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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 智辯カレッジ高 290933004 長田　珠希(2)

奈　良・智辯カレッジ高
(726) ﾅｶﾞﾀ　ﾀﾏｷ

290933 290933005 真川　美和子(2)
奈　良・智辯カレッジ高

(727) ﾏｶﾞﾜ　ﾐﾜｺ
290933006 真川　和佳子(1)

奈　良・智辯カレッジ高
(728) ﾏｶﾞﾜ　ﾜｶｺ

290933007 森本　有葵(1)
奈　良・智辯カレッジ高

(729) ﾓﾘﾓﾄ　ﾕｳｷ
2 智辯ｶﾚｯｼﾞ中A 290073027 坂口　明采美(3)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ｻｶｸﾞﾁ　ｱｻﾐ

290073 290073028 中村　美和(3)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾅｶﾑﾗ　ﾐﾜ
(  57.00) 290073010 中谷　萌乃未(3)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾅｶﾀﾆ ﾎﾉﾐ

290073009 鎌田　一葉(3)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ｶﾏﾀﾞ ｲﾁﾖｳ
3 智辯ｶﾚｯｼﾞ中B 290073021 木下　苺香(1)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ｷﾉｼﾀ ﾏｲｶ

290073 290073022 谷水　春香(1)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾀﾆﾐｽﾞ ﾊﾙｶ
(  57.49) 290073023 中山　悠安(1)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾅｶﾔﾏ ﾕｱﾝ

290073024 那和　朋佳(1)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾅﾜ ﾄﾓｶ
4 智辯ｶﾚｯｼﾞ中C 290073006 堀　智識(3)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾎﾘ ｻﾄﾘ

290073 290073007 勝山　凜々叶(3)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ｶﾂﾔﾏ ﾘﾘｶ
(  58.70) 290073012 米田　真菜(2)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ｺﾒﾀﾞ ﾏﾅ

290073008 古川　葵子(3)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾌﾙｶﾜ ｱｺ
5 立命館中Ａ 260008027 岩田　茉愛(2)

京　都・立命館中
(8) ｲﾜﾀ　ﾏｳｲ

260008 260008018 須賀　麗(2)
京　都・立命館中

(8) ｽｶﾞ　ｳﾗﾗ
(  58.00) 260008028 秋澤　花音(3)

京　都・立命館中
(8) ｱｷｻﾞﾜ　ﾊﾅﾈ

260008019 槌谷　皆玖(2)
京　都・立命館中

(8) ﾂﾁﾀﾆ　ﾐｸ
000000000

6 立命館中B 260008020 日野　未彩(1)
京　都・立命館中

(8) ﾋﾉ　ﾐｻ
260008 260008021 太田　爽喜(1)

京　都・立命館中
(8) ｵｵﾀ　ｻｷ

(  58.00) 260008031 川瀬　愛子(1)
京　都・立命館中

(8) ｶﾜｾ　ｱｲｺ
260008032 佐伯　凪(1)

京　都・立命館中
(8) ｻｲｷ　ﾅｷﾞ

260008033 南谷　妃那(1)
京　都・立命館中

(8) ﾐﾅﾐﾀﾆ　ﾋﾅ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
7 大淀中 290034003 梅本　紗久珞(2)

奈　良・大淀中
(34) ｳﾒﾓﾄ　ｻｸﾗ

290034 290034009 湧谷　歩未(2)
奈　良・大淀中

(34) ﾜｸﾀﾆ　ｱﾕﾐ
290034006 花岡　光希(2)

奈　良・大淀中
(34) ﾊﾅｵｶ　ﾐﾂｷ

290034008 嶌岡　亜咲(2)
奈　良・大淀中

(34) ｼﾏｵｶ　ｱｻｷ
290034007 蓑田　凪彩(2)

奈　良・大淀中
(34) ﾐﾉﾀﾞ　ﾅｷﾞｻ

290034005 上中　陽向(2)
奈　良・大淀中

(34) ｳｴﾅｶ　ﾋﾅﾀ
8 東大阪大敬愛A 270001022 野口　陽香里(1)

大　阪・東大阪大敬愛高
(33) ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ

270001 270001020 水口　萌(1)
大　阪・東大阪大敬愛高

(31) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ
(  48.11) 270001011 田和　りな(2)

大　阪・東大阪大敬愛高
(19) ﾀﾜ ﾘﾅ

270001013 舩曵　瑠花(2)
大　阪・東大阪大敬愛高

(22) ﾌﾅﾋﾞｷ ﾙｶ
9 東大阪大敬愛B 270001027 河合　美菜海(1)

大　阪・東大阪大敬愛高
(46) ｶﾜｲ ﾐﾅﾐ

270001 270001023 吉村　知華(1)
大　阪・東大阪大敬愛高

(36) ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ
(  50.00) 270001029 桑原　涼葉(1)

大　阪・東大阪大敬愛高
(50) ｸﾜﾊﾗ ｽｽﾞﾊ

270001012 山田　逸子(2)
大　阪・東大阪大敬愛高

(21) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｺ
10 三笠Ａ 290131028 林　愛華(1)

奈　良・三笠中
(131) ﾊﾔｼ ｱｲｶ

290131 290131020 鈴木　咲希(2)
奈　良・三笠中

(131) ｽｽﾞｷ ｻｷ
(  53.70) 290131019 松葉　優希(2)

奈　良・三笠中
(131) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ

290131025 武田　光里(2)
奈　良・三笠中

(131) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ
290131027 松島　みのり(2)

奈　良・三笠中
(131) ﾏﾂｼﾏ ﾐﾉﾘ

11 三笠Ｂ 290131026 小網　柊花(2)
奈　良・三笠中

(131) ｺｱﾐ ﾄｳｶ
290131 290131023 高嶋　優(2)

奈　良・三笠中
(131) ﾀｶｼﾏ ﾕｳ

290131035 今西　幸来(1)
奈　良・三笠中

(131) ｲﾏﾆｼ ﾕﾗ
290131037 嶋田　真和(1)

奈　良・三笠中
(131) ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ

290131029 尾形　渚(1)
奈　良・三笠中

(131) ｵｶﾞﾀ ﾅｷﾞｻ
12 田原本北 290107023 大西　真未(1)

奈　良・田原本北中
(107) ｵｵﾆｼ ﾏﾐ

290107 290107024 神邉　璃莉花(1)
奈　良・田原本北中

(107) ｶﾝﾍﾞ ﾘﾘｶ
(  58.90) 290107025 丹渡　美瑠(1)

奈　良・田原本北中
(107) ﾀﾝﾄﾞ ﾐﾙ

290107026 萩原　心海(1)
奈　良・田原本北中

(107) ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｺﾐ
290107027 安井　優衣(1)

奈　良・田原本北中
(107) ﾔｽｲ ﾕｲ
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13 斑鳩南中A 290230004 石埜　萌(2)

奈　良・斑鳩南中
(230) ｲｼﾉ ﾒｲ

290230 290230038 山和　律花(1)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾔﾏﾜ ﾘﾂｶ
(  55.30) 290230034 嶋本　美海(1)

奈　良・斑鳩南中
(230) ｼﾏﾓﾄ ﾐﾐ

290230005 塚　由莉(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾂｶ ﾕｳﾘ
000000000

14 斑鳩南中B 290230002 米崎　瞳(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾖﾈｻﾞｷ ﾋﾄﾐ
290230 290230007 熊谷　和音(2)

奈　良・斑鳩南中
(230) ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵ

(  57.50) 290230032 坂井　絵里子(1)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｻｶｲ ｴﾘｺ
290230033 田川　百花(1)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾀｶﾞﾜ ﾓﾓｶ

290230008 池山　菜那(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｲｹﾔﾏ ﾅﾅ
15 伏見A 260075020 原　咲来(2)

奈　良・伏見中
(120) ﾊﾗ ｻｸﾗ

260075 260075021 浦久保　咲希(2)
奈　良・伏見中

(120) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ
(  54.25) 260075022 橋本　奈都(2)

奈　良・伏見中
(120) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ

260075026 村上　ひなの(1)
奈　良・伏見中

(120) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾉ
000000000

16 伏見B 260075023 小國　咲代(2)
奈　良・伏見中

(120) ｵｸﾞﾆ ｻﾖ
260075 260075027 辻　ありさ(1)

奈　良・伏見中
(120) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ

(  58.04) 260075024 大西　紗也加(2)
奈　良・伏見中

(120) ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ
260075029 芝野　さくら(1)

奈　良・伏見中
(120) ｼﾊﾞﾉ ｻｸﾗ

260075030 前田　陽南子(1)
奈　良・伏見中

(120) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅｺ
17 橿原中 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

290176039 泉沢　日和(1)
奈　良・橿原中

(176) ｲｽﾞﾐｻﾜ　ﾋﾖﾘ
290176040 伊東　明莉(1)

奈　良・橿原中
(176) ｲﾄｳ　ｱｶﾘ

290176043 川畑　莉音(1)
奈　良・橿原中

(176) ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾘｵﾝ
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18 勝山中 260101015 山内　菜月(2)

京　都・勝山中
(101) ﾔﾏｳﾁ　ﾅﾂｷ

260101 260101032 渡邉　光華(1)
京　都・勝山中

(101) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾐﾁｶ
(  55.05) 260101036 三宅　由真(1)

京　都・勝山中
(101) ﾐﾔｹ　ﾕﾏ

260101014 後藤　光穂(2)
京　都・勝山中

(101) ｺﾞﾄｳ　ﾐﾎ
260101017 西岡　愛結(2)

京　都・勝山中
(101) ﾆｼｵｶ　ﾐﾕ

260101033 大橋　心暖(1)
京　都・勝山中

(101) ｵｵﾊｼ　ｺﾉﾝ
19 西城陽中 260207007 松元　心優(2)

京　都・西城陽中
(207) ﾏﾂﾓﾄ ｺｺﾈ

260207 260207012 田和　青空(1)
京　都・西城陽中

(207) ﾀﾜ ｿﾗ
(  54.10) 260207005 永山　小桜(2)

京　都・西城陽中
(207) ﾅｶﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ

260207006 沼田　芽依(2)
京　都・西城陽中

(207) ﾇﾏﾀ ﾒｲ
260207011 田口　美月(1)

京　都・西城陽中
(207) ﾀｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ

260207014 松本　燎(1)
京　都・西城陽中

(207) ﾏﾂﾓﾄ ｶｶﾞﾘ
20 天理西 290152028 沖倉　凛奈(2)

奈　良・天理西中
(152) ｵｷｸﾗ ﾘﾝﾅ

290152 290152030 南　香名(2)
奈　良・天理西中

(152) ﾐﾅﾐ ｶﾅ
(  55.00) 290152032 上畠　香春(1)

奈　良・天理西中
(152) ｶﾐﾊﾀ ｺﾊﾙ

290152037 堀　早希(1)
奈　良・天理西中

(152) ﾎﾘ ｻｷ
21 八木中 290173001 三浦　早智(2)

奈　良・八木中
(173) ﾐｳﾗ ｻﾁ

290173 290173002 西岡　穂乃花(2)
奈　良・八木中

(173) ﾆｼｵｶ ﾎﾉｶ
(  52.25) 290173003 田代　夢(2)

奈　良・八木中
(173) ﾀｼﾛ ﾕﾒ

290173004 中林　美緒(1)
奈　良・八木中

(173) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾐｵ
290173005 久保　友里菜(1)

奈　良・八木中
(173) ｸﾎﾞ ﾕﾘﾅ

290173006 大原　エミリア(1)
奈　良・八木中

(173) ｵｵﾊﾗ ｴﾐﾘｱ
22 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
(  58.20) 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

23 三郷中 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
290046021 大澤　明(2)

奈　良・三郷中
(46) ｵｵｻﾜ ﾒｲ
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24 富田林二A 270020017 山本　沙織(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾔﾏﾓﾄ　ｻﾔ

270020 270020013 谷村　沙綾(2)
大　阪・富田林二中

(505) ﾀﾆﾑﾗ　ｻﾔ
(  55.00) 270020016 安平　和世(2)

大　阪・富田林二中
(505) ﾔｽﾋﾗ　ｶｽﾞﾖ

270020014 中村　茅奈(2)
大　阪・富田林二中

(505) ﾅｶﾑﾗ　ﾁﾅ
000000000

000000000

25 富田林二B 270020022 金谷　郁美(1)
大　阪・富田林二中

(505) ｶﾅﾀﾆ　ｲｸﾐ
270020 270020012 岡崎　心春(2)

大　阪・富田林二中
(505) ｵｶｻﾞｷ　ｺﾊﾙ

(  57.00) 270020015 原見　瑞樹(2)
大　阪・富田林二中

(505) ﾊﾗﾐ　ﾐｽﾞｷ
270020028 松葉　真衣(1)

大　阪・富田林二中
(505) ﾏﾂﾊﾞ　ﾏｲ

270020029 松山　月華(1)
大　阪・富田林二中

(505) ﾏﾂﾔﾏ　ﾂｷｶ
270020018 池上　ほの香(1)

大　阪・富田林二中
(505) ｲｹｳｴ　ﾎﾉｶ

26 富田林二C 270020021 大森　文夏(1)
大　阪・富田林二中

(505) ｵｵﾓﾘ　ﾌﾐｶ
270020 270020020 大浦　結萌(1)

大　阪・富田林二中
(505) ｵｵｳﾗ　ﾕﾒ

(  56.70) 270020024 豊田　楓(1)
大　阪・富田林二中

(505) ﾄﾖﾀ　ｶｴﾃﾞ
270020019 今村　よしみ(1)

大　阪・富田林二中
(505) ｲﾏﾑﾗ　ﾖｼﾐ

000000000

000000000

27 東城陽中 260217021 粟野　真帆(2)
京　都・東城陽中

(217) ｱﾜﾉ ﾏﾎ
260217 260217015 宮川　來未(2)

京　都・東城陽中
(217) ﾐﾔｶﾞﾜ　ｸﾐ

(  55.00) 260217014 森　未来(2)
京　都・東城陽中

(217) ﾓﾘ　ﾐﾗｲ
260217003 西川　由珠(2)

京　都・東城陽中
(217) ﾆｼｶﾜ　ﾕｽﾞ

260217013 加藤　璃央(2)
京　都・東城陽中

(217) ｶﾄｳ　ﾘｵ
28 太秦A 260088017 逢坂　玲衣(2)

京　都・太秦中
(88) ｵｵｻｶ ﾚｲ

260088 260088018 杉本　里菜(2)
京　都・太秦中

(88) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾅ
(  55.00) 260088019 中川　真陽(2)

京　都・太秦中
(88) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾋﾙ

260088020 樋口　菜央(2)
京　都・太秦中

(88) ﾋｸﾞﾁ ﾅｵ
260088021 池邊　純佳(2)

京　都・太秦中
(88) ｲｹﾍﾞ ｽﾐｶ

260088022 中村　朱希(2)
京　都・太秦中

(88) ﾅｶﾑﾗ ｱｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
29 太秦B 260088023 供川　桜奈(1)

京　都・太秦中
(88) ﾄﾓｶﾜ ﾊﾙﾅ

260088 260088024 伊東　妃菜(1)
京　都・太秦中

(88) ｲﾄｳ ﾋﾅ
(  56.00) 260088025 勝山　穂乃和(1)

京　都・太秦中
(88) ｶﾂﾔﾏ ﾎﾉﾜ

260088026 九嶋　心結(1)
京　都・太秦中

(88) ｸｼﾏ ﾐﾕ
000000000

000000000

30 奈良教育大附中 290134005 大槻　莉愛(1)
奈　良・教育大付属中

(134) ｵｵﾂｷ　ﾘﾅ
290134 290134004 上田　葵(1)

奈　良・教育大付属中
(134) ｳｴﾀﾞ　ｱｵｲ

290134001 川本　千里(1)
奈　良・教育大付属中

(134) ｶﾜﾓﾄ　ﾁｻﾄ
290134002 田中　陽向(1)

奈　良・教育大付属中
(134) ﾀﾅｶ　ﾋﾅﾀ

31 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

32 県選抜 290000010 可児　愛友里(3)
奈　良・県選抜

ｶﾆ ｱﾕﾘ
290000 290000012 林田　悠希(2)

奈　良・県選抜
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｷ

(  51.50) 290000013 戸田　瑠菜(2)
奈　良・県選抜

ﾄﾀﾞ ﾙﾅ
290000014 南 こはる(1)

奈　良・県選抜
ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ

290000015 釣本　陽香(1)
奈　良・県選抜

ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ
33 大商大高 270027028 出口　真鈴(2)

大　阪・大阪商業大学高
(303) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾘﾝ

270027 270027033 佐藤　玲菜(1)
大　阪・大阪商業大学高

(308) ｻﾄｳ ﾚﾅ
(  50.37) 270027034 田中　毬愛(1)

大　阪・大阪商業大学高
(309) ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ

270027029 前田　朱音(2)
大　阪・大阪商業大学高

(304) ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ
270027030 松金　里奈(2)

大　阪・大阪商業大学高
(305) ﾏﾂｶﾈ ﾘﾅ

270027032 出口　桃亜奈(2)
大　阪・大阪商業大学高

(307) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾓｱﾅ


