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女子共通 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 290128033 安井　瑛香(2)

奈　良・二名中
(128) ﾔｽｲ　ｴｲｶ

290128 290128035 吉森　咲子(2)
奈　良・二名中

(128) ﾖｼﾓﾘ　ｻｷｺ
(  54.50) 290128037 巽　愛莉(2)

奈　良・二名中
(128) ﾀﾂﾐ　ｱｲﾘ

290128040 八ッ本　小稟(2)
奈　良・二名中

(128) ﾔﾂﾓﾄ　ｺﾘﾝ
290128042 鎗本　優来(1)

奈　良・二名中
(128) ﾔﾘﾓﾄ　ﾕﾗ

290128045 西田　和乃花(1)
奈　良・二名中

(128) ﾆｼﾀﾞ　ﾎﾉｶ
2 精華中A 260115004 藤田　育望(3)

京　都・精華中
(11533) ﾌｼﾞﾀ ｲｸﾐ

260115 260115003 澤田　佳奈(3)
京　都・精華中

(11530) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ
(  50.22) 260115001 網代　彩音(3)

京　都・精華中
(11528) ｱｼﾞﾛ ｱﾔﾈ
260115002 岡根　和奏(3)

京　都・精華中
(11529) ｵｶﾈ ﾜｶﾅ
000000000

000000000

3 精華中B 260115023 中野　苺花(1)
京　都・精華中

(11544) ﾅｶﾉ ﾏｲｶ
260115 260115025 向井　里莉(1)

京　都・精華中
(11545) ﾑｶｲ　ﾘﾘ

(  58.00) 260115022 竹﨑　詩穂(1)
京　都・精華中

(11543) ﾀｹｻﾞｷ ｼﾎ
260115005 山田　希乃果(2)

京　都・精華中
(11510) ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾉｶ
000000000

000000000

4 枚方高Ａ 270017040 筒井　詩織(1)
大　阪・枚方高

(400) ﾂﾂｲ　ｼｵﾘ
270017 270017030 安部　光里(2)

大　阪・枚方高
(111) ｱﾍﾞ　ﾋｶﾘ

(  51.00) 270017033 河田　萌々子(2)
大　阪・枚方高

(114) ｶﾜﾀ　ﾓﾓｺ
270017032 岩上　愛(2)

大　阪・枚方高
(113) ｲﾜｶﾞﾐ ﾒｸﾞ

000000000

000000000

5 枚方高Ｂ 270017031 飯島　歩里(2)
大　阪・枚方高

(112) ｲｲｼﾞﾏ　ｱﾕﾘ
270017 270017038 月川　薫(1)

大　阪・枚方高
(398) ﾂｷｶﾞﾜ　ｶｵﾙ

(  53.00) 270017036 伊藤　佑華(1)
大　阪・枚方高

(396) ｲﾄｳ　ﾕｶ
270017042 平山　明莉(1)

大　阪・枚方高
(402) ﾋﾗﾔﾏ　ｱｷﾅ

000000000

000000000



第4回奈良市陸協陸上競技記録会 Page:2
2018/09/18 21:03主　管:奈良市陸上競技協会

競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

女子共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 東大阪大敬愛高 270001021 山田　逸子(2)

大　阪・東大阪大敬愛高
(21) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｺ

270001 270001036 吉村　知華(1)
大　阪・東大阪大敬愛高

(36) ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ
(  46.96) 270001045 河合　美菜海(1)

大　阪・東大阪大敬愛高
(46) ｶﾜｲ ﾐﾅﾐ

270001033 野口　陽香里(1)
大　阪・東大阪大敬愛高

(33) ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
000000000

000000000

7 郡山南中 290162005 杉山　結香(2)
奈　良・郡山南中

(162) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｶ
290162 290162006 野口　小遙(2)

奈　良・郡山南中
(162) ﾉｸﾞﾁ ｺﾊﾙ

(  52.31) 290162007 藤村　優華(2)
奈　良・郡山南中

(162) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｶ
290162014 釣本　陽香(1)

