
年度 氏名所属 RESULT

森本　麻里子

内田建設AC　HKSC卒業生

■GP静岡国際　女子三段跳　第１位(１３ｍ５５)※二連覇

■GP織田幹雄記念　女子三段跳　第１位(１３ｍ５６)

■日本選手権　女子三段跳　第１位(１３ｍ５８)※４連覇

■全日本実業団　女子三段跳　第１位(１３ｍ７１)※４連覇

森口　諒也

東海大　HKSC卒業生

■全日本インカレ　男子十種競技　第４位(７０８９点)

瀧野　未来

京都橘高　HKSC卒業生

■U18陸上競技大会　女子３００ｍ　第１位(３８秒７０)※２連覇　予選大会新(３８秒４２）

■栃木国体　　　　　少年女子３００ｍＨ　第１位(４２秒０３)

■全国インターハイ　女子４００ｍＨ　第１位(５８秒５４)

　　　　　　　　　　女子４×１００ｍR　第４位(４６秒０７)※２走

　　　　　　　　　　女子４×４００ｍR　第４位(３分４６秒２１)※２走

■近畿インターハイ　女子４００ｍＨ　第２位(５８秒７３)

　　　　　　　　　　女子４×１００ｍR　第１位(４５秒７３)※２走

　　　　　　　　　　女子４×４００ｍR　第１位(３分４４秒６３)※２走

■近畿ユース　　　　２年女子４００ｍＨ　第１位(５８秒９３)

　　　　　　　　　　共通女子４×１００ｍR　第１位(４６秒９９)※４走

　　　　　　　　　　共通女子４×４００ｍR　第１位(３分４４秒８５)※２走
小野田　奈々

京都橘高

■全国インターハイ　女子４×４００ｍR　第４位(３分４６秒２１)※１走

■近畿インターハイ　女子４×４００ｍR　第１位(３分４４秒６３)※１走

■近畿ユース　　　　共通女子４×４００ｍR　第１位(３分４４秒８５)※１走

西出　優月

ダイハツ

■GP織田幹雄記念　女子３０００ｍSC　第４位(９分５６秒８５)

■日本選手権　女子３０００ｍSC　第２位(９分３８秒９５)

東海大大阪仰星高校 ■全国インターハイ　男子４×１００ｍＲ　第７位(４０秒７８)

（山本・堀・西岡・三ツ目）

■近畿インターハイ　男子４×１００ｍＲ　第５位(４０秒７７)

（山本・堀・西岡・三ツ目）

■近畿インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第３位(３分１５秒０９)

（大西・前田・榎・原口）

■近畿ユース　　　　共通男子４×１００ｍＲ　第２位(４１秒３７)

（角本・堀田・出野・重野）

枚方高校 ■近畿ユース　　　　共通男子４×４００ｍＲ　第６位(３分１９秒３９)

（角本・堀田・出野・重野）

三ツ目　陸

東海大大阪仰星高　HKSC卒業生

■全国インターハイ　男子４×１００ｍＲ　第７位(４０秒７８)※４走

■近畿インターハイ　男子４×１００ｍＲ　第５位(４０秒７７)※４走

白岩　敬吾

さだ中　HKSC卒業生

■全日本中学校陸上競技選手権大会　男子８００ｍ　第４位(１分５７秒９９)

■近畿中学総体　男子８００ｍ　第１位(１分５７秒０７)

安川　飛翔

枚方一中

■U16陸上競技大会　男子１００ｍ　第３位(１０秒８５)

■全日本中学校陸上競技選手権大会　男子１００ｍ　第６位(１０秒８９)

■近畿中学総体　３年男子１００ｍ　第３位(１１秒０８)

小川　優里

枚方四中

■U16陸上競技大会　女子三段跳　第３位(１１ｍ５１)GR

榎　渚

東海大大阪仰星高　HKSC卒業生

■近畿インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第３位(３分１５秒０９)※３走

尾崎　真衣

大阪桐蔭高

■近畿インターハイ　女子８００ｍ　第１位(２分９秒６９)

　　　　　　　　 女子１５００ｍ　第３位(４分２３秒３９)

白川　朝陽

大塚高　HKSC卒業生

■近畿インターハイ　女子３０００ｍ　第３位(９分２０秒１２)

■近畿ユース　　　　２年女子１５００ｍ　第３位(４分３０秒３１)

■近畿ユース　　　　２年女子３０００ｍ　第４位(９分２８秒６４)

山本　佳乃子

東海大大阪仰星高

■近畿インターハイ　女子４００ｍＨ　第５位(１分００秒６１)

枚方市のトップアスリート
枚方市在住・在学・在クラブ・出身者　

記録等に誤りや漏れ落ちがありましたらご連絡ください。

2022

今年の活躍

近畿大会

入賞以上
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森脇　杏

関大北陽高　HKSC卒業生

■近畿インターハイ　女子４×４００ｍR　第６位(３分４７秒９２)※３走

■近畿ユース　　　　共通女子４×４００ｍR　第６位(３分５２秒３６)※４走

渡辺　悠亜

東海大大阪仰星高

■近畿インターハイ　女子走高跳　第４位(１ｍ６８)

竹内　美蓮

東海大大阪仰星高

■近畿インターハイ　女子砲丸投　第６位(１２ｍ６３)

齋藤　輝

東海大大阪仰星高　HKSC卒業生

■近畿インターハイ　男子１１０ｍＨ　第７位(１４秒７２)

前田　柊

東海大大阪仰星高

■近畿インターハイ　男子４００ｍＨ　第８位(５４秒２３)

重村　波也斗

同志社香里高　HKSC卒業生

■近畿ユース　　　　１年男子４００ｍＨ　第６位(５８秒３０)

室山　実優

香里ヌヴェール高　HKSC卒業生

■近畿ユース　　　　２年女子８００ｍ　第６位(２分２１秒８８)

武田　竜之介

東香里中

■近畿中学総体　男子１５００ｍ　第５位(４分０５秒１８)

鯵坂　勇介

杉中　HKSC卒業生

■近畿中学総体　男子走高跳　第４位(１ｍ８０)

西田　世那

杉中

■近畿中学総体　男子走幅跳　第５位(６ｍ４９)

服部　正剛

さだ中

■近畿中学総体　男子円盤投　第４位(３５秒６８)

年度 氏名所属 RESULT

1933 菅沼　俊哉

慶応義塾大

■一般対学生　８００ｍ　第１位(１分５８秒０)日本タイ記録

1934 菅沼　俊哉

慶応義塾大

■日本選手権　８００ｍ　第３位(１分５９秒８)

1939 木南　道孝

文理大

■日本選手権　１１０ｍＨ　第１位(１５秒１)

1940 木南　道孝

文理大

■日本選手権　１１０ｍＨ　第３位(１５秒３)

1946 木南　道孝

茗友クラブ

■日本選手権　１１０ｍＨ　第２位(１６秒３)

■国民体育大会　１１０ｍＨ　第２位(１６秒１)

1947 木南　道孝

茗友クラブ

■国民体育大会　１１０ｍＨ　第１位(１６秒５)

