. 48m06 村川　洋平 （筑波大） 2003
9. 47m94 池川　哲史 （順天堂大） 1981
10. 47m90 竹村　龍星 （天理大） 2020



◎　ハンマー投
1. 71m37 福田　翔大 （日本大） 2021
2. 67m48 塩野　寿和 （茗友クラブ） 1988
3. 66m79 田中　　透 （鹿屋体育大） 2010
4. 64m83 堀　　健斗 （順天堂大） 2015
5. 64m76 金原　裕太 （京都産業大） 2015
6. 64m73 松原　拓矢 （日本大） 2018
7. 63m92 吉野　健太朗 （大阪陸協） 2021
8. 62m57 池田真佐夫 （筑波大） 2016
9. 62m46 井上　直樹 （京都産業大） 1994
10. 61m36 荒木　久徳 （大阪体育大） 2014

◎　やり投（新規格……1986年以降）
1. 77m50 中西　啄真 （大体大TC） 2021
2. 76m75 長谷川鉱平 （大体大TC） 2014
3, 76m64 池田　　晃 （大阪ガス） 1992
4. 76m36 亀井　綾介 （ニコニコのり） 2020
5. 76m02 高力　裕也 （大体大TC） 2012
5. 76m02 乾　　周也 （関西大） 2012
7. 75m61 﨑山　雄太 （日本大） 2018
8. 74m13 谷場　雅之 （大阪学院大） 2017
9. 73m30 村上　幸史 （テック株式会社）2018
10. 72m90 平岡　秀樹 （豊能町役場） 1996

◎　十種競技（やり投新規格……1986年度以降）
1. 7752点 丸山　優真 （日本大） 2018
2. 7609点 池田　大介 （日本大） 2007
3. 7514点 辻井　亮太 （トータルスポーツ）2011
4. 7412点 森本　公人 （ダイサン） 2018
5. 7253点 森口　諒也 （東海大） 2021
6. ○日 7239点 古城　　健 （茗友クラブ） 1987
7. 7097点 鈴木　亮太 （michikana.tv） 2010
8. 7079点 伊佐　嘉矩 （大阪教育大） 2016
9. 7055点 宮川　洋也 （大阪体育大AC） 2002
10. 7050点 北野　貴士 （関西学院大） 2015



（女子の部）
◎　100m
1. ○日 11"48 北田　敏恵 （大阪体育大T＆F） 1996
2. 11"56 青山　華依 （大阪高） 2021
3. 11"57 御家瀬　緑 （住友電工） 2021
4. 11"69 西尾　香穂 （甲南大） 2018
5. 11"74 佐々木　梓 （東大阪大敬愛高） 2016
6. 11"75 中村　水月 （大阪成蹊ＡＣ） 2018
7. 11"79 加茂有希子 （大阪国際大AC） 2005
8. 11"79 竹内　真弥 （日本女子体育大） 2019
9. 11"81 檀上明日香 （生野高） 2017
10. 11"82 三木　汐莉 （東大阪大） 2012

◎　200m
1. ○日 23"73 北田　敏恵 （大阪体育大T＆F） 1996
2. 23"91 青山　華依 （甲南大） 2021
3. 23"95 青山　聖佳 （大阪成蹊AC） 2021
4. 23"98 三木　汐莉 （東大阪大） 2012
5. 24"00 佐々木　梓 （東大阪大敬愛高） 2016
6. 24"06 西尾　香穂 （甲南大） 2018
7. 24"08 村上　ひかる （関大一高） 2018
8. 24"12 木村　瑞穂 （甲南大） 2017
9. 24"15 長濵　弘実 （関西学院大） 2009
10. 24"16 中村　水月 （大阪成蹊ＡＣ） 2018

◎　400m
1. 52"60 青山　聖佳 （大阪成蹊学園職） 2021
2. 53"22 石塚　晴子 （東大阪大） 2016
3. 53"50 川田　朱夏 （東大阪大） 2018
4. 53"66 新宮　美歩 （東大阪大） 2012
5. 54"20 上山美紗喜 （東大阪大） 2013
5. 54"20 大西　愛永 （東大阪大敬愛高） 2018
7. 54"26 山本　知代 （立命館大） 2001
8. 54"27 河内　瀬桜 （東大阪大敬愛高） 2021
9. 54"32 木本　彩葉 （東大阪大敬愛高） 2014
10. 54"63 西田　美菜 （立命館大） 2017

◎　800m
1. 2'02"71 川田　朱夏 （東大阪大） 2018
2. 2'04"35 竹澤　涼子 （大阪陸協） 1998
3. 2'05"47 新宮　美歩 （東大阪大） 2012
4. 2'06"47 横瀬彩也香 （東大阪大敬愛高） 2008
5. 2'06"79 宮出　彩花 （東大阪大敬愛高） 2017
6. 2'06"93 戸谷　温海 （東大阪大敬愛高） 2016
7. 2'06"98 石塚　晴子 （東大阪大敬愛高） 2015
8. 2'07"47 大宅　　楓 （日体大） 2015
9. 2'07"69 新井　文子 （三田工業） 1994
10. 2'07"75 高橋　満里 （東大阪大敬愛高） 2009



◎　1500m
1. 4'11'34 荻谷　楓 （エディオン） 2021
2. 4'14"56 八嶋あつみ （日本生命） 1994
3. ○日 4'15"38 新井　文子 （三田工業） 1989
4. 4'16"52 髙松智美ムセンビ （名城大） 2019
5. 4'17"89 髙松望ムセンビ （薫英女学院高） 2015
6. 4'18"74 井上ひとみ （三田工業） 1988
7. 4'20"03 下田平　渚 （ダイハツ） 2021
8. 4'20"44 渡部　博子 （京都教育大） 1990
9. 4'20"56 西出　優月 （関西外国語大） 2021
10. 4'21"12 明貝　菜乃羽 （薫英女学院高） 2021

◎　3000m
1. 8'58'57 荻谷　楓 （エディオン） 2021
2. 8'58"63 髙松智美ムセンビ （名城大） 2018
3. 9'01"58 髙松望ムセンビ （薫英女学院高） 2014
4. 9'02"62 石井　千佳 （成蹊女高） 1991
5. 9'04"64 八嶋あつみ （日本生命） 1994
6. 9'05"6 J・ティネガ （ダイハツ） 2008
7. 9'06"06 松尾　幸子 （ダイハツ） 2004
8. 9'07"56 T・ジュリア （ダイハツ） 2006
9. 9'08"23 松田　瑞生 （薫英女学院高） 2013
10. 9'08'09 細田　あい （エディオン） 2021

◎　5000m
1. 14'59'36 荻谷　楓 （エディオン） 2021
2. ○日 15'14"77 八嶋あつみ （日本生命） 1995
3. 15'20"58 山中美和子 （ダイハツ） 2002
4. 15'20"94 大越　一恵 （ダイハツ） 2003
5. 15'22"87 木﨑　良子 （ダイハツ） 2011
6. 15'25"25 J・ティネガ （ダイハツ） 2006
7. 15'26"76 髙松智美ムセンビ （名城大） 2018
8. 15'27"81 加世田　梨花 （ダイハツ） 2021
9. 15'28"05 細田　あい （エディオン） 2021
10. 15'28"32 大森　菜月 （立命館大） 2015

◎　10000m
1. 31'24"00 大越　一恵 （ダイハツ） 2003
2. 31'32"10 山中美和子 （ダイハツ） 2003
3. 31'38"71 木﨑　良子 （ダイハツ） 2010
4. 31'39"32 細田　あい （エディオン） 2021
5. 31'39"41 松田　瑞生 （ダイハツ） 2017
6. 31'50"97 岩本　靖代 （日本生命） 2001
7. 31'53"22 中里　麗美 （ダイハツ） 2010
8. 32'03"43 前田　彩里 （ダイハツ） 2014
9. 32'06"34 細田　あい （ダイハツ） 2019
10. 32'06"79 岡　小百合 （ダイハツ） 2013



◎　100mH
1. 日12"87 寺田　明日香 （ジャパンクリエイト） 2021
2. 13"17 小林　尚子 （森永製菓） 1996
3. 13"18 田中　佑美 （立命館大） 2019
4. 13"30 竹内　真弥 （チームミズノ） 2021
5. 13"54 上田　　繭 （大阪成蹊大） 2015
6. 13"57 安井　彩奈 （大阪成蹊大） 2018
7. 13"67 古賀みどり （薫英女学院高） 2001
8. 13"71 浅田　智美 （大阪体育大） 1995
8. 13"71 中村　麗奈 （大阪高） 2015
10. 13"73 片岡　咲葵 （大阪体育大） 2017

◎　400mH
1. 56"21 米田　知美 （中央大） 2012
2. 56"75 石塚　晴子 （東大阪大） 2016
3. 56"92 三木　汐莉 （東大阪大） 2011
4. 57"89 王子田　萌 （立命大） 2016
5. 58"01 河内　瀬桜 （東大阪大敬愛高） 2021
6. 58"09 田和　りな （東大阪大敬愛高） 2019
7. 58"26 小坂田美恵 （大阪ガス） 2004
8. 58"34 工藤　芽依 （立命館大） 2021
9. 58"58 坪田　　愛 （龍谷大） 2007
10. 58"64 水口　萌 （東大阪大敬愛高） 2019

◎　3000mSC
1. 9'59"54 石沢　ゆかり （エディオン） 2019
2. 10'08"30 西出　優月　 （関西外国語大） 2021
3. 10'19"69 明石　伊央 （大阪芸術大） 2016
4. 10'27"66 中新井美波 （大阪学院大） 2013
5. 10'28"49 徳田　夕佳 （大阪体育大） 2009
6. 10'29"78 岸本　由佳 （ロングライフ） 2015
7. 10'30"38 中本　晴佳 （大阪体育大） 2009
8. 10'34"20 本庄　悠紀奈 （筑波大） 2021
9. 10'35"52 小椋　美海 （関西外国語大） 2021
10. 10'37"58 大塚　理子 （大阪体育大） 2014

◎　ハーフマラソン
1. 1ﾟ08'32 松田　瑞生 （ダイハツ） 2021
2. 1ﾟ08'54 山中美和子 （ダイハツ） 2001
3. 1ﾟ08'55 橋本　康子 （日本生命） 2001
4. 1ﾟ09'26 村田　　史 （日本生命） 2000
5. 1ﾟ09'53 大越　一恵 （ダイハツ） 2007
6. 1ﾟ09'55 田鍋　久美 （ダイハツ） 2003
7. 1ﾟ10'03 中里　麗美 （ダイハツ） 2009
8. 1ﾟ10'06 岩本　靖代 （日本生命） 2001
9. 1ﾟ10'16 木﨑　良子 （ダイハツ） 2009
10. 1ﾟ10'18 大森　菜月 （ダイハツ） 2021



◎　マラソン
1. 2ﾟ21'51 松田　瑞生 （ダイハツ） 2021
2. 2ﾟ22'48 前田　彩里 （ダイハツ） 2015
3. 2ﾟ23'34 木﨑　良子 （ダイハツ） 2013
4. 2ﾟ24'28 中里　麗美 （ダイハツ） 2012
5. ○日 2ﾟ26'09 藤村　信子 （ダイハツ） 1994
6. ○日 2ﾟ26'10 浅利　純子 （ダイハツ） 1994
7. 2ﾟ26'26 吉田　光代 （ダイハツ） 1994
8. ○日 2ﾟ27'58 山本　佳子 （ダイエー） 1992
8. 2ﾟ28'38 大森　菜月 （ダイハツ） 2021
10. 2ﾟ28'40 竹本　香奈子 （ダイハツ） 2021

◎　5000mW
1 21'27"52 小西　祥子 （大阪茗友クラブ） 2007
2 21'32"88 三森　理恵 （ヤマハ関西） 1997
3 21'45"38 藤井菜々子 （エディオン） 2021
4 22'10"37 坂倉　良子 （国士舘大） 1998
5 23'04"32 藤野　楓 （大阪桐蔭高） 2020
6 23'06"60 下岡　仁美 （泉陽高） 2019
7 23'21"25 山中　真琴 （星翔高） 2011
8 23'43"58 杉林　歩 （大阪大） 2021
9 23'29"81 小田沙也加 （桜宮高） 2011
10 23'34"00 羽原　実優 （星翔高） 2012

◎　10000mW
1 44'29"56 小西　祥子 （大阪茗友クラブ） 2007
2 44'29"82 三森　理恵 （ヤマハ関西） 2019
3 45'04"59 藤井菜々子 （エディオン） 2019
4 46'38"56 下岡　仁美 （同志社大） 2021
5 47'31"51 福田亜矢子 （国士舘大） 2014
6 47'40"66 羽原　実優 （星翔高） 2011
7 48'16"23 山中　真琴 （星翔高） 2011
8 48'30"10 荒木佑梨子 （星翔高） 2011
9 48'42"80 山岸さくら （関西大） 2013
10 48'50"50 岡本　瑠香 （中京大） 2020

◎　10kmW
1 43'45 三森　理恵 （ヤマハ関西） 1998
2 44'09 小西　祥子 （大阪茗友クラブ） 2007
3 44'40 藤井菜々子 （エディオン） 2019
4 44'54 坂倉　良子 （国士舘大） 1997
5 47'01 福田亜矢子 （国士舘大） 2015
6 47'56 羽原　実優 （星翔高） 2012
7 48'40 華岡　みか （星翔高） 2008
8 49'07 荒木佑梨子 （星翔高） 2012
9 49'28 駒　あや香 （武庫川女子大） 2007
10 50'00 山中　真琴 （星翔高） 2012



◎　20kmW
1 1ﾟ28'58 藤井菜々子 （エディオン） 2019
2 1ﾟ29'39 小西　祥子 （大阪陸協） 2009
3 1ﾟ33'35 三森　理恵 （ヤマハ関西） 1998
4 1ﾟ33'43 坂倉　良子 （国士舘大） 1999
5 1ﾟ35'37 福田亜矢子 （国士舘大） 2015
6 1ﾟ39'48 駒　あや香 （武庫川女子大） 2008
7 1ﾟ41'03 下岡　仁美 （同志社大） 2021
8 1ﾟ41'09 栗原　美香 （大阪教育大） 2000
9 1ﾟ41'25 荒木佑梨子 （星翔高） 2013
10 1ﾟ41'38 山口恵里佳 （大阪教育大） 2012

◎　走高跳
1. 1m92 青山　　幸 （大阪陸協） 2004
2. 1m84 渡邉　有希 （ミライト・テクノロジーズ） 2015
3. 1m83 津田シェリアイ （東大阪大） 2018
4. 1m82 秦　澄美鈴 （武庫川女子大） 2015
5. 1m80 荒瀬美恵子 （住友金属） 1982
6. 1m78 平元　香葉 （天理大） 2015
7. 1m77 武田　頌子 （大阪教育大） 2003
7. 1m77 岩下　美桜 （大阪教育大） 2019
9. 1m76 綛田　和美 （大阪ガス） 1987
9. 1m76 松永　直子 （大阪ガス） 1990
9. 1m76 沢田　美樹 （桜宮高） 1990

◎　棒高跳
1. 4m10 竜田　夏苗 （武庫川女子大） 2013
2. 4m05 前川　　淳 （日本体育大） 2021
3. 3m90 森田　　彩 （MWU Athletics） 2021
4. 3m80 椎葉　実生 （大塚高） 2017
5. 3m75 吉岡　真美 （筑波大） 2003
6. 3m70 中畑美智子 （大阪陸協） 1998
6. 3m70 高須賀　優 （グンゼスポーツ） 2013
6. 3m70 坂本明日香 （武庫川女子大） 2015
6. 3m70 坂田　千奈 （大阪教育大） 2018
6. 3m70 渕上　智晶 （大塚高） 2018

◎　走幅跳
1. 6m28 竹内　真弥 （日本女子体育大） 2019
2. 6m24 秦　澄美鈴 （武庫川女子大） 2018
3. 6m22 河合　栞奈 （大阪成蹊大） 2019
4. 6m18 北田　莉亜 （関西学院大） 2021
5. 6m16 山下　友佳 （立命館大） 2016
6. 6m14 岡田　篤子 （住友金属） 1981
7. 6m13 村山　　梢 （初芝高） 1996
8. 6m12 吉田　花鈴 （摂津高） 2021
9. 6m09 鈴鹿　陽子 （太成高） 1999
10. 6m06 坂東あすか （摂津高） 2016



◎　三段跳
1. 13m65 河合　栞奈 （大阪成蹊大） 2019
2. 13m03 田上　陽菜 （関西大） 2019
3. 12m98 山根　愛以 （ミライト・テクノロジーズ） 2014
4. 12m97 村山　　梢 （中京大） 1997
5. 12m94 清瀬　静佳 （原田教育研究所） 2009
6. 12m91 森本麻里子 （日本女子体育大） 2016
7. 12m83 永山　　優 （大阪成蹊大） 2015
8. 12m78 北田　莉亜 （摂津高） 2019
9. 12m68 宮繁　愛葉 （大体大浪商高） 2021
10. 12m66 和田　茜里 （初芝高） 1999

◎　砲丸投
1. 16m57 郡　菜々佳 （九州共立大） 2017
2. 15m21 進堂　りか （九州共立大） 2019
3. 15m17 広島　愛亜梨 （大阪高） 2019
4. 14m67 阿原　典子 （大体大TC） 2014
5. 14m90 森　友佳 （ニコニコのり） 2018
6. 14m39 讃岐　信子 （中央大） 1981
7. 14m36 高田　法子 （日本大） 1968
8. 14m34 広沢　南奈 （関西大倉高） 2017
9. 14m25 山隅　理香 （薫英高） 1992
9. 14m25 日夏　涼香 （福岡大） 2021

◎　円盤投
1. 日 59m03 郡　菜々佳 （九州共立大） 2019
3. 54m46 辻川美乃利 （筑波大大学院） 2019
2. 50m01 後藤　直美 （京都教育大） 2004
4. 49m10 渡邊　　茜 （東大阪大敬愛高） 2009
5. 48m68 尾野　智子 （筑波大） 1999
6. 47m32 吉留明夏里 （大阪教育大） 2018
7. 46m96 高田　法子 （日本大） 1969
8. 45m73 助永　仁美 （大体大TC） 2012
9. 45m70 中山　和子 （東大阪大） 2015
10. 45m41 中瀬　綺音 （大阪体育大） 2021

◎　ハンマー投（1996年以降）
1. 62m20 浅田　鈴佳 （武庫川女大ク） 2017
2. 59m04 佐伯　珠実 （立命館大） 2015
3. 57m17 佐々木千佳 （九州共立大） 2015
4. 57m06 野田　奈央 （大体大TC） 2009
5. 57m05 青柳　　栞 （大阪体育大） 2019
6. 56m79 瀧川　寛子 （東大阪大） 2016
7. 55m76 田中　美花 （鹿屋体育大） 2014
8. 55m04 池江　葉奈 （九州共立大） 2021
9. 54m67 東　澪 （大体大TC） 2019
10. 54m55 奥井　小晴 （立命館大） 2021



◎　やり投
（新規格……1999年以降）
1. 62m88 森　友佳 （ニコニコのり） 2019
2. 60m86 宮下　梨沙 （薫英女学院教員） 2016
3. 58m93 的場葉瑠香 （大体大TC） 2012
4. 57m07 芝野　弥生 （大阪陸協） 1999
5. 56m79 瀧川　寛子 （東大阪大） 2016
6. 56m67 山内　愛 （長谷川体育施設） 2019
7. 56m01 梶原　美波 （薫英女学院高） 2013
8. 55m59 助永　仁美 （大体大TC） 2013
9. 55m53 岡林つぐみ （大阪高） 2016
10. 55m38 小正　和代 （大阪体育大） 2001
（旧規格）
1. 56m36 芝野　弥生 （大阪体育大） 1996

◎　七種競技（新採点法……1984年度以降）
1. 5367点 シュレスタまや （筑波大） 2018
2. 5317点 伊藤みのり （大阪体育大） 2006
3. 5315点 冨山　朝代 （東大阪市陸協） 2013
4. 5218点 泉谷　莉子 （武庫川女子大） 2019
5. 5156点 水谷　佳歩 （中京大） 2021
6. 5131点 川口　真弥 （大塚高） 2015
7. 5100点 堂本　鈴華 （大塚高） 2019
8. 5073点 山田　紗和子 （東大阪大） 2019
9. 5067点 石田　麻実 （関西学院大） 2010
10. 5046点 水谷　佳歩 （大塚高） 2017



    ●日本新記録（日本最高新記録を含む）
    〇日本タイ記録（日本最高タイ記録を含む）
    ▲大阪新記録
    △大阪タイ新記録

世界記録 10"49 Florence GRIFFITH-JOYNER (USA) 1988
日本記録 11"21 福島 千里（北海道ハイテクAC） 2010

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 11.56* 青山 華依 大阪高 3/28 シレジア世界リレー選手権日本代表選考トライアル ひなた宮崎県総合運動公園
2 11.57* 御家瀬 緑 住友電工 6/6 布勢スプリント兼第35回布勢リレーカーニバル 鳥取県立布勢運動公園陸上競技場
3 11.82* 竹内 真弥 チームミズノ 7/17 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
4 12.02* 西尾 香穂 甲南大職 5/16 第65回関西実業団選手権 ヤンマースタジアム長居
5 12.09* 檀上 明日香 筑波大 8/20 第6回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場
6 12.10* 福田 七海 大塚高 6/13 第91回堺市種目別優勝大会 堺市金岡公園陸上競技場
7 12.12* 寺田 明日香 ジャパンクリエイト 9/25 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
8 12.14* 森脇 奈々 関西外語大 5/20 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

9 12.15* 福谷 結月 茨木高 7/22 大阪高校総合体育大会第1・2地区予選会 大阪府万博記念競技場
9 12.15* 河野 桃々 大阪蒲生中 7/25 第46回大阪中学校選手権 大阪府万博記念競技場
9 12.15* 高橋 茉柚 大阪成蹊女高 10/31 第5回第1地区記録会 豊中市服部緑地陸上競技場

世界記録 21"34 Florence GRIFFITH-JOYNER (USA) 1988
日本記録 22"88 福島 千里（北海道ハイテクAC） 2016

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 23.91* 青山 華依 甲南大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
2 23.95* 青山 聖佳 大阪成蹊ＡＣ 3/28 シレジア世界リレー選手権日本代表選考トライアル ひなた宮崎県総合運動公園
3 24.35* 島田 幸羽 大阪咲くやこの花中 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
4 24.51* 御家瀬 緑 住友電工 9/26 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
5 24.68* 栃尾 陽菜 関大北陽高 4/4 第1回大阪記録会（高校） 万博公園記念競技場
6 24.71* 橋爪 優佳 甲南大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
7 24.82* 福田 七海 大塚高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

8 24.86* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 10/2 東大阪市民競技会 東大阪市花園中央公園多目的競技場

9 24.88* 梅崎 優花 園田学園女大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
10 24.89* 桑原 綾子 大阪成蹊大 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

世界記録 47"60 Marita KOCH (GDR) 1985
日本記録 51"75 丹野 麻美（ナチュリル） 2008

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 52.60* 青山 聖佳 大阪成蹊学園職 9/25 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
2 54.27* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
3 54.46* 川田 朱夏 東大阪大 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場
4 55.23* 工藤 芽衣 立命大 6/5 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
5 56.24* 安藤 百夏 園田学園女大 7/10 第89回兵庫選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 56.25* 栃尾 陽菜 関大北陽高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
7 56.27* 立石 陽菜 大阪成蹊大 8/4 2021年度第1回学連競技会 ヤンマーフィールド長居
8 56.29* 桑原 綾子 大阪成蹊大 6/5 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
9 56.35* 大西 愛永 東大阪大 3/30 第3回奈良県北和記録会 奈良市鴻ノ池陸上競技場

10 56.55* 王子田 萌 ＮＤソフトウエア 7/16 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

世界記録 1'53"28 Jarmila KRAFTOCHVIOVA (GDR) 1983
日本記録 2'00"45 杉森 美保（京セラ） 2005

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 2.04.86* 川田 朱夏 東大阪大 6/6 GPサトウ食品日本グランプリシリーズ 新潟大会 新潟スタジアム
2 2.07.97* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 6/6 GPサトウ食品日本グランプリシリーズ 新潟大会 新潟スタジアム
3 2.08.56* 窪 美咲 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
4 2.08.99* 神薗 芽衣子 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
5 2.09.83* 安藤 百夏 園田学園女大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居



6 2.10.63* 尾崎 真衣 大阪桐蔭高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

7 2.11.09* 松元 菜笑 大阪教大 7/10 2021第1回関西学連長距離強化記録会 奈良県立橿原公苑陸上競技場
8 2.11.15* 塩原 希梨 大塚高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 2.11.23* 小沢 有希乃 東大阪大敬愛高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

10 2.11.37* 原 華澄 大体大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居

世界記録 3'50"07 Genzebe DIBABA (ETH) 2015
日本記録 3'59"19 田中 希実（豊田織機TC） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ▲ 4.11.34* 萩谷 楓 エディオン 9/24 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
2 4.17.74* 高松 智美ムセンビ 名城大 6/25 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
3 4.20.03* 下田平 渚 ダイハツ 7/14 ホクレンディスタンス・チャレンジ第4戦（北見） 北見市東陵公園陸上競技場
4 4.20.56* 西出 優月 関西外語大 6/25 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
5 4.21.12* 明貝 菜乃羽 大阪薫英女学院高 7/28 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
6 4.21.22* 柳井 桜子 大阪薫英女学院高 7/29 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
7 4.21.35* 水本 佳菜 大阪薫英女学院高 7/4 第3回第1地区記録会 大阪府万博記念競技場
8 4.21.45* 石沢 ゆかり エディオン 7/3 ホクレンディスタンスチャレンジﾞ第1戦 士別市陸上競技場
9 4.25.29* 西沢 茉鈴 大阪薫英女学院高 7/4 第3回第1地区記録会 大阪府万博記念競技場

10 4.26.68* 城谷 桜子 大阪芸大 4/11 第2回大阪記録会（高校・一般） ヤンマーフィールド長居

世界記録 8'06"11 Junxia WANG (CHN) 1993
日本記録 8'40"84 田中 希実（豊田織機TC） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 8.58.57* 萩谷 楓 エディオン 5/16 第60回中国実業団選手権 広島県三次市・みよし運動公園陸上競技場

2 9.08.09* 細田 あい エディオン 4/24 第286回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
3 9.08.90* 加世田 梨花 ダイハツ 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
4 9.09.44* 下田平 渚 ダイハツ 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
5 9.10.50* 水本 佳菜 大阪薫英女学院高 10/2 第291回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
6 9.10.77* 高松 智美ムセンビ 名城大 11/20 第5回静岡県長距離強化記録会 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

7 9.12.95* 明貝 菜乃羽 大阪薫英女学院高 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
8 9.14.24* 西沢 茉鈴 大阪薫英女学院高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 9.14.35* 武田 千捺 ダイハツ 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
10 9.17.32* 中野 円花 岩谷産業 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場

世界記録 14'06"62 Letesenbet GIDEY (ETH) 2020
日本記録 14'52"84 廣中 璃梨佳（日本郵政グループ） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ▲ 14.59.36* 萩谷 楓 エディオン 9/26 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
2 15.27.81* 加世田 梨花 ダイハツ 7/17 ホクレンディスタンスチャレンジ第5戦（千歳） 千歳市青葉公園陸上競技場
3 15.28.05* 細田 あい エディオン 6/27 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
4 15.42.54* 高松 智美ムセンビ 名城大 12/4 第293回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
5 15.44.99* 下田平 渚 ダイハツ 9/26 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
6 15.47.13* 中野 円花 岩谷産業 7/17 ホクレンディスタンスチャレンジ2021第5戦千歳大会 千歳市青葉公園陸上競技場
7 15.49.43* 永長 里緒 大阪学院大 12/10 エディオンディスタンスチャレンジin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

8 15.50.21* 大森 菜月 ダイハツ 12/4 第293回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
9 15.52.67* 中島 紗弥 鹿屋体大 12/4 第293回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場

10 15.56.19* 西田 美咲 エディオン 7/17 ホクレンディスタンスチャレンジ2021第5戦千歳大会 千歳市青葉公園陸上競技場

世界記録 29'01"03 Letesenbet GIDEY (ETH) 2021
日本記録 30'20"44 新谷 仁美（積水化学） 2020

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 31.39.32* 細田 あい エディオン 7/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦網走大会 網走運動公園市営陸上競技場
2 32.10.98* 加世田 梨花 ダイハツ 7/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦網走大会 網走運動公園市営陸上競技場
3 32.17.62* 大同 美空 岩谷産業 1/17 京都女子駅伝・中・長距離競技会 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

