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女子中学 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 二名中 019000020 山口　祐美子(3)

奈　良・二名中
(128) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾐｺ

290019 019000022 澤野　花菜(3)
奈　良・二名中

(128) ｻﾜﾉ ﾊﾅ
(  55.00) 019000025 安井　瑛香(2)

奈　良・二名中
(128) ﾔｽｲ ｴｲｶ

019000027 吉森　咲子(2)
奈　良・二名中

(128) ﾖｼﾓﾘ ｻｷｺ
019000032 八ッ本　小稟(2)

奈　良・二名中
(128) ﾔﾂﾓﾄ ｺﾘﾝ

019000029 巽　愛莉(2)
奈　良・二名中

(128) ﾀﾂﾐ ｱｲﾘ
2 帝塚山中 023000016 桑原　里紗(2)

奈　良・帝塚山中
(124) ｸﾜﾊﾗ ﾘｻ

290023 023000018 梶山　りん(2)
奈　良・帝塚山中

(124) ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝ
023000004 吉森　いそら(3)

奈　良・帝塚山中
(124) ﾖｼﾓﾘ ｲｿﾗ

023000006 可児　愛友里(3)
奈　良・帝塚山中

(124) ｶﾆ ｱﾕﾘ
023000019 笹谷　美友(2)

奈　良・帝塚山中
(124) ｻｻﾀﾆ ﾐﾕｳ

023000014 近藤　彩香(2)
奈　良・帝塚山中

(124) ｺﾝﾄﾞｳ ｻｲｶ
3 郡山西中A 024000016 神崎　桜(3)

奈　良・郡山西中
(163) ｶﾝｻﾞｷ ｻｸﾗ

290024 024000017 辻本　葵(3)
奈　良・郡山西中

(163) ﾂｼﾞﾓﾄ ｱｵｲ
024000019 井奥　光音(3)

奈　良・郡山西中
(163) ｲｵｸ ﾐﾂﾈ

024000022 辻井　友理(3)
奈　良・郡山西中

(163) ﾂｼﾞｲ ﾕﾘ
4 郡山西中B 024000018 岸田　ひなり(3)

奈　良・郡山西中
(163) ｷｼﾀﾞ ﾋﾅﾘ

290024 024000020 崎山　千優希(3)
奈　良・郡山西中

(163) ｻｷﾔﾏ ﾁﾕｷ
024000021 船津　琴里(3)

奈　良・郡山西中
(163) ﾌﾅﾂ ｺﾄﾘ

024000025 山本　恋奈(2)
奈　良・郡山西中

(163) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ
5 橿原中A 037000012 野田　真杜(3)

奈　良・橿原中
(176) ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ

290037 037000010 西川　日茉梨(3)
奈　良・橿原中

(176) ﾆｼｶﾜ ﾋﾏﾘ
(  53.50) 037000011 金澤　咲也加(3)

奈　良・橿原中
(176) ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾔｶ

037000009 米田　心咲(3)
奈　良・橿原中

(176) ｺﾒﾀﾞ ﾐｻｷ
6 橿原中B 037000022 中村　真由香(2)

奈　良・橿原中
(176) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｶ

290037 037000024 吉村　愛菜(2)
奈　良・橿原中

(176) ﾖｼﾑﾗ ｱｲﾅ
(  59.50) 037000023 塩野　珠梨(2)

奈　良・橿原中
(176) ｼｵﾉ ｼｭﾘ

037000027 斉藤　あやな(2)
奈　良・橿原中

(176) ｻｲﾄｳ ｱﾔﾅ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
7 京都光華中 042000001 辻岡　夢叶(3)

京　都・京都光華中
(71) ﾂｼﾞｵｶ ﾕﾒｶ

260042 042000005 多田　愛望(2)
京　都・京都光華中

(71) ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾐ
(  52.46) 042000002 西尾　幸夏(3)

京　都・京都光華中
(71) ﾆｼｵ ｻﾁｶ

042000006 造田　華乃(2)
京　都・京都光華中

(71) ﾂｸﾀﾞ ｶﾉ
8 郡山中A 046000007 池田　來未(2)

奈　良・郡山中
(161) ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ

290046 046000014 谷野　梨乃愛(2)
奈　良・郡山中

(161) ﾀﾆﾉ ﾘﾉｱ
046000027 森脇　佳乃(3)