1948 木南　道孝

茗友クラブ

■日本選手権　１１０ｍＨ　第２位(１５秒５)

■国民体育大会　１１０ｍＨ　第１位(１５秒７)

1949 木南　道孝

茗友クラブ

■日本選手権　１１０ｍＨ　第１位(１５秒４)

■国民体育大会　１１０ｍＨ　第１位(１５秒５)

木南　道孝

茗友クラブ

■日本選手権　１１０ｍＨ　第１位(１５秒５)

大槻　一恵

勝山高

■全国インターハイ　走幅跳　第６位(５ｍ０６)

1951 木南　道孝

茗友クラブ

■日米親善陸上競技にて１１０ｍＨ日本記録樹立(１４秒５)

■日本選手権　１１０ｍＨ　第１位(１５秒０)

1952 木南　道孝

茗友クラブ

■日本選手権　１１０ｍＨ　第１位(１４秒８)

■ヘルシンキオリンピック出場

1954 大槻　一恵

高島屋

■日本選手権　走幅跳　第１位(５ｍ７０)

                        １００ｍ　第２位(１２秒５)

■国民体育大会　１００ｍ　第１位(１２秒７)

1955 大槻　一恵

高島屋

■日本選手権　走幅跳　第２位(５ｍ４１)

■国民体育大会　１００ｍ　第１位(１２秒６)

                             走幅跳　第１位(５ｍ５５)

1950

過去の全国大会入賞者等
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年度 氏名所属 RESULT

1956 大槻　一恵

高島屋

■国民体育大会　１００ｍ　第５位(１２秒６)・走幅跳　第３位(５ｍ４７)

1957 大槻　一恵

高島屋

■日本選手権　１００ｍ　第１位(１２秒７)

■国民体育大会　１００ｍ　第２位(１３秒０)・走幅跳　第５位(５ｍ４６)

1972 田中　嘉則

枚方四中

■全国放送陸上　走高跳　第１位(１ｍ８６)

■ジュ二アオリンピック　走高跳　第８位(１ｍ８８)  

1976 山口　賢

枚方一中

■ジュニアオリンピック　８００ｍ　第８位(２分０２秒４)

　　　　　　　　　 ３０００ｍ　第２位(９分０３秒８)

1977 山口　賢

清風高校

■ジュニアオリンピック　３０００ｍ　第１位(８分４８秒５)  

山口　哲男

枚方一中

■全国通信陸上　８００ｍ　第４位(２分０２秒５)

氏野　修次

長尾高

■全国インターハイ　走高跳　第３位(２ｍ０１)

　　　　　　　　 五種競技　第１位(３７８８点)

井谷　清

浪商高

■全国インターハイ　４００ｍ　第７位(４９秒６２)

氏野　修次

順天大

■日本学生選手権　走高跳　第２位(２ｍ０５)

山口　賢

清風高校

■全国インターハイ　１５００ｍ　第３位(３分５４秒４)

氏野　修次

順天大

■日本選手権　走高跳　第３位(２ｍ１０)

■日本学生選手権　走高跳　第２位(２ｍ２０)

中田　道生

枚方一中

■全国通信陸上　三種競技Ａ　第２位(２９８３点)

■全日本中学陸上　三種競技Ａ　第６位(２８７４点)

氏野　修次

順天大

■日本選手権　走高跳　第４位(２ｍ１５)

                        十種競技　第４位(６８３２点)

■国民体育大会　走高跳　第３位(２ｍ１５)

■日本学生選手権　走高跳　第１位(２ｍ１８) 

真砂　浩二

太成高

■全国インターハイ　４００ｍ　第３位(４８秒７０) 

磯田　寿

中宮中

■全日本中学陸上　１００ｍＨ　第５位(１５秒０５)

1982 氏野　修次

順天大

■国民体育大会　走高跳　第２位(２ｍ１５)

■日本学生選手権　走高跳　第１位(２ｍ１８)

1983 氏野　修次

順天大

国民体育大会　走高跳　第２位(２ｍ１８)  

1985 杉本　征二

枚方山田

■全日本中学陸上　走高跳　第７位(１ｍ９１)

氏野　修次

順天大

■日本選手権　走高跳　第２位(２ｍ２４)                                               

北田　敏恵

浪商高

■ジュニアオリンピック　Ａ２００ｍ第２位(２５秒１５)

■全国インターハイ　１００ｍ　第１位(１２秒０５)

                            ２００ｍ　第１位(２４秒２３)

■日本選手権　１００ｍ　第２位(１２秒２６)

■国民体育大会　１００ｍ　第２位(１２秒３３)

渡辺　玲子

枚方一中

■全国通信陸上　２年１００ｍ　第１位(１２秒１)

                                  ２００ｍ　第３位(２５秒６)

■全日本中学陸上　２年１００ｍ　第１位(１２秒２０)

松永　直子

大体大

■日本学生選手権　走高跳　第８位(１ｍ６５)

北田　敏恵

浪商高

■国民体育大会　１００ｍ　第４位(１２秒４３)

■全国インターハイ　１００ｍ　第２位(１２秒７９)

                            ２００ｍ　第１位(２５秒２７)

松永　直子

大体大

■日本学生選手権　走高跳　第３位(１ｍ７５)

1980

1981

1986

1987

1979

1978
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年度 氏名所属 RESULT

北田　敏恵

浪商高

■日本選手権　１００ｍ　第２位(１２秒１４)

                        ２００ｍ　第２位(２４秒５１)

■国民体育大会　２００　第１位(２４秒６２)

■日本学生選手権　１００ｍ　第３位(１２秒５４)

                              ２００ｍ　第５位(２４秒６０)

松永　直子

大体大

■日本学生選手権　走高跳　第３位(１ｍ７５)

八尾　知啓

さだ中

■ジュニアオリンピック　Ｂ走高跳　第８位(１ｍ８７)

水岡　香織

枚方一中

■全日本中学陸上　３年１００ｍ　第６位(１２秒６８)

北田　敏恵

大体大

■日本選手権 １００ｍ　第１位(１１秒８３)

                     ２００ｍ　第１位(２４秒２７)

■アジア選手権　１００ｍ　第６位(１１秒９３)

■国民体育大会　２００ｍ　第１位(２４秒７４)

■日本学生選手権　１００ｍ　第１位(１１秒８１)

                              ２００ｍ　第１位(２４秒４６)

松永　直子

大体大

■日本選手権　走高跳　第６位(１ｍ７０)

金子　滋

枚方一中

■ジュニアオリンピック　Ｂ１００ｍ　第８位(１１秒１７)

林　芳樹

関西大学

■日本学生選手権　十種競技　第８位(６４３６点)

北田　敏恵

大体大

■国民体育大会　２００ｍ　第４位(２５秒０１)

池田　嬢詞

枚方西高

■国民体育大会　少年男子B４００ｍ　第６位(５０秒１４)

枚方山田中

佐藤・小野・寺倉・神柱

■全日本中学陸上　８００ｍＲ　第５位(１分３３秒５７)

北田　敏恵

大体大

■日本選手権　１００ｍ　第７位(１２秒００)

■国民体育大会　２００ｍ　第１位(２４秒２２)