4 32.22.17* 中野 円花 岩谷産業 7/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦網走大会 網走運動公園市営陸上競技場
5 32.30.42* 西田 美咲 エディオン 4/10 第29回金栗記念選抜陸上競技中・長距離熊本大会 熊本県民総合運動公園陸上競技場



6 32.43.20* 竹本 香奈子 ダイハツ 12/11 関西実業団ディスタンストライアルin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

7 33.01.26* 竹山 楓菜 ダイハツ 12/10 エディオンディスタンスチャレンジin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

8 33.04.34* 山本 明日香 エディオン 9/24 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
9 33.04.77* 上田 雪菜 ダイハツ 12/10 エディオンディスタンスチャレンジin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

10 33.10.44* 松本 奈々 順大 4/10 第285回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台

世界記録(Mx) 1ﾟ04'02 Ruth CHEPNGETICH (KEN) 2021
世界記録(Wo) 1ﾟ05'16 Peres JEPCHIRCHIR (KEN) 2020
日本記録(Mx) 1ﾟ06'38 新谷 仁美（ワコール） 2020
日本記録(Wo) 1ﾟ08'11 赤羽 有紀子（ホクレン） 2008

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ▲ 1.08.32.* 松田 瑞生 ダイハツ 5/5 札幌チャレンジハーフマラソン ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾏﾗｿﾝｺｰｽ
2 1.10.18.* 大森 菜月 ダイハツ 12/19 第40回山陽女子ロードレース 山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ
3 1.11.16.* 竹山 楓菜 ダイハツ 12/19 第40回山陽女子ロードレース 山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ
4 1.11.18.* 中野 円花 岩谷産業 12/19 第40回山陽女子ロードレース 山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ
5 1.11.19.* 上田 雪菜 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
6 1.12.20.* 水口 瞳 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
6 1.12.20.* 久馬 悠 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
8 1.12.49.* 久馬 萌 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
9 1.12.50.* 竹本 香奈子 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース

10 1.13.24.* 下田平 渚 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース

世界記録(Mx) 2ﾟ14'04 Brigid KOSGEI (KEN) 2019
世界記録(Wo) 2ﾟ17'01 Mary Jepkosgei KEITANY (KEN) 2017
日本記録(Mx) 2ﾟ19'12 野口 みずき（グローバリー） 2005
日本記録(Wo) 2ﾟ21'18 野口 みずき（グローバリー） 2003

1 2.21.51.* 松田 瑞生 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース
2 2.28.38.* 大森 菜月 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース
3 2.28.40.* 竹本 香奈子 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース
4 2.32.56.* 中野 円花 岩谷産業 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
5 2.41.00.* 堀岡 智子 大阪陸協 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
6 2.42.29.* 宮永 光唯 大阪芸大 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
7 2.44.29.* 三池 瑠衣 阪大 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
8 2.45.16.* 木村 美王 大阪長居ＡＣ 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
9 2.48.51.* 田中 友理 大阪陸協 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース

10 2.48.52.* 井上 栞 近大 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース

世界記録 12"20 Kendra HARRISON (USA) 2016
日本記録 12"87 寺田 明日香（ジャパンクリエイト） 2021
日本記録 12"87 青木 益未   (七十七銀行） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ● 12.87* 寺田 明日香 ジャパンクリエイト 6/1 第8回木南道孝記念競技会 ヤンマースタジアム長居
2 13.30* 竹内 真弥 チームミズノ 6/25 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
3 13.84* 中司 菜月 ＹＯＳＨＵ 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
4 14.18* 国本 美柚 甲南大 6/6 布勢スプリント 鳥取県立布勢運動公園陸上競技場
5 14.20* 藤井 このみ 青学大 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
6 14.24* 土橋 胡桃実 大阪高 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
7 14.40* 山田 なつ子 大阪教大 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
8 14.41* 村上 瑞季 青学大 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
9 14.47* 水谷 佳歩 中京大 6/12 第105回日本陸上競技選手権・混成競技 長野市営陸上競技場

10 14.51* 水谷 結花 大塚高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居

世界記録 51"46 Sydney MCLAUGHLIN (USA) 2021
日本記録 55"34 久保倉 里美（新潟アルビレックスRC） 2011

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所



1 58.01* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
2 58.34* 工藤 芽衣 立命大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
3 58.64* 王子田 萌 ＮＤソフトウエア 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
4 59.72* 野尻 真由 阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
5 1.00.42* 野田 朱音 園田学園女大 4/2 第87回兵庫学生対校選手権 尼崎市記念公園陸上競技場
6 1.00.55* 大津 有生 東大阪大敬愛高 7/30 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
7 1.00.67* 樋口 綾音 大塚高 6/26 第37回U20日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
8 1.01.01* 前田 理湖 関大北陽高 9/17 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

9 1.01.04* 安田 彩乃 甲南大 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
10 1.01.41* 水口 萌 青学大 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場

世界記録 8'44"32 Beatrice CHEPKOECH (KEN) 2018
日本記録 9'33"93 早狩 実紀（京都光華AC） 2008

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 10.02.39* 石沢 ゆかり エディオン 6/26 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
2 10.08.30* 西出 優月 関西外語大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
3 10.34.20* 本庄悠紀奈 筑波大 8/20 第6回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場
4 10.35.52* 小椋 美海 関西外語大 9/19 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
5 10.46.13* 日吉 鈴菜 大阪芸大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
6 11.01.64* 白川 朝陽 大塚高 7/17 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
7 11.21.82* 須田 笑瑠萌 大体大浪商高 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
8 11.53.64* 奥野 夏碧 枚方高 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
9 12.01.19* 福岡 真悠莉 東大阪大 4/7 第69回大阪学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居

10 12.06.02* 久須 優奈 羽衣国際大 4/2 第87回兵庫学生対校選手権 尼崎市記念公園陸上競技場

世界最高 20'01"80 Eleonora Anna GIORGI (ITA) 2014
日本記録 20'42"25 岡田 久美子（ビックカメラ） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 21.45.38* 藤井 菜々子 エディオン 9/25 第69回全日本実業団対抗選手権 ヤンマースタジアム長居
2 23.26.37* 下岡 仁美 同志社大 8/28 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
3 23.43.58* 杉林 歩 阪大 7/17 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
4 24.28.57* 藤野 楓 園田学園女大 4/11 第2回大阪記録会（高校・一般） ヤンマーフィールド長居
5 24.36.12* 岡本 瑠香 中京大 7/17 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
6 25.35.24* 草野 湖子 大塚高 10/31 大阪高校地区別秋季大会（3・4地区） ヤンマーフィールド長居
7 25.53.02* 六反 栞奈 東大阪大敬愛高 9/18 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

8 26.10.36* 板橋 美月 大塚高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 26.15.61* 東 楓 園田学園女大 8/28 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
10 26.46.69* 松村 夏穂 大阪学芸高 9/18 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

世界記録 41'56"23 Nadezhda RYASHKINA (URS) 1990
日本記録 42'51"82 岡田 久美子（ビックカメラ） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 46.38.56* 下岡 仁美 同志社大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
2 48.33.13* 杉林 歩 阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
3 49.59.98* 藤野 楓 園田学園女大 5/23 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

4 50.24.88* 岡本 瑠香 中京大 11/20 第48回東海学生秋季選手権長距離種目 知多市運動公園陸上競技場
5 53.04.91* 東 楓 園田学園女大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
6 54.09.08* 中込 奈都 大阪教大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居

世界記録 1ﾟ23'49 Jiayu YANG (CHN) 2021
日本記録 1ﾟ27'41 岡田 久美子（ビックカメラ） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 1.30.45.* 藤井 菜々子 エディオン 2/21 第104回日本陸上競技選手権 六甲アイランド甲南大学西側20?コース

2 1.41.03.* 下岡 仁美 同志社大 2/21 第104回日本陸上競技選手権 六甲アイランド甲南大学西側20?コース

3 1.41.44.* 杉林 歩 阪大 3/21 第15回日本学生20km競歩選手権 能美市営20Km競歩路コース



4 1.49.01.* 岡本 瑠香 中京大 3/21 第15回日本学生20km競歩選手権 能美市営20Km競歩路コース

世界記録 40"82 T.MADISON BARTOLETTA・Allyson FELIX（USA)   2012

          Bianca KNIGHT・Carmelita JETER
日本記録 43"39 北風 沙織・高橋 萌木子（日本) 2011
                                福島 千里・市川 華菜

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 46.67* 塚本・水谷・福田・奥田 大塚高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

2 46.68* 林・宮原・久野・麻生 大阪高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

3 46.89* 植村・田中・吉田・吉村 摂津高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

4 46.93* 波江野・国松・中道・三宅 咲くやこの花高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

5 47.02* 横張・宮原・久野・林 大阪高 7/28 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
6 47.11* 浅本・前原・河本・南 生野高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

7 47.12* 塚本・水谷・福田・樋口 大塚高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
8 47.14* 塚本・水谷・福田・中田 大塚高 5/29 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
9 47.15* 赤坂・林・久野・宮原 大阪高 11/3 第12回エコパトラックゲームズ 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

10 47.16* 塚本・田中・福田・奥田 大塚高 7/28 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 46.67* 塚本・水谷・福田・奥田 大塚高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

2 46.68* 林・宮原・久野・麻生 大阪高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

3 46.89* 植村・田中・吉田・吉村 摂津高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

4 46.93* 波江野・国松・中道・三宅 咲くやこの花高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

5 47.11* 浅本・前原・河本・南 生野高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 47.32* 国本・橋爪・高山・堂本 甲南大 7/16 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマースタジアム長居
7 47.90* 中逵・藤本・細川・中西 園田学園女大 8/28 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
8 48.03* 岡野・石島・関井・山本 東海大附大阪仰星高 5/29 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
9 48.16* 森・豊西・田中・岡 近大附高 9/17 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

10 48.25* 藤井・栃尾・川崎・東野 関大北陽高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居

世界記録 3'15"17 Tatyana LEDOVSKAYA・Olga V NAZAROVA（URS)   1988

             Mariya PINIGINA・Olga V BRYZGINA

日本記録 3'28"91 青山 聖佳・市川 華菜（日本) 2015
                                  千葉 麻美・青木 沙弥佳

順位 記 録 所属 月日 競技会名 競技場所
1 3.43.70* 窪・川田・大西・畑田 東大阪大 5/23 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

2 3.45.18* 河本・前原・児玉・浅本 生野高 8/1 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
3 3.45.60* 白浜・大津・小沢・河内 東大阪大敬愛高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
3 3.45.60* 窪・大西・川田・神薗 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
5 3.45.69* 窪・大西・邨田・川田 東大阪大 11/3 第12回エコパトラックゲームズ 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

6 3.45.82* 窪・有広・邨田・川田 東大阪大 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
7 3.45.96* 畑田・大西・窪・邨田 東大阪大 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場
8 3.46.30* 窪・大西・有広・川田 東大阪大 9/18 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
9 3.46.32* 土佐・長尾・大津・河内 東大阪大敬愛高 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

10 3.46.57* 白濵・大津・河内・小沢 東大阪大敬愛高 11/3 第12回エコパトラックゲームズ 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

順位 記 録 所属 月日 競技会名 競技場所
1 3.43.70* 窪・川田・大西・畑田 東大阪大 5/23 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

2 3.45.18* 河本・前原・児玉・浅本 生野高 8/1 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
3 3.45.60* 白浜・大津・小沢・河内 東大阪大敬愛高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
4 3.49.99* 前田・栃尾・藤井・川崎 関大北陽高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

5 3.50.74* 小嶋・梅崎・藤本・中西 園田学園女大 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
6 3.52.16* 水谷・福田・塩原・樋口 大塚高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居



7 3.54.25* 穂積・前垣・木下・大沢 北野高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
8 3.54.27* 吉村・豊西・沢村・松井 近大附高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
9 3.54.28* 藤田・松田・山下・麻生 大阪高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居

10 3.55.22* 渡辺・岡野・山本・東 東海大附大阪仰星高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居

世界記録 2m09 Stefka KOSTANINOVA (BUL) 1987
日本記録 1m96 今井 美希（ミズノ） 2001

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 1.71* 渡川 和華 武庫川女大 3/18 第104回日本陸上競技選手権・室内競技 大阪城ホール
1 1.71* 水谷 佳歩 中京大 4/3 第33回梅村学園競技会 中京大学梅村陸上競技場
3 1.69* 和田 真琉 大体大 5/22 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

4 1.68* 上月 亜美 園田学園女大 11/3 第63回尼崎市選手権 尼崎市記念公園陸上競技場
5 1.66* 中村 和花 大塚高 5/30 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
5 1.66* 森岡 未優 大体大 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
5 1.66* 高田 知佳 吹田一中 10/24 第52回U16競技会 愛媛県総合運動公園陸上競技場
8 1.65* 広池 萌生 大塚高 4/3 大阪高校第1回地区記録会（3・4地区） ヤンマーフィールド長居
8 1.65* 多田 真生 大塚高 4/3 大阪高校第1回地区記録会（3・4地区） ヤンマーフィールド長居
8 1.65* 渡辺 有希 ミライト・テクノロジーズ 5/16 第65回関西実業団選手権 ヤンマースタジアム長居
8 1.65* 山本 莉帆 天理大 8/5 2021年度第1回学連競技会 ヤンマーフィールド長居
8 1.65* 谷口 愛奈 東海大附大阪仰星高 8/7 令和3年度二地区第4回記録会 枚方市立陸上競技場

世界記録 5m06 Yelena ISINBAYEVA (RUS) 2009
日本記録 4m40 我孫子 智美（レイクスターズ） 2012

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 4.05* 前川 淳 日体大 5/20 第100回関東学生対校選手権 相模原ギオンスタジアム
2 3.90* 森田 彩 ＭＷＵ Ａｔｈｌｅｔｉｃｓ 5/30 熊倉重メモリアル第52回新潟実業団競技会 新潟市陸上競技場
3 3.61* 上山 友美恵 大塚高 8/13 第76回大阪高校総合体育大会 ヤンマーフィールド長居
4 3.60* 渕上 智晶 武庫川女大 3/17 第3回関西学連競技会 ヤンマーフィールド長居
5 3.51* 片岡 菜乃華 大塚高 8/13 第76回大阪高校総合体育大会 ヤンマーフィールド長居
6 3.50* 山岸 朱里 長野高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 3.50* 坂田 千奈 Ｇｏｒｉｒｉｓｅ 9/20 東大阪市9月記録会② 東大阪市花園中央公園多目的競技場

8 3.30* 吉村 知華 大阪産大 7/21 東大阪市7月記録会① 東大阪市花園中央公園多目的競技場

9 3.20* 坂内 祭莉 大塚高 3/26 村上平一郎記念競技会 花園公園多目的競技場
9 3.20* 田村 扇都 府長野高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
9 3.20* 大谷 真子 大体大 7/10 第3回大阪体育大学競技会 浪商学園陸上競技場
9 3.20* 北田 莉亜 関学大 10/24 東大阪市10月記録会② 東大阪市花園中央公園多目的競技場

世界記録 7m52 Galina CHISTYKOVA (URS) 1988
日本記録 6m86 池田 久美子（スズキ） 2006

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 6.18* 北田 莉亜 関学大 6/4 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
2 6.15* 竹内 真弥 チームミズノ 6/24 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
3 6.12* 吉田 花鈴 摂津高 7/30 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
4 5.95* 山根 碧栞 中京大 6/4 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
5 5.90* 恵良 和鈴 ＭＷＵ 10/16 第18回田島直人記念競技会 維新百年記念公園陸上競技場
6 5.84* 釣本 陽香 大阪桐蔭高 9/17 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

6 5.84* 宮繁 愛葉 大体大浪商高 11/7 高校3・4地区第4回記録会 ヤンマーフィールド長居
8 5.83* 中田 茉希 大塚高 6/18 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 5.81* 大谷 華未 東大阪大敬愛高 7/21 東大阪市7月記録会① 東大阪市花園中央公園多目的競技場

10 5.78* 香取 美春 大阪市立桜宮高 6/18 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

世界記録 15m67 Yulimar ROJAS (VEN) 2021
日本記録 14m04 花岡 麻帆（三英社） 1999

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 12.68* 宮繁 愛葉 大体大浪商高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場



2 12.63* 北田 莉亜 関学大 6/5 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
3 12.61* 吉田 花鈴 摂津高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

4 12.55* 田上 陽菜 トータル・スポーツ 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
5 12.47* 村田 友菜 春日丘高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 12.38* 河合 栞奈 メイスンワーク 3/17 第104回日本陸上競技選手権・室内競技 大阪城ホール
7 12.32* 喜田 愛以 ミライト・テクノロジーズ 3/17 第104回日本陸上競技選手権・室内競技 大阪城ホール
8 12.30* 中村 和花 大塚高 10/30 大阪高校地区別秋季大会（3・4地区） ヤンマーフィールド長居
9 12.16* 水谷 結花 大塚高 5/30 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居

10 12.02* 恵良 和鈴 ＭＷＵ Ａｔｌｅｔｉｃｓ 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場

世界記録 22m63 Natalya LISOVSKAVA (URS) 1987
日本記録 18m22 森 千夏（スズキ） 2004

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 16.01* 郡 菜々佳 九州共立大 6/27 第105回日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
2 15.12* 進堂 りか 九州共立大 9/19 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
3 14.75* 広島 愛亜梨 日大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
4 14.25* 日夏 涼香 福岡大 6/27 第37回U20日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
5 14.23* 山本 佳奈 大体大 6/27 第37回U20日本陸上競技選手権 ヤンマースタジアム長居
6 14.04* 広沢 南奈 関学大 7/17 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
7 13.78* 東田 歩乃佳 大体大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
8 13.27* 中原 鈴 東大阪大敬愛高 10/23 第15回U18競技会 愛媛県総合運動公園陸上競技場
9 13.12* 岡野 風璃 関西大倉高 5/30 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居

10 12.80* 西込 珠輝来 大体大浪商高 8/21 第68回大阪私立高校 ヤンマーフィールド長居

世界記録 76m80 Gabriele REINSCH (GDR) 1988
日本記録 59m03 郡 菜々佳（九州共立大） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 55.30* 郡 菜々佳 九州共立大 4/25 第69回兵庫リレーカーニバル 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

2 45.41* 中瀬 綺音 大体大 3/16 第3回関西学連競技会 ヤンマーフィールド長居
3 43.36* 桑島 弥々 咲くやこの花高 7/30 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
4 42.83* 檀原 萌香 九州共立大 4/18 第2回九州共立大学チャレンジ競技会 九州共立大学陸上競技場
5 42.20* 梛野 響木 明治国際医療大 4/25 第2回京都陸協記録会 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

6 41.83* 西込 珠輝来 大体大浪商高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
7 39.97* 大西 愛莉 大体大 9/2 2021ディムライトリレーズ ヤンマーフィールド長居
8 39.83* 広島 愛亜梨 日大 7/17 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
9 39.31* 中原 鈴 東大阪大敬愛高 9/19 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

10 39.27* 宮本 愛香 関西外語大 7/17 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居

世界記録 82m98 Anita WLODARCZYK (POL) 2016
日本記録 67m77 室伏 由佳（ミズノ） 2004

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 55.10* 浅田 鈴佳 Ｇｏｌｌｉｒａｂ 5/15 第65回関西実業団選手権 ヤンマースタジアム長居
2 55.04* 池江 葉奈 九州共立大 5/22 第4回九州共立大学チャレンジ競技会 九州共立大学陸上競技場
3 54.55* 奥井 小晴 立命大 7/16 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
4 53.06* 竹谷 陸 大体大 3/20 第7回大阪体育大学競技会 浪商学園陸上競技場
5 51.94* 黒田 佳代 中京大 8/8 2021東海学生陸上競技夏季大会 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド

6 49.69* 川島 空 大体大浪商高 11/7 高校3・4地区第4回記録会 大阪市ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居
7 48.87* 岡野 風璃 関西大倉高 10/23 第15回U18競技会 愛媛県総合運動公園陸上競技場
8 46.07* 西田 好伽 立命大 7/16 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
9 45.74* 山根 瑞稀 環太平洋大 4/25 第63回岡山県実業団対抗選手権 倉敷運動公園陸上競技場

10 44.35* 川口 明結美 大体大浪商高 8/7 大阪高校第三・四地区夏季競技会 ヤンマーフィールド長居

世界記録 82m98 Anita WLODARCZYK (POL) 2016
日本記録 66m00 北口 榛花（日本大） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所



1 61.01* 佐藤 友佳 ニコニコのり 4/29 第55回織田幹雄記念国際競技会 広島広域公園陸上競技場
2 54.67* 山内 愛 長谷川体育施設 3/24 第9回IPUチャレンジ 環太平洋大学陸上競技場
3 54.16* 中村 怜 東大阪大 9/17 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
4 50.04* 宮下 梨沙 ＭＰＥ 3/21 第13回山田隆記念競技会 奈良市鴻ノ池陸上競技場
5 49.78* 堀内 律子 筑波大 10/23 第6回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場
6 49.34* 西川 明花 立命大 7/10 第80回滋賀県選手権 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

7 48.26* 松井 麻里弥 大体大Ｔ，Ｃ 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
8 44.90* 高橋 知優子 国士大 4/3 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場
9 44.79* 鈴木 さくら 中京大 10/17 第48回東海学生秋季選手権 知多市運動公園陸上競技場

10 44.05* 東野 帆花 関大 3/17 第3回関西学連競技会 ヤンマーフィールド長居

世界記録 7291 Jackie JOYNER-KERSEE (USA) 1988
日本記録 5975 山﨑 有紀（スズキ浜松AC） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 5156* 水谷 佳歩 中京大 6/12 第105回日本陸上競技選手権・混成競技 長野市営陸上競技場
2 4784* 中地 真菜 東大阪大 8/5 2021年度第1回学連競技会 ヤンマーフィールド長居
3 4701* 中村 和花 大塚高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居
4 4564* 邨田 菜摘 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 ヤンマーフィールド長居
5 4511* 和田 真琉 大体大 9/26 令和3年度第4回大阪体育大学競技会 浪商学園陸上競技場
6 4442* 黒田 瑛美香 龍谷大 7/18 第89回大阪選手権 ヤンマースタジアム長居
7 4370* 中田 成美 東大阪大敬愛高 10/31 大阪高校地区別秋季大会（3・4地区） ヤンマーフィールド長居
8 4278* 堂本 鈴華 東女体大 4/4 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場
9 4163* 津田 妃茉里 大阪桐蔭高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 ヤンマーフィールド長居

10 4100* 高田 恵里奈 龍谷大 8/5 2021年度第1回学連競技会 ヤンマーフィールド長居



    ●日本新記録（日本最高新記録を含む）
    〇日本タイ記録（日本最高タイ記録を含む）
    ▲大阪新記録
    △大阪タイ新記録

世界記録 10"49 Florence GRIFFITH-JOYNER (USA) 1988
日本記録 11"21 福島 千里（北海道ハイテクAC） 2010

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 11.56* 青山 華依 大阪高 3/28 シレジア世界リレー選手権日本代表選考トライアル ひなた宮崎県総合運動公園
2 11.57* 御家瀬 緑 住友電工 6/6 布勢スプリント兼第35回布勢リレーカーニバル 鳥取県立布勢運動公園陸上競技場
3 11.82* 竹内 真弥 チームミズノ 7/17 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
4 12.02* 西尾 香穂 甲南大職 5/16 第65回関西実業団選手権 大阪市長居陸上競技場
5 12.09* 檀上 明日香 筑波大 8/20 第6回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場
6 12.10* 福田 七海 大塚高 6/13 第91回堺市種目別優勝大会 堺市金岡公園陸上競技場
7 12.12* 寺田 明日香 ジャパンクリエイト 9/25 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
8 12.14* 森脇 奈々 関西外語大 5/20 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

9 12.15* 福谷 結月 茨木高 7/22 大阪高校総合体育大会第1・2地区予選会 大阪府万博記念競技場
9 12.15* 河野 桃々 大阪蒲生中 7/25 第46回大阪中学校選手権 大阪府万博記念競技場
9 12.15* 高橋 茉柚 大阪成蹊女高 10/31 第5回第1地区記録会 豊中市服部緑地陸上競技場

世界記録 21"34 Florence GRIFFITH-JOYNER (USA) 1988
日本記録 22"88 福島 千里（北海道ハイテクAC） 2016

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 23.91* 青山 華依 甲南大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
2 23.95* 青山 聖佳 大阪成蹊ＡＣ 3/28 シレジア世界リレー選手権日本代表選考トライアル ひなた宮崎県総合運動公園
3 24.35* 島田 幸羽 大阪咲くやこの花中 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
4 24.51* 御家瀬 緑 住友電工 9/26 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
5 24.68* 栃尾 陽菜 関大北陽高 4/4 第1回大阪記録会（高校） 万博公園記念競技場
6 24.71* 橋爪 優佳 甲南大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
7 24.82* 福田 七海 大塚高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

8 24.86* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 10/2 東大阪市民競技会 東大阪市花園中央公園多目的競技場

9 24.88* 梅崎 優花 園田学園女大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
10 24.89* 桑原 綾子 大阪成蹊大 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場

世界記録 47"60 Marita KOCH (GDR) 1985
日本記録 51"75 丹野 麻美（ナチュリル） 2008

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 52.60* 青山 聖佳 大阪成蹊学園職 9/25 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
2 54.27* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
3 54.46* 川田 朱夏 東大阪大 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場
4 55.23* 工藤 芽衣 立命大 6/5 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
5 56.24* 安藤 百夏 園田学園女大 7/10 第89回兵庫選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 56.25* 栃尾 陽菜 関大北陽高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
7 56.27* 立石 陽菜 大阪成蹊大 8/4 2021年度第1回学連競技会 大阪市長居第二陸上競技場
8 56.29* 桑原 綾子 大阪成蹊大 6/5 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
9 56.35* 大西 愛永 東大阪大 3/30 第3回奈良県北和記録会 奈良市鴻ノ池陸上競技場

10 56.55* 王子田 萌 ＮＤソフトウエア 7/16 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場

世界記録 1'53"28 Jarmila KRAFTOCHVIOVA (GDR) 1983
日本記録 2'00"45 杉森 美保（京セラ） 2005

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 2.04.86* 川田 朱夏 東大阪大 6/6 GPサトウ食品日本グランプリシリーズ 新潟大会 新潟スタジアム
2 2.07.97* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 6/6 GPサトウ食品日本グランプリシリーズ 新潟大会 新潟スタジアム
3 2.08.56* 窪 美咲 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
4 2.08.99* 神薗 芽衣子 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
5 2.09.83* 安藤 百夏 園田学園女大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場



6 2.10.63* 尾崎 真衣 大阪桐蔭高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

7 2.11.09* 松元 菜笑 大阪教大 7/10 2021第1回関西学連長距離強化記録会 奈良県立橿原公苑陸上競技場
8 2.11.15* 塩原 希梨 大塚高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 2.11.23* 小沢 有希乃 東大阪大敬愛高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

10 2.11.37* 原 華澄 大体大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 3'50"07 Genzebe DIBABA (ETH) 2015
日本記録 3'59"19 田中 希実（豊田織機TC） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ▲ 4.11.34* 萩谷 楓 エディオン 9/24 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
2 4.17.74* 高松 智美ムセンビ 名城大 6/25 第105回日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
3 4.20.03* 下田平 渚 ダイハツ 7/14 ホクレンディスタンス・チャレンジ第4戦（北見） 北見市東陵公園陸上競技場
4 4.20.56* 西出 優月 関西外語大 6/25 第105回日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
5 4.21.12* 明貝 菜乃羽 大阪薫英女学院高 7/28 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
6 4.21.22* 柳井 桜子 大阪薫英女学院高 7/29 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
7 4.21.35* 水本 佳菜 大阪薫英女学院高 7/4 第3回第1地区記録会 大阪府万博記念競技場
8 4.21.45* 石沢 ゆかり エディオン 7/3 ホクレンディスタンスチャレンジﾞ第1戦 士別市陸上競技場
9 4.25.29* 西沢 茉鈴 大阪薫英女学院高 7/4 第3回第1地区記録会 大阪府万博記念競技場

