
部員名簿　投てきブロック

男子；34名

氏名 学年 学部 出身校 専門種目 自己記録

中西　啄真 M1 大学院 伊勢工・三重 やり投 77.64

伊藤　航 4 体育 桑名・三重 ハンマー投 56.29

川島　悠矢 4 体育 城南・徳島 砲丸投 14.34

岸本　雄介 4 体育 太成学院・大阪 砲丸投 15.21

岸谷　健太郎 4 体育 荏田・神奈川 砲丸投 14.81

澤邊　翔平 4 体育 帯広農・北海道 円盤投 47.51

住岡　優志 4 体育 大体大浪商・大阪 ハンマー投 60.75

高橋　滉 4 体育 大体大浪商・大阪 ハンマー投 49.49

森　大輝 4 体育 浜松城北工・静岡 ハンマー投 61.60

吉野　健太朗 4 体育 宮崎工・宮崎 ハンマー投 63.63

和南　悠太 4 体育 名張西・三重 円盤投 44.40

飯田　瞭河 3 体育 桑名西・三重 やり投 64.56

大坪　瑛貴 3 体育 島田樟誠・静岡 ハンマー投 59.34

坂本　達哉 3 体育 一宮南・愛知 やり投 74.46

杉本　大悟 3 体育 花園・京都 やり投 66.97

中野　克哉 3 教育 上野・三重 円盤投 38.89

美鳥　尚 3 体育 鳴門渦潮・徳島 やり投 71.56

石坂　力成 2 体育 倉吉総合産業・鳥取 やり投 74.92

大成　将司 2 教育 早稲田摂陵・大阪 やり投 67.68

門脇　昭憲 2 体育 倉吉北・鳥取 ハンマー投 53.11

亀井　綾介 2 体育 咲くやこの花・大阪 やり投 63.46

河邊　凌 2 体育 宇治山田商・三重 やり投 59.07

古賀　亮汰 2 体育 東播磨・兵庫 砲丸投 13.37

後藤　優汰 2 体育 大体大浪商・大阪 円盤投 42.77

豊山　宇宙 2 体育 東洋大付属姫路・兵庫 ハンマー投 55.75

西口　洋平 2 体育 伊賀白鳳・三重 やり投 60.04

八木　佐太治 2 体育 比叡山・滋賀 砲丸投 12.58

山本　喬也 2 体育 八頭・鳥取 ハンマー投 53.12

岩戸　孝平 1 体育 尼崎・兵庫 砲丸投 13.35

大川　智也 1 体育 松阪商業・三重 砲丸投 13.00

中山　海斗 1 体育 島田樟誠・静岡 ハンマー投 51.71

日野　雄貴 1 体育 大体大浪商・大阪 ハンマー投 45.49

前田　裕介 1 体育 倉吉総合産業・鳥取 やり投 65.44

宮田　暁典 1 体育 教育センター付属・大阪 やり投 65.13

女子；23名

氏名 学年 学部 出身校 専門種目 自己記録

藤原　加菜実 4 体育 大体大浪商・大阪 砲丸投 13.63

村田　有里 4 体育 大井川・静岡 やり投 47.27

吉野　光流空 4 体育 宮崎工・宮崎 砲丸投 13.17

井上　萌 3 体育 滝川第二・兵庫 やり投 50.94

梅比良　理瑠 3 体育 安芸・広島 やり投 42.89

中内　真悠 3 体育 安城学園・愛知 やり投 44.96

東　澪 3 体育 相可・三重 ハンマー投 54.00

森　友紀 3 体育 汎愛・大阪 砲丸投 13.56

山本　遥 3 体育 観音寺中央・香川 砲丸投 14.69

浅田　恵利香 2 体育 宇和島水産・愛媛 やり投 45.70

隠岐　京子 2 体育 伊賀白鳳・三重 円盤投 37.36

影山　絢香 2 体育 富士市立・静岡 円盤投 42.91

栗田　楓子 2 体育 近江兄弟社・滋賀 やり投 46.61

髙橋　沙湖 2 体育 大曲・秋田 ハンマー投 55.05

田村　満孔 2 体育 花園・京都 砲丸投 14.55

鳥羽瀬　めぐみ 2 体育 あけぼの学園・三重 砲丸投 12.68

吉見　唯 2 体育 淡路三島・兵庫 やり投 43.32

青柳　栞 1 体育 大体大浪商・大阪 ハンマー投 53.10

野下　ちはる 1 体育 弟子屈・北海道 やり投 49.04

水谷　彩夏 1 体育 近大付属・大阪 ハンマー投 44.12

守川　知杏 1 体育 熊本国府・熊本 砲丸投 12.37

森川　未望 1 体育 大体大浪商・大阪 ハンマー投 45.12

渡辺　七海 1 体育 東大阪大敬愛・大阪 円盤投 39.24