奈　良・郡山南中
(162) ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ

290162018 木村　紅亜(1)
奈　良・郡山南中

(162) ｷﾑﾗ ｸﾚｱ
290162015 高橋　杏奈(1)

奈　良・郡山南中
(162) ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ

8 精華西中Ｂ 260231008 島田　ちな李(2)
京　都・精華西中

(231) ｼﾏﾀﾞ ﾁﾅﾘ
260231 260231005 町井　優里奈(2)

京　都・精華西中
(231) ﾏﾁｲ ﾕﾘﾅ

(  54.89) 260231016 岩田　栞(1)
京　都・精華西中

(231) ｲﾜﾀ ｼｵﾘ
260231017 吉谷　湖子(1)

京　都・精華西中
(231) ﾖｼﾀﾆ ｺｺ

260231009 藤本　唯那(2)
京　都・精華西中

(231) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｲﾅ
260231018 岡本　弥椰子(1)

京　都・精華西中
(231) ｵｶﾓﾄ ﾐﾔｺ

9 帝塚山中 290124015 近藤　彩香(2)
奈　良・帝塚山中

(124) ｺﾝﾄﾞｳ ｻｲｶ
290124 290124018 桑原　里紗(2)

奈　良・帝塚山中
(124) ｸﾜﾊﾗ ﾘｻ

290124019 静川　琴音(2)
奈　良・帝塚山中

(124) ｼｽﾞｶﾜ ｺﾄﾈ
290124020 森山　結禾(2)

奈　良・帝塚山中
(124) ﾓﾘﾔﾏ ﾕｲｶ

290124021 梶山　りん(2)
奈　良・帝塚山中

(124) ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝ
000000000

10 帝塚山高 290928007 阿部　愛美(2)
奈　良・帝塚山高

(66) ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ
290928 290928009 玉井　理子(2)

奈　良・帝塚山高
(68) ﾀﾏｲ ﾘｺ

(  49.33) 290928011 泉川　文乃(2)
奈　良・帝塚山高

(70) ｲｽﾞﾐｶﾜ ｱﾔﾉ
290928012 桑原　伶奈(1)

奈　良・帝塚山高
(71) ｸﾜﾊﾗ ﾚｲﾅ

290928014 小原　夢美(1)
奈　良・帝塚山高

(72) ｺﾊﾗ ﾕﾒﾐ
000000000
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 大淀中Ａ 260084003 梅本　紗久珞(2)

奈　良・大淀中
(34) ｳﾒﾓﾄ　ｻｸﾗ

260084 260084005 川又　美紀(2)
奈　良・大淀中

(34) ｶﾜﾏﾀ　ﾐｷ
260084007 花岡　光希(2)

奈　良・大淀中
(34) ﾊﾅｵｶ　ﾐﾂｷ

260084009 嶌岡　亜咲(2)
奈　良・大淀中

(34) ｼﾏｵｶ　ｱｻｷ
260084010 湧谷　歩未(2)

奈　良・大淀中
(34) ﾜｸﾀﾆ　ｱﾕﾐ

260084008 蓑田　凪彩(2)
奈　良・大淀中

(34) ﾐﾉﾀﾞ　ﾅｷﾞｻ
12 大淀中Ｂ 260084017 仲西　紀良々(1)

奈　良・大淀中
(34) ﾅｶﾆｼ ｷﾗﾗ

260084 260084018 阪本　風夏(1)
奈　良・大淀中

(34) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ
260084019 山下　玲奈(1)

奈　良・大淀中
(34) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾅ

260084022 出口　萌愛(1)
奈　良・大淀中

(34) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾓｴ
260084023 田中　聖奈(1)

奈　良・大淀中
(34) ﾀﾅｶ　ｾｲﾅ

000000000

13 式下中 290105017 林田　悠希(2)
奈　良・式下中

(105) ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾕｳｷ
290105 290105018 木村　愛実(2)

奈　良・式下中
(105) ｷﾑﾗ　ﾏﾅﾐ

(  51.67) 290105021 藤田　愛花(1)
奈　良・式下中

(105) ﾌｼﾞﾀ　ｱｲｶ
290105016 林　希(2)