10 4.26.68* 城谷 桜子 大阪芸大 4/11 第2回大阪記録会（高校・一般） 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 8'06"11 Junxia WANG (CHN) 1993
日本記録 8'40"84 田中 希実（豊田織機TC） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 8.58.57* 萩谷 楓 エディオン 5/16 第60回中国実業団選手権 広島県三次市・みよし運動公園陸上競技場

2 9.08.09* 細田 あい エディオン 4/24 第286回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
3 9.08.90* 加世田 梨花 ダイハツ 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
4 9.09.44* 下田平 渚 ダイハツ 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
5 9.10.50* 水本 佳菜 大阪薫英女学院高 10/2 第291回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
6 9.10.77* 高松 智美ムセンビ 名城大 11/20 第5回静岡県長距離強化記録会 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

7 9.12.95* 明貝 菜乃羽 大阪薫英女学院高 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
8 9.14.24* 西沢 茉鈴 大阪薫英女学院高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 9.14.35* 武田 千捺 ダイハツ 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
10 9.17.32* 中野 円花 岩谷産業 9/20 第289回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場

世界記録 14'06"62 Letesenbet GIDEY (ETH) 2020
日本記録 14'52"84 廣中 璃梨佳（日本郵政グループ） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ▲ 14.59.36* 萩谷 楓 エディオン 9/26 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
2 15.27.81* 加世田 梨花 ダイハツ 7/17 ホクレンディスタンスチャレンジ第5戦（千歳） 千歳市青葉公園陸上競技場
3 15.28.05* 細田 あい エディオン 6/27 第105回日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
4 15.42.54* 高松 智美ムセンビ 名城大 12/4 第293回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
5 15.44.99* 下田平 渚 ダイハツ 9/26 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
6 15.47.13* 中野 円花 岩谷産業 7/17 ホクレンディスタンスチャレンジ2021第5戦千歳大会 千歳市青葉公園陸上競技場
7 15.49.43* 永長 里緒 大阪学院大 12/10 エディオンディスタンスチャレンジin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

8 15.50.21* 大森 菜月 ダイハツ 12/4 第293回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場
9 15.52.67* 中島 紗弥 鹿屋体大 12/4 第293回日本体育大学長距離競技会 日本体育大学健志台陸上競技場

10 15.56.19* 西田 美咲 エディオン 7/17 ホクレンディスタンスチャレンジ2021第5戦千歳大会 千歳市青葉公園陸上競技場

世界記録 29'01"03 Letesenbet GIDEY (ETH) 2021
日本記録 30'20"44 新谷 仁美（積水化学） 2020

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 31.39.32* 細田 あい エディオン 7/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦網走大会 網走運動公園市営陸上競技場
2 32.10.98* 加世田 梨花 ダイハツ 7/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦網走大会 網走運動公園市営陸上競技場
3 32.17.62* 大同 美空 岩谷産業 1/17 京都女子駅伝・中・長距離競技会 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

4 32.22.17* 中野 円花 岩谷産業 7/10 ホクレン・ディスタンスチャレンジ第3戦網走大会 網走運動公園市営陸上競技場
5 32.30.42* 西田 美咲 エディオン 4/10 第29回金栗記念選抜陸上競技中・長距離熊本大会 熊本県民総合運動公園陸上競技場



6 32.43.20* 竹本 香奈子 ダイハツ 12/11 関西実業団ディスタンストライアルin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

7 33.01.26* 竹山 楓菜 ダイハツ 12/10 エディオンディスタンスチャレンジin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

8 33.04.34* 山本 明日香 エディオン 9/24 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
9 33.04.77* 上田 雪菜 ダイハツ 12/10 エディオンディスタンスチャレンジin京都2021 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

10 33.10.44* 松本 奈々 順大 4/10 第285回日本体育大学長距離競技会 日体大健志台

世界記録(Mx) 1ﾟ04'02 Ruth CHEPNGETICH (KEN) 2021
世界記録(Wo) 1ﾟ05'16 Peres JEPCHIRCHIR (KEN) 2020
日本記録(Mx) 1ﾟ06'38 新谷 仁美（ワコール） 2020
日本記録(Wo) 1ﾟ08'11 赤羽 有紀子（ホクレン） 2008

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ▲ 1.08.32.* 松田 瑞生 ダイハツ 5/5 札幌チャレンジハーフマラソン ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾏﾗｿﾝｺｰｽ
2 1.10.18.* 大森 菜月 ダイハツ 12/19 第40回山陽女子ロードレース 山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ
3 1.11.16.* 竹山 楓菜 ダイハツ 12/19 第40回山陽女子ロードレース 山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ
4 1.11.18.* 中野 円花 岩谷産業 12/19 第40回山陽女子ロードレース 山陽女子ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ･10kmｺｰｽ
5 1.11.19.* 上田 雪菜 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
6 1.12.20.* 水口 瞳 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
6 1.12.20.* 久馬 悠 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
8 1.12.49.* 久馬 萌 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース
9 1.12.50.* 竹本 香奈子 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース

10 1.13.24.* 下田平 渚 ダイハツ 2/14 第49回全日本実業団ハーフマラソン 山口循環ハーフマラソンコース

世界記録(Mx) 2ﾟ14'04 Brigid KOSGEI (KEN) 2019
世界記録(Wo) 2ﾟ17'01 Mary Jepkosgei KEITANY (KEN) 2017
日本記録(Mx) 2ﾟ19'12 野口 みずき（グローバリー） 2005
日本記録(Wo) 2ﾟ21'18 野口 みずき（グローバリー） 2003

1 2.21.51.* 松田 瑞生 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース
2 2.28.38.* 大森 菜月 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース
3 2.28.40.* 竹本 香奈子 ダイハツ 3/14 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋ウィメンズマラソンコース
4 2.32.56.* 中野 円花 岩谷産業 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
5 2.41.00.* 堀岡 智子 大阪陸協 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
6 2.42.29.* 宮永 光唯 大阪芸大 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
7 2.44.29.* 三池 瑠衣 阪大 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
8 2.45.16.* 木村 美王 大阪長居ＡＣ 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース
9 2.48.51.* 田中 友理 大阪陸協 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース

10 2.48.52.* 井上 栞 近大 1/31 第40回大阪国際女子マラソン 大阪国際女子予備コース

世界記録 12"20 Kendra HARRISON (USA) 2016
日本記録 12"87 寺田 明日香（ジャパンクリエイト） 2021
日本記録 12"87 青木 益未   (七十七銀行） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 ● 12.87* 寺田 明日香 ジャパンクリエイト 6/1 第8回木南道孝記念競技会 大阪市長居陸上競技場
2 13.30* 竹内 真弥 チームミズノ 6/25 第105回日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
3 13.84* 中司 菜月 ＹＯＳＨＵ 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
4 14.18* 国本 美柚 甲南大 6/6 布勢スプリント 鳥取県立布勢運動公園陸上競技場
5 14.20* 藤井 このみ 青学大 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
6 14.24* 土橋 胡桃実 大阪高 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
7 14.40* 山田 なつ子 大阪教大 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
8 14.41* 村上 瑞季 青学大 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
9 14.47* 水谷 佳歩 中京大 6/12 第105回日本陸上競技選手権・混成競技 長野市営陸上競技場

10 14.51* 水谷 結花 大塚高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 51"46 Sydney MCLAUGHLIN (USA) 2021
日本記録 55"34 久保倉 里美（新潟アルビレックスRC） 2011

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所



1 58.01* 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
2 58.34* 工藤 芽衣 立命大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
3 58.64* 王子田 萌 ＮＤソフトウエア 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
4 59.72* 野尻 真由 阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
5 1.00.42* 野田 朱音 園田学園女大 4/2 第87回兵庫学生対校選手権 尼崎市記念公園陸上競技場
6 1.00.55* 大津 有生 東大阪大敬愛高 7/30 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
7 1.00.67* 樋口 綾音 大塚高 6/26 第37回U20日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
8 1.01.01* 前田 理湖 関大北陽高 9/17 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

9 1.01.04* 安田 彩乃 甲南大 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
10 1.01.41* 水口 萌 青学大 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場

世界記録 8'44"32 Beatrice CHEPKOECH (KEN) 2018
日本記録 9'33"93 早狩 実紀（京都光華AC） 2008

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 10.02.39* 石沢 ゆかり エディオン 6/26 第105回日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
2 10.08.30* 西出 優月 関西外語大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
3 10.34.20* 本庄悠紀奈 筑波大 8/20 第6回筑波大記録突破競技会 筑波大学陸上競技場
4 10.35.52* 小椋 美海 関西外語大 9/19 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
5 10.46.13* 日吉 鈴菜 大阪芸大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
6 11.01.64* 白川 朝陽 大塚高 7/17 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
7 11.21.82* 須田 笑瑠萌 大体大浪商高 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
8 11.53.64* 奥野 夏碧 枚方高 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
9 12.01.19* 福岡 真悠莉 東大阪大 4/7 第69回大阪学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

10 12.06.02* 久須 優奈 羽衣国際大 4/2 第87回兵庫学生対校選手権 尼崎市記念公園陸上競技場

世界最高 20'01"80 Eleonora Anna GIORGI (ITA) 2014
日本記録 20'42"25 岡田 久美子（ビックカメラ） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 21.45.38* 藤井 菜々子 エディオン 9/25 第69回全日本実業団対抗選手権 大阪市長居陸上競技場
2 23.26.37* 下岡 仁美 同志社大 8/28 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
3 23.43.58* 杉林 歩 阪大 7/17 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
4 24.28.57* 藤野 楓 園田学園女大 4/11 第2回大阪記録会（高校・一般） 大阪市長居第二陸上競技場
5 24.36.12* 岡本 瑠香 中京大 7/17 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
6 25.35.24* 草野 湖子 大塚高 10/31 大阪高校地区別秋季大会（3・4地区） 大阪市長居第二陸上競技場
7 25.53.02* 六反 栞奈 東大阪大敬愛高 9/18 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

8 26.10.36* 板橋 美月 大塚高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 26.15.61* 東 楓 園田学園女大 8/28 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
10 26.46.69* 松村 夏穂 大阪学芸高 9/18 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

世界記録 41'56"23 Nadezhda RYASHKINA (URS) 1990
日本記録 42'51"82 岡田 久美子（ビックカメラ） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 46.38.56* 下岡 仁美 同志社大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
2 48.33.13* 杉林 歩 阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
3 49.59.98* 藤野 楓 園田学園女大 5/23 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

4 50.24.88* 岡本 瑠香 中京大 11/20 第48回東海学生秋季選手権長距離種目 知多市運動公園陸上競技場
5 53.04.91* 東 楓 園田学園女大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
6 54.09.08* 中込 奈都 大阪教大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 1ﾟ23'49 Jiayu YANG (CHN) 2021
日本記録 1ﾟ27'41 岡田 久美子（ビックカメラ） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 1.30.45.* 藤井 菜々子 エディオン 2/21 第104回日本陸上競技選手権 六甲アイランド甲南大学西側20?コース

2 1.41.03.* 下岡 仁美 同志社大 2/21 第104回日本陸上競技選手権 六甲アイランド甲南大学西側20?コース

3 1.41.44.* 杉林 歩 阪大 3/21 第15回日本学生20km競歩選手権 能美市営20Km競歩路コース



4 1.49.01.* 岡本 瑠香 中京大 3/21 第15回日本学生20km競歩選手権 能美市営20Km競歩路コース

世界記録 40"82 T.MADISON BARTOLETTA・Allyson FELIX（USA)   2012

          Bianca KNIGHT・Carmelita JETER
日本記録 43"39 北風 沙織・高橋 萌木子（日本) 2011
                                福島 千里・市川 華菜

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 46.67* 塚本・水谷・福田・奥田 大塚高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

2 46.68* 林・宮原・久野・麻生 大阪高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

3 46.89* 植村・田中・吉田・吉村 摂津高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

4 46.93* 波江野・国松・中道・三宅 咲くやこの花高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

5 47.02* 横張・宮原・久野・林 大阪高 7/28 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
6 47.11* 浅本・前原・河本・南 生野高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

7 47.12* 塚本・水谷・福田・樋口 大塚高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
8 47.14* 塚本・水谷・福田・中田 大塚高 5/29 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
9 47.15* 赤坂・林・久野・宮原 大阪高 11/3 第12回エコパトラックゲームズ 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

10 47.16* 塚本・田中・福田・奥田 大塚高 7/28 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 46.67* 塚本・水谷・福田・奥田 大塚高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

2 46.68* 林・宮原・久野・麻生 大阪高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

3 46.89* 植村・田中・吉田・吉村 摂津高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

4 46.93* 波江野・国松・中道・三宅 咲くやこの花高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

5 47.11* 浅本・前原・河本・南 生野高 6/17 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 47.32* 国本・橋爪・高山・堂本 甲南大 7/16 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居陸上競技場
7 47.90* 中逵・藤本・細川・中西 園田学園女大 8/28 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
8 48.03* 岡野・石島・関井・山本 東海大附大阪仰星高 5/29 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
9 48.16* 森・豊西・田中・岡 近大附高 9/17 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

10 48.25* 藤井・栃尾・川崎・東野 関大北陽高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 3'15"17 Tatyana LEDOVSKAYA・Olga V NAZAROVA（URS)   1988

             Mariya PINIGINA・Olga V BRYZGINA

日本記録 3'28"91 青山 聖佳・市川 華菜（日本) 2015
                                  千葉 麻美・青木 沙弥佳

順位 記 録 所属 月日 競技会名 競技場所
1 3.43.70* 窪・川田・大西・畑田 東大阪大 5/23 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

2 3.45.18* 河本・前原・児玉・浅本 生野高 8/1 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
3 3.45.60* 白浜・大津・小沢・河内 東大阪大敬愛高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
3 3.45.60* 窪・大西・川田・神薗 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
5 3.45.69* 窪・大西・邨田・川田 東大阪大 11/3 第12回エコパトラックゲームズ 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

6 3.45.82* 窪・有広・邨田・川田 東大阪大 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
7 3.45.96* 畑田・大西・窪・邨田 東大阪大 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場
8 3.46.30* 窪・大西・有広・川田 東大阪大 9/18 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
9 3.46.32* 土佐・長尾・大津・河内 東大阪大敬愛高 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場

10 3.46.57* 白濵・大津・河内・小沢 東大阪大敬愛高 11/3 第12回エコパトラックゲームズ 小笠山総合運動公園静岡スタジアムエコパ

順位 記 録 所属 月日 競技会名 競技場所
1 3.43.70* 窪・川田・大西・畑田 東大阪大 5/23 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

2 3.45.18* 河本・前原・児玉・浅本 生野高 8/1 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
3 3.45.60* 白浜・大津・小沢・河内 東大阪大敬愛高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
4 3.49.99* 前田・栃尾・藤井・川崎 関大北陽高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

5 3.50.74* 小嶋・梅崎・藤本・中西 園田学園女大 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
6 3.52.16* 水谷・福田・塩原・樋口 大塚高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場



7 3.54.25* 穂積・前垣・木下・大沢 北野高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
8 3.54.27* 吉村・豊西・沢村・松井 近大附高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
9 3.54.28* 藤田・松田・山下・麻生 大阪高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

10 3.55.22* 渡辺・岡野・山本・東 東海大附大阪仰星高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 2m09 Stefka KOSTANINOVA (BUL) 1987
日本記録 1m96 今井 美希（ミズノ） 2001

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 1.71* 渡川 和華 武庫川女大 3/18 第104回日本陸上競技選手権・室内競技 大阪城ホール
1 1.71* 水谷 佳歩 中京大 4/3 第33回梅村学園競技会 中京大学梅村陸上競技場
3 1.69* 和田 真琉 大体大 5/22 関西学生陸上競技チャンピオンシップ 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

4 1.68* 上月 亜美 園田学園女大 11/3 第63回尼崎市選手権 尼崎市記念公園陸上競技場
5 1.66* 中村 和花 大塚高 5/30 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
5 1.66* 森岡 未優 大体大 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
5 1.66* 高田 知佳 吹田一中 10/24 第52回U16競技会 愛媛県総合運動公園陸上競技場
8 1.65* 広池 萌生 大塚高 4/3 大阪高校第1回地区記録会（3・4地区） 大阪市長居第二陸上競技場
8 1.65* 多田 真生 大塚高 4/3 大阪高校第1回地区記録会（3・4地区） 大阪市長居第二陸上競技場
8 1.65* 渡辺 有希 ミライト・テクノロジーズ 5/16 第65回関西実業団選手権 大阪市長居陸上競技場
8 1.65* 山本 莉帆 天理大 8/5 2021年度第1回学連競技会 大阪市長居第二陸上競技場
8 1.65* 谷口 愛奈 東海大附大阪仰星高 8/7 令和3年度二地区第4回記録会 枚方市立陸上競技場

世界記録 5m06 Yelena ISINBAYEVA (RUS) 2009
日本記録 4m40 我孫子 智美（レイクスターズ） 2012

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 4.05* 前川 淳 日体大 5/20 第100回関東学生対校選手権 相模原ギオンスタジアム
2 3.90* 森田 彩 ＭＷＵ Ａｔｈｌｅｔｉｃｓ 5/30 熊倉重メモリアル第52回新潟実業団競技会 新潟市陸上競技場
3 3.61* 上山 友美恵 大塚高 8/13 第76回大阪高校総合体育大会 大阪市長居第二陸上競技場
4 3.60* 渕上 智晶 武庫川女大 3/17 第3回関西学連競技会 大阪市長居第二陸上競技場
5 3.51* 片岡 菜乃華 大塚高 8/13 第76回大阪高校総合体育大会 大阪市長居第二陸上競技場
6 3.50* 山岸 朱里 長野高 6/19 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 3.50* 坂田 千奈 Ｇｏｒｉｒｉｓｅ 9/20 東大阪市9月記録会② 東大阪市花園中央公園多目的競技場

8 3.30* 吉村 知華 大阪産大 7/21 東大阪市7月記録会① 東大阪市花園中央公園多目的競技場

9 3.20* 坂内 祭莉 大塚高 3/26 村上平一郎記念競技会 花園公園多目的競技場
9 3.20* 田村 扇都 府長野高 5/28 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
9 3.20* 大谷 真子 大体大 7/10 第3回大阪体育大学競技会 浪商学園陸上競技場
9 3.20* 北田 莉亜 関学大 10/24 東大阪市10月記録会② 東大阪市花園中央公園多目的競技場

世界記録 7m52 Galina CHISTYKOVA (URS) 1988
日本記録 6m86 池田 久美子（スズキ） 2006

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 6.18* 北田 莉亜 関学大 6/4 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
2 6.15* 竹内 真弥 チームミズノ 6/24 第105回日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
3 6.12* 吉田 花鈴 摂津高 7/30 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
4 5.95* 山根 碧栞 中京大 6/4 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
5 5.90* 恵良 和鈴 ＭＷＵ 10/16 第18回田島直人記念競技会 維新百年記念公園陸上競技場
6 5.84* 釣本 陽香 大阪桐蔭高 9/17 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

6 5.84* 宮繁 愛葉 大体大浪商高 11/7 高校3・4地区第4回記録会 大阪市長居第二陸上競技場
8 5.83* 中田 茉希 大塚高 6/18 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

9 5.81* 大谷 華未 東大阪大敬愛高 7/21 東大阪市7月記録会① 東大阪市花園中央公園多目的競技場

10 5.78* 香取 美春 大阪市立桜宮高 6/18 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

世界記録 15m67 Yulimar ROJAS (VEN) 2021
日本記録 14m04 花岡 麻帆（三英社） 1999

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 12.68* 宮繁 愛葉 大体大浪商高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場



2 12.63* 北田 莉亜 関学大 6/5 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
3 12.61* 吉田 花鈴 摂津高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

4 12.55* 田上 陽菜 トータル・スポーツ 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
5 12.47* 村田 友菜 春日丘高 6/20 第74回近畿高校対校選手権 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

6 12.38* 河合 栞奈 メイスンワーク 3/17 第104回日本陸上競技選手権・室内競技 大阪城ホール
7 12.32* 喜田 愛以 ミライト・テクノロジーズ 3/17 第104回日本陸上競技選手権・室内競技 大阪城ホール
8 12.30* 中村 和花 大塚高 10/30 大阪高校地区別秋季大会（3・4地区） 大阪市長居第二陸上競技場
9 12.16* 水谷 結花 大塚高 5/30 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

10 12.02* 恵良 和鈴 ＭＷＵ Ａｔｌｅｔｉｃｓ 5/9 READY STEADY TOKYO 国立競技場

世界記録 22m63 Natalya LISOVSKAVA (URS) 1987
日本記録 18m22 森 千夏（スズキ） 2004

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 16.01* 郡 菜々佳 九州共立大 6/27 第105回日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
2 15.12* 進堂 りか 九州共立大 9/19 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
3 14.75* 広島 愛亜梨 日大 6/6 日本学生陸上競技個人選手権 レモンガススタジアム平塚
4 14.25* 日夏 涼香 福岡大 6/27 第37回U20日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
5 14.23* 山本 佳奈 大体大 6/27 第37回U20日本陸上競技選手権 大阪市長居陸上競技場
6 14.04* 広沢 南奈 関学大 7/17 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
7 13.78* 東田 歩乃佳 大体大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
8 13.27* 中原 鈴 東大阪大敬愛高 10/23 第15回U18競技会 愛媛県総合運動公園陸上競技場
9 13.12* 岡野 風璃 関西大倉高 5/30 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

10 12.80* 西込 珠輝来 大体大浪商高 8/21 第68回大阪私立高校 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 76m80 Gabriele REINSCH (GDR) 1988
日本記録 59m03 郡 菜々佳（九州共立大） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 55.30* 郡 菜々佳 九州共立大 4/25 第69回兵庫リレーカーニバル 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場

2 45.41* 中瀬 綺音 大体大 3/16 第3回関西学連競技会 大阪市長居第二陸上競技場
3 43.36* 桑島 弥々 咲くやこの花高 7/30 令和3年度全国高校総合体育大会 福井県営陸上競技場
4 42.83* 檀原 萌香 九州共立大 4/18 第2回九州共立大学チャレンジ競技会 九州共立大学陸上競技場
5 42.20* 梛野 響木 明治国際医療大 4/25 第2回京都陸協記録会 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

6 41.83* 西込 珠輝来 大体大浪商高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
7 39.97* 大西 愛莉 大体大 9/2 2021ディムライトリレーズ 大阪市長居第二陸上競技場
8 39.83* 広島 愛亜梨 日大 7/17 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
9 39.31* 中原 鈴 東大阪大敬愛高 9/19 第54回近畿高校ユース対校選手権 京都市西京極総合運動公園陸上競技場

10 39.27* 宮本 愛香 関西外語大 7/17 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場

世界記録 82m98 Anita WLODARCZYK (POL) 2016
日本記録 67m77 室伏 由佳（ミズノ） 2004

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 55.10* 浅田 鈴佳 Ｇｏｌｌｉｒａｂ 5/15 第65回関西実業団選手権 大阪市長居陸上競技場
2 55.04* 池江 葉奈 九州共立大 5/22 第4回九州共立大学チャレンジ競技会 九州共立大学陸上競技場
3 54.55* 奥井 小晴 立命大 7/16 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
4 53.06* 竹谷 陸 大体大 3/20 第7回大阪体育大学競技会 浪商学園陸上競技場
5 51.94* 黒田 佳代 中京大 8/8 2021東海学生陸上競技夏季大会 刈谷市総合運動公園多目的グラウンド

6 49.69* 川島 空 大体大浪商高 11/7 高校3・4地区第4回記録会 大阪市ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居
7 48.87* 岡野 風璃 関西大倉高 10/23 第15回U18競技会 愛媛県総合運動公園陸上競技場
8 46.07* 西田 好伽 立命大 7/16 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
9 45.74* 山根 瑞稀 環太平洋大 4/25 第63回岡山県実業団対抗選手権 倉敷運動公園陸上競技場

10 44.35* 川口 明結美 大体大浪商高 8/7 大阪高校第三・四地区夏季競技会 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 82m98 Anita WLODARCZYK (POL) 2016
日本記録 66m00 北口 榛花（日本大） 2019

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所



1 61.01* 佐藤 友佳 ニコニコのり 4/29 第55回織田幹雄記念国際競技会 広島広域公園陸上競技場
2 54.67* 山内 愛 長谷川体育施設 3/24 第9回IPUチャレンジ 環太平洋大学陸上競技場
3 54.16* 中村 怜 東大阪大 9/17 天皇賜盃第90回日本学生対校選手権 熊谷文化公園
4 50.04* 宮下 梨沙 ＭＰＥ 3/21 第13回山田隆記念競技会 奈良市鴻ノ池陸上競技場
5 49.78* 堀内 律子 筑波大 10/23 第6回筑波大競技会 筑波大学陸上競技場
6 49.34* 西川 明花 立命大 7/10 第80回滋賀県選手権 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

7 48.26* 松井 麻里弥 大体大Ｔ，Ｃ 8/29 第89回近畿選手権 奈良市鴻ノ池陸上競技場
8 44.90* 高橋 知優子 国士大 4/3 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場
9 44.79* 鈴木 さくら 中京大 10/17 第48回東海学生秋季選手権 知多市運動公園陸上競技場

10 44.05* 東野 帆花 関大 3/17 第3回関西学連競技会 大阪市長居第二陸上競技場

世界記録 7291 Jackie JOYNER-KERSEE (USA) 1988
日本記録 5975 山﨑 有紀（スズキ浜松AC） 2021

順位 記 録 氏 名 所属 月日 競技会名 競技場所
1 5156* 水谷 佳歩 中京大 6/12 第105回日本陸上競技選手権・混成競技 長野市営陸上競技場
2 4784* 中地 真菜 東大阪大 8/5 2021年度第1回学連競技会 大阪市長居第二陸上競技場
3 4701* 中村 和花 大塚高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
4 4564* 邨田 菜摘 東大阪大 10/22 第98回関西学生対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場
5 4511* 和田 真琉 大体大 9/26 令和3年度第4回大阪体育大学競技会 浪商学園陸上競技場
6 4442* 黒田 瑛美香 龍谷大 7/18 第89回大阪選手権 大阪市長居陸上競技場
7 4370* 中田 成美 東大阪大敬愛高 10/31 大阪高校地区別秋季大会（3・4地区） 大阪市長居第二陸上競技場
8 4278* 堂本 鈴華 東女体大 4/4 第1回国士舘大学競技会 国士舘大学多摩陸上競技場
9 4163* 津田 妃茉里 大阪桐蔭高 5/31 第74回大阪高校対校選手権 大阪市長居第二陸上競技場

10 4100* 高田 恵里奈 龍谷大 8/5 2021年度第1回学連競技会 大阪市長居第二陸上競技場



各 種 競 技 会 の 成 績



第89回大阪陸上競技選手権大会 兼 大阪府民体育大会陸上競技の部
2021年7月16日～18日, 10000mのみ6/1

ヤンマースタジアム・ヤンマーフィールド
男子

競技 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風
１００ｍ 坂井 隆一郎 大阪ガス 10.16 +0.1 NGR 植本 尚輝 京都産業大 10.3 +0.1 NGR 宮内 和哉 関西大 10.32 +0.1 NGR
２００ｍ 假屋 直幹 大東文化大 21.25 -0.7 本多 諒平 関西大 21.3 -0.7 山田 雄大 大阪高 21.36 -0.7
４００ｍ 末長 智幸 近畿大 47.53 川路 武 山梨学院大 47.63 森 貫太 びわスポ大 47.92
８００ｍ 久田 朔 桜宮高  1:50.78 三木 秀斗 近畿大  1:51.19 津田 竜太郎 大阪体育大  1:51.43
１５００ｍ 比夫見 将吾 大阪府警  3:45.84 NGR 久田 朔 桜宮高  3:46.92 NGR 谷原 先嘉 大阪府警  3:48.63 NGR
５０００ｍ 谷原 先嘉 大阪府警 14:18.69 比夫見 将吾 大阪府警 14:19.6 芝田 俊作 大阪府警 14:24.1
１００００m 谷原 先嘉 大阪府警 29:39.0 源 康介 大阪府警 29:51.9 芝田 俊作 大阪府警 30:03.8
１１０ｍＨ(1.067m) 清水 功一朗 関西学院大 13.90 +1.0 森口 諒也 東海大 13.94 +1.0 小池 綾 大塚高 14.04 +1.0
４００ｍＨ(0.914m) 高橋 祐満 西宮市陸協 50.89 藤原 功規 東海大 51.31 大串 弦徳 日本大 51.38
３０００ｍＳＣ 嶋谷 鐘二郎 関西大  9:14.11 安達 隆志 関西創価高  9:41.98 坂井 宏彰 興國高  9:42.52
５０００ｍＷ 濱西 諒 明治大 20:15.14 寳田 力 摂南大 22:54.8 木村 太陽 摂南大 23:12.8
４×１００ｍ 宮内・濱田・松井・本多 関西大 40.24 妻鹿・中田・丸野・山田 大阪高 40.6 小倉・河野・澤田・小畠 同志社大 41.13
４×４００ｍ 松井・藤戸・濱田・阪本 関西大  3:13.01 薙野・南・吉田・山口 スターヒルズ  3:13.27 加茂・森原・織田・佐々木 近大附高  3:13.35
走高跳 藤田 渓太郎 佐竹食品 2m21 大西 健介 関西電力 2m09 坂井 宏和 東海大 2m03
棒高跳 渡邉 宥磨 日本大 5m00 野村 元将 日本大 5m00 野村 元将 大阪国際大 4m70
走幅跳 吉本 和希 大阪体育大 7m52 0.9 小野 武蔵 大阪陸協   7m40 3.4 谷口 祐 新日本住設   7m29 1.5
三段跳 島田 ジェイチーマ 大阪高  14m96 0.3 板西 佑介 大教大AC  14m84 0.2 西中 達哉 関大北陽高  14m77 1.8
砲丸投(7.260kg) アツオビン ジェイソン 福岡大  16m64 最所 永遠 大阪国際大  14m38 柴田 大二郎 太成学院高  13m34
円盤投(2.000kg) 坂口 昇大 京都産業大  45m00 冨永 翔太 日本大  43m73 川上 蓮太郎 大塚高  40m76
ハンマー投(7.260kg) 福田 翔大 日本大  64m03 荒木 久徳 Jumping Gate  59m32 森垣 和也 大阪教育大  58m48
やり投(0.800kg) 谷川 颯 日本大  68m86 小野 悟 東大阪大  66m62 高木 陽広 大阪体育大  61m63
男子 十種競技 伊佐 嘉矩 ISAparty 6543 今岡 海斗 日本大 6382 中島 貴心 大阪体育大 6118

