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306 3 岡本　悠弥(3) ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 和歌山 有功中 11.31 1
308 1233 田原　歩睦(3) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11.31 2
116 105 郷　颯冴(3) ｺﾞｳ　ｿｳｶﾞ 男子 奈　良 式下中 11.48 3
233 152 金近　碧海(3) ｶﾈﾁｶ ｱｵｲ 男子 奈　良 天理西中 11.52 4
72 69 二野　貴仁(3) ﾆﾉ ﾀｶﾄ 男子 奈　良 王寺南中 11.57 5
305 3 児玉　瑛貴(3) ｺﾀﾞﾏ ｴｲｷ 男子 和歌山 有功中 11.59 6
14 21130 仲谷　颯真(3) ﾅｶﾀﾆ　ｿｳﾏ 男子 京　都 長岡第三中 11.64 7
293 230 的井　直宏(3) ﾏﾄｲ ﾅｵﾋﾛ 男子 奈　良 斑鳩南中 11.65 8
33 58 濱口　亮太(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 11.70 9
151 118 迫勇人(3) ｻｺﾕｳﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 11.70 10
264 163 山村　将士(3) ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 男子 奈　良 郡山西中 11.77 11
193 128 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ　ﾚﾝ 男子 奈　良 二名中 11.80 12
169 120 山本　大翔(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 男子 奈　良 伏見中 11.83 13
111 105 岩田　幸大(3) ｲﾜﾀ　ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 式下中 11.84 14
198 131 佐々木　祥吾(3) ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 三笠中 11.86 15
168 120 細川　慧悟(3) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 伏見中 11.87 16
326 137 尾?　玄空(3) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 奈　良 東大寺学園中 11.87 17
197 131 玉置　晴太郎(3) ﾀﾏｵｷ ｾｲﾀﾛｳ 男子 奈　良 三笠中 11.88 18
269 173 山本　純平(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 八木中 11.88 19
100 96 松宮　武蔵(2) ﾏﾂﾐﾔ ﾑｻｼ 男子 奈　良 片塩中 11.89 20
164 119 富田　雅晴(2) ﾄﾐﾀ　ﾏｻﾊﾙ 男子 奈　良 富雄南中 11.92 21
217 135 須藤　友樹(3) ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ 男子 奈　良 京西中 11.98 22
8 56 泉　佑真(3) ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 男子 京　都 山科中 12.00 23

103 98 澤田　駿(3) ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 奈　良 高田中 12.08 24
35 60 松本　蒼生(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 男子 奈　良 新庄中 12.10 25
44 65 桑垣　颯良(3) ｸﾜｶﾞｷ ｿﾗ 男子 奈　良 香芝中 12.10 26
311 1242 森口　翔太 (2) ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.10 27
322 171 武田　賢征(2) ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｾｲ 男子 奈　良 畝傍中 12.12 28
112 105 森　陽太(3) ﾓﾘ　ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 式下中 12.19 29
285 176 坂口　優音(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 橿原中 12.19 30
178 124 髙井　建太朗(2) ﾀｶｲ　ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 帝塚山中 12.20 31
343 1232 多郷　欣優 (2) ﾀｺﾞｳ ﾖｼﾏｻ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.22 32
127 106 藤川　陽向(3) ﾌｼﾞｶﾜ　ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 田原本中 12.23 33
102 98 飯田　晴貴(2) ｲｲﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 高田中 12.24 34
95 96 喜夛　亮太(3) ｷﾀ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 12.32 35
315 1239 中村　玲皇(1) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.33 36
142 107 栫　心之介(3) ｶｺｲ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 田原本北中 12.34 37
163 119 松井　勇翔(2) ﾏﾂｲ　ﾕｳｼｮｳ 男子 奈　良 富雄南中 12.35 38
173 120 矢部　亨(2) ﾔﾍﾞ ﾄｵﾙ 男子 奈　良 伏見中 12.35 39
21 34 米田　拓生(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 大淀中 12.36 40
226 150 吉本　将希(3) ヨシモト ｼｮｳｷ 男子 奈　良 天理北中 12.39 41
232 152 岡本　拓也(3) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 天理西中 12.40 42
119 105 奥田　海音(2) ｵｸﾀﾞ ｶｲﾝ 男子 奈　良 式下中 12.41 43
117 105 松村　倖輔(3) ﾏﾂﾑﾗ　ｺｳｽｹ 男子 奈　良 式下中 12.43 44
26 47 吉山　輝(3) ﾖｼﾔﾏ ｱｷﾗ 男子 奈　良 斑鳩中 12.45 45
16 21133 工藤　陽翔(3) ｸﾄﾞｳ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 長岡第三中 12.46 46
126 106 清家　浩太(3) ｾｲｹ　ｺｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 12.46 47
254 161 尾形　順正(3) ｵｶﾞﾀ　ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 奈　良 郡山中 12.47 48
336 137 前田　大智(3) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.47 49
13 21134 東　誠樹(3) ﾋｶﾞｼ　ﾅﾙｷ 男子 京　都 長岡第三中 12.49 50
12 207 小西　琉也(2) ｺﾆｼ ﾘｭｳﾔ 男子 京　都 西城陽中 12.50 51
167 120 植野　悠也(3) ｳｴﾉ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 伏見中 12.50 52
177 124 吉岡　謙志郎(3) ﾖｼｵｶ　ｹﾝｼﾛｳ 男子 奈　良 帝塚山中 12.50 53
271 173 福本　陽己(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 八木中 12.50 54
325 137 浦川　耀(3) ｳﾗｶﾜ ﾃﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.52 55
30 58 西村　拓海(3) ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 香芝北中 12.53 56
138 106 小島　伸介(2) ｺｼﾞﾏ　ｼﾝｽｹ 男子 奈　良 田原本中 12.53 57
220 135 植田　渚沙(3) ｳｴﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 男子 奈　良 京西中 12.53 58
276 173 井上　達希(2) ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 八木中 12.53 59
327 137 金光　将英(3) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.53 60
1 8 畑中　志優(3) ﾊﾀﾅｶ　ｼﾕｳ 男子 京　都 立命館中 12.54 61
3 8 尾島　蓮瑛(2) ｵｼﾞﾏ　ﾛｲ 男子 京　都 立命館中 12.56 62
36 60 北川　侑汰(3) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 新庄中 12.56 63
270 173 市森　光輝(3) ｲﾁﾓﾘ ｺｳｷ 男子 奈　良 八木中 12.56 64
284 176 小松　真斗(3) ｺﾏﾂ　ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 橿原中 12.58 65
309 1235 豊島　俊介 (3) ﾄﾖｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.59 66
136 106 川畑　仁穏(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 田原本中 12.60 67
330 137 清野　馨(3) ｷﾖﾉ ｶｵﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.60 68
334 137 登美　豪優(3) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.60 69
97 96 岡村　成輝(3) ｵｶﾑﾗ ﾅﾙｷ 男子 奈　良 片塩中 12.61 70
174 124 阪上　直登(3) ｻｶｳｴ　ﾅｵﾄ 男子 奈　良 帝塚山中 12.61 71
67 65 渡邊　涼(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 香芝中 12.63 72
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69 65 竹嶋　星志(3) ﾀｹｼﾏ ｾｲｼﾞ 男子 奈　良 香芝中 12.63 73
144 107 松田　悠雅(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 田原本北中 12.63 74
283 176 川畑　悠真(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 橿原中 12.63 75
227 150 山根　涼雅(3) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｶﾞ 男子 奈　良 天理北中 12.64 76
134 106 湊　大智(2) ﾐﾅﾄ　ﾀｲﾁ 男子 奈　良 田原本中 12.65 77
256 161 井原　大翔(3) ｲﾊﾗ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 郡山中 12.65 78
338 137 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.65 79
63 65 東谷　好晃(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾖｼｱｷ 男子 奈　良 香芝中 12.66 80
275 173 堀北　翔真(2) ﾎﾘｷﾀ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 八木中 12.66 81
166 119 前田　真斗(3) ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 富雄南中 12.67 82
205 131 竹村　太一(2) ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 三笠中 12.67 83
296 230 深谷　健斗(3) ﾌｶﾀﾆ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 12.67 84
279 174 原口　大地(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 光陽中 12.68 85
48 65 田中　大喜(3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 香芝中 12.69 86
140 107 上島　楓生(3) ｳｴｼﾏ ﾌｳｷ 男子 奈　良 田原本北中 12.69 87
154 118 藏之上大雅(3) ｸﾗﾉｳｴﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 飛鳥中 12.69 88
4 8 河上　芯之介(2) ｶﾜｶﾐ　ｼﾝﾉｽｹ 男子 京　都 立命館中 12.70 89

242 152 福田　海未(2) ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ 男子 奈　良 天理西中 12.70 90
321 171 嶋岡　滉祐(2) ｼﾏｵｶ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 畝傍中 12.70 91
329 137 木津　周汰(3) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.70 92
55 65 中靏　愛翔(2) ﾅｶﾂﾙ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 香芝中 12.72 93
290 176 高野　友翔(2) ﾀｶﾉ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 橿原中 12.72 94
258 162 奥野　大翔(3) ｵｸﾉ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 郡山南中 12.73 95
96 96 森田　飛燕(3) ﾓﾘﾀ ﾋｴﾝ 男子 奈　良 片塩中 12.75 96
170 120 大内　天翔(2) ｵｵｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 奈　良 伏見中 12.75 97
238 152 山口　勝人(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 天理西中 12.75 98
41 60 鳴海　宏紀(3) ﾅﾙﾐ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 新庄中 12.76 99
125 106 浦東　海翔(3) ｳﾗﾋｶﾞｼ　ｶｲﾄ 男子 奈　良 田原本中 12.76 100
23 47 倉田　聖也(3) ｸﾗﾀ ｾｲﾔ 男子 奈　良 斑鳩中 12.77 101
196 131 西田　達彦(3) ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 男子 奈　良 三笠中 12.77 102
259 162 南　勇成(2) ﾐﾅﾐ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 郡山南中 12.78 103
286 176 石崎　舜大(2) ｲｼｻﾞｷ　ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 橿原中 12.78 104
19 21155 東良　晨太郎(2) ﾋｶﾞｼﾗ　ｼﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 長岡第三中 12.79 105
280 174 梶谷　都倭(2) ｶｼﾞﾀﾆ ﾄﾜ 男子 奈　良 光陽中 12.79 106
301 230 高塚　広典(2) ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾉﾘ 男子 奈　良 斑鳩南中 12.79 107
186 128 亀島　大也(3) ｶﾒｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾔ 男子 奈　良 二名中 12.80 108
199 131 中西　優希(3) ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 男子 奈　良 三笠中 12.80 109
214 134 森岡　泰成(3) ﾓﾘｵｶ ﾔｽﾅﾘ 男子 奈　良 教育大付属中 12.80 110
230 152 臼井　琉真(3) ｳｽｲ ﾘｭｳﾏ 男子 奈　良 天理西中 12.80 111
245 157 脇本　誠也(3) ﾜｷﾓﾄ ｾｲﾔ 男子 奈　良 天理南中 12.80 112
282 176 岡本　悠杜(3) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 橿原中 12.80 113
74 69 宇野　大翔(3) ｳﾉ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 王寺南中 12.81 114
159 118 中飛龍翔(2) ﾅｶﾋﾛﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 12.81 115
241 152 杉野　真人(2) ｽｷﾞﾉ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 天理西中 12.81 116
255 161 中筋　悠斗(3) ﾅｶｽｼﾞ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 郡山中 12.81 117
212 134 荒井　匠道(3) ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 教育大付属中 12.82 118
324 137 今井　大和(3) ｲﾏｲ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.82 119
317 171 田中　統智(3) ﾀﾅｶ ﾄｳﾁ 男子 奈　良 畝傍中 12.83 120
206 131 松村　拓海(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 三笠中 12.84 121
107 98 中川 慎也(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 高田中 12.85 122
115 105 池嶋　悠人(3) ｲｹｼﾞﾏ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 式下中 12.87 123
32 58 上住　武大(2) ｳｴｽﾞﾐ ﾀｹﾋﾛ 男子 奈　良 香芝北中 12.88 124
216 134 安田　琢(3) ﾔｽﾀ ﾀｸ 男子 奈　良 教育大付属中 12.88 125
85 73 森　春介(2) ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.89 126
228 150 谷口　友哉(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 天理北中 12.89 127
29 58 上西　瑛貴(3) ｳｴﾆｼ ｴｲｷ 男子 奈　良 香芝北中 12.90 128
73 69 岡本　海(3) ｵｶﾓﾄ ｶｲ 男子 奈　良 王寺南中 12.90 129
113 105 石古　匠(3) ｲｼｺ　ﾀｸﾐ 男子 奈　良 式下中 12.90 130
236 152 永田　海憧(3) ﾅｶﾞﾀ ｶｲﾄ 男子 奈　良 天理西中 12.90 131
91 82 松川　直史(2) ﾏﾂｶﾜ ﾅｵﾌﾐ 男子 奈　良 榛原中 12.91 132
104 98 田中　隆真(3) ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ 男子 奈　良 高田中 12.92 133
133 106 小西　翔大(2) ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 12.93 134
332 137 竹川　晴斗(3) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.94 135
9 56 野沢　清千歌(3) ﾉｻﾞﾜ ｷﾖﾁｶ 男子 京　都 山科中 12.95 136
42 60 西　琉成(2) ﾆｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 新庄中 12.96 137
316 1213 井上　嵩二朗(1) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.96 138
303 230 富田　安紀(2) ﾄﾐﾀ ﾔｽｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 12.97 139
130 106 嶋越　悠真(2) ｼﾏｺｼ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 田原本中 12.98 140
231 152 岡村　一輝(3) ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 天理西中 12.98 141
328 137 川島　拓(3) ｶﾜｼﾏ ﾀｸ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.98 142
184 128 山崎　颯斗(3) ﾔﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 二名中 12.99 143
10 103 丸尾　陸斗(2) ﾏﾙｵ ﾘｸﾄ 男子 京　都 東宇治中 13.00 144
132 106 松井　優介(2) ﾏﾂｲ　ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 田原本中 13.00 145
272 173 小坂　翔真(2) ｺｻｶ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 八木中 13.01 146
92 82 新井　雄斗(2) ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 榛原中 13.04 147
294 230 村中　春友(3) ﾑﾗﾅｶ ﾊﾙﾄﾓ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.04 148
312 1286 田中　佑昇(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.04 149
2 8 大久保　碧(2) ｵｵｸﾎﾞ　ｿﾗ 男子 京　都 立命館中 13.06 150
89 82 生駒　隼士(3) ｲｺﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 榛原中 13.07 151
239 152 吉田　樹(3) ﾖｼﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 奈　良 天理西中 13.07 152
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274 173 岩本　優太(2) ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 八木中 13.07 153
307 3 植村　侑汰(3) ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 和歌山 有功中 13.07 154
246 157 森本　心(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾊｱﾄ 男子 奈　良 天理南中 13.08 155
207 131 坂原　佑紀(2) ｻｶﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 三笠中 13.09 156
40 60 山本　將聖(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 男子 奈　良 新庄中 13.10 157
165 119 泉谷　優人(2) ｲｽﾞﾐﾀﾆ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 富雄南中 13.10 158
339 137 笠井　龍生(2) ｶｻｲ ｭｮｳｾｲ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.10 159
25 47 山﨑　龍輝(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｷ 男子 奈　良 斑鳩中 13.11 160
158 118 米田真翔(3) ﾖﾈﾀﾞﾏﾅﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 13.11 161
109 98 仲田 隼人(2) ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 高田中 13.12 162
211 134 赤瀬　京介(3) ｱｶｾ ｷｮｳｽｹ 男子 奈　良 教育大付属中 13.13 163
172 120 松島　陽太(2) ﾏﾂｼﾏ ﾖｳﾀ 男子 奈　良 伏見中 13.15 164
49 65 林　和衛(3) ﾊﾔｼ ｶﾝｴｲ 男子 奈　良 香芝中 13.17 165
94 96 當麻　颯太(3) ﾄｳﾏ ｿｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 13.18 166
121 105 三重野　愛斗(2) ﾐｴﾉ　ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 式下中 13.18 167
24 47 松山　陵(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 奈　良 斑鳩中 13.19 168
43 65 岸田　一輝(3) ｷｼﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 奈　良 香芝中 13.20 169
185 128 東　大樹(3) ｱｽﾞﾏ　ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 二名中 13.20 170
195 131 米満　丈翔(3) ﾖﾈﾐﾂ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 三笠中 13.20 171
222 135 柏本　睦貴(2) ｶｼﾓﾄ ﾑﾂｷ 男子 奈　良 京西中 13.21 172
252 161 岡田　航弥(2) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 奈　良 郡山中 13.21 173
323 137 石田　匠(3) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.21 174
331 137 式見　真一郎(3) ｼｷﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.22 175
20 21154 桐　悠人(2) ｷﾘ　ﾕｳﾄ 男子 京　都 長岡第三中 13.24 176
90 82 相原　史門(3) ｱｲﾊﾗ ｼﾓﾝ 男子 奈　良 榛原中 13.25 177
337 137 岡島　大樹(2) ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.25 178
160 119 植田　聖平(3) ｳｴﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 富雄南中 13.26 179
302 230 富田　育宏(2) ﾄﾐﾀ ｲｸﾋﾛ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.26 180
123 105 堀内　快生(2) ﾎﾘｳﾁ ｶｲ 男子 奈　良 式下中 13.28 181
31 58 高本　陽煌(2) ﾀｶﾓﾄ ﾖｳｷ 男子 奈　良 香芝北中 13.29 182
70 65 片山　国拓(2) 男子 奈　良 香芝中 13.29 183
38 60 内村　奏(2) ｳﾁﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 男子 奈　良 新庄中 13.30 184
78 73 橋上　冬瑚(3) ﾊｼｶﾞﾐ ﾄｳｺﾞ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.30 185
175 124 丸岡　凌太(3) ﾏﾙｵｶ　ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 帝塚山中 13.30 186
333 137 武田　康希(3) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.30 187
15 21138 小林　紘玖(3) ｺﾊﾞﾔｼ　ﾋﾛｷ 男子 京　都 長岡第三中 13.31 188
34 58 染田　凉汰(2) ｿﾒﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 13.31 189
45 65 石田　颯(3) ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 13.33 190
218 135 佐藤　瑠唯(3) ｻﾄｳ ﾙｲ 男子 奈　良 京西中 13.33 191
82 73 岡村　倖希(2) ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.36 192
260 162 松比良　涼玖(2) ﾏﾂﾋﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 郡山南中 13.39 193
340 137 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.39 194
37 60 吉川　翔悟(3) ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 新庄中 13.40 195
79 73 花田　優(3) ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.40 196
93 82 冨永　主渡(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ｵﾓﾄ 男子 奈　良 榛原中 13.40 197
153 118 西本晴風(3) ﾆｼﾓﾄﾊﾙｶ 男子 奈　良 飛鳥中 13.41 198
87 81 岡本　翔磨(3) ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 大宇陀中 13.42 199
5 8 竹内　雄哉(2) ﾀｹｳﾁ　ﾕｳﾔ 男子 京　都 立命館中 13.43 200

114 105 杉原　諒(3) ｽｷﾞﾊﾗ　ﾘｮｳ 男子 奈　良 式下中 13.44 201
201 131 杉江　遥大(3) ｽｷﾞｴ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 13.44 202
318 171 楳田　有輝(3) ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 畝傍中 13.44 203
157 118 村田吉男(3) ﾑﾗﾀﾖｼｵ 男子 奈　良 飛鳥中 13.45 204
181 125 植　羽立(3) ｳｴ ｳﾀ 男子 奈　良 田原中 13.45 205
213 134 林　大地(3) ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 教育大付属中 13.45 206
243 152 山田　奏(2) ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅﾃﾞ 男子 奈　良 天理西中 13.45 207
249 157 岩田　凜太郎(2) ｲﾜﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 天理南中 13.47 208
261 162 松本　尚大(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 男子 奈　良 郡山南中 13.47 209
257 162 田中　李穏(3) ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 郡山南中 13.48 210
6 8 林　泰聖(2) ﾊﾔｼ　ﾀｲｾｲ 男子 京　都 立命館中 13.49 211
27 47 村上　慎(2) ﾑﾗｶﾐ ｼﾝ 男子 奈　良 斑鳩中 13.49 212
57 65 松本　龍弥(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 13.49 213
320 171 岩井　陽哉(2) ｲﾜｲ ﾀｶﾔ 男子 奈　良 畝傍中 13.49 214
22 34 蓑田　琉偉(2) ﾐﾉﾀﾞ　ﾙｲ 男子 奈　良 大淀中 13.50 215
80 73 出口　想(3) ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.50 216
187 128 三谷　海輝(3) ﾐﾀﾆ　ｶｲｷ 男子 奈　良 二名中 13.50 217
235 152 城　龍太(3) ｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 天理西中 13.50 218
319 171 西山　晃輔(2) ﾆｼﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 畝傍中 13.51 219
210 134 竹村　藍凌(2) ﾀｹﾑﾗ　ｱｲﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 13.53 220
106 98 辻井 佑弥(2) ﾂｼﾞｲ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 高田中 13.55 221
54 65 中西　厚之(3) ﾅｶﾆｼ ｱﾂｼ 男子 奈　良 香芝中 13.56 222
176 124 松尾　和樹(3) ﾏﾂｵ　ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 帝塚山中 13.56 223
265 163 森谷　直斗(3) ﾓﾘﾀﾆ ﾅｵﾄ 男子 奈　良 郡山西中 13.56 224
58 65 岡本　拓也(2) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 香芝中 13.57 225
295 230 大森　翔心(3) ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.57 226
155 118 梅野朔太郎(3) ｳﾒﾉｻｸﾀﾛｳ 男子 奈　良 飛鳥中 13.58 227
219 135 武内　覇右(3) ﾀｹｳﾁ ﾊﾕｳ 男子 奈　良 京西中 13.58 228
287 176 上田　陽生(2) ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙｷ 男子 奈　良 橿原中 13.60 229
52 65 篠田　晴哉(3) ｼﾉﾀﾞ ﾊﾙﾔ 男子 奈　良 香芝中 13.62 230
297 230 久保　壮輝(3) ｸﾎﾞ ｿｳｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.62 231
149 107 中山　悟希(2) ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｷ 男子 奈　良 田原本北中 13.63 232
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215 134 矢川　敦士(3) ﾔｶﾞﾜ ｱﾂｼ 男子 奈　良 教育大付属中 13.65 233
161 119 米田　優雅(3) ﾖﾈﾀﾞ　ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 富雄南中 13.66 234
182 125 北浦　翔太(3) ｷﾀｳﾗ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原中 13.69 235
229 150 仙田　大翔(2) ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 天理北中 13.69 236
190 128 藤井　健太(2) ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾀ 男子 奈　良 二名中 13.70 237
237 152 中西　優颯(3) ﾅｶﾆｼ ﾊﾔﾃ 男子 奈　良 天理西中 13.70 238
266 163 山本　貴大(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 郡山西中 13.71 239
335 137 堀尾　春人(3) ﾎﾘｵ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.71 240
225 150 早世　歩夢(3) ﾊﾔｾ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 天理北中 13.72 241
118 105 桜井　浩大朗(3) ｻｸﾗｲ　ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 式下中 13.74 242
120 105 河村　幸明(2) ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾒｲ 男子 奈　良 式下中 13.77 243
75 69 吉川　真矢(3) ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 王寺南中 13.78 244
244 152 吉井　友埜(2) ﾖｼｲ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 天理西中 13.78 245
122 105 弓戸　颯真(2) ﾕﾐﾄ ｿｳﾏ 男子 奈　良 式下中 13.79 246
189 128 三宅　康生(2) ﾐﾔｹ　ｺｳｾｲ 男子 奈　良 二名中 13.80 247
234 152 佐々木　大貴(3) ｻｻｷ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 天理西中 13.80 248
247 157 西村　亮佑(3) ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 天理南中 13.80 249
289 176 十河　克行(2) ｿｺﾞｳ　ｶﾂﾕｷ 男子 奈　良 橿原中 13.80 250
17 21152 宇都宮　一夏(2) ｳﾂﾉﾐﾔ　ｲｯｻ 男子 京　都 長岡第三中 13.81 251
278 173 吉村　明征(2) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 八木中 13.82 252
124 106 木村　悠人(3) ｷﾑﾗ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 13.86 253
223 135 布施　勇紀(2) ﾌｾ ﾕｳｷ 男子 奈　良 京西中 13.86 254
240 152 加島　央惣(2) ｶｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ 男子 奈　良 天理西中 13.87 255
84 73 南　昂我(2) ﾐﾅﾐ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.89 256
99 96 松本　虎士(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾗｼﾞ 男子 奈　良 片塩中 13.89 257
152 118 反田嘉洸(3) ﾀﾝﾀﾞﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 飛鳥中 13.89 258
131 106 吉田　拓翔(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾀｸﾄ 男子 奈　良 田原本中 13.90 259
51 65 坂井　蒼天(3) ｻｶｲ ｿｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 13.91 260
253 161 石田　拓翔(2) ｲｼﾀ　ﾞﾀｸﾄ 男子 奈　良 郡山中 13.91 261
88 81 中谷　勇一(3) ﾅｶﾀﾆ　ﾕｳｲﾁ 男子 奈　良 大宇陀中 13.93 262
200 131 佐竹　響太(3) ｻﾀｹ ｷｮｳﾀ 男子 奈　良 三笠中 13.96 263
101 96 梅本　幹斗(2) ｳﾒﾓﾄ ﾐｷﾄ 男子 奈　良 片塩中 13.98 264
310 1249 澤邊　風雅 (2) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.98 265
28 47 森川　翔太(2) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩中 13.99 266
71 69 小山　義之(3) ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 男子 奈　良 王寺南中 13.99 267
39 60 前薗　一稀(2) ﾏｴｿﾞﾉ ｲﾂｷ 男子 奈　良 新庄中 14.00 268
139 106 北林　誠康(2) ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔｽ 男子 奈　良 田原本中 14.00 269
209 134 清原　尚(2) ｷﾖﾊﾗ　ﾀｶｼ 男子 奈　良 教育大付属中 14.00 270
47 65 田中　颯(3) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 男子 奈　良 香芝中 14.01 271
147 107 阪部　聖(2) ｻｶﾍﾞ ﾋｼﾞﾘ 男子 奈　良 田原本北中 14.03 272
59 65 落合　勇斗(2) ｵﾁｱｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝中 14.04 273
143 107 田場　祥希(3) ﾀﾊﾞ ﾖｼｷ 男子 奈　良 田原本北中 14.04 274
204 131 名迫　樹(2) ﾅｻｺ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 三笠中 14.04 275
146 107 岡　尚幸(2) ｵｶ ﾅｵﾕｷ 男子 奈　良 田原本北中 14.07 276
300 230 重岡　壮汰(2) ｼｹﾞｵｶ ｿｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 14.12 277
137 106 阪本　悠真(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 田原本中 14.13 278
156 118 山田晟穂(3) ﾔﾏﾀﾞｱｷﾎ 男子 奈　良 飛鳥中 14.14 279
98 96 森本　泰河(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 片塩中 14.20 280
128 106 松原　弦輝(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｹﾞﾝｷ 男子 奈　良 田原本中 14.20 281
288 176 金澤　尚輝(2) ｶﾅｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 男子 奈　良 橿原中 14.20 282
292 176 前田　悠(2) ﾏｴﾀﾞ　ﾊﾙｶ 男子 奈　良 橿原中 14.20 283
141 107 大西　陸翔(3) ｵｵﾆｼ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 田原本北中 14.22 284
150 107 森川　悠人(2) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 14.26 285
56 65 西岡　唯人(2) ﾆｼｵｶ ﾕｲﾄ 男子 奈　良 香芝中 14.30 286
66 65 西出　大志(2) ﾆｼﾃﾞ ﾀｲｼ 男子 奈　良 香芝中 14.30 287
86 73 松永　展征(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.30 288
11 207 白瀧　力也(2) ｼﾗﾀｷ ﾘｷﾔ 男子 京　都 西城陽中 14.31 289
273 173 増田　亮佑(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 八木中 14.33 290
221 135 伊藤　悠斗(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 京西中 14.35 291
224 150 山根　一眞(3) ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 男子 奈　良 天理北中 14.38 292
83 73 竹下　銀(2) ﾀｹｼﾀ ｷﾞﾝ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.47 293
267 163 蓑田　航生(2) ﾐﾉﾀﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 郡山西中 14.51 294
183 125 上岡　賢成(3) ｳｴｵｶ ｹﾝｾｲ 男子 奈　良 田原中 14.52 295
110 98 柳瀬 剛大(2) ﾔﾅｾ ﾀｹﾋﾛ 男子 奈　良 高田中 14.58 296
81 73 岡野　守晃(2) ｵｶﾉ ﾓﾘｱｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.61 297
208 131 森本　哲彦(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾂﾋｺ 男子 奈　良 三笠中 14.67 298
250 157 藤井　健人(2) ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾄ 男子 奈　良 天理南中 14.67 299
313 1223 佐伯　彰仁(1) ｻｴｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.68 300
50 65 生駒　界汰(3) ｲｺﾏ ｶｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 14.70 301
281 174 若林　恵大(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 男子 奈　良 光陽中 14.74 302
162 119 黒田　智央(3) ｸﾛﾀﾞ　ﾄﾓｵ 男子 奈　良 富雄南中 14.78 303
76 69 岸岡　力也(2) ｷｼｵｶ ﾘｷﾔ 男子 奈　良 王寺南中 14.79 304
304 230 玉村　暢崇(2) ﾀﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 男子 奈　良 斑鳩南中 14.79 305
192 128 實藤　仁(2) ｻﾈﾌｼﾞ　ｼﾞﾝ 男子 奈　良 二名中 14.80 306
314 1215 大野　元暉(1) ｵｵﾉ ﾓﾄｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.82 307
60 65 松本　陸杜(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 香芝中 14.91 308
65 65 高垣　知宙(2) ﾀｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 男子 奈　良 香芝中 14.92 309
129 106 奥田　凌羽(2) ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 田原本中 14.97 310
18 21157 花岡　友貴(2) ﾊﾅｵｶ　ﾄﾓｷ 男子 京　都 長岡第三中 14.99 311
7 56 小堀　周汰(3) ｺﾎﾞﾘ ｼｭｳﾀ 男子 京　都 山科中 15.00 312
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68 65 藤岡　隼人(2) ﾌｼﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 香芝中 15.00 313
291 176 花牟禮　知樹(2) ﾊﾅﾑﾚ　ﾄﾓｷ 男子 奈　良 橿原中 15.00 314
341 137 山下　祐慶(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｹｲ 男子 奈　良 東大寺学園中 15.00 315
203 131 石原　斗也(2) ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾔ 男子 奈　良 三笠中 15.16 316
202 131 大谷　一咲(2) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 男子 奈　良 三笠中 15.29 317
263 162 軽部　凰夏(2) ｶﾙﾍﾞ ｵｳｶﾞ 男子 奈　良 郡山南中 15.30 318
135 106 竹村　奏汰(2) ﾀｹﾑﾗ ｶﾅﾀ 男子 奈　良 田原本中 15.32 319
171 120 原口　昂輝(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 奈　良 伏見中 15.32 320
53 65 山口　凌馬(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 15.35 321
105 98 表 界成(2) ｵﾓﾃ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 高田中 15.38 322
251 157 金井　崚馬(2) ｶﾅｲ　ﾘｮｳﾏ 男子 奈　良 天理南中 15.40 323
298 230 福田　啄也(3) ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 斑鳩南中 15.43 324
61 65 吉田　蓮(2) ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 男子 奈　良 香芝中 15.53 325
145 107 大村　旭陽(2) ｵｵﾑﾗ ｱｻﾋ 男子 奈　良 田原本北中 15.54 326
299 230 大海　柊斗(2) ｵｵｳﾐ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 15.56 327
148 107 鳥居　裕矢(2) ﾄﾘｲ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 田原本北中 15.58 328
62 65 山本　連太朗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝中 15.72 329
64 65 細井　陸叶(2) ﾎｿｲ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 香芝中 15.72 330
262 162 加奥　大士(2) ｶｵｸ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 郡山南中 15.77 331
248 157 山本　崚輔(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 天理南中 15.98 332
268 163 蓑田　泰生(2) ﾐﾉﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 奈　良 郡山西中 15.99 333
342 69 片山　拓司(2) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 男子 奈　良 王寺南中 16.05 334
77 69 桑原　颯一(2) ｸﾜﾊﾗ ｿｳｲﾁ 男子 奈　良 王寺南中 16.11 335
277 173 川村　顕起(2) ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｷ 男子 奈　良 八木中 16.90 336
46 65 川崎　裕貴(3) ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ 男子 奈　良 香芝中 17.50 337
108 98 仲川 遙真(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾕﾏ 男子 奈　良 高田中 23.01 338
179 124 川原　光樹(2) ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂｷ 男子 奈　良 帝塚山中 339
180 124 平原　成都(2) ﾋﾗﾊﾗ ﾅﾙﾄ 男子 奈　良 帝塚山中 340
188 128 植田　夏輝(2) ｳｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 男子 奈　良 二名中 341
191 128 向山　愛都(2) ﾑｶｲﾔﾏ　ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 二名中 342
194 128 前川　勇太(2) ﾏｴｶﾞﾜ　ﾕｳﾀ 男子 奈　良 二名中 343
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104 1233 田原　歩睦(3) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 23.01 1
102 3 岡本　悠弥(3) ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 和歌山 有功中 23.25 2
101 3 児玉　瑛貴(3) ｺﾀﾞﾏ ｴｲｷ 男子 和歌山 有功中 23.48 3
76 131 佐々木　祥吾(3) ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 三笠中 23.56 4
20 69 二野　貴仁(3) ﾆﾉ ﾀｶﾄ 男子 奈　良 王寺南中 23.59 5
75 128 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ　ﾚﾝ 男子 奈　良 二名中 23.80 6
92 163 山村　将士(3) ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 男子 奈　良 郡山西中 23.87 7
98 230 的井　直宏(3) ﾏﾄｲ ﾅｵﾋﾛ 男子 奈　良 斑鳩南中 23.91 8
80 134 河井　陽(3) ｶﾜｲ ﾊﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 24.05 9
8 21130 仲谷　颯真(3) ﾅｶﾀﾆ　ｿｳﾏ 男子 京　都 長岡第三中 24.13 10
13 65 桑垣　颯良(3) ｸﾜｶﾞｷ ｿﾗ 男子 奈　良 香芝中 24.17 11
45 106 藤川　陽向(3) ﾌｼﾞｶﾜ　ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 田原本中 24.26 12
58 119 富田　雅晴(2) ﾄﾐﾀ　ﾏｻﾊﾙ 男子 奈　良 富雄南中 24.34 13
7 56 泉　佑真(3) ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 男子 京　都 山科中 24.70 14