奈　良・郡山中
(161) ﾓﾘﾜｷ ﾖｼﾉ

046000024 村田　香凜(3)
奈　良・郡山中

(161) ﾑﾗﾀ ｶﾘﾝ
9 郡山中B 046000021 中　七海(3)

奈　良・郡山中
(161) ﾅｶ ﾅﾅﾐ

290046 046000023 石川　琉香(3)
奈　良・郡山中

(161) ｲｼｶﾜ ﾙｶ
046000020 田中　有美(3)

奈　良・郡山中
(161) ﾀﾅｶ ﾕﾐ

046000019 中村　つばさ(2)
奈　良・郡山中

(161) ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ
046000005 津曲　真菜(2)

奈　良・郡山中
(161) ﾂﾏｶﾞﾘ ﾏﾅ

10 桂中 048000033 谷口　蒼依(3)
京　都・桂中

(43) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｵｲ
260048 048000037 山川　真依(3)

京　都・桂中
(48) ﾔﾏｶﾜ ﾏｲ

(  56.88) 048000038 日下　七海(3)
京　都・桂中

(49) ｸｻｶ ﾅﾅﾐ
048000030 児島　柚月(2)

京　都・桂中
(19) ｺｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ

048000024 加藤　紗帆(2)
京　都・桂中

(13) ｶﾄｳ ｻﾎ
048000029 池田　優花(2)

京　都・桂中
(18) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ

11 香芝中A 051000016 黒川　智生(3)
奈　良・香芝中

(65) ｸﾛｶﾜ ﾄﾓﾐ
290051 051000005 西埜　和(3)

奈　良・香芝中
(65) ﾆｼﾉ ﾅｺﾞﾐ

(  52.72) 051000004 笹田　遥香(3)
奈　良・香芝中

(65) ｻｻﾀﾞ ﾊﾙｶ
051000008 西田　澪奈(3)

奈　良・香芝中
(65) ﾆｼﾀﾞ ﾐｵﾅ

12 香芝中B 051000011 増井　心(3)
奈　良・香芝中

(65) ﾏｽｲ ｺｺﾛ
290051 051000007 曽田　光羅(3)

奈　良・香芝中
(65) ｿﾀ ｷﾗﾗ

(  55.75) 051000006 曽田　麗羅(3)
奈　良・香芝中

(65) ｿﾀ ﾚｱﾗ
051000031 前澤　花怜(2)

奈　良・香芝中
(65) ﾏｴｻﾜ ｶﾚﾝ

13 香芝中C 051000009 花坂　まりあ(3)
奈　良・香芝中

(65) ﾊﾅｻｶ ﾏﾘｱ
290051 051000030 梶原　心海(2)

奈　良・香芝中
(65) ｶｼﾞﾜﾗ ｺｺﾐ

(  57.09) 051000029 石橋　美波(2)
奈　良・香芝中

(65) ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾅﾐ
051000014 山本　神花(3)

奈　良・香芝中
(65) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
14 高田中 053000010 西浦　萌(3)

奈　良・高田中
(98) ﾆｼｳﾗ ﾓｴ

290053 053000011 松田　愛未(2)
奈　良・高田中

(98) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ
(  56.46) 053000012 松田　安未(2)

奈　良・高田中
(98) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ

053000013 安井　陽香(2)
奈　良・高田中

(98) ﾔｽｲ ﾊﾙｶ
15 三笠中A 055000008 柳本　ゆりあ(3)

奈　良・三笠中
(131) ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾕﾘｱ

290055 055000002 清水　麻衣(3)
奈　良・三笠中

(131) ｼﾐｽﾞ ﾏｲ
(  52.69) 055000001 石田　心(3)

奈　良・三笠中
(131) ｲｼﾀﾞ ｺｺﾛ

055000004 田中　愛菜(3)
奈　良・三笠中

(131) ﾀﾅｶ ﾏﾅ
16 三笠中B 055000007 津島　夢芽(3)

奈　良・三笠中
(131) ﾂｼﾏ ﾕﾒ

290055 055000010 鈴木　咲希(2)
奈　良・三笠中

(131) ｽｽﾞｷ ｻｷ
(  52.88) 055000009 松葉　優希(2)

奈　良・三笠中
(131) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ

055000015 武田　光里(2)
奈　良・三笠中

(131) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ
17 式下中 058000028 岡西　永遠(2)