女子

競技 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風
１００ｍ 竹内 真弥 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 11.82 0.1 西尾 香穂 大阪陸協 12.19 0.1 福田 七海 大塚高 12.23 0.1
２００ｍ 島田 幸羽 咲くやこの花中 24.56 -1.9 福田 七海 大塚高 25.04 -1.9 桑原 綾子 大阪成蹊大 25.09 -1.9
４００ｍ 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 55.72 桑原 綾子 大阪成蹊大 56.72 立石 陽菜 大阪成蹊大 57.17
８００ｍ 川田 朱夏 東大阪大  2:09.62 神薗 芽衣子 東大阪大  2:12.32 松元 菜笑 大阪教育大  2:12.51
１５００ｍ 尾崎 真衣 大阪桐蔭高  4:36.06 室山 優奈 東大阪大敬愛高  4:36.64 鈴木 愛美 東大阪大敬愛高  4:36.85
５０００ｍ 古賀 華実 大阪芸術大 17:27.00 宮永 光唯 大阪芸術大 17:34.2 清水 穂高 ＧＲｌａｂ 18:30.40
１００ｍＨ(0.838m) 竹内 真弥 ﾁｰﾑﾐｽﾞﾉｱｽﾚﾃｨｯｸ 13.64 0.4 中司 菜月 ＹＯＳＨＵ 14.04 0.4 藤井 このみ 青山学院大 14.20 0.4
４００ｍＨ(0.762m) 河内 瀬桜 東大阪大敬愛高 58.01 王子田 萌 ＮＤソフト 58.64 野尻 真由 大阪大  1:00.01
３０００ｍＳＣ 本庄 悠紀奈 筑波大 10:54.10 小椋 美海 関西外国語大 10:54.70 白川 朝陽 大塚高 11:01.60
５０００ｍＷ 下岡 仁美 同志社大 23:29.60 杉林 歩 大阪大 23:43.60 岡本 瑠香 中京大 24:36.10
４×１００ｍ 横張・宮原・久野・林 大阪高 47.41 塚本・奥田・福田・田中 大塚高 47.92 波江野・國松・中道・三宅 咲くやこの花高 47.95
４×４００ｍ 土佐・長尾・大津・河内 東大阪大敬愛高  3:46.32 窪・邨田・川田・大西 東大阪大  3:46.45 南・浅本・児玉・河本 生野高  3:52.10
走高跳 ①渡川 和華 武庫川女子大 1m69 ?和田 真琉 大阪体育大 1m66 ?森岡 未優 大阪体育大 1m66
棒高跳 前川 淳 日体大 4m00 森田 彩 MWU Athletic 3m80 上山 友美恵 大塚高 3m50
走幅跳 山根 碧栞 中京大 5m73 1.4 香取 美春 桜宮高 5m72 2.9 恵良 和鈴 MWU Athletic 5m65 2.6
三段跳 田上 陽菜 トータルスポーツ  12m55 0.5 尾石 陽菜 関西大  11m94 0 村田 友菜 春日丘高  11m60 -1.1
砲丸投(4.000kg) 廣島 愛亜梨 日本大 14m50 進堂 りか 九州共立大  14m40 広沢 南奈 関西学院大  14m04
円盤投(1.000kg) 郡 菜々佳 九州共立大  50m45 中瀬 綾音 大阪体育大  42m70 廣島 愛亜梨 日本大  39m83
ハンマー投(4.000kg) 奥井 小晴 立命館大  54m55 池江 葉奈 九州共立大  54m23 竹谷 陸 大阪体育大  50m76
やり投(0.600kg) 中村 怜 東大阪大  51m66 松井 麻里弥 大体大T.C  45m80 西川 明花 立命館大  45m36
七種競技 中地 真菜 東大阪大 4532 黒田 瑛美香 龍谷大 4442 和田 真琉 大阪体育大 4382

男子高校・中学オープン

競技 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風
１００ｍ 徳廣 匡祇 関大北陽高 10.95 -1.4 妻鹿 匠 大阪高 11 -1.4 堀 泰将 東海大仰星高 11.11 -1.4
３０００ｍ 白川 陽大 大塚高  8:31.57 安藤 那起 生野高  9:19.52 小笠原 翼 履正社高  9:29.78
１１０ｍＪＨ(0.991m) 瀬戸 玲史 春日丘高 14.27 -0.1 牧 俊佑 近大附高 14.27 -0.1 田中 洸希 関大北陽高 14.6 -0.1
砲丸投(5.000kg) 藤原 大心 大体大浪商高  15m25 山内 弘稀 太成学院高  13m40

女子高校・中学オープン

競技 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風
１００ｍ 林 柚寿 大阪高 12.46 0.7 浅田 真子 大阪高 12.47 0.7 田中 美羽 大塚高 12.68 0.7
３０００ｍ 白川 朝陽 大塚高  9:56.11 亀井 咲里 東大阪大敬愛高 11:38.3
１００ｍＹＨ(0.762m) 岸本 礼菜 咲くやこの花中 14.11 0 大久保 碧 大阪女学院中 14.25 0 吉田 果由 咲くやこの花高 14.98 0
砲丸投(4.000kg) 坂 ちはる 富田林二中  11m91 前園 奈那 桜宮高  10m38

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位



 第8回木南道孝記念陸上競技大会 サトウ食品日本グランプリシリーズ大阪大会 ヤンマースタジアム長居

開催年月日  2021.06.01

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子GP 200m 小池　祐貴 住友電工 20.59 -0.8 NGR 植本　尚輝 京都産業大 20.74 -0.8 NGR 山下　潤 ANA 20.74 -0.8 NGR

400m 伊東　利来也 三菱マテリアル 45.85 岩崎　立来 大阪体育大 46.26 吉津　拓歩 アースグロー 46.26

800m 川元　奨 スズキ 1:47.52 NGR 飯濵　友太郎 立教大 1:47.98 NGR 金子　魅玖人 中央大 1:48.10 NGR

1500m 河村　一輝 トーエネック 3:41.08 飯島　陸斗 阿見AC 3:41.54 飯澤　亨次 DeNA 3:41.64

110mH 村竹　ラシッド 順天堂大 13.35 +0.3 NGR 石川　周平 富士通 13.42 +0.3 徳岡　凌 立命館大 13.69 +0.3

400mH 井上　　駆 東京海上日動CS 49.80 豊田　将樹 富士通 49.94 岸本　鷹幸 富士通 49.97

棒高跳 竹川　倖生 丸元産業 5m65 江島　雅紀 富士通 5m55 来間　弘樹 ストライダーズAC 5m35

やり投(0.800㎏)小南　拓人 染めQテクノロジィ 82m43 NGR ディーン元気 ミズノ 81m06 小椋　健司 栃木スポ協 79m74

女子GP 200m 兒玉　芽生 福岡大 23.72 -0.7 鶴田　玲美 南九州ファミリーマート 23.79 -0.7 久保山　晴菜 今村病院 23.86 -0.7

400m 青山　聖佳 大阪成蹊AC 53.19 NGR 小林　茉由 J.VIC 53.66 松本　奈菜子 東邦銀行 53.96

800m 北村　夢 エディオン 2:03.67 NGR 広田　有紀 新潟アルビレックスRC 2:04.48 川田　朱夏 東大阪大 2:05.89

1500m 田中　希実 豊田自動織機TC 4:10.06 藤井　正道 豊田自動織機 4:14.59 道下　美槻 立教大 4:15.33

100mH 寺田　明日香 ジャパンクリエイトグループ 12.89 +0.3 鈴木　美帆 長谷川体育施設 13.15 +0.3 田中　佑美 富士通 13.23 +0.3

400mH 宇都宮　絵莉 長谷川体育施設 57.26 イブラヒム　愛紗 メイスンワーク 58.01 山本　亜美 立命館大 58.48

走幅跳 秦　澄美鈴 シバタ工業 6m47 +1.9 嶺村　優 オリコ 6m25 +0.9 中野　瞳 和食山口 6m23 +1.2

やり投(0.600㎏)上田　百寧 福岡大 60m38 武本　紗栄 大阪体育大 58m98 佐藤　友佳 ニコニコのり 58m79

男子T46 400m 石田　駆 愛知学院大 50.34

女子T47 400m 辻　沙絵 日本体育大 59.37

男女混合 4X400mR

青山聖佳
松本奈菜子
佐藤拳太郎
川端魁人 日本 3:16.67 NNR

小林　茉由

JEPNGETICH Judy
OMARE DOMINIC Nyairo
PATRIC MATHENGE

Wambui チームケニア・ジャパン 3:42.16

1  位 2  位 3  位



2021年度大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 兼 第12回シニア陸上競技選手権大会 

開催年月日  2021.09.20（月） ヤンマーフィールド長居

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子A 100m 藤井　恒輝 関西大 10.85 +1.3 原　聡志 OASAKA.T.C 10.87 +1.3 田中大智 京都大 10.91 +1.3

400m 吉田　和幸 スターヒルズ 48.78 坂本　龍星 大阪国際大 49.03 福田　悠翔 大阪国際大 49.18

1500m 田中　誉也 GRlab 3:57.78 渡部　蒼大 Reborn 4:04.03 寺浦　晴輝 大阪陸協 4:06.83

5000m 畑　耕太郎 ミズノ 16:39.64 小原　成 インテックス 16:48.30 辻本　颯太 関西大学陸友会 18:56.11

10000m 島田　博行 大阪長居AC 33:14.09 藤島　直也 DEEARS 33:43.34 中川　卓也 豊中市消防局 34:20.84

110mH 内賀嶋　陽史 関西電力 14.72 -3.1 永田　智季 京都大 15.39 -1.9 横井　亮磨 大阪陸協 15.45 -1.9

走高跳 大西　健介 関西電力 2m06 田中　英和 アスリートネット 2m03 嵯峨　颯 大阪陸協 2m00

走幅跳 池田　佳暉 関西大 7m38 -0.2 畑中　慎也 トータルスポーツ 7m04 +1.1 桑田　岳杜 KINDAI RC 6m97 +1.2

三段跳 後藤　厚人 MetLife 15m06 +1.5 板西　佑介 大教大AC 14m57 +1.6 源　識之相 生野AC 14m11 +2.0

砲丸投(7.260㎏)最所　永遠 大阪国際大 14m35 丸山　昱 大阪国際大AC 10m25 祐島　陸人 大阪国際大 9m37

円盤投(2.000㎏)伊佐　嘉矩 ISAparty 34m56 森　貞樹 八尾市陸協 19m97

やり投(0.800㎏)亀井　綾介 ニコニコのり 66m82 檀野　俊 Goririse 55m66 大野　志門 大阪体育大 54m41

男子B 100m 増原　麟 スターヒルズ 10.89 -0.2 山口　享郎 スターヒルズ 11.01 -0.1 池下　裕貴 大阪マスターズ 11.16 +0.1

1500m 山本　真也 日新AC 4:13.25 辻　啓太 大阪市役所 4:17.69 竹田　悟史 大阪市役所 4:25.02

5000m 荻野　克也 大阪陸協 16:15.24 岡　秀哲 大阪市役所 16:48.06 森　良太 大阪陸協 17:32.60

走高跳 宮下　亮平 細川酒店ＡＣ 1m70 藤井　正道 大体大AC 1m60

走幅跳 川崎　庄太郎 Goririse 7m06 +0.2 北浦　博行 Live.fas 6m63 +0.5 田中　俊樹 大阪国際大AC 6m33 +0.6

砲丸投(6.000㎏)岩﨑 惇 N.N.T. 12m97 山田 尚幸 N.N.T. 11m05

円盤投(1.750㎏)紫前　文優 大阪洛南クラブ 37m71 今泉　仁 細川酒店ＡＣ 35m71 小林　良太 Jumping Gate 29m98

男子C 100m 小田　雅也 大阪マスターズ 11.59 +1.5 塚口　洋之 大阪陸協 11.91 +2.2 阿比留　友輔 大阪マスターズ 11.95 +0.4

1500m 城間　泰佑 大阪陸協 5:00.42

5000m 佐毘　容平 SD 16:47.36 上田 譲 GRowing MAN 17:28.47 足立　伸一 大阪陸協 17:30.75

走高跳 藤本　健二 大阪陸協 1m70 石原　昭三 Jumping Gate 1m45

走幅跳 須田　学 SD 6m31 +0.3 北村　陽一 Jumping Gate 5m89 +0.8 原田　実 関西電力 5m59 +0.0

砲丸投(4.000㎏)町田　博基 寝屋川AC 12m37 西宮　明文 関西電力 11m91

男子D 100m 新居　秀明 NEXUS-AC 12.20 -2.3 島名　孝次 ミズノ 12.45 -1.4 木村　紀史 大阪陸協 12.47 -1.4

1500m 辰巳　義隆 大阪長居AC 4:50.49 前野　修一 大阪市大陸友会 4:56.53 村岡　隆幸 狭山池夕焼けラン 4:57.97

砲丸投(4.000㎏)桑田　彰 泉南陸協 13m41 吉武　信二 大阪茗友クラブ 12m91 菊池 　英一郎 大阪マスターズ 10m73

男子E 100m 津田　光央 近鉄百貨店ＡＣ 15.22 +0.1

1500m 松平　進 長居つながりRC 5:07.64 伊藤　嗣朗 大阪陸協 5:30.63 秦　　親房 大阪長居AC 5:46.88

砲丸投(4.000㎏)北村　公亮 ミズノ 9m02 木村　隆也 ミズノ 8m94

男子F 1500m 飯塚　順彦 大阪長居AC 6:35.26

砲丸投(4.000㎏)内藤　憲雄 紫郊クラブ 9m70 高群　哲夫 紫郊クラブ 6m88 森井　正和 紫郊クラブ 5m64

男子G 4×100mR

(1)見良津　智大
(2)原　聡志
(3)橋谷　俊平
(4)岸本　淳 OASAKA.T.C 44.28

(1)日置　勇斗
(2)塩山　昌弘
(3)岡　将太
(4)荘埜　太一 NEXUS-AC 44.44

(1)上田　達也
(2)牧野　泰樹
(3)呉　沢哲
(4)濱　宏平 アトレティカ 45.06

100+200+300+400mR

(1)喜田　展矢
(2)塩山　昌弘
(3)長澤　亮
(4)林　大地 NEXUS-AC 1:57.17

(1)佐野　由羽
(2)荒木　貴弘
(3)粂田　悠人
(4)畑中　慎也 トータルスポーツ 1:59.26

(1)見良津　智大
(2)田中　孝典
(3)原　聡志
(4)橋谷　俊平 OASAKA.T.C 2:01.88

女子H 100m 前田　朱音 大阪国際大 12.91 -0.7 河野　桃々 Jumping Gate 12.94 -2.6 大前　陽菜乃 Jumping Gate 12.95 -0.7

200m 佐下　亜未 アトレティカ
28.03
[28.021] +0.6 後藤　加奈 京都大

28.03　※
[28.021] +0.6 松金　里奈 大阪国際大 28.85 +0.6

800m 木下　佳奈 放送大関西 2:20.78 三﨑　かんな Jumping Gate 2:28.61 森田　咲綾 Jumping Gate 2:31.25

5000m 井上　　栞 大阪長居AC 18:30.03 清水　穂高 GRlab 19:11.96 水谷　美紀子 ﾗﾝｽﾎﾟｯﾄRC 19:30.06

1  位 2  位 3  位



4×100mR

(1)郡山　月花
(2)前田　朱音
(3)堀川　今日子
(4)高木　美悠 大阪国際大 50.21

(1)安藤　美咲
(2)大前　陽菜乃
(3)本村　千賀
(4)河野　桃々 Jumping Gate 50.29

(1)佐々木　悠
(2)三宅　要
(3)刑部　真美
(4)早川　美沙 チームもんごる 54.80

走高跳 岩崎　莉子 大阪教育大 1m30

走幅跳 東田　智子 鳴松クラブ 5m09 +0.7 畳野　美古都 Goririse 4m90 +1.1 刑部　真美 チームもんごる 4m79 -1.0

砲丸投(4.000kg)松井　麻里弥 大体大Ｔ．Ｃ 9m38

※H200ｍ同タイム1位



 令和3年度長距離ナイター記録会 

開催年月日  2021.09.23 ヤンマーフィールド長居

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子 3000m 安達　隆志 関西創価鷹 8:28.32 木下　太成 大阪高 8:29.07 小川　龍之介 東海大仰星高 8:29.61

5000m 田中　誉也 Grlab 14:37.50 七枝　直 関大北陽高 14:40.00 白川　陽大 大塚高 14:44.84

女子 3000m 武田　千絵 ダイハツ 9:31.97 白川　朝陽 大塚高 9:33.01 青木　鈴葉 薫英女学院高 9:48.68

5000m 久馬　萌　 ダイハツ 16:53.52 川村　楓 岩谷産業 16:53.77 久馬　悠 ダイハツ 17:11.16

2021年度　大阪陸協長距離第1回記録会

開催年月日  2021.10.16 ヤンマーフィールド長居

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子 3000m 井手　蒼人 東海大仰星高 8:58.74 渡部　蒼大 Reborn 9:01.34 村上　力哉 大体大浪商高 9:02.04

5000m 皆渡　星七 関大北陽高 14:48.42 安達　隆志 関西創価高 14:58.92 秋山　翔太朗 東海大仰星高 15:01.36

10000m 坂井　宏彰 興國高 31:46.13 宮出　誠大 興國高 31:47.14 立野　晴士 生野高 32:30.86

女子 3000m 青木　鈴葉 薫英女学院高 9:50.59 鎌田　瞳 薫英女学院高 9:50.94 武田　真音 薫英女学院高 9:59.78

5000m 西出　優月 関西外国語大 16:42.27 須田　笑瑠萌 大体大浪商高 17:27.52 右田　有奈 ジャパンクリエイト 17:34.44

2021年度　大阪陸協長距離第2回記録会

開催年月日  2021.11.27 ヤンマーフィールド長居

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子 3000m 市川　創史 大阪長居AC 9:07.24 山口　星秀 大阪桐蔭高 9:07.94 二見　央 スターヒルズ 9:08.10

5000m 藤田　剛史 大阪高 14:53.84 木下　太成 大阪高 14:58.03 渡辺　峻平 大阪高 14:58.59

10000m 坂井　宏彰 興國高 31:46.13 宮出　誠大 興國高 31:47.14 立野　晴士 生野高 32:30.86

男子代表選考・中学 3000m 金銅　友雅 東陽中 8:52.92 迫　悠真 高倉中 8:55.26 武市　颯太 墨江丘中 9:05.19

女子 3000m 水野　花音 大淀中 10:25.15 桑田　渚 桜宮高 10:25.31 浦田　美咲 三国丘高 10:28.51

5000m 右田　有奈 ジャパンクリエイト 18:16.31 井上　栞 大阪長居AC 18:47.21 堀田　笑子 大阪マスターズ 19:33.74

女子代表選考・中学 3000m 片山　とわ 東陽中 10:19.27 河村　璃央 東百舌鳥中 10:19.65 北村　凛 墨江丘中 10:20.14

競技会名　 大阪ロードレース

開催年月日  2021.12.5 ヤンマーフィールド長居

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

女子 30km 右田　有奈 ジャパンクリエイト 1:53:49 田中　友理 大阪陸協 1:56:03 井上　栞 大阪長居AC 1:56:32

男子 30km 長谷部　匠 サウルスジャパン・京都 1:38:49 楠本　正輝 西宮市陸協・兵庫 1:39:14 岡　純平 Grlab兵庫 1:39:47

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位



競技会名 第69回大阪学生陸上競技選手権大会 ヤンマーフィールド長居

開催年月日　2021/04/06-07

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子 100m 中野　翔太 大阪体育大 10.69 -1.1 松下　楓斗 大阪体育大 10.79 -1.1 川西　裕太 近畿大 10.82 -1.1

男子 200m 高木　恒 近畿大 21.04 +1.1 宮内　和哉 関西大 21.46 +1.1 酒井　翼 近畿大 21.55 +1.1

男子 400m 岩崎　立来 大阪体育大 47.33 末長　智幸 近畿大 48.15 西山　遥斗 近畿大 48.48

男子 800m 戸澤　悠介 摂南大 1:50.73 松本　駿 関西大 1:51.08 三木　秀斗 近畿大 1:51.20

男子 1500m 薮内　勇也 近畿大 3:54.41 中野　裕太 近畿大 3:54.69 市林　佳育 関西大 3:56.86

男子 5000m 中野　裕太 近畿大 14:34.01 亀田　仁一路 関西大 14:39.04 佐々木　凜太郎 大阪経済大 14:48.84

男子 10000m 坊池　一真 関西大 30:45.44 小島　克彦 大阪大 30:47.61 須田　真生 大阪経済大 30:51.54

男子 110mH 吉歳　匠吾 摂南大 14.79 東野　耕大　 関西大 14.80 野志　彪海 関西大 14.86

男子 ４００ｍH 森髙　颯治朗 近畿大 52.58 清水　一希 天理大 52.89 内藤　源一郎 大阪教育大 53.01

男子 3000mSC 樫山　直生 大阪大 9:11.71 橋本　颯太 関西大 9:19.14 嶋谷　鐘二郎 関西大 9:25.69

男子 4×100mR
高木・濱口　　　

上山・酒井
近畿大 40.28

青山・松下　　　　
岩元・土手

大阪体育大 41.11
名原・本多　　　　　

宮内・北
関西大 41.25

男子 4×400mR
廣井・濱口　　　

琴寄・末長
近畿大 3:15.13

長・細野　　　　　
大川内・志賀

大阪大 3:15.36
栗原・藤戸　　　　　

　　吉岡・増田
関西大 3:16.23

男子 走高跳 大川　海翔 大阪体育大 2.00 岡田　雅之 天理大 1.95 羽田　充宏 大阪大 1.95

男子 棒高跳 中島　央人 大阪教育大 4.60 千藤　瑛司 大阪教育大 4.60 福原　健斗 関西大 4.60

男子 走幅跳 吉本　和希 大阪体育大 7.20 -0.2 北原　颯真 関西大 7.14 +0.3 植木　雄大 大阪市立大 7.03 -0.1

男子 三段跳 曽根　颯 天理大 15.52 +0.0 山本　樹 天理大 14.84 +1.7 寺本　樹 大阪教育大 14.78 -0.3

男子 砲丸投 内海　祐樹 関西大 14.94 黒田　翔貴 大阪体育大 14.34 前川　純太 大阪体育大 14.29

男子 円盤投 増田　直樹 関西大 46.07 竹村　龍星 天理大 41.98 内海　祐樹 関西大 41.65

男子 ハンマー投 岩波　健輔 天理大 58.44 新崎　匠真 大阪体育大 56.98 森下　海 大阪体育大 55.47

男子 やり投 秦　康太 大阪体育大 66.76 川村　亮太 天理大 66.27 片川　志遠 大阪体育大 65.91

女子 100m 坂野　七海 大阪体育大 12.32 -1.5 森脇　奈々 関西外大 12.59 -1.5 村上　ひかる 大阪市立大 12.60 -1.5

女子 200m 𠮷野　史織 大阪成蹊大 25.43 -0.7 村上　ひかる 大阪市立大 25:53 -0.7 河野　七海 近畿大 25.56 -0.7

女子 400m 川田　朱夏 東大阪大 55.32 大西　愛永 東大阪大 56.82 野尻　真由 大阪大 57.38

女子 800m 川田　朱夏 東大阪大 2:10:22 窪　美咲 東大阪大 2:12:68 神薗　芽衣子 東大阪大 2:12:91

女子 1500m 城谷　桜子 大阪芸術大 4:36:59 窪　美咲 東大阪大 4:37:66 木下　茜 関西大 4:38:14

女子 5000m 北川　星瑠 大阪芸術大 16:42:49 磯野　美空 関西大 16:59:15 三池　瑠衣 大阪大 17:04:64

女子 10000m 入江　ちはゆ 大阪学院大 35:17:56 袴田　華帆 大阪学院大 35:20:95 宮永　光唯 大阪芸術大 35:43:85

女子 100mH 清水　彩妃 関西外大 14:70 -0.5 堀井　玲菜 近畿大 14:79 -0.5 宮本　奈美夏 大阪体育大 16:36 16.36

女子 ４００ｍH 野尻　真由　 大阪大 1:00:14 辻井　美緒 大阪教育大 1:00:69 邨田　菜摘 東大阪大 1:02:53

女子 3000mSC 西出　優月 関西外大 10:24:36 森崎　綾乃 関西外大 10:49:49 小椋　美海 関西外大 10:57:01

女子 4×100mR
畑田・大西　　　　

外山・邨田
東大阪大 48:94

藤原・坂野　　　　
稲越・川村

大阪教育大 48:94
上島・立川　　　　　

山﨑・八田
関西大 49:46

女子 4×400mR
　畑田・大西　　

窪・邨田
東大阪大 3:49:82

　淵田・立石　　　
𠮷野・アシィ

大阪成蹊
大

3:51:81
延安・野尻　　　　　

加藤・田中
大阪大 3:57:21

女子 走高跳 和田　真琉 大阪体育大 1m63 和多野　碧衣 天理大 1m60 山本　莉帆 天理大 1m60

女子 棒高跳 大谷　真子 大阪体育大学 3m00 前川　佳花 大阪大 2m40

女子 走幅跳 大西　愛永 東大阪大 5m58 +1.5 吉野　仁美 大阪教育大 5m46 +1.4 八田　真奈 関西大 5m45 +0.8

女子 三段跳 大崎　美都 大阪教育大 12m25 +1.5 八田　真奈 関西大 11m78 +1.5 上島　優里 関西大 11m78 +0.1

女子 砲丸投 岩本　真波 大阪体育大 14m06 山本　佳奈 大阪体育大 13m66 木虎　莉奈 東大阪大 11ｍ96

女子 円盤投 中瀬　絢音 大阪体育大 43m92 渡部　舞 大阪体育大 39ｍ59 宮本　愛香 関西外大 37m91

女子 ハンマー投 高橋　沙湖 大阪体育大 56m18 坂本　日和 大阪体育大 53m01 竹谷　陸 大阪体育大 50m92

女子 やり投 中村　怜 東大阪大 49ｍ69 小林　鈴奈 大阪体育大 47m47 東野　帆花 関西大 43m35

1  位 2  位 3  位



11.28/-2.1-6m62/+2.9-11m14-51.31 12.01/-1.4-6m24/+1.1-10m42-53.43 11.70/-1.4-6m06/+1.3-8m24-51.89

17.24/-1.6-54m04-1m87-4:55.26 16.15/+2.0-42m17-1m65-4:36.32 17.74/-1.6-55m79-1m65-4:38.70

100m-走幅跳-砲丸投-400m

110mH-やり投-走高跳-1500m



15.11/+0.3-1m66-11m21-27.38/+0.8 15.20/+1.2-1m54-9m32-27.70/+0.9 16.32/+0.3-1m40-10m90-29.10/+0.8

5m12/-0.7-30m70-2:29.77 4m75/-1.4-30m24-2:40.33 4m60/+0.1-33m47-2:33.25

100mH-走高跳-砲丸投-200m

走幅跳-やり投-800m
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第72回大阪高等学校駅伝競走大会兼全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会

第37回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会

主　催:大阪陸上競技協会

競技場:ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路

主　管:大阪陸上競技協会（大阪高体連）

日付:2021-11-6 最終コール:12:20 競技開始:12:30

高校国内国際最高記録　2:01:18　世　　羅・広島(第66回全国高校駅伝)2015

全国高校最高記録　　　2:02:07　洛　　南・京都(第71回全国高校駅伝)2020
大阪高校最高記録　　　2:06:12　関大北陽　　　(第66回全国高校駅伝)2015
大　会　記　録　　　　2:07:52　清　　風　　　(第48回)　　　　　　1997

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

10.0Km 3.0Km 8.1075Km 8.0875Km 3.0Km 5.0Km 5.0Km

1 2:07:23 2 清風 藤本　進次郎(3) 奥野　達(3) 鳥井　健太(2) 田中　裕一朗(3) 畑山　陽星(3) 林　祐正(2) 原口　照規(3)

NGR ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｼﾞﾛｳ ｵｸﾉ ｻﾄｼ ﾄﾘｲ ｹﾝﾀ ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾊﾀﾔﾏ ﾖｳｾｲ ﾘﾝ ﾕｳｾｲ ﾊﾗｸﾞﾁ ﾃﾙｷ

(4) 30:48 (4) 39:20 (2) 1:03:50 (1) 1:28:07 (1) 1:36:56 (1) 1:52:15 (1) 2:07:23

(4) 30:48 (2) 8:32 =SR (2) 24:30 (1) 24:17 (2) 8:49 (2) 15:19 (2) 15:08

2 2:07:48 1 大阪 乙守　勇志(2) 原　悠太(2) 林　龍正(2) 新家　蒼吾(2) 木下　太成(3) 渡辺　峻平(3) 井元　陸力(2)

NGR ｵﾄﾓﾘ ﾕｳｼ ﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ ﾆｲﾅｴ ｿｳｺﾞ ｷﾉｼﾀ ﾀｲｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｲﾉﾓﾄ ﾘｸ

(5) 30:54 (2) 39:14 (3) 1:03:52 (2) 1:28:34 (2) 1:37:23 (2) 1:52:37 (2) 2:07:48

(5) 30:54 (1) 8:20 NSR (3) 24:38 (2) 24:42 (2) 8:49 (1) 15:14 (3) 15:11

3 2:08:44 11 関大北陽 皆渡　星七(3) 杉本　結(2) 七枝　直(1) 市川　侑生(3) 野間　黎矢(1) 大平　滉太(3) 湯田　陽平兵(2)

ﾐﾅﾜﾀﾘ ｾﾅ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ ﾅﾅﾂｴ ﾅｵ ｲﾁｶﾜ ﾕｳｾｲ ﾉﾏ ﾚｲﾔ ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀ ﾕﾀﾞ ﾋﾅﾀ

(2) 30:42 (3) 39:19 (4) 1:04:03 (4) 1:29:26 (3) 1:38:11 (3) 1:53:37 (3) 2:08:44

(2) 30:42 (3) 8:37 (4) 24:44 (3) 25:23 (1) 8:45 (3) 15:26 (1) 15:07

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区

10.0Km 3.0Km 8.1075Km 8.0875Km 3.0Km 5.0Km 5.0Km

区間記録 葛西　　潤  森川　競二  ﾝｶﾞﾝｶﾞ　ﾜｳｴﾙ 山中　秀仁  乙守　勇志  木村　友泰  築田　　城  

                                                                        吉田　雄三  

30:00  8:32 23:11 24:04  8:40 14:49 14:58

第37回大阪高等学校女子駅伝競走大会兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会

主　催:大阪陸上競技協会

競技場:ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路

主　管:大阪陸上競技協会（大阪高体連）

日付:2021-11-6 最終コール:9:50 競技開始:10:00

全国高校最高記録　　　1:06:26　埼玉栄　・埼玉(第８回全国高校駅伝)1996

大阪高校最高記録　　　1:07:24　薫英女学院　　(第28回全国高校駅伝)2016
大　会　記　録　　　　1:09:10　薫英女学院　　(第33回)　　　　　　2017

総合成績リスト

順位 タイム ﾅﾝﾊﾞｰ チーム 1区 2区 3区 4区 5区

6.0Km 4.0975Km 3.0Km 3.0Km 5.0Km

1 1:08:24 1 薫英女学院 水本　佳菜(2) 明貝　菜乃羽(3) 薮谷　奈瑠(2) 向井　友希(1) 西澤　茉鈴(2)

NGR ﾐｽﾞﾓﾄ ｶﾅ ﾐｮｳｶｲ ﾅﾉﾊ ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾅﾙ ﾑｶｲ ﾕｳｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ

(1) 19:01 (1) 32:28 (1) 41:59 (1) 51:45 (1) 1:08:24

(1) 19:01 NSR (1) 13:27 (1) 9:31 NSR (1) 9:46 (1) 16:39

2 1:12:56 5 香里ヌヴェール学院 室山　実優(1) 武田　真音(2) 新山　心友(2) 室山　真優(1) 笠谷　枇菜(1)

ﾑﾛﾔﾏ ﾐﾕ ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ ﾆｲﾔﾏ ﾐﾕ ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ ｶｻﾀﾆ ﾋﾅ

(6) 21:07 (5) 35:01 (2) 45:05 (2) 55:12 (2) 1:12:56

(6) 21:07 (2) 13:54 (2) 10:04 (2) 10:07 (3) 17:44

3 1:13:19 3 東大阪大敬愛 野上　菜那(1) 鈴木　愛美(3) 横山　美月(1) 下大迫　葉里(1) 室山　優奈(3)

ﾉｶﾞﾐ ﾅﾅ ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ ｼﾓｵｵｻｺ ﾋﾗﾘ ﾑﾛﾔﾏ ﾕｳﾅ

(4) 20:44 (2) 34:55 (3) 45:19 (3) 55:59 (3) 1:13:19

(4) 20:44 (4) 14:11 (4) 10:24 (4) 10:40 (2) 17:20

1区 2区 3区 4区 5区

6.0Km 4.0975Km 3.0Km 3.0Km 5.0Km

区間記録 松田　瑞生  高松智美ﾑｾﾝﾋﾞ 高田　晴香  加賀山　恵奈 嵯峨山佳菜未

                                                            

19:24 13:07  9:41  9:40 16:06

凡例（NGR:大会新記録/ DNS:欠    場/ NSR…区間新記録/ =SR…区間ﾀｲ記録）



第76回大阪高等学校総合体育大会駅伝の部                                       　審判長:黒川　和要
兼　第63回大阪高等学校駅伝競走大会・第34回大阪高等学校女子駅伝競走大会       記録主任:原田　　健
主催:公益財団法人大阪陸上競技協会                                            
主管:大阪高等学校体育連盟陸上競技専門部
会場:ヤンマーフィールド長居を発着・中継地点とする長居公園周回コース
日付:2022- 1-10 最終コール:00:00 競技開始:10:10

記録 1区 2区 3区 4区 5区

ｺﾒﾝﾄ 9.2km 3.3km 6.1km 3.3km 6.1km

関大北陽 七枝 直(1) 大濵 優輝(1) 杉本 結(2) 志方 英輝(2) 野間 黎矢(1)

ｶﾝﾀﾞｲﾎｸﾖｳ ﾅﾅﾂｴ ﾅｵ ｵｵﾊﾏ ﾕｳｷ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ ｼｶﾀ ﾋﾃﾞｷ ﾉﾏ ﾚｲﾔ

(3) 28:03 (1) 37:51 (1) 56:08 (1) 1:06:18 (1) 1:25:13

(3) 28:03 (1) 9:48 (1) 18:17 (2) 10:10 (2) 18:55

清風 林 祐正(2) 角川 夢有人(1) 松田 煌希(1) 丸岡 春翔(2) 安達 悠雅(2)

ｾｲﾌｳ ﾘﾝ ﾕｳｾｲ ｽﾐｶﾜ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ ﾏﾙｵｶ ﾊﾙﾄ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｶﾞ

(1) 27:53 (2) 37:54 (3) 56:49 (3) 1:06:51 (2) 1:25:40

(1) 27:53 (3) 10:01 (3) 18:55 (1) 10:02 (1) 18:49

大阪 林 龍正(2) 角谷 和磨(2) 乙守 勇志(2) 土手 勇志(1) 山形 晃誠(2)

ｵｵｻｶ ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ ｶｸﾀﾆ ｶｽﾞﾏ ｵﾄﾓﾘ ﾕｳｼ ﾄﾞﾃ ﾕｳｼ ﾔﾏｶﾞﾀ ｺｳｾｲ

(5) 28:16 (3) 38:19 (2) 56:38 (2) 1:06:51 (3) 1:26:13

(5) 28:16 (4) 10:03 (2) 18:19 (3) 10:13 (4) 19:22

第76回大阪高等学校総合体育大会駅伝の部                                       　審判長:黒川　和要

兼　第63回大阪高等学校駅伝競走大会・第34回大阪高等学校女子駅伝競走大会       記録主任:原田　　健

主催:公益財団法人大阪陸上競技協会                                            

主管:大阪高等学校体育連盟陸上競技専門部

会場:ヤンマーフィールド長居を発着・中継地点とする長居公園周回コース

日付:2022- 1-10 最終コール:00:00 競技開始:13:00

記録 1区 2区 3区 4区 5区

ｺﾒﾝﾄ 6.35km 3.3km 3.3km 3.3km 6.1km

薫英女学院 石黒 碧海(2) 西澤 茉鈴(2) 近久 怜奈(1) 原田 彩花(1) 向井 友希(1)

ｸﾝｴｲｼﾞｮｶﾞｸｲﾝ ｲｼｸﾞﾛ ｱｵﾐ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏﾘﾝ ﾁｶﾋｻ ﾚｲﾅ ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔｶ ﾑｶｲ ﾕｳｷ

(1) 21:01 (1) 31:41 (1) 42:50 (1) 53:50 (1) 1:14:46

(1) 21:01 (1) 10:40 (1) 11:09 (1) 11:00 (1) 20:56

香里ヌヴェール学院武田 真音(2) 室山 真優(1) 新山 心友(2) 室山 実優(1) 青沼 明生(2)

ｺｳﾘﾇｳﾞｪｰﾙｶﾞｸｲﾝ ﾀｹﾀﾞ ﾏｵ ﾑﾛﾔﾏ ﾏﾕ ﾆｲﾔﾏ ﾐﾕ ﾑﾛﾔﾏ ﾐﾕ ｱｵﾇﾏ ﾒｲ

(2) 22:03 (2) 33:36 (2) 45:05 (2) 56:29 (2) 1:17:55

(2) 22:03 (3) 11:33 (2) 11:29 (2) 11:24 (2) 21:26

東大阪大敬愛 野上 菜那(1) 新井 えりか(1) 下大迫 葉里(1) 和田 奈弓(1) 横山 美月(1)

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲ ﾉｶﾞﾐ ﾅﾅ ｱﾗｲ ｴﾘｶ ｼﾓｵｵｻｺ ﾋﾗﾘ ﾜﾀﾞ ﾅﾕ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ

(3) 22:26 (3) 33:59 (3) 45:44 (3) 57:37 (3) 1:19:36

(3) 22:26 (3) 11:33 (3) 11:45 (3) 11:53 (3) 21:59

2 1:17:55 2

3 1:19:36 3

順位 No. チーム

1 1:14:46 1

順位 No. チーム

1 1:25:13 3

2 1:25:40 1

3 1:26:13 2



競技会名　第１回大阪陸上競技記録会（中学）

開催年月日　2021年（令和3年）4月10日（土） 万博記念競技場/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)

（　男子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 村松  悦基 養精 11.26 +2.7 戸田  雄心 門真三 11.37 +4.3 末武  勇樹 高槻六 11.44 +2.7 

共通 ８００ｍ 向井  大貴 関大一  2:08.14 西川  楓真 高槻一  2:08.80 白岩  敬吾 蹉跎  2:08.93

共通 ３０００ｍ 武市  颯太 墨江丘  9:16.6 上田  悠輔 佐野  9:16.9 髙橋  大悟 片山  9:18.9

共通 １１０ｍＨ(0.914m) 野﨑  煌貴 高槻十 14.38 +2.1 平田  陸 誉田 15.05 +2.1 原田  桜佑 片山 15.52 +2.1 

共通 走高跳 片山  怜弦 東淀 1m70 服部  暖大 墨江丘 1m70 西野  琥珀 高槻十 1m70

共通 棒高跳 藤島  瑛琉 茨木西 3m00 豊崎  悠真 五箇荘 2m40

共通 走幅跳 徳野  利三郎 泉南 6m13 +1.9 松田  竜弥 彩都西 6m02 +2.6 中崎  櫂斗 墨江丘 5m98 +1.5 

共通 砲丸投 村上  翔太 今市  12m57 石原  慶大 田尻  12m27 志手  奏太 月州  12m22

共通 円盤投 小杉  春陽 西淀  29m05 増田  悠吾 西  26m58 村田  陽介 三稜  25m62

（　女子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 島田  幸羽 咲くやこの花 12.71 -2.2 河野  桃々 蒲生 12.85 -2.2 小西  流月 五箇荘 13.01 -2.2 

共通 １５００ｍ 浮田  藍子 西陵  4:47.82 山村  弥央 誠風  4:50.09 小田  美月 高槻一  4:52.56

共通 １００ｍＨ(0.762/8m) 岸本  礼菜 咲くやこの花 13.83 +2.0 妹尾  千里 豊中十五 14.23 +2.0 福村  和海 月州 15.01 +2.0 

共通 走高跳 高田  知佳 吹田一 1m60 斎藤  水晶 豊中十六 1m57 竹中  雫 河南 1m50

共通 棒高跳 竹内  美華 旭東 2m20 井上  望愛 北豊島 2m10

共通 走幅跳 高宮  ひかり 南池田 5m21 +1.4 高原  侑楽 咲くやこの花 5m00 +2.2 石倉  結歌 平田 4m94 +1.5 

共通 砲丸投 山口  嘉夢 墨江丘  14m55 坂  ちはる 富田林二  14m28 大黒  恋華 金岡南  13m68

共通 円盤投 水杉  早李 高倉  29m11 杉本  愛琉 三稜  25m82 鈴木  彩夏 泉ヶ丘東  24m03

競技会名　第2回大阪陸上競技記録会（中学・北部） 

開催年月日　2021年（令和3年）4月24日（土） 万博記念競技場/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)

（　男子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 寺垣  琉 関西大倉 11.41 +0.8 長原  脩人 盾津 11.43 +0.8 川口  倖平 寝屋川五 11.56 +1.7 

共通 ２００ｍ 田川  友介 片山 22.98 -2.0 末武  勇樹 高槻六 23.14 -2.0 戸田  雄心 門真三 23.41 -2.0 

共通 ８００ｍ 西川  楓真 高槻一  2:07.31 吉住  蒼太 寝屋川六  2:09.95 山川  豊章 山田東  2:11.62

共通 １５００ｍ 髙橋  大悟 片山  4:19.34 新谷  真生 蹉跎  4:19.57 垣内  詠太 楠葉西  4:23.45

共通 １１０ｍＨ(0.914m) 前園  幸伸 龍華 14.88 +1.8 池田  健人 北豊島 15.61 +1.8 原田  桜佑 片山 15.80 +1.8 

共通 ４×１００ｍ 奥野・前園・渋谷・中田 龍華 45.04 原田・田川・中西・越智 片山 45.16 出口・河合・中村・菅原 枚方二 45.82

共通 走高跳 伊藤  慶祐 豊中十一 1m75 西野  琥珀 高槻十 1m75 生駒  光 石切 1m70

共通 棒高跳 田中  悠貴 池田 3m60 藤島  瑛琉 茨木西 3m40

共通 走幅跳 伊原  大貴 箕面五 5m85 +0.4 岡田  達哉 上小阪 5m85 +0.0 中田  圭祐 龍華 5m82 +0.3 

共通 三段跳 落合  奎介 青山台 11m13 -2.4 久谷  漣 高槻十 11m10 -1.9 山根  雅史 上小阪 10m89 -1.1 

共通 砲丸投 髙橋  雄大 石切  11m41 向山  雄仁 上小阪  11m39 宮島  大河 関西創価   9m34

共通 円盤投 森田  鼓太郎 豊中一  26m51 小谷  泰誠 枚方山田  24m24 永井  亮汰 縄手南  23m44

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位



（　女子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 藤本  実来 豊中十五 12.92 +2.4 岡本  姫奈 茨木南 13.13 +2.4 門口  加歩 楠葉西 13.14 +1.8 

共通 ２００ｍ 森川  亜恵 豊中三 26.81 -0.1 伊東  美琉 茨木西 27.12 -0.1 坪田  美涼 茨木南 27.28 -0.1 

共通 ８００ｍ 高岡  真奈 豊中四  2:21.28 黒木  優依 諸福  2:24.23 小田  美月 高槻一  2:24.74

共通 １００ｍＨ(0.762/8m) 妹尾  千里 豊中十五 14.25 +1.7 横井  楓 青山台 15.06 +1.7 植西  くるみ 茨木南 15.43 +1.7 

共通 ４×１００ｍ 佐野・藤本・越水・妹尾 豊中十五 50.61 室・長島・奥野・逆瀬川 養精 50.68 石川・森川・鈴木・北村 豊中三 51.82

共通 走高跳 高田  知佳 吹田一 1m60 斎藤  水晶 豊中十六 1m50 髙島  凜 高槻十 1m45

共通 棒高跳 井上  望愛 北豊島 2m30

共通 走幅跳 清弘  麻瑠 豊中十七 5m10 +1.2 小川  優里 枚方四 4m91 +1.4 泰地  聖華 関西創価 4m66 +1.8 

共通 砲丸投 西田  里桜 蹉跎  10m70 中村  紀乃華 関西大倉  10m20 小田  若菜 阿武野   9m54

共通 円盤投 日野  瑠々花 島本二  24m76 阪井  聖佳 高槻一  24m14 弘川  早紀 彩都西  22m95

競技会名　第2回大阪陸上競技記録会（中学・南部）

開催年月日　2021年（令和3年）4月24日（土） ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)

（　男子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 本橋  悠輝 咲くやこの花 11.51 +0.7 山田  青生 淀川 11.52 +0.7 竹之内  勇志 淀 11.68 +0.7 

共通 ２００ｍ 北村  逞 咲くやこの花 23.62 -2.1 西村  安慈  桜台 23.94 -2.2 小松  蒼波 松原 24.03 -2.1 

共通 ８００ｍ 加藤  悠成 田尻  2:08.24 根来  啓太 春木  2:09.04 前田  朋主真 十三  2:11.20

共通 １５００ｍ 迫  悠真 高倉  4:10.17 武市  颯太 墨江丘  4:11.41 上田  悠輔 佐野  4:15.46

共通 １１０ｍＨ(0.914m) 平田  陸 誉田 15.15 +2.4 小田原  海 大和川 15.96 +2.4 島田  亮汰 旭東 16.39 +2.4 

共通 ４×１００ｍ 村島・本橋・中瀬・北村 咲くやこの花 44.05 森谷・渡辺・菅・森脇 南池田 45.66 森島・下山・森中・伊藤 美木多 46.25

共通 走高跳 服部  暖大 墨江丘 1m80 福田  和真 菫 1m65 今井  輝 住吉一 1m65

共通 棒高跳 渡辺  空 東我孫子 3m00 泉納  力一 鳥取東 2m80 北尾  友希 大浜 2m70

共通 走幅跳 橋本  浩太朗 友渕 6m38 +1.9 本地  一樹 高津 5m97 +1.3 中崎  櫂斗 墨江丘 5m95 +1.5 

共通 三段跳 西村  快斗 旭東 11m63 +1.5 清水  柊有 堀江 11m38 -0.5 赤塚  悟 白鷺 11m28 -2.0 

共通 砲丸投 アツオビン  アンドリュウ墨江丘  12m46 大野  和春 墨江丘  12m37 石原  慶大 田尻  12m12

共通 円盤投 森谷  麟太郎 南池田  29m29 村田  陽介 三稜  27m66 森山  大翔 三国  27m40

（　女子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 河野  桃々 蒲生 12.49 +3.9 今岡  澄香 咲くやこの花 12.70 +3.9 松田  莉花 東我孫子 12.94 +3.9 

共通 ２００ｍ 島田  幸羽 咲くやこの花 25.26 -1.4 福原  絢音 清風南海 26.56 -1.4 上村  凛子 咲くやこの花 26.65 -1.4 

共通 ８００ｍ 小林  花菜 咲くやこの花  2:23.90 伊藤  綾乃 光明台  2:25.31 佐々木  乃愛 墨江丘  2:27.46

共通 １００ｍＨ(0.762/8m) 岸本  礼菜 咲くやこの花 13.97 +1.2 横山  一華 生野 14.75 +1.2 福村  和海 月州 14.77 +1.2 

共通 ４×１００ｍ 今岡・島田・上村・岸本 咲くやこの花 49.22 松尾・岩森・加山・松下 浜寺南 51.15 金原・中田・信達谷・高市 大阪女学院 51.70

共通 走高跳 西山  美桜 堺長尾 1m57 河合  苺奈 河南 1m57 竹中  雫 河南 1m50

共通 棒高跳 公文  瑠那 鳥取東 2m30 竹内  美華 旭東 2m00

共通 走幅跳 高宮  ひかり 南池田 5m27 +0.7 金原  あきら 大阪女学院 4m83 +0.0 大久保  志澪 生野 4m83 -0.7 

共通 砲丸投 山口  嘉夢 墨江丘  14m55 坂  ちはる 富田林二  13m80 西堂  心菜 月州  13m06

共通 円盤投 森井  葵 金岡南  26m55 水杉  早李 高倉  25m69 山  ひよな 白鷺  23m62

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位



競技会名　第4回大阪陸上競技記録会（中学）

開催年月日　2021年（令和3年）6月12日（土）/6月13日（日） 万博記念競技場/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium -main)

（　男子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

１年 １００ｍ 矢田  篤志 吹田一 11.93 -0.6 元山  隆生 咲くやこの花 12.75 -0.6 石橋  昴典 夕陽丘 12.78 -0.6 

２･３年 １００ｍ 村松  悦基 養精 11.09 +0.5 石川  煌晟 淀 11.30 +0.4 長原  脩人 盾津 11.33 +0.5 

２･３年 ２００ｍ 内田  大翔 縄手 22.67 +0.3 田川  友介 片山 22.70 +0.3 川口  倖平 寝屋川五 22.86 +0.3 

２･３年 ４００ｍ 村島  優太 咲くやこの花 53.46 中尾  怜 東香里 53.65 岡谷  佑星 渋谷 53.75

２･３年 ８００ｍ 上田  悠輔 佐野  2:01.82 白岩  敬吾 蹉跎  2:04.10 吉住  蒼太 寝屋川六  2:05.09

１年 １５００ｍ 佐藤　広崇 浪商  4:36.32 酒井  真梧 吹田一  5:00.11 佐藤  遥太 盾津東  5:03.58

２･３年 １５００ｍ 迫  悠真 高倉  4:14.73 小倉  昊 清風  4:16.48 若菜　宥吾 池田  4:18.30

同順：樫本  英登 北池田  4:18.30

２･３年 ３０００ｍ 武市  颯太 墨江丘  9:13.28 新谷  真生 蹉跎  9:17.84 藤原  優人 高槻一  9:29.69

２･３年 110mH(0.914m) 曽山  夏緒 誉田 14.71 +1.6 前園  幸伸 龍華 14.94 +1.6 島田  亮汰 旭東 15.45 +1.6 

低学年 ４×１００ｍ 﨑山・矢田・村上・横山 吹田一 47.75 宮村・土井・西田・安川 枚方一 47.90 木谷・中山・元山・岡部 咲くやこの花 48.10

共通 ４×１００ｍ 勝山・村島・中瀬・北村 咲くやこの花 43.77 奥野・前園・渋谷・中田 龍華 44.71 片山・大川・林・久谷 高槻十 45.57

２･３年 走高跳 服部  暖大 墨江丘 1m85 西野  琥珀 高槻十 1m80 伊藤  慶祐 豊中十一 1m75

２･３年 棒高跳 田中　悠貴 池田 3m50 渡辺  空 東我孫子 3m50 岩﨑  翔 旭東 3m00

１年 走幅跳 西田  準平 枚方山田 5m24 +1.1 田邉  惹和 旭東 5m05 +0.7 松本  祭 枚方一 4m80 +1.7 

２･３年 走幅跳 橋本  浩太朗 友渕 6m48 +1.8 松田  竜弥 彩都西 6m23 +2.1 福島  直樹 豊中十六 6m08 +0.3 

２･３年 三段跳 西村  快斗 旭東 12m56 +0.5 中村  知毅 咲くやこの花 12m08 -0.3 木村  大翔 交野三 12m02 +0.7 

２･３年 砲丸投(5.000kg) アツオビン  アンドリュウ墨江丘  13m27 石原  慶大 田尻  13m08 村上  翔太 今市  12m83

２･３年 円盤投(1.500kg) 小谷  泰誠 枚方山田  29m52 森田  鼓太郎 豊中一  27m81 増田  悠吾 西  27m65

２･３年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 福井  文太 枚方四  58m89 大宮  智成 北池田  54m49 大野  和春 墨江丘  50m09

２･３年 四種競技 池田  健人 北豊島  2666 福田  和真 菫  2302 小島  裕也 青山台  2218

（　女子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

１年 １００ｍ 光元  友梨 東海大仰星 13.49 -1.4 菅原  咲希 登美丘 13.77 -1.4 織田  美咲 平田 14.11 +0.7 

２･３年 １００ｍ 今岡  澄香 咲くやこの花 12.47 +1.0 長島  若菜 養精 12.79 +1.0 松田  莉花 東我孫子 12.90 +1.0 

２･３年 ２００ｍ 島田  幸羽 咲くやこの花 24.50 -2.0 河野  桃々 蒲生 25.82 -2.0 福原  絢音 清風南海 26.31 -2.0 

１年 ８００ｍ 相馬  葉月 養精  2:27.89 村井  和果 茨木南  2:28.43 三崎  かんな 緑  2:30.83

２･３年 ８００ｍ 高岡  真奈 豊中四  2:21.07 佐々木  乃愛 墨江丘  2:22.17 藤井  愛子 箕面一  2:22.76

２･３年 １５００ｍ 河村  璃央 東百舌鳥  4:43.92 浮田  藍子 西陵  4:48.01 小田  美月 高槻一  4:48.64

２･３年 100mH(0.726m) 岸本  礼菜 咲くやこの花 14.15 -0.7 妹尾  千里 豊中十五 14.27 -0.7 大久保  碧 大阪女学院 14.43 +0.6 

低学年 ４×１００ｍ 石田・門野・久世・大野 咲くやこの花 51.58 堀内・前田・射手園・小林 北豊島 54.61 原田・近江・岡本・松場 蹉跎 54.68

共通 ４×１００ｍ 今岡・島田・上村・岸本 咲くやこの花 48.51 佐野・藤本・越本・妹尾 豊中十五 50.36 室・長島・奥野・逆瀬川 養精 50.70

２･３年 走高跳 河合  苺奈 河南 1m50 斎藤  水晶 豊中十六 1m50 ルフェーブ  芭奈 登美丘 1m45

２･３年 棒高跳 公文  瑠那 鳥取東 2m30 鉄田  さくら 谷川 2m20 竹内  美華 旭東 2m10

１年 走幅跳 後藤  千都 咲くやこの花 4m17 -0.2 川西  汐音 夕陽丘 3m99 +0.9 大畑  凜 平田 3m95 +0.7 

２･３年 走幅跳 高宮  ひかり 南池田 5m10 +0.3 橋本  侑奈 咲くやこの花 5m09 -1.3 福本  恋花 河南 4m89 +0.3 

２･３年 砲丸投(2.721kg) 山口  嘉夢 墨江丘  14m03 西堂  心菜 月州  13m36 翁長  華夢 三稜  13m17

２･３年 円盤投(1.000kg) 水杉  早李 高倉  28m77 坂  ちはる 富田林二  27m59 蔭山  ひよな 白鷺  27m15

２･３年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 石田  亜衣 西  33m68 山城  穂波 豊中十四  26m87 堀内  愛里 北豊島  26m50