八尾　知啓

枚方西高

■国民体育大会　走高跳　第６位(２ｍ０５)

吉田　貴之

枚方西高

■国民体育大会　走幅跳　第７位(７ｍ０８)

大西　昭代

東香里中

■ジュニアオリンピック　Ｃ８００ｍ　第８位(２分２１秒５５)

齋藤　直

東香里中

■全日本中学陸上　４００ｍ　第３位(５０秒７２)

北田　敏恵

大体大大学院

■日本選手権　１００ｍ　第３位(１２秒４１)

　　　　　　　２００ｍ　第４位(２４秒４９)

■国民体育大会　１００ｍ　第２位(１１秒８４)

高見　豊

神戸大

■日本学生選手権　走幅跳　第８位(７ｍ５１)

藤川　由美子

大市大

■日本学生選手権　走幅跳　第６位(５ｍ７８)

大西　昭代

東香里中

■ジュニアオリンピック　Ｃ１５００ｍ　第７位(４分３７秒４１)

■全国都道府県対抗女子駅伝　第１位(区間第２位)

奈良平　未佳

東香里中

■ジュニアオリンピック　Ｃ砲丸投　第２位(１２ｍ８４)

1993 北田　敏恵

大体大大学院

■東アジア大会　１００ｍ　第５位(１１秒８１)

■日本選手権　１００ｍ　第２位(１１秒９５)

　　　　　　　２００ｍ　第３位(２５秒３６)

■国民体育大会　１００ｍ　第１位(１１秒６２)

山田　繁

枚方四中

■全日本中学陸上　走幅跳　第１位(６ｍ８８)

1992

1991

1990

1989

1988
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年度 氏名所属 RESULT

奈良平　未佳

東香里中

■全日本中学陸上　砲丸投　第４位(１３ｍ３０)

北田　敏恵

大体大クラブ

■アジア大会　１００ｍ　第４位(１１秒５８)

■日本選手権　１００ｍ　第１位(１１秒９０)

                        ２００ｍ　第１位(２４秒０６)

■国民体育大会　２００ｍ　第１位(２４秒０３)

山崎　陽子

筑波大

■世界ジュニア選手権　１００００ｍ　第１位(３２分３４秒１１)

齋藤　直

清風高校

■国民体育大会　Ａ４００ｍ　第１位(４７秒３６)

■全国インターハイ　４００ｍ　第４位(４８秒１７)

飛田　明彦

東香里中

■ジュニアオリンピック　走幅跳　第４位(６ｍ３４)

北田　敏恵

大体大クラブ

■日本選手権　１００ｍ　第１位(１１秒６５)

　　　　　　　２００ｍ　第１位(２３秒８９)

■国民体育大会　２００ｍ　第１位(２３秒７１)

上野　ゆかり

磯島高

■国民体育大会　Ａ１００ｍＨ　第７位(１４秒４７)

北田　敏恵

大体大クラブ

■日本選手権　１００ｍ　第１位(１１秒４８)日本新記録

　　　　　　　２００ｍ　第１位(２３秒７３)日本新記録

岩尾　健志

関西創価高

■全国インターハイ　三段跳　第３位(１５ｍ１６)

杉本　忠浩

磯島高

■全国インターハイ　２００ｍ　第８位(２１秒８９)

■国民体育大会　Ａ１００ｍ　第６位(１０秒４８)

鈴鹿　陽子

杉中

■ジュニアオリンピック　走幅跳　第３位(５ｍ２５)

古川　観

枚方四中

■ジュニアオリンピック　１年三種競技　第４位(２９７２点)

岸本　隆造

東香里中

■ジュニアオリンピック　２年砲丸投　第５位(１４ｍ８８)

坂井　翼

東香里中

■全国通信陸上　１００ｍ　第１位(１０秒９)

岩本　敏恵

大体大T&F

■東アジア大会　１００ｍ　第５位(１１秒６８)

■日本選手権　１００m　第５位(１１秒８５)

■国民体育大会　成年１００m　第３位(１１秒７１)

岸本　隆造

東香里中

■全日本中学陸上　砲丸投　第３位(１６m３７)

■ジュニアオリンピック　B砲丸投　第６位(１６m１６)

鈴鹿　陽子

杉中

■ジュニアオリンピック　B走幅跳　第３位(５ｍ５３)

坂井　麻美

東香里中

■ジュニアオリンピック　C１００ｍH　第８位(１５秒１７)

岩本　敏恵

大体大T&F

■日本選手権　１００ｍ　第３位(１１秒８６)

■国民体育大会　成年２００ｍ　第３位(２４秒４６)

鈴鹿　陽子

太成高校

■国民体育大会　少年B走幅跳　第１位(５ｍ９９)

■日本ジュニア　陸上走幅跳　第４位(５ｍ７６)

古川　観

枚方四中

■全国中学陸上　２００ｍ　第１位(２２秒１７)

岸本　隆造

太成高校

■ジュニアオリンピック　Aハンマー投げ　第５位(４２ｍ３６)

堀岡　智子

東香里中

■ジュニアオリンピック　B３０００ｍ　第４位(９分５３秒００)

坂井　麻美

東香里中

■ジュニアオリンピック　B１００ｍH　第２位(１５秒０９)

岩本　敏恵

大体大T&F

■日本選手権　１００ｍ　第２位(１１秒９３)

鈴鹿　陽子

太成高校

■日本選手権　走幅跳　第６位(６ｍ０９)

■全国インターハイ　走幅跳　第６位(５ｍ８６)

1996

1995

1994

1999

1998

1997
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年度 氏名所属 RESULT

古川　観

清風高校

■国民体育大会　少年B４００ｍ　第６位(４９秒５７)

坂井　麻美

太成高校

■国民体育大会　少年B１００ｍH　第４位(１４秒３３)

■ジュニアオリンピック　A１００ｍH　第１位(１４秒７３)大会新

堀岡　智子

四条畷学園

■ジュニアオリンピック　A１５００ｍ　第１位(４分３１秒６８)

宮崎　祥子

東香里中

■ジュニアオリンピック　B１００ｍ　第３位(１２秒５８)

鈴鹿　陽子

太成高校

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　女子走幅跳　第６位(５ｍ８６)

堀岡　智子

四条畷学園

■国民体育大会　少年共通３０００ｍ　第８位(９分２４秒１３)

永尾　葉瑠香

山田中

■ジュニアオリンピック　Ｄ１００ｍＨ　第６位(１５秒９６)

荒川　大輔

同志社大学

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　男子走幅跳　第１位(７ｍ７０)

■日本陸上競技選手権大会　男子走幅跳　第６位(７ｍ４６)

■日本学生対抗選手権大会　男子走幅跳　第７位(７ｍ４４)

古川　観

清風高校

■全国インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第３位(３分１３秒８９)※２走

　　　　　　　　 男子４×１００ｍＲ第８位(４１秒９５)※２走

堀岡　智子

四条畷学園

■世界ユース選手権大会　女子３０００ｍ　第６位(９分２８秒５７)

■日本ジュニア選手権　女子５０００ｍ　第２位(１６分１５秒３４)