奈　良・式下中
(105) ﾊﾔｼ　ﾉｿﾞﾐ

290105019 吉川　香奈(2)
奈　良・式下中

(105) ﾖｼｶﾜ　ｶﾅ
290105020 岡西　永遠(2)

奈　良・式下中
(105) ｵｶﾆｼ　ﾄﾜ

14 北稜高 260310017 竹下　佳奈(2)
京　都・北稜高

(5602) ﾀｹｼﾀ　ｶﾅ
260310 260310020 清田　愛来(1)

京　都・北稜高
(5605) ｷﾖﾀ　ｱｲﾗ

260310019 服部　美玖(2)
京　都・北稜高

(5604) ﾊｯﾄﾘ　ﾐｸ
260310016 瀬戸　閑(2)

京　都・北稜高
(5601) ｾﾄ　ｼｽﾞｶ

260310018 堀川　知美(2)
京　都・北稜高

(5603) ﾎﾘｶﾜ　ﾄﾓﾐ
260310015 開原　結衣(2)

京　都・北稜高
(5650) ｶｲﾊﾞﾗ　ﾕｲ

15 田原本中A 290106027 大倉　由佳(2)
奈　良・田原本中

(106) ｵｵｸﾗ　ﾕｳｶ
290106 290106026 新田　陽菜(2)

奈　良・田原本中
(106) ﾆｯﾀ　ﾋﾅ

290106030 松川　怜愛(1)
奈　良・田原本中

(106) ﾏﾂｶﾜ　ﾚﾅ
290106023 山本　愛(2)

奈　良・田原本中
(106) ﾔﾏﾓﾄ　ｱｲ

000000000

000000000
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 田原本中B 290106025 毛利　仁香(2)

奈　良・田原本中
(106) ﾓｳﾘ　ﾐｶ

290106 290106024 岡本　恵美(2)
奈　良・田原本中

(106) ｵｶﾓﾄ　ｴﾐ
290106028 綛村　真那(2)

奈　良・田原本中
(106) ｶｾﾑﾗ　ﾏﾅ

290106032 岸上　紗英(1)
奈　良・田原本中

(106) ｷｼｶﾞﾐ ｻｴ
290106029 瀬田　彩葉(1)

奈　良・田原本中
(106) ｾﾀ ｲﾛﾊ

000000000

17 山科中A 260056032 山田　弓月(2)
京　都・山科中

(56) ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ
260056 260056030 河端　涼(2)

京　都・山科中
(56) ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞ

260056033 小畑　結侑加(2)
京　都・山科中

(56) ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｶ
260056035 木下　涼(2)

京　都・山科中
(56) ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞ

260056040 川瀬　美帆(1)
京　都・山科中

(56) ｶﾜｾ ﾐﾎ
260056041 西村　夢来(1)

京　都・山科中
(56) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾗ

18 山科中B 260056037 森川　結衣(2)
京　都・山科中

(56) ﾓﾘｶﾜ ﾕｷ
260056 260056025 中村　陽葉(2)

京　都・山科中
(56) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾖ

260056031 高山　璃莉愛(2)
京　都・山科中

(56) ﾀｶﾔﾏ ﾘﾘｱ
260056026 平手　実桜(2)

京　都・山科中
(56) ﾋﾗﾃ ﾐｵ

260056046 三浦　楓莉(1)
京　都・山科中

(56) ﾐｳﾗ ﾌｳﾘ
260056045 畑　穂乃花(1)

京　都・山科中
(56) ﾊﾀ ﾎﾉｶ

19 京都光華高 260331007 中野　杏郁(1)
京　都・京都光華高

(7431) ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ
260331 260331004 杉本 　怜夏(1)

京　都・京都光華高
(7427) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾅ

(  48.80) 260331002 村上　和葉(1)
京　都・京都光華高

(7437) ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾊ
260331010 弥吉　萌乃(1)

京　都・京都光華高
(7435) ﾔﾖｼ ﾓｴﾉ

260331008 小島　志音(1)
京　都・京都光華高

(7432) ｺｼﾞﾏ ｼｵﾝ
260331009 松元　晶子(1)

京　都・京都光華高
(7434) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺ

20 橿原中A 290176032 中村　真由香(2)
奈　良・橿原中

(176) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｶ
290176 290176034 吉村　愛菜(2)

奈　良・橿原中
(176) ﾖｼﾑﾗ　ｱｲﾅ

(  57.82) 290176037 網倉　有香(1)
奈　良・橿原中

(176) ｱﾐｸﾗ　ﾕｶ
290176038 石川　沙亜耶(1)

奈　良・橿原中
(176) ｲｼｶﾜ　ｻｱﾔ

000000000

000000000
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女子共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 橿原中B 290176039 泉沢　日和(1)

奈　良・橿原中
(176) ｲｽﾞﾐｻﾜ　ﾋﾖﾘ

290176 290176040 伊東　明莉(1)
奈　良・橿原中

(176) ｲﾄｳ　ｱｶﾘ
(  58.50) 290176041 上林　梨心(1)

奈　良・橿原中
(176) ｳｴﾊﾞﾔｼ　ﾘｺ

290176043 川畑　莉音(1)
奈　良・橿原中

(176) ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾘｵﾝ
000000000

000000000

22 天理西 290152030 沖倉　凛奈(2)
奈　良・天理西中

(152) ｵｷｸﾗ ﾘﾝﾅ
290152 290152032 南　香名(2)

奈　良・天理西中
(152) ﾐﾅﾐ ｶﾅ

290152034 上畠　香春(1)
奈　良・天理西中

(152) ｶﾐﾊﾀ ｺﾊﾙ
290152039 堀　早希(1)

奈　良・天理西中
(152) ﾎﾘ ｻｷ

000000000

000000000

23 三笠Ａ 290131027 林　愛華(1)
奈　良・三笠中

(131) ﾊﾔｼ ｱｲｶ
290131 290131019 鈴木　咲希(2)

奈　良・三笠中
(131) ｽｽﾞｷ ｻｷ

(  53.74) 290131018 松葉　優希(2)
奈　良・三笠中

(131) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ
290131024 武田　光里(2)

奈　良・三笠中
(131) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ

000000000

000000000

24 三笠Ｂ 290131025 小網　柊花(2)
奈　良・三笠中

(131) ｺｱﾐ ﾄｳｶ
290131 290131022 高嶋　優(2)

奈　良・三笠中
(131) ﾀｶｼﾏ ﾕｳ

290131034 今西　幸来(1)
奈　良・三笠中

(131) ｲﾏﾆｼ ﾕﾗ
290131036 嶋田　真和(1)

奈　良・三笠中
(131) ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ

290131026 松島　みのり(2)
奈　良・三笠中

(131) ﾏﾂｼﾏ ﾐﾉﾘ
000000000

25 三郷中A 290046024 小池　悠生(2)
奈　良・三郷中

(46) ｺｲｹ ﾕｳ
290046 290046019 麻田　佳鈴(2)

奈　良・三郷中
(46) ｱｻﾀﾞ ｶﾘﾝ

290046020 足立　愛乃(2)
奈　良・三郷中

(46) ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾉ
290046026 田中　優凪(2)

奈　良・三郷中
(46) ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ

000000000

000000000
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 三郷中B 290046017 須郷田　百花(1)

奈　良・三郷中
(46) ｽｺﾞｳﾀﾞ ﾓﾓｶ

290046 290046016 増田　早良(1)
奈　良・三郷中

(46) ﾏｽﾀﾞ ｻﾗ
290046021 大澤　明(2)

奈　良・三郷中
(46) ｵｵｻﾜ ﾒｲ

290046029 馬渕　希実(2)
奈　良・三郷中

(46) ﾏﾌﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ
000000000

000000000

27 伏見A 290120020 原　咲来(2)
奈　良・伏見中

(120) ﾊﾗ ｻｸﾗ
290120 290120021 浦久保　咲希(2)