２･３年 四種競技 福村  和海 月州  2799 中村  英 大阪女学院  2340 梅田  萌加 枚方一  2259

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位



競技会名　第６7回全日本中学通信陸上競技大阪大会 

開催年月日　2021年（令和3年）7月3日（土）/7月4日（日） ﾔﾝﾏｰｽﾀｼﾞｱﾑ長居･ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居/Osaka(Municipal Nagai Stadium ‑main･#2)

（　男子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

1年 １００ｍ 矢田  篤志 吹田一 11.87 -0.1 森  夏輝 高津 12.30 -0.1 石橋  昂典 夕陽丘 12.40 -0.1 

2年 １００ｍ 三橋  佑輝 金剛 11.42 +0.3 戸田  雄心 門真三 11.44 +0.3 玉井  直太朗 新東淀 11.59 +0.3 

3年 １００ｍ 村松  悦基 養精 11.15 -0.3 山本  浩千 福泉 11.17 -0.3 石川  煌晟 淀 11.45 -0.3 

共通 ２００ｍ 内田  大翔 縄手 22.47 +0.2 村島  優太 咲くやこの花 22.70 +0.2 田川  友介 片山 22.88 +0.2 

共通 ４００ｍ 吉本  龍誠 茨田 52.07 同順：室谷  尚汰 日根野 52.07 重村  波也斗 杉 52.89

共通 ８００ｍ 上田  悠輔 佐野  1:59.53 迫  悠真 高倉  2:00.62 加藤  悠成 田尻  2:02.34

1年 １５００ｍ 佐藤  広崇 浪商  4:20.07 NGR 宮﨑  空 平田  4:34.06 森平  悠太 平田  4:44.99

23年 １５００ｍ 若菜  宥吾 池田  4:18.00 原田  青空 墨江丘  4:18.15 垣内  詠太 楠葉西  4:18.99

共通 ３０００ｍ 黄田  悠賀 陸王AC  9:06.99 小倉  昊 清風  9:15.76 金銅  友雅 東陽  9:16.79

共通 110mH(0.914/9.14m) 曽山  夏緒 誉田 14.58 +0.2 平田  陸 誉田 14.80 +0.2 前園  幸伸 龍華 14.84 +0.2 

共通 ４×１００ｍ 勝山・村島・中瀬・北村 咲くやこの花 43.68 奥野・前園・渋谷・中田 龍華 44.19 片山・大川・林・久谷 高槻十 44.54

共通 走高跳 服部  暖大 墨江丘 1m88 西野  琥珀 高槻十 1m80 片山  怜弦 東淀 1m80

共通 棒高跳 田中  悠貴 池田 3m80 渡辺  空 東我孫子 3m60 藤島  瑛琉 茨木西 3m20

共通 走幅跳 橋本  浩太朗 友渕 6m65 +0.4 松田  竜弥 彩都西 6m56 +0.3 中崎  櫂斗 墨江丘 6m53 +0.2 

共通 砲丸投(5.000kg) アツオビン  アンドリュウ墨江丘  13m70 大野  和春 墨江丘  13m34 志手  奏太 月州  13m11

共通 円盤投(1.500kg) 小杉  春陽 西淀  30m64 小谷  泰誠 枚方山田  30m39 森谷  麟太郎 南池田  30m37

共通 四種競技 池田  健人 北豊島  2688 樹  壮真 三稜  2300 小島  裕也 青山台  2265

（　女子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

1年 １００ｍ 光元  友梨 東海大仰星 13.01 +0.5 久世  菜月 咲くやこの花 13.23 +0.5 菅原  咲希 登美丘 13.38 +0.5 

2年 １００ｍ 大久保  碧 大阪女学院 12.48 -0.1 大野  心愛 咲くやこの花 12.82 -0.1 大前  陽菜乃 佐井寺 12.83 -0.1 

3年 １００ｍ 河野  桃々 蒲生 12.43 +0.0 長島  若菜 養精 12.65 +0.0 小西  流月 五箇荘 12.66 +0.0 

共通 ２００ｍ 島田  幸羽 咲くやこの花 24.65 +0.0 上村  凛子 咲くやこの花 25.77 +0.0 福原  絢音 清風南海 25.91 +0.0 

1年 ８００ｍ 吉住  彩乃 寝屋川六  2:23.54 村井  和果 茨木南  2:24.14 三崎  かんな 緑  2:24.57

23年 ８００ｍ 宮本  真央 楠葉西  2:19.49 今井  春菜 西陵  2:22.09 藤井  愛子 箕面一  2:22.29

共通 １５００ｍ 北村  凜 墨江丘  4:44.08 河村  璃央 東百舌鳥  4:45.17 片山  とわ 東陽  4:45.69

共通 100mH(0.762/8m) 岸本  礼菜 咲くやこの花 13.97 +0.0 妹尾  千里 豊中十五 14.30 +0.0 小西  沙英 晴美台 14.73 +0.0 

共通 ４×１００ｍ 今岡・島田・上村・岸本 咲くやこの花 48.23 NGR 高市・大久保・中田・金原 大阪女学院 50.02 佐野・藤本・越水・妹尾 豊中十五 50.46

共通 走高跳 高田  知佳 吹田一 1m60 竹中  雫 河南 1m55 西山  美桜 堺長尾 1m50

共通 棒高跳 公文  瑠那 鳥取東 2m50 井上  望愛 北豊島 2m40 竹内  美華 旭東 2m20

共通 走幅跳 橋本  侑奈 咲くやこの花 5m58 +0.5 高原  侑楽 咲くやこの花 5m26 +0.3 高宮  ひかり 南池田 5m16 -0.5 

共通 砲丸投(2.721kg) 坂  ちはる 富田林二  14m70 山口  嘉夢 墨江丘  14m63 翁長  華夢 三稜  13m71

共通 円盤投(1.000kg) 蔭山  ひよな 白鷺  30m07 水杉  早李 高倉  29m09 阪井  聖佳 高槻一  28m37

共通 四種競技 福村  和海 月州  2812 クリブ  マイサ 咲くやこの花  2482 矢本  凛夏 金岡南  2370

1  位 2  位 3  位
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競技会名　第46回大阪中学校陸上競技選手権大会  

開催年月日　2021年（令和3年）7月24日（土）/7月25日（日） 万博記念競技場/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium ‑main)

（　男子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 村松  悦基 養精 10.98 +1.6 山本  浩千 福泉 11.05 +1.6 北村  逞 咲くやこの花 11.16 +1.6 

共通 ２００ｍ 内田  大翔 縄手 22.42 +1.5 村島  優太 咲くやこの花 22.70 +1.5 末武  勇樹 高槻六 22.74 +1.5 

共通 ４００ｍ 吉本  龍誠 茨田 51.91 室谷  尚汰 日根野 52.04 重村  波也斗 杉 52.28

共通 ８００ｍ 加藤  悠成 田尻  2:02.04 白岩  敬吾 蹉跎  2:02.49 西川  楓真 高槻一  2:02.82

共通 １５００ｍ 迫  悠真 高倉  4:09.48 上田  悠輔 佐野  4:12.29 加藤  元稀 久米田  4:19.84

共通 ３０００ｍ 金銅  友雅 東陽  9:15.56 関  透綺亜 桜坂  9:16.29 武市  颯太 墨江丘  9:16.63

共通 110mH(0.914/9.14m) 曽山  夏緒 誉田 14.35 +2.0 前園  幸伸 龍華 14.44 +2.0 平田  陸 誉田 14.60 +2.0 

低学年 ４×１００ｍ 中村湊・西田・中村健・喜多 枚方山田 47.53 奥田・元山・内藤・岡部 咲くやこの花 47.61 﨑山・矢田・村上・桒原 吹田一 47.99

共通 ４×１００ｍ 勝山・村島・中瀬・北村 咲くやこの花 43.19 奥野・前園・渋谷・中田 龍華 44.40 片山・大川・林・久谷 高槻十 44.59

共通 走高跳 福田  和真 菫 1m85 片山  怜弦 東淀 1m85 西野  琥珀 高槻十 1m80

共通 棒高跳 田中  悠貴 池田 4m00 田中  聖士 池田 3m60 渡辺  空 東我孫子 3m40

共通 走幅跳 中崎  櫂斗 墨江丘 6m57 +1.1 松田  竜弥 彩都西 6m57 +1.0 大川  陸 高槻十 6m50 -0.2 

共通 三段跳 西村  快斗 旭東 12m86 +3.8 橋田  吏丘 河南 12m85 +2.1 中村  知毅 咲くやこの花 12m73 +5.6 

共通 砲丸投(5.000kg) 村上  翔太 今市  13m52 大野  和春 墨江丘  13m51 長谷川  雄琉 上野芝  13m49

共通 円盤投(1.500kg) 小杉  春陽 西淀  34m14 村田  陽介 三稜  32m95 森田  鼓太郎 豊中一  30m47

共通 四種競技 池田  健人 北豊島  2731 小島  裕也 青山台  2250 樹  壮真 三稜  1909

（　女子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

共通 １００ｍ 河野  桃々 蒲生 12.41 +0.8 今岡  澄香 咲くやこの花 12.52 +0.8 大久保  碧 大阪女学院 12.59 +0.8 

共通 ２００ｍ 島田  幸羽 咲くやこの花 24.42
+1.7
NOJ

福原  絢音 清風南海 25.73 +1.7 大前  陽菜乃 佐井寺 26.17 +1.7 

共通 ８００ｍ 宮本  真央 楠葉西  2:19.92 藤井  愛子 箕面一  2:21.65 高岡  真奈 豊中四  2:23.45

共通 １５００ｍ 浮田  藍子 西陵  4:42.25 河村  璃央 東百舌鳥  4:42.59 小田  美月 高槻一  4:44.62

共通 100mH(0.762/8m) 岸本  礼菜 咲くやこの花 13.97 +0.3 妹尾  千里 豊中十五 14.19 +0.3 小西  沙英 晴美台 14.52 +0.3 

低学年 ４×１００ｍ 増田・門野・久世・大野 咲くやこの花 50.91 鐵本・菅原・清水・安田 登美丘 52.53 井上・ｼﾞｪｰﾑｽ・阿世知・井上 大和川 52.98

共通 ４×１００ｍ 今岡・島田・上村・岸本 咲くやこの花 48.21 佐野・藤本・越水・妹尾 豊中十五 49.49 室・長島・奥野・逆瀬川 養精 49.78

共通 走高跳 斎藤  水晶 豊中十六 1m60 高田  知佳 吹田一 1m55 竹中  雫 河南 1m50

共通 走幅跳 高原  侑楽 咲くやこの花 5m41 +0.7 高宮  ひかり 南池田 5m29 +0.4 石倉  結歌 平田 5m19 -0.1 

共通 砲丸投(2.721kg) 山口  嘉夢 墨江丘  15m02 坂  ちはる 富田林二  14m87 大黒  恋華 金岡南  13m43

共通 円盤投(1.000kg) 阪井  聖佳 高槻一  29m76 水杉  早李 高倉  28m65 田中  美彩妃 金岡南  27m87

共通 四種競技 福村  和海 月州  2866 クリブ  マイサ 咲くやこの花  2594 矢本  凛夏 金岡南  2456

1  位 2  位 3  位
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競技会名　U16陸上競技大会挑戦記録会

開催年月日　2021年（令和3年）9月5日（日） 万博記念競技場/Suita (Expo'70 Commemorative Stadium ‑main)

（　男子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

U16共通 １４５ｍ 内田  大翔 縄手中 15.97 +0.9 村松  悦基 養精中 15.98 +0.9 山本  浩千 福泉中 16.02 +0.9 

U16共通 １０００ｍ 上田  悠輔 佐野中  2:33.43 迫  悠真 高倉中  2:34.96 白岩  敬吾 蹉跎中  2:35.93

U16共通 110mH(0.991/9.14m) 山内  政成 大体大浪商高 14.83 -0.7 前園  幸伸 龍華中 14.87 -0.7 曽山  夏緒 誉田中 15.27 -0.7 

U16共通 三段跳 水津  陸人 東高 12m96 -1.1 池田  健人 北豊島中 12m88 -1.4 大川  陸 高槻十中 12m74 +0.1 

U16共通 円盤投(1.500kg) 大野  和春 墨江丘中  36m51 小杉  春陽 西淀中  34m25 アツオビン  アンドリュウ墨江丘中  31m59

中学1年 １００ｍ 民岡  暖士 平田中 11.97 +2.7 西田  侑慈 守口一中 12.20 +2.7 元山  隆生 咲くやこの花中12.22 +2.7 

中学2年 １００ｍ 戸田  雄心 門真三中 11.38 -0.2 玉井  直太朗 新東淀中 11.62 -0.2 大久保  遥翔 歌島中 11.82 -0.2 

中学1年 １５００ｍ 宮﨑  空 平田中  4:37.82 佐藤  遥太 盾津東中  4:42.36 森平  悠太 平田中  4:43.15

中学2年 １５００ｍ 原田  青空 墨江丘中  4:21.99 前田  結人 今市中  4:22.04 鎌田  一之介 吉川中  4:23.16

中学2年 110mH(0.914/9.14m) 原黄  崚平 金岡南中 16.09 +0.1 池田  守絆 泉ヶ丘東中 16.59 +0.1 中上  創太 峰塚中 16.66 +0.1 

中学1年 ４×１００ｍＲ 内藤・元山・大平・中山 咲くやこの花中 48.45 廣野・山本・澤江・米田 養精中 50.52 佐古井・西田・山下・大川 守口一中 50.73

中学共通 走高跳 服部  暖大 墨江丘中 1m96 鯵坂  勇介 杉中 1m75 西野  琥珀 高槻十中 1m70

中学共通 棒高跳 田中  悠貴 池田中 4m00 田中  聖士 池田中 3m60 渡辺  空 東我孫子中 3m50

中学1・2年走幅跳 大平  琳音 夕陽丘中 6m29 +2.6 塩満  輝 井高野中 5m80 +2.3 西田  世那 杉中 5m71 +1.2 

中学1・2年砲丸投(5.000kg) 山下  巧翔 今市中  13m07 宋  韓睿 月州中  10m55 前田  匠人 西中  10m37

（　女子　）

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

U16共通 １４５ｍ 島田  幸羽 咲くやこの花中 17.55 +1.0 今岡  澄香 咲くやこの花中 18.28 +1.0 小西  流月 五箇荘中 18.28 +1.0 

U16共通 １０００ｍ 亀井  咲里 東大阪大敬愛高  2:57.05 高岡  真奈 豊中四中  2:58.90 河村  璃央 東百舌鳥中  3:00.59

U16共通 100mH(0.762/8.5m) 岸本  礼菜 咲くやこの花中 13.76 +0.3 妹尾  千里 豊中十五中 13.85 +0.3 大久保  碧 大阪女学院中 14.06 +0.3 

U16共通 棒高跳 松井  愛果 太子中 2m70 公文  瑠那 鳥取東中 2m40 井上  望愛 北豊島中 2m30

U16共通 三段跳 小川  優里 枚方四中 10m97 -0.4 高原  侑楽 咲くやこの花中 10m72 +1.8 福原  絢音 清風南海中 10m66 +0.7

U16共通 円盤投(1.000kg) 阪井  聖佳 高槻一中  29m28 蔭山  ひよな 白鷺中  28m59 田中  美彩妃 金岡南中  26m45

U16共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 清水  優衣 峰塚中  38m82 黒田  彩乃 富田林二中  35m09 石田  亜衣 西中  30m62

中学1年 １００ｍ 光元  友梨 東海大仰星中 13.20 -0.1 久世  菜月 咲くやこの花中 13.32 -0.1 奥田  ふゆ 浪商中 13.38 -0.1 

中学2年 １００ｍ 森川  亜恵 豊中三中 12.63 +1.3 大野  心愛 咲くやこの花中 12.80 +1.3 北森  日菜 高鷲南中 12.90 +1.3 

中学1・2年８００ｍ 河村  紗里 咲くやこの花中  2:23.39 朝野  流南 三島中  2:26.31 水野  花音 大淀中  2:27.23

中学1・2年100mH(0.762/8m) 村上  まどか 泉ヶ丘東中 15.38 +0.6 鈴木  彩世 豊中三中 16.02 +0.6 北村  結 豊中三中 16.04 +0.6 

中学1年 ４×１００ｍＲ 山本・門野・久世・後藤 咲くやこの花中 52.77 山口・小谷・吉田・角川 峰塚中 55.02 河野・田村・西井・富田 茨木北中 55.17

中学共通 走高跳 北村  結 豊中三中 1m54 中嶋  澄羽 東住吉中 1m54 斎藤  水晶 豊中十六中 1m50

中学1・2年走幅跳 佐野  瑚子 豊中十五中 5m06 -0.8 竹村  暁音 咲くやこの花中 4m72 +1.9 伊藤  紗千子 咲くやこの花中4m44 -0.8 

中学1・2年砲丸投(2.721kg) 田中  美彩妃 金岡南中  12m56 鈴木  彩夏 泉ヶ丘東中  12m27 筒井  幸咲 墨江丘中  11m90

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位



競技会名　第75回　大阪中学校総合体育大会　陸上競技の部/75th Osaka Junior High School Athletic Meeting

開催年月日　2021年（令和3年）10月9日・10日（土・日） ヤンマーフィールド長居/Osaka (Municipal Nagai Stadium #2)

（　男　子　）

種別 種目 1  位 2  位 3  位

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

１年 １００ｍ 矢田  篤志 吹田一 11.58 -0.7 吉井  兵伍 枚方長尾 11.99 -0.7 西田  侑慈 守口一 12.20 -0.7 

２年 １００ｍ 戸田  雄心 門真三 11.25 +2.2 玉井  直太朗 新東淀 11.36 +2.2 安川  飛翔 枚方一 11.42 +2.2 

３年 １００ｍ 内田  大翔 縄手 11.20 -2.5 山本  浩千 福泉 11.30 -2.5 末武  勇樹 高槻六 11.46 -2.5 

２年 ２００ｍ 横井  一希 石切 24.02 -1.7 濱田  幸生大 港 24.40 -1.7 伊藤  琉太 美木多 24.42 -1.7 

２・３年 ４００ｍ 岸本  恭汰 三島 51.70 重村  波也斗 杉 52.25 山田  青生 淀川 52.44

２年 ８００ｍ 白岩  敬吾 蹉跎  2:04.00 灰谷  涼佑 晴美台  2:07.62 南出  大和 石尾  2:08.18

１年 １５００ｍ 佐藤  広崇 浪商  4:15.47 宮﨑  空 平田  4:33.20 佐藤  遥太 盾津東  4:39.31

２年 ３０００ｍ 前田  結人 今市  9:14.65 原田  青空 墨江丘  9:17.88 鎌田  一之介 吉川  9:23.82

３年 ３０００ｍ 迫  悠真 高倉  8:59.96 金銅  友雅 東陽  9:01.01 武市  颯太 墨江丘  9:10.91

２年 １１０ｍＹＨ 原黄  崚平 金岡南 15.89 -1.6 池田  守絆 泉ヶ丘東 16.17 -1.6 小林  陽集 月州 16.18 -1.6 

３年 １１０ｍＹＨ 前園  幸伸 龍華 14.62 -1.3 曽山  夏緒 誉田 14.75 -1.3 野﨑  煌貴 高槻十 14.99 -1.3 

１年 4×100mR 吉塚・久世・戸村・門野 咲くやこの花 48.11 林・西田・山下・大川 守口一 49.26 笠井・山本・澤江・米田 養精 49.28

共通 ４×１００ｍＲ 勝山・村島・中瀬・北村 咲くやこの花 43.57 片山・大川・林・野﨑 高槻十 43.58 出口・中村・今井・菅原 枚方二 43.88

１年 走高跳 綾  流晟 長吉西 1m61 小長  心音 木津 1m58 山田  陽 咲くやこの花 1m58

２･３年 走高跳 服部  暖大 墨江丘 1m90 福田  和真 菫 1m78 西野  琥珀 高槻十 1m75

２年 棒高跳 岩﨑  翔 旭東 3m20 大西  一瑳 大浜 2m50

１年 走幅跳 西田  準平 枚方山田 5m71 +1.1 大澤  翔太 友渕 5m59 +2.7 小西  陽 枚方三 5m44 +3.7 

２年 走幅跳 水井  楓太 大正 6m26 -0.4 下山  裕世 美木多 5m90 -0.3 大平  琳音 夕陽丘 5m87 -1.1 

２･３年 三段跳 松本  琉壱 松原四 13m36 +0.0 徳野  利三郎 泉南 13m02 -0.3 中村  知毅 咲くやこの花 12m79 -1.9 

１年 砲丸投(4.000kg) 山崎  航太 誠風  10m28 江藤  優月 今市   9m95 大柿  睦樹 井高野   9m66

２年 砲丸投(5.000kg) 山下  巧翔 今市  13m07 宋  韓睿 月州  10m60 前田  匠人 西  10m52

３年 砲丸投(5.000kg) 村上  翔太 今市  13m73 長谷川  雄琉 上野芝  13m42 志手  奏太 月州  12m80

２年 円盤投(1.500kg) 山腰  裕大 国分  30m70 服部  正剛 蹉跎  30m56 濵村  吾礼 白鷺  30m47

（　女　子　）

１年 １００ｍ 光元  友梨 東海大仰星 12.98 +2.2 菅原  咲希 登美丘 13.20 +2.2 小谷  結菜 峰塚 13.27 +2.2 

２年 １００ｍ 大久保  碧 大阪女学院 12.68 -2.9 藤原  彩羽 友渕 12.90 -2.9 逆瀬川  萌愛 養精 13.06 -2.9 

３年 １００ｍ 島田  幸羽 咲くやこの花 12.45 -0.8 河野  桃々 蒲生 12.69 -0.8 福原  絢音 清風南海 12.77 -0.8 

共通 ２００ｍ 大前  陽菜乃 佐井寺 26.27 -2.3 北森  日菜 高鷲南 26.76 -2.3 森川  亜恵 豊中三 26.96 -2.3 

１年 ８００ｍ 吉住  彩乃 寝屋川六  2:20.29 田谷  玲 豊中四  2:22.77 村井  和果 茨木南  2:22.96

２年 ８００ｍ 河村  紗里 咲くやこの花  2:19.64 高岡  真奈 豊中四  2:20.58 松葉  麗 墨江丘  2:22.54

２･３年 １５００ｍ 北村  凜 墨江丘  4:40.40 河村  璃央 東百舌鳥  4:40.70 浮田  藍子 西陵  4:44.74

２年 １００ｍＪＨ 植西  くるみ 茨木南 15.15 +0.6 辻元  心乃花 富田林二 15.51 +0.6 村上  まどか 泉ヶ丘東 15.56 +0.6 

３年 １００ｍＪＨ 岸本  礼菜 咲くやこの花 14.26 -2.0 妹尾  千里 豊中十五 14.42 -2.0 相田  瑛梨香 西淀 14.87 -2.0 

１年 ４×１００ｍＲ 吉塚・久世・戸村・門野 咲くやこの花 53.00 宮本・近江・岡本・坂元 蹉跎 53.59 村井・菅原・清水・今村 登美丘 54.11

共通 ４×１００ｍＲ 今岡・島田・上村・岸本 咲くやこの花 48.56 室・長島・奥野・逆瀬川 養精 50.40 佐野・藤本・越水・妹尾 豊中十五 50.43

１年 走高跳 石田  都琴 豊中十五 1m43 川口  穂夏 西淀 1m35 永井  莉子 東住吉 1m30

２･３年 走高跳 高田  知佳 吹田一 1m64 斎藤  水晶 豊中十六 1m61 北村  結 豊中三 1m50

同順：中嶋  澄羽 東住吉 1m50

１年 走幅跳 木興  美貴 新東淀 4m64 +3.1 浅野  聖和 金剛 4m52 +3.2 門野  紗瑛 咲くやこの花 4m46 +1.5 

２年 走幅跳 小川  優里 枚方四 5m20 +3.5 安田  侑愛 十三 5m12 +0.6 佐藤  和佳 北池田 4m99 +2.1 

３年 走幅跳 高原  侑楽 咲くやこの花 5m41 -0.4 高宮  ひかり 南池田 5m10 -0.5 石倉  結歌 平田 5m09 -1.5 

１年 砲丸投(2.721kg) 林  暖來春 今市  10m29 大黒  明華 金岡南   9m90 清水  優衣 峰塚   9m56

２年 砲丸投(2.721kg) 筒井  幸咲 墨江丘  12m95 鈴木  彩夏 泉ヶ丘東  11m87 田中  美彩妃 金岡南  11m86

３年 砲丸投(4.000kg) 坂  ちはる 富田林二  12m80 山口  嘉夢 墨江丘  12m08 澤野  玲奈 枚岡  11m60

２年 円盤投(1.000kg) 日野  瑠々花 島本二  28m77 谷  ハンナ 友渕  27m54 吉永  愛実 高槻一  25m23

共通ｵｰﾌﾟﾝ 棒高跳 松井  愛果 太子 2m80 公文  瑠那 鳥取東 2m80 井上  望愛 北豊島 2m40



競技会名   第７２回大阪中学校駅伝競走大会 R   ３年 １１  月　１３ 日  ～　日 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路

種別 種目 1  位 2  位 3  位

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

関・福田・荒谷・松岡・川
北・笠置

桜坂 1:04:43
中村・鈴木・中澤・白川・
長谷川・前田

今市 1:04:49
大河内・樫本・黒木・清
水・宮口・浦田

北池田 1:05:34

競技会名   第４３回大阪中学校女子駅伝競走大会 R   ３年 １１  月　１３ 日  ～　日 ヤンマーフィールド長居・長居公園周回道路

種別 種目 1  位 2  位 3  位

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

松葉・長尾・佐々木・横
山・北村

墨江丘 46'01
中野・葛城・倉橋・佐々
木・西坂

箕面三 46'55
片山・祐仙・北井・四至
本・阪上

東陽 47'14



競技会名:”日清食品カップ”大阪小学生陸上競技交流大会兼第４回大阪小学生陸上競技会

開催年月日　2021/07/18 万博記念陸上競技場

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子共通 コンバインドA 川越　染和 陸王クラブ 2110 1.7 山際　日向 ひらかたＫＳＣ 2048 1.7 瀧野　大地 ひらかたＫＳＣ 1890 2.7

男子共通 ８０ｍＨ 弓倉　航 ＨＲＪ 15.30 -1.5

男子共通 コンバインドB 花光　優樹 大教ＳＣ 2224 0.8 中垣　遥翔 なにわＪＡＣ 1947 2.9 東島　海人 ひらかたＫＳＣ 1760 -0.3

男子共通 走幅跳 安樂　日向 このはなｼﾞｭﾆｱ 4.00 2.4 辻本　真生 ひらかたＫＳＣ 3.25 -1.6 龍田　京 AbenoT&F 3.23 2.7

男子４年 １００ｍ 大東　悠真 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 15.11 -0.2 大庭　成稀 コスモＡＣ 15.23 -0.2 中村　幸誠 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 15.33 -0.2

男子５年 １００ｍ 宮岡　駿 島本ジュニア 13.70 -0.3 藤原　陸 大阪スプリント 14.10 -0.3 吉澤　琉太 寝屋川陸上 14.18 -0.3

男子６年 １００ｍ 井原　琉翔 陸王クラブ 12.61 -1.3 青木　亮太朗(6)狭山RC･大阪 13.18 -1.3 松浪　大起 貝塚ＪＣ 13.28 -1.3

男子共通 走高跳 村田　兼太郎(5)ひらかたＫＳＣ･大阪 1.20

男子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 松本　大翔 ＪＡＣ泉南 39.18 岡田　拓馬 TOKIWAT&F 35.46 平尾　綸亮 TOKIWAT&F 35.44

男子５年 ８００ｍ 井畑　圭一郎(5)桜井谷東  2:33.55 吉本　悠真 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  2:35.87 渋谷　悠成 交野ＫＳＲＣ  2:38.75

男子６年 ８００ｍ 姫野　来都 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  2:20.77 小寺　耀生 茨木ＡＣ  2:27.07 岩本　善侍 ひらかたＫＳＣ  2:27.99