■全国インターハイ　女子３０００ｍ　第６位(９分２１秒２６)

後藤　厚人

太成高校

■全国インターハイ　男子三段跳　第４位(１５ｍ０５)

■国民体育大会　男子少年A三段跳　第６位(１４ｍ６９)

古川　観

清風高校

■全国インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第４位(３分１２秒９８)※２走

川西　亜季

薫英女学院

■全国インターハイ　女子４×１００ｍＲ　第１位(４６秒０２)※1走

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会新記録/4連勝

宮崎　祥子

薫英女学院

■全国インターハイ　女子４×１００ｍＲ　第１位(４６秒０２)※2走

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大会新記録/4連勝

永尾　葉瑠香

山田中

■ジュニアオリンピック　女子Ｃジャベリックスロー　第８位(３７ｍ７２)

吉田　仁美

枚方四中

■ジュニアオリンピック　女子Ｃ１００ｍＨ　第８位(１５秒５１)

荒川　大輔

同志社大学

■日本陸上競技選手権大会　男子走幅跳　第４位(７ｍ５６)

■国民体育大会　男子成年共通走幅跳　第６位(７ｍ４４)

■日本学生種目別選手権大会　男子走幅跳　第２位(７ｍ６８)

荒川　大輔

同志社大学

■日本グランプリ第4戦(静岡国際)　男子走幅跳　第４位(８ｍ０６)

■日本選手権　男子走幅跳　第６位(７ｍ６５)

■全日本インカレ　男子走幅跳　第５位(７ｍ５０)

宮川　洋也

大体大ＡＣ

■日本選手権　１０種競技　第３位(７０５５点)

<11.35-6.95-12.23-1.91-50.19-15.53-34.23-4.00-53.94-4.33.62>

宮崎　祥子

薫英女学院

■全国インターハイ　女子１００ｍ　第４位(１２秒０８)

                            女子４×１００ｍＲ　第６位(４７秒４１)※４走

川西　亜季

薫英女学院

■全国インターハイ　女子４×１００ｍＲ　第６位(４７秒４１)※３走

張　富文

楠葉中

■全日本中学選手権　男子３種競技Ｂ　第４位

<砲丸投１３ｍ９１・走幅跳６ｍ３２・４００ｍ５４秒３０>

堀岡　智子

大阪体育大学

■全日本インカレ　女子５０００ｍ　第３位(１６分１６秒３９)

高橋　宏明

近畿大学

■日本選手権　男子４×４００ｍＲ　第７位(３分１１秒７６)※１走

荒川　大輔

同志社大学

■日本選手権　男子走幅跳　第２位(７ｍ８７)

■全日本インカレ　男子走幅跳　第２位(７ｍ６７)

宮川　洋也

大体大ＡＣ

■日本選手権　１０種競技　第５位(６８７４点)

<11.25-6.90-11.56-1.84-50.38-15.47-33.60-3.80-53.53-4.49.80>

2003

2000

2002

2001

1999
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年度 氏名所属 RESULT

堀岡　智子

大阪体育大学

■日本ジュニア選手権　女子５０００ｍ　第７位(１６分１９秒３９)

■全日本インカレ　女子１００００ｍ　第２位(３２分３３秒６６大会新記録)

永尾　葉瑠香

成蹊高校

■国民体育大会　少年女子共通やり投　第８位(４４ｍ８７)

河村　直哉

清風高校

■ジュニアオリンピック　Aクラス男子１００ｍ　第2位(１１秒１７)

吉岡　優太郎

山田中

■ジュニアオリンピック　Cクラス男子走幅跳　第８位(６ｍ０２)

堀岡　智子

大阪体育大学

■全日本インカレ　女子５０００ｍ　第１位(１６分００秒９８)

　　　　　　　　　　１００００ｍ　第１位(３２分２９秒３３)

■国民体育大会　成年女子５０００ｍ　第３位(１５分３５秒３１)

鈴鹿　陽子

中京女子大学

■全日本インカレ　女子三段跳　第８位(１２ｍ１９)

永尾　葉瑠香

成蹊高校

■全国インターハイ　女子やり投げ　第６位(４４ｍ８８)

■国民体育大会　少年共通やり投　第３位(５０ｍ８４)

大野　未来

太成学院高校

■ジュニアオリンピック　Aクラス(高校１年)三段跳　第４位(１１ｍ１９)

梅田　祐輝

さだ中

■ジュニアオリンピック　Bクラス(中学３年)４００ｍ　第５位(５０秒７６)

荒川　大輔

ニチレク

■全日本実業団　男子走幅跳　第２位(７ｍ６５)

荒川　大輔

ニチレク

■日本選手権　男子走幅跳　第７位(７ｍ５４)

■国民体育大会　成年男子走幅跳　第３位(７ｍ６４)

■全日本実業団　男子走幅跳　第４位(７ｍ４８)

■織田記念国際陸上　男子走幅跳　第２位(７ｍ８８)

■’０５スーパー陸上　男子走幅跳　第２位(７ｍ６１)

宮川　洋也

大体大ＡＣ

■日本選手権　１０種競技　第６位(６５６９点)

■全日本選抜混成競技大会　十種競技　第６位(６５９４点)

案納　正幸

大阪陸協

■日本選手権　５０km競歩　第６位(４時間３４分１７秒)

■全日本５０km競歩高畠大会　第４位(４時間３４分１０秒)

的場　葉瑠香

成蹊高校

■全国インターハイ　女子やり投げ　第２位(４９ｍ９９)

荒川　大輔

大阪陸協

■日本選手権　男子走幅跳　第６位(７ｍ５８)

■国民体育大会　成年男子走幅跳　第１位(７ｍ９２)

■アジア室内大会　男子走幅跳　第２位(７ｍ７５)

■全日本実業団　男子走幅跳　第１位(７ｍ７４)

■静岡国際陸上　男子走幅跳　第１位(７ｍ９８)

■南部忠平記念　男子走幅跳　第１位(７ｍ７１)

■ベルン国際陸上　男子走幅跳　第３位(７ｍ６１)

■ローグーボロー国際陸上　男子走幅跳　第１位(７ｍ５５)

■シンガポールオープン陸上　男子走幅跳　第１位(７ｍ６７)

松浦　智史

枚方四中　HKSC卒業生

■全日本中学校陸上競技選手権大会　男子４００ｍ　第４位(５１秒０７)

　　　　　　　　　　　　　　　　　男子２００m　第８位(２２秒５９)

■ジュニアオリンピックA２００ｍ　第３位(２２秒５９)

葉佐　賢太郎

長尾中　HKSC卒業生

■ジュニアオリンピックA１００ｍ　第８位(１１秒３５)

奥田　芽理

楠葉中

■ジュニアオリンピックB１００ｍJH　第４位(１４秒７６)

案納　正幸

タマノイ酢

■日本選手権　５０km競歩　第５位(４時間２４分１４秒)

荒川　大輔

大阪陸協

■日本選手権　男子走幅跳　第１位(７ｍ９０)世界陸上大阪大会　日本代表

奥田　芽理

楠葉中

■ジュニアオリンピック　Ａ１００ｍＹＨ　第１位(１４秒０８中学日本新記録)

2006

2005

2004

2003

2007
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年度 氏名所属 RESULT

荒川　大輔

同志社陸友会

■日本GP第２戦　兵庫リレーカーニバル　男子走幅跳　第１位(８ｍ０９)

■全日本実業団　男子走幅跳　第2位(７ｍ６３)

　　　　　　　　　　１００ｍ　第3位(１０秒５４)

荒谷　絵里佳

長尾西中

■全日本中学校陸上競技選手権大会　女子走高跳　第５位(１m６１)

■ジュニアオリンピック　女子B走高跳　第２位(１ｍ６１)

寺坂　太一

HKSC　聖母学院

■全国小学生陸上競技交流大会　６年男子１００ｍ　第５位(１２秒４５)

■2009日本ジュニア室内陸上競技大阪大会　小学男子60m　第１位(７秒８１)

長谷川　祐輝

HKSC　さだ小

■全国小学生陸上競技交流大会　男子共通走幅跳　第８位(４ｍ９５)

的場　葉瑠香

大阪体育大学

■全日本インカレ　女子やり投げ　第３位(５２ｍ３７)

■日本学生個人選手権　女子やり投げ　第５位(４９ｍ３０)

奥田　芽理

近大付高

■国民体育大会　少年女子B１００ｍハードル　第１位(１３秒８４大会タイ)

　　　　　　　　少年女子１００ｍ　第３位(１２秒２１)

■日本ユース選手権大会　女子１００ｍハードル　第２位(１３秒９７ NGR)

　　　　　　　　　　　 女子２００ｍ　第５位(２４秒９２)

上山　美紗喜

東大阪大敬愛高 HKSC卒業生

■日本選手権　女子４×４００ｍＲ　第４位(３分４１秒２３)※３走

                                                         日本高校新記録

崎久保　拓洋

枚方中

■ジュニアオリンピック　男子AB共通円盤投　第７位(４８ｍ５８)

荒川　大輔

大阪陸協

■日本選手権　男子走幅跳　第１位(８ｍ００)

■世界陸上ベルリン大会　男子走幅跳　予選４１位(７ｍ５３)

高橋　満里

東大阪大敬愛高 HKSC卒業生

■世界ユース(ブレッサノーネ・イタリア)　女子メドレーR　第８位(２分１０秒２７)※第４走

■全国インターハイ　女子４×４００ｍＲ　第１位(３分３７秒８６)※３走

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本高校新記録

■国民体育大会　少年女子A８００ｍ　第２位(２分７秒７５)

■日本ユース　女子８００ｍ　第１位(２分９秒７１)

　　　　　　 女子４００ｍ　第２位(５５秒７７)

■日本選手権　女子４×４００ｍＲ　第２位(３分３８秒５８)※３走 

上山　美紗喜

東大阪大敬愛高 HKSC卒業生

■日本ユース　女子４００ｍ　第１位(５５秒５３)

　　　　　　 女子２００ｍ　第６位(２５秒３６)

■日本選手権　女子４×４００ｍＲ　第２位(３分３８秒５８)※１走

的場　葉瑠香

大阪体育大学

■全日本インカレ　女子やり投げ　第１位(５５ｍ５８)

奥田　芽理

近大付高

■日本ユース　女子１００ｍ　第８位(１２秒３５)

                     女子１００ｍＨ　第７位(１４秒８６)

河本　晴香

太成学院大高

■日本ユース　女子２００ｍ　第８位(２５秒５９)

荒谷　絵里佳

長尾西中

■ジュニアオリンピック　Ａ走高跳　第４位(１ｍ６７)

荒川　大輔

大阪陸協

■日本選手権　男子走幅跳第５位(７ｍ６４)

矢野　由佳

大阪星翔高

■日本ジュニア陸上競技選手権大会 女子３０００ｍSC　第１位(１１分１４秒３３)

■大阪選手権女子３０００ｍSC　第１位(１０分３５秒６２)※ジュニア日本新

高橋　満里

東大阪大敬愛高 HKSC卒業生

■全国インターハイ　女子８００ｍ　第１位(２分９秒３５)

                             女子４００ｍ　第４位(５６秒２７)

                             女子４×４００ｍＲ　第１位(３分４２秒６２)※４走

■国民体育大会　少年女子共通８００ｍ　第５位(２分９秒６５)

■日本ジュニア選手権　女子４００ｍ　第５位(５６秒５５)

■日本ジュニア選手権　女子８００ｍ　第３位(２分１１秒４０)

■日本選手権リレー　女子４×４００ｍＲ　第３位(３分３９秒２５)※１走

2010

2009

2008
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年度 氏名所属 RESULT

上山　美紗喜

東大阪大敬愛高 HKSC卒業生

■全国インターハイ　女子４００ｍ　第２位(５５秒５２)

■全国インターハイ　女子４×１００ｍＲ　第４位(４７秒３３)※４走

■全国インターハイ　女子４×４００ｍＲ　第１位(３分４２秒６２)※１走

■日本選手権　女子４００ｍ　第５位(５４秒７６)

■静岡国際　女子４００ｍ　第３位(５４秒４０)

■国民体育大会　少年女子Ａ４００ｍ　第１位(５４秒４５)

■日本ジュニア選手権　女子２００ｍ　第８位(２５秒００)

■日本ジュニア選手権　女子４００ｍ　第１位(５４秒７７)

■日本選手権リレー　女子４×１００ｍＲ　第５位(４７秒００)※４走

■日本選手権リレー　女子４×４００ｍＲ　第３位(３分３９秒２５)※３走

小西  勇太

立命館大学

■国民体育大会　成年男子４００ｍＨ　第５位(４９秒９３)

HKSC女子リレーチーム

野尻・西田・戸谷温・戸谷湧

■日本ジュニア室内陸上競技大阪大会　女子小学４×８０ｍR　第３位(４５秒０７)

荒川　大輔

NOBY T&F

■兵庫リレーカーニバル(グランプリシリーズ)　男子走幅跳　第８位(７ｍ２１)

上山　美紗喜

東大阪大　HKSC卒業生

■セイコーゴールデングランプリ川崎　女子４００ｍ　第５位(５４秒８２)

■静岡国際陸上競技大会　女子４００ｍ　第２位(５４秒９１)

■日本選手権　女子４００ｍ　第６位(５４秒６２)

■日本ジュニア選手権　女子４００ｍ　第２位(５４秒５３)

■日本学生個人選手権　女子400ｍ　第１位(５５秒１８)

■全日本インカレ　女子400ｍ　第５位(５５秒０２)

■全日本インカレ　女子4×400ｍR　第１位(３分３７秒８７)※３走

■日本選手権リレー　女子4×100ｍR　第5位(４６秒０４)※２走

■日本選手権リレー　女子4×400ｍR　第１位(３分３７秒４２)※３走

高橋　満里

東大阪大 HKSC卒業生

■静岡国際陸上競技大会　女子４００ｍ　第５位(５６秒３１)

的場　葉瑠香

大阪体育大学TC

■日本選手権　女子やり投　第３位(５５ｍ７０)

■アジア陸上競技選手権　女子やり投　第８位(４８ｍ６７)

小西  勇太

立命館大学

■日本選手権　男子４００ｍＨ　第８位(５１秒８５)

■日本学生個人選手権　400ｍH　第３位(５０秒８８)

■全日本インカレ　男子400ｍH　第４位(５０秒１２)

■国民体育大会　成年男子400ｍH　第５位(５０秒４４)

■大阪選手権特別レース　男子400ｍH　第２位(４９秒４１)ロンドン五輪A標準突破

森本　麻里子

太成学院高校　HKSC卒業生

■全国インターハイ　女子走幅跳　第3位(５ｍ８３)

■日本ユース　女子走幅跳　第３位(５ｍ７３)

東　直輝

HKSC　中宮北小

■全国小学生陸上競技交流大会　男子共通走高跳　第４位(１ｍ４０)

■5府県交流少年少女陸上競技大会　男子走高跳　第１位(１ｍ４７　大阪新記録)

上田　裕紀

香里丘高校

■国民体育大会　少年男子走高跳　第7位(２m０４)

松原　拓矢

関西大倉高校　HKSC卒業生

■日本ユース　男子ハンマー投　第８位(５４ｍ１０)

寺坂　太一

高槻中　HKSC卒業生

■ジュニアオリンピック　男子4×１００ｍR　第１位(４２秒４２)※大阪チーム4走

渡部　弘樹

さだ中

■ジュニアオリンピック　男子A２００ｍ　第4位(２２秒５５)

　　　　　　　　　 男子4×１００ｍR　第１位(４２秒４２)※大阪チーム３走

荒川　大輔

NOBY T&F

■日本選手権　男子走幅跳　第１位(７ｍ７８)

松原　拓矢

関西大倉高校　HKSC卒業生

■全国インターハイ　男子ハンマー投　第１位(６２ｍ５１)

川村　直也

東海大仰星高

■国民体育大会　少年男子B　１１０ｍH　第１位(１４秒１３)

山下　友佳

長尾中

■国民体育大会　少年女子B　走幅跳　第７位(５ｍ６１)

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　女子中学走幅跳　第１位(５m６８)

的場　葉瑠香

大阪体育大学TC

■日本選手権　女子やり投　第２位(５８ｍ９３)

2011

2010

2012
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年度 氏名所属 RESULT

小西  勇太

立命館大学

■セイコーゴールデングランプリ川崎　男子４００ｍH　第６位(５１秒１６)

■日本選手権　男子４００ｍH　第7位(５０秒８０)

上山　美紗喜

東大阪大　HKSC卒業生

■日本選手権　女子４００ｍ　第８位(５５秒９２)

森本　麻里子

太成学院高校　HKSC卒業生

■全国インターハイ　女子走幅跳　第２位(６ｍ００)

■国民体育大会　少年女子A走幅跳　第８位(５m７７)

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　女子ジュニア走幅跳　第１位(５m７５)

田中　杏奈

HKSC　中宮北

■全国小学生陸上競技交流大会　女子共通走幅跳　第３位(４ｍ７９)※大阪タイ記録

小島　翔大

HKSC　氷室

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子小学６０ｍ　第１位(７秒７７)

HKSC男子リレーチーム

富野・小島・上原・松永

■全国小学生陸上競技交流大会　男子４×１００ｍリレー　第５位(５０秒７６)

HKSC男子リレーチーム

小島・上原・松永・長谷川

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子４×８０ｍリレー　第６位(４３秒７３)

野尻　真由

楠葉西中 HKSC卒業生

■ジュニアオリンピック　女子B　走幅跳　第８位(５ｍ３６)

中原　みなみ

長尾中 HKSC卒業生

■ジュニアオリンピック　女子B　１００ｍH　第８位(１５秒２０)

原田　朋佳

楠葉中

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　女子８０ｍH　第３位(８秒７６)

戸谷　温海

山田中 HKSC卒業生

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　女子中学８００ｍ　第３位(２分１８秒８７)

河本　晴香

大阪成蹊大学

■日本選手権リレー　女子４×１００ｍＲ　第５位(４６秒４１)※４走

■全日本インカレ　女子4×100ｍR　第８位(４６秒５８)※１走

HKSC男子リレーチーム

吉田・木村・尾通・澤田

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子４×８０ｍリレー　第２位(４２秒８５)

HKSC女子リレーチーム

川端・山本・小嶋・佐藤

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子４×８０ｍリレー　第５位(４５秒８５)

吉田　星矢

HKSC　桜丘北

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子小学６０ｍ　第６位(８秒０１)

小島　翔大

杉中 HKSC卒業生

■ジュニアオリンピック　男子Ｃ１００ｍ　第５位(１１秒８３)

森谷　琴音

長尾中

■ジュニアオリンピック　女子共通円盤投　第４位(３３ｍ３１)

森口　諒也

枚方四中 HKSC卒業生

■全日本中学校陸上競技選手権大会　男子4種競技　第４位(２６２３点)

<１１０ｍH＝１５秒４５／走高跳＝１ｍ７１／

砲丸投＝１２ｍ３７／４００ｍ＝５３秒８５>

川村　直也

東海大仰星高

■世界ユース陸上競技選手権大会　男子１１０ｍH(91.4cm)第７位(１３秒７８)

■全国インターハイ　男子１１０ｍH　第２位(１４秒２７)

■日本ジュニア　男子１１０ｍH　第３位(１４秒２０)

■国民体育大会　少年A１１０ｍH　第２位(１４秒１２)

松原　拓矢

日本大学　HKSC卒業生

■日本ジュニア　男子ハンマー投　第８位(６１ｍ４６)

森本　麻里子

日女体大　HKSC卒業生

■日本ジュニア　女子三段跳　第２位(１２ｍ４４)

白男川　歩

東海大仰星高

■全国インターハイ　男子走高跳　第６位(２ｍ０７)

荒川　大輔

NOBY T&F

■日本選手権　男子走幅跳　第８位(７ｍ３９)

■全日本実業団　男子走幅跳　第３位(７ｍ６１)

■センコーゴールデングランプリ　男子走幅跳　第７位(７ｍ４６)

■織田幹夫記念国際陸上　男子走幅跳　第１位(７ｍ７０)

小西　勇太

住友電工 

■日本選手権　男子４００ｍH　第７位(５０秒８６)

山下　友佳

太成学院高

■日本ユース　女子走幅跳　第７位(５ｍ６５)

2012

2013
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年度 氏名所属 RESULT

河本　晴香

大阪成蹊大学

■全日本インカレ　女子4×100ｍR　第５位(４６秒３１)※１走

上山　美紗喜

東大阪大　HKSC卒業生

■全日本インカレ　女子4×400ｍR　第２位(３分４０秒９２)※３走

■全日本インカレ　女子4×100ｍR　第７位(４６秒４５)※１走

■静岡国際陸上　女子４００ｍ　第５位(５５秒０３)

高橋　佑悟

立命館大学

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　男子三段跳　第１位(１６ｍ２１)

■日本学生陸上競技対校選手権大会　男子三段跳　第７位(１５ｍ９２)

森本　麻里子

日女体大　HKSC卒業生

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　女子三段跳　第１位(１２ｍ４９)

■日本学生陸上競技対校選手権大会　女子三段跳　第５位(１２ｍ６７)

馬場　桜子

長尾中

■全日本中学校陸上競技選手権大会　女子砲丸投　第３位(１４ｍ７１)

小西　勇太

住友電工 

■国民体育大会　成年男子４００ｍH　第７位(５０秒８５)

川村　直也

東海大仰星高

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　男子１１０ｍH　第２位(１３秒８７)

山下　友佳

太成学院高

■日本ユース陸上競技選手権大会　女子走幅跳　第７位(５ｍ７１)

戸谷　温海

東大阪大敬愛高　HKSC卒業生

■日本ユース陸上競技選手権大会　女子８００ｍ　第３位(２分１１秒３３)

吉田　星矢

桜丘中　HKSC卒業生

■ジュニアオリンピック　男子共通4×１００ｍR　第6位(４３秒０２)※1走

森本　麻里子

日女体大　HKSC卒業生

■日本選手権　女子三段跳　第６位(１２ｍ８２)

小西　勇太

住友電工 

■日本選手権　男子４００ｍH　第３位(５０秒０６)■世界陸上日本代表

和田　晃輝

楠葉西中

■ジュニアオリンピック　男子B　走幅跳　第２位(６ｍ６１)

HKSC男子リレーチーム

陶・日高・中畑・甲斐

■全国小学生陸上競技交流大会　男子４×１００ｍリレー　第４位(５０秒６２)

原　稜介

HKSC　枚二小

■全国小学生陸上競技交流大会　男子８０ｍＨ　第６位(１２秒６２)

小川　未結

HKSC　香里小

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　女子６０ｍ　第６位(８秒４２)

HKSC男子リレーAチーム

原・日高・中畑・甲斐

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子４×８０ｍリレー　第３位(４１秒９３)

HKSC男子リレーBチーム

陶・富永・若松・宮本

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子４×８０ｍリレー　第６位(４２秒８７)

HKSC女子リレーチーム

山本・岡野・室山・小川

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　女子４×８０ｍリレー　第７位(４５秒３７)

上杉　悠菜

枚方高

■全国インターハイ　女子４００ｍ　第６位(５５秒７４)

■日・韓・中ジュニア交流競技会　女子４００ｍ日本代表

戸谷　温海

東大阪大敬愛高　HKSC卒業生

■全国インターハイ　女子８００ｍ　第７位(２分０９秒０３)

中原　みなみ

大阪高 HKSC卒業生

■全国インターハイ　女子４００ｍH　第８位(１分００秒５２)

梶屋　千春

HKSC　五常小

■全国小学生陸上競技交流大会　女子走高跳　第２位(１ｍ３８)

下平　瞬

楠葉中

■ジュニアオリンピック　男子B砲丸投(4.000kg)第５位(１４ｍ６４)

和田　晃輝

楠葉西中

■枚方市秋季陸上競技選手権大会　中学男子走幅跳　第１位(７ｍ４０)※中学日本新記録

■全日本中学校陸上競技選手権大会　男子走幅跳　第４位(６ｍ７７)

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　中学男子走幅跳　第１位(７ｍ１２)

澤田　翔平

枚二中 HKSC卒業生

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　中学男子８００ｍ　第１位(１分５８秒６６)

■全日本中学校陸上競技選手権大会　男子８００ｍ　第７位(１分５７秒８１)

2016

2015

2014

2013
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年度 氏名所属 RESULT

戸谷　温海

東大阪大敬愛高　HKSC卒業生

■日本選手権リレー競技大会　女子４×４００ｍR　第１位(３分４１秒２６)※第２走

■日本選手権　女子８００ｍ　第５位(２分７秒７１)

■全国インターハイ　女子８００ｍ　第５位(２分６秒９３)

■全国インターハイ　女子４×４００ｍR　第１位(３分３７秒６７)※第１走　大会新・高校新

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　女子８００ｍ　第３位(２分８秒９８)

戸谷　湧海

東大阪大敬愛高　HKSC卒業生

■日本選手権リレー競技大会　女子４×４００ｍR　第１位(３分４１秒２６)※第１走

■全国インターハイ　女子４×４００ｍR　第１位(３分３７秒６７)※第３走　大会新・高校新

■全国インターハイ　女子４×１００ｍR　第６位(４６秒４３)※第３走

西田　美菜

東大阪大敬愛高　HKSC卒業生

■全国インターハイ　女子４×１００ｍR　第６位(４６秒４３)※第２走

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　女子２００ｍ　第８位(２４秒７３)

森口　諒也

東海大仰星高　HKSC卒業生

■全国インターハイ　男子八種競技　第３位(５６９２点)

中原　みなみ

大阪高　HKSC卒業生

■国民体育大会　少年女子A４００ｍH　第５位(１分０１秒２６)

■全国インターハイ　女子４００ｍＨ　第６位(１分００秒６９)

■全国インターハイ　女子４×４００ｍR　第５位(３分４４秒９２)※第２走

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　女子４００ｍH　第６位(１分１秒２３)

上杉　悠菜

枚方高

■国民体育大会　少年女子A４００ｍ　第５位(５６秒００)

東　直輝

東海大仰星高　HKSC卒業生

■日本ユース陸上競技選手権大会　男子走高跳　第５位(２ｍ００)

■日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会　男子走高跳　第7位(１ｍ９８)

森本　麻里子

日女体大　HKSC卒業生

■日本選手権　女子三段跳　第４位(１２ｍ７０)

山下　友佳

立命館大

■日本選手権　女子走幅跳　第８位(５ｍ９７)

■日本ジュニア陸上競技選手権大会　女子走幅跳　第２位(５ｍ９９)

小西　勇太

住友電工 

■国民体育大会　成年男子４００ｍH　第２位(５０秒３１)

■日本選手権　男子４００ｍH　第３位(４９秒５５)

假屋　直幹

枚方高

■U18日本陸上競技選手権大会　男子１００ｍ　第２位(１０秒６７)

■大阪・中華台北交流ジュニア大会　男子１００ｍ　第２位(１０秒７４)

松原　拓矢

日本大学　HKSC卒業生

■日本インカレ　男子ハンマー投　第７位(６２ｍ１８)

東谷　美都

関大一高

■大阪・中華台北交流ジュニア大会　女子１１０ｍH　第３位(１４秒３３)

■U20日本室内陸上競技大阪大会　女子６０ｍH(0.838ｍ)　第８位(８秒７６)

西田　美菜

立命館大　HKSC卒業生

■U20日本陸上競技選手権大会　女子２００ｍ　第６位(２４秒８０)

■U20日本陸上競技選手権大会　女子４００ｍ　第８位(５６秒２８)

山下　友佳

立命館大

■日本インカレ　女子走幅跳　第３位(６ｍ１４)

森本　麻里子

内田建設AC　HKSC卒業生

■国民体育大会　成年女子三段跳　第４位(１２ｍ７６)

原　稜介

枚方中　HKSC卒業生

■ジュニアオリンピック　B男子110mH(0.914m 9.14m)　第２位(１４秒５６)

井上　俊果

枚方中

■ジュニアオリンピック　B女子砲丸投(2.721kg)　第３位(１３ｍ５５)

下平　瞬

楠葉中

■全日本中学校陸上競技選手権大会　男子砲丸投　第６位(１４ｍ５２)

■ジュニアオリンピック　A男子砲丸投(5.000kg)　第８位(１３ｍ９７)

瀧野　未来

HKSC　美濃山小

■全国小学生陸上競技交流大会　女子８０ｍH　第８位(１３秒２９)

和田　晃輝

太成学院高

■第2回アジアユース陸上競技選手権大会(バンコク)第３位(７ｍ３０)

■国民体育大会　少年男子B走幅跳　第１位(７ｍ１９)

■大阪・中華台北交流ジュニア大会　男子走幅跳　第２位(７ｍ２６)

石井　皓貴

洛南高校

■全国インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第１位(３分９秒５２)※１走

■U18日本陸上競技選手権大会　男子４００ｍH　第４位(５３秒８１)

東　直輝

東海大仰星高　HKSC卒業生

■U20日本室内陸上競技大阪大会　男子走高跳　第１位(２ｍ１０)

■国民体育大会　少年男子共通走高跳　第６位(２ｍ０３)

■大阪・中華台北交流ジュニア大会　男子走高跳　第１位(２ｍ１３)

曽根　颯

長尾高　HKSC卒業生

■U20日本室内陸上競技大阪大会　男子三段跳　第４位(１４ｍ８７)

2017

2016
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笹田　仁

大阪高

■U18日本陸上競技選手権大会　男子４×１００ｍR　第７位(４１秒１７)※3走

■日本陸上競技選手権リレー競技大会　U18男女混合4×４００ｍR　第８位(３分３４秒４４)

和田　晃輝

太成学院高

■ユースオリンピック競技大会アジア地区予選(バンコク・タイ)　第２位(７ｍ５８)

■ユースオリンピック競技大会(アルゼンチン・ブエノスアイレス)　第３位(７ｍ６６)

森本　麻里子

内田建設AC　HKSC卒業生

■日本選手権　女子三段跳　第２位(１３ｍ０４)

■日中韓３ヶ国交流陸上競技大会　女子三段跳　第３位(１２ｍ８９)

■実業団・学生対抗陸上競技大会　女子三段跳　第２位(１３ｍ０３)

的場　葉瑠香

NOBY T&F CLUB

■日本選手権　女子やり投　第７位(５１ｍ９９)

東　直輝

立命館大　HKSC卒業生

■日本学生陸上競技個人選手権大会　男子走高跳　第３位(２ｍ１９)

■U20世界陸上競技選手権(フィンランド)　男子走高跳　第10位(２ｍ１６)

■U20日本選手権　男子走高跳　第７位(２ｍ００)

坂井　宏和

東海大大阪仰星高

■国民体育大会　少年男子共通走高跳　第１位(２ｍ１２)

■U18日本選手権　男子走高跳　第１位(２ｍ１５)

濱田　澪

枚方高

■ジュニアオリンピック　A男子２００ｍ　第１位(２１秒８２)

古城　昇太郎

東香里中

■ジュニアオリンピック　Ｂ男子走幅跳　第５位(６ｍ５７)

尾崎　真衣

山田中

■ジュニアオリンピック　Ｃ女子８００ｍ　第７位(２分１７秒７７)

石井　皓貴

洛南高校

■全国インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第５位(３分１４秒５４)※４走

澤田　翔平

洛南高校　HKSC卒業生

■全国インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第５位(３分１４秒５４)※３走

森本　麻里子

内田建設AC　HKSC卒業生

■日本選手権　女子三段跳　第１位(１３ｍ１０)

■南部忠平記念陸上競技大会　女子三段跳　第１位(１３ｍ２０)

■Memorial Rasschaert(ベルギー)　女子三段跳　第１位(１２ｍ８２)

澤田　翔平

洛南高　HKSC卒業生

■全国インターハイ　男子４×４００ｍＲ　第１位(３分１４秒６５)※３走

東　直輝

立命館大学  HKSC卒業生

■全日本インカレ　男子走高跳　第５位(２ｍ１５)

山下　友佳

立命館大学

■全日本インカレ　女子走幅跳　第３位(６ｍ１３)

西出　優月

関西外国語大学

■全日本インカレ　女子3000ｍSC　第３位(１０分２３秒２１)

和田　晃輝

太成学院高

■U20日本選手権　男子走幅跳　第５位(７ｍ４８)

森本　麻里子

内田建設AC　HKSC卒業生

■日本選手権　女子三段跳　第１位(１３ｍ１４)

■全日本実業団　女子三段跳　第１位(１３ｍ２７)

■日本室内陸上競技大阪大会　女子三段跳　第１位(１３ｍ１９)

山下　友佳

ヴィアティン

■日本選手権　女子走幅跳　第８位(５ｍ８８)

西出　優月

関西外国語大学

■全日本インカレ　女子3000ｍSC　第３位(１０分１０秒５０)

西田　美菜

立命館大学　HKSC卒業生

■全日本インカレ　女子４×１００ｍR　第８位(４６秒４６)※１走

西田　準平

HKSC　交北小

■日本室内陸上競技大阪大会　小学生男子６０ｍ　第６位(８秒１１)

森本　麻里子

内田建設AC　HKSC卒業生

■GP静岡国際陸上競技大会　女子三段跳　第１位(１３ｍ３２)

■GP水戸招待陸上競技大会　女子三段跳　第１位(１３ｍ３０)

■東京 2020 テストイベント READY STEADY TOKYOー陸上競技　女子三段跳　第１位(１３ｍ１

１)

■日本選手権　女子三段跳　第１位(１３ｍ３７)※三連覇

■全日本実業団　女子三段跳　第１位(１３ｍ４３)※三連覇

2018
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西出　優月

関西外国語大学

■GP兵庫リレーカーニバル　女子2000ｍSC　第３位(６分３２秒２３)

■GP織田記念陸上競技大会　女子3000ｍSC　第７位(１０分１８秒５０)

■日本学生陸上競技個人選手権大会　女子３０００ｍSC　第１位(１０分８秒３０)

　　　　　　　　　　　　　　　　　女子１５００ｍ　第３位(４分２９秒７５)

瀧野　未来

京都橘高　HKSC卒業生

■U18陸上競技大会　女子３００ｍ　第１位(３８秒６３)大会新

尾崎　真衣

大阪桐蔭高

■U18陸上競技大会　女子８００ｍ　第４位(２分１１秒０９)

白川　朝陽

大塚高　HKSC卒業生

■U18陸上競技大会　女子１５００ｍ　第７位(４分３９秒１１)

小川　優里

枚方四中

■U16陸上競技大会　女子三段跳　第５位(１１ｍ１５)

小椋　美海

関西外国語大学

■日本学生陸上競技個人選手権大会　女子３０００ｍSC　第８位(１０分３７秒９７)

丸野　巧剛

大阪高

■全国インターハイ　男子４×１００ｍR　第３位(４０秒４２)※３走

2021
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