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男子共通 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 京西中A 290135001 須藤　友樹(2)

奈　良・京西中
(135) ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ

290135 290135002 佐藤　瑠唯(2)
奈　良・京西中

(135) ｻﾄｳ ﾙｲ
(  50.87) 290135003 武内　覇右(2)

奈　良・京西中
(135) ﾀｹｳﾁ ﾊﾕｳ

290135004 植田　渚沙(2)
奈　良・京西中

(135) ｳｴﾀﾞ ﾅｷﾞｻ
000000000

000000000

2 京西中B 290135005 明石　亮汰(1)
奈　良・京西中

(135) ｱｶｼ ﾘｮｳﾀ
290135 290135006 伊藤　悠斗(1)

奈　良・京西中
(135) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

(  58.39) 290135007 柏本　睦貴(1)
奈　良・京西中

(135) ｶｼﾓﾄ ﾕｳｷ
290135008 布施　勇紀(1)

奈　良・京西中
(135) ﾌｾ ﾕｳｷ

290135009 矢羽田　怜夢(1)
奈　良・京西中

(135) ﾔﾊﾀ ﾚﾝ
290135010 三上　征成(1)

奈　良・京西中
(135) ﾐｶﾐ ﾕｷﾅﾘ

3 生駒中 290043002 森下　航(2)
奈　良・生駒中

(43) ﾓﾘｼﾀ　ｺｳ
290043 290043005 辻本　悠馬(2)

奈　良・生駒中
(43) ﾂｼﾞﾓﾄ　ﾕｳﾏ

(  51.01) 290043008 佐々木　草汰(1)
奈　良・生駒中

(43) ｻｻｷ　ｿｳﾀ
290043011 村東　蒼磨(1)

奈　良・生駒中
(43) ﾑﾗﾋｶﾞｼ　ｿｳﾏ

290043010 新村　衛(1)
奈　良・生駒中

(43) ｼﾝﾑﾗ　ﾏﾓﾙ
4 智辯ｶﾚｯｼﾞ中A 290073002 谷水　芳紀(3)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾀﾆﾐｽﾞ ﾖｼｷ

290073 290073005 中井　亮和(3)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾅｶｲ ﾘｮｳﾜ
(  48.00) 290073003 長田　将希(3)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｷ

290073004 千葉　城暉(3)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾁﾊﾞ ｸﾆｱｷ
5 智辯ｶﾚｯｼﾞ中B 290073001 硲　陸人(3)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾊｻﾞﾏ ﾘｸﾄ

290073 290073014 出口　想(2)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳ
(  54.00) 290073025 藤原　治己(2)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾐ

290073011 花田　優(2)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳ
6 智辯ｶﾚｯｼﾞ中C 290073019 森　春介(1)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ

290073 290073020 松永　展征(1)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾝｾｲ
(  56.00) 290073013 浮田　聡也(1)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ｳｷﾀ ｻﾄﾔ

290073015 岡村　倖希(1)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
7 智辯ｶﾚｯｼﾞ中D 290073016 竹下　銀(1)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾀｹｼﾀ ｷﾞﾝ

290073 290073018 南　昂我(1)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ﾐﾅﾐ ｺｳｶﾞ
(  57.00) 290073017 中上　敦貴(1)

奈　良・智辯奈良カレッジ
(73) ﾅｶｳｴ ｱﾂｷ

290073026 岡野　守晃(1)
奈　良・智辯奈良カレッジ

(73) ｵｶﾉ ﾓﾘｱｷ
8 立命館中Ａ 260008002 太田　爽生(2)

京　都・立命館中
(8) ｵｵﾀ　ｿｳｷ

260008 260008016 谷本　航(2)
京　都・立命館中

(8) ﾀﾆﾓﾄ　ﾜﾀﾙ
(  50.00) 260008008 成房　亮祐(2)

京　都・立命館中
(8) ﾅﾘﾌｻ　ﾘｮｳｽｹ

260008003 畑中　志優(2)
京　都・立命館中

(8) ﾊﾀﾅｶ　ｼﾕｳ
000000000

9 立命館中B 260008017 林　泰聖(1)
京　都・立命館中

(8) ﾊﾔｼ　ﾀｲｾｲ
260008 260008005 尾島　蓮瑛(1)

京　都・立命館中
(8) ｵｼﾞﾏ　ﾛｲ

(  50.00) 260008006 河上　芯之介(1)
京　都・立命館中

(8) ｶﾜｶﾐ　ｼﾝﾉｽｹ
260008004 大久保　碧(1)

京　都・立命館中
(8) ｵｵｸﾎﾞ　ｿﾗ

000000000

10 大淀中 290034001 山根　颯太(2)
奈　良・大淀中

(34) ﾔﾏﾈ　ｿｳﾀ
290034 290034011 米田　拓生(1)

奈　良・大淀中
(34) ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ

290034012 蓑田　琉偉(1)
奈　良・大淀中

(34) ﾐﾉﾀﾞ　ﾙｲ
290034014 西野　誠司(1)

奈　良・大淀中
(34) ﾆｼﾉ ｾｲｼﾞ

290034015 橋本　純弥(1)
奈　良・大淀中

(34) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ
000000000

11 天理北中 290150001 山根　一眞(2)
奈　良・天理北中

(150) ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ
290150 290150002 早世　歩夢(2)

奈　良・天理北中
(150) ﾊﾔｾ ｱﾕﾑ

(  50.76) 290150004 山根　涼雅(2)
奈　良・天理北中

(150) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｶﾞ
290150006 谷口　友哉(1)

奈　良・天理北中
(150) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

290150007 阪本　祥次郎(1)
奈　良・天理北中

(150) ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ
290150010 源　清和(1)

奈　良・天理北中
(150) ﾐﾅﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ

12 三笠 290131003 西田　達彦(2)
奈　良・三笠中

(131) ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ
290131 290131004 玉置　晴太郎(2)

奈　良・三笠中
(131) ﾀﾏｵｷ ｾｲﾀﾛｳ

(  48.10) 290131014 竹村　太一(1)
奈　良・三笠中

(131) ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
290131005 佐々木　祥吾(2)

奈　良・三笠中
(131) ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ

290131006 中西　優希(2)
奈　良・三笠中

(131) ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ
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13 東大寺学園中Ａ 290137034 前田　大智(2)

奈　良・東大寺学園中
(137) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ

290137 290137039 尾嵜　玄空(2)
奈　良・東大寺学園中

(137) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ
(  46.87) 290137032 栗岡　幸作(2)

奈　良・東大寺学園中
(137) ｸﾘｵｶ ｺｳｻｸ

290137036 浦川　耀(2)
奈　良・東大寺学園中

(137) ｳﾗｶﾜ ﾃﾙ
14 東大寺学園中Ｂ 290137052 笠井　龍生(1)

奈　良・東大寺学園中
(137) ｶｻｲ ﾘｭｳｾｲ

290137 290137047 奥田　優人(1)
奈　良・東大寺学園中

(137) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
(  50.52) 290137049 真貝　竜一郎(1)

奈　良・東大寺学園中
(137) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ

290137044 岡島　大樹(1)
奈　良・東大寺学園中

(137) ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ
15 東大寺学園高 290929014 小西　慶(1)

奈　良・東大寺学園高
(398) ｺﾆｼ ｹｲ

290929 290929015 須志原　治輝(1)
奈　良・東大寺学園高

(399) ｽｼﾊﾗ ﾊﾙｷ
(  45.00) 290929011 今村　仁陽(1)

奈　良・東大寺学園高
(395) ｲﾏﾑﾗ ｷﾐﾀｶ

290929017 南里　馨太郎(1)
奈　良・東大寺学園高

(401) ﾅﾝﾘ ｹｲﾀﾛｳ
290929019 星野　恵介(1)

奈　良・東大寺学園高
(536) ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ

16 田原本北A 290107003 上島　楓生(2)
奈　良・田原本北中

(107) ｳｴｼﾏ ﾌｳｷ
290107 290107004 上田　望笑(2)

奈　良・田原本北中
(107) ｳｴﾀﾞ ﾉｴﾙ

(  48.24) 290107006 栫　心之介(2)
奈　良・田原本北中

(107) ｶｺｲ ｼﾝﾉｽｹ
290107014 大平　泰誠(1)

奈　良・田原本北中
(107) ｵｵﾋﾗ ﾀｲｾｲ

290107009 松田　悠雅(2)
奈　良・田原本北中

(107) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶﾞ
17 田原本北B 290107009 松田　悠雅(2)

奈　良・田原本北中
(107) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶﾞ

290107 290107016 久保　海渡(1)
奈　良・田原本北中

(107) ｸﾎﾞ ｶｲﾄ
(  50.07) 290107018 澤井　宏太朗(1)

奈　良・田原本北中
(107) ｻﾜｲ ｺｳﾀﾛｳ

290107028 堀田　瑛翔(1)
奈　良・田原本北中

(107) ﾎﾘﾀ　ｱｷﾄ
290107008 西本　侑聖(2)

奈　良・田原本北中
(107) ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｾｲ

18 田原本北C 290107017 阪部　聖(1)
奈　良・田原本北中

(107) ｻｶﾍﾞ ﾋｼﾞﾘ
290107 290107011 池田　誠貴(1)

奈　良・田原本北中
(107) ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ

(  52.00) 290107010 足立　優翔(1)
奈　良・田原本北中

(107) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ
290107020 中山　悟希(1)

奈　良・田原本北中
(107) ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｷ

000000000
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
19 田原本北D 290107021 松岡　亮佑(1)

奈　良・田原本北中
(107) ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳｽｹ

290107 290107012 上島　到和(1)
奈　良・田原本北中

(107) ｳｴｼﾏ ﾄｳﾜ
(  56.50) 290107022 森川　悠人(1)

奈　良・田原本北中
(107) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾄ

290107019 鳥居　裕矢(1)
奈　良・田原本北中

(107) ﾄﾘｲ ﾕｳﾔ
000000000

20 斑鳩南中A 290230023 高塚　広典(1)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾉﾘ
290230 290230011 的井　直宏(2)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾏﾄｲ ﾅｵﾋﾛ

(  48.03) 290230009 村田　瑞稀(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ
290230016 深谷　健斗(2)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾌｶﾀﾆ ｹﾝﾄ

000000000

21 斑鳩南中B 290230012 村中　春友(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ﾑﾗﾅｶ ﾊﾙﾄﾓ
290230 290230031 富田　安紀(1)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾄﾐﾀ ﾔｽｷ

(  51.05) 290230018 久保　壮輝(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｸﾎﾞ ｿｳｷ
290230024 富田　育宏(1)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾄﾐﾀ ｲｸﾋﾛ

000000000

22 斑鳩南中C 290230014 大森　翔心(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ
290230 290230020 中川　隼(1)

奈　良・斑鳩南中
(230) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ

(  53.50) 290230013 大海　柊斗(2)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾏ
290230026 大﨑　虎太郎(1)

奈　良・斑鳩南中
(230) ｵｵｻｷ ｺﾀﾛｳ

290230022 重岡　壮汰(1)
奈　良・斑鳩南中

(230) ｼｹﾞｵｶ ｿｳﾀ
23 伏見A 260075001 山本　凱生(2)

奈　良・伏見中
(120) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ

260075 260075002 山本　大翔(2)
奈　良・伏見中

(120) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ
(  47.36) 260075003 細川　慧悟(2)

奈　良・伏見中
(120) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ

260075004 植野　悠也(2)
奈　良・伏見中

(120) ｳｴﾉ ﾕｳﾔ
24 伏見B 260075006 矢部　亨(1)

奈　良・伏見中
(120) ﾔﾍﾞ ﾄｵﾙ

260075 260075007 松島　陽太(1)
奈　良・伏見中

(120) ﾏﾂｼﾏ ﾖｳﾀ
(  51.79) 260075010 岡嶋　大悟(1)

奈　良・伏見中
(120) ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ

260075009 奥田　裕大(1)
奈　良・伏見中

(120) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
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25 橿原中 290176011 川畑　悠真(2)

奈　良・橿原中
(176) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ

290176 290176013 坂口　優音(2)
奈　良・橿原中

(176) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
(  48.99) 290176014 砂山　星(2)

奈　良・橿原中
(176) ｽﾅﾔﾏ ｱｶﾘ

290176012 小松　真斗(2)
奈　良・橿原中

(176) ｺﾏﾂ　ﾏﾅﾄ
290176010 岡本　悠杜(2)

奈　良・橿原中
(176) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ

290176016 石崎　舜大(1)
奈　良・橿原中

(176) ｲｼｻﾞｷ　ｼｭﾝﾀ
26 勝山中 260101002 中村　颯良(2)

京　都・勝山中
(101) ﾅｶﾑﾗ　ｿﾗ

260101 260101001 前野　洋斗(2)
京　都・勝山中

(101) ﾏｴﾉ　ﾋﾛﾄ
(  46.92) 260101004 安原　凌太(2)

京　都・勝山中
(101) ﾔｽﾊﾗ　ﾘｮｳﾀ

260101003 植田　涼太郎(2)
京　都・勝山中

(101) ｳｴﾀﾞ　ﾘｮｳﾀﾛｳ
260101028 金子　聡志(1)

京　都・勝山中
(101) ｶﾈｺ　ｻﾄｼ

260101024 大西　叶汰(1)
京　都・勝山中

(101) ｵｵﾆｼ　ｶﾅﾀ
27 西城陽中 260207002 高田　秀作(2)

京　都・西城陽中
(207) ﾀｶﾀ ｼｭｳｻｸ

260207 260207008 坂本　仁(1)
京　都・西城陽中

(207) ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ
(  52.30) 260207009 小西　琉也(1)

京　都・西城陽中
(207) ｺﾆｼ ﾘｭｳﾔ

260207010 白瀧　力也(1)
京　都・西城陽中

(207) ｼﾗﾀｷ ﾘｷﾔ
28 天理西A 290152006 金近　碧海(2)

奈　良・天理西中
(152) ｶﾈﾁｶ ｱｵｲ

290152 290152013 永田　海憧(2)
奈　良・天理西中

(152) ﾅｶﾞﾀ ｶｲﾄ
(  46.88) 290152016 山口　勝人(2)

奈　良・天理西中
(152) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ

290152017 弓場　温斗(2)
奈　良・天理西中

(152) ﾕﾊﾞ ﾊﾙﾄ
29 天理西B 290152002 臼井　琉真(2)

奈　良・天理西中
(152) ｳｽｲ ﾘｭｳﾏ

290152 290152022 杉野　真人(1)
奈　良・天理西中

(152) ｽｷﾞﾉ ﾏｻﾄ
(  48.00) 290152004 岡本　拓也(2)

奈　良・天理西中
(152) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ

290152023 福田　海未(1)
奈　良・天理西中

(152) ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ
30 天理西C 290152003 岡村　一輝(2)

奈　良・天理西中
(152) ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ

290152 290152015 西岡　巧貴(2)
奈　良・天理西中

(152) ﾆｼｵｶ ｺｳｷ
(  49.00) 290152018 吉田　樹(2)

奈　良・天理西中
(152) ﾖｼﾀﾞ ｲﾂｷ

290152021 加島　央惣(1)
奈　良・天理西中

(152) ｶｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ
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31 高田中A 290098001 飯田　晴貴(2)

奈　良・高田中
(98) ｲｲﾀﾞ ﾊﾙｷ

290098 290098002 澤田　駿(2)
奈　良・高田中

(98) ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝ
(  49.22) 290098003 田中　隆真(2)

奈　良・高田中
(98) ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ

290098009 仲田 隼人(1)
奈　良・高田中

(98) ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ
000000000

32 高田中B 290098004 表 界成(1)
奈　良・高田中

(98) ｵﾓﾃ ｶｲｾｲ
290098 290098007 中川 慎也(1)

奈　良・高田中
(98) ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ

(  55.72) 290098012 柳瀬 剛大(1)
奈　良・高田中

(98) ﾔﾅｾ ﾀｹﾋﾛ
290098008 仲川 遙真(1)

奈　良・高田中
(98) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾕﾏ

290098011 松田 歩(1)
奈　良・高田中

(98) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾑ
33 榛原中 290082007 山田　陽穂(1)

奈　良・榛原中
(82) ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾎ

290082 290082006 松田　幸輝(1)
奈　良・榛原中

(82) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ
(  52.26) 290082009 新井　雄斗(1)

奈　良・榛原中
(82) ｱﾗｲ ﾕｳﾄ

290082005 松川　直史(1)
奈　良・榛原中

(82) ﾏﾂｶﾜ ﾅｵﾌﾐ
34 東城陽中 260217008 山本　壮琉(2)

京　都・東城陽中
(217) ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｹﾙ

260217 260217010 吉岡　涼夏(2)
京　都・東城陽中

(217) ﾖｼｵｶ　ｽｽﾞｶ
(  51.00) 260217007 今村　理人(2)

京　都・東城陽中
(217) ｲﾏﾑﾗ　ﾏｻﾄ

260217011 吉田　仁成(2)
京　都・東城陽中

(217) ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾄﾅﾘ
260217006 光井　雅裕(2)

京　都・東城陽中
(217) ﾐﾂｲ　ﾏｻﾋﾛ

260217005 佐々木　良磨(2)
京　都・東城陽中

(217) ｻｻｷ　ﾘｮｳﾏ
35 太秦A 260088001 橋口　夏喜(2)

京　都・太秦中
(88) ﾊｼｸﾞﾁ ﾅﾂｷ

260088 260088002 加藤　啓吾(2)
京　都・太秦中

(88) ｶﾄｳ ｹｲｺﾞ
(  50.00) 260088005 植澤　竜也(2)

京　都・太秦中
(88) ｳｴｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ

260088006 加藤　一閃(2)
京　都・太秦中

(88) ｶﾄｳ ﾋﾄｾ
260088008 藤原　空大(2)

京　都・太秦中
(88) ﾌｼﾞﾜﾗ ｸｳﾄ

260088009 本城　嵩浩(2)
京　都・太秦中

(88) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾋﾛ
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36 太秦B 260088012 大朝　優(1)

京　都・太秦中
(88) ｵｵﾄﾓ ﾕｳ

260088 260088013 片桐　脩太(1)
京　都・太秦中

(88) ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾀ
(  52.00) 260088014 森　陽大(1)

京　都・太秦中
(88) ﾓﾘ ﾊﾙﾄ

260088015 畠　龍牙(1)
京　都・太秦中

(88) ﾊﾀｹ ﾘｭｳｶﾞ
260088016 中田　凱斗(1)

京　都・太秦中
(88) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ

000000000

37 奈良教育大附中 290134021 森岡　泰成(2)
奈　良・教育大付属中

(134) ﾓﾘｵｶ ﾔｽﾅﾘ
290134 290134020 河井　陽(2)

奈　良・教育大付属中
(134) ｶﾜｲ ﾊﾙ

(  48.87) 290134017 安田　琢(2)
奈　良・教育大付属中

(134) ﾔｽﾀ ﾀｸ
290134011 荒井　匠道(2)

奈　良・教育大付属中
(134) ｱﾗｲ ﾀｸﾐ

38 富雄南 290119002 松井　勇翔(1)
奈　良・富雄南中

(119) ﾏﾂｲ　ﾕｳｼｮｳ
290119 290119005 富田　雅晴(1)

奈　良・富雄南中
(119) ﾄﾐﾀ　ﾏｻﾊﾙ

(  53.21) 290119006 泉谷　優人(1)
奈　良・富雄南中

(119) ｲｽﾞﾐﾀﾆ　ﾕｳﾄ
290119013 櫻井　湊(1)

奈　良・富雄南中
(119) ｻｸﾗｲ　ﾐﾅﾄ

39 県選抜A 290000001 杉浦　宏我(3)
奈　良・県選抜

ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｶﾞ
290000 290000002 梅本　宜広(3)

奈　良・県選抜
ｳﾒﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ

(  44.00) 290000004 大坂　駿平(3)
奈　良・県選抜

ｵｵｻｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ
290000007 濱口　亮太(1)

奈　良・県選抜
ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ

40 県選抜B 290000003 古井　大貴(3)
奈　良・県選抜

ﾌﾙｲ ﾀﾞｲｷ
290000 290000005 田原　歩睦(2)

奈　良・県選抜
ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ

(  44.00) 290000006 奥谷　拓征(2)
奈　良・県選抜

ｵｸﾀﾆ ﾀｸｾｲ
290000008 濱田　新大(1)

奈　良・県選抜
ﾊﾏﾀﾞ ｱﾗﾀ

41 大商大高 270027004 伊勢脇　洸太(2)
大　阪・大阪商業大学高

(121) ｲｾﾜｷ ｺｳﾀ
270027 270027003 宮内　和哉(2)

大　阪・大阪商業大学高
(119) ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ

(  42.66) 270027011 小林　圭太(2)
大　阪・大阪商業大学高

(130) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
270027015 杉田　想一朗(2)

大　阪・大阪商業大学高
(134) ｽｷﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ

270027005 吉歳　匠吾(2)
大　阪・大阪商業大学高

(123) ﾖｼﾄｼ ｼｮｳｺﾞ
270027008 三木　太晴(2)

大　阪・大阪商業大学高
(127) ﾐｷ ﾀｲｾｲ