男子４年 ４×１００ｍ

小林　亮太
大東　悠真
西　真輝
中村　幸誠

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  1:00.20

利田　壱成
室谷　凜久
辻内　大揮
細谷　一貴

吹田ジュニア  1:01.29

朝田　結大
木野　星翔
有山　大喜
小林　樹俐

高槻ＪＡＣ  1:02.72

男子共通 ４×１００ｍ

内山　大地
岡田　伊織
姫野　来都
石井　蓮也

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 54.82

土井　桐杏
仲田　翔哉
堀　智稀
岩本　善侍

ひらかたＫＳＣ 56.64

桑原　風幸
大上　太暉
前田　竜希
桑原　幸水

吹田ジュニア 56.73

男女混合 ４×１００ｍ

玉木　愛真
島内　智暉
田坂　咲知
稲田　起貴

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 53.91

難波　咲歩
行司　詩織
伊藤　瑛大
宮岡　駿

島本ジュニア 55.18

寺島　利一
宿野　惺楽
内山　花凜
中下　凛向

コスモＡＣ 56.06

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

女子共通
コンバインドA 濵田　千畝 ひらかたＫＳＣ

1940 #### 原　萌々乃 泉州アップル 1892 -0.6 久保田　琴 ＨＲＪ 1832 -0.6

女子共通 ８０ｍＨ 榎木　梨乃 ＨＲＪ 14.27 ####

女子共通 コンバインドB 今堀　久瑠美 ど根性ひらかた
1559 2.9 山田　有桜 ひらかたＫＳＣ

1523 3.7 堀　優那 ひらかたＫＳＣ
1458 -1.3

女子共通 走幅跳 工藤　穂乃佳 ＨＲＪ 3.88 1.7 井本　真依 ＨＲＪ 3.75 1.7 水津　凪 ひらかたＫＳＣ
3.63 2.1

女子４年 １００ｍ 安永　留美奈 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ
15.09 1.7 吉本　実優 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ

15.09 1.7 中山　愛唯 舞小学校 15.16 1.7

女子５年 １００ｍ 小柄　由依菜 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ
14.83 #### 榎木　歌穂 ＨＲＪ 14.96 -1.8 今村　亜実 コスモＡＣ 15.03 -1.8

女子６年 １００ｍ 玉木　愛真 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ
13.65 #### 吉岡　桜香 泉州アップル 13.89 -0.3 西川　あず 高槻ＪＡＣ 14.10 -0.3

女子共通 走高跳 橋本　夢叶 ひらかたＫＳＣ
1.15 野川　真帆 ひらかたＫＳＣ

1.15 宮野　心 ひらかたＫＳＣ
1.10

女子共通 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 河本　彩加 高槻ＪＡＣ 32.90 藤本　琉花 富田林 27.58 霜　心実 このはなｼﾞｭﾆｱ
22.98

女子５年 ８００ｍ 久保　結花 ＪＲＣみはら  2:47.50 姫野　来望 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  2:48.37 鈴木　麻歩 古江台ダックス  2:49.90

女子６年 ８００ｍ 岩永　沙樹 吹田ジュニア  2:36.36 江口　咲妃 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  2:36.57 森　陽音 寝屋川陸上  2:39.88

女子４年 ４×１００ｍ

竹原　芭奈
安永　留美
奈
吉本　実優
中園　彩有

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  1:00.22

中渕　歌音
岩堀　佐保
吉松　里帆
坂本　漣佳

陸王クラブ  1:04.32

金井　優季
菜
岡田　結梨
宿野　月惺
辻井　咲乃

コスモＡＣ  1:06.34

女子共通 ４×１００ｍ

浜渦　優希
吉岡　桜香
日高　彩乃
原　萌々乃

泉州アップル 56.95

小柄　由依
菜
坪田　柚咲
今井　あみ
る

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 57.40

村上　美優
井田　葉久
実
脇戸　陽花
工藤　穂乃

ＨＲＪ 59.43

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位



競技会名:第６回大阪小学生陸上競技会

開催年月日　2021/11/07 金岡公園陸上競技場

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

男子共通 ８０ｍＨ 瀧野　大地 ひらかたＫＳＣ 13.15 0.1 村田　兼太郎 ひらかたＫＳＣ 13.74 0.1

男子５年 走幅跳 菅野　連 ど根性ひらかた 4.22 1.8 石田　想弥 丸山陸上 3.13 3.0 伊藤　然 なにわＪＡＣ 2.95 1.7

男子６年 走幅跳 花光　優樹 大教ＳＣ 5.41 2.2 川越　染和 陸王クラブ 5.14 1.5 中垣　遥翔 なにわＪＡＣ 4.15 2.1

男子４年 １００ｍ 大東　悠真 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 14.25 1.0 小林　亮太 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 14.55 1.0 中村　幸誠 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 14.57 1.0

男子５年 １００ｍ 宮岡　駿 島本ジュニア 13.20 2.6 藤原　陸 大阪スプリント 13.44 2.6 吉澤　琉太 寝屋川陸上 13.87 2.6

男子６年 １００ｍ 井原　琉翔 陸王クラブ 12.14 #### 松浪　大起 貝塚ＪＣ 12.76 #### 青木　亮太朗 狭山RC 12.95 ####

男子６年 走高跳 山際　日向 ひらかたＫＳＣ 1.45 房野　洸太 寝屋川陸上 1.33

男子５年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 松本　大翔 ＪＡＣ泉南 42.11 渡辺　凛 高槻ＪＡＣ 30.47

男子６年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 本岡　宏惟 富田林 35.94 川北　真平 寝屋川陸上 32.89 久次米　颯 このはなｼﾞｭﾆｱ 32.78

男子５年 ８００ｍ 大羽　陽斗 交野ＫＳＲＣ  2:32.27 谷村　剣祇 さだ西小  2:32.59 井畑　圭一郎 桜井谷東  2:33.94

男子６年 ８００ｍ 稲岡　透亜 ＨＲＪ  2:24.47 姫野　来都 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  2:25.31 中東　仁汰 茨木ＡＣ  2:26.38

男子４年 ４×１００ｍ

西　真輝
大東　悠真
小林　亮太
中村　幸誠

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 58.25

利田　壱成
室谷　凜久
辻内　大揮
細谷　一貴

吹田ジュニア 59.89

三木　雄翔
木野　星翔
井手　蓮太郎
小林　樹俐

高槻ＪＡＣ  1:00.81

男子５年 ４×１００ｍ

藤田　大翔
村田　兼太郎
和田　天祥
土井　桐杏

ひらかたＫＳＣ 56.37

三木　開雲
大羽　陽斗
高橋　知暉
中野　翔太

交野ＫＳＲＣ 57.65

安川　悠斗
吉澤　琉太
荻田　橙羽
福田　耀大

寝屋川陸上 59.72

男子共通 ４×１００ｍ

福嶋　夏輝
梅門　翔大
川越　染和
井原　琉翔

陸王クラブ 52.68

仲田　翔哉
前田　大陽
岩本　善侍
山際　日向

ひらかたＫＳＣ 52.94

白須　輝信
阪井　幹太
麻生　隆太
松井　龍馬

羽曳野ＲＣ 53.97

種別 種目

氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風 氏名 所属 記録 風

女子共通 ８０ｍＨ 久保田　琴 ＨＲＪ 13.44 #### 榎木　梨乃 ＨＲＪ 13.51 #### 井田　葉久実 ＨＲＪ 13.89 1.2

女子６年 走幅跳 堀　優那 ひらかたＫＳＣ 3.88 0.5 工藤　穂乃佳(6)ＨＲＪ 3.84 2.0 水津　凪 ひらかたＫＳＣ 3.84 3.5

女子４年 １００ｍ 安永　留美奈 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 14.56 0.0 中園　彩有希 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 14.78 0.0 吉本　実優 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 14.82 0.0

女子５年 １００ｍ 小柄　由依菜 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 14.09 1.3 虎谷　莉依 島本ジュニア 14.33 1.3 難波　咲歩 島本ジュニア 14.36 1.3

女子６年 １００ｍ 玉木　愛真 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 13.45 2.4 西川　あず 高槻ＪＡＣ 13.68 2.4 吉岡　桜香 泉州アップル 13.73 2.4

女子５年 走高跳 宮野　心 ひらかたＫＳＣ 1.20 橋本　夢叶 ひらかたＫＳＣ 1.20

女子６年 走高跳 野川　真帆 ひらかたＫＳＣ 1.20

女子５年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 生越　莉子 島本ジュニア 19.04

女子６年 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 山田　有桜 ひらかたＫＳＣ 39.87 河本　彩加 高槻ＪＡＣ 33.59 藤本　琉花 富田林 29.67

女子５年 ８００ｍ 久保　結花 ＪＲＣみはら  2:32.95 竹下　奈樹 吹田ジュニア  2:35.42 中田　優花 ＪＲＣみはら  2:45.67

女子６年 ８００ｍ 江口　咲妃 ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ  2:30.78 岩永　沙樹 吹田ジュニア  2:30.79 駒崎　唯 茨木ＡＣ  2:35.57

女子４年 ４×１００ｍ

竹原　芭奈
安永　留美奈
吉本　実優
中園　彩有希

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 58.27

竹内　佳穂子
新留　愛湖
横田　玲菜
西口　冴香

teamN  1:00.51

山田　莉子
岡田　結梨
金井　優季菜
辻井　咲乃

コスモＡＣ  1:02.36

女子５年 ４×１００ｍ

小嶋　晴
吉田　愛唯
姫野　来望
小柄　由依菜

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 59.30

皆渡　星良
森川　紅亜
江口　花央
榎木　歌穂

ＨＲＪ  1:00.42

山口　この実
奈良　色葉
岩森　栞奈
満尾　れもん

泉大津ＳＲＣ  1:01.80

女子共通 ４×１００ｍ

今井　あみる
玉木　愛真
本村　実和
田坂　咲知

ｼﾞｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｹﾞｰﾄ 55.17

日高　彩乃
吉岡　桜香
木下　ひかり
原　萌々乃

泉州アップル 56.18

山本　夢七
寺前　晴香
松本　優希
山根　百華

茨木ＡＣ 56.36

1  位 2  位 3  位

1  位 2  位 3  位
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郷 土 選 手 の 活 躍

2021/6/24～27

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 100m 多田　修平 住友電工 1 10.15 +0.2

男 100m 小池　祐貴 住友電工 2 10.27 +0.2

男 200m 小池　祐貴 住友電工 1 20.46 +1.0

男 200ｍ 植本　尚輝 京都産業大 ７ 20.94 +1.0

男 走高跳 藤田　渓太郎 佐竹食品陸上部 4 2m24

男 ハンマー投 福田　翔大 日本大 １ 71.37

男 やり投 中西　啄真 大体大TC 7 73m87

男 U20 400m 喜代田　悠輝 龍谷大 4 47.86

男 U20  800m 久田　朔 桜宮高 2 1:49.19

男 U20  110mH 小池　綾 大塚高 5 13.85 +1.1

男 U20  110mH 大村　一斗 関西学院大 6 13.99 +1.1

男 U20  400mH 織田　篤也 近大附高 8 52.76

男 U20 走高跳 山中　駿 京都大 6 2.05

男 U20 走幅跳 田中　隆太郎 順天堂大 3 7.46 +0.6

男 U20 砲丸投 アツオビン・ジェイソン 福岡大 1 18m11

男 U20 砲丸投 菅沼　慶斗 咲くやこの花高 6 15m81

男 U20 ハンマー投 中田　アドリアン勝 大阪高 8 59m98

女 100ｍ 青山　華依 甲南大 8 11.87 -1.9

女 400m 青山　聖佳 大阪成蹊AC 3 53.42

女 800ｍ 川田　朱夏 東大阪大 4 2:06.16

女 1500m 高松　智美ムセンビ 東大阪大 8 4:17.74

女 5000m 萩谷　楓 エディオン 4 15:24.50

女 5000m 細田　あい エディオン 5 15:28.05

女 100mH 寺田　明日香 ジャパンクリエイト 1 13.09 0.0

女 100mH 竹内　真弥 チームミズノアスレティック 4 13.42 0.0

女 3000mSC 石澤　ゆかり エディオン 5 10:02.39

女 棒高跳 前川　淳 日本体育大 5 4.00

女 走幅跳 竹内　真弥 チームミズノアスレティック 3 6m20 2.2

女 走幅跳 吉田　花鈴 摂津高 6 6m06 3.1

女 砲丸投 郡　奈々佳 九州共立大 １ 16m01

女 砲丸投 廣島　愛亜梨 日本大 5 14m72

女 砲丸投 進堂　りか 九州共立大 8 14m27

女 円盤投 郡　奈々佳 九州共立大 3 50m30

女 やり投 佐藤　友佳 ニコニコのり 8 54m94

第105回日本陸上競技選手権大会・U20日本選手権 ヤンマースタジアム長居
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女 U20  400m 河内　瀬桜 東大阪大敬愛高 3 55.13

女 U20  400m 工藤　芽衣 立命館大 5 55.35

女 U20 800ｍ 水口　杏 青山学院大 8 2:12.41

女 U20  400mH 工藤　芽衣 立命館大 1 58.97

女 U20  400mH 樋口　綾音 大塚高 8 1:01.44

女 U20  走幅跳 中田　茉希 大塚高 7 5m69 -1.0

女 U20  三段跳 宮繁　愛葉 大体大浪商高 3 12m34 -1.7

女 U20  三段跳 吉田　花鈴 摂津高 5 12m26 1.0

女 U20 砲丸投 日夏　涼香 福岡大 2 14m25

女 U20 砲丸投 山本　佳奈 大阪体育大 3 14m23

女 U20 円盤投 梛野　響木 明治国際医療大 4 41m48

女 U20 円盤投 西込　珠輝来 大体大浪商高 6 40m96

女 U20 ハンマー投 竹谷　陸 大阪体育大 7 51m97

女 U20 やり投 中村　怜 東大阪大 1 53m47

女 U20 やり投 堀内　律子 筑波大 6 49m57

2021/6/12～13

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 十種競技 丸山　優真 住友電工 4 7484

男 十種競技 森口　諒也 東海大 5 7253

女 七種競技 高瀬　唯奈 中京大 8 5156

2021/3/17～18

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 NCH 60m 多田　修平 住友電工 1 6.56 NGR

男 NCH 60m 坂井　隆一郎 大阪ガス 3 6.68

男 NCH 走幅跳 舞永　勇人 太成学院高 7 7m38

男 NCH 三段跳 原田　睦希 清川株式会社 6 15m12

女 NCH 走高跳 渡川　和華 武庫川女子大 3 1m71

女 NCH 棒高跳 前川　淳 日本体育大 4 4m00

女 NCH 三段跳 河合　栞奈 メイスンワーク 4 12m38

女 NCH 三段跳 喜田　愛以 ミライトテクノ 7 12m32

女 NCH 三段跳 田上　陽菜 関西大 8 12m32

男 U16 60mYH 野崎　煌貴 高槻十中 3 8.22

男 U16 60mYH 金田　壮平 池田中 8 8.73

男 U16 走幅跳 植村　亮太 堺五箇荘中 2 6m61

男 U18 60mJH 二宮　光二 大塚高 7 8.10

男 U18 棒高跳 渡邉　瑛斗 大塚高 3 4m70

男 U20 三段跳 栂尾　鷹兵 大塚高 4 14m89

女 U16 60m 島田　幸羽 咲くやこの花中 5 7.87

第105回日本陸上競技選手権大会・混成競技 長野運動公園

第104回日本陸上競技選手権大会・室内競技/日本室内 大阪城ホール
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女 U16 60m中学H 岸本　礼菜 咲くやこの花中 1 8.60

女 U20 60m 青山　華依 大阪高 1 7.38 NGR・NJR

女 U20 走幅跳 吉田　花鈴 摂津高 1 5m93

女 U20 走幅跳 中田　茉希 大塚高 3 5m77

女 U20 三段跳 宮繁　愛葉 大体大浪商高 1 12m29

男 小学 60m 小村　優斗 高槻JAC 4 8.06

男 小学 60m 西田　準平 ひらかたKSC 6 8.11

男 小学 60m 藤田　侑志 ジャンピングゲート 8 8.27

女 小学 60m 菅原　咲希 アスリートネット 5 8.50

2021/3/21

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

女 20kmW 藤井　菜々子 エディオン 1 1:30:45

2021/4/24～25

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

女 GP 2000mSC 西出　優月 関西外国語大 3 6:32.23

女 GP 棒高跳 前川　淳 日本体育大 5 3m83

女 GP 円盤投 郡　菜々佳 九州共立大 1 55m30

男 アシックスチャレンジ 10000m MATHENGE Wambui NTT西日本 3 28:07.70

女 アシックスチャレンジ 10000m 小林　歩 NTT西日本 4 28:08.27

女 アシックスチャレンジ 5000m 山本　明日香 エディオン 2 16:00.80

2021/04/29

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 GP 100m 小池　祐貴 住友電工 2 10.26 +0.1

男 GP 100m 多田　修平 住友電工 4 10.32 +0.1

男 GP 110mH 徳岡　凌 立命館大 8 13.67 +1.7

男 GP 三段跳 原田　睦希 清川株式会社 8 15m21 +0.8

女 GP 5000m 萩谷　楓 エディオン 7 15:27.44

女 GP 100mH 寺田　明日香 ジャパンクリエイト 1 12.96 NR +1.6

女 GP 100mH 竹内　真弥 チームミズノアスレティック 7 13.52 +1.6

女 GP 3000mSC 石澤　ゆかり エディオン 3 10:05.20

女 GP 3000mSC 西出　優月 関西外国語大 7 10:18.50

女 GP 砲丸投 郡　菜々佳 九州共立大 3 15m33

女 GP 砲丸投 進堂　りか 九州共立大 5 14m61

女 GP やり投 佐藤　友佳 ニコニコのり 1 61m01

第104回日本陸上競技選手権大会・20km競歩 六甲アイランド

第69回兵庫リレーリレーカーニバル 神戸ユニバー

第55回織田記念国際陸上競技大会 広島広域公園
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2021/05/05

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 招待 100m 川上　拓也 大阪ガス 3 10.88 -4.7

男 招待 走高跳 藤田　渓太郎 佐竹食品 6 2m10

男 招待 走高跳 平松　祐司 辰野株式会社 7 2m05

男 招待 棒高跳 渡邊　宥磨 日本大 6 5m00

男 招待 走幅跳 谷口　祐 新日本住設 5 7m70 +4.5

女 招待 円盤投 郡　菜々佳 九州共立大 3 48m72

2021/05/03

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 GP 400m 河内　光起 大阪ガス 1 46.10

2021/06/06

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 GP 走幅跳 谷口　祐 新日本住設 6 7m70 +0.1

男 デンカチャレンジ 5000m 野中　優志 大阪ガス 2 13:40.00

女 GP 400m 青山　聖佳 大阪成蹊AC 1 53.57

女 GP 800m 川田　朱夏 東大阪大 2 2:04.86

女 GP 800m 河内　瀬桜 東大阪大敬愛高 6 2:07.97

女 GP 400mH 王子田　萌 NDソフト 6 59.09

女 GP 走高跳 渡川　和華 武庫川女子大 8 1m65

2021/05/09

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 WA GOLD 100m 多田　修平 住友電工 2 10.26 ±0.0

男 WA GOLD 100m 小池　祐貴 住友電工 3 10.28 ±0.0

男 WA GOLD 100m 坂井　隆一郎 大阪ガス 5 10.42 ±0.0

男 WA GOLD 400m 河内　光起 大阪ガス 6 46.71

女 WA GOLD 5000m 萩谷　楓 エディオン 3 15:11.84

女 WA GOLD 100mH 寺田　明日香 ジャパンクリエイト 1 12.99 -0.8

女 WA GOLD 3000mSC 石澤　ゆかり エディオン 6 10:04.28

女 WA GOLD やり投 佐藤　友佳 ニコニコのり 3 56m72

女 400m 川田　朱夏 東大阪大 4 54.46

女 棒高跳 前川　淳 日本体育大 6 3m63

女 砲丸投 廣島　愛亜梨 日本大 4 14m37

READY STEADY TOKYO-陸上競技 国立

2021水戸招待陸上 水戸市立

第36回静岡国際陸上競技大会 エコパ

デンカアスレチックスチャレンジカップ2021 デンカビックスワン
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2021/03/14

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

女 マラソン 松田　瑞生 ダイハツ 1 2:21.51

2021/12/19

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 マラソン ドミニク ニャイロ NTT西日本 1 2:09.34

2021/6/4～6

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 決勝 200ｍ 本多　諒平 4 関西大 ７ 21.35 +1.1

男 決勝 200ｍ 藤井　南希 4 大阪経済大 ８ 25.49 +1.1

男 決勝 800ｍ 津田　竜太朗 ３ 大阪体育大 ８ 2:06.22

男 決勝 3000ｍSC 河内　崚 ４ 大阪国際大 ７ 9:06.16

男 決勝 走幅跳 田中　隆太郎 １ 順天堂大 ４ 7.79 +1.1

男 決勝 砲丸投 アツオビン・ジェイソン １ 福岡大 5 16.45

男 決勝 ハンマー投 福田　翔大 ３ 日本大 ２ 66.18

女 決勝 400ｍ 工藤　芽衣 １ 立命館大 ３ 55.23

女 決勝 400ｍ 桑原　綾子 ４ 大阪成蹊大 ７ 56.29

女 決勝 800ｍ 水口　杏 １ 青山学院大 ５ 2:11.98

女 決勝 800ｍ 神薗　芽衣子 ４ 東大阪大 ８ 2:14.78

女 決勝 1500ｍ 西出　優月 ４ 関西外国語大 ３ 4:29.75

女 決勝 1500ｍ 城谷　桜子 ４ 大阪芸術大 ６ 4:32.65

女 決勝 5000ｍ 永長　里緒 １ 大阪学院大 ６ 16:04.41

女 決勝 400ｍＨ 工藤　芽衣 1 立命館大 ２ 59.28

女 決勝 3000ｍSC 西出　優月 4 関西外国語大 1 10:08.30

女 決勝 3000ｍSC 小椋　美海 ４ 関西外国語大 ８ 10:37.97

女 決勝 10000ｍＷ 杉林　歩 ２ 大阪大 ７ 49:03.09

女 決勝 走高跳 和田　真流 ３ 大阪体育大 ８ 1.65

女 決勝 棒高跳 前川　淳 ４ 日本体育大学 １ 3.90

女 決勝 棒高跳 淵上　智晶 ３ 武庫川女子大 6 3.60

女 決勝 走幅跳 北田　莉亜 ２ 関西学院大 １ 6.18 +1.6

女 決勝 走幅跳 山根　碧栞 １ 中京大 ７ 5.97 +6.1

女 決勝 三段跳 北田　莉亜 ２ 関西学院大 ４ 12.65 +2.8

女 決勝 砲丸投 進堂　りか ４ 九州共立大 ２ 15.00

女 決勝 砲丸投 廣島　愛亜梨 ２ 日本大 ４ 14.75

女 決勝 砲丸投 日夏　涼香 １ 福岡大 ６ 14.12

2021日本学生陸上競技個人選手権大会 レモンガススタジアム平塚

名古屋ウィメンズマラソン2021 名古屋市

第52回防府読売マラソン 防府市
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2021/6/4～6

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

女 決勝 ハンマー投 奥井　小晴 ３ 立命館大 ６ 51.96

2021/9/17～19

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 決勝 100ｍ 本多　諒平 ４ 関西大 ７ 10.50 -0.2

男 決勝 800ｍ 三木　秀斗 ４ 近畿大 ６ 1:52.31

男 決勝 5000ｍ 新家　裕太郎 ３ 創価大 ８ 14:08.92

男 決勝 400ｍＨ 大串　弦徳 ４ 日本大 ７ 50.67

男 決勝 10000ｍＷ 濱西　諒 ３ 明治大 ３ 41:04.29

男 決勝 砲丸投 アツオビン・ジェイソン １ 福岡大 １ 17.64

男 決勝 十種競技 森口　諒也 Ｍ1 東海大 ２ 7220

女 決勝 100ｍ 青山　華依 １ 甲南大 ３ 10.69 +0.5

女 決勝 200ｍ 青山　華依 １ 甲南大 ６ 24.43

女 決勝 400ｍ 桑原　綾子 ４ 大阪成蹊大 ６ 56.98

女 決勝 800ｍ 窪　美咲 ２ 東大阪大 ８ 2:15.89

女 決勝 1500ｍ 高松　智美ムセンビ ４ 名城大 ４ 4:25.34

女 決勝 5000ｍ 永長　里緒 １ 大阪学院大 ６ 16:02.74

女 決勝 10000ｍ 柳谷　日奈 ４ 関西大 ５ 33:12.55

女 決勝 400ｍＨ 工藤　芽衣 １ 立命館大 ３ 59.03

女 決勝 10000ｍＷ 下岡　仁美 ２ 同志社大 ３ 47:07.65

女 決勝 10000ｍＷ 杉林　歩 ２ 大阪大 ６ 49:28.91

女 決勝 棒高跳 前川　淳 ４ 日本体育大 ３ 3.90

女 決勝 砲丸投 郡　奈々佳 Ｍ2 九州共立大 ３ 15.30

女 決勝 砲丸投 進堂　りか ４ 九州共立大 ４ 15.12

女 決勝 砲丸投 日夏　涼香 １ 福岡大 ８ 14.20

女 決勝 円盤投 郡　奈々佳 Ｍ2 九州共立大 ２ 52.63

女 決勝 やり投 中村　怜 １ 東大阪大 ６ 54.16

女 決勝 七種競技 水谷　佳歩 ３ 中京大 ３ 5029

天皇杯　第90回日本学生陸上競技対校選手権大会 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

2021日本学生陸上競技個人選手権大会 相模原ギオンフィールド
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2021/10/20～22

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 １部 100ｍ 植本　尚輝 ５ 京都産業大 ２ 10.18 +3.8

男 １部 100ｍ 本多　諒平 ４ 関西大 ５ 10.30 +3.8

男 １部 100ｍ 川西　裕太 ２ 近畿大 ７ 10.37 +3.8

男 １部 100ｍ 宮内　和哉 ２ 関西大 ８ 10.38 +3.8

男 １部 200ｍ 本多　諒平 ４ 関西大 ４ 21.03 +0.7

男 １部 200ｍ 松井　健斗 １ 関西大 ７ 21.19 +0.7

男 １部 400ｍ 末長　智幸 ２ 近畿大 ２ 47.71

男 １部 400ｍ 喜代田　悠輝 １ 龍谷大 ５ 48.10

男 １部 800ｍ 三木　秀斗 ４ 近畿大 ２ 1:49.21

男 １部 800ｍ 津田　竜太朗 ３ 大阪体育大 ３ 1:49.39

男 １部 800ｍ 澤田　翔平 ２ 同志社大 ５ 1:51.51

男 １部 800ｍ 矢守　志穏 Ｍ2 大阪市立大 ８ 1:53.09

男 １部 1500ｍ 岩谷　悠 ４ 関西大 ３ 4:04.86

男 １部 1500ｍ 清原　陸 Ｍ1 京都大 ７ 4:06.52

男 １部 5000ｍ 大髙　肇 ３ 関西大 ４ 14:15.42

男 １部 110ｍＨ 清水　功一朗 ４ 関西学院大 １ 13:76 +0.1

男 １部 110ｍＨ 大村　一斗 １ 関西学院大 ４ 14.14 +0.1

男 １部 3000ｍSC 嶋谷　鐘二郎 ３ 関西大 １ 8:58.84

男 １部 10000ｍＷ 三好　世真 ３ 同志社大 ４ 41:47.93

男 １部 走高跳 市田　晃成 ３ 天理大 １ 2.11

男 １部 走高跳 山中　駿 １ 京都大 ３ 2.08

男 １部 走高跳 東　直輝 ４ 立命館大 ５ 2.08

男 １部 走高跳 松村　文太 ２ 龍谷大 ７ 2.00

男 １部 棒高跳 千藤　瑛司 Ｍ2 大阪教育大 ６ 4.60

男 １部 三段跳 植木　雄大 ２ 大阪市立大 ３ 15.21 +4.5

男 １部 三段跳 栂尾　鷹兵 １ 関西学院大 ８ 14.88 +2.8

男 １部 円盤投 坂口　昇大 １ 京都産業大 １ 45.48

男 １部 ハンマー投 森垣　和也 Ⅿ3 大阪教育大 ２ 59.83

男 １部 やり投 塚崎　晃希 ２ 京都産業大 ８ 62.34

男 １部 十種競技 田中　陽介 ２ 大阪教育大 ４ 6481

男 １部 十種競技 中島　貴心 ３ 大阪体育大 ７ 6089

男 ２部 100ｍ 尾上　公太 ４ 大阪国際大 ４ 10.64 +4.1

男 ２部 100ｍ 杉田　想一朗 ２ 大阪国際大 ７ 10.74 +4.1

男 ２部 200ｍ 藤井　南希 ４ 大阪経済大 １ 21.69 +1.7

男 ２部 200ｍ 尾上　公太 ４ 大阪国際大 ６ 21.95 +1.7

男 ２部 200ｍ 山本　理貴 ４ 大阪国際大 ８ 22.31 +1.7

男 ２部 400ｍ 山本　理貴 ４ 大阪国際大 ６ 50.46

男 ２部 400ｍ 高柳　正徳 Ⅿ2 神戸大 ８ 50.88

男 ２部 800ｍ 田尻　椋介 ２ 大阪成蹊大 ５ 1:54.82

男 ２部 800ｍ 濵田　晃輝 ３ びわこ学院大 ８ 2:00.88

第98回関西学生陸上競技対校選手権大会 ヤンマーフィールド長居
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男 ２部 1500ｍ 楠本　拓真 ３ 大阪経済大 ３ 3:56.50

