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競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

男子一般・高校 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西大 004000004 伊藤　琢真(4)

奈　良・関西大
(839) ｲﾄｳ ﾀｸﾏ

290004 004000005 佐野　由羽(2)
奈　良・関西大

(890) ｻﾉ ﾕｳ
(  39.90) 004000006 片岡　健介(3)

奈　良・関西大
(865) ｶﾀｵｶ ｹﾝｽｹ

004000003 坂井　隆一郎(3)
奈　良・関西大

(859) ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
004000002 黒木　竜樹(3)

奈　良・関西大
(880) ｸﾛｷ ﾀﾂｷ

004000007 泉家　英志(3)
奈　良・関西大

(863) ｲｽﾞﾐｶ ｴｲｼﾞ
2 東大寺学園高 017000006 梶　慎介(2)

奈　良・東大寺学園高
(431) ｶｼﾞ ｼﾝｽｹ

290017 017000007 川上　晃右(2)
奈　良・東大寺学園高

(432) ｶﾜｶﾐ ｺｳｽｹ
(  43.70) 017000008 髙橋　颯太(2)

奈　良・東大寺学園高
(433) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ

017000009 西川　祥多(2)
奈　良・東大寺学園高

(435) ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾀ
017000011 若松　駿(2)

奈　良・東大寺学園高
(437) ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ

3 京教大附高 039000001 栗山　玲温(3)
京　都・京教大附高

(1013) ｸﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ
260039 039000009 工藤　大和(2)

京　都・京教大附高
(1021) ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ

(  44.04) 039000010 玉置　将之(2)
京　都・京教大附高

(1022) ﾀﾏｷ ﾏｻﾕｷ
039000016 小池　健太郎(2)

京　都・京教大附高
(1028) ｺｲｹ ｹﾝﾀﾛｳ

4 城陽高 060000001 芳賀　唯飛(3)
京　都・城陽高

(2202) ﾊｶﾞ ﾕｲﾄ
260060 060000002 新保　竜聖(2)

京　都・城陽高
(2206) ｼﾝﾎﾞ ﾘｭｳｾｲ

(  45.00) 060000013 角　光翼(3)
京　都・城陽高

(2241) ｽﾐ ｺｳｽｹ
060000015 吉田　勇(3)

京　都・城陽高
(2243) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ

060000017 酒井　翔代(3)
京　都・城陽高

(2248) ｻｶｲ ｼｮｳﾔ
060000008 乾　渉夢(1)

京　都・城陽高
(2217) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ

5 奈良育英高A 097000001 尾上　泰暉(3)
奈　良・奈良育英高

(502) ｵﾉｴ ﾀｲｷ
290097 097000002 角田　龍(3)

奈　良・奈良育英高
(503) ｶｸﾀ ﾘｮｳ

(  43.01) 097000003 亀井　遼平(2)
奈　良・奈良育英高

(509) ｶﾒｲ ﾘｮｳﾍｲ
097000004 神橋　拓真(2)

奈　良・奈良育英高
(510) ｶﾝﾊﾞｼ ﾀｸﾏ

097000010 吉川　諒(1)
奈　良・奈良育英高

(1365) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ
097000011 川西　梨恩(1)

奈　良・奈良育英高
(1342) ｶﾜﾆｼ ﾘｵﾝ
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6 奈良育英高B 097000006 本多　基記(2)

奈　良・奈良育英高
(512) ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｷ

290097 097000007 宮川　公輔(2)
奈　良・奈良育英高

(513) ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ
(  45.88) 097000008 森田　健太郎(2)

奈　良・奈良育英高
(514) ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ

097000009 和田　凛(2)
奈　良・奈良育英高

(515) ﾜﾀﾞ ﾘﾝ
097000012 下西　康生(1)

奈　良・奈良育英高
(264) ｼﾓﾆｼ ｺｳｷ

097000013 中矢　智也(1)
奈　良・奈良育英高

(266) ﾅｶﾔ ﾄﾓﾔ
7 奈良高専 101000002 児島　大河(4)

奈　良・奈良高専
(1102) ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ

290101 101000004 濱田　敬文(4)
奈　良・奈良高専

(1103) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ
(  44.00) 101000015 古川　壮汰(2)

奈　良・奈良高専
(1107) ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ

101000014 森本　奏多(2)
奈　良・奈良高専

(1110) ﾓﾘﾓﾄ ｶﾅﾀ
101000009 原　玲音(4)

奈　良・奈良高専
(1104) ﾊﾗ ﾚｵﾝ

101000011 柴田　海翔(3)
奈　良・奈良高専

(1106) ｼﾊﾞﾀ ｶｲﾄ
8 奈良大附属 103000007 岩本　優一朗

奈　良・奈良大附属

290103 103000008 吉川　隆太
奈　良・奈良大附属

(  43.74) 103000001 林原　諒汰(3)
奈　良・奈良大附属

(201) ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ
103000009 増田　光紀

奈　良・奈良大附属

9 莵道高 117000001 吉田　恭成(3)
京　都・莵道高

(2184) ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｾｲ
260117 117000004 北村　友二(3)

京　都・莵道高
(2188) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

(  45.79) 117000006 増尾　京一郎(3)
京　都・莵道高

(2191) ﾏｽｵ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
117000011 石田　宙輝(2)

京　都・莵道高
(2193) ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ

117000012 梅原　瑞祈(2)
京　都・莵道高

(2194) ｳﾒﾊﾗ ﾐｽﾞｷ