113 171 武田　賢征(2) ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｾｲ 男子 奈　良 畝傍中 24.75 15
41 105 郷　颯冴(3) ｺﾞｳ　ｿｳｶﾞ 男子 奈　良 式下中 24.93 16
40 105 森　陽太(3) ﾓﾘ　ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 式下中 24.95 17
12 60 村田　朋也(3) ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 新庄中 25.00 18
96 176 小松　真斗(3) ｺﾏﾂ　ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 橿原中 25.00 19
97 176 坂口　優音(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 橿原中 25.00 20
99 230 深谷　健斗(3) ﾌｶﾀﾆ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 25.00 21
37 98 飯田　晴貴(2) ｲｲﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 高田中 25.02 22
94 173 井上　達希(2) ｲﾉｳｴ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 八木中 25.16 23
107 1242 森口　翔太 (2) ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 25.18 24
1 8 畑中　志優(3) ﾊﾀﾅｶ　ｼﾕｳ 男子 京　都 立命館中 25.24 25
46 107 松田　悠雅(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 田原本北中 25.24 26
114 137 前田　大智(3) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 25.36 27
57 119 松井　勇翔(2) ﾏﾂｲ　ﾕｳｼｮｳ 男子 奈　良 富雄南中 25.41 28
90 161 中筋　悠斗(3) ﾅｶｽｼﾞ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 郡山中 25.44 29
9 34 米田　拓生(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 大淀中 25.50 30
82 150 吉本　将希(3) ヨシモト ｼｮｳｷ 男子 奈　良 天理北中 25.50 31
65 120 矢部　亨(2) ﾔﾍﾞ ﾄｵﾙ 男子 奈　良 伏見中 25.59 32
17 65 渡邊　涼(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 香芝中 25.74 33
18 65 竹嶋　星志(3) ﾀｹｼﾏ ｾｲｼﾞ 男子 奈　良 香芝中 25.74 34
77 131 竹村　太一(2) ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 三笠中 25.74 35
44 106 長尾　一敏(3) ﾅｶﾞｵ　ｶｽﾞﾄｼ 男子 奈　良 田原本中 25.84 36
15 65 中靏　愛翔(2) ﾅｶﾂﾙ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 香芝中 25.85 37
42 105 奥田　海音(2) ｵｸﾀﾞ ｶｲﾝ 男子 奈　良 式下中 25.87 38
85 152 岡本　拓也(3) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 天理西中 25.90 39
2 8 尾島　蓮瑛(2) ｵｼﾞﾏ　ﾛｲ 男子 京　都 立命館中 25.91 40
89 161 尾形　順正(3) ｵｶﾞﾀ　ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 奈　良 郡山中 25.91 41
72 128 亀島　大也(3) ｶﾒｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾔ 男子 奈　良 二名中 26.00 42
115 137 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 26.00 43
105 1235 豊島　俊介 (3) ﾄﾖｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 26.05 44
16 65 東谷　好晃(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾖｼｱｷ 男子 奈　良 香芝中 26.12 45
71 128 山崎　颯斗(3) ﾔﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 二名中 26.20 46
83 150 山根　涼雅(3) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｶﾞ 男子 奈　良 天理北中 26.29 47
35 82 松川　直史(2) ﾏﾂｶﾜ ﾅｵﾌﾐ 男子 奈　良 榛原中 26.33 48
49 107 久保　海渡(2) ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 男子 奈　良 田原本北中 26.34 49
32 73 森　春介(2) ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 26.38 50
64 120 大内　天翔(2) ｵｵｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 奈　良 伏見中 26.39 51
63 119 村山　和駿(1) ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 男子 奈　良 富雄南中 26.40 52
59 119 泉谷　優人(2) ｲｽﾞﾐﾀﾆ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 富雄南中 26.45 53
43 106 清家　浩太(3) ｾｲｹ　ｺｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 26.47 54
50 118 藏之上大雅(3) ｸﾗﾉｳｴﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 飛鳥中 26.50 55
66 124 阪上　直登(3) ｻｶｳｴ　ﾅｵﾄ 男子 奈　良 帝塚山中 26.50 56
34 82 生駒　隼士(3) ｲｺﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 榛原中 26.65 57
54 119 植田　聖平(3) ｳｴﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 富雄南中 26.80 58
103 3 植村　侑汰(3) ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 和歌山 有功中 26.85 59
28 73 橋上　冬瑚(3) ﾊｼｶﾞﾐ ﾄｳｺﾞ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 27.00 60
86 157 森本　心(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾊｱﾄ 男子 奈　良 天理南中 27.00 61
36 82 山田　陽穂(2) ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾎ 男子 奈　良 榛原中 27.06 62
84 150 谷口　友哉(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 天理北中 27.06 63
5 8 成房　亮祐(3) ﾅﾘﾌｻ　ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 立命館中 27.37 64
22 69 宇野　大翔(3) ｳﾉ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 王寺南中 27.38 65
10 34 蓑田　琉偉(2) ﾐﾉﾀﾞ　ﾙｲ 男子 奈　良 大淀中 27.50 66
79 131 坂原　佑紀(2) ｻｶﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 三笠中 27.50 67
112 171 岩井　陽哉(2) ｲﾜｲ ﾀｶﾔ 男子 奈　良 畝傍中 27.50 68
111 171 楳田　有輝(3) ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 畝傍中 27.59 69
4 8 竹内　雄哉(2) ﾀｹｳﾁ　ﾕｳﾔ 男子 京　都 立命館中 27.74 70
24 69 吉川　真矢(3) ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 王寺南中 27.74 71
31 73 岡村　倖希(2) ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 27.74 72
21 69 岡本　海(3) ｵｶﾓﾄ ｶｲ 男子 奈　良 王寺南中 27.83 73
67 124 吉岡　謙志郎(3) ﾖｼｵｶ　ｹﾝｼﾛｳ 男子 奈　良 帝塚山中 27.96 74
100 230 中川　隼(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 28.00 75
19 69 小山　義之(3) ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 男子 奈　良 王寺南中 28.02 76
87 161 岡田　航弥(2) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 奈　良 郡山中 28.10 77
68 124 高瀨　凌空(2) ﾀｶｾ　ﾘｸ 男子 奈　良 帝塚山中 28.14 78
6 56 堂芝　徹真(3) ﾄﾞｳｼﾊﾞ ﾃｯｼﾝ 男子 京　都 山科中 28.30 79
55 119 米田　優雅(3) ﾖﾈﾀﾞ　ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 富雄南中 28.30 80
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**************************************
* 男子中学 ２００ｍ *
**************************************
115人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
60 119 櫻井　湊(2) ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾄ 男子 奈　良 富雄南中 28.30 81
69 125 植　羽立(3) ｳｴ ｳﾀ 男子 奈　良 田原中 28.48 82
14 65 篠田　晴哉(3) ｼﾉﾀﾞ ﾊﾙﾔ 男子 奈　良 香芝中 28.56 83
39 98 辻井 佑弥(2) ﾂｼﾞｲ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 高田中 28.66 84
11 47 村上　慎(2) ﾑﾗｶﾐ ｼﾝ 男子 奈　良 斑鳩中 28.71 85
33 73 松永　展征(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 28.78 86
29 73 花田　優(3) ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 28.80 87
47 107 上島　到和(2) ｳｴｼﾏ ﾄｳﾜ 男子 奈　良 田原本北中 28.80 88
81 150 山根　一眞(3) ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 男子 奈　良 天理北中 28.86 89
52 118 米田真翔(3) ﾖﾈﾀﾞﾏﾅﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 28.89 90
61 119 松本　悠佑(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 富雄南中 28.90 91
62 119 吉田　健太郎(1) ﾖｼﾀ ﾞｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 富雄南中 28.90 92
27 69 清水　詩文(2) ｼﾐｽﾞ ｼﾓﾝ 男子 奈　良 王寺南中 29.00 93
88 161 石田　拓翔(2) ｲｼﾀ　ﾞﾀｸﾄ 男子 奈　良 郡山中 29.04 94
30 73 岡野　守晃(2) ｵｶﾉ ﾓﾘｱｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 29.58 95
51 118 村田吉男(3) ﾑﾗﾀﾖｼｵ 男子 奈　良 飛鳥中 29.88 96
56 119 黒田　智央(3) ｸﾛﾀﾞ　ﾄﾓｵ 男子 奈　良 富雄南中 30.12 97
93 173 増田　亮佑(2) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 八木中 30.23 98
106 1249 澤邊　風雅 (2) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 30.67 99
23 69 西村　風雅(3) ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 男子 奈　良 王寺南中 31.00 100
25 69 岸岡　力也(2) ｷｼｵｶ ﾘｷﾔ 男子 奈　良 王寺南中 31.47 101
26 69 桑原　颯一(2) ｸﾜﾊﾗ ｿｳｲﾁ 男子 奈　良 王寺南中 31.47 102
38 98 表 界成(2) ｵﾓﾃ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 高田中 31.53 103
48 107 大村　旭陽(2) ｵｵﾑﾗ ｱｻﾋ 男子 奈　良 田原本北中 32.87 104
3 8 河上　芯之介(2) ｶﾜｶﾐ　ｼﾝﾉｽｹ 男子 京　都 立命館中 33.65 105
95 173 川村　顕起(2) ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｷ 男子 奈　良 八木中 35.44 106
91 162 加奥　大士(2) ｶｵｸ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 郡山南中 35.54 107
53 118 中飛龍翔(2) ﾅｶﾋﾛﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 108
70 125 上岡　賢成(3) ｳｴｵｶ ｹﾝｾｲ 男子 奈　良 田原中 109
73 128 三宅　康生(2) ﾐﾔｹ　ｺｳｾｲ 男子 奈　良 二名中 110
74 128 藤井　健太(2) ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾀ 男子 奈　良 二名中 111
78 131 松村　拓海(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 三笠中 112
108 1215 大野　元暉(1) ｵｵﾉ ﾓﾄｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 113
109 1239 中村　玲皇(1) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 114
110 1213 井上　嵩二朗(1) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 115
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**************************************
* 男子中学 ４００ｍ *
**************************************
21人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
15 128 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ　ﾚﾝ 男子 奈　良 二名中 54.00 1
21 137 清野　馨(3) ｷﾖﾉ ｶｵﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 55.26 2
20 171 永戸　敢太朗(3) ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 畝傍中 55.39 3
3 21134 東　誠樹(3) ﾋｶﾞｼ　ﾅﾙｷ 男子 京　都 長岡第三中 56.45 4
4 47 佐伯　海斗(3) ｻｴｷ ｶｲﾄ 男子 奈　良 斑鳩中 57.03 5
11 106 湊　大智(2) ﾐﾅﾄ　ﾀｲﾁ 男子 奈　良 田原本中 57.53 6
8 69 山口　悠太(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 王寺南中 57.60 7
6 65 田中　大喜(3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 香芝中 58.00 8
12 120 中村　聡(3) ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 男子 奈　良 伏見中 58.00 9
2 56 上手　施周(3) ｶﾐﾃ ｾｼｭｳ 男子 京　都 山科中 59.50 10
9 82 山田　陽穂(2) ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾎ 男子 奈　良 榛原中 59.56 11
19 230 宮西　哲慎(2) ﾐﾔﾆｼ ﾃｯｼﾝ 男子 奈　良 斑鳩南中 59.58 12
18 173 市森　光輝(3) ｲﾁﾓﾘ ｺｳｷ 男子 奈　良 八木中 59.97 13
14 128 巽　航輝(3) ﾀﾂﾐ　ｺｳｷ 男子 奈　良 二名中 1:00.00 14
5 47 吉山　輝(3) ﾖｼﾔﾏ ｱｷﾗ 男子 奈　良 斑鳩中 1:00.58 15
16 134 赤瀬　京介(3) ｱｶｾ ｷｮｳｽｹ 男子 奈　良 教育大付属中 1:01.65 16
1 8 大久保　碧(2) ｵｵｸﾎﾞ　ｿﾗ 男子 京　都 立命館中 1:03.99 17
7 65 西出　大志(2) ﾆｼﾃﾞ ﾀｲｼ 男子 奈　良 香芝中 1:05.00 18
17 134 田沢　優貴(3) ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 奈　良 教育大付属中 1:05.27 19
10 82 山田　遥久(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾊｸ 男子 奈　良 榛原中 1:12.85 20
13 124 髙井　建太朗(2) ﾀｶｲ　ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 帝塚山中 21
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**********************************************************
* 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) *
**********************************************************
25人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 1233 田原　歩睦(3) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.52 1
7 98 仲川 遙真(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾕﾏ 男子 奈　良 高田中 15.56 2
10 107 栫　心之介(3) ｶｺｲ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 田原本北中 15.83 3
25 137 尾?　玄空(3) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 奈　良 東大寺学園中 16.38 4
24 137 浦川　耀(3) ｳﾗｶﾜ ﾃﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 16.77 5
17 173 福本　陽己(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 八木中 16.96 6
16 134 河井　陽(3) ｶﾜｲ ﾊﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 17.02 7
6 98 田中　隆真(3) ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ 男子 奈　良 高田中 17.06 8
8 105 石古　匠(3) ｲｼｺ　ﾀｸﾐ 男子 奈　良 式下中 17.67 9
5 81 萬谷　雅久(3) ﾏﾝﾀﾆ　ｶﾞｸ 男子 奈　良 大宇陀中 17.92 10
18 176 岡本　悠杜(3) ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 橿原中 18.00 11
12 128 三谷　海輝(3) ﾐﾀﾆ　ｶｲｷ 男子 奈　良 二名中 19.00 12
14 131 西田　達彦(3) ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 男子 奈　良 三笠中 19.32 13
3 21131 山本　貴登(3) ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾄ 男子 京　都 長岡第三中 19.36 14
15 131 佐竹　響太(3) ｻﾀｹ ｷｮｳﾀ 男子 奈　良 三笠中 19.67 15
9 106 松井　優介(2) ﾏﾂｲ　ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 田原本中 19.79 16
20 230 久保　壮輝(3) ｸﾎﾞ ｿｳｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 20.00 17
22 230 富田　安紀(2) ﾄﾐﾀ ﾔｽｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 20.00 18
2 8 佐々木　倖聖(2) ｻｻｷ　ｺｳｾｲ 男子 京　都 立命館中 20.06 19
19 176 上田　陽生(2) ｳｴﾀﾞ　ﾊﾙｷ 男子 奈　良 橿原中 20.30 20
4 69 小山　義之(3) ｺﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 男子 奈　良 王寺南中 20.38 21
11 118 村田吉男(3) ﾑﾗﾀﾖｼｵ 男子 奈　良 飛鳥中 20.45 22
21 230 大海　柊斗(2) ｵｵｳﾐ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 22.00 23
1 8 成房　亮祐(3) ﾅﾘﾌｻ　ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 立命館中 24
13 128 實藤　仁(2) ｻﾈﾌｼﾞ　ｼﾞﾝ 男子 奈　良 二名中 25
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**********************************
* 男子中学 棒高跳 *
**********************************
10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 106 浦東　海翔(3) ｳﾗﾋｶﾞｼ　ｶｲﾄ 男子 奈　良 田原本中 3m90 1
8 162 山本　夢影(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾑｴｲ 男子 奈　良 郡山南中 3m80 2
1 96 前田　純志(3) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 奈　良 片塩中 3m40 3
5 106 松原　弦輝(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｹﾞﾝｷ 男子 奈　良 田原本中 3m30 4
9 176 川畑　悠真(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 橿原中 3m20 5
7 107 大西　陸翔(3) ｵｵﾆｼ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 田原本北中 2m60 6
10 230 村中　春友(3) ﾑﾗﾅｶ ﾊﾙﾄﾓ 男子 奈　良 斑鳩南中 2m60 7
2 96 池田　　亨(2) ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 2m50 8
6 106 山口　雄誠(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 田原本中 2m50 9
3 98 中川 慎也(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 高田中 10
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**********************************
* 男子中学 走高跳 *
**********************************
22人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 171 田中　統智(3) ﾀﾅｶ ﾄｳﾁ 男子 奈　良 畝傍中 1m73 1
9 107 上島　楓生(3) ｳｴｼﾏ ﾌｳｷ 男子 奈　良 田原本北中 1m70 2
4 82 相原　史門(3) ｱｲﾊﾗ ｼﾓﾝ 男子 奈　良 榛原中 1m68 3
15 162 奥野　大翔(3) ｵｸﾉ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 郡山南中 1m65 4
12 152 沢田　斗翔(3) ｻﾜﾀﾞ ﾄﾜ 男子 奈　良 天理西中 1m61 5
13 157 井上　翔太(2) ｲﾉｳｴ　ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 天理南中 1m60 6
18 174 梶谷　都倭(2) ｶｼﾞﾀﾆ ﾄﾜ 男子 奈　良 光陽中 1m60 7
2 21136 小林　奎亮(3) ｺﾊﾞﾔｼ　ｹｲｽｹ 男子 京　都 長岡第三中 1m58 8
11 120 松島　陽太(2) ﾏﾂｼﾏ ﾖｳﾀ 男子 奈　良 伏見中 1m55 9
20 1286 田中　佑昇(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1m55 10
22 137 堀尾　春人(3) ﾎﾘｵ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 1m55 11
1 8 林　泰聖(2) ﾊﾔｼ　ﾀｲｾｲ 男子 京　都 立命館中 1m50 12
6 106 小西　翔大(2) ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 1m45 13
3 60 花内　陽(3) ﾊﾅｳﾁ ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 新庄中 1m40 14
8 106 藤川　陽(2) ﾌｼﾞｶﾜ　ﾊﾙ 男子 奈　良 田原本中 1m40 15
14 162 田中　李穏(3) ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 郡山南中 1m40 16
17 173 岩本　優太(2) ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 八木中 1m40 17
5 105 弓戸　颯真(2) ﾕﾐﾄ ｿｳﾏ 男子 奈　良 式下中 1m35 18
7 106 阪本　悠真(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 田原本中 1m35 19
10 107 久保　海渡(2) ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 男子 奈　良 田原本北中 1m35 20
16 162 松本　尚大(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 男子 奈　良 郡山南中 1m30 21
19 230 福田　啄也(3) ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 斑鳩南中 1m30 22
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**********************************
* 男子中学 走幅跳 *
**********************************
67人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
15 69 二野　貴仁(3) ﾆﾉ ﾀｶﾄ 男子 奈　良 王寺南中 6m53 1
25 105 松村　倖輔(3) ﾏﾂﾑﾗ　ｺｳｽｹ 男子 奈　良 式下中 5m94 2
22 98 澤田　駿(3) ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 奈　良 高田中 5m92 3
44 152 山口　勝人(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 天理西中 5m88 4
46 157 脇本　誠也(3) ﾜｷﾓﾄ ｾｲﾔ 男子 奈　良 天理南中 5m84 5
6 47 松山　陵(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 奈　良 斑鳩中 5m76 6
9 58 西村　拓海(3) ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 香芝北中 5m75 7
28 107 西本　侑聖(3) ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 5m66 8
63 137 竹川　晴斗(3) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 5m64 9
8 58 上西　瑛貴(3) ｳｴﾆｼ ｴｲｷ 男子 奈　良 香芝北中 5m53 10
16 69 宇野　大翔(3) ｳﾉ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 王寺南中 5m45 11
37 131 玉置　晴太郎(3) ﾀﾏｵｷ ｾｲﾀﾛｳ 男子 奈　良 三笠中 5m43 12
62 137 金光　将英(3) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園中 5m36 13
20 82 松田　幸輝(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 榛原中 5m35 14
49 173 小坂　翔真(2) ｺｻｶ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 八木中 5m35 15
53 176 高野　友翔(2) ﾀｶﾉ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 橿原中 5m35 16
61 137 今井　大和(3) ｲﾏｲ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 5m35 17
58 1286 田中　佑昇(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 5m32 18
13 65 岸田　一輝(3) ｷｼﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 奈　良 香芝中 5m25 19
33 118 西本晴風(3) ﾆｼﾓﾄﾊﾙｶ 男子 奈　良 飛鳥中 5m23 20
26 105 三重野　愛斗(2) ﾐｴﾉ　ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 式下中 5m22 21
48 162 松比良　涼玖(2) ﾏﾂﾋﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 郡山南中 5m22 22
56 230 深谷　健斗(3) ﾌｶﾀﾆ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 5m22 23
45 152 吉田　樹(3) ﾖｼﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 奈　良 天理西中 5m21 24
10 58 高本　陽煌(2) ﾀｶﾓﾄ ﾖｳｷ 男子 奈　良 香芝北中 5m20 25
1 8 谷本　航(3) ﾀﾆﾓﾄ　ﾜﾀﾙ 男子 京　都 立命館中 5m14 26
50 173 堀北　翔真(2) ﾎﾘｷﾀ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 八木中 5m13 27
40 134 安田　琢(3) ﾔｽﾀ ﾀｸ 男子 奈　良 教育大付属中 5m11 28
36 131 米満　丈翔(3) ﾖﾈﾐﾂ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 三笠中 5m08 29
12 60 西　琉成(2) ﾆｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 新庄中 5m06 30
39 134 荒井　匠道(3) ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 教育大付属中 5m06 31
27 106 吉田　拓翔(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾀｸﾄ 男子 奈　良 田原本中 5m03 32
43 152 城　龍太(3) ｼﾞｮｳ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 天理西中 5m03 33
47 161 井原　大翔(3) ｲﾊﾗ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 郡山中 5m03 34
65 137 岡島　大樹(2) ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 5m02 35
64 137 武田　康希(3) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 5m00 36
18 81 岡本　翔磨(3) ｵｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 大宇陀中 4m91 37
55 230 大森　翔心(3) ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 4m86 38
14 65 松本　龍弥(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 4m81 39
5 34 蓑田　琉偉(2) ﾐﾉﾀﾞ　ﾙｲ 男子 奈　良 大淀中 4m80 40
54 176 前田　悠(2) ﾏｴﾀﾞ　ﾊﾙｶ 男子 奈　良 橿原中 4m79 41
19 81 萬谷　雅久(3) ﾏﾝﾀﾆ　ｶﾞｸ 男子 奈　良 大宇陀中 4m74 42
3 21139 近久　大耀(3) ﾁｶﾋｻ　ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 長岡第三中 4m72 43
30 107 阪部　聖(2) ｻｶﾍﾞ ﾋｼﾞﾘ 男子 奈　良 田原本北中 4m71 44
11 58 染田　凉汰(2) ｿﾒﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 4m68 45
24 105 杉原　諒(3) ｽｷﾞﾊﾗ　ﾘｮｳ 男子 奈　良 式下中 4m63 46
7 47 森川　翔太(2) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩中 4m60 47
4 21145 井上　皓貴(3) ｲﾉｳｴ　ｺｳｷ 男子 京　都 長岡第三中 4m55 48
38 134 竹村　藍凌(2) ﾀｹﾑﾗ　ｱｲﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 4m55 49
29 107 岡　尚幸(2) ｵｶ ﾅｵﾕｷ 男子 奈　良 田原本北中 4m47 50
51 174 永原　武(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 光陽中 4m45 51
17 73 南　昂我(2) ﾐﾅﾐ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4m39 52
41 150 早世　歩夢(3) ﾊﾔｾ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 天理北中 4m30 53
23 98 仲田 隼人(2) ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 高田中 4m26 54
35 125 北浦　翔太(3) ｷﾀｳﾗ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原中 4m26 55
31 107 森川　悠人(2) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 4m24 56
34 120 岡嶋　大悟(2) ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 伏見中 4m13 57
52 174 広南　遥人(2) ﾋﾛﾅﾐ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 光陽中 4m07 58
2 56 小堀　周汰(3) ｺﾎﾞﾘ ｼｭｳﾀ 男子 京　都 山科中 4m00 59
57 230 富田　育宏(2) ﾄﾐﾀ ｲｸﾋﾛ 男子 奈　良 斑鳩南中 4m00 60
42 150 仙田　大翔(2) ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 天理北中 3m57 61
21 82 新井　雄斗(2) ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 榛原中 62
32 118 迫勇人(3) ｻｺﾕｳﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 63
59 1223 佐伯　彰仁(1) ｻｴｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 64
60 171 西山　晃輔(2) ﾆｼﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 畝傍中 65
66 137 山下　祐慶(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｹｲ 男子 奈　良 東大寺学園中 66
67 1232 多郷　欣優 (2) ﾀｺﾞｳ ﾖｼﾏｻ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 67
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**********************************
* 男子中学 三段跳 *
**********************************
12人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 230 深谷　健斗(3) ﾌｶﾀﾆ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 12m14 1
3 82 生駒　拓幹(3) ｲｺﾏ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 榛原中 12m12 2
12 137 竹川　晴斗(3) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 12m11 3
11 137 金光　将英(3) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園中 11m92 4
5 107 西本　侑聖(3) ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 11m82 5
9 152 弓場　温斗(3) ﾕﾊﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理西中 11m79 6
6 128 山崎　颯斗(3) ﾔﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 二名中 11m50 7
8 152 臼井　琉真(3) ｳｽｲ ﾘｭｳﾏ 男子 奈　良 天理西中 11m50 8
1 8 谷本　航(3) ﾀﾆﾓﾄ　ﾜﾀﾙ 男子 京　都 立命館中 11m34 9
2 65 林　和衛(3) ﾊﾔｼ ｶﾝｴｲ 男子 奈　良 香芝中 10m90 10
4 82 松田　幸輝(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 榛原中 10m68 11
7 128 三谷　海輝(3) ﾐﾀﾆ　ｶｲｷ 男子 奈　良 二名中 12
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****************************************************
* 男子中学 砲丸投(5.000kg) *
****************************************************
42人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 128 中嶋　大遥(3) ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀｲﾖｳ 男子 奈　良 二名中 13m50 1
28 152 門田　大樹(3) ｶﾄﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 天理西中 12m26 2
40 137 石田　匠(3) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 東大寺学園中 12m24 3
23 131 杉江　遥大(3) ｽｷﾞｴ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 11m94 4
20 128 東　大樹(3) ｱｽﾞﾏ　ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 二名中 11m80 5
41 137 式見　真一郎(3) ｼｷﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 10m81 6
11 96 野田　幸希(3) ﾉﾀﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 片塩中 10m18 7
2 34 西野　誠司(2) ﾆｼﾉ ｾｲｼﾞ 男子 奈　良 大淀中 9m68 8
42 137 真貝　竜一郎(2) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 9m42 9
27 152 岡村　一輝(3) ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 天理西中 9m38 10
19 124 丸岡　凌太(3) ﾏﾙｵｶ　ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 帝塚山中 8m76 11
29 152 竹田　時英(3) ﾀｹﾀﾞ ﾄｷﾋﾃﾞ 男子 奈　良 天理西中 8m50 12
10 82 鉢窪　大道(3) ﾊﾁｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 榛原中 8m43 13
34 162 樋渡　宗志朗(3) ﾋﾜﾀｼ ｿｳｼﾛｳ 男子 奈　良 郡山南中 8m40 14
37 176 石崎　舜大(2) ｲｼｻﾞｷ　ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 橿原中 8m40 15
1 21151 青野　勇護(2) ｱｵﾉ　ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 長岡第三中 8m15 16
35 174 辻　翔太(2) ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 光陽中 8m15 17
38 230 中井　清正(3) ﾅｶｲ ｷﾖﾏｻ 男子 奈　良 斑鳩南中 8m10 18
36 176 砂山　星(3) ｽﾅﾔﾏ ｱｶﾘ 男子 奈　良 橿原中 8m00 19
5 65 岡本　拓也(2) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 香芝中 7m82 20
8 73 竹下　銀(2) ﾀｹｼﾀ ｷﾞﾝ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 7m76 21
13 105 池嶋　悠人(3) ｲｹｼﾞﾏ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 式下中 7m65 22
15 106 竹村　奏汰(2) ﾀｹﾑﾗ ｶﾅﾀ 男子 奈　良 田原本中 7m64 23
3 65 田中　颯(3) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 男子 奈　良 香芝中 7m52 24
17 107 池田　誠貴(2) ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 奈　良 田原本北中 7m46 25
26 135 明石　亮汰(2) ｱｶｼ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 京西中 7m45 26
25 134 森岡　泰成(3) ﾓﾘｵｶ ﾔｽﾅﾘ 男子 奈　良 教育大付属中 7m43 27
4 65 中西　厚之(3) ﾅｶﾆｼ ｱﾂｼ 男子 奈　良 香芝中 7m30 28
12 98 柳瀬 剛大(2) ﾔﾅｾ ﾀｹﾋﾛ 男子 奈　良 高田中 7m28 29
9 81 岸本　飛伊斗(3) ｷｼﾓﾄ　ﾋｲﾄ 男子 奈　良 大宇陀中 7m02 30
33 161 中澤　楓心(3) ﾅｶｻﾞﾜ　ﾌｳﾏ 男子 奈　良 郡山中 7m00 31
31 152 加島　央惣(2) ｶｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ 男子 奈　良 天理西中 6m80 32
18 107 上田　大智(2) ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 田原本北中 6m75 33
24 131 名迫　樹(2) ﾅｻｺ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 三笠中 6m36 34
14 105 河村　幸明(2) ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾒｲ 男子 奈　良 式下中 5m88 35
39 171 古谷　悠人(2) ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 畝傍中 5m63 36
16 106 松井　維仁(2) ﾏﾂｲ　ﾕｷﾄ 男子 奈　良 田原本中 5m48 37
7 65 藤岡　隼人(2) ﾌｼﾞｵｶ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 香芝中 5m37 38
6 65 吉田　蓮(2) ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 男子 奈　良 香芝中 4m50 39
22 128 植田　夏輝(2) ｳｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 男子 奈　良 二名中 40
30 152 大谷　寛人(2) ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 天理西中 41
32 152 的場　一颯(2) ﾏﾄﾊﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 奈　良 天理西中 42
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****************************************************
* 男子中学 円盤投(1.500kg) *
****************************************************
32人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
22 152 門田　大樹(3) ｶﾄﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 天理西中 41m45 1
31 137 式見　真一郎(3) ｼｷﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 33m64 2
23 152 竹田　時英(3) ﾀｹﾀﾞ ﾄｷﾋﾃﾞ 男子 奈　良 天理西中 31m39 3
1 0 鈴木　櫂斗(2) ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 男子 愛　知 TSM 31m00 4
30 137 石田　匠(3) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 東大寺学園中 28m98 5
15 107 池田　誠貴(2) ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 奈　良 田原本北中 28m24 6
19 128 東　大樹(3) ｱｽﾞﾏ　ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 二名中 28m00 7
20 128 中嶋　大遥(3) ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀｲﾖｳ 男子 奈　良 二名中 28m00 8
13 106 川畑　仁穏(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 田原本中 27m89 9
3 47 西　慶志郎(3) ﾆｼ ｹｲｼﾛｳ 男子 奈　良 斑鳩中 27m62 10
24 161 中澤　楓心(3) ﾅｶｻﾞﾜ　ﾌｳﾏ 男子 奈　良 郡山中 26m25 11
9 82 鉢窪　大道(3) ﾊﾁｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 榛原中 26m05 12
27 176 砂山　星(3) ｽﾅﾔﾏ ｱｶﾘ 男子 奈　良 橿原中 25m03 13
12 106 木村　悠人(3) ｷﾑﾗ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 24m11 14
18 118 加納凛太郎(3) ｶﾉｳﾘﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 飛鳥中 23m98 15
32 137 真貝　竜一郎(2) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 23m80 16
26 174 辻　翔太(2) ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 光陽中 22m90 17
14 106 小島　伸介(2) ｺｼﾞﾏ　ｼﾝｽｹ 男子 奈　良 田原本中 22m69 18
17 107 中山　悟希(2) ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｷ 男子 奈　良 田原本北中 21m60 19
2 34 西野　誠司(2) ﾆｼﾉ ｾｲｼﾞ 男子 奈　良 大淀中 21m50 20
25 162 樋渡　宗志朗(3) ﾋﾜﾀｼ ｿｳｼﾛｳ 男子 奈　良 郡山南中 20m99 21
4 65 石田　颯(3) ｲｼﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 20m05 22
28 230 玉村　暢崇(2) ﾀﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 男子 奈　良 斑鳩南中 18m93 23
29 171 古谷　悠人(2) ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 畝傍中 17m00 24
16 107 上田　大智(2) ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 田原本北中 16m75 25
8 65 細井　陸叶(2) ﾎｿｲ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 香芝中 15m94 26
6 65 山口　凌馬(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 15m56 27
7 65 西岡　唯人(2) ﾆｼｵｶ ﾕｲﾄ 男子 奈　良 香芝中 15m40 28
5 65 川崎　裕貴(3) ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ 男子 奈　良 香芝中 15m15 29
10 82 冨永　主渡(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ｵﾓﾄ 男子 奈　良 榛原中 15m12 30
11 98 松田 歩(2) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 高田中 14m92 31
21 128 植田　夏輝(2) ｳｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 男子 奈　良 二名中 32
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**************************************
* 男子中学 四種競技 *
**************************************
8人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 107 上田　望笑(3) ｳｴﾀﾞ ﾉｴﾙ 男子 奈　良 田原本北中 2194 1
7 137 木津　周汰(3) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 1946 2
6 137 川島　拓(3) ｶﾜｼﾏ ﾀｸ 男子 奈　良 東大寺学園中 1751 3
4 230 村田　瑞稀(3) ﾑﾗﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 1587 4
5 171 嶋岡　滉祐(2) ｼﾏｵｶ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 畝傍中 1574 5
8 137 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園中 1200 6
2 131 亀井　優利(3) ｶﾒｲ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 三笠中 7
3 174 佐藤　旭(2) ｻﾄｳ ｱｻﾋ 男子 奈　良 光陽中 8
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**************************************
* 女子中学 １００ｍ *
**************************************
250人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
12 71 多田　愛望(3) ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 京　都 京都光華中 12.48 1
237 171 戸田　瑠菜(3) ﾄﾀﾞ ﾙﾅ 女子 奈　良 畝傍中 12.62 2
87 105 林田　悠希(3) ﾊﾔｼﾀﾞ　ﾕｳｷ 女子 奈　良 式下中 12.69 3
109 113 南　こはる(2) ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 奈良学登美丘中 12.70 4
213 174 河人　美貴(3) ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 女子 奈　良 光陽中 12.91 5
178 150 高橋　愛理(3) ﾀｶﾊｼ ｴﾘ 女子 奈　良 天理北中 12.93 6
192 162 藤村　優華(3) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 奈　良 郡山南中 13.13 7
230 668 吉川　怜花 (3) ﾖｼｶﾜ ﾚｲｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.14 8
201 173 三浦　早智(3) ﾐｳﾗ ｻﾁ 女子 奈　良 八木中 13.16 9
169 133 丸山　優空(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾗ 女子 奈　良 都南中 13.25 10
28 47 増田　智香(3) ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｶ 女子 奈　良 斑鳩中 13.26 11
132 124 梶山　りん(3) ｶｼﾞﾔﾏ　ﾘﾝ 女子 奈　良 帝塚山中 13.28 12
202 173 西岡　穂乃花(3) ﾆｼｵｶ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 八木中 13.33 13
244 171 吉田　真悠(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 女子 奈　良 畝傍中 13.33 14
116 120 浦久保　咲希(3) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ 女子 奈　良 伏見中 13.37 15
152 131 松葉　優希(3) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ 女子 奈　良 三笠中 13.37 16
228 224 南方麻央(2) ﾐﾅｶﾀﾏｵ 女子 和歌山 東和中 13.42 17
92 105 藤田　愛花(2) ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 女子 奈　良 式下中 13.50 18
15 207 田和　青空(2) ﾀﾜ ｿﾗ 女子 京　都 西城陽中 13.51 19
41 65 前澤　花怜(3) ﾏｴｻﾜ ｶﾚﾝ 女子 奈　良 香芝中 13.53 20
166 133 前田　冬優花(3) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾕﾊ 女子 奈　良 都南中 13.54 21
96 106 松川　怜愛(2) ﾏﾂｶﾜ　ﾚﾅ 女子 奈　良 田原本中 13.55 22
153 131 鈴木　咲希(3) ｽｽﾞｷ ｻｷ 女子 奈　良 三笠中 13.58 23
88 105 木村　愛実(3) ｷﾑﾗ　ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 式下中 13.60 24
18 21158 堀　彩里沙(2) ﾎﾘ　ｱﾘｻ 女子 京　都 長岡第三中 13.63 25
6 56 山田　弓月(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 山科中 13.65 26

179 152 南　香名(3) ﾐﾅﾐ ｶﾅ 女子 奈　良 天理西中 13.65 27
188 161 池田　來未(3) ｲｹﾀﾞ　ｸﾙﾐ 女子 奈　良 郡山中 13.65 28
49 65 小泉　夏紀(2) ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾂｷ 女子 奈　良 香芝中 13.69 29
73 82 冨元　彩花(2) ﾄﾐﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 奈　良 榛原中 13.69 30
143 128 安井　瑛香(3) ﾔｽｲ　ｴｲｶ 女子 奈　良 二名中 13.70 31
203 173 田代　夢(3) ﾀｼﾛ ﾕﾒ 女子 奈　良 八木中 13.72 32
16 21110 中村　美貴子(3) ﾅｶﾑﾗ　ﾐｷｺ 女子 京　都 長岡第三中 13.73 33
155 131 武田　光里(3) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 女子 奈　良 三笠中 13.73 34
40 65 梶原　心海(3) ｶｼﾞﾜﾗ ｺｺﾐ 女子 奈　良 香芝中 13.77 35
167 133 松浦　帆乃夏(3) ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 都南中 13.79 36
13 207 永山　小桜(3) ﾅｶﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 京　都 西城陽中 13.80 37
21 34 梅本　紗久珞(3) ｳﾒﾓﾄ　ｻｸﾗ 女子 奈　良 大淀中 13.80 38
231 662 越水　なつみ (3) ｺｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.80 39
110 119 今西　虹那(3) ｲﾏﾆｼ　ﾆﾅ 女子 奈　良 富雄南中 13.85 40
38 60 辻本　歩夢(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾑ 女子 奈　良 新庄中 13.86 41
129 124 桑原　里紗(3) ｸﾜﾊﾗ　ﾘｻ 女子 奈　良 帝塚山中 13.86 42
205 173 岩田　深夢(3) ｲﾜﾀ ﾐﾕ 女子 奈　良 八木中 13.86 43
104 107 大西　真未(2) ｵｵﾆｼ ﾏﾐ 女子 奈　良 田原本北中 13.87 44
5 56 河端　涼(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞ 女子 京　都 山科中 13.90 45
11 71 造田　華乃(3) ﾂｸﾀﾞ ｶﾉ 女子 京　都 京都光華中 13.90 46
23 34 花岡　光希(3) ﾊﾅｵｶ　ﾐﾂｷ 女子 奈　良 大淀中 13.90 47
146 128 八ッ本　小稟(3) ﾔﾂﾓﾄ　ｺﾘﾝ 女子 奈　良 二名中 13.90 48
150 128 西田　和乃花(2) ﾆｼﾀﾞ　ﾎﾉｶ 女子 奈　良 二名中 13.90 49
210 173 大原　エミリア(2) ｵｵﾊﾗ ｴﾐﾘｱ 女子 奈　良 八木中 13.91 50
227 675 山﨑　由季(2) ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 女子 奈　良 ならスポRC 13.93 51
191 162 野口　小遙(3) ﾉｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 郡山南中 13.94 52
135 124 望月　美里(2) ﾓﾁﾂﾞｷ　ﾐｻﾄ 女子 奈　良 帝塚山中 13.95 53
136 124 池尻　静香(2) ｲｹｼﾞﾘ　ｼｽﾞｶ 女子 奈　良 帝塚山中 13.95 54
119 120 橋本　奈都(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ 女子 奈　良 伏見中 13.98 55
22 34 上中　陽向(3) ｳｴﾅｶ　ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 大淀中 14.00 56
24 34 湧谷　歩未(3) ﾜｸﾀﾆ　ｱﾕﾐ 女子 奈　良 大淀中 14.00 57
148 128 鎗本　優来(2) ﾔﾘﾓﾄ　ﾕﾗ 女子 奈　良 二名中 14.00 58
149 128 北　恵里香(2) ｷﾀ　ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 14.00 59
170 133 福本　心華(3) ﾌｸﾓﾄ ｺﾉｶ 女子 奈　良 都南中 14.00 60
62 69 加藤　陽葵(2) ｶﾄｳ ﾋﾏﾘ 女子 奈　良 王寺南中 14.02 61
163 131 伊戸　奈摘(2) ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 三笠中 14.02 62
19 21157 木村　かえら(2) ｷﾑﾗ　ｶｴﾗ 女子 京　都 長岡第三中 14.06 63
118 120 小國　咲代(3) ｵｸﾞﾆ ｻﾖ 女子 奈　良 伏見中 14.06 64
126 124 近藤　彩香(3) ｺﾝﾄﾞｳ　ｻｲｶ 女子 奈　良 帝塚山中 14.06 65
219 176 網倉　有香(2) ｱﾐｸﾗ　ﾕｶ 女子 奈　良 橿原中 14.08 66
224 230 石埜　萌(3) ｲｼﾉ ﾒｲ 女子 奈　良 斑鳩南中 14.09 67
3 8 日野　未彩(2) ﾋﾉ　ﾐｻ 女子 京　都 立命館中 14.10 68
72 81 部谷　優月(3) ﾍﾔﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 大宇陀中 14.13 69
206 173 池田　美咲(3) ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 奈　良 八木中 14.14 70
211 173 久保　友里菜(2) ｸﾎﾞ ﾕﾘﾅ 女子 奈　良 八木中 14.14 71
229 663 胎中　友奈 (3) ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.14 72
39 65 石橋　美波(3) ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾅﾐ 女子 奈　良 香芝中 14.15 73
58 69 能城　萌華(2) ﾉｷﾞ ﾓｴｶ 女子 奈　良 王寺南中 14.15 74
20 21161 古川　桃(2) ﾌﾙｶﾜ　ﾓﾓ 女子 京　都 長岡第三中 14.16 75
130 124 静川　琴音(3) ｼｽﾞｶﾜ　ｺﾄﾈ 女子 奈　良 帝塚山中 14.16 76
218 176 福井　実夏(3) ﾌｸｲ ﾐﾅﾂ 女子 奈　良 橿原中 14.17 77
125 120 村上　ひなの(2) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾉ 女子 奈　良 伏見中 14.19 78
168 133 横山　芽生(3) ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ 女子 奈　良 都南中 14.19 79
29 58 野村　瑠那(2) ﾉﾑﾗ ﾙﾅ 女子 奈　良 香芝北中 14.20 80
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**************************************
* 女子中学 １００ｍ *
**************************************
250人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
77 96 山上　紗英(3) ﾔﾏｶﾐ ｻｴ 女子 奈　良 片塩中 14.20 81
80 96 三浦　彩加(2) ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 女子 奈　良 片塩中 14.20 82
141 128 後藤　愛(3) ｺﾞﾄｳ　ｱｲ 女子 奈　良 二名中 14.20 83
83 98 松田　安未(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ 女子 奈　良 高田中 14.21 84
239 171 北村　悠衣(2) ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 奈　良 畝傍中 14.21 85
235 575 清水　姫夏(2) ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.22 86
241 171 森本　紗英(2) ﾓﾘﾓﾄ ｻｴ 女子 奈　良 畝傍中 14.22 87
156 131 松島　みのり(3) ﾏﾂｼﾏ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 三笠中 14.23 88
56 69 井上　花凛(3) ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 女子 奈　良 王寺南中 14.24 89
193 162 谷口　希実(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 女子 奈　良 郡山南中 14.25 90
53 69 大開　結瑛(3) ﾀﾞｲｶｲ ﾕｳｷ 女子 奈　良 王寺南中 14.26 91
71 81 天根　千晴(3) ｱﾏﾈ ﾁﾊﾙ 女子 奈　良 大宇陀中 14.26 92
89 105 岡西　永遠(3) ｵｶﾆｼ　ﾄﾜ 女子 奈　良 式下中 14.28 93
7 56 木下　涼(3) ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞ 女子 京　都 山科中 14.30 94
9 56 川瀬　美帆(2) ｶﾜｾ ﾐﾎ 女子 京　都 山科中 14.30 95
76 96 佐竹　七美(3) ｻﾀｹ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 片塩中 14.30 96
144 128 藤田　結子(3) ﾌｼﾞﾀ　ﾕｲｺ 女子 奈　良 二名中 14.30 97
185 157 山下　桃花(3) ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 天理南中 14.31 98
183 152 堀　早希(2) ﾎﾘ ｻｷ 女子 奈　良 天理西中 14.32 99
102 106 瀬田　彩葉(2) ｾﾀ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 田原本中 14.33 100
236 171 米田　彩乃(3) ｺﾒﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 奈　良 畝傍中 14.34 101
66 73 木下　苺香(2) ｷﾉｼﾀ ﾏｲｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.35 102
48 65 綛谷　梨菜(2) ｶｾﾀﾆ ﾘﾅ 女子 奈　良 香芝中 14.36 103
94 105 吉田　美優(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾕ 女子 奈　良 式下中 14.36 104
17 21117 川村　夏葉(3) ｶﾜﾑﾗ　ﾅﾂﾊ 女子 京　都 長岡第三中 14.37 105
86 105 吉田　千晟(3) ﾖｼﾀﾞ　ﾁｾｲ 女子 奈　良 式下中 14.37 106
164 131 嶋田　真和(2) ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ 女子 奈　良 三笠中 14.37 107
245 171 芦髙　琴美(2) ｱｼﾀｶ ｺﾄﾐ 女子 奈　良 畝傍中 14.37 108
90 105 石井　優菜(2) ｲｼｲ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 式下中 14.39 109
128 124 増田　絵玲奈(3) ﾏｽﾀﾞ　ｴﾚﾅ 女子 奈　良 帝塚山中 14.39 110
214 174 植田　翔音(2) ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 光陽中 14.39 111
112 119 羽野　江美(3) ﾊﾉ　ｴﾐ 女子 奈　良 富雄南中 14.43 112
138 124 椋木　菜々子(2) ﾑｸﾉｷ　ﾅﾅｺ 女子 奈　良 帝塚山中 14.43 113
204 173 金城　亜優(3) ｶﾈｼﾛ ｱﾕ 女子 奈　良 八木中 14.44 114
91 105 寺澤　夢(2) ﾃﾗｻﾞﾜ ﾕﾒ 女子 奈　良 式下中 14.46 115
93 105 矢追　柚奈(2) ﾔｵｲ ﾕﾅ 女子 奈　良 式下中 14.46 116
186 161 井海　希美(2) ｲｶｲ　ﾉｿﾞﾐ 女子 奈　良 郡山中 14.47 117
198 163 山本　恋奈　(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾅ 女子 奈　良 郡山西中 14.47 118
190 161 津曲　真菜(3) ﾂﾏｶﾞﾘ　ﾏﾅ 女子 奈　良 郡山中 14.48 119
4 56 平手　実桜(3) ﾋﾗﾃ ﾐｵ 女子 京　都 山科中 14.50 120
8 56 森川　結衣(3) ﾓﾘｶﾜ ﾕｷ 女子 京　都 山科中 14.50 121
61 69 大杉　友里(2) ｵｵｽｷﾞ ﾕﾘ 女子 奈　良 王寺南中 14.50 122
208 173 三間瀬　くるみ(3) ﾐﾏｾ ｸﾙﾐ 女子 奈　良 八木中 14.50 123
95 106 山本　愛(3) ﾔﾏﾓﾄ　ｱｲ 女子 奈　良 田原本中 14.53 124
197 162 木村　紅亜(2) ｷﾑﾗ ｸﾚｱ 女子 奈　良 郡山南中 14.53 125
131 124 森山　結禾(3) ﾓﾘﾔﾏ　ﾕｲｶ 女子 奈　良 帝塚山中 14.56 126
84 98 安井　陽香(3) ﾔｽｲ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 高田中 14.58 127
57 69 森　羚月(2) ﾓﾘ ﾚｲﾅ 女子 奈　良 王寺南中 14.59 128
27 34 出口　萌愛(3) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 女子 奈　良 大淀中 14.60 129
2 8 南谷　妃那(2) ﾐﾅﾐﾀﾆ　ﾋﾅ 女子 京　都 立命館中 14.61 130
97 106 井上　茉依(2) ｲﾉｳｴ　ﾏｲ 女子 奈　良 田原本中 14.63 131
122 120 初岡　仁美(2) ﾊﾂｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 奈　良 伏見中 14.63 132
242 171 奥村　響未(2) ｵｸﾑﾗ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 畝傍中 14.64 133
82 98 松田　愛未(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ 女子 奈　良 高田中 14.66 134
101 106 岸上　紗英(2) ｷｼｶﾞﾐ ｻｴ 女子 奈　良 田原本中 14.66 135
137 124 藤原　ひなた(2) ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 帝塚山中 14.67 136
154 131 高嶋　優(3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳ 女子 奈　良 三笠中 14.67 137
209 173 吉田　有里(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘ 女子 奈　良 八木中 14.68 138
14 207 田口　美月(2) ﾀｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 西城陽中 14.69 139
35 60 志水　美良(2) ｼﾐｽﾞ ﾁｭﾗ 女子 奈　良 新庄中 14.70 140
78 96 西川　寿希亜(3) ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭｷｱ 女子 奈　良 片塩中 14.70 141
81 96 小倉　かこ(2) ｵｸﾞﾗ ｶｺ 女子 奈　良 片塩中 14.70 142
100 106 矢追　紅葉(2) ﾔｵｲ ﾓﾐｼﾞ 女子 奈　良 田原本中 14.70 143
223 230 米崎　瞳(3) ﾖﾈｻﾞｷ ﾋﾄﾐ 女子 奈　良 斑鳩南中 14.72 144
68 73 谷水　春香(2) ﾀﾆﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.74 145
247 572 岡本　彩楽(1) ｵｶﾓﾄ ｻﾗ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.74 146
121 120 辻　ありさ(2) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ 女子 奈　良 伏見中 14.75 147
216 174 西口　美優(2) ﾆｼｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 光陽中 14.75 148
43 65 石塚　七希咲(3) ｲｼﾂﾞｶ ﾅｷﾞｻ 女子 奈　良 香芝中 14.77 149
117 120 大西　紗也加(3) ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ 女子 奈　良 伏見中 14.77 150
225 230 熊谷　和音(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵ 女子 奈　良 斑鳩南中 14.77 151
46 65 村田　海優夏(2) ﾑﾗﾀ ﾐﾕﾅ 女子 奈　良 香芝中 14.78 152
25 34 田中　実乃璃(3) ﾀﾅｶ　ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 大淀中 14.80 153
189 161 中村　つばさ(3) ﾅｶﾑﾗ　ﾂﾊﾞｻ 女子 奈　良 郡山中 14.80 154
64 73 米田　真菜(3) ｺﾒﾀﾞ ﾏﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.85 155
55 69 中村　妃奈子(3) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 女子 奈　良 王寺南中 14.86 156
98 106 松塚　彩可(2) ﾏﾂﾂﾞｶ ｱﾔｶ 女子 奈　良 田原本中 14.86 157
124 120 松阪　奈央(2) ﾏﾂｻｶ ﾅｵ 女子 奈　良 伏見中 14.86 158
157 131 尾形　渚(2) ｵｶﾞﾀ ﾅｷﾞｻ 女子 奈　良 三笠中 14.86 159
51 65 松原　萌乃果(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 香芝中 14.87 160
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221 176 伊東　明莉(2) ｲﾄｳ　ｱｶﾘ 女子 奈　良 橿原中 14.87 161
248 581 三輪　成実(1) ﾐﾜ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.87 162
67 73 田仲　梨乃(2) ﾀﾅｶ ﾘﾉ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.88 163
113 119 大幸　日奈(2) ﾀﾞｲｺｳ　ﾋﾅ 女子 奈　良 富雄南中 14.88 164
111 119 森本　華樹(3) ﾓﾘﾓﾄ　ｶﾘﾅ 女子 奈　良 富雄南中 14.89 165
240 171 樋口　靖空(2) ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾗ 女子 奈　良 畝傍中 14.89 166
69 73 中山　悠安(2) ﾅｶﾔﾏ ﾕｱﾝ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.90 167
75 82 御前　愛梨(2) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 榛原中 14.90 168
114 119 岡本　彩音(2) ｵｶﾓﾄ　ｱﾔﾈ 女子 奈　良 富雄南中 14.90 169
212 173 岡本　純佳(2) ｵｶﾓﾄ ｽﾐｶ 女子 奈　良 八木中 14.90 170
60 69 中上　優空(2) ﾅｶｳｴ ﾕｱ 女子 奈　良 王寺南中 14.92 171
133 124 横見　百香(3) ﾖｺﾐ　ﾓﾓｶ 女子 奈　良 帝塚山中 14.93 172
161 131 谷澤　美咲(2) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾐｻｷ 女子 奈　良 三笠中 14.93 173
106 107 丹渡　美瑠(2) ﾀﾝﾄﾞ ﾐﾙ 女子 奈　良 田原本北中 14.94 174
127 124 田村　梨帆(3) ﾀﾑﾗ　ﾘﾎ 女子 奈　良 帝塚山中 14.94 175
176 134 川本　千里(2) ｶﾜﾓﾄ　ﾁｻﾄ 女子 奈　良 教育大付属中 14.95 176
33 60 花内　美結(2) ﾊﾅｳﾁ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 新庄中 14.96 177
199 163 堀川　すずな　(2) ﾎﾘｶﾜ ｽｽﾞﾅ 女子 奈　良 郡山西中 14.96 178
120 120 芝野　さくら(2) ｼﾊﾞﾉ ｻｸﾗ 女子 奈　良 伏見中 14.98 179
215 174 岡本　愛紗(2) ｵｶﾓﾄ ｱｲｼｬ 女子 奈　良 光陽中 14.99 180
34 60 乾　愛里(2) ｲﾇｲ ｱｲﾘ 女子 奈　良 新庄中 15.00 181
50 65 勝木　輝莉(2) ｶﾂｷ ﾋｶﾘ 女子 奈　良 香芝中 15.00 182
142 128 清水　純夏(3) ｼﾐｽﾞ　ｽﾐｶ 女子 奈　良 二名中 15.00 183
200 163 堀川　なずな　(2) ﾎﾘｶﾜ ﾅｽﾞﾅ 女子 奈　良 郡山西中 15.02 184
187 161 安藤　実咲(2) ｱﾝﾄﾞｳ　ﾐｻｷ 女子 奈　良 郡山中 15.07 185
44 65 赤木　麻鈴(3) ｱｶｷﾞ ﾏﾘﾝ 女子 奈　良 香芝中 15.08 186
243 171 山本　彩葉(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 畝傍中 15.09 187
65 73 山本　ひなた(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.10 188
123 120 前田　陽南子(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅｺ 女子 奈　良 伏見中 15.10 189
162 131 姉崎　あゆみ(2) ｱﾈｻﾞｷ ｱﾕﾐ 女子 奈　良 三笠中 15.15 190
177 135 藤澤　りの(2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾉ 女子 奈　良 京西中 15.15 191
220 176 泉沢　日和(2) ｲｽﾞﾐｻﾜ　ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 橿原中 15.17 192
180 152 上畠　日葵(2) ｶﾐﾊﾀ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 天理西中 15.19 193
207 173 神木　優佳(3) ｶﾐｷ ﾕｳｶ 女子 奈　良 八木中 15.19 194
70 73 那和　朋佳(2) ﾅﾜ ﾄﾓｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.20 195
79 96 髙原　萌恵(2) ﾀｶﾊﾗ ﾓｴ 女子 奈　良 片塩中 15.20 196
160 131 山中　瑞貴(2) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 女子 奈　良 三笠中 15.21 197
1 8 太田　爽喜(2) ｵｵﾀ　ｻｷ 女子 京　都 立命館中 15.24 198
47 65 米山　緒里(2) ﾖﾈﾔﾏ ｲｵﾘ 女子 奈　良 香芝中 15.26 199
158 131 横井　楓(2) ﾖｺｲ ｶｴﾃﾞ 女子 奈　良 三笠中 15.31 200
226 230 坂井　絵里子(2) ｻｶｲ ｴﾘｺ 女子 奈　良 斑鳩南中 15.35 201
246 570 安宅　杏里彩(1) ｱﾀｷﾞ ｱﾘｻ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 15.39 202
42 65 楠原　萌那(3) ｸｽﾊﾗ ﾓﾅ 女子 奈　良 香芝中 15.41 203
74 82 髙村　優和(2) ﾀｶﾑﾗ ﾕﾅ 女子 奈　良 榛原中 15.46 204
36 60 浦東　佑彩(3) ｳﾗﾋｶﾞｼ ﾕｻ 女子 奈　良 新庄中 15.50 205
37 60 吉田　璃音(2) ﾖｼﾀﾞ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 新庄中 15.50 206
134 124 廣理　遥花(2) ﾋﾛﾘ　ﾊﾙｶ 女子 奈　良 帝塚山中 15.50 207
171 133 磯田　穂(3) ｲｿﾀﾞ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 都南中 15.50 208
217 176 中村　真由香(3) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｶ 女子 奈　良 橿原中 15.50 209
108 107 安井　優衣(2) ﾔｽｲ ﾕｲ 女子 奈　良 田原本北中 15.51 210
194 162 高橋　杏奈(2) ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 郡山南中 15.61 211
159 131 横井　葵(2) ﾖｺｲ ｱｵｲ 女子 奈　良 三笠中 15.63 212
175 134 大槻　莉愛(2) ｵｵﾂｷ　ﾘﾅ 女子 奈　良 教育大付属中 15.65 213
140 125 辻口　日菜(2) ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾋﾅ 女子 奈　良 田原中 15.69 214
115 119 樋口　彩菜(2) ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 富雄南中 15.70 215
63 69 奥田　彩那(2) ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 王寺南中 15.73 216
182 152 箱谷　綸音(2) ﾊｺﾀﾆ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 天理西中 15.73 217
10 56 三科　理珠(2) ﾐｼﾅ ﾘｽﾞ 女子 京　都 山科中 15.80 218
184 152 松本　咲姫(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ 女子 奈　良 天理西中 15.80 219
222 176 川畑　莉音(2) ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾘｵﾝ 女子 奈　良 橿原中 15.80 220
54 69 中﨑　暦音(3) ﾅｶｻﾞｷ ｺﾖﾈ 女子 奈　良 王寺南中 15.83 221
181 152 菅田　彩乃(2) ｽｶﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 奈　良 天理西中 15.83 222
165 131 北田　朱希(2) ｷﾀﾀﾞ ﾄｷ 女子 奈　良 三笠中 15.85 223
195 162 藤井　埜々香(2) ﾌｼﾞｲ ﾉﾉｶ 女子 奈　良 郡山南中 15.92 224
59 69 勝見　野々花(2) ｶﾂﾐ ﾉﾉｶ 女子 奈　良 王寺南中 16.00 225
52 69 岩倉　夢子(3) ｲﾜｸﾗ ﾕﾒｺ 女子 奈　良 王寺南中 16.02 226
139 125 大西　萌里(2) ｵｵﾆｼ ﾓｴﾘ 女子 奈　良 田原中 16.09 227
32 60 上平はな(2) ｳｴﾋﾗ ﾊﾅ 女子 奈　良 新庄中 16.10 228
105 107 神邉　璃莉花(2) ｶﾝﾍﾞ ﾘﾘｶ 女子 奈　良 田原本北中 16.13 229
99 106 藤本　果歩(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ 女子 奈　良 田原本中 16.17 230
85 98 吉良 由理奈(2) ｷﾗ ﾕﾘﾅ 女子 奈　良 高田中 16.26 231
30 58 下村　桃奈(2) ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓﾅ 女子 奈　良 香芝北中 16.32 232
196 162 温井　心愛(2) ﾇｸｲ ｺｺｱ 女子 奈　良 郡山南中 16.41 233
234 579 永瀬　碧(1) ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 16.42 234
172 133 押田　麻理菜(2) ｵｼﾀﾞ ﾏﾘﾅ 女子 奈　良 都南中 16.87 235
238 171 桝谷　日菜乃(3) ﾏｽﾀﾆ ﾋﾅﾉ 女子 奈　良 畝傍中 16.87 236
173 133 高本　里桜(2) ﾀｶﾓﾄ ﾘｵ 女子 奈　良 都南中 16.90 237
107 107 萩原　心海(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｺﾐ 女子 奈　良 田原本北中 17.14 238
31 58 池内　美佳(2) ｲｹｳﾁ ﾐｶ 女子 奈　良 香芝北中 17.20 239
103 106 北村　珠来(2) ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ 女子 奈　良 田原本中 18.03 240
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174 133 中森　愛菜(2) ﾅｶﾓﾘ ｱｲﾅ 女子 奈　良 都南中 18.21 241
45 65 鈴木　真尋(3) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 香芝中 18.42 242
26 34 阪本　風夏(3) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 奈　良 大淀中 243
145 128 畠山　香椰(3) ﾊﾀｹﾔﾏ　ｶﾔ 女子 奈　良 二名中 244
147 128 今里　有伽(3) ｲﾏｻﾞﾄ　ﾕｳｶ 女子 奈　良 二名中 245
151 128 桝田　瑛奈(1) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 奈　良 二名中 246
232 660 伊藤　芹菜 (3) ｲﾄｳ ｾﾘﾅ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 247
233 669 田中　咲良(2) ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 248
249 128 榎本　結日子(1) ｴﾉﾓﾄ ﾕｲｺ 女子 奈　良 二名中 249
250 128 藤森　あい(1) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲ 女子 奈　良 二名中 250
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10 71 多田　愛望(3) ﾀﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 京　都 京都光華中 26.30 1
71 150 高橋　愛理(3) ﾀｶﾊｼ ｴﾘ 女子 奈　良 天理北中 26.47 2
88 174 河人　美貴(3) ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 女子 奈　良 光陽中 26.50 3
13 21112 岡本　萌瑠(3) ｵｶﾓﾄ　ﾓｴﾙ 女子 京　都 長岡第三中 26.96 4
24 65 前澤　花怜(3) ﾏｴｻﾜ ｶﾚﾝ 女子 奈　良 香芝中 27.34 5
93 668 吉川　怜花 (3) ﾖｼｶﾜ ﾚｲｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 27.54 6
18 47 増田　智香(3) ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｶ 女子 奈　良 斑鳩中 27.99 7
14 21164 谷口　未萌(2) ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾐﾅﾓ 女子 京　都 長岡第三中 28.04 8
44 106 松川　怜愛(2) ﾏﾂｶﾜ　ﾚﾅ 女子 奈　良 田原本中 28.07 9
12 207 田和　青空(2) ﾀﾜ ｿﾗ 女子 京　都 西城陽中 28.11 10
52 120 浦久保　咲希(3) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ 女子 奈　良 伏見中 28.12 11
63 128 安井　瑛香(3) ﾔｽｲ　ｴｲｶ 女子 奈　良 二名中 28.20 12
68 133 前田　冬優花(3) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾕﾊ 女子 奈　良 都南中 28.21 13
87 173 大原　エミリア(2) ｵｵﾊﾗ ｴﾐﾘｱ 女子 奈　良 八木中 28.40 14
41 82 山本　花音(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾈ 女子 奈　良 榛原中 28.48 15
15 34 上中　陽向(3) ｳｴﾅｶ　ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 大淀中 28.50 16
16 34 花岡　光希(3) ﾊﾅｵｶ　ﾐﾂｷ 女子 奈　良 大淀中 28.50 17
3 8 槌谷　皆玖(3) ﾂﾁﾀﾆ　ﾐｸ 女子 京　都 立命館中 28.51 18
72 152 沖倉　凛奈(3) ｵｷｸﾗ ﾘﾝﾅ 女子 奈　良 天理西中 28.73 19
81 162 野口　小遙(3) ﾉｸﾞﾁ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 郡山南中 28.89 20
85 173 三間瀬　くるみ(3) ﾐﾏｾ ｸﾙﾐ 女子 奈　良 八木中 28.90 21
11 207 永山　小桜(3) ﾅｶﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 京　都 西城陽中 29.00 22
65 128 西田　和乃花(2) ﾆｼﾀﾞ　ﾎﾉｶ 女子 奈　良 二名中 29.00 23
75 152 堀　早希(2) ﾎﾘ ｻｷ 女子 奈　良 天理西中 29.18 24
31 69 井上　花凛(3) ｲﾉｳｴ ｶﾘﾝ 女子 奈　良 王寺南中 29.19 25
92 663 胎中　友奈 (3) ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 29.22 26
33 69 能城　萌華(2) ﾉｷﾞ ﾓｴｶ 女子 奈　良 王寺南中 29.27 27
53 120 橋本　奈都(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ 女子 奈　良 伏見中 29.28 28
27 65 小泉　夏紀(2) ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾂｷ 女子 奈　良 香芝中 29.36 29
58 124 近藤　彩香(3) ｺﾝﾄﾞｳ　ｻｲｶ 女子 奈　良 帝塚山中 29.40 30
61 124 梶山　りん(3) ｶｼﾞﾔﾏ　ﾘﾝ 女子 奈　良 帝塚山中 29.48 31
80 161 津曲　真菜(3) ﾂﾏｶﾞﾘ　ﾏﾅ 女子 奈　良 郡山中 29.49 32
6 56 山田　弓月(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 山科中 29.50 33
7 56 小畑　結侑加(3) ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｶ 女子 京　都 山科中 29.50 34
96 575 清水　姫夏(2) ｼﾐｽﾞ ﾋﾒｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 29.58 35
28 69 大開　結瑛(3) ﾀﾞｲｶｲ ﾕｳｷ 女子 奈　良 王寺南中 29.63 36
98 69 加藤　陽葵(2) ｶﾄｳ ﾋﾏﾘ 女子 奈　良 王寺南中 29.71 37
73 152 上畠　香春(2) ｶﾐﾊﾀ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 天理西中 29.74 38
42 98 松田　愛未(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ 女子 奈　良 高田中 29.80 39
90 174 中島　栞菜(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 光陽中 29.89 40
47 119 羽野　江美(3) ﾊﾉ　ｴﾐ 女子 奈　良 富雄南中 29.98 41
17 34 出口　萌愛(3) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 女子 奈　良 大淀中 30.00 42
97 171 森本　紗英(2) ﾓﾘﾓﾄ ｻｴ 女子 奈　良 畝傍中 30.07 43
32 69 森　羚月(2) ﾓﾘ ﾚｲﾅ 女子 奈　良 王寺南中 30.11 44
91 174 西口　美優(2) ﾆｼｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 光陽中 30.11 45
26 65 綛谷　梨菜(2) ｶｾﾀﾆ ﾘﾅ 女子 奈　良 香芝中 30.12 46
39 73 中山　悠安(2) ﾅｶﾔﾏ ﾕｱﾝ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 30.15 47
57 120 村上　ひなの(2) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾉ 女子 奈　良 伏見中 30.20 48
1 8 南谷　妃那(2) ﾐﾅﾐﾀﾆ　ﾋﾅ 女子 京　都 立命館中 30.22 49
89 174 岡本　愛紗(2) ｵｶﾓﾄ ｱｲｼｬ 女子 奈　良 光陽中 30.34 50
43 98 安井　陽香(3) ﾔｽｲ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 高田中 30.38 51
48 119 大幸　日奈(2) ﾀﾞｲｺｳ　ﾋﾅ 女子 奈　良 富雄南中 30.38 52
49 119 岡本　彩音(2) ｵｶﾓﾄ　ｱﾔﾈ 女子 奈　良 富雄南中 30.45 53
8 56 森川　結衣(3) ﾓﾘｶﾜ ﾕｷ 女子 京　都 山科中 30.50 54
9 56 三科　理珠(2) ﾐｼﾅ ﾘｽﾞ 女子 京　都 山科中 30.50 55
45 106 松塚　彩可(2) ﾏﾂﾂﾞｶ ｱﾔｶ 女子 奈　良 田原本中 30.58 56
34 69 中上　優空(2) ﾅｶｳｴ ﾕｱ 女子 奈　良 王寺南中 30.60 57
25 65 村田　海優夏(2) ﾑﾗﾀ ﾐﾕﾅ 女子 奈　良 香芝中 30.70 58
86 173 吉田　有里(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘ 女子 奈　良 八木中 30.73 59
78 161 田口　菜奈子(2) ﾀｸﾞﾁ　ﾅﾅｺ 女子 奈　良 郡山中 30.78 60
79 161 中村　つばさ(3) ﾅｶﾑﾗ　ﾂﾊﾞｻ 女子 奈　良 郡山中 30.79 61
35 69 大杉　友里(2) ｵｵｽｷﾞ ﾕﾘ 女子 奈　良 王寺南中 30.84 62
56 120 松阪　奈央(2) ﾏﾂｻｶ ﾅｵ 女子 奈　良 伏見中 30.84 63
70 134 川本　千里(2) ｶﾜﾓﾄ　ﾁｻﾄ 女子 奈　良 教育大付属中 30.87 64
30 69 中村　妃奈子(3) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾅｺ 女子 奈　良 王寺南中 30.90 65
66 131 尾形　渚(2) ｵｶﾞﾀ ﾅｷﾞｻ 女子 奈　良 三笠中 30.92 66
46 106 矢追　紅葉(2) ﾔｵｲ ﾓﾐｼﾞ 女子 奈　良 田原本中 30.95 67
74 152 上畠　日葵(2) ｶﾐﾊﾀ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 天理西中 30.95 68
76 161 井海　希美(2) ｲｶｲ　ﾉｿﾞﾐ 女子 奈　良 郡山中 31.14 69
37 73 米田　真菜(3) ｺﾒﾀﾞ ﾏﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 31.22 70
51 119 今西　紗楽(1) ｲﾏﾆｼ　ｻﾗ 女子 奈　良 富雄南中 31.25 71
50 119 樋口　彩菜(2) ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 富雄南中 31.27 72
40 73 那和　朋佳(2) ﾅﾜ ﾄﾓｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 31.34 73
5 8 佐伯　凪(2) ｻｲｷ　ﾅｷﾞ 女子 京　都 立命館中 31.35 74
67 131 姉崎　あゆみ(2) ｱﾈｻﾞｷ ｱﾕﾐ 女子 奈　良 三笠中 31.35 75
100 572 岡本　彩楽(1) ｵｶﾓﾄ ｻﾗ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 31.50 76
101 581 三輪　成実(1) ﾐﾜ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 31.50 77
54 120 芝野　さくら(2) ｼﾊﾞﾉ ｻｸﾗ 女子 奈　良 伏見中 31.68 78
19 58 松本　あずみ(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞﾐ 女子 奈　良 香芝北中 32.00 79
84 162 木村　紅亜(2) ｷﾑﾗ ｸﾚｱ 女子 奈　良 郡山南中 32.02 80
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**************************************
* 女子中学 ２００ｍ *
**************************************
103人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
77 161 安藤　実咲(2) ｱﾝﾄﾞｳ　ﾐｻｷ 女子 奈　良 郡山中 32.04 81
29 69 坂上　満彩(3) ｻｶｳｴ ﾏｱﾔ 女子 奈　良 王寺南中 32.18 82
22 60 花内　美結(2) ﾊﾅｳﾁ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 新庄中 32.50 83
55 120 辻　ありさ(2) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ 女子 奈　良 伏見中 32.50 84
99 570 安宅　杏里彩(1) ｱﾀｷﾞ ｱﾘｻ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 32.50 85
36 69 奥田　彩那(2) ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 王寺南中 32.80 86
38 73 山本　ひなた(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 32.96 87
82 162 藤井　埜々香(2) ﾌｼﾞｲ ﾉﾉｶ 女子 奈　良 郡山南中 33.17 88
69 134 上田　葵(2) ｳｴﾀﾞ　ｱｵｲ 女子 奈　良 教育大付属中 33.65 89
20 58 下村　桃奈(2) ｼﾓﾑﾗ ﾓﾓﾅ 女子 奈　良 香芝北中 33.94 90
95 579 永瀬　碧(1) ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 35.09 91
83 162 温井　心愛(2) ﾇｸｲ ｺｺｱ 女子 奈　良 郡山南中 35.11 92
21 58 池内　美佳(2) ｲｹｳﾁ ﾐｶ 女子 奈　良 香芝北中 35.84 93
2 8 日野　未彩(2) ﾋﾉ　ﾐｻ 女子 京　都 立命館中 94
4 8 川瀬　愛子(2) ｶﾜｾ　ｱｲｺ 女子 京　都 立命館中 95
23 60 松井　那裕(2) ﾏﾂｲ ﾅﾕｳ 女子 奈　良 新庄中 96
59 124 桑原　里紗(3) ｸﾜﾊﾗ　ﾘｻ 女子 奈　良 帝塚山中 97
60 124 森山　結禾(3) ﾓﾘﾔﾏ　ﾕｲｶ 女子 奈　良 帝塚山中 98
62 124 横見　百香(3) ﾖｺﾐ　ﾓﾓｶ 女子 奈　良 帝塚山中 99
64 128 畠山　香椰(3) ﾊﾀｹﾔﾏ　ｶﾔ 女子 奈　良 二名中 100
94 660 伊藤　芹菜 (3) ｲﾄｳ ｾﾘﾅ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 101
102 128 榎本　結日子(1) ｴﾉﾓﾄ ﾕｲｺ 女子 奈　良 二名中 102
103 128 藤森　あい(1) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲ 女子 奈　良 二名中 103
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* 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************
30人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
22 161 谷野　梨乃愛(3) ﾀﾆﾉ　ﾘﾉｱ 女子 奈　良 郡山中 14.35 1
28 171 戸田　瑠菜(3) ﾄﾀﾞ ﾙﾅ 女子 奈　良 畝傍中 14.71 2
20 133 丸山　優空(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾗ 女子 奈　良 都南中 15.18 3
26 224 南方麻央(2) ﾐﾅｶﾀﾏｵ 女子 和歌山 東和中 15.59 4
30 119 今西　虹那(3) ｲﾏﾆｼ　ﾆﾅ 女子 奈　良 富雄南中 15.75 5
6 34 梅本　紗久珞(3) ｳﾒﾓﾄ　ｻｸﾗ 女子 奈　良 大淀中 15.97 6
14 131 松葉　優希(3) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ 女子 奈　良 三笠中 16.27 7
11 81 天根　千晴(3) ｱﾏﾈ ﾁﾊﾙ 女子 奈　良 大宇陀中 16.34 8
4 21113 時田　凛香(3) ﾄｷﾀ　ﾘﾝｶ 女子 京　都 長岡第三中 16.39 9
29 171 吉田　真悠(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 女子 奈　良 畝傍中 16.50 10
5 21159 神　ともみ(2) ｺｳ　ﾄﾓﾐ 女子 京　都 長岡第三中 16.70 11
23 173 田代　夢(3) ﾀｼﾛ ﾕﾒ 女子 奈　良 八木中 16.79 12
25 174 植田　翔音(2) ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 光陽中 16.94 13
3 56 小畑　結侑加(3) ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｶ 女子 京　都 山科中 17.00 14
19 131 伊戸　奈摘(2) ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 三笠中 17.05 15
7 65 石橋　美波(3) ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾅﾐ 女子 奈　良 香芝中 17.17 16
24 173 金山　衣月(2) ｶﾈﾔﾏ ｲﾂｷ 女子 奈　良 八木中 17.41 17
2 56 平手　実桜(3) ﾋﾗﾃ ﾐｵ 女子 京　都 山科中 17.50 18
17 131 横井　楓(2) ﾖｺｲ ｶｴﾃﾞ 女子 奈　良 三笠中 18.93 19
16 131 高嶋　優(3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳ 女子 奈　良 三笠中 19.03 20
1 8 正楽井　沙花(3) ｼｮｳﾗｸｲ　ｻﾔｶ 女子 京　都 立命館中 19.46 21
18 131 山中　瑞貴(2) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 女子 奈　良 三笠中 19.93 22
15 131 鈴木　咲希(3) ｽｽﾞｷ ｻｷ 女子 奈　良 三笠中 19.98 23
9 69 能城　萌華(2) ﾉｷﾞ ﾓｴｶ 女子 奈　良 王寺南中 20.00 24
12 120 野﨑　美優(3) ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 伏見中 20.00 25
8 65 松原　萌乃果(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 香芝中 20.15 26
13 120 前田　陽南子(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅｺ 女子 奈　良 伏見中 20.32 27
10 73 木下　苺香(2) ｷﾉｼﾀ ﾏｲｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 28
21 133 磯田　穂(3) ｲｿﾀﾞ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 都南中 29
27 669 田中　咲良(2) ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 30
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* 女子中学 棒高跳 *
**********************************
8人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 106 新田　陽菜(3) ﾆｯﾀ　ﾋﾅ 女子 奈　良 田原本中 3m30 1
1 106 大倉　由佳(3) ｵｵｸﾗ　ﾕｳｶ 女子 奈　良 田原本中 3m20 2
3 106 毛利　仁香(3) ﾓｳﾘ　ﾐｶ 女子 奈　良 田原本中 2m70 3
4 120 岸本　みかさ(3) ｷｼﾓﾄ ﾐｶｻ 女子 奈　良 伏見中 2m70 4
5 162 藤村　優華(3) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 奈　良 郡山南中 2m40 5
6 176 泉沢　日和(2) ｲｽﾞﾐｻﾜ　ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 橿原中 2m00 6
8 176 川畑　莉音(2) ｶﾜﾊﾞﾀ　ﾘｵﾝ 女子 奈　良 橿原中 2m00 7
7 176 伊東　明莉(2) ｲﾄｳ　ｱｶﾘ 女子 奈　良 橿原中 1m80 8
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* 女子中学 走高跳 *
**********************************
24人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 96 吉村　華英(3) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾅｴ 女子 奈　良 片塩中 1m57 1
18 173 池田　美咲(3) ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 奈　良 八木中 1m56 2
4 21114 今東　愛里(3) ｲﾏﾋｶﾞｼ　ｱｲﾘ 女子 京　都 長岡第三中 1m45 3
19 173 神木　優佳(3) ｶﾐｷ ﾕｳｶ 女子 奈　良 八木中 1m45 4
22 171 米田　彩乃(3) ｺﾒﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 奈　良 畝傍中 1m45 5
5 47 手塚　日菜(2) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅ 女子 奈　良 斑鳩中 1m40 6
13 131 北田　朱希(2) ｷﾀﾀﾞ ﾄｷ 女子 奈　良 三笠中 1m40 7
17 173 金城　亜優(3) ｶﾈｼﾛ ｱﾕ 女子 奈　良 八木中 1m35 8
1 8 佐伯　凪(2) ｻｲｷ　ﾅｷﾞ 女子 京　都 立命館中 1m30 9
6 58 野村　瑠那(2) ﾉﾑﾗ ﾙﾅ 女子 奈　良 香芝北中 1m30 10
10 106 岸上　紗英(2) ｷｼｶﾞﾐ ｻｴ 女子 奈　良 田原本中 1m30 11
12 120 野﨑　美優(3) ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 伏見中 1m30 12
23 171 樋口　靖空(2) ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾗ 女子 奈　良 畝傍中 1m30 13
2 8 岩田　茉愛(3) ｲﾜﾀ　ﾏｳｲ 女子 京　都 立命館中 1m25 14
9 105 岡西　永遠(3) ｵｶﾆｼ　ﾄﾜ 女子 奈　良 式下中 1m25 15
11 119 大幸　日奈(2) ﾀﾞｲｺｳ　ﾋﾅ 女子 奈　良 富雄南中 1m25 16
14 133 松浦　帆乃夏(3) ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 都南中 1m25 17
3 56 高山　璃莉愛(3) ﾀｶﾔﾏ ﾘﾘｱ 女子 京　都 山科中 1m20 18
8 98 吉良 由理奈(2) ｷﾗ ﾕﾘﾅ 女子 奈　良 高田中 1m20 19
20 173 北出　美莉(2) ｷﾀﾃﾞ ﾋﾏﾘ 女子 奈　良 八木中 1m20 20
21 230 熊谷　和音(3) ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵ 女子 奈　良 斑鳩南中 1m20 21
24 171 山本　彩葉(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 畝傍中 1m20 22
15 133 押田　麻理菜(2) ｵｼﾀﾞ ﾏﾘﾅ 女子 奈　良 都南中 23
16 133 高本　里桜(2) ﾀｶﾓﾄ ﾘｵ 女子 奈　良 都南中 24
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**********************************
* 女子中学 走幅跳 *
**********************************
61人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 0 松村　琴都(2) ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ 女子 愛　知 TSM 5m40 1
45 133 前田　冬優花(3) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾕﾊ 女子 奈　良 都南中 5m22 2
53 174 小松　未歩(3) ｺﾏﾂ ﾐﾎ 女子 奈　良 光陽中 5m15 3
27 105 林　希(3) ﾊﾔｼ　ﾉｿﾞﾐ 女子 奈　良 式下中 4m91 4
47 161 池田　來未(3) ｲｹﾀﾞ　ｸﾙﾐ 女子 奈　良 郡山中 4m91 5
2 0 水野　文由里(1) ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 4m80 6
5 0 岸本 侑里(1) ｷｼﾓﾄ ﾕｳﾘ 女子 愛　知 TSM 4m70 7
57 675 山﨑　由季(2) ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 女子 奈　良 ならスポRC 4m65 8
55 176 網倉　有香(2) ｱﾐｸﾗ　ﾕｶ 女子 奈　良 橿原中 4m61 9
28 105 吉川　香奈(3) ﾖｼｶﾜ　ｶﾅ 女子 奈　良 式下中 4m60 10
30 105 藤田　愛花(2) ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ 女子 奈　良 式下中 4m60 11
35 107 大西　真未(2) ｵｵﾆｼ ﾏﾐ 女子 奈　良 田原本北中 4m60 12
41 128 藤田　結子(3) ﾌｼﾞﾀ　ﾕｲｺ 女子 奈　良 二名中 4m60 13
40 124 静川　琴音(3) ｼｽﾞｶﾜ　ｺﾄﾈ 女子 奈　良 帝塚山中 4m58 14
26 98 松田　安未(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾐ 女子 奈　良 高田中 4m53 15
23 81 部谷　優月(3) ﾍﾔﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 大宇陀中 4m52 16
3 0 椎屋 怜奈(1) ｼｲﾔ ﾚｲﾅ 女子 愛　知 TSM 4m50 17
61 119 羽野　江美(3) ﾊﾉ　ｴﾐ 女子 奈　良 富雄南中 4m46 18
46 152 上畠　香春(2) ｶﾐﾊﾀ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 天理西中 4m45 19
25 82 山本　花音(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾈ 女子 奈　良 榛原中 4m44 20
21 69 大開　結瑛(3) ﾀﾞｲｶｲ ﾕｳｷ 女子 奈　良 王寺南中 4m42 21
6 0 打田　瞳美(1) ｳﾁﾀﾞ ｱｲﾐ 女子 愛　知 TSM 4m40 22
59 171 吉田　真悠(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 女子 奈　良 畝傍中 4m33 23
4 0 寺島　慶(1) ﾃﾗｼﾏ ｹｲ 女子 愛　知 TSM 4m30 24
38 120 小國　咲代(3) ｵｸﾞﾆ ｻﾖ 女子 奈　良 伏見中 4m30 25
18 65 梶原　心海(3) ｶｼﾞﾜﾗ ｺｺﾐ 女子 奈　良 香芝中 4m29 26
58 171 北村　悠衣(2) ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 奈　良 畝傍中 4m29 27
12 2119 米田　きらら(3) ｺﾒﾀﾞ　ｷﾗﾗ 女子 京　都 長岡第三中 4m26 28
14 21155 中井　花織(2) ﾅｶｲ　ｶｵﾙ 女子 京　都 長岡第三中 4m26 29
7 56 河端　涼(3) ｶﾜﾊﾞﾀ ｽｽﾞ 女子 京　都 山科中 4m20 30
9 56 川瀬　美帆(2) ｶﾜｾ ﾐﾎ 女子 京　都 山科中 4m20 31
39 120 初岡　仁美(2) ﾊﾂｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 奈　良 伏見中 4m15 32
50 173 上村　裕架(3) ｳｴﾑﾗ ﾕｳｶ 女子 奈　良 八木中 4m14 33
42 131 松島　みのり(3) ﾏﾂｼﾏ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 三笠中 4m13 34
49 173 福岡　光織(3) ﾌｸｵｶ ﾐｵﾘ 女子 奈　良 八木中 4m13 35
22 73 田仲　梨乃(2) ﾀﾅｶ ﾘﾉ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4m11 36
32 106 綛村　真那(3) ｶｾﾑﾗ　ﾏﾅ 女子 奈　良 田原本中 4m11 37
8 56 木下　涼(3) ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞ 女子 京　都 山科中 4m10 38
16 34 田中　実乃璃(3) ﾀﾅｶ　ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 大淀中 4m10 39
60 171 芦髙　琴美(2) ｱｼﾀｶ ｺﾄﾐ 女子 奈　良 畝傍中 4m08 40
36 107 丹渡　美瑠(2) ﾀﾝﾄﾞ ﾐﾙ 女子 奈　良 田原本北中 3m99 41
34 106 藤本　果歩(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾎ 女子 奈　良 田原本中 3m95 42
48 162 高橋　杏奈(2) ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 郡山南中 3m94 43
37 107 安井　優衣(2) ﾔｽｲ ﾕｲ 女子 奈　良 田原本北中 3m92 44
52 173 石井　まあ(2) ｲｼｲ ﾏｱ 女子 奈　良 八木中 3m92 45
29 105 寺澤　夢(2) ﾃﾗｻﾞﾜ ﾕﾒ 女子 奈　良 式下中 3m91 46
19 65 石塚　七希咲(3) ｲｼﾂﾞｶ ﾅｷﾞｻ 女子 奈　良 香芝中 3m89 47
33 106 井上　茉依(2) ｲﾉｳｴ　ﾏｲ 女子 奈　良 田原本中 3m89 48
24 82 冨元　彩花(2) ﾄﾐﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 奈　良 榛原中 3m87 49
54 174 森本　小雪(2) ﾓﾘﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 奈　良 光陽中 3m83 50
13 21163 島田　海音(2) ｼﾏﾀﾞ　ﾐｵ 女子 京　都 長岡第三中 3m80 51
20 65 勝木　輝莉(2) ｶﾂｷ ﾋｶﾘ 女子 奈　良 香芝中 3m80 52
44 131 嶋田　真和(2) ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ 女子 奈　良 三笠中 3m80 53
10 207 田口　美月(2) ﾀｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 西城陽中 3m49 54
11 207 野々村　くるみ(2) ﾉﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ 女子 京　都 西城陽中 3m47 55
56 230 池山　菜那(3) ｲｹﾔﾏ ﾅﾅ 女子 奈　良 斑鳩南中 3m37 56
43 131 横井　葵(2) ﾖｺｲ ｱｵｲ 女子 奈　良 三笠中 3m36 57
31 105 矢追　柚奈(2) ﾔｵｲ ﾕﾅ 女子 奈　良 式下中 3m30 58
51 173 工藤　友芽(2) ｸﾄﾞｳ ﾕﾒ 女子 奈　良 八木中 3m29 59
15 21162 小山　晴(2) ｺﾔﾏ　ﾊﾙ 女子 京　都 長岡第三中 60
17 34 仲西　紀良々(3) ﾅｶﾆｼ ｷﾗﾗ 女子 奈　良 大淀中 61
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****************************************************
* 女子中学 砲丸投(2.721kg) *
****************************************************
39人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 34 蓑田　凪彩(3) ﾐﾉﾀﾞ　ﾅｷﾞｻ 女子 奈　良 大淀中 13m02 1
19 128 巽　愛莉(3) ﾀﾂﾐ　ｱｲﾘ 女子 奈　良 二名中 12m50 2
29 162 後藤　百乃(3) ｺﾞﾄｳ ﾕﾘﾉ 女子 奈　良 郡山南中 12m27 3
5 21111 吉岡　凜(3) ﾖｼｵｶ　ﾘﾝ 女子 京　都 長岡第三中 11m72 4
32 174 水谷　和佳奈(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾜｶﾅ 女子 奈　良 光陽中 11m63 5
12 69 岩倉　夢子(3) ｲﾜｸﾗ ﾕﾒｺ 女子 奈　良 王寺南中 11m58 6
36 230 嶋本　美海(2) ｼﾏﾓﾄ ﾐﾐ 女子 奈　良 斑鳩南中 11m30 7
37 171 西岡　祥穂(3) ﾆｼｵｶ ｻﾁﾎ 女子 奈　良 畝傍中 11m17 8
24 131 武田　光里(3) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 女子 奈　良 三笠中 10m98 9
34 230 石埜　萌(3) ｲｼﾉ ﾒｲ 女子 奈　良 斑鳩南中 10m93 10
13 69 森　羚月(2) ﾓﾘ ﾚｲﾅ 女子 奈　良 王寺南中 10m51 11
18 128 清水　純夏(3) ｼﾐｽﾞ　ｽﾐｶ 女子 奈　良 二名中 10m50 12
21 128 八ッ本　小稟(3) ﾔﾂﾓﾄ　ｺﾘﾝ 女子 奈　良 二名中 10m50 13
30 173 岩田　深夢(3) ｲﾜﾀ ﾐﾕ 女子 奈　良 八木中 10m31 14
17 106 岡本　恵美(3) ｵｶﾓﾄ　ｴﾐ 女子 奈　良 田原本中 10m05 15
35 230 林　彩夏(3) ﾊﾔｼ ｱｽｶ 女子 奈　良 斑鳩南中 9m85 16
14 69 中上　優空(2) ﾅｶｳｴ ﾕｱ 女子 奈　良 王寺南中 9m75 17
8 34 嶌岡　亜咲(3) ｼﾏｵｶ　ｱｻｷ 女子 奈　良 大淀中 9m50 18
31 173 池口　珠加(2) ｲｹｸﾞﾁ ﾐｶ 女子 奈　良 八木中 9m45 19
15 82 御前　愛梨(2) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 榛原中 9m06 20
22 128 今里　有伽(3) ｲﾏｻﾞﾄ　ﾕｳｶ 女子 奈　良 二名中 9m00 21
38 171 渥美　楓(2) ｱﾂﾐ ｶｴﾃﾞ 女子 奈　良 畝傍中 9m00 22
28 161 田口　菜奈子(2) ﾀｸﾞﾁ　ﾅﾅｺ 女子 奈　良 郡山中 8m81 23
39 171 奥村　響未(2) ｵｸﾑﾗ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 畝傍中 8m73 24
3 207 松本　燎(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｶﾞﾘ 女子 京　都 西城陽中 8m71 25
25 152 小島　優依(3) ｺｼﾞﾏ ﾕｲ 女子 奈　良 天理西中 8m40 26
33 176 中村　真由香(3) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕｶ 女子 奈　良 橿原中 8m20 27
16 105 森口　愛菜(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ｲﾄﾅ 女子 奈　良 式下中 8m11 28
26 152 井上　桃花(2) ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 天理西中 8m10 29
6 21160 砂子坂　杏菜(2) ｽﾅｺｻﾞｶ　ｱﾝﾅ 女子 京　都 長岡第三中 7m93 30
27 152 中手　なみ(2) ﾅｶﾃ ﾅﾐ 女子 奈　良 天理西中 7m52 31
1 8 川瀬　愛子(2) ｶﾜｾ　ｱｲｺ 女子 京　都 立命館中 7m49 32
4 207 野々村　くるみ(2) ﾉﾉﾑﾗ ｸﾙﾐ 女子 京　都 西城陽中 6m00 33
2 8 村田　亜加理(2) ﾑﾗﾀ　ｱｶﾘ 女子 京　都 立命館中 5m85 34
10 60 橋本　夢叶(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 女子 奈　良 新庄中 5m10 35
11 60 松本　悠妃(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 女子 奈　良 新庄中 5m10 36
9 34 阪本　風夏(3) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 奈　良 大淀中 37
20 128 鷺阪　萌里(3) ｻｷﾞｻｶ　ﾓｴﾘ 女子 奈　良 二名中 38
23 128 桝田　瑛奈(1) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 奈　良 二名中 39
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****************************************************
* 女子中学 円盤投(1.000kg) *
****************************************************
26人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 0 伊藤　圭菜(3) ｲﾄｳ ｹｲﾅ 女子 愛　知 TSM 34m00 1
25 171 西岡　祥穂(3) ﾆｼｵｶ ｻﾁﾎ 女子 奈　良 畝傍中 31m97 2
5 34 嶌岡　亜咲(3) ｼﾏｵｶ　ｱｻｷ 女子 奈　良 大淀中 27m37 3
3 21118 中野　晴華(3) ﾅｶﾉ　ﾊﾙｶ 女子 京　都 長岡第三中 27m21 4
26 171 渥美　楓(2) ｱﾂﾐ ｶｴﾃﾞ 女子 奈　良 畝傍中 26m90 5
20 173 平井　柊香(3) ﾋﾗｲ ﾄｳｶ 女子 奈　良 八木中 26m21 6
11 128 清水　純夏(3) ｼﾐｽﾞ　ｽﾐｶ 女子 奈　良 二名中 26m00 7
18 162 後藤　百乃(3) ｺﾞﾄｳ ﾕﾘﾉ 女子 奈　良 郡山南中 25m90 8
22 174 水谷　和佳奈(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾜｶﾅ 女子 奈　良 光陽中 25m50 9
4 34 蓑田　凪彩(3) ﾐﾉﾀﾞ　ﾅｷﾞｻ 女子 奈　良 大淀中 24m50 10
10 82 髙村　優和(2) ﾀｶﾑﾗ ﾕﾅ 女子 奈　良 榛原中 23m67 11
9 81 三吉　伶和(2) ﾐﾖｼ　ﾚｲﾅ 女子 奈　良 大宇陀中 23m17 12
15 133 横山　芽生(3) ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ 女子 奈　良 都南中 22m10 13
13 128 今里　有伽(3) ｲﾏｻﾞﾄ　ﾕｳｶ 女子 奈　良 二名中 22m00 14
24 230 田川　百花(2) ﾀｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 斑鳩南中 21m51 15
7 65 楠原　萌那(3) ｸｽﾊﾗ ﾓﾅ 女子 奈　良 香芝中 21m46 16
8 73 谷水　春香(2) ﾀﾆﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 21m19 17
17 152 中手　なみ(2) ﾅｶﾃ ﾅﾐ 女子 奈　良 天理西中 20m66 18
21 173 清水　咲結望(2) ｼﾐｽﾞ ｻﾕﾐ 女子 奈　良 八木中 20m04 19
23 230 川上　穂華(3) ｶﾜｶﾐ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 斑鳩南中 18m63 20
16 152 井上　桃花(2) ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 天理西中 16m91 21
19 163 片山　杏美香(3) ｶﾀﾔﾏ ｱﾐｶ 女子 奈　良 郡山西中 15m51 22
2 21116 池上　来捺(3) ｲｹｶﾞﾐ　ｺﾅﾂ 女子 京　都 長岡第三中 23
6 34 阪本　風夏(3) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 奈　良 大淀中 24
12 128 鷺阪　萌里(3) ｻｷﾞｻｶ　ﾓｴﾘ 女子 奈　良 二名中 25
14 128 桝田　瑛奈(1) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 奈　良 二名中 26
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**************************************
* 女子中学 四種競技 *
**************************************
22人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 0 中西　百萌佳(3) ﾅｶﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 愛　知 TSM 2647 1
5 0 田島　七里香(2) ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 女子 愛　知 TSM 2588 2
18 162 杉山　結香(3) ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｶ 女子 奈　良 郡山南中 2412 3
19 162 釣本　陽香(2) ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 郡山南中 2404 4
7 0 松村　琴都(2) ﾏﾂﾑﾗ ｺﾄ 女子 愛　知 TSM 2245 5
3 0 春日　凜(2) ｶｽｶﾞ　ﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 2197 6
8 207 沼田　芽依(3) ﾇﾏﾀ ﾒｲ 女子 京　都 西城陽中 2064 7
11 82 福西　琉奈(2) ﾌｸﾆｼ ﾙﾅ 女子 奈　良 榛原中 2041 8
22 664 友澤　理歩(3) ﾄﾓｻﾞﾜ ﾘﾎ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1873 9
2 0 太田　結愛(2) ｵｵﾀ ﾕｱ 女子 愛　知 TSM 1775 10
4 0 白鳥　七聖(2) ｼﾗﾄﾘ ﾅﾅｾ 女子 愛　知 TSM 1684 11
6 0 辻岡　杏菜(2) ﾂｼﾞｵｶ ｱﾝﾅ 女子 愛　知 TSM 1532 12
20 176 石川　沙亜耶(2) ｲｼｶﾜ　ｻｱﾔ 女子 奈　良 橿原中 1200 13
10 65 米山　緒里(2) ﾖﾈﾔﾏ ｲｵﾘ 女子 奈　良 香芝中 1150 14
9 34 田中　聖奈(3) ﾀﾅｶ　ｾｲﾅ 女子 奈　良 大淀中 15
12 128 後藤　愛(3) ｺﾞﾄｳ　ｱｲ 女子 奈　良 二名中 16
13 128 八ッ本　小稟(3) ﾔﾂﾓﾄ　ｺﾘﾝ 女子 奈　良 二名中 17
14 128 鎗本　優来(2) ﾔﾘﾓﾄ　ﾕﾗ 女子 奈　良 二名中 18
15 128 北　恵里香(2) ｷﾀ　ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 19
16 131 山田　奏菜(3) ﾔﾏﾀﾞ ｿﾅ 女子 奈　良 三笠中 20
17 131 西村　夏(3) ﾆｼﾑﾗ ﾅﾂ 女子 奈　良 三笠中 21
21 665 東口　七彩 (3) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾅｻ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 22
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70 1020 浦川　和希(9) ｳﾗｶﾜ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 奈良陸協 10.58 1
126 1926 宮本　浩翼(2) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 大阪市立大 10.63 2
111 64 梶川　颯太(2) カジカワソウタ 男子 福　井 立命館大 10.64 3
134 220 河野　航大(1) ｶﾜﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 福　岡 関西学院大 10.66 4
124 506 中道　泰貴(2) ﾅｶﾐﾁ ﾀｲｷ 男子 静　岡 近畿大 10.77 5
3 10 前田　盛翔(9) ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼｮｳ 男子 滋　賀 滋賀陸協 10.89 6
96 263 川西　梨恩(2) ｶﾜﾆｼ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 10.90 7
120 6 浜野笙大(1) ﾊﾏﾉｼｮｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 京都産業大 10.90 8
122 477 内藤　洸太(4) ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 大　阪 近畿大 10.90 9
133 196 河野　公太朗(2) ｶﾜﾉ ｷﾐﾀﾛｳ 男子 兵　庫 関西学院大 10.95 10
135 1284 仲井　志文(4) ﾅｶｲ　ｼﾓﾝ 男子 奈　良 奈良教育大 10.95 11
136 1285 中井　脩介(4) ﾅｶｲ　ｼｭｳｽｹ 男子 奈　良 奈良教育大 10.95 12
146 1607 藤井　南希(2) ﾌｼﾞｲ ﾐﾅｷ 男子 大　阪 大阪経済大 10.95 13
131 559 中川　友太(4) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 同志社大 10.98 14
115 812 安藤滉一(M1) ｱﾝﾄﾞｳｺｳｲﾁ 男子 京　都 京都大 11.00 15
17 2284 佐藤　蒼志(3) ｻﾄｳ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 11.05 16
90 258 宮川　公輔(3) ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 奈良育英高 11.05 17
73 385 西籔　優一(3) ﾆｼﾔﾌﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.10 18
32 1021 工藤　大和(3) ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 京教大附高 11.11 19
89 253 亀井　遼平(3) ｶﾒｲ ﾘｮｳﾍｲ 男子 奈　良 奈良育英高 11.11 20
117 1450 播本　裕也(2) ﾊﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 兵　庫 甲南大 11.11 21
119 6 松岡　俊樹(3) ﾏﾂｵｶﾄｼｷ 男子 京　都 京都産業大 11.11 22
127 2084 鷲見　元輝(3) ﾜｼﾐ　ﾓﾄｷ 男子 大　阪 大阪商業大 11.11 23
58 6796 栗本　由紀(9) ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 赤兎馬AC 11.12 24
145 1210 鳥山　貴弘() ﾄﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.13 25
99 463 古井　大貴(1) ﾌﾙｲ ﾀｲｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.14 26
113 56 疇地　大知(3) アゼチタイチ 男子 愛　知 立命館大 11.14 27
93 264 下西　康生(2) ｼﾓﾆｼ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.16 28
72 388 髙橋　颯太(3) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.20 29
100 1223 亀井　啓人(1) ｶﾒｲ ｹｲﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 11.21 30
121 6 大月勇典(1) ｵｵﾂｷﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 京都産業大 11.21 31
16 2288 喜井　翼(3) ｷｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 京　都 西城陽高 11.24 32
123 524 石橋　誠斗(2) ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 近畿大 11.24 33
2 0 長江　無我(9) ﾅｶﾞｴ ﾑｶﾞ 男子 愛　知 HIDESONZ 11.25 34

137 1286 藤澤　侑弥(4) ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 奈良教育大 11.25 35
71 386 梶　慎介(3) ｶｼﾞ ｼﾝｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.26 36
128 2080 西中　隆斗(4) ﾆｼﾅｶ　ﾀｶﾄ 男子 和歌山 大阪商業大 11.28 37
67 2733 山本　尚季(9) ﾔﾏﾓﾄﾅｵｷ 男子 兵　庫 神戸市陸協 11.30 38
110 1127 原　聡志(9) ﾊﾗ　ｻﾄｼ 男子 和歌山 和歌山陸協 11.30 39
130 6 西谷　昌弘(2) ﾆｼﾀﾆ　ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 天理大 11.30 40
10 2291 山岡　真大(3) ﾔﾏｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.31 41
132 594 後岡　直樹(3) ｳｼﾛｵｶ ﾅｵｷ 男子 奈　良 同志社大 11.33 42
118 1872 川畑　雄哉(3) ｶﾜﾊﾀ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 大阪教育大 11.34 43
74 391 若松　駿(3) ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.36 44
23 2309 堀　匡佑(1) ﾎﾘ ｷｮｳﾕｳ 男子 京　都 西城陽高 11.40 45
44 2217 乾　渉夢(2) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 男子 京　都 城陽高 11.40 46
102 94 岡田　亮太(1) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 11.40 47
4 2253 木村　天南(2) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 西城陽高 11.41 48

143 1250 山中　大輔() ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.41 49
62 3269 濱　宏平(9) ﾊﾏ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 アトレティカ 11.45 50
68 433 浦田　祐輝(9) ｳﾗﾀ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 NMR 11.45 51
125 2070 加集　幸輝(3) カシュウ　コウキ 男子 兵　庫 大阪産業大 11.45 52
139 1184 竹谷　凌雅(3) ﾀｹﾔ ﾘｮｳｶﾞ 男子 大　阪 大阪工業大 11.45 53
92 260 和田　凛(3) ﾜﾀﾞ ﾘﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 11.46 54
94 266 中矢　智也(2) ﾅｶﾔ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 奈良育英高 11.46 55
63 3957 斉藤　真治(9) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 大　阪 アトレティカ 11.47 56
20 2306 永井　文康(1) ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾔｽ 男子 京　都 西城陽高 11.48 57
114 1282 前川　佳希(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼｷ 男子 大　阪 東大阪大 11.48 58
31 2653 亀井　舜(9) ｶﾒｲ　ｼｭﾝ 男子 京　都 SFIDA.AC 11.50 59
37 1028 小池　健太郎(3) ｺｲｹ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 京教大附高 11.50 60
112 53 松岡　孝佑(3) マツオカコウスケ 男子 奈　良 立命館大 11.50 61
142 2254 杉町　匠海(1) ｽｷﾞﾏﾁ ﾀｸﾐ 男子 兵　庫 大阪工業大 11.50 62
59 2975 尾﨑　祐真(9) ｵｻｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 Live.fas 11.57 63
9 2259 阿野　龍典(2) ｱﾉ ﾀﾂﾉﾘ 男子 京　都 西城陽高 11.60 64

138 1287 有吉　恵一(4) ｱﾘﾖｼ ｹｲｲﾁ 男子 奈　良 奈良教育大 11.60 65
33 1022 玉置　将之(3) ﾀﾏｷ ﾏｻﾕｷ 男子 京　都 京教大附高 11.65 66
86 218 藤田　脩斗(1) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.65 67
116 874 太田一成(2) ｵｵﾀｲｯｾｲ 男子 大　阪 京都大 11.65 68
140 1192 岡田　和磨(2) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 大阪工業大 11.65 69
95 262 浦岡　亮太(2) ｳﾗｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 11.66 70
18 2281 炭村　陸(3) ｽﾐﾑﾗ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽高 11.68 71
11 2287 安藤　駿輔(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 11.69 72
1 0 大島　龍(9) ｵｵｼﾏ ﾀﾂﾙ 男子 愛　知 POWERMAX 11.70 73

129 6 川村　亮太(2) ｶﾜﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 天理大 11.70 74
75 395 今村　仁陽(2) ｲﾏﾑﾗ ｷﾐﾀｶ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.72 75
78 536 星野　恵介(2) ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.72 76
91 259 森田　健太郎(3) ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良育英高 11.73 77
144 1220 赤松　勇仁() ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.73 78
36 1027 櫻井　彬浩(3) ｻｸﾗｲ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 京教大附高 11.74 79
5 2255 内村　太一(2) ｳﾁﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 京　都 西城陽高 11.76 80
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12 2286 帯山　玄也(3) ｵﾋﾞﾔﾏ ｹﾞﾝﾔ 男子 京　都 西城陽高 11.76 81
27 2302 柏木　龍輝(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾘｭｳｷ 男子 京　都 西城陽高 11.76 82
83 213 杉本　蓮(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.78 83
101 93 岩井　健樹(2) ｲﾜｲ ﾄｼｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 11.78 84
14 2285 小松　航(3) ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.79 85
29 2305 豊川　太羅(1) ﾄﾖｶﾜ ﾀｲﾗ 男子 京　都 西城陽高 11.80 86
50 2228 河合　翔太(1) ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 城陽高 11.80 87
57 6591 丸尾　章弘(9) ﾏﾙｵ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 赤兎馬AC 11.80 88
61 3469 中野　椋介(9) ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 スターヒルズ 11.80 89
77 399 須志原　治輝(2) ｽｼﾊﾗ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.80 90
15 2292 福本　誠太朗(3) ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11.81 91
25 2312 山田　聡太郎(1) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11.81 92
60 2156 塚口　洋之(9) ﾂｶｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 SCATTO 11.84 93
47 2220 上杉　恒稀(2) ｳｴｽｷﾞ ｺｳｷ 男子 京　都 城陽高 11.86 94
41 1007 蘆田　京平(9) ｱｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 男子 京　都 京都陸協 11.89 95
76 201 小西　慶(2) ｺﾆｼ ｹｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.90 96
97 454 奥谷　紘生(1) ｵｸﾀﾆ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.90 97
39 1001 佐藤　琉登(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京教大附高 11.92 98
19 2303 坂本　慈優和(1) ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭｳﾜ 男子 京　都 西城陽高 11.97 99
51 2194 梅原　瑞祈(3) ｳﾒﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 莵道高 11.97 100
45 2218 成瀬　天空(2) ﾅﾙｾ ｿﾗ 男子 京　都 城陽高 11.98 101
30 2313 箭野　颯真(1) ﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 11.99 102
147 1599 牧野　雄太(3) ﾏｷﾉ ﾕｳﾀ 男子 岡　山 大阪経済大 11.99 103
141 1196 吉田　治樹(2) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 兵　庫 大阪工業大 12.01 104
53 2159 林　雅玖斗(2) ﾊﾔｼ ｶﾞｸﾄ 男子 京　都 莵道高 12.03 105
52 2154 植田　琢己(2) ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 京　都 莵道高 12.05 106
38 1032 林　篤生(3) ﾊﾔｼ ｱﾂｷ 男子 京　都 京教大附高 12.06 107
46 2219 西井　寿那(2) ﾆｼｲ ｼﾞｭﾅ 男子 京　都 城陽高 12.06 108
6 2256 德永　勇翔(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.07 109
69 1204 神野　洋介(9) ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｽｹ 男子 奈　良 奈良陸協 12.07 110
35 1026 難波　元也(3) ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾄﾔ 男子 京　都 京教大附高 12.09 111
40 1002 山田　悠太(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 京　都 京教大附高 12.09 112
151 73 長田　将希(1) ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｷ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 12.10 113
85 216 林　孝信(1) ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.18 114
22 2308 西山　颯人(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.20 115
24 2310 宮﨑　遼(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 男子 京　都 西城陽高 12.20 116
21 2307 中村　凜生(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ 男子 京　都 西城陽高 12.21 117
7 2257 向井　功(2) ﾑｶｲ ｺｳ 男子 京　都 西城陽高 12.22 118
88 222 吉岡　祐貴(1) ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.27 119
42 2204 浪口　陵(3) ﾅﾐｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 京　都 城陽高 12.28 120
56 2155 弓削　翔太(2) ﾕｹﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 莵道高 12.28 121
34 1023 田中　翔大(3) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 京教大附高 12.33 122
79 206 梶田　圭吾(1) ｶｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.39 123
28 2311 宮本　大地(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 西城陽高 12.40 124
80 208 金　義起(1) ｷﾝ ﾖｼｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.44 125
81 210 国土　将也(1) ｺｸﾄﾞ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.44 126
103 95 木下　賀貴(1) ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 12.50 127
150 73 川村　駿翔(1) ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 12.50 128
105 1114 中西凜太郎(9) ﾅｶﾆｼﾘﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 KOYO A.C. 12.54 129
43 2207 岡田　涼希(3) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｷ 男子 京　都 城陽高 12.56 130
49 2226 入江　和馬(2) ｲﾘｴ ｶｽﾞﾏ 男子 京　都 城陽高 12.58 131
55 2158 髙山　佑季(2) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 京　都 莵道高 12.58 132
48 2223 出谷　優太(2) ﾃﾞﾔ ﾕｳﾀ 男子 京　都 城陽高 12.60 133
152 73 中井　亮和(1) ﾅｶｲ ﾘｮｳﾜ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 12.60 134
13 2290 村上　郷(3) ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 男子 京　都 西城陽高 12.63 135
84 214 辰巳　祐樹(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.68 136
87 219 藤原　寛章(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.78 137
64 3271 吉田　敦希(9) ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ 男子 大　阪 アトレティカ 12.80 138
104 96 黒松　航生(1) ｸﾛﾏﾂ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 12.80 139
107 1116 根津亮真(3) ﾈﾂﾞﾘｮｳﾏ 男子 奈　良 KOYO A.C. 12.89 140
98 455 海原　紬希(1) ｶｲﾊﾞﾗ ﾂﾑｷﾞ 男子 奈　良 奈良育英高 12.90 141
149 73 千葉　城暉(1) ﾁﾊﾞ ｸﾆｱｷ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 12.90 142
54 2160 加藤　隆亮(2) ｶﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 男子 京　都 莵道高 13.07 143
82 211 小林　祐介(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 13.13 144
8 2258 上田　玲弥(2) ｳｴﾀﾞ ﾚｲﾔ 男子 京　都 西城陽高 13.25 145
65 3959 上野　泰典(9) ｳｴﾉ ﾀｲｽｹ 男子 大　阪 アトレティカ 13.30 146
106 1115 西川大樹(9) ﾆｼｶﾜﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 KOYO A.C. 13.50 147
108 1117 水田圭亮(9) ﾐｽﾞﾀｹｲｽｹ 男子 奈　良 KOYO A.C. 15.38 148
109 1119 村山裕樹(2) ﾑﾗﾔﾏﾋﾛｷ 男子 奈　良 KOYO A.C. 16.08 149
26 2301 大庭　侑也(1) ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽高 150
66 3056 松本　恵二(9) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ 男子 大　阪 DCT-AC 151
148 1437 春田　郁哉(2) ﾊﾙﾀ ｲｸﾔ 男子 兵　庫 甲南大 152
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39 477 内藤　洸太(4) ﾅｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 大　阪 近畿大 21.38 1
34 64 梶川　颯太(2) カジカワソウタ 男子 福　井 立命館大 21.48 2
1 10 前田　盛翔(9) ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼｮｳ 男子 滋　賀 滋賀陸協 21.67 3
36 6 浜野笙大(1) ﾊﾏﾉｼｮｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 京都産業大 21.94 4
42 196 河野　公太朗(2) ｶﾜﾉ ｷﾐﾀﾛｳ 男子 兵　庫 関西学院大 21.99 5
38 478 川西　裕太(4) ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 近畿大 22.20 6
35 56 疇地　大知(3) アゼチタイチ 男子 愛　知 立命館大 22.32 7
4 2284 佐藤　蒼志(3) ｻﾄｳ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 22.46 8
37 6 大月勇典(1) ｵｵﾂｷﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 京都産業大 22.58 9
32 94 岡田　亮太(1) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 22.65 10
48 1210 鳥山　貴弘() ﾄﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 22.71 11
14 2217 乾　渉夢(2) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 男子 京　都 城陽高 22.73 12
22 6796 栗本　由紀(9) ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 赤兎馬AC 22.75 13
45 2254 杉町　匠海(1) ｽｷﾞﾏﾁ ﾀｸﾐ 男子 兵　庫 大阪工業大 22.80 14
2 2253 木村　天南(2) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 西城陽高 23.10 15
6 2309 堀　匡佑(1) ﾎﾘ ｷｮｳﾕｳ 男子 京　都 西城陽高 23.10 16
30 463 古井　大貴(1) ﾌﾙｲ ﾀｲｷ 男子 奈　良 奈良育英高 23.20 17
43 1184 竹谷　凌雅(3) ﾀｹﾔ ﾘｮｳｶﾞ 男子 大　阪 大阪工業大 23.25 18
23 2975 尾﨑　祐真(9) ｵｻｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 Live.fas 23.33 19
29 266 中矢　智也(2) ﾅｶﾔ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 奈良育英高 23.44 20
26 3957 斉藤　真治(9) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 大　阪 アトレティカ 23.46 21
33 1113 茶山健(3) ﾁｬﾔﾏﾀｹﾙ 男子 奈　良 KOYO A.C. 23.50 22
41 2097 平尾　大地(3) ﾋﾗｵ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 桃山学院大 23.50 23
9 1028 小池　健太郎(3) ｺｲｹ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 京教大附高 23.52 24
25 3269 濱　宏平(9) ﾊﾏ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 アトレティカ 23.60 25
5 2306 永井　文康(1) ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾔｽ 男子 京　都 西城陽高 23.67 26
47 1220 赤松　勇仁() ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 23.74 27
31 1223 亀井　啓人(1) ｶﾒｲ ｹｲﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 23.93 28
3 2286 帯山　玄也(3) ｵﾋﾞﾔﾏ ｹﾞﾝﾔ 男子 京　都 西城陽高 23.94 29
8 1022 玉置　将之(3) ﾀﾏｷ ﾏｻﾕｷ 男子 京　都 京教大附高 23.98 30
46 1250 山中　大輔() ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 23.98 31
17 2221 竹尻　亮介(2) ﾀｹｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 城陽高 24.00 32
20 2194 梅原　瑞祈(3) ｳﾒﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 莵道高 24.01 33
19 2228 河合　翔太(1) ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 城陽高 24.10 34
7 2312 山田　聡太郎(1) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 24.14 35
24 2156 塚口　洋之(9) ﾂｶｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 SCATTO 24.22 36
12 2204 浪口　陵(3) ﾅﾐｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 京　都 城陽高 24.28 37
15 2218 成瀬　天空(2) ﾅﾙｾ ｿﾗ 男子 京　都 城陽高 24.30 38
44 1196 吉田　治樹(2) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 兵　庫 大阪工業大 24.30 39
10 1001 佐藤　琉登(2) ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京教大附高 24.31 40
40 6 東山　叶多(2) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｶﾅﾀ 男子 兵　庫 大阪成蹊大学 24.42 41
18 2227 森本　峻平(1) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 京　都 城陽高 24.46 42
16 2219 西井　寿那(2) ﾆｼｲ ｼﾞｭﾅ 男子 京　都 城陽高 24.50 43
28 209 栗尾　蒼汰(1) ｸﾘｵ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 24.72 44
13 2207 岡田　涼希(3) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｷ 男子 京　都 城陽高 24.96 45
27 208 金　義起(1) ｷﾝ ﾖｼｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 25.54 46
21 2158 髙山　佑季(2) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｷ 男子 京　都 莵道高 27.44 47
11 1002 山田　悠太(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 京　都 京教大附高 48
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38 131 杉原　隆太(4) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 男子 京　都 関西学院大 47.17 1
35 6 中川諒(1) ﾅｶｶﾞﾜﾘｮｳ 男子 兵　庫 京都産業大 47.84 2
34 6 田口竜也(1) ﾀｸﾞﾁﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 京都産業大 48.19 3
28 1216 高柳　正徳(4) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 男子 大　阪 神戸大 48.87 4
30 1882 林　悠仁(2) ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞﾝ 男子 大　阪 大阪教育大 49.01 5
37 6 松岡　翼斗(3) ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ 男子 和歌山 和歌山大 49.11 6
36 1889 首藤　太志(6) ｼｭﾄｳ ﾌﾄｼ 男子 大　阪 大阪市立大 49.29 7
32 6 松岡　俊樹(3) ﾏﾂｵｶﾄｼｷ 男子 京　都 京都産業大 49.92 8
29 812 安藤滉一(M1) ｱﾝﾄﾞｳｺｳｲﾁ 男子 京　都 京都大 50.02 9
13 1021 工藤　大和(3) ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 京教大附高 50.30 10
39 2288 森脇　拓未(1) ﾓﾘﾜｷ　ﾀｸﾐ 男子 奈　良 奈良教育大 50.44 11
33 6 原諒(3) ﾊﾗｱｷﾗ 男子 大　阪 京都産業大 50.59 12
31 1884 森　祐介(2) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 大阪教育大 51.50 13
8 2284 佐藤　蒼志(3) ｻﾄｳ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 52.06 14
2 2253 木村　天南(2) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 西城陽高 52.33 15
40 1196 吉田　治樹(2) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 兵　庫 大阪工業大 53.07 16
41 1186 竹内　和総(3) ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｻ 男子 兵　庫 大阪工業大 53.07 17
7 2291 山岡　真大(3) ﾔﾏｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 西城陽高 53.24 18
14 1027 櫻井　彬浩(3) ｻｸﾗｲ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 京教大附高 53.47 19
12 2305 豊川　太羅(1) ﾄﾖｶﾜ ﾀｲﾗ 男子 京　都 西城陽高 53.50 20
25 216 林　孝信(1) ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 53.52 21
3 2255 内村　太一(2) ｳﾁﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 京　都 西城陽高 53.64 22
18 2222 松田　真治(2) ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 京　都 城陽高 53.77 23
11 2302 柏木　龍輝(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾘｭｳｷ 男子 京　都 西城陽高 53.86 24
17 2221 竹尻　亮介(2) ﾀｹｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 城陽高 54.31 25
10 2310 宮﨑　遼(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 男子 京　都 西城陽高 54.36 26
19 2227 森本　峻平(1) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 京　都 城陽高 54.64 27
27 1113 茶山健(3) ﾁｬﾔﾏﾀｹﾙ 男子 奈　良 KOYO A.C. 54.68 28
16 2206 新保　竜聖(3) ｼﾝﾎﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 城陽高 55.40 29
22 2156 塚口　洋之(9) ﾂｶｸﾞﾁ　ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 SCATTO 55.54 30
4 2257 向井　功(2) ﾑｶｲ ｺｳ 男子 京　都 西城陽高 55.66 31
15 1029 丸本　雄大(3) ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 京　都 京教大附高 56.06 32
23 206 梶田　圭吾(1) ｶｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 56.37 33
24 208 金　義起(1) ｷﾝ ﾖｼｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 57.32 34
9 2338 生駒　泰佑(3) ｲｺﾏ ﾀｲｽｹ 男子 京　都 西城陽高 57.46 35
26 1112 公文陽平(3) ｸﾓﾝﾖｳﾍｲ 男子 奈　良 KOYO A.C. 58.63 36
20 2194 梅原　瑞祈(3) ｳﾒﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 莵道高 58.66 37
1 2260 奥田　和哉(2) ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 京　都 西城陽高 59.84 38
5 2259 阿野　龍典(2) ｱﾉ ﾀﾂﾉﾘ 男子 京　都 西城陽高 39
6 2261 多比良　柊大(2) ﾀﾋﾗ　ｼｭｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽高 40
21 2157 官尾　浩史(2) ｶﾝｵ ｺｳｼﾞ 男子 京　都 莵道高 41
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59 0 赤井　大樹(9) ｱｶｲ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 NARA-Ｘ 1:55.00 1
62 1186 竹内　和総(3) ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｻ 男子 兵　庫 大阪工業大 1:57.00 2
61 2255 中島　蒼(1) ﾅｶｼﾏ ｿｳ 男子 兵　庫 大阪工業大 2:00.00 3
68 171 永戸　敢太朗(3) ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 畝傍中 2:00.61 4
8 2222 松田　真治(2) ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 京　都 城陽高 2:01.52 5
6 2343 下田　悠誠(2) ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 2:02.34 6
60 6 中西　隆哉(5) ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾔ 男子 奈　良 奈良県立医科大 2:04.40 7
9 2152 鳥堂　隼輝(2) ﾄﾘﾄﾞｳ ﾊﾔｷ 男子 京　都 莵道高 2:04.99 8
45 131 中西　優希(3) ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 男子 奈　良 三笠中 2:05.56 9
7 2338 生駒　泰佑(3) ｲｺﾏ ﾀｲｽｹ 男子 京　都 西城陽高 2:07.21 10
57 763 谷利　克隆(2) ﾀﾆｶｶﾞ ｶﾂﾀｶ 男子 奈　良 奈良育英高 2:08.00 11
10 47 佐伯　海斗(3) ｻｴｷ ｶｲﾄ 男子 奈　良 斑鳩中 2:08.83 12
56 255 佐野　雅治(3) ｻﾉ ﾏｻﾊﾙ 男子 奈　良 奈良育英高 2:10.00 13
58 464 山口　陽斗(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 2:10.00 14
11 58 滝本　朗史(3) ﾀｷﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 男子 奈　良 香芝北中 2:12.00 15
44 128 巽　航輝(3) ﾀﾂﾐ　ｺｳｷ 男子 奈　良 二名中 2:13.00 16
48 152 福田　海未(2) ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ 男子 奈　良 天理西中 2:14.18 17
69 137 大庭　直也(3) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 2:15.51 18
12 58 津森　祐希(3) ﾂﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 奈　良 香芝北中 2:15.52 19
50 161 高間　碧(3) ﾀｶﾏ　ｱｵｲ 男子 奈　良 郡山中 2:16.06 20
40 106 嶋越　悠真(2) ｼﾏｺｼ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 田原本中 2:16.18 21
63 1222 嘉味本　謙信 (3) ｶﾐﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:16.62 22
66 1285 佐藤　我駆人(2) ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:16.82 23
3 21135 木本　叡志(3) ｷﾓﾄ　ｻﾄｼ 男子 京　都 長岡第三中 2:17.17 24
39 106 杉本　滉征(3) ｽｷﾞﾓﾄ　ｺｳｾｲ 男子 奈　良 田原本中 2:17.26 25
51 173 佐伯　和哉(2) ｻｴｷ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 八木中 2:17.81 26
31 69 山口　悠太(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 王寺南中 2:18.02 27
2 8 水野　朝陽(3) ﾐｽﾞﾉ　ｱｻﾋ 男子 京　都 立命館中 2:18.49 28
37 98 藪見 明弥(2) ﾔﾌﾞﾐ ｱｷﾔ 男子 奈　良 高田中 2:19.05 29
64 1241 村田　大輔 (3) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:19.25 30
35 82 生駒　大智(2) ｲｺﾏ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 榛原中 2:19.30 31
22 58 仁科　拓磨(2) ﾆｼﾅ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 香芝北中 2:19.88 32
70 137 登美　豪優(3) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 2:20.00 33
33 73 出口　想(3) ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:20.07 34
34 81 中谷　勇一(3) ﾅｶﾀﾆ　ﾕｳｲﾁ 男子 奈　良 大宇陀中 2:20.61 35
5 21153 白石　香葵(2) ｼﾗｲｼ　ｺｳｷ 男子 京　都 長岡第三中 2:21.00 36
71 137 中井　知大(2) ﾅｶｲ ｻﾄﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 2:22.00 37
42 124 藤井　七海斗(3) ﾌｼﾞｲ　ﾅﾐﾄ 男子 奈　良 帝塚山中 2:22.22 38
16 58 田澤　昂大(3) ﾀｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 香芝北中 2:22.50 39
14 58 森岡　勇治(3) ﾓﾘｵｶ ﾕｳｼﾞ 男子 奈　良 香芝北中 2:22.69 40
13 58 大森　悠太(3) ｵｵﾓﾘ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 2:23.64 41
49 161 川北　真渡(3) ｶﾜｷﾀ　ﾏｻﾄ 男子 奈　良 郡山中 2:23.80 42
17 58 小林　元気(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 男子 奈　良 香芝北中 2:24.05 43
52 230 北村　憂馬(3) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 斑鳩南中 2:26.08 44
18 58 吉中　陽騎(3) ﾖｼﾅｶ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝北中 2:26.39 45
20 58 岡本　陸(2) ｵｶﾓﾄ ﾘｸ 男子 奈　良 香芝北中 2:27.25 46
53 230 長谷川　真哉(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 斑鳩南中 2:27.28 47
55 230 宮西　哲慎(2) ﾐﾔﾆｼ ﾃｯｼﾝ 男子 奈　良 斑鳩南中 2:27.56 48
27 65 坂井　蒼天(3) ｻｶｲ ｿｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 2:27.95 49
24 58 山本　理人(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 香芝北中 2:28.85 50
4 21156 青山　大輝(2) ｱｵﾔﾏ　ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 長岡第三中 2:30.00 51
67 1226 澤田　栞和(1) ｻﾜﾀﾞ ｶﾝﾅ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:30.00 52
19 58 岩田　隆宏(3) ｲﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 香芝北中 2:30.88 53
41 107 上島　到和(2) ｳｴｼﾏ ﾄｳﾜ 男子 奈　良 田原本北中 2:30.90 54
54 230 山中　虎牙(2) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 2:31.00 55
28 65 松本　陸杜(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 香芝中 2:31.72 56
21 58 加藤　祐俐(2) ｶﾄｳ ﾕｳﾘ 男子 奈　良 香芝北中 2:32.60 57
26 58 西出　将也(2) ﾆｼﾃﾞ ｼｮｳﾔ 男子 奈　良 香芝北中 2:32.83 58
30 69 西村　風雅(3) ﾆｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 男子 奈　良 王寺南中 2:33.28 59
38 105 桜井　浩大朗(3) ｻｸﾗｲ　ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 式下中 2:34.29 60
29 65 片山　国拓(2) 男子 奈　良 香芝中 2:36.00 61
15 58 福井　智貴(3) ﾌｸｲ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 香芝北中 2:36.32 62
65 1234 寺田　匠汰 (3) ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:37.91 63
47 150 丸山　真輝人(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷﾄ 男子 奈　良 天理北中 2:39.00 64
36 82 山田　遥久(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾊｸ 男子 奈　良 榛原中 2:39.16 65
46 135 三上　征成(2) ﾐｶﾐ ﾕｷﾅﾘ 男子 奈　良 京西中 2:40.43 66
43 124 文　世仁(2) ﾌﾞﾝ　ｾｲﾝ 男子 奈　良 帝塚山中 2:40.46 67
1 8 佐々木　倖聖(2) ｻｻｷ　ｺｳｾｲ 男子 京　都 立命館中 2:41.56 68
23 58 中野　達也(2) ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 男子 奈　良 香芝北中 2:53.55 69
25 58 藤田　同(2) ﾌｼﾞﾀ ｱﾂﾑ 男子 奈　良 香芝北中 2:56.96 70
32 69 片山　拓司(2) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 男子 奈　良 王寺南中 71
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95 0 赤井　大樹(9) ｱｶｲ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 NARA-Ｘ 4:01.29 1
6 2344 柴田　大輝(2) ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 西城陽高 4:12.90 2
98 2255 中島　蒼(1) ﾅｶｼﾏ ｿｳ 男子 兵　庫 大阪工業大 4:13.07 3
99 1186 竹内　和総(3) ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｻ 男子 兵　庫 大阪工業大 4:13.07 4
19 58 滝本　朗史(3) ﾀｷﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 男子 奈　良 香芝北中 4:18.84 5
14 2152 鳥堂　隼輝(2) ﾄﾘﾄﾞｳ ﾊﾔｷ 男子 京　都 莵道高 4:19.82 6
93 773 土屋　陸斗(2) ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 4:20.00 7
94 458 國谷　和飛(1) ｸﾆﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 4:20.00 8
97 6 中西　隆哉(5) ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾔ 男子 奈　良 奈良県立医科大 4:20.00 9
16 2153 上尾　光平(2) ｳｴｵ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 莵道高 4:20.87 10
9 2342 堀井　爽平(2) ﾎﾘｲ ｿｳﾍｲ 男子 京　都 西城陽高 4:21.89 11

106 171 森岡　寛(3) ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 男子 奈　良 畝傍中 4:22.36 12
56 119 大門　晃士(3) ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾄ 男子 奈　良 富雄南中 4:23.15 13
57 119 長田　悠吾(3) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 奈　良 富雄南中 4:24.80 14
100 1195 清水　勝彦(2) ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾋｺ 男子 兵　庫 大阪工業大 4:25.00 15
17 2157 官尾　浩史(2) ｶﾝｵ ｺｳｼﾞ 男子 京　都 莵道高 4:25.75 16
15 2151 俣野　広弥(2) ﾏﾀﾉ ﾋﾛﾔ 男子 京　都 莵道高 4:27.72 17
7 2346 飯田　都夢(2) ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 京　都 西城陽高 4:28.65 18
20 58 津森　祐希(3) ﾂﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 奈　良 香芝北中 4:29.65 19
12 1019 大久保　翔平(9) ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 京　都 京都陸協 4:30.00 20
69 128 柏木　優希(2) ｶｼﾜｷﾞ　ﾕｳｷ 男子 奈　良 二名中 4:30.00 21
96 2087 宮川　広大(2) ﾐﾔｶﾞﾜ　コウダイ 男子 大　阪 大阪商業大 4:30.00 22
111 1069 和田　拓真(1) ﾜﾀﾞﾀｸﾏ 男子 奈　良 NARA-Ｘ 4:31.43 23
5 21132 早川　颯真(3) ﾊﾔｶﾜ　ｿｳﾏ 男子 京　都 長岡第三中 4:31.66 24
83 161 増井　翼稀(3) ﾏｽｲ　ﾀｽｹ 男子 奈　良 郡山中 4:33.65 25
21 58 矢野　巧樹(3) ﾔﾉ ｺｳｷ 男子 奈　良 香芝北中 4:33.69 26
101 1222 嘉味本　謙信 (3) ｶﾐﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:34.15 27
70 128 井上　大誠(2) ｲﾉｳｴ　ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 二名中 4:35.00 28
88 176 十河　克行(2) ｿｺﾞｳ　ｶﾂﾕｷ 男子 奈　良 橿原中 4:35.00 29
61 120 西田　来立(3) ﾆｼﾀﾞ ｶﾑﾂ 男子 奈　良 伏見中 4:36.18 30
102 1241 村田　大輔 (3) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:37.17 31
10 2339 和田　静真(3) ﾜﾀﾞ ｼｽﾞﾏ 男子 京　都 西城陽高 4:37.52 32
110 161 鈴木　康佑(3) ｽｽﾞｷ　ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 4:38.15 33
80 161 門脇　睦樹(3) ｶﾄﾞﾜｷ　ﾑﾂｷ 男子 奈　良 郡山中 4:38.72 34
3 207 坂本　仁(2) ｻｶﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 京　都 西城陽中 4:39.72 35

104 1285 佐藤　我駆人(2) ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:39.96 36
18 3272 田中　正義(9) ﾀﾅｶ ﾏｻﾖｼ 男子 大　阪 アトレティカ 4:40.00 37
92 221 鎗居　憲正(1) ﾔﾘｲ ｹﾝｾｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 4:40.00 38
49 106 杉本　滉征(3) ｽｷﾞﾓﾄ　ｺｳｾｲ 男子 奈　良 田原本中 4:40.05 39
58 119 櫻井　湊(2) ｻｸﾗｲ ﾐﾅﾄ 男子 奈　良 富雄南中 4:41.00 40
82 161 高間　碧(3) ﾀｶﾏ　ｱｵｲ 男子 奈　良 郡山中 4:41.50 41
60 120 永上　晴輝(3) ﾅｶﾞｳｴ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 伏見中 4:41.63 42
65 124 堀内　碧仁(3) ﾎﾘｳﾁ　ｱｵﾄ 男子 奈　良 帝塚山中 4:42.28 43
46 98 農本 駿(2) ﾉｳﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 奈　良 高田中 4:43.13 44
24 58 田澤　昂大(3) ﾀｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 香芝北中 4:43.45 45
107 137 大庭　直也(3) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 4:43.55 46
42 82 生駒　大智(2) ｲｺﾏ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 榛原中 4:44.56 47
89 176 花牟禮　知樹(2) ﾊﾅﾑﾚ　ﾄﾓｷ 男子 奈　良 橿原中 4:45.00 48
52 107 田場　祥希(3) ﾀﾊﾞ ﾖｼｷ 男子 奈　良 田原本北中 4:46.39 49
86 173 岩井　航(2) ｲﾜｲ ﾜﾀﾙ 男子 奈　良 八木中 4:47.07 50
41 73 中上　敦貴(2) ﾅｶｳｴ ｱﾂｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4:47.32 51
75 134 清原　尚(2) ｷﾖﾊﾗ　ﾀｶｼ 男子 奈　良 教育大付属中 4:49.00 52
8 2341 五嶋　貫路(2) ｺﾞﾄｳ ｶﾝｼﾞ 男子 京　都 西城陽高 4:49.36 53
68 128 堀　弘亮(3) ﾎﾘ　ｺｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 4:50.00 54
25 58 小林　元気(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝｷ 男子 奈　良 香芝北中 4:50.30 55
108 137 河合　陸利(3) ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 4:51.00 56
1 8 村上　琢朗(2) ﾑﾗｶﾐ　ﾀｸﾛｳ 男子 京　都 立命館中 4:51.47 57
13 2213 西川　武尊(3) ﾆｼｶﾜ ﾀｹﾙ 男子 京　都 城陽高 4:52.25 58
81 161 川北　真渡(3) ｶﾜｷﾀ　ﾏｻﾄ 男子 奈　良 郡山中 4:52.64 59
22 58 森岡　勇治(3) ﾓﾘｵｶ ﾕｳｼﾞ 男子 奈　良 香芝北中 4:53.24 60
26 58 吉中　陽騎(3) ﾖｼﾅｶ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝北中 4:55.05 61
87 176 金澤　尚輝(2) ｶﾅｻﾞﾜ　ﾅｵｷ 男子 奈　良 橿原中 4:56.00 62
51 106 北林　誠康(2) ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔｽ 男子 奈　良 田原本中 4:56.50 63
30 58 仁科　拓磨(2) ﾆｼﾅ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 香芝北中 4:56.52 64
35 65 落合　勇斗(2) ｵﾁｱｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝中 4:58.00 65
32 58 山本　理人(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 香芝北中 4:58.12 66
45 98 田中 公一朗(2) ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 高田中 4:58.16 67
28 58 岡本　陸(2) ｵｶﾓﾄ ﾘｸ 男子 奈　良 香芝北中 4:58.17 68
59 120 大槻　祐翔(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 伏見中 4:58.39 69
2 56 須濱　奏斗(3) ｽﾊﾏ ｶﾅﾄ 男子 京　都 山科中 5:00.00 70

109 137 坂元　一耀(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 5:00.00 71
105 1226 澤田　栞和(1) ｻﾜﾀﾞ ｶﾝﾅ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 5:00.30 72
50 106 奥田　凌羽(2) ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 田原本中 5:00.68 73
53 118 反田嘉洸(3) ﾀﾝﾀﾞﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 飛鳥中 5:01.66 74
38 69 清水　詩文(2) ｼﾐｽﾞ ｼﾓﾝ 男子 奈　良 王寺南中 5:01.69 75
37 65 高垣　知宙(2) ﾀｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 男子 奈　良 香芝中 5:04.00 76
40 73 浮田　聡也(2) ｳｷﾀ ｻﾄﾔ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:05.22 77
63 120 原口　昂輝(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 奈　良 伏見中 5:05.45 78
29 58 加藤　祐俐(2) ｶﾄｳ ﾕｳﾘ 男子 奈　良 香芝北中 5:05.65 79
4 21137 菅　慎平(3) ｽｶﾞ　ｼﾝﾍﾟｲ 男子 京　都 長岡第三中 5:05.68 80
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# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 58 福井　智貴(3) ﾌｸｲ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 香芝北中 5:05.68 81
64 120 樋口　夢叶(2) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 伏見中 5:06.76 82
85 163 平田　侃大(2) ﾋﾗﾀ ｶﾝﾀ 男子 奈　良 郡山西中 5:06.85 83
34 58 西出　将也(2) ﾆｼﾃﾞ ｼｮｳﾔ 男子 奈　良 香芝北中 5:07.03 84
39 73 藤原　治己(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾐ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:09.71 85
48 105 魚谷　未徠(2) ｳｵﾀﾆ ﾐﾗｲ 男子 奈　良 式下中 5:10.27 86
36 65 山本　連太朗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝中 5:10.85 87
78 152 植村　駿一郎(3) ｳｴﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 天理西中 5:11.00 88
91 230 岡本　裕太(2) ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 5:11.86 89
62 120 箸尾　泰良(2) ﾊｼｵ ﾀｲﾗ 男子 奈　良 伏見中 5:12.48 90
84 162 軽部　凰夏(2) ｶﾙﾍﾞ ｵｳｶﾞ 男子 奈　良 郡山南中 5:14.32 91
44 96 川﨑　瑛太(2) ｶﾜｻｷ ｴｲﾀ 男子 奈　良 片塩中 5:16.25 92
103 1234 寺田　匠汰 (3) ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 5:16.72 93
90 230 長谷川　真哉(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 斑鳩南中 5:17.86 94
55 118 山田晟穂(3) ﾔﾏﾀﾞｱｷﾎ 男子 奈　良 飛鳥中 5:20.08 95
27 58 岩田　隆宏(3) ｲﾜﾀ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 香芝北中 5:20.13 96
43 96 畝嶋　拓磨(3) ｳﾈｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 片塩中 5:20.40 97
54 118 梅野朔太郎(3) ｳﾒﾉｻｸﾀﾛｳ 男子 奈　良 飛鳥中 5:24.66 98
33 58 藤田　同(2) ﾌｼﾞﾀ ｱﾂﾑ 男子 奈　良 香芝北中 5:30.21 99
71 131 大谷　一咲(2) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 男子 奈　良 三笠中 5:34.76 100
47 98 松田 歩(2) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 高田中 5:38.90 101
77 150 丸山　真輝人(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷﾄ 男子 奈　良 天理北中 5:39.00 102
74 132 稲田 空悟(3) ｲﾅﾀﾞ ｸｳｺﾞ 男子 奈　良 若草中 5:39.07 103
31 58 中野　達也(2) ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ 男子 奈　良 香芝北中 5:40.40 104
73 131 森本　哲彦(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾂﾋｺ 男子 奈　良 三笠中 5:44.36 105
79 152 杉本　康介(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 天理西中 5:48.00 106
76 135 伊藤　悠斗(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 京西中 5:52.21 107
72 131 石原　斗也(2) ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾔ 男子 奈　良 三笠中 5:55.54 108
66 124 花田　望(2) ﾊﾅﾀﾞ　ﾉｿﾞﾐ 男子 奈　良 帝塚山中 6:00.00 109
11 2340 諏訪　宇京(3) ｽﾜ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 110
67 124 川口　雄平(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 帝塚山中 111
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# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
39 6 今西　洸斗(4) ｲﾏﾆｼ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 びわこ学院大 8:30.00 1
40 6 堺　和也(4) ｻｶｲ ｶｽﾞﾔ 男子 大　阪 びわこ学院大 8:30.00 2
41 6 岩本　直樹(3) ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 大　阪 びわこ学院大 8:30.00 3
42 6 小松原　遊波(3) ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾊ 男子 大　阪 びわこ学院大 8:30.00 4
43 6 長谷川　達也(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 びわこ学院大 8:30.00 5
44 6 原　陽宏(3) ﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 びわこ学院大 8:30.00 6
47 6 杉岡　洸樹(2) ｽｷﾞｵｶ ｺｳｷ 男子 奈　良 びわこ学院大 8:30.00 7
50 6 大崎　陸斗(4) ｵｵｻｷ ﾘｸﾄ 男子 兵　庫 びわこ学院大 8:30.00 8
51 6 湯川　達矢(3) ﾕｶﾜ ﾀﾂﾔ 男子 和歌山 びわこ学院大 8:30.00 9
53 171 近森　遥斗(3) ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 畝傍中 8:56.32 10
34 6 土肥　大樹(3) ﾄﾞﾋ ﾀｲｷ 男子 京　都 びわこ学院大 9:00.00 11
35 6 鈴木　拓海(1) ｽｽﾞｷ ﾀｲｷ 男子 京　都 びわこ学院大 9:00.00 12
36 6 宮﨑　琉樹哉(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾙｷﾔ 男子 香　川 びわこ学院大 9:00.00 13
37 6 小西　晃矢(2) ｺﾆｼ ｺｳﾔ 男子 滋　賀 びわこ学院大 9:00.00 14
38 6 山田　道登(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾄ 男子 滋　賀 びわこ学院大 9:00.00 15
45 6 河内　海(1) ｶﾜﾁ ｶｲ 男子 大　阪 びわこ学院大 9:00.00 16
46 6 濵田　晃輝(1) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 男子 大　阪 びわこ学院大 9:00.00 17
48 6 浦川　格(2) ｳﾗｶﾜ ｲﾀﾙ 男子 奈　良 びわこ学院大 9:00.00 18
52 1185 中尾　祐太(3) ﾅｶｵ ﾕｳﾀ 男子 兵　庫 大阪工業大 9:00.00 19
21 128 柏木　優希(2) ｶｼﾜｷﾞ　ﾕｳｷ 男子 奈　良 二名中 9:15.00 20
4 21142 西村　光矢(3) ﾆｼﾑﾗ　ﾐﾂﾔ 男子 京　都 長岡第三中 9:21.48 21
6 2345 南　海斗(2) ﾐﾅﾐ ｶｲﾄ 男子 京　都 西城陽高 9:22.56 22
33 764 橋下　哲郎(2) ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 男子 奈　良 奈良育英高 9:30.00 23
49 6 松山　俊和(4) ﾏﾂﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 男子 奈　良 びわこ学院大 9:30.00 24
18 119 大門　晃士(3) ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾄ 男子 奈　良 富雄南中 9:30.80 25
8 2214 堀口　直弥(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 男子 京　都 城陽高 9:38.52 26
19 119 長田　悠吾(3) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 奈　良 富雄南中 9:41.50 27
9 2151 俣野　広弥(2) ﾏﾀﾉ ﾋﾛﾔ 男子 京　都 莵道高 9:44.73 28
7 1019 大久保　翔平(9) ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 京　都 京都陸協 9:45.00 29
10 2153 上尾　光平(2) ｳｴｵ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 莵道高 9:47.92 30
25 173 田村　賢太郎(3) ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 八木中 9:49.06 31
55 161 鈴木　康佑(3) ｽｽﾞｷ　ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 9:50.36 32
24 161 増井　翼稀(3) ﾏｽｲ　ﾀｽｹ 男子 奈　良 郡山中 9:50.85 33
23 161 門脇　睦樹(3) ｶﾄﾞﾜｷ　ﾑﾂｷ 男子 奈　良 郡山中 9:51.74 34
2 8 伊藤　秀真(3) ｲﾄｳ　ｼｭｳﾏ 男子 京　都 立命館中 9:52.89 35
5 21150 今堀　匡道(2) ｲﾏﾎﾘ　ﾀﾀﾞﾐﾁ 男子 京　都 長岡第三中 9:53.00 36
27 173 鎌田　真聡(3) ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 八木中 9:57.95 37
54 137 河合　陸利(3) ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 9:58.00 38
3 56 増田　優斗(3) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 山科中 10:00.00 39
30 230 長谷川　真一(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 男子 奈　良 斑鳩南中 10:04.57 40
11 65 生駒　界汰(3) ｲｺﾏ ｶｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 10:10.00 41
22 128 井上　大誠(2) ｲﾉｳｴ　ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 二名中 10:10.00 42
29 173 平田　修士(2) ﾋﾗﾀ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 八木中 10:12.55 43
20 128 堀　弘亮(3) ﾎﾘ　ｺｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 10:15.00 44
1 8 野々村　仁清(3) ﾉﾉﾑﾗ　ﾆﾝｾｲ 男子 京　都 立命館中 10:17.32 45
15 98 農本 駿(2) ﾉｳﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 奈　良 高田中 10:21.36 46
13 96 寺中　春稀(3) ﾃﾗﾅｶ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 片塩中 10:25.28 47
17 106 前田　結太(2) ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 10:31.47 48
12 96 塙　一也(3) ﾊﾅﾜ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 片塩中 10:40.00 49
14 98 田中 公一朗(2) ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 高田中 10:40.14 50
31 230 藤井　優作(2) ﾌｼﾞｲ ﾕｳｻｸ 男子 奈　良 斑鳩南中 10:41.32 51
16 98 藪見 明弥(2) ﾔﾌﾞﾐ ｱｷﾔ 男子 奈　良 高田中 10:42.22 52
28 173 山田　智也(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 八木中 10:47.93 53
32 205 小田切　悠采(1) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 10:50.00 54
26 173 河合　正紀(3) ｶﾜｲ ﾏｻｷ 男子 奈　良 八木中 10:54.52 55
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# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
24 237 岩本　千登(1) ｲﾜﾓﾄ ｾﾝﾄ 男子 兵　庫 関西学院大 14.67 1
19 509 西村　亮太(2) ﾆｼﾑﾗﾘｮｳﾀ 男子 兵　庫 近畿大 14.80 2
13 260 和田　凛(3) ﾜﾀﾞ ﾘﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 15.01 3
14 267 吉川　諒(2) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 奈　良 奈良育英高 15.02 4
23 233 橋本　知樹(1) ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓｷ 男子 兵　庫 関西学院大 15.06 5
4 2288 喜井　翼(3) ｷｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 京　都 西城陽高 15.07 6
21 2071 藤田　康平(3) フジタ　コウヘイ 男子 奈　良 大阪産業大 15.50 7
20 518 仲　竜汰(2) ﾅｶﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 近畿大 15.93 8
8 2009 辻井　亮太(9) ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 16.00 9
22 6 西谷　昌弘(2) ﾆｼﾀﾆ　ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 天理大 16.00 10
9 536 星野　恵介(2) ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 16.45 11
17 830 松井そら(4) ﾏﾂｲｿﾗ 男子 京　都 京都大 16.51 12
1 2256 德永　勇翔(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 西城陽高 16.61 13
5 2281 炭村　陸(3) ｽﾐﾑﾗ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽高 16.87 14
16 455 海原　紬希(1) ｶｲﾊﾞﾗ ﾂﾑｷﾞ 男子 奈　良 奈良育英高 17.21 15
3 2290 村上　郷(3) ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 男子 京　都 西城陽高 17.22 16
7 1032 林　篤生(3) ﾊﾔｼ ｱﾂｷ 男子 京　都 京教大附高 17.66 17
18 1885 山中　大輝(2) ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 大阪教育大 18.25 18
2 2261 多比良　柊大(2) ﾀﾋﾗ　ｼｭｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽高 19
6 2304 田井中　怜(1) ﾀｲﾅｶ ﾚｲ 男子 京　都 西城陽高 20
10 210 国土　将也(1) ｺｸﾄﾞ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 東大寺学園高 21
11 211 小林　祐介(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 22
12 213 杉本　蓮(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園高 23
15 454 奥谷　紘生(1) ｵｸﾀﾆ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 奈良育英高 24
25 1026 難波　元也(3) ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾄﾔ 男子 京　都 京教大附高 25
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10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 385 西籔　優一(3) ﾆｼﾔﾌﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 54.12 1
5 1021 工藤　大和(3) ｸﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 京教大附高 56.52 2
3 2288 喜井　翼(3) ｷｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 京　都 西城陽高 57.40 3
10 631 高橋　進(4) ﾀｶﾊｼｽｽﾑ 男子 奈　良 龍谷大 1:00.00 4
8 395 今村　仁陽(2) ｲﾏﾑﾗ ｷﾐﾀｶ 男子 奈　良 東大寺学園高 1:00.09 5
6 1027 櫻井　彬浩(3) ｻｸﾗｲ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 京教大附高 1:00.36 6
1 2290 村上　郷(3) ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 男子 京　都 西城陽高 1:02.22 7
2 2282 片野　真弥(3) ｶﾀﾉ ﾏﾔ 男子 京　都 西城陽高 8
4 2304 田井中　怜(1) ﾀｲﾅｶ ﾚｲ 男子 京　都 西城陽高 9
9 209 栗尾　蒼汰(1) ｸﾘｵ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 10