奈　良・伏見中
(120) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ

(  54.25) 290120022 橋本　奈都(2)
奈　良・伏見中

(120) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ
290120023 小國　咲代(2)

奈　良・伏見中
(120) ｵｸﾞﾆ ｻﾖ

290120024 大西　紗也加(2)
奈　良・伏見中

(120) ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ
000000000

28 伏見B 290120026 村上　ひなの(1)
奈　良・伏見中

(120) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾉ
290120 290120027 辻　ありさ(1)

奈　良・伏見中
(120) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ

(  58.04) 290120028 初岡　仁美(1)
奈　良・伏見中

(120) ﾊﾂｵｶ ﾋﾄﾐ
290120029 芝野　さくら(1)

奈　良・伏見中
(120) ｼﾊﾞﾉ ｻｸﾗ

290120030 前田　陽南子(1)
奈　良・伏見中

(120) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅｺ
000000000

29 広陵中A 290067025 青木　佑月(2)
奈　良・広陵中

(67) ｱｵｷ ﾕﾂﾞｷ
290067 290067032 松田　芽依(2)

奈　良・広陵中
(67) ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ

290067034 村上　叶莉(2)
奈　良・広陵中

(67) ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾘ
290067036 吉岡　心(2)

奈　良・広陵中
(67) ﾖｼｵｶ ｺｺﾛ

290067037 吉村　里恋(2)
奈　良・広陵中

(67) ﾖｼﾑﾗ ﾘｺ
290067038 領内　彩織(2)

奈　良・広陵中
(67) ﾘｮｳﾅｲ ｻｵﾘ

30 広陵中B 290067011 奥本　爽愛(1)
奈　良・広陵中

(67) ｵｸﾓﾄ ｿﾅ
290067 290067013 中谷　瞳月(1)

奈　良・広陵中
(67) ﾅｶﾀﾆ ｼｽﾞｸ

290067014 野瀬　有咲(1)
奈　良・広陵中

(67) ﾉｾ ｳｻｷ
290067016 山口　鈴音(1)

奈　良・広陵中
(67) ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ

290067018 和田　笑璃(1)
奈　良・広陵中

(67) ﾜﾀﾞ ｴﾐﾘ
000000000
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31 都南中A 290133003 前田　冬優花(2)

奈　良・都南中
(133) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾕﾊ

290133 290133004 丸山　優空(2)
奈　良・都南中

(133) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾗ
(  52.92) 290133005 横山　芽生(2)

奈　良・都南中
(133) ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ

290133006 松浦　帆乃夏(2)
奈　良・都南中

(133) ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ
000000000

000000000

32 都南中B 290133007 福元　心華(2)
奈　良・都南中

(133) ﾌｸﾓﾄ ｺﾉｶ
290133 290133008 磯田　穂(2)

奈　良・都南中
(133) ｲｿﾀﾞ ﾐﾉﾘ

(  59.99) 290133009 押田　麻理菜(1)
奈　良・都南中

(133) ｵｼﾀﾞ ﾏﾘﾅ
290133010 髙本　里桜(1)

奈　良・都南中
(133) ﾀｶﾏﾄ ﾘｵ

290133011 中森　愛菜(1)
奈　良・都南中

(133) ﾅｶﾓﾘ ｱｲﾅ
000000000

33 富田林二A 270020025 山本　沙織(2)
大　阪・富田林二中

(505) ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾔ
270020 270020021 谷村　沙綾(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾀﾆﾑﾗ　ｻﾔ

(  55.00) 270020024 安平　和世(2)
大　阪・富田林二中

(505) ﾔｽﾋﾗ　ｶｽﾞﾖ
270020022 中村　茅奈(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾅｶﾑﾗ　ﾁﾅ

000000000

000000000

34 富田林二B 270020030 金谷　郁美(1)
大　阪・富田林二中

(505) ｶﾅﾀﾆ　ｲｸﾐ
270020 270020020 岡崎　心春(2)

大　阪・富田林二中
(505) ｵｶｻﾞｷ　ｺﾊﾙ

(  56.80) 270020023 原見　瑞樹(2)
大　阪・富田林二中

(505) ﾊﾗﾐ　ﾐｽﾞｷ
270020036 松葉　真衣(1)