奈　良・式下中
(105) ｵｶﾆｼ ﾄﾜ

290058 058000026 木村　愛実(2)
奈　良・式下中

(105) ｷﾑﾗ ﾏﾅﾐ
(  52.84) 058000024 林　希(2)

奈　良・式下中
(105) ﾊﾔｼ ﾉｿﾞﾐ

058000025 林田　悠希(2)
奈　良・式下中

(105) ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｷ
058000023 吉田　千晟(2)

奈　良・式下中
(105) ﾖｼﾀﾞ ﾁｾｲ

058000020 吉村　帆乃花(3)
奈　良・式下中

(105) ﾖｼﾑﾗ ﾎﾉｶ
18 畝傍中 064000025 長崎　暖(2)

奈　良・畝傍中
(171) ﾅｶﾞｻｷ ﾉﾝ

290064 064000029 三浦　茉子(2)
奈　良・畝傍中

(171) ﾐｳﾗ ﾏｺ
064000034 松山　菜々美(2)

奈　良・畝傍中
(171) ﾏﾂﾔﾏ ﾅﾅﾐ

064000035 南　真琴(2)
奈　良・畝傍中

(171) ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ
064000036 中川　夏(2)

奈　良・畝傍中
(171) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾂ

064000040 戸田　瑠菜(1)
奈　良・畝傍中

(171) ﾄﾀﾞ ﾙﾅ
19 精華西中 067000012 宮崎　陽向(3)

京　都・精華西中
(13) ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

260067 067000015 改野　乃亜(3)
京　都・精華西中

(16) ｶｲﾉ ﾉｱ
(  56.74) 067000013 山村　羽楽(3)

京　都・精華西中
(14) ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳﾗ

067000011 南　心響(3)
京　都・精華西中

(12) ﾐﾅﾐ ｺｺﾈ
067000019 島田　ちな李(2)

京　都・精華西中
(39) ｼﾏﾀﾞ ﾁﾅﾘ

067000016 町井　優里奈(2)
京　都・精華西中

(35) ﾏﾁｲ ﾕﾘﾅ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
20 精華中 068000004 藤田　育望(3)

京　都・精華中
(11533) ﾌｼﾞﾀ ｲｸﾐ

260068 068000003 澤田　佳奈(3)
京　都・精華中

(11530) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ
(  51.17) 068000001 網代　彩音(3)

京　都・精華中
(11528) ｱｼﾞﾛ ｱﾔﾈ

068000002 岡根　和奏(3)
京　都・精華中

(11529) ｵｶﾈ ﾜｶﾅ
068000013 山田　希乃果(2)

京　都・精華中
(11510) ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ

21 西城陽中 070000011 永山　小桜(2)
京　都・西城陽中

(12) ﾅｶﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ
260070 070000006 斉藤　梨子(3)

京　都・西城陽中
(7) ｻｲﾄｳ ﾘｺ

(  53.50) 070000005 清水　茜里(3)
京　都・西城陽中

(6) ｼﾐｽﾞ ｱｶﾘ
070000007 新見　明日香(3)

京　都・西城陽中
(8) ｼﾝﾐ ｱｽｶ

070000009 松本　彩(3)
京　都・西城陽中

(10) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ
070000010 真野　瑞生(3)

京　都・西城陽中
(11) ﾏﾉ ﾐｽﾞｷ

22 太秦中A 071000022 中　美空(3)
京　都・太秦中

(88) ﾅｶ ﾐｸ
260071 071000016 橋本　明日香(3)

京　都・太秦中
(88) ﾊｼﾓﾄ ｱｽｶ

(  55.00) 071000048 中川　真陽(2)
京　都・太秦中

(88) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾋﾙ
071000045 逢坂　玲衣(2)

京　都・太秦中
(88) ｵｵｻｶ ﾚｲ

23 太秦中B 071000053 中村　朱希(2)
京　都・太秦中

(88) ﾅｶﾑﾗ ｱｷ
260071 071000024 高田　鈴(3)

京　都・太秦中
(88) ﾀｶﾀﾞ ﾘﾝ

(  58.00) 071000023 奥田　花梨(3)
京　都・太秦中

(88) ｵｸﾀﾞ ｶﾘﾝ
071000046 杉本　里菜(2)

京　都・太秦中
(88) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ

24 大枝中A 080000001 伊藤　友花(3)
京　都・大枝中

(30)
260080 080000003 井上　奈々(3)

京　都・大枝中
(30)

