
部員名簿　跳躍・混成ブロック

男子；42名

氏名 学年 学部 出身校 専門種目 自己記録

安形　饗介 4 体育 金岡・大阪 十種競技 6227点

岡谷　剛志 4 体育 登美丘・大阪 十種競技 5548点

金岡　良平 4 体育 玉野光南・岡山 走幅跳 6.80

北村　勇飛 4 体育 社・兵庫 走高跳 2.00

久保田　倫宇 4 体育 岐阜商・岐阜 三段跳 14.91

島津　将基 4 体育 大塚・大阪 走幅跳 7.30

高橋　直也 4 健康福祉 多治見・岐阜 棒高跳 4.40

名村　和希 4 体育 高砂南・兵庫 走幅跳 7.12

遍々古　和輝 4 体育 宇治山田・三重 走幅跳 7.05

間地　隆宏 4 体育 大分豊府・大分 三段跳，走幅跳 14.12，6.92

元村　和彦 4 体育 阿波・徳島 三段跳，走幅跳 14.81，6.96

森本　一毅 4 体育 西城陽・京都 三段跳 15.50

有川　遼太 3 体育 牧野・大阪 走幅跳 6.78

伊坂　孟紘 3 体育 鳴門・徳島 走幅跳 7.18

梶谷　禎 3 体育 岡山工・岡山 走高跳 2.08

坂口　透 3 体育 金沢学院東・石川 十種競技 6443点

佐野　剛史 3 体育 河南・大阪 走高跳 1.84

田熊　友樹 3 体育 明石商・兵庫 棒高跳 4.90

富田　信司 3 体育 明石商・兵庫 棒高跳 4.90

仲田　博樹 3 体育 摂津・大阪 三段跳 14.73

堀　翔太 3 体育 長良・岐阜 走高跳 2.00

牧野　貴大 3 体育 大体大浪商・大阪 十種競技 6013点

松井　祐樹 3 体育 関大北陽・大阪 十種競技 6315点

大橋　廉 2 体育 大塚・大阪 走幅跳 7.29

玉置　亮太 2 体育 金岡・大阪 走幅跳 7.14

沼元　宏樹 2 体育 金岡・大阪 十種競技 5915点

松本　陸 2 体育 信太・大阪 十種競技 4997点

森口　真大 2 体育 牧野・大阪 走幅跳 7.03

吉田　泰正 2 体育 摂津・大阪 走高跳 2.05

岡田　大輝 1 体育 大体大浪商・大阪 十種競技 -

杉本　亮太 1 体育 大阪桐蔭・大阪 十種競技 -

高橋　虹希 1 体育 京都両洋・京都 走幅跳 6.88

竹村　航 1 体育 星稜・石川 走高跳 2.00

東條　健人 1 体育 大塚・大阪 三段跳 14.19

長浦　武史 1 教育 大野・福井 十種競技 -

秦　知希 1 体育 東住吉・大阪 三段跳 14.00

馬場　爽 1 体育 高松工芸・香川 棒高跳 4.70

本田　晃希 1 体育 堺東・大阪 走幅跳 6.64

三宅　良樹 1 体育 鳳・大阪 棒高跳 4.60

宮野　友輝 1 体育 咲くやこの花・大阪 走幅跳 6.86

森山 大地 1 体育 牧野・大阪 走高跳 2.02

山本　颯汰 1 体育 京都両洋・京都 三段跳 14.45

女子；10名

氏名 学年 学部 出身校 専門種目 自己記録

川内　沙保 4 健康福祉 りんくう翔南・大阪 走幅跳 5.30

庄司　ゆかり 4 体育 浪商・大阪 走幅跳 4.91

辰口　綾加 3 健康福祉 名張桔梗丘・三重 七種競技 4286点

疋田　なつき 3 体育 添上・奈良 棒高跳 3.20

藤田　彩花 3 体育 大体大浪商・大阪 三段跳 11.08

石川　愛実 2 体育 名西・徳島 走幅跳，三段跳 5.75，11.72

猪俣　明日香 1 体育 関西大倉・大阪 七種競技 4141点

田中　万葉 1 教育 東京・東京 走幅跳、三段跳 5.09，11.07

田村　綾菜 1 教育 名西・徳島 走幅跳 5.30

山本　沙和 1 教育 四日市商業・三重 七種競技 -