大　阪・富田林二中
(505) ﾏﾂﾊﾞ　ﾏｲ

270020037 松山　月華(1)
大　阪・富田林二中

(505) ﾏﾂﾔﾏ　ﾂｷｶ
270020026 池上　ほの香(1)

大　阪・富田林二中
(505) ｲｹｳｴ　ﾎﾉｶ

35 富田林二C 270020029 大森　文夏(1)
大　阪・富田林二中

(505) ｵｵﾓﾘ　ﾌﾐｶ
270020 270020028 大浦　結萌(1)

大　阪・富田林二中
(505) ｵｵｳﾗ　ﾕﾒ

(  59.00) 270020032 豊田　楓(1)
大　阪・富田林二中

(505) ﾄﾖﾀ　ｶｴﾃﾞ
270020027 今村　よしみ(1)

大　阪・富田林二中
(505) ｲﾏﾑﾗ　ﾖｼﾐ

000000000

000000000
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36 大阪高A 270023051 長野　風香(2)

大　阪・大阪高
(49) ﾅｶﾞﾉ　ﾌｳｶ

270023 270023053 本田　理乃(2)
大　阪・大阪高

(51) ﾎﾝﾀﾞ　ﾘﾉ
(  46.90) 270023055 松方　美緒(2)

大　阪・大阪高
(53) ﾏﾂｶﾀ　ﾐｵ

270023058 山本　珠菜(2)
大　阪・大阪高

(57) ﾔﾏﾓﾄ　ｼｭﾅ
000000000

000000000

37 大阪高B 270023061 青山　華依(1)
大　阪・大阪高

(60) ｱｵﾔﾏ　ﾊﾅｴ
270023 270023063 大林　由依(1)

大　阪・大阪高
(62) ｵｵﾊﾞﾔｼ　ﾕｲ

(  48.90) 270023066 小山　くるみ(1)
大　阪・大阪高

(65) ｺﾔﾏ　ｸﾙﾐ
270023067 坂井　千尋(1)

大　阪・大阪高
(66) ｻｶｲ　ﾁﾋﾛ

000000000

000000000

38 大阪高C 270023049 辻村　陽南(2)
大　阪・大阪高

(46) ﾂｼﾞﾑﾗ　ﾋﾅﾀ
270023 270023054 前川　歩夢(2)

大　阪・大阪高
(52) ﾏｴｶﾜ　ｱﾕﾑ

(  47.80) 270023056 三ッ井　綾乃(2)
大　阪・大阪高

(54) ﾐﾂｲ　ｱﾔﾉ
270023060 ??田　悠莉(2)

大　阪・大阪高
(59) ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳﾘ

270023068 水越　青空(1)
大　阪・大阪高

(68) ﾐｽﾞｺｼ　ｱｵｿﾞﾗ
270023070 渡辺　愛(1)

大　阪・大阪高
(71) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｲ

39 富雄南 290119009 今西　虹那(2)
奈　良・富雄南中

(119) ｲﾏﾆｼ　ﾆﾅ
290119 290119010 森本　華樹(2)

奈　良・富雄南中
(119) ﾓﾘﾓﾄ　ｶﾘﾅ

(  57.88) 290119011 羽野　江美(2)
奈　良・富雄南中

(119) ﾊﾉ　ｴﾐ
290119012 大幸　日奈(1)

奈　良・富雄南中
(119) ﾀﾞｲｺｳ　ﾋﾅ

000000000

000000000

40 高田中 290098014 松田　愛未(2)
奈　良・高田中

(98) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ
290098 290098015 松田　安未(2)

奈　良・高田中
(98) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ

(  55.20) 290098016 安井　陽香(2)
奈　良・高田中

(98) ﾔｽｲ ﾊﾙｶ
290098017 吉良 由理奈(1)

奈　良・高田中
(98) ｷﾗ ﾕﾘﾅ

290098018 森 綾乃(1)
奈　良・高田中

(98) ﾓﾘ ｱﾔﾉ


