
白井　健翔 4m60 吉本　出海 4m28 
藤原　岳史 4m88 尾川　美空 4m63

和田　晃輝 6m68 山根　碧栞 5m43
田中　隆太郎 6m75 ＋0.4 山根　碧栞 5m59 ＋1.3

川﨑　航太 6m96 坂東　あすか 5m80
和田　晃輝 7m39 吉岡　里紗 5m90 ＋1.0

手平　裕士 7m75
大岩　雄飛 7m89 －0.1 6m24 ＋1.1

＋1.5第8回 2017/7/15 太成学院 大阪成蹊女子

第8回 2017/7/15 スポウェルAC マグノリア中野　瞳

第8回 2017/7/15 なにわJAC 泉州アップル

第8回 2017/7/15 豊中十一 咲くやこの花

7m68 ＋0.2

第3回 2012/10/13

第2回 2011/10/22 猿山　力也 モンテローザ
荒川　大輔 NOBY T&F 7m69 ＋1.0

7m60 ＋0.8
7m98 ＋4.3

佐藤　真海 サントリー

パラアスリート女子(義足)

＋1.1神戸市陸協 6m04

第4回 2013/7/13 猿山　力也 モンテローザ

岐阜経済大AC 7m76 －0.1

回 期日 パラアスリート男子(義足)
第3回 2012/10/13 山本　篤 ススキ浜松AC 5m69

2014/7/12 山本　篤 ススキ浜松AC 5m89

＋0.1第5回

＋1.5 4m76

野﨑　莉代 赤兎馬AC 4m24

＋3.4

パラアスリート女子(義手)回

第5回 2014/7/12 濱﨑　和幸 鴻ノ池スポーツクラブ

第5回
＋0.3

5m65
第6回 2015/7/18 岡本　和茂 大教大池田 6m93 －0.1 山下　友佳 太成学院 6m02

7m85 ＋0.5

摂津高校

山下　友佳 太成学院

第1回 2010/7/3 菅井　洋平 ミズノトラッククラブ
回 期日 トップアスリート男子 トップアスリート女子

第3回 2012/10/13 島津　将基
第4回 2013/7/13 辻本　嘉和 石川　友美子
第5回 2014/7/12 小川　翔 大阪桐蔭 7m27 ＋0.9

太成学院 7m17 ＋3.1
大塚 7m12 ＋0.7 森本　麻里子

木原　菜緒 東大阪大敬愛
6m71 ±0.0
6m97 ＋2.6

秋田　葉月 大阪
第1回 2010/7/3 久米　広海 東海大仰星
第2回 2011/10/22 溝田　隆晃 関大北陽

5m66 ＋1.6

田中　杏奈 楠葉西 5m13 ー1.0
坂東　あすか 花園

－0.2
6m40 ＋2.9

第6回 2015/7/18 深田　彪馬 枚方長尾
枚方三

6m53

回 期日 高校男子 高校女子

松兼　央八 河南 6m42 ＋1.2第3回
5m81第4回 2013/7/13 松兼　央八 河南

山下　友佳 枚方長尾
竹内　真弥 長瀬

2012/10/13

±0.0
＋0.5

和泉 6m43 ±0.0

山下　友佳 枚方長尾

万博AC
第6回 2015/7/18

藤戸　涼達 吹田ジュニア第4回 2013/7/13

第5回

回 期日 中学男子 中学女子

5m08 山根　碧栞 なにわJAC2014/7/12 濱本　竜多

万博AC 4m27
4m494m60
4m65

浅野さくら なにわJAC
第3回 2012/10/13 長谷川　純 ひらかたKSC 4m59 大崎　里緒

4m82 飯野　結貴 ひらかたKSC 4m06第2回 2011/10/22 山田　嵯旺 耳原ＡＣ
4m44 保坂　英里 泉州アップル 4m06第1回 2010/7/3 田中　祐成 枚方リトル

歴代優勝者
回 期日 小学男子 小学女子

2014/7/12パラアスリート女子(義手) 野﨑　莉代 赤兎馬AC
パラアスリート女子(義足) 佐藤　真海 サントリー ４ｍ６３ ＋1.1

４ｍ２４ ＋0.1

マグノリア ６ｍ２４ ＋1.1

７ｍ３９ ＋1.5

2017/7/15

2014/7/12
＋1.5 2014/7/12

７ｍ８９ ＋0.1 2017/7/15

５ｍ８９

スポウェルAC

高校男子 和田　晃輝

パラアスリート男子(義足) 山本　篤 スズキ浜松AC
トップアスリート女子 中野　瞳

６ｍ８９ ＋1.2中学男子 松兼　央八 河南中学 3

トップアスリート男子 大岩　雄飛

2017/7/15

高校女子 山下　友佳 太成学院高校 3 ６ｍ０２ ＋0.6 2015/7/18

太成学院高校 1

2013/7/13

中学女子 坂東　あすか 花園中学 3 ５ｍ６６ ＋1.6 2014/7/12

万博ＡＣ 6 ５ｍ０８ 2014/7/12
小学女子 山根　碧栞 なにわJAC 6 ４ｍ６５ 2014/7/12
小学男子　　　 濱本　竜多

ひらかたロングジャンプカーニバル

大会記録
種目 氏名 所属 学年 記録 風力 期日

中野　瞳

第1回 2010/7/3 髙原　正

第6回 2015/7/18 品田　直宏

第5回 2014/7/12 岩淵　匠哉

＋0.6

西川　舞 上野芝 5m14 ±0.0

酒井　日菜美 島本ジュニア

5m56
＋3.7

2016/7/16 吹田ジュニア
4m92高瀬　一晟 アスリートネット

第7回 2016/7/16

4m60

5m31

万博ＡＣ

第7回 2016/7/16 楠葉西 ＋1.6

第7回

摂津 5m68

第2回 2011/10/22 辻本　嘉和 西陵 6m67 ±0.0

6m98 ＋2.1

咲くやこの花 ー0.7

＋0.7

＋0.6太成学院 5m99

5m21
5m56

＋0.3

±0.0

第7回 2016/7/16 オークワ ＋1.8

太成学院 ＋0.4 ー0.7

＋0.8

-　1　-