競技エントリーリスト リスト出力日付：2019/04/15 14:04:25 Page:40
**********************************************
* 男子共通 ４×１００ｍ *
**********************************************
51チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
48 0 奈良育英高A 奈　良 42.02 290048 1
29 0 東大寺学園高Ａ 奈　良 43.00 290029 2
40 0 西城陽高Ａ 京　都 43.37 260040 3
23 0 大阪商業大 大　阪 43.80 270023 4
30 0 東大寺学園高Ｂ 奈　良 44.00 290030 5
49 0 奈良育英高B 奈　良 44.00 290049 6
16 0 京教大附高 京　都 44.46 260016 7
1 0 城陽高Ａ 京　都 45.00 260001 8
13 0 莵道高 京　都 45.35 260013 9
50 0 伏見中A 奈　良 45.95 290050 10
2 0 城陽高Ｂ 京　都 46.00 260002 11
26 0 八木中 奈　良 46.14 290026 12
39 0 式下中 奈　良 46.33 290039 13
8 0 天理西中 奈　良 46.50 290008 14
24 0 長岡第三 京　都 46.81 260024 15
31 0 東大寺学園中 奈　良 46.82 290031 16
33 0 三笠 奈　良 46.98 290033 17
19 0 郡山南中 奈　良 47.00 290019 18
27 0 田原本北A 奈　良 47.14 290027 19
37 0 高田中A 奈　良 47.58 290037 20
9 0 斑鳩南中A 奈　良 47.64 290009 21
32 0 新庄中 奈　良 48.00 290032 22
15 0 koyo AC 奈　良 48.16 290015 23
34 0 橿原中A 奈　良 48.27 290034 24
3 0 立命館中 京　都 48.30 260003 25
5 0 教育大附属中 奈　良 48.67 290005 26
6 0 二名中A 奈　良 49.00 290006 27
20 0 香芝中Ａ 奈　良 49.00 290020 28
36 0 郡山中 奈　良 49.53 290036 29
17 0 京西中A 奈　良 49.92 290017 30
7 0 富雄南中 奈　良 49.95 290007 31
10 0 斑鳩南中B 奈　良 50.00 290010 32
21 0 香芝中Ｂ 奈　良 50.00 290021 33
14 0 榛原中 奈　良 50.49 290014 34
22 0 香芝中Ｃ 奈　良 50.50 290022 35
4 0 天理北中 奈　良 50.78 290004 36
35 0 橿原中B 奈　良 51.12 290035 37
42 0 智辯カレッジ中A 奈　良 51.85 290042 38
43 0 智辯カレッジ中B 奈　良 51.85 290043 39
11 0 斑鳩南中C 奈　良 52.50 290011 40
28 0 田原本北B 奈　良 52.89 290028 41
18 0 京西中B 奈　良 54.59 290018 42
44 0 智辯カレッジ中C 奈　良 55.90 290044 43
12 0 斑鳩南中D 奈　良 56.00 290012 44
38 0 高田中B 奈　良 58.75 290038 45
25 0 帝塚山中 奈　良 290025 46
41 0 西城陽高Ｂ 京　都 260041 47
45 0 田原本中学校Ａ 奈　良 290045 48
46 0 田原本中学校Ｂ 奈　良 290046 49
47 0 田原本中学校Ｃ 奈　良 290047 50
51 0 智辯カレッジ高 奈　良 290052 51
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**********************************************
* 男子高校・一般 走高跳 *
**********************************************
12人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 119 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 辰野 2m06 1
12 6 小林　優佑(4) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 奈良県立医科大 1m97 2
11 256 芹川　晃希(3) ｾﾘｶﾜ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良育英高 1m95 3
2 2307 中村　凜生(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ 男子 京　都 西城陽高 1m85 4
5 2193 石田　宙輝(3) ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 京　都 莵道高 1m85 5
7 4044 竹澤　直樹(9) ﾀｹｻﾞﾜ ﾅｵｷ 男子 大　阪 柏原ELD 1m85 6
9 536 星野　恵介(2) ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 1m83 7
6 2009 辻井　亮太(9) ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 1m80 8
3 2311 宮本　大地(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 西城陽高 1m75 9
10 214 辰巳　祐樹(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 1m68 10
4 2220 上杉　恒稀(2) ｳｴｽｷﾞ ｺｳｷ 男子 京　都 城陽高 1m50 11
1 2261 多比良　柊大(2) ﾀﾋﾗ　ｼｭｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽高 12
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**********************************************
* 男子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
35人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
32 1900 安達　智則(3) ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 男子 大　阪 大阪市立大 7m28 1
35 645 渡辺　駿平(3) ﾜﾀﾅﾍﾞｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 龍谷大 7m15 2
25 864 中村快太(2) ﾅｶﾑﾗｶｲﾄ 男子 三　重 京都大 6m99 3
30 2071 藤田　康平(3) フジタ　コウヘイ 男子 奈　良 大阪産業大 6m98 4
19 386 梶　慎介(3) ｶｼﾞ ｼﾝｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m93 5
34 6 井上　航平(M1) ｲﾉｳｴ　ｺｳﾍｲ 男子 兵　庫 天理大 6m93 6
27 1940 纐纈　祐眞(4) ｺｳｹﾂ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 関西外国語大 6m84 7
29 476 利川　瑛博(4) ﾄｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 男子 富　山 近畿大 6m80 8
6 2282 片野　真弥(3) ｶﾀﾉ ﾏﾔ 男子 京　都 西城陽高 6m66 9
33 6 神野　凌大朗(2) ｶﾝﾉ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 天理大 6m66 10
22 218 藤田　脩斗(1) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m62 11
28 520 橋本　仁(2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞﾝ 男子 大　阪 近畿大 6m62 12
26 1438 本庄　勲地(3) ﾎﾝｼﾞｮｳ ｸﾝｼﾞ 男子 兵　庫 甲南大 6m59 13
5 2287 安藤　駿輔(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 6m44 14
21 399 須志原　治輝(2) ｽｼﾊﾗ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m43 15
1 2254 夏原　陸(2) ﾅﾂﾊﾗ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽高 6m39 16
23 222 吉岡　祐貴(1) ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m39 17
8 2289 森　雄也(3) ﾓﾘ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽高 6m21 18
7 2281 炭村　陸(3) ｽﾐﾑﾗ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽高 6m13 19
15 2193 石田　宙輝(3) ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 京　都 莵道高 6m12 20
20 391 若松　駿(3) ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m11 21
9 2303 坂本　慈優和(1) ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭｳﾜ 男子 京　都 西城陽高 6m08 22
11 2313 箭野　颯真(1) ﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 6m06 23
18 3958 中前　俊太(9) ﾅｶﾏｴ ｼｭﾝﾀ 男子 大　阪 アトレティカ 6m00 24
24 259 森田　健太郎(3) ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良育英高 5m97 25
17 2159 林　雅玖斗(2) ﾊﾔｼ ｶﾞｸﾄ 男子 京　都 莵道高 5m93 26
10 2308 西山　颯人(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 西城陽高 5m89 27
3 2251 若林　圭汰(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｹｲﾀ 男子 京　都 西城陽高 5m85 28
4 2293 大槻　透維(3) ｵｵﾂｷ ﾄｳｲ 男子 京　都 西城陽高 5m78 29
16 2154 植田　琢己(2) ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 京　都 莵道高 5m70 30
31 1901 乾　太生(3) ｲﾇｲ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 大阪市立大 5m60 31
2 2261 多比良　柊大(2) ﾀﾋﾗ　ｼｭｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽高 5m36 32
13 1003 鈴木　謙太(2) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 男子 京　都 京教大附高 5m34 33
12 1029 丸本　雄大(3) ﾏﾙﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 京　都 京教大附高 5m21 34
14 2223 出谷　優太(2) ﾃﾞﾔ ﾕｳﾀ 男子 京　都 城陽高 5m19 35
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**********************************************
* 男子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
16人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
9 119 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 辰野 15m22 1
16 166 中澤　峻也(3) ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 男子 福　井 関西学院大 15m21 2
14 1940 纐纈　祐眞(4) ｺｳｹﾂ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 関西外国語大 15m09 3
5 2285 小松　航(3) ｺﾏﾂ ﾜﾀﾙ 男子 京　都 西城陽高 14m91 4
15 161 河出　壱貫(3) ｶﾜﾃﾞ ｲｯｶﾝ 男子 兵　庫 関西学院大 14m80 5
13 254 神橋　拓真(3) ｶﾝﾊﾞｼ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 奈良育英高 14m02 6
11 391 若松　駿(3) ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ 男子 奈　良 東大寺学園高 13m67 7
4 2287 安藤　駿輔(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 13m21 8
7 2289 森　雄也(3) ﾓﾘ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽高 13m21 9
10 1208 平岩雅司(9) ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 男子 奈　良 生駒市陸協 13m20 10
3 2293 大槻　透維(3) ｵｵﾂｷ ﾄｳｲ 男子 京　都 西城陽高 13m11 11
6 2281 炭村　陸(3) ｽﾐﾑﾗ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽高 12m88 12
8 1026 難波　元也(3) ﾅﾝﾊﾞ ﾓﾄﾔ 男子 京　都 京教大附高 12m50 13
1 2254 夏原　陸(2) ﾅﾂﾊﾗ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽高 12m47 14
2 2251 若林　圭汰(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｹｲﾀ 男子 京　都 西城陽高 12m40 15
12 218 藤田　脩斗(1) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 16
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****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(6.000kg) *
****************************************************************
9人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 396 飼原　朗允(2) ｶｲﾊﾗ ｱｷﾏｻ 男子 奈　良 東大寺学園高 11m32 1
9 220 山田　倫大(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 男子 奈　良 東大寺学園高 10m01 2
6 2156 岩上　直輝(2) ｲﾜｶﾞﾐ ﾅｵｷ 男子 京　都 莵道高 9m32 3
4 2209 佐々木　陸人(3) ｻｻｷ ﾘｸﾄ 男子 京　都 城陽高 9m20 4
1 2258 上田　玲弥(2) ｳｴﾀﾞ ﾚｲﾔ 男子 京　都 西城陽高 8m32 5
2 2261 多比良　柊大(2) ﾀﾋﾗ　ｼｭｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽高 7m10 6
3 2301 大庭　侑也(1) ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽高 7
5 2229 河村　珠依(1) ｶﾜﾑﾗ ｼｭｲ 男子 京　都 城陽高 8
8 215 中神　拓人(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｸﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 9
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****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(7.260kg) *
****************************************************************
1人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2009 辻井　亮太(9) ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ 11m50 1
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****************************************************************
* 男子高校・一般 円盤投(1.750kg) *
****************************************************************
4人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 396 飼原　朗允(2) ｶｲﾊﾗ ｱｷﾏｻ 男子 奈　良 東大寺学園高 29m91 1
3 215 中神　拓人(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｸﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 23m98 2
1 2156 岩上　直輝(2) ｲﾜｶﾞﾐ ﾅｵｷ 男子 京　都 莵道高 3
4 220 山田　倫大(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 男子 奈　良 東大寺学園高 4
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****************************************************************
* 男子高校・一般 円盤投(2.000kg) *
****************************************************************
9人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 115 福井　智幸(4) ﾌｸｲ ﾄﾓﾕｷ 男子 兵　庫 関西学院大 46m58 1
4 816 大橋悟(4) ｵｵﾊｼｻﾄﾙ 男子 京　都 京都大 46m33 2
6 633 竹村　勇二(4) ﾀｹﾑﾗﾕｳｼﾞ 男子 奈　良 龍谷大 44m62 3
8 192 北山　伸(2) ｷﾀﾔﾏ ｼﾝ 男子 兵　庫 関西学院大 41m07 4
5 1911 藤林　良太(3) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪市立大 40m28 5
9 1598 藤本　嵐士(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾗｼ 男子 大　阪 大阪経済大 39m57 6
3 1233 高畑　大地(3) ﾀｶﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 兵　庫 神戸大 37m30 7
1 1204 神野　洋介(9) ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｽｹ 男子 奈　良 奈良陸協 28m47 8
2 1250 田上　涼太(2) ﾀﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 神戸大 23m30 9
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****************************************************************
* 男子高校・一般 やり投(0.800kg) *
****************************************************************
16人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
15 6 川村　亮太(2) ｶﾜﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 天理大 64m80 1
10 1283 小野　悟(1) ｵﾉ ｻﾄﾙ 男子 大　阪 東大阪大 63m76 2
14 6 福井　聖也(4) ﾌｸｲ　ｾｲﾔ 男子 奈　良 天理大 62m27 3
11 1870 磯部　滉太(3) ｲｿﾍﾞ ｺｳﾀ 男子 大　阪 大阪教育大 55m95 4
7 2462 本田 真康 (9) ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔｽ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 54m43 5
13 6 冨谷　昌弘(4) ﾄﾐﾔ　ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 天理大 52m88 6
12 1940 纐纈　祐眞(4) ｺｳｹﾂ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 関西外国語大 52m30 7
16 6 浦木　奏汰(4) ｳﾗｷ ｶﾅﾀ 男子 和歌山 和歌山大 50m00 8
6 2226 入江　和馬(2) ｲﾘｴ ｶｽﾞﾏ 男子 京　都 城陽高 48m89 9
2 2292 福本　誠太朗(3) ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 40m72 10
4 1023 田中　翔大(3) ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 京教大附高 40m52 11
5 2209 佐々木　陸人(3) ｻｻｷ ﾘｸﾄ 男子 京　都 城陽高 40m17 12
8 215 中神　拓人(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｸﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 36m84 13
3 2281 炭村　陸(3) ｽﾐﾑﾗ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽高 32m80 14
9 95 木下　賀貴(1) ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 27m84 15
1 2260 奥田　和哉(2) ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 京　都 西城陽高 27m30 16
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30 382 中島ひとみ(9) ﾅｶｼﾞﾏﾋﾄﾐ 女子 兵　庫 長谷川体育施設 12.00 1
31 418 宮本　まきの(9) ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾉ 女子 兵　庫 ＲＵＮ　ＪＯURNEY 12.00 2
46 6 藤本　彩花(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 兵　庫 園田学園女子大 12.14 3
28 7435 弥吉　萌乃(2) ﾔﾖｼ ﾓｴﾉ 女子 京　都 京都光華高 12.27 4
24 7427 杉本 　怜夏(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾅ 女子 京　都 京都光華高 12.28 5
49 160 大林　真由(3) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 女子 大　阪 近畿大 12.28 6
45 6 門脇　直緒(3) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ 女子 大　阪 園田学園女子大 12.30 7
59 68 川原　把菜(3) ｶﾜﾊﾗ ﾊﾅ 女子 兵　庫 関西学院大 12.30 8
58 6 髙野　佑香(3) ﾀｶﾉ ﾕｳｶ 女子 和歌山 和歌山大 12.34 9
41 911 岡野　紗季(4) ｵｶﾉ ｻｷ 女子 大　阪 東大阪大 12.41 10
4 6296 藤原　あい(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲ 女子 京　都 西城陽高 12.53 11
15 6223 丸尾　陽咲(1) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 西城陽高 12.53 12
40 1010 逢坂　友利子(4) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 東大阪大 12.59 13
25 7431 中野　杏郁(2) ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 女子 京　都 京都光華高 12.62 14
43 922 萬谷　呂稀(1) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ 女子 大　阪 東大阪大 12.62 15
29 7401 藤田　優加菜(1) ﾌｼﾞﾀ ﾕｶﾅ 女子 京　都 京都光華高 12.64 16
12 6216 澤田　佳奈(1) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.66 17
9 6211 浅尾　美香(1) ｱｻｵ ﾐｶ 女子 京　都 西城陽高 12.71 18
39 224 南方美羽(2) ﾐﾅｶﾀﾐｳ 女子 和歌山 和歌山北高 12.82 19
3 6205 判藤　祥子(2) ﾊﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ 女子 京　都 西城陽高 12.90 20
13 6218 武元　美澪(1) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 女子 京　都 西城陽高 12.92 21
32 546 山中　亜耶(9) ﾔﾏﾅｶ ｱﾔ 女子 奈　良 Univ.AC 12.94 22
51 159 河合　七海(4) ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 女子 京　都 近畿大 12.94 23
52 158 坂口　茉亜紗(4) ｻｶｸﾞﾁ ﾏｱｻ 女子 和歌山 近畿大 13.03 24
20 6126 苅谷　舞美(3) ｶﾘﾔ ﾏｲﾐ 女子 京　都 莵道高 13.05 25
11 6215 黒田　結生(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.07 26
8 6240 吉田 実由(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 13.12 27
10 6213 井上　智晶(1) ｲﾉｳｴ ﾁｱｷ 女子 京　都 西城陽高 13.13 28
7 6238 吉田 野々花(3) ﾖｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 13.16 29
44 924 山本　沙愛(1) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 女子 大　阪 東大阪大 13.16 30
2 6204 岩田　愛弓(2) ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 女子 京　都 西城陽高 13.18 31
50 163 堀井　玲菜(2) ﾎﾘｲ ﾚﾅ 女子 大　阪 近畿大 13.22 32
1 6203 井上　由萌(2) ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 女子 京　都 西城陽高 13.30 33
47 900 辻井　美緒(1) ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 女子 奈　良 大阪教育大 13.30 34
27 7434 松元　晶子(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺ 女子 京　都 京都光華高 13.37 35
26 7432 小島　志音(2) ｺｼﾞﾏ ｼｵﾝ 女子 京　都 京都光華高 13.44 36
5 6233 飯田 実有紀(3) ｲｲﾀﾞ ﾐﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 13.48 37
61 131 小森　咲羽(3) ｺﾐﾘ ｻﾜ 女子 奈　良 奈良育英高 13.48 38
48 952 曽我　道恵(3) ｿｶﾞ ﾐﾁｴ 女子 京　都 関西外国語大 13.50 39
37 62 塚本　恵未(3) ﾂｶﾓﾄ ｴﾐ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 13.57 40
16 5023 村主　佳穂(3) ｽｸﾞﾘ ｶﾎ 女子 京　都 京教大附高 13.61 41
60 393 大塚　萌実(3) ｵｵﾂｶ ﾒｸﾞﾐ 女子 奈　良 奈良教育大 13.68 42
35 666 光定　愛莉(1) ﾐﾂｻﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈良育英高 13.73 43
36 59 栄山　沙也加(3) ｴｲﾔﾏ ｻﾔｶ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 13.78 44
55 6 内藤　杏実(3) ﾅｲﾄｳ ｱﾐ 女子 奈　良 奈良県立医科大 13.78 45
34 267 天根　千幸(2) ｱﾏﾈ ﾁﾕｷ 女子 奈　良 奈良育英高 13.79 46
19 6187 市川　あいら(1) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾗ 女子 京　都 城陽高 13.80 47
18 6185 藤林　美桜(2) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 女子 京　都 城陽高 14.00 48
42 915 上谷　詩織(2) ｶﾐﾀﾆ ｼｵﾘ 女子 大　阪 東大阪大 14.01 49
14 6220 永井　優妃(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 14.02 50
21 6101 田中　瑛麻(2) ﾀﾅｶ ｴﾏ 女子 京　都 莵道高 14.02 51
23 7426 榎本 　愛(2) ｴﾉﾓﾄ ﾏﾅ 女子 京　都 京都光華高 14.02 52
22 6103 道越　涼香(2) ﾐﾁｺｼ ｽｽﾞｶ 女子 京　都 莵道高 14.11 53
17 5003 大西　志苑(2) ｵｵﾆｼ ｼｵﾝ 女子 京　都 京教大附高 14.18 54
6 6232 山本 愛莉(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 京　都 西城陽高 14.27 55
33 133 福本　晴香(3) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 奈良育英高 14.32 56
54 6 染川　真衣(4) ｿﾒｶﾜ ﾏｲ 女子 奈　良 奈良県立医科大 14.44 57
53 164 金田　怜子(2) ｶﾅﾀﾚｲｺ 女子 奈　良 近畿大 14.50 58
57 6 澤田　愛(2) ｻﾜﾀﾞ ｱｲ 女子 奈　良 奈良県立医科大 14.60 59
56 6 米田　江里奈(2) ｺﾒﾀﾞ ｴﾘﾅ 女子 奈　良 奈良県立医科大 14.95 60
38 539 梅嵜文音(2) ｳﾒｻﾞｷｱﾔﾈ 女子 奈　良 KOYO A.C. 15.71 61
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35 6 門脇　直緒(3) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ 女子 大　阪 園田学園女子大 25.15 1
36 160 大林　真由(3) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 女子 大　阪 近畿大 25.30 2
22 7427 杉本 　怜夏(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾅ 女子 京　都 京都光華高 25.37 3
26 7435 弥吉　萌乃(2) ﾔﾖｼ ﾓｴﾉ 女子 京　都 京都光華高 25.52 4
40 6 髙野　佑香(3) ﾀｶﾉ ﾕｳｶ 女子 和歌山 和歌山大 25.64 5
41 68 川原　把菜(3) ｶﾜﾊﾗ ﾊﾅ 女子 兵　庫 関西学院大 25.75 6
38 193 井田　あゆ美(2) ｲﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 奈　良 同志社女子大 25.77 7
4 6237 山口 梨佳子(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｶｺ 女子 京　都 西城陽高 25.86 8
23 7431 中野　杏郁(2) ﾅｶﾉ ﾓﾓｶ 女子 京　都 京都光華高 25.91 9
32 911 岡野　紗季(4) ｵｶﾉ ｻｷ 女子 大　阪 東大阪大 25.94 10
14 6223 丸尾　陽咲(1) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 西城陽高 26.02 11
33 913 山田　紗和子(3) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜｺ 女子 大　阪 東大阪大 26.12 12
9 6216 澤田　佳奈(1) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 西城陽高 26.15 13
11 6218 武元　美澪(1) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 女子 京　都 西城陽高 26.26 14
34 923 渡辺　美黎亜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｱ 女子 大　阪 東大阪大 26.46 15
25 7434 松元　晶子(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺ 女子 京　都 京都光華高 26.52 16
2 6296 藤原　あい(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲ 女子 京　都 西城陽高 26.60 17
21 6187 市川　あいら(1) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾗ 女子 京　都 城陽高 26.74 18
28 129 北島　佑華(3) ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｶ 女子 奈　良 奈良育英高 26.98 19
6 6211 浅尾　美香(1) ｱｻｵ ﾐｶ 女子 京　都 西城陽高 27.14 20
10 6217 高垣　実夢(1) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 27.18 21
8 6215 黒田　結生(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 京　都 西城陽高 27.20 22
18 5001 島田　莉沙(2) ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 女子 京　都 京教大附高 27.30 23
27 7401 藤田　優加菜(1) ﾌｼﾞﾀ ﾕｶﾅ 女子 京　都 京都光華高 27.52 24
42 131 小森　咲羽(3) ｺﾐﾘ ｻﾜ 女子 奈　良 奈良育英高 27.76 25
12 6219 寺下　萌絵(1) ﾃﾗｼﾀ ﾓｴ 女子 京　都 西城陽高 27.86 26
30 62 塚本　恵未(3) ﾂｶﾓﾄ ｴﾐ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 27.91 27
24 7432 小島　志音(2) ｺｼﾞﾏ ｼｵﾝ 女子 京　都 京都光華高 28.04 28
5 6238 吉田 野々花(3) ﾖｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 28.05 29
1 6203 井上　由萌(2) ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 女子 京　都 西城陽高 28.12 30
7 6213 井上　智晶(1) ｲﾉｳｴ ﾁｱｷ 女子 京　都 西城陽高 28.17 31
3 6235 大久保 佳音(3) ｵｵｸﾎﾞ ｶﾉﾝ 女子 京　都 西城陽高 28.21 32
13 6220 永井　優妃(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 28.82 33
39 6 内藤　杏実(3) ﾅｲﾄｳ ｱﾐ 女子 奈　良 奈良県立医科大 28.84 34
20 6185 藤林　美桜(2) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 女子 京　都 城陽高 29.20 35
16 5023 村主　佳穂(3) ｽｸﾞﾘ ｶﾎ 女子 京　都 京教大附高 29.44 36
29 133 福本　晴香(3) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 奈良育英高 29.70 37
37 164 金田　怜子(2) ｶﾅﾀﾚｲｺ 女子 奈　良 近畿大 30.50 38
19 5003 大西　志苑(2) ｵｵﾆｼ ｼｵﾝ 女子 京　都 京教大附高 30.63 39
31 539 梅嵜文音(2) ｳﾒｻﾞｷｱﾔﾈ 女子 奈　良 KOYO A.C. 33.87 40
15 5021 芝本　登萌(3) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾄﾓ 女子 京　都 京教大附高 41
17 5024 小林　沙羅(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗ 女子 京　都 京教大附高 42



競技エントリーリスト リスト出力日付：2019/04/15 14:04:25 Page:51
**************************************************
* 女子高校・一般 ４００ｍ *
**************************************************
14人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
14 900 辻井　美緒(1) ﾂｼﾞｲ ﾐｵ 女子 奈　良 大阪教育大 57.27 1
10 922 萬谷　呂稀(1) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ 女子 大　阪 東大阪大 57.76 2
6 1010 逢坂　友利子(4) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 東大阪大 57.85 3
11 923 渡辺　美黎亜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｱ 女子 大　阪 東大阪大 58.07 4
7 911 岡野　紗季(4) ｵｶﾉ ｻｷ 女子 大　阪 東大阪大 59.00 5
9 917 神薗　芽衣子(2) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ 女子 大　阪 東大阪大 59.80 6
3 6237 山口 梨佳子(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｶｺ 女子 京　都 西城陽高 59.86 7
12 6 大山　睦子(1) ｵｵﾔﾏ ﾑﾂｺ 女子 岡　山 園田学園女子大 1:00.19 8
8 912 木村　菜摘(4) ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 東大阪大 1:00.35 9
1 6234 堤 由妃(3) ﾂﾂﾐ ﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 1:01.04 10
4 6217 高垣　実夢(1) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 1:02.19 11
13 6 平野　さくら(1) ﾋﾗﾉ ｻｸﾗ 女子 大　阪 園田学園女子大 1:02.34 12
2 6233 飯田 実有紀(3) ｲｲﾀﾞ ﾐﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 1:02.51 13
5 5024 小林　沙羅(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗ 女子 京　都 京教大附高 1:13.98 14
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59 917 神薗　芽衣子(2) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ 女子 大　阪 東大阪大 2:13.05 1
57 912 木村　菜摘(4) ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 東大阪大 2:15.61 2
2 71 造田　華乃(3) ﾂｸﾀﾞ ｶﾉ 女子 京　都 京都光華中 2:15.76 3
58 914 川西　もも(2) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ 女子 大　阪 東大阪大 2:20.44 4
12 7406 森川　結衣(1) ﾓﾘｶﾜ ﾕｲ 女子 京　都 京都光華高 2:21.54 5
51 176 福井　実夏(3) ﾌｸｲ ﾐﾅﾂ 女子 奈　良 橿原中 2:21.87 6
60 368 宮崎　安奈(4) ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾝﾅ 女子 山　口 神戸大 2:22.84 7
8 7439 飯田　実優(2) ｲｲﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 京　都 京都光華高 2:22.85 8
4 6234 堤 由妃(3) ﾂﾂﾐ ﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 2:23.88 9
42 161 田中　優(3) ﾀﾅｶ　ﾕｳ 女子 奈　良 郡山中 2:24.48 10
11 7404 塩見　海七(1) ｼｵﾐ ﾐｲﾅ 女子 京　都 京都光華高 2:26.00 11
9 7402 坂本　瑠璃子(1) ｻｶﾓﾄ ﾙﾘｺ 女子 京　都 京都光華高 2:26.65 12
61 7443 佐藤　美羽音(2) ｻﾄｳ ﾐﾊﾈ 女子 京　都 京都光華高 2:27.92 13
34 128 藤田　結子(3) ﾌｼﾞﾀ　ﾕｲｺ 女子 奈　良 二名中 2:28.00 14
14 34 上中　陽向(3) ｳｴﾅｶ　ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 大淀中 2:28.50 15
39 161 西川　凜(2) ﾆｼｶﾜ　ﾘﾝ 女子 奈　良 郡山中 2:28.81 16
44 173 清水　彩名(3) ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 八木中 2:28.84 17
10 7403 佐野　友貴香(1) ｻﾉ ﾕｷｶ 女子 京　都 京都光華高 2:29.00 18
33 128 安井　瑛香(3) ﾔｽｲ　ｴｲｶ 女子 奈　良 二名中 2:30.00 19
3 21115 山下　芽生(3) ﾔﾏｼﾀ　ﾒｲ 女子 京　都 長岡第三中 2:30.32 20
37 133 福本　心華(3) ﾌｸﾓﾄ ｺﾉｶ 女子 奈　良 都南中 2:30.54 21
13 7407 兒玉　周子(1) ｺﾀﾞﾏ ﾁｶｺ 女子 京　都 京都光華高 2:30.84 22
5 6233 飯田 実有紀(3) ｲｲﾀﾞ ﾐﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 2:30.97 23
7 6221 中家　優菜(1) ﾅｶﾔ ﾕﾅ 女子 京　都 西城陽高 2:31.18 24
46 173 布上　百葉(3) ﾇﾉｶﾞﾐ ﾓﾓﾊ 女子 奈　良 八木中 2:33.30 25
18 58 松本　あずみ(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞﾐ 女子 奈　良 香芝北中 2:33.66 26
28 119 森本　華樹(3) ﾓﾘﾓﾄ　ｶﾘﾅ 女子 奈　良 富雄南中 2:33.90 27
19 58 中西　澄海(3) ﾅｶﾆｼ ｽｶｲ 女子 奈　良 香芝北中 2:35.17 28
55 230 山本　雅姫(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 斑鳩南中 2:36.05 29
25 106 山本　愛(3) ﾔﾏﾓﾄ　ｱｲ 女子 奈　良 田原本中 2:36.74 30
54 230 渡場　結菜(2) ﾜﾀｼﾊﾞ ﾕﾅ 女子 奈　良 斑鳩南中 2:36.80 31
40 161 大井　萌奈(3) ｵｵｲ　ﾓﾅ 女子 奈　良 郡山中 2:37.65 32
15 34 山下　玲奈(3) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾅ 女子 奈　良 大淀中 2:38.00 33
24 73 河島　紗也(1) ｶﾜｼﾏ ｻﾔ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:38.00 34
43 162 谷口　希実(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾐ 女子 奈　良 郡山南中 2:38.67 35
20 58 鈴木　彩香(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 女子 奈　良 香芝北中 2:38.75 36
41 161 上原　優花(3) ｳｴﾊﾗ　ﾕｳｶ 女子 奈　良 郡山中 2:38.88 37
45 173 箕井　くるみ(3) ﾐﾉｲ ｸﾙﾐ 女子 奈　良 八木中 2:39.19 38
35 128 西田　和乃花(2) ﾆｼﾀﾞ　ﾎﾉｶ 女子 奈　良 二名中 2:40.00 39
1 56 井倉　帆香(3) ｲｸﾗ ﾎﾉｶ 女子 京　都 山科中 2:40.50 40
26 106 瀬田　彩葉(2) ｾﾀ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 田原本中 2:40.56 41
31 120 中村　碧音(2) ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾈ 女子 奈　良 伏見中 2:40.68 42
47 174 岸田　兎姫(2) ｷｼﾀﾞ ﾂｷ 女子 奈　良 光陽中 2:41.01 43
29 120 松本　亜依(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｲ 女子 奈　良 伏見中 2:42.31 44
53 230 柴田　楓(3) ｼﾊﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 女子 奈　良 斑鳩南中 2:43.57 45
6 6212 安藤　実那(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅ 女子 京　都 西城陽高 2:44.00 46
48 174 衣畑　百華(2) ｷﾇﾊﾀ ﾓｶ 女子 奈　良 光陽中 2:44.19 47
23 69 坂上　満彩(3) ｻｶｳｴ ﾏｱﾔ 女子 奈　良 王寺南中 2:45.19 48
36 131 谷澤　美咲(2) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾐｻｷ 女子 奈　良 三笠中 2:45.90 49
21 65 赤木　麻鈴(3) ｱｶｷﾞ ﾏﾘﾝ 女子 奈　良 香芝中 2:47.00 50
32 120 松本　菜月(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 奈　良 伏見中 2:47.75 51
49 174 牧村　瑞希(2) ﾏｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 奈　良 光陽中 2:48.18 52
17 47 髙畑　鈴(2) ﾀｶﾊﾀ ｽｽﾞ 女子 奈　良 斑鳩中 2:49.37 53
56 230 假屋　明来(2) ｶﾘﾔ ﾒｸﾞ 女子 奈　良 斑鳩南中 2:49.86 54
16 47 近藤　優名(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 斑鳩中 2:52.20 55
27 107 神邉　璃莉花(2) ｶﾝﾍﾞ ﾘﾘｶ 女子 奈　良 田原本北中 2:52.55 56
22 69 中﨑　暦音(3) ﾅｶｻﾞｷ ｺﾖﾈ 女子 奈　良 王寺南中 2:53.76 57
30 120 上田　彩殊花(2) ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 伏見中 2:56.83 58
50 174 今村　菜々美(2) ｲﾏﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 光陽中 2:59.81 59
52 176 樋上　心春(2) ﾋﾉｳｴ　ｺﾊﾙ 女子 奈　良 橿原中 3:00.00 60
38 134 大槻　莉愛(2) ｵｵﾂｷ　ﾘﾅ 女子 奈　良 教育大付属中 3:06.00 61
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******************************************
* 女子共通 １５００ｍ *
******************************************
50人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
13 7442 大江　百華(2) ｵｵｴ ﾓｶ 女子 京　都 京都光華高 4:36.67 1
12 7441 宮田　麻里歌(2) ﾐﾔﾀ ﾏﾘｶ 女子 京　都 京都光華高 4:37.31 2
45 917 神薗　芽衣子(2) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ 女子 大　阪 東大阪大 4:38.35 3
22 7410 松山　莉子(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｺ 女子 京　都 京都光華高 4:40.81 4
14 7443 佐藤　美羽音(2) ｻﾄｳ ﾐﾊﾈ 女子 京　都 京都光華高 4:41.00 5
18 7405 松井　あれさ(1) ﾏﾂｲ ｱﾚｻ 女子 京　都 京都光華高 4:43.37 6
9 7438 藤岡　美羽(2) ﾌｼﾞｵｶ ﾐｳ 女子 京　都 京都光華高 4:44.27 7
19 7406 森川　結衣(1) ﾓﾘｶﾜ ﾕｲ 女子 京　都 京都光華高 4:45.78 8
8 7419 溝口　七海(3) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 京　都 京都光華高 4:47.59 9
11 7440 村田　千紗(2) ﾑﾗﾀ ﾁｽｽﾞ 女子 京　都 京都光華高 4:51.07 10
6 7416 高科　絢菜(3) ﾀｶｼﾅ ｱﾔﾅ 女子 京　都 京都光華高 4:52.71 11
10 7439 飯田　実優(2) ｲｲﾀﾞ ﾐﾕｳ 女子 京　都 京都光華高 4:52.85 12
25 60 岡本　藍里(2) ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 奈　良 新庄中 4:53.96 13
16 7403 佐野　友貴香(1) ｻﾉ ﾕｷｶ 女子 京　都 京都光華高 4:54.29 14
33 161 戸田　彩月(3) ﾄﾀﾞ　ｻﾂｷ 女子 奈　良 郡山中 4:54.43 15
20 7407 兒玉　周子(1) ｺﾀﾞﾏ ﾁｶｺ 女子 京　都 京都光華高 4:55.51 16
21 7408 小原　愛栞(1) ｺﾊﾗ ﾏﾅｶ 女子 京　都 京都光華高 4:55.60 17
17 7404 塩見　海七(1) ｼｵﾐ ﾐｲﾅ 女子 京　都 京都光華高 4:55.72 18
7 7417 中谷　友美(3) ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 京都光華高 4:56.37 19
36 161 田中　優(3) ﾀﾅｶ　ﾕｳ 女子 奈　良 郡山中 4:59.68 20
31 157 前川　美空(3) ﾏｴｶﾞﾜ ﾐｸ 女子 奈　良 天理南中 5:00.36 21
4 21166 田中　真優(2) ﾀﾅｶ　ﾏﾋﾛ 女子 京　都 長岡第三中 5:04.67 22
32 161 西川　凜(2) ﾆｼｶﾜ　ﾘﾝ 女子 奈　良 郡山中 5:09.00 23
44 135 今村　佳衣(2) ｲﾏﾑﾗ ｶｴ 女子 奈　良 奈良育英高 5:10.00 24
37 173 清水　彩名(3) ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 八木中 5:10.62 25
38 173 箕井　くるみ(3) ﾐﾉｲ ｸﾙﾐ 女子 奈　良 八木中 5:14.97 26
2 21116 池上　来捺(3) ｲｹｶﾞﾐ　ｺﾅﾂ 女子 京　都 長岡第三中 5:16.10 27
3 21156 井上　ななみ(2) ｲﾉｳｴ　ﾅﾅﾐ 女子 京　都 長岡第三中 5:16.28 28
39 173 布上　百葉(3) ﾇﾉｶﾞﾐ ﾓﾓﾊ 女子 奈　良 八木中 5:16.87 29
35 161 上原　優花(3) ｳｴﾊﾗ　ﾕｳｶ 女子 奈　良 郡山中 5:18.69 30
34 161 大井　萌奈(3) ｵｵｲ　ﾓﾅ 女子 奈　良 郡山中 5:18.86 31
5 21167 松尾　もも(2) ﾏﾂｵ　ﾓﾓ 女子 京　都 長岡第三中 5:19.20 32
24 58 鈴木　彩香(2) ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 女子 奈　良 香芝北中 5:23.68 33
27 69 勝見　野々花(2) ｶﾂﾐ ﾉﾉｶ 女子 奈　良 王寺南中 5:24.82 34
49 171 福田　奈月(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子 奈　良 畝傍中 5:25.19 35
41 230 渡場　結菜(2) ﾜﾀｼﾊﾞ ﾕﾅ 女子 奈　良 斑鳩南中 5:25.87 36
23 34 山下　玲奈(3) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾅ 女子 奈　良 大淀中 5:28.00 37
48 171 石井　愛(3) ｲｼｲ ｱｲ 女子 奈　良 畝傍中 5:30.21 38
47 171 前田　美咲(3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 奈　良 畝傍中 5:34.81 39
50 171 弓場　梨央(2) ﾕｳﾊﾞ ﾘｵ 女子 奈　良 畝傍中 5:38.83 40
1 56 北村　涼乃(2) ｷﾀﾑﾗ ｽｽﾞﾉ 女子 京　都 山科中 5:45.00 41
46 255 鶴崎涼花(2) ﾂﾙｻｷｽｽﾞｶ 女子 京　都 京都大 5:45.00 42
43 230 假屋　明来(2) ｶﾘﾔ ﾒｸﾞ 女子 奈　良 斑鳩南中 5:46.78 43
40 176 樋上　亜由美(2) ﾋﾉｳｴ　ｱﾕﾐ 女子 奈　良 橿原中 5:47.00 44
30 107 萩原　心海(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｺﾐ 女子 奈　良 田原本北中 5:53.08 45
42 230 山本　雅姫(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 斑鳩南中 5:58.26 46
29 106 北村　珠来(2) ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ 女子 奈　良 田原本中 5:59.62 47
26 65 鈴木　真尋(3) ｽｽﾞｷ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 香芝中 6:20.00 48
15 7402 坂本　瑠璃子(1) ｻｶﾓﾄ ﾙﾘｺ 女子 京　都 京都光華高 49
28 98 西川　優衣(2) ﾆｼｶﾜ ﾕｲ 女子 奈　良 高田中 50



競技エントリーリスト リスト出力日付：2019/04/15 14:04:25 Page:54
******************************************
* 女子共通 ３０００ｍ *
******************************************
15人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
13 6 高岡　真香(2) ﾀｶｵｶ ﾏﾅｶ 女子 京　都 びわこ学院大 9:50.00 1
14 6 菅原　彩乃(3) ｽｶﾞﾊﾗ ｱﾔﾉ 女子 滋　賀 びわこ学院大 9:50.00 2
15 6 平田　由佳(4) ﾋﾗﾀ ﾕｶ 女子 大　阪 びわこ学院大 9:50.00 3
8 7442 大江　百華(2) ｵｵｴ ﾓｶ 女子 京　都 京都光華高 9:53.00 4
5 7438 藤岡　美羽(2) ﾌｼﾞｵｶ ﾐｳ 女子 京　都 京都光華高 9:59.71 5
9 7405 松井　あれさ(1) ﾏﾂｲ ｱﾚｻ 女子 京　都 京都光華高 9:59.75 6
7 7441 宮田　麻里歌(2) ﾐﾔﾀ ﾏﾘｶ 女子 京　都 京都光華高 10:00.63 7
11 7410 松山　莉子(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｺ 女子 京　都 京都光華高 10:02.94 8
3 7417 中谷　友美(3) ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 京都光華高 10:06.34 9
2 7416 高科　絢菜(3) ﾀｶｼﾅ ｱﾔﾅ 女子 京　都 京都光華高 10:08.24 10
4 7419 溝口　七海(3) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 京　都 京都光華高 10:18.74 11
6 7440 村田　千紗(2) ﾑﾗﾀ ﾁｽｽﾞ 女子 京　都 京都光華高 10:28.00 12
10 7408 小原　愛栞(1) ｺﾊﾗ ﾏﾅｶ 女子 京　都 京都光華高 10:41.82 13
12 251 藤本涼(2) ﾌｼﾞﾓﾄﾘｮｳ 女子 京　都 京都大 11:14.96 14
1 6186 杉山　未帆(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾎ 女子 京　都 城陽高 15:01.88 15



競技エントリーリスト リスト出力日付：2019/04/15 14:04:25 Page:55
**********************************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍＨ(0.838m) *
**********************************************************************
19人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 382 中島ひとみ(9) ﾅｶｼﾞﾏﾋﾄﾐ 女子 兵　庫 長谷川体育施設 14.00 1
17 922 萬谷　呂稀(1) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ 女子 大　阪 東大阪大 14.33 2
11 546 山中　亜耶(9) ﾔﾏﾅｶ ｱﾔ 女子 奈　良 Univ.AC 14.34 3
13 134 南　鈴菜(3) ﾐﾅﾐ ｽｽﾞﾅ 女子 奈　良 奈良育英高 14.69 4
12 127 植田　麻香(3) ｳｴﾀﾞ ｱｻｶ 女子 奈　良 奈良育英高 14.74 5
5 6239 藤田 詩乃(3) ﾌｼﾞﾀ ｼﾉ 女子 京　都 西城陽高 15.13 6
15 913 山田　紗和子(3) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜｺ 女子 大　阪 東大阪大 15.22 7
18 952 曽我　道恵(3) ｿｶﾞ ﾐﾁｴ 女子 京　都 関西外国語大 15.40 8
3 6203 井上　由萌(2) ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 女子 京　都 西城陽高 15.47 9
19 69 近藤　茜(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ 女子 奈　良 関西学院大 15.50 10
6 6236 三好 ひなの(3) ﾐﾖｼ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西城陽高 15.57 11
14 136 大西　香凛(2) ｵｵﾆｼ ｶﾘﾝ 女子 奈　良 奈良育英高 15.79 12
16 914 川西　もも(2) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ 女子 大　阪 東大阪大 16.00 13
1 6201 岩本　月(2) ｲﾜﾓﾄ ﾂｷ 女子 京　都 西城陽高 16.52 14
8 5021 芝本　登萌(3) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾄﾓ 女子 京　都 京教大附高 17.79 15
9 6125 内海　朱莉(3) ｳﾂﾐ ｱｶﾘ 女子 京　都 莵道高 18.10 16
4 6235 大久保 佳音(3) ｵｵｸﾎﾞ ｶﾉﾝ 女子 京　都 西城陽高 18.99 17
2 6202 清水　友理(2) ｼﾐｽﾞ ﾕﾘ 女子 京　都 西城陽高 19.07 18
7 6219 寺下　萌絵(1) ﾃﾗｼﾀ ﾓｴ 女子 京　都 西城陽高 19
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**********************************************************************
* 女子高校・一般 ４００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************************
7人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 923 渡辺　美黎亜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｱ 女子 大　阪 東大阪大 1:00.89 1
5 1010 逢坂　友利子(4) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 東大阪大 1:02.07 2
6 912 木村　菜摘(4) ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 東大阪大 1:04.10 3
4 7420 山口　風香(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｳｶ 女子 京　都 京都光華高 1:09.27 4
3 5001 島田　莉沙(2) ｼﾏﾀﾞ ﾘｻ 女子 京　都 京教大附高 1:11.84 5
1 6201 岩本　月(2) ｲﾜﾓﾄ ﾂｷ 女子 京　都 西城陽高 1:12.81 6
2 5024 小林　沙羅(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗ 女子 京　都 京教大附高 1:24.04 7
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**********************************************
* 女子共通 ４×１００ｍ *
**********************************************
38チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 0 京都光華高 京　都 48.59 260002 1
36 0 奈良育英高 奈　良 49.00 290036 2
10 0 天理西中 奈　良 52.00 290010 3
30 0 式下中 奈　良 52.70 290030 4
24 0 三笠 奈　良 52.73 290024 5
25 0 都南中A 奈　良 52.98 290025 6
6 0 二名中A 奈　良 53.80 290006 7
7 0 二名中B 奈　良 54.20 290007 8
28 0 郡山中 奈　良 54.86 290028 9
37 0 伏見中A 奈　良 55.00 290037 10
27 0 橿原中 奈　良 55.49 290027 11
33 0 智辯カレッジ中A 奈　良 55.66 290033 12
9 0 富雄南中 奈　良 55.73 290009 13
3 0 立命館中A 京　都 56.00 260003 14
4 0 立命館中B 京　都 56.00 260004 15
29 0 高田中 奈　良 57.93 290029 16
38 0 伏見中B 奈　良 58.00 290038 17
5 0 教育大附属中 奈　良 1:00.00 290005 18
16 0 近畿大 大　阪 4:92.2 270016 19
19 0 香芝中Ｃ 奈　良 5:05.0 290019 20
22 0 八木中 奈　良 5:20.7 290022 21
21 0 帝塚山中 奈　良 5:24.8 290021 22
20 0 長岡第三 京　都 5:27.6 260020 23
15 0 京教大附高 京　都 5:32.2 260015 24
17 0 香芝中Ａ 奈　良 5:35.0 290017 25
13 0 莵道高 京　都 5:40.7 260013 26
14 0 榛原中 奈　良 5:44.2 290014 27
23 0 新庄中 奈　良 5:60.0 290023 28
18 0 香芝中Ｂ 奈　良 5:75.0 290018 29
11 0 斑鳩南中A 奈　良 5:80.0 290011 30
12 0 斑鳩南中B 奈　良 5:92.4 290012 31
1 0 城陽高 京　都 260001 32
8 0 大淀中 奈　良 290008 33
26 0 都南中B 奈　良 290026 34
31 0 西城陽高Ａ 京　都 260031 35
32 0 西城陽高Ｂ 京　都 260032 36
34 0 田原本中学校Ａ 奈　良 290034 37
35 0 田原本中学校Ｂ 奈　良 290035 38
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**********************************************
* 女子高校・一般 走高跳 *
**********************************************
6人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
6 365 日高　水樹(4) ﾋﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ 女子 京　都 神戸大 1m70 1
2 6236 三好 ひなの(3) ﾐﾖｼ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西城陽高 1m61 2
4 6214 桂田　萌(1) ｶﾂﾗﾀﾞ ﾓｴ 女子 京　都 西城陽高 1m60 3
1 6202 清水　友理(2) ｼﾐｽﾞ ﾕﾘ 女子 京　都 西城陽高 1m58 4
5 6188 西川　あやめ(1) ﾆｼｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 京　都 城陽高 1m55 5
3 6232 山本 愛莉(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 京　都 西城陽高 1m45 6
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**********************************************
* 女子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
23人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 68 川原　把菜(3) ｶﾜﾊﾗ ﾊﾅ 女子 兵　庫 関西学院大 5m91 1
16 914 川西　もも(2) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ 女子 大　阪 東大阪大 5m60 2
12 126 上島　優里(3) ｳｴｼﾏ ﾕﾘ 女子 奈　良 奈良育英高 5m51 3
22 65 柾木　ひかり(4) ﾏｻｷ ﾋｶﾘ 女子 神奈川 関西学院大 5m47 4
3 6239 藤田 詩乃(3) ﾌｼﾞﾀ ｼﾉ 女子 京　都 西城陽高 5m40 5
6 6240 吉田 実由(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 5m38 6
15 913 山田　紗和子(3) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜｺ 女子 大　阪 東大阪大 5m38 7
4 6236 三好 ひなの(3) ﾐﾖｼ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西城陽高 5m33 8
19 6 岸　優希(3) ｷｼ ﾕｳｷ 女子 兵　庫 園田学園女子大 5m31 9
1 6204 岩田　愛弓(2) ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 女子 京　都 西城陽高 5m28 10
13 132 樋口　海奈(3) ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅ 女子 奈　良 奈良育英高 5m14 11
18 924 山本　沙愛(1) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 女子 大　阪 東大阪大 5m02 12
23 662 越水　なつみ (3) ｺｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4m97 13
17 918 小路　美咲(2) ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｷ 女子 大　阪 東大阪大 4m80 14
20 512 白田　江梨奈(2) ｼﾗﾀ ｴﾘﾅ 女子 奈　良 武庫川女子大 4m77 15
14 267 天根　千幸(2) ｱﾏﾈ ﾁﾕｷ 女子 奈　良 奈良育英高 4m52 16
11 7444 畚野　愛梨(2) ﾌｺﾞﾉ ｱｲﾘ 女子 京　都 京都光華高 4m51 17
5 6232 山本 愛莉(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 京　都 西城陽高 4m48 18
2 6235 大久保 佳音(3) ｵｵｸﾎﾞ ｶﾉﾝ 女子 京　都 西城陽高 4m46 19
10 6184 難波　陽奈(2) ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾅ 女子 京　都 城陽高 4m44 20
9 5021 芝本　登萌(3) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾄﾓ 女子 京　都 京教大附高 4m41 21
7 6241 加藤　あすか(3) ｶﾄｳ ｱｽｶ 女子 京　都 西城陽高 4m21 22
8 6224 中西　小苗(1) ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 女子 京　都 西城陽高 4m05 23
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**********************************************
* 女子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
13人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 3019 喜田　愛以(9) ｷﾀﾞ ﾒｲ 女子 大　阪 ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 12m86 1
2 6239 藤田 詩乃(3) ﾌｼﾞﾀ ｼﾉ 女子 京　都 西城陽高 12m30 2
3 6236 三好 ひなの(3) ﾐﾖｼ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西城陽高 11m97 3
13 66 上田　明香里(3) ｳｴﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 福　岡 関西学院大 11m77 4
8 224 南方美羽(2) ﾐﾅｶﾀﾐｳ 女子 和歌山 和歌山北高 11m72 5
10 6 平野　さくら(1) ﾋﾗﾉ ｻｸﾗ 女子 大　阪 園田学園女子大 11m45 6
12 734 小林　澪里(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵﾘ 女子 兵　庫 大阪産業大 11m03 7
1 6204 岩田　愛弓(2) ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 女子 京　都 西城陽高 10m96 8
4 6240 吉田 実由(3) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 10m74 9
9 918 小路　美咲(2) ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｷ 女子 大　阪 東大阪大 10m71 10
5 6184 難波　陽奈(2) ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾅ 女子 京　都 城陽高 9m83 11
6 7444 畚野　愛梨(2) ﾌｺﾞﾉ ｱｲﾘ 女子 京　都 京都光華高 9m57 12
11 952 曽我　道恵(3) ｿｶﾞ ﾐﾁｴ 女子 京　都 関西外国語大 13
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****************************************************************
* 女子高校・一般 砲丸投(4.000kg) *
****************************************************************
11人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 72 広沢　南奈(2) ﾋﾛｻﾜ ﾅﾅ 女子 大　阪 関西学院大 14m17 1
8 915 上谷　詩織(2) ｶﾐﾀﾆ ｼｵﾘ 女子 大　阪 東大阪大 13m19 2
9 921 木虎　莉奈(1) ｷﾄﾗ ﾘﾅ 女子 大　阪 東大阪大 11m43 3
6 913 山田　紗和子(3) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜｺ 女子 大　阪 東大阪大 11m07 4
7 914 川西　もも(2) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ 女子 大　阪 東大阪大 9m88 5
2 7428 安田 　味加(2) ﾔｽﾀﾞ ﾐｶ 女子 京　都 京都光華高 9m70 6
3 7411 上林　磨奈(1) ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 女子 京　都 京都光華高 8m27 7
1 6222 松本　彩(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 女子 京　都 西城陽高 8
4 34 蓑田　凪彩(3) ﾐﾉﾀﾞ　ﾅｷﾞｻ 女子 奈　良 大淀中 9
5 174 水谷　和佳奈(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾜｶﾅ 女子 奈　良 光陽中 10
11 128 巽　愛莉(3) ﾀﾂﾐ　ｱｲﾘ 女子 奈　良 二名中 11
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****************************************************************
* 女子高校・一般 円盤投(1.000kg) *
****************************************************************
5人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
5 921 木虎　莉奈(1) ｷﾄﾗ ﾘﾅ 女子 大　阪 東大阪大 38m63 1
4 915 上谷　詩織(2) ｶﾐﾀﾆ ｼｵﾘ 女子 大　阪 東大阪大 36m80 2
1 7429 横田 　有奈(2) ﾖｺﾀ ﾕﾅ 女子 京　都 京都光華高 31m20 3
3 7412 辻岡　夢叶(1) ﾂｼﾞｵｶ ﾕﾒｶ 女子 京　都 京都光華高 25m55 4
2 7411 上林　磨奈(1) ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ 女子 京　都 京都光華高 25m13 5
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****************************************************************
* 女子高校・一般 やり投(0.600kg) *
****************************************************************
9人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 913 山田　紗和子(3) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜｺ 女子 大　阪 東大阪大 46m59 1
3 6238 吉田 野々花(3) ﾖｼﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 34m42 2
6 7426 榎本 　愛(2) ｴﾉﾓﾄ ﾏﾅ 女子 京　都 京都光華高 27m77 3
4 6241 加藤　あすか(3) ｶﾄｳ ｱｽｶ 女子 京　都 西城陽高 27m52 4
7 7409 西尾　幸夏(1) ﾆｼｵ ｻﾁｶ 女子 京　都 京都光華高 26m05 5
2 6232 山本 愛莉(3) ﾔﾏﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 京　都 西城陽高 23m21 6
1 6235 大久保 佳音(3) ｵｵｸﾎﾞ ｶﾉﾝ 女子 京　都 西城陽高 21m96 7
5 6222 松本　彩(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 女子 京　都 西城陽高 8
9 735 奥出　姫菜(4) オクデ　ヒナ 女子 大　阪 大阪産業大 9
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******************************************
* 男子共通 ５０００ｍ *
******************************************
3人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 465 米田　勇輝(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良育英高 15:40.00 1
1 204 岡部　祥悟(1) ｵｶﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 2
2 621 大石　柊介(2) ｵｵｲｼ ｼｭｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 3  