男 ２部 1500ｍ 濵田　晃輝 ３ びわこ学院大 ４ 3:57.41

男 ２部 5000ｍ 坂本　智基 ２ 大阪経済大 ２ 14:18.95 ＮＧＲ

男 ２部 5000ｍ 片山　蓮 ３ 大阪経済大 ３ 14:23.13 ＮＧＲ

男 ２部 5000ｍ 佐々木　凜太郎 ３ 大阪経済大 ７ 14:32.93

男 ２部 10000ｍ 中角　航大 ２ 大阪経済大 ３ 29:52.69

男 ２部 110ｍＨ 吉歳　匠吾 ２ 摂南大 ２ 14.56 +1.2

男 ２部 110ｍＨ 堀本　薫 ３ 明治国際医療大 ４ 14.57 +1.2

男 ２部 110ｍＨ 迫田　悠仁 ３ 摂南大 ５ 14.61 +1.2

男 ２部 110ｍＨ 金井　太一 ４ 摂南大 ６ 14.62 +1.2

男 ２部 400ｍＨ 田中　俊輔 １ 大阪経済大 ２ 52.85

男 ２部 400ｍＨ 味方　海斗 ４ 大阪府立大 ４ 53.90

男 ２部 400ｍＨ 岡村　陸王 １ 摂南大 ６ 54.61

男 ２部 400ｍＨ 西川　拓真 ３ 大阪国際大 ８ 56.62

男 ２部 3000ｍSC 杉本　平汰 ２ 大阪経済大 １ 9:12.61

男 ２部 3000ｍSC 河内　崚 ４ 大阪国際大 ３ 9:15.48

男 ２部 3000ｍSC 杉本　翔 ３ 大阪経済大 ３ 9:20.28

男 ２部 10000ｍＷ 寳田　力 ２ 摂南大 １ 44:17.23

男 ２部 10000ｍＷ 木村　太陽 １ 摂南大 ２ 45:11.61

男 ２部 10000ｍＷ 黄地　一希 １ 大阪学院大 ５ 53:21.08

男 ２部 10000ｍＷ 山口　誉 １ 大阪学院大 ６ 53:39.57

男 ２部 走高跳 中島　樹哉 ４ 摂南大 ６ 1.95

男 ２部 走高跳 岩本　龍 ４ 摂南大 ７ 1.90

男 ２部 棒高跳 野村　元将 ３ 大阪国際大 １ 4.70

男 ２部 棒高跳 岸本　一眞 ４ 摂南大 ２ 4.70

男 ２部 棒高跳 高松　千也 ２ 大阪国際大 ４ 4.40

男 ２部 棒高跳 田中　将也 Ⅿ2 京都教育大 ７ 4.20

男 ２部 走幅跳 長岡　泰成 ４ 追手門学院大 １ 7.74 +1.0

男 ２部 走幅跳 山本　想真 ２ 京都工芸繊維大 ４ 6.94 -0.6

男 ２部 三段跳 渡邊　翼 ３ 摂南大 ２ 14.49 -1.5

男 ２部 三段跳 堀　修典 ２ 摂南大 ４ 14.27 -2.2

男 ２部 三段跳 𠮷元　大晟 ２ 摂南大 ６ 13.94 -1.4
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男 ２部 砲丸投 最所　永遠 ４ 大阪国際大 １ 14.76

男 ２部 砲丸投 福満　航大 ４ 摂南大 ２ 13.26

男 ２部 砲丸投 前野　良真 ４ 大阪国際大 ３ 12.30

男 ２部 円盤投 山田　兼奨 ４ 大阪国際大 ６ 30.14

男 ２部 ハンマー投 松原　光汰 １ 明治国際医療大 ２ 53.73

男 ２部 ハンマー投 瀧上　佳樹 ３ 桃山学院大 ３ 51.15

男 ２部 ハンマー投 坂本　真駿 １ 東大阪大 ６ 43.87

男 ２部 ハンマー投 丸谷　翔真 １ 桃山学院大 ７ 41.50

男 ２部 やり投 平岡　凛太郎 ４ 摂南大 ２ 54.78

男 ２部 十種競技 吉村　圭一郎 ２ 摂南大 ２ 6029

男 ２部 十種競技 高見　哉多 ２ 神戸大 ５ 5403

女 100ｍ 青山　華依 １ 甲南大 １ 11.45 +3.4

女 200ｍ 青山　華依 １ 甲南大 １ 23.91 +0.7

女 400ｍ 川田　朱夏 ４ 東大阪大 ２ 56.06

女 400ｍ 桑原　綾子 ４ 大阪成蹊大 ３ 56.54

女 400ｍ 梅崎　優花 ４ 園田学園女子大 ７ 58.07

女 800ｍ 川田　朱夏 ４ 東大阪大 １ 2:07.55

女 800ｍ 窪　美咲 ２ 東大阪大 ３ 2:08.56

女 800ｍ 神薗　芽衣子 ４ 東大阪大 ４ 2:08.99

女 800ｍ 安藤　百夏 ３ 園田学園女子大 ５ 2:09.83

女 800ｍ 原　華澄 ２ 大阪体育大 ７ 2:11.37

女 800ｍ 松元　菜笑 ３ 大阪教育大 ８ 2:11.63

女 1500ｍ 青木　彩帆 ３ 関西学院大 ２ 4:28.26

女 1500ｍ 窪　美咲 ２ 東大阪大 ３ 4:28.29

女 1500ｍ 吉田　果恋 ２ 大阪教育大 ４ 4:28.77

女 1500ｍ 小林　舞妃留 １ 大阪学院大 ５ 4:29.55

女 1500ｍ 三池　瑠衣 Ⅿ2 大阪大 ６ 4:31.75

女 5000ｍ 三池　瑠衣 Ⅿ2 大阪大 ２ 16:37.55

女 10000ｍ 永長　里緒 １ 大阪学院大 １ 33:34.43

女 10000ｍ 下岡　仁美 ２ 同志社大 ５ 36:02.63

女 400ｍＨ 工藤　芽衣 １ 立命館大 ２ 58.34

女 400ｍＨ 野尻　真由 ５ 大阪大 ４ 59.72

女 10000ｍＷ 下岡　仁美 ２ 同志社大 １ 46:38.56

女 10000ｍＷ 杉林　歩 ２ 大阪大 ２ 48:33.13

女 10000ｍＷ 藤野　楓 １ 園田学園女子大 ６ 50:31.31

女 10000ｍＷ 東　楓 １ 園田学園女子大 ８ 53:04.91
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女 走高跳 渡川　和華 ４ 武庫川女子大 ２ 1.69

女 走高跳 和田　真流 ３ 大阪体育大 ４ 1.65

女 走高跳 大岡　千咲 ２ 大阪大 ６ 1.60

女 走幅跳 北田　莉亜 ２ 関西学院大 ２ 600 +0.5

女 三段跳 北田　莉亜 ２ 関西学院大 ２ 12.69 +2.5

女 砲丸投 山本　佳奈 ２ 大阪体育大 ２ 13.91

女 砲丸投 東田　歩乃佳 ４ 大阪体育大 ３ 13.78

女 砲丸投 広沢　南奈 ４ 関西学院大 ４ 13.36

女 円盤投 中瀬　綺音 ２ 大阪体育大 １ 43.02

女 円盤投 梛野　響木 １ 明治国際医療大 ２ 41.35

女 円盤投 宮本　愛香 ２ 関西外国語大 ６ 37.77

女 ハンマー投 奥井　小晴 ３ 立命館大 ２ 54.08

女 やり投 中村　怜 １ 東大阪大 ２ 52.78

女 やり投 西川　明花 ３ 立命館大 ３ 46.13

女 七種競技 中地　真菜 １ 東大阪大 ２ 4698

女 七種競技 邨田　菜摘 １ 東大阪大 ４ 4564

女 七種競技 和田　真流 ３ 大阪体育大 ８ 4423

2021/05/07

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

女 800ｍ 高松　智美ムセンビ ４ 名城大 １ 2:14.86

女 1500ｍ 高松　智美ムセンビ ４ 名城大 ２ 4:23.71

女 5000ｍ 高松　智美ムセンビ ４ 名城大 ２ 16:33.90

2021/5/14～16

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 やり投 染谷　直樹 ４ 広島大 ７ 55.75

男 十種競技 村中　佑輔 ３ 広島大 ８ 5085

女 800ｍ 吉田　真弥 ２ 環太平洋大 ２ 2:19.75

女 1500ｍ 吉田　真弥 ２ 環太平洋大 ５ 4:50.37

女 砲丸投 山根　瑞稀 ３ 環太平洋大 ５ 10.65

女 ハンマー投 山根　瑞稀 ３ 環太平洋大 ５ 44.33

第87回東海学生陸上競技対校選手権大会 岐阜メモリアルセンター長良川競技場

第75回中四国学生陸上競技対校選手権大会 高知県立春野総合運動公園陸上競技場
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2021/8/27～29

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 800ｍ 米田　直央 ４ 九州共立大 ６ 1:55.88

男 砲丸投 アツオビン・ジェイソン １ 福岡大 １ 16.81 ＮＧＲ

女 砲丸投 進堂　りか ４ 九州共立大 １ 14.99

女 砲丸投 郡　奈々佳 Ⅿ2 九州共立大 ４ 14.38

女 円盤投 郡　奈々佳 Ⅿ2 九州共立大 １ 51.24

2021/5/20～23

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 男子1部 400m 川路　武 4 山梨学院大/大阪 7位 47.92

男 男子1部 400mH 大串　弦徳 4 日本大/大阪 3位 51.05

男 男子1部 走高跳 坂井　宏和 2 東海大/大阪 3位 2m11

男 男子1部 棒高跳 渡邊　宥磨 3 日本大/大阪 6位 5m10

男 男子1部 ハンマー投げ 福田　翔太 3 日本大/大阪 1位 68m84

男 男子2部 200m 假屋　直幹 3 大東大/大阪 5位 21m32

男 男子3部 110mH 森口　諒也 M1 東海大院/大阪 1位 14.21

男 男子3部 400mH 藤原　功規 M1 筑波大院/大阪 4位 52.87

男 男子3部 走幅跳 森口　諒也 M1 東海大院/大阪 3位 6m67 -0.4

女 女子1部 800m 水口　杏 1 青山学院/大阪 6位 2:11:74

女 女子1部 5000m 松本　奈々 4 順大/大阪 6位 16:30:18

女 女子1部 10000m 松本　奈々 4 順大/大阪 2位 34:09:86

女 女子1部 棒高跳 前川　淳 4 日体大/大阪 1位 4m05

女 女子1部 砲丸投 廣島　愛亜梨 2 日大/大阪 3位 14m51

2021/6/12～14

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 男子 1500m 小山　和人 4 福島大/大阪 7位 4:09:67

2021/5/22～23

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 タイムレース 10000ｍW 秋山　快晴 3 福井工業大学/大阪 2位 46:19:10

2021/10/23～24

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 タイムレース 10000ｍW 大谷　諒 2 福井工業大学/大阪 8位 46:17:92

2021/7/3～4

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 決勝 1500m 小山　和人 4 福島大/大阪 6位 4:10:89

第95回北信越学生陸上競技対校選手権大会 松本平広域公園陸上競技場

第52回北信越学生陸上競技選手権大会 新潟市陸上競技場

第43回北日本学生陸上競技対校選手権大会 新潟市陸上競技場

第91回九州学生陸上競技対校選手権大会 久留米総合スポーツセンター陸上競技場

第100回関東学生陸上競技対校選手権大会 相模原ｷﾞｵﾝｽﾀｼﾞｱﾑ

第74回東北学生陸上競技対校選手権大会 秋田県立中央公園県営陸上競技場
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2021/04/29

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 全国高校選抜 三段跳 稲川　優駿 3 太成学院高 2 14.36

男 西日本ジュニア 5000m 皆渡　星七 3 関大北陽高 6 14:15.19

女 西日本ジュニア 3000m 水本　佳菜 2 薫英女学院高 4 9:26.21

女 西日本ジュニア 3000m 柳井　櫻子 3 薫英女学院高 7 9:28.08

2021/7/29～8/1

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 200m 山田　雄大 3 大阪高 4 20.88

男 800m 久田　　朔 3 桜宮高 2 1:48.57 大阪高校新

男 110mH 小池　　綾 3 大塚高 2 13.93 大阪高校新

男 400mH 織田　篤也 3 近大附高 5 53.18

男 5000mW 奥野　　達 3 清風高 4 20:56.44

男 4×100mR
妻鹿・中田
丸野・山田

大阪高 2 40.42

男 棒高跳 渡邉　瑛斗 2 大塚高 3 5m05

男 三段跳 島田　ｼﾞｪｲﾁｰﾏ 2 大阪高 2 15m62

男 三段跳 佐脇　　岳 3 関大北陽高 7 15m16

男 円盤投 河野　純太 3 咲くやこの花高 6 46m25

女 400m 河内　瀬桜 3 東大阪大敬愛高 2 54.53

女 1500m 柳井　櫻子 3 薫英女学院高 8 4:21.22

女 3000m 水本　佳菜 2 薫英女学院高 4 9:17.59

女 3000m 西澤　茉鈴 2 薫英女学院高 7 9:20.17

女 400mH 河内　瀬桜 3 東大阪大敬愛高 2 58.32

女 400mH 大津　有生 3 東大阪大敬愛高 7 1:02.06

女 走幅跳 吉田　花鈴 3 摂津高 1 6m16

女 三段跳 吉田　花鈴 3 摂津高 3 12m59

女 三段跳 宮繁　愛葉 3 大体大浪商高 5 12m41

女 円盤投 桑島　弥々 2 咲くやこの花高 3 43m36

第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会 広島広域

第74回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 福井県営
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2021/10/16

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

女 400mH 河内　瀬桜 3 東大阪大敬愛高 5 1:00.30

2021/10/22～24

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 U18 3000mW 梅田　和宏 2 大体大浪商高 8 12:40.79

男 U18 棒高跳 渡邉　瑛斗 2 大塚高 4 4m90

男 U18 三段跳 磯本　楓太 2 泉北高 5 14m75

男 U18 砲丸投 大野　祐介 2 大体大浪商高 8 15m07

女 U18 800m 尾崎　真衣 2 大阪桐蔭高 4 2:11.09

女 U18 1500m 白川　朝陽 1 大塚高 7 4:39.11

女 U18 300mH 大津　有生 3 東大阪大敬愛高 3 43.84

女 U18 300mH 樋口　綾音 3 大塚高 8 45.44

女 U18 棒高跳 上山　友美恵 2 大塚高 5 3m60

女 U18 棒高跳 片岡　菜乃華 2 大塚高 7 3m50

女 U18 三段跳 大前　友乃 2 関大北陽高 6 11m81

女 U18 砲丸投 中原　　鈴 2 東大阪大敬愛高 4 13m27

女 U18 円盤投 桑島　弥々 2 咲くやこの花高 2 41m44

女 U18 ハンマー投 岡野　風璃 2 関西大倉高 5 48m87

第15回U18陸上競技大会 愛媛県営

第18回田島直人記念陸上競技大会 維新百年
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2021/08/06～07

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 1年 100m 矢田　篤志 1 吹田一 1 11.48 3.1

男 1年 100m 石橋　昂典 1 夕陽丘 8 12.07 3.1

男 2年 100m 戸田　雄心 2 門真三 1 11.17 2.3

男 2年 100m 玉井　直太朗 2 新東淀 3 11.35 2.3

男 2年 100m 三橋　佑輝 2 金剛 5 11.39 2.3

男 3年 100m 村松　悦基 3 養精 2 10.97 1.4

男 3年 100m 山本　浩千 3 福泉 5 11.09 1.4

男 共通 200m 内田　大翔 3 縄手 3 22.33 2.1

男 共通 200m 村島　優太 3 咲くやこの花 6 22.53 2.1

男 共通 200m 末武　勇樹 3 高槻六 8 22.87 2.1

男 共通 400m 吉本　龍誠 3 茨田 5 52.34

男 共通 400m 重村　波也斗 3 杉 6 53.03

男 共通 800m 加藤　悠成 3 田尻 4 2:01.68

男 1年 1500m 佐藤　広崇 1 浪商 1 4:22.65

男 1年 1500m 宮﨑　空 1 平田 8 4:36.49

男 共通 1500m 上田　悠輔 3 佐野 7 4:17.95

男 共通 110mH 曽山　夏緒 3 誉田 2 14.35 2.3

男 共通 110mH 前園　幸伸 3 龍華 4 14.39 2.3

男 低学年 4×100ｍＲ
奥田・元山
大平・岡部

咲くやこの花 3 47.39

男 低学年 4×100ｍＲ
﨑山・矢田
村上・横山

吹田一 5 47.55

男 低学年 4×100ｍＲ
中村湊・西田
中村健・喜多

枚方山田 7 47.79

男 共通 4×100ｍＲ
勝山・村島
中瀬・北村

咲くやこの花 1 43.03

男 共通 4×100ｍＲ
奥野・前園
渋谷・中田

龍華 8 44.33

男 共通 走高跳 片山　怜弦 3 東淀 2 1m85

男 共通 棒高跳 田中　悠貴 3 池田 2 4m00

男 共通 棒高跳 田中　聖士 3 池田 6 3m60

男 共通 棒高跳 渡辺　空 3 東我孫子 7 3m40

男 共通 走幅跳 松田　竜弥 3 彩都西 2 6m75 4.1

男 共通 走幅跳 大川　陸 3 高槻十 5 6m59 1.9

男 共通 三段跳 西村　快斗 3 旭東 1 13m12 1

男 共通 三段跳 橋田　吏丘 3 河南 3 13m00 1.7

男 共通 三段跳 中村　知毅 3 咲くやこの花 5 12m78 1

男 共通 砲丸投 大野　和晴 3 墨江丘 2 13m65

男 共通 砲丸投 村上　翔太 3 今市 4 13m25

男 共通 砲丸投 長谷川　雄琉 3 上野芝 5 13m09

男 共通 円盤投 小杉　春陽 3 西淀 8 32m30

第70回近畿中学校総合体育大会 神戸ユニバー記念競技場
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男 共通 四種競技 池田　 健人 3 北豊島 1 2731

男 共通 四種競技 樹　 壮真 3 三稜 4 2263

女 1年 100m 光元　友梨 1 東海大仰星 4 13.18 +2.0

女 1年 100m 久世　菜月     1 咲くやこの花 5 13.19 +2.0

女 2年 100m 大久保　碧      2 大阪女学院 1 12.53 +0.5

女 2年 100m 大野　心愛      2 咲くやこの花 2 12.73 +0.5

女 2年 100m 大前　陽菜乃    2 佐井寺 3 12.78 +0.5

女 3年 100m 河野　桃々      3 蒲生 3 12.45 +2.7

女 3年 100m 今岡　澄香      3 咲くやこの花 5 12.53 +2.7

女 共通 200m 島田　幸羽      3 咲くやこの花 1 24.69 +0.3GR

女 共通 200m 福原　絢音      3 清風南海 2 26.04 +0.3

女 共通 200m 越水　彩羽      2 豊中十五 7 26.55 +0.3

女 1年 800m 吉住　彩乃      1 寝屋川六 3 2:23.81

女 共通 1500m 河村　璃央 2 東百舌鳥 7 4:46.00

女 共通 100mH 岸本　礼菜      3 咲くやこの花 1 13.8 +3.3

女 共通 100mH 妹尾　千里      3 豊中十五 2 14.03 +3.3

女 共通 100mH 小西　沙英      3 晴美台 3 14.16 +3.3

女 低学年 4×100ｍＲ
増田・門野
久世・大野

咲くやこの花 1 50.36 GR

女 低学年 4×100ｍＲ
鐵本・菅原
清水・安田

登美丘 7 53.03

女 共通 4×100ｍＲ
岸本・島田
上村・今岡

咲くやこの花 1 48.32

女 共通 4×100ｍＲ
佐野・藤本
越水・妹尾

豊中十五 2 49.67

女 共通 4×100ｍＲ
室・長島

奥野・逆瀬川
養精 6 50.65

女 共通 走高跳 高田　知佳 3 吹田一 1 1ｍ65

女 共通 走高跳 斎藤　水晶 3 豊中十六 7 1ｍ53

女 共通 走幅跳 高原　侑楽 3 咲くやこの花 5 5m37 +2.6

女 共通 砲丸投 山口　嘉夢 3 墨江丘 1 15ｍ16

女 共通 砲丸投 坂　ちはる 3 富田林二 2 14ｍ72

女 共通 砲丸投 大黒　恋華 3 金岡南 4 13ｍ12

女 共通 円盤投 田中　美彩妃 2 金岡南 4 28ｍ64

女 共通 円盤投 水杉　早李 3 高倉 5 27ｍ74

女 共通 四種競技 福村　 和海 3 月州 1 2773

女 共通 四種競技 クリブ マイサ 3 咲くやこの花 7 2533

女 オープン 棒高跳 公文　瑠那 3 鳥取東 1 2ｍ70

女 オープン 棒高跳 竹内　美華 3 旭東 6 2ｍ20

女 オープン 棒高跳 井上　望愛 2 北豊島 6 2ｍ20
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2021/08/18～20

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 共通 200m 内田　大翔 3 縄手 8 22.78 -2.5

男 共通 4×100ｍＲ 勝山・村島中瀬・北村 咲くやこの花 2 43.05

男 共通 砲丸投 長谷川　雄琉 3 上野芝 6 13m61

男 共通 四種競技 池田　健人 3 北豊島 6 2615

女 共通 200m 島田　幸羽      3 咲くやこの花 2 25.11 -3.1

女 共通 100mH 岸本　礼菜 3 咲くやこの花 2 13.99 -1.9

女 共通 4×100ｍＲ 今岡・島田上村・岸本 咲くやこの花 1 47.81

女 共通 砲丸投 山口　嘉夢 3 墨江丘 1 14m85

女 共通 砲丸投 坂　ちはる 3 富田林二 2 14m67

女 共通 砲丸投 大黒　恋華 3 金岡南 5 13m42

女 共通 砲丸投 西野　晴夏 3 金岡南 7 13m38

女 共通 四種競技 福村　 和海 3 月州 2 2882

2021/10/22～24

性別 種別 種  目 氏  名 学年 所  属 順位 記録 備  考

男 U16 110mH 山内　政成 1 大体大浪商高 2 14.90 -0.9

男 U16 走高跳 服部　暖大 3 墨江丘中 8 1m90

男 U16 走幅跳 植村　亮太 1 大体大浪商高 1 7m00 +2.0

男 U16 三段跳 水津　陸人 1 東高 2 13m46 +0.8

男 U16 円盤投 大野　和晴 3 墨江丘中 7 36m11

女 U16 150m 島田　幸羽 3 咲くやこの花中 1 17.96 +1.1

女 U16 100mH 岸本　礼菜 3 咲くやこの花中 3 14.06 -0.7

女 U16 走高跳 高田　知佳 3 吹田一中 2 1m66

女 U16 走高跳 山ノ井　綾音 1 春日丘高 7 1m60

女 U16 三段跳 小川　優里 2 枚方四中 5 11m15 -1.3

女 U16 砲丸投 坂　ちはる 3 富田林二中 1 15m26

女 U16 砲丸投 山口　嘉夢 3 墨江丘中 2 14m45

女 U16 砲丸投 西堂　心菜 3 月州中 6 13m62

第52回U16陸上競技大会 愛媛・愛媛県総合運動公園陸上競技場

第48回全日本中学校陸上競技選手権大会 茨城・笠松運動公園陸上競技場
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(2021年2月17日現在)

コード NO.277220 新2021.01.01～2025.12.31
淀川河川公園外島地区

WA  CLASS１

継2007.04.24～2023.12.31

コード NO.271010

大阪市東住吉区長居公園1－1

淀川左岸太子橋・佐太西 往復　　　　　　　　10km

大阪マラソン 片道(一部往復)　42km195 大阪府庁前

コード NO.277200 新2019.01.01～2023.12.31 ～大阪城公園

大阪ハーフマラソン 片道　　　　　　21km0975 大阪城公園東側(玉造筋)

コード NO.277170 継2020.11.14～2025.11.13 ～ヤンマースタジアム長居

大阪国際女子マラソン ヤンマースタジアム長居

コード NO.277160 継2020.11.14～2025.11.13 ～御堂筋「道頓堀橋南詰」交差点東側

KIX泉州国際マラソン 片道(一部往復)　42km195 堺市西区浜寺公園

コード NO.277100 ～泉佐野市りんくう公園内継2019.03.01～2024.02.29

往復　　　　　　42km195

　　　10マイル　15km　10km

～公園内周回

ヤンマーフィールド長居
～公園内周回

　　　21km0975 20km

コード NO.277110 継2021.03.15～2026.03.14 電話06-6691-2500　Fax06-6691-2502

ヤンマーフィールド長居
付設（42.195km）

コード NO.277010 継2019.07.08～2024.07.07 電話06-6691-2500　Fax06-6691-2502

付設（30km） 　　　10マイル　10km

周回　42km195　30km　

吹田市立陸上競技場 ４種Ｌ　　　　　　　400m 〒565-0835　吹田市竹谷町37-1

コード NO.274040 継2020.04.01～2025.03.31 電話06-6386-5635

コード NO.271010 継2017.05.20～2022.05.19 電話06-6691-2500　Fax06-6691-2502

万博記念競技場 ２種　　　　　　　　400m 〒565-0826　吹田市千里万博公園5－2

ヤンマースタジアム長居 周回　30km　21km0975 ヤンマースタジアム長居

〒546-0034

電話06-6691-2500　Fax06-6691-2502

大阪の公認競技場・長距離競走路

ヤンマースタジアム長居
(大阪市長居陸上競技場)

１種(多目的)

400m

堺市金岡公園陸上競技場 ２種　　　　　　　　400m 〒591-8025　堺市北区長曽根町1179-18

ヤンマーフィールド長居 １種 〒546-0034

(大阪市長居第2陸上競技場) 400m 大阪市東住吉区長居公園1－1

継2016.05.20～2021.05.19

コード NO.272040 継2017.03.10～2022.03.09 電話06-6877-3351　Fax06-6877-3365

コード NO.272010 継2019.05.31～2024.05.30 電話072-254-6601　Fax072-251-0509

枚方市立陸上競技場 ３種　　　　　　　　400m 〒573-0004　枚方市中宮大池4-10-1

コード NO.273120 継2020.03.31～2025.03.30 電話072-848-4899　Fax072-849-4780

大阪府服部緑地陸上競技場 ３種　　　　　　　　400m 〒561-0873　豊中市服部緑地1－1

コード NO.273090 継2017.11.13～2022.11.12 電話06-6862-4945～7　Fax06-6868-2016

浪商学園陸上競技場 ３種　　　　　　　　400m 〒590-0459　泉南郡熊取町朝代台1-1

高槻市立陸上競技場 ４種  　　　　　　　400m 〒569-0823　高槻市芝生町4-1-1

コード NO.274060 継2021.01.31～2026.01.30 電話072-677-8200

コード NO.273050 継2017.05.18～2022.05.17 電話072-453-7017

東大阪市花園中央公園多目的競技場 ３種　　　　　　　　400m 〒578-0923　東大阪市松原南1-1-43

コード NO.273110 継2017.02.20～2022.02.19 電話072-960-3426