080000006 大畑　菜々(3)
京　都・大枝中

(30)
080000007 吉村　明恵(3)

京　都・大枝中
(30)

25 大枝中B 080000009 大橋　美良(3)
京　都・大枝中

(30)
260080 080000022 坪田　佳子(2)

京　都・大枝中
(30)

080000024 熊谷　真緒(2)
京　都・大枝中

(30)
080000027 村上　咲子(2)

京　都・大枝中
(30)
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 大淀中 081000005 中谷　華(3)

奈　良・大淀中
(34) ﾅｶﾀﾆ ﾊﾅ

290081 081000006 森口　真帆(3)
奈　良・大淀中

(34) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾏﾎ
(  55.00) 081000007 梅本　紗久珞(2)

奈　良・大淀中
(34) ｳﾒﾓﾄ ｻｸﾗ

081000011 花岡　光希(2)
奈　良・大淀中

(34) ﾊﾅｵｶ ﾐﾂｷ
081000014 湧谷　歩未(2)

奈　良・大淀中
(34) ﾜｸﾀﾆ ｱﾕﾐ

27 智辯カレッジ中 085000008 坂口　明采美(3)
奈　良・智辯カレッジ中

(73) ｻｶｸﾞﾁ ｱｻﾐ
290085 085000011 中村　未和(3)

奈　良・智辯カレッジ中
(73) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾜ

(1:00.00) 085000009 古川　葵子(3)
奈　良・智辯カレッジ中

(73) ﾌﾙｶﾜ ｱｺ
085000010 鎌田　一葉(3)

奈　良・智辯カレッジ中
(73) ｶﾏﾀﾞ ｲﾁﾖｳ

085000012 中谷　萌乃未(3)
奈　良・智辯カレッジ中

(73) ﾅｶﾀﾆ ﾎﾉﾐ
28 長岡第三中 086000019 森　小冬子(3)

京　都・長岡第三中
(43) ﾓﾘ ｺﾄｺ

260086 086000042 早川　美流
京　都・長岡第三中

(  52.87) 086000016 桂田　萌(3)
京　都・長岡第三中

(47) ｶﾂﾗﾀﾞ ﾓｴ
086000018 徳留　里々花(3)

京　都・長岡第三中
(49) ﾄｸﾄﾒ ﾘﾘｶ

086000036 中村　美貴子(2)
京　都・長岡第三中

(10) ﾅｶﾑﾗ ﾐｷｺ
086000038 岡本　萌瑠(2)

京　都・長岡第三中
(12) ｵｶﾓﾄ ﾓｴﾙ

29 田原本中 090000018 秋山　実穂(3)
奈　良・田原本中

(106) ｱｷﾔﾏ ﾐﾎ
290090 090000016 高村　望美(3)

奈　良・田原本中
(106) ﾀｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ

090000023 毛利　仁香(2)
奈　良・田原本中

(106) ﾓｳﾘ ﾐｶ
090000024 大倉　由佳(2)

奈　良・田原本中
(106) ｵｵｸﾗ ﾕｳｶ

090000020 岡本　恵美(2)
奈　良・田原本中

(106) ｵｶﾓﾄ ｴﾐ
090000017 吉田　美妃(3)

奈　良・田原本中
(106) ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ

30 都南中 092000005 前田　冬優花(2)
奈　良・都南中

(133) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾕﾊ
290092 092000006 丸山　優空(2)

奈　良・都南中
(133) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾗ

(  54.15) 092000007 横山　芽生(2)
奈　良・都南中

(133) ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ
092000008 松浦　帆乃夏(2)

奈　良・都南中
(133) ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ

092000009 福元　心華(2)
奈　良・都南中

(133) ﾌｸﾓﾄ ｺﾉｶ
092000010 磯田　穂(2)

奈　良・都南中
(133) ｲｿﾀﾞ ﾐﾉﾘ
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31 八木中A 106000023 宗川　ひろろ(3)

奈　良・八木中
(173) ﾑﾈｶﾜ ﾋﾛﾛ

290106 106000021 森口　愛南(3)
奈　良・八木中

(173) ﾓﾘｸﾞﾁ ｱｲﾅ
(  52.69) 106000028 西岡　穂乃花(2)

奈　良・八木中
(173) ﾆｼｵｶ ﾎﾉｶ

106000026 三浦　早智(2)
奈　良・八木中

(173) ﾐｳﾗ ｻﾁ
32 八木中B 106000032 田代　夢(2)

奈　良・八木中
(173) ﾀｼﾛ ﾕﾒ

290106 106000039 池田　美咲(2)
奈　良・八木中

(173) ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ
(  52.69) 106000036 三間瀬　くるみ(2)

奈　良・八木中
(173) ﾐﾏｾ ｸﾙﾐ

106000025 岩田　深夢(2)
奈　良・八木中

(173) ｲﾜﾀ ﾐﾕ
106000038 吉田　有里(2)

奈　良・八木中
(173) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘ

33 斑鳩南中A 108000006 茂木　みさと(3)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾓｷﾞ ﾐｻﾄ
290108 108000005 松本　真奈(3)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ

(  55.23) 108000008 清水　ほのか(3)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｼﾐｽﾞ ﾎﾉｶ
108000001 寺田　穂香(3)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾃﾗﾀﾞ ﾎﾉｶ

34 斑鳩南中B 108000020 米崎　瞳(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾖﾈｻﾞｷ ﾋﾄﾐ
290108 108000024 塚　由莉(2)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾂｶ ﾕｳﾘ

(  58.09) 108000022 石埜　萌(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｲｼﾉ ﾒｲ
108000027 熊谷　和音(2)

奈　良・斑鳩南中
(230) ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵ

35 富田林二中A 110000018 今西　萌衣(3)
大　阪・富田林二中

(505) ｲﾏﾆｼ ﾒｲ
270110 110000029 谷村　沙綾(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾀﾆﾑﾗ ｻﾔ

(  55.10) 110000028 中村　茅那(2)
大　阪・富田林二中

(505) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾅ
110000019 竹本　小雨紗(3)

大　阪・富田林二中
(505) ﾀｹﾓﾄ ｵｳｻ

110000020 中村　美結(3)
大　阪・富田林二中

(505) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｳ
36 富田林二中B 110000030 山本　沙優(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ

270110 110000034 豊田　楓(1)
大　阪・富田林二中

(505) ﾄﾖﾀ ｶｴﾃﾞ
(  58.50) 110000032 原見　瑞樹(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾊﾗﾐ ﾐｽﾞｷ

110000031 岡崎　心春(2)
大　阪・富田林二中

(505) ｵｶｻﾞｷ ｺﾊﾙ
110000033 安平　和世(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾔｽﾋﾗ ｶｽﾞﾖ
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37 富雄南中 112000013 石川　美咲(3)

奈　良・富雄南中
(119) ｲｼｶﾜ ﾐｻｷ

290112 112000015 管生　未来(3)
奈　良・富雄南中

(119) ｽｶﾞｵ ﾐｸ
(  51.97) 112000016 松本　桃佳(3)

奈　良・富雄南中
(119) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ

112000017 池田　侑加(3)
奈　良・富雄南中

(119) ｲｹﾀﾞ ﾕｳｶ
112000018 桃原　彩乃(3)

奈　良・富雄南中
(119) ﾓﾓﾊﾗ ｱﾔﾉ

112000019 今西　虹那(2)
奈　良・富雄南中

(119) ｲﾏﾆｼ ﾆﾅ
38 伏見中A 113000031 松田　想加(3)

奈　良・伏見中
(120) ﾏﾂﾀﾞ ｿﾖｶ

290113 113000028 竹村　理来(3)
奈　良・伏見中

(120) ﾀｹﾑﾗ ﾘｺ
(  53.00) 113000030 關　麻衣子(3)

奈　良・伏見中
(120) ｾｷ ﾏｲｺ

113000029 椎木　晴菜(3)
奈　良・伏見中

(120) ｼｲﾉｷ ﾊﾙﾅ
113000035 大西　紗也加(2)

奈　良・伏見中
(120) ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ

39 伏見中B 113000037 橋本　奈都(2)
奈　良・伏見中

(120) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ
290113 113000034 橋詰　みなみ(3)

奈　良・伏見中
(120) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐﾅﾐ

(  55.00) 113000043 原　咲来(2)
奈　良・伏見中

(120) ﾊﾗ ｻｸﾗ
113000038 浦久保　咲希(2)

奈　良・伏見中
(120) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ

113000036 小國　咲代(2)
奈　良・伏見中

(120) ｵｸﾞﾆ ｻﾖ
113000041 野﨑　美優(2)

奈　良・伏見中
(120) ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ


