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第3回奈良市陸協記録会･奈良市中学新人大会
主　管:奈良市陸上競技協会
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1 東　京 日本生命 129 小久保　翔太() ｺｸﾎﾞ ｼｮｳﾀ 男子 130001001 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m)
2 愛　知 POWERMAX 4171 大島　龍(9) ｵｵｼﾏ　ﾀﾂﾙ 男子 230001001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
3 愛　知 HIDESONZ 4556 長江　無我(9) ﾅｶﾞｴ ﾑｶﾞ 男子 230002001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
4 愛　知 HIDESONZ 4557 中尾　貴大(9) ﾅｶｵ ﾀｶﾋﾛ 男子 230002002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
5 愛　知 東三河AC 730 山田　純貴(9) ﾔﾏﾀﾞ ｽﾐﾀｶ 男子 230003001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
6 三　重 近大高専 1085 上田　光一(2) ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ 男子 240002001 男子高校・一般2日目 棒高跳
7 三　重 近大高専 1093 吉田　隆哉(2) ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾔ 男子 240002002 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(0.991m) 男子高校・一般2日目 三段跳
8 三　重 近大高専 1083 池上　陽向(2) ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾅﾀ 男子 240002003 男子高校・一般2日目 棒高跳
9 三　重 近大高専 1089 長田　一晟(2) ﾅｶﾞﾀ ﾋﾅﾀ 男子 240002004 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(0.991m)
10 三　重 三重陸協 5513 諸岡　将人() ﾓﾛｵｶ ﾏｻﾄ 男子 240011001 男子共通1日目 ８００ｍ
11 滋　賀 滋賀陸協 56 前田　盛翔(9) ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼｮｳ 男子 250001001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
12 滋　賀 滋賀陸協 78 萬　玲奈(9) ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女子 250001002 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 走高跳 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
13 京　都 立命館中 8 谷本　航(3) ﾀﾆﾓﾄ ﾜﾀﾙ 男子 260008001 男子中学1日目 三段跳 男子中学2日目 走幅跳
14 京　都 立命館中 8 成房　亮祐(3) ﾅﾘﾌｻ ﾘｮｳｽｹ 男子 260008002 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(0.991m)
15 京　都 立命館中 8 畑中　志優(3) ﾊﾀﾅｶ ｼﾕｳ 男子 260008003 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
16 京　都 立命館中 8 伊藤　秀真(3) ｲﾄｳ ｼｭｳﾏ 男子 260008004 男子共通1日目 ３０００ｍ
17 京　都 立命館中 8 大久保　碧(2) ｵｵｸﾎﾞ ｿﾗ 男子 260008005 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
18 京　都 立命館中 8 尾島　蓮瑛(2) ｵｼﾞﾏ ﾛｲ 男子 260008006 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
19 京　都 立命館中 8 河上　芯之介(2) ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾉｽｹ 男子 260008007 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
20 京　都 立命館中 8 佐々木　倖聖(2) ｻｻｷ ｺｳｾｲ 男子 260008008 男子共通1日目 ８００ｍ 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2日目 １００ｍ
21 京　都 立命館中 8 林　泰聖(2) ﾊﾔｼ ﾀｲｾｲ 男子 260008009 男子中学2日目 走高跳
22 京　都 立命館中 8 村上　琢朗(2) ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾛｳ 男子 260008010 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
23 京　都 立命館中 8 鈴木　淳史(1) ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｼ 男子 260008011 男子中学2日目 １００ｍ
24 京　都 立命館中 8 中尾　颯良(1) ﾅｶｵ ｿﾗ 男子 260008012 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
25 京　都 立命館中 8 岩田　茉愛(3) ｲﾜﾀ ﾏｳｲ 女子 260008013 女子中学2日目 走高跳
26 京　都 立命館中 8 阪上　亜路(3) ｻｶｶﾞﾐ ｱﾛ 女子 260008014 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
27 京　都 立命館中 8 正楽井　沙花(3) ｼｮｳﾗｸｲ ｻﾔｶ 女子 260008015 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍＹＨ
28 京　都 立命館中 8 須賀　麗(3) ｽｶﾞ ｳﾗﾗ 女子 260008016 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍ
29 京　都 立命館中 8 杉田　瑠菜(3) ｽｷﾞﾀ ﾙﾅ 女子 260008017 女子共通1日目 １５００ｍ
30 京　都 立命館中 8 槌谷　皆玖(3) ﾂﾁﾀﾆ ﾐｸ 女子 260008018 女子中学2日目 １００ｍ
31 京　都 立命館中 8 野坂　弥由(3) ﾉｻｶ ﾐﾕ 女子 260008019 女子共通1日目 ８００ｍ
32 京　都 立命館中 8 八木　彩夏(3) ﾔｷﾞ ｻﾔｶ 女子 260008020 女子共通1日目 ８００ｍ
33 京　都 立命館中 8 川瀬　愛子(2) ｶﾜｾ ｱｲｺ 女子 260008021 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
34 京　都 立命館中 8 佐伯　凪(2) ｻｲｷ　ﾅｷﾞ 女子 260008022 女子中学1日目 走高跳 女子中学2日目 走高跳
35 京　都 立命館中 8 島田　怜(2) ｼﾏﾀﾞ ﾚｲ 女子 260008023 女子共通1日目 １５００ｍ
36 京　都 立命館中 8 南谷　妃那(2) ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾋﾅ 女子 260008024 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
37 京　都 立命館中 8 日野　未彩(2) ﾋﾉ ﾐｻ 女子 260008025 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
38 京　都 立命館中 8 蒲　優佳(1) ｶﾞﾏ ﾕｳｶ 女子 260008026 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
39 京　都 立命館中 8 塚腰　一乃(1) ﾂｶｺﾞｼ ｲﾁﾉ 女子 260008027 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
40 京　都 立命館中 8 原田　陽菜(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 女子 260008028 女子共通1日目 ８００ｍ
41 京　都 山科中 56 泉　佑真(3) ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 男子 260056001 男子中学1日目 １００ｍ
42 京　都 山科中 56 川北　恭輝(3) ｶﾜｷﾀ ｷｮｳｶﾞ 男子 260056002 男子中学1日目 走高跳
43 京　都 山科中 56 増田　優斗(3) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 260056003 男子共通1日目 ３０００ｍ
44 京　都 山科中 56 小島　翔太(2) ｺｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 男子 260056004 男子中学1日目 走高跳 男子中学1日目 １００ｍ
45 京　都 山科中 56 藤本　世成(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｾﾅ 男子 260056005 男子中学1日目 １００ｍ
46 京　都 山科中 56 柿﨑　永遠(1) ｶｷｻｷ ﾄﾜ 男子 260056006 男子中学1日目 １００ｍ
47 京　都 山科中 56 多賀　元哉(1) ﾀｶﾞ ﾓﾄﾔ 男子 260056007 男子中学1日目 １００ｍ
48 京　都 山科中 56 高山　大輝(1) ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 男子 260056008 男子中学1日目 走高跳
49 京　都 山科中 56 向　大空(1) ﾑｶｲ ﾀﾞｲｱ 男子 260056009 男子共通1日目 ８００ｍ
50 京　都 山科中 56 高木　歩(1) ﾀｶｷﾞ ｱﾕﾑ 男子 260056010 男子共通1日目 ８００ｍ
51 京　都 山科中 56 出井　猛(1) ﾃﾞｲ ﾀｹﾙ 男子 260056011 男子中学1日目 １００ｍ
52 京　都 山科中 56 山田　刷杜(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾊｸﾄ 男子 260056012 男子共通1日目 ８００ｍ
53 京　都 山科中 56 多賀　敦哉(1) ﾀｶﾞ ｱﾂﾔ 男子 260056013 男子中学1日目 １００ｍ
54 京　都 山科中 56 藤原　悠輔(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 男子 260056014 男子共通1日目 ８００ｍ
55 京　都 山科中 56 安田　凰牙(1) ﾔｽﾀﾞ ｵｳｶﾞ 男子 260056015 男子共通1日目 ８００ｍ
56 京　都 山科中 56 竹田　一登(1) ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 男子 260056016 男子共通1日目 ８００ｍ 男子中学1日目 １００ｍ
57 京　都 山科中 56 吉澤　環(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾏｷ 女子 260056017 女子中学1日目 走幅跳
58 京　都 山科中 56 川瀬　美帆(2) ｶﾜｾ ﾐﾎ 女子 260056018 女子中学1日目 走幅跳
59 京　都 山科中 56 北村　涼乃(2) ｷﾀﾑﾗ ｽｽﾞﾉ 女子 260056019 女子共通1日目 ８００ｍ
60 京　都 山科中 56 三浦　楓莉(2) ﾐｳﾗ ﾌｳﾘ 女子 260056020 女子中学1日目 １００ｍ
61 京　都 山科中 56 三科　理珠(2) ﾐｼﾅ ﾘｽﾞ 女子 260056021 女子中学1日目 １００ｍ
62 京　都 山科中 56 西村　夢来(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾗ 女子 260056022 女子中学1日目 １００ｍ
63 京　都 山科中 56 畑　穂乃花(2) ﾊﾀ ﾎﾉｶ 女子 260056023 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m)
64 京　都 山科中 56 平山　楽菜(1) ﾋﾗﾔﾏ ﾗﾅ 女子 260056024 女子中学1日目 １００ｍ
65 京　都 山科中 56 今井　寧央(1) ｲﾏｲ ﾈｵ 女子 260056025 女子中学1日目 １００ｍ
66 京　都 山科中 56 佐伯　咲羽(1) ｻｴｷ ｻﾜ 女子 260056026 女子中学1日目 １００ｍ
67 京　都 山科中 56 前田　思穂(1) ﾏｴﾀﾞ ｼﾎ 女子 260056027 女子中学1日目 １００ｍ
68 京　都 山科中 56 上野　悠月(1) ｳｴﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 260056028 女子中学1日目 １００ｍ
69 京　都 蜂ヶ岡中 63 東 悠太(2) ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 男子 260063001 男子共通1日目 １５００ｍ
70 京　都 太秦中 88 植澤　竜也(3) ｳｴｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 男子 260088001 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
71 京　都 太秦中 88 野田　優一(3) ﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 260088002 男子中学2日目 走高跳
72 京　都 太秦中 88 藤原　空大(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｸｳﾄ 男子 260088003 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
73 京　都 太秦中 88 逢坂　玲衣(3) ｵｵｻｶ ﾚｲ 女子 260088004 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
74 京　都 太秦中 88 樋口　菜央(3) ﾋｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 260088005 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
75 京　都 太秦中 88 大朝　優(2) ｵｵﾄﾓ ﾕｳ 男子 260088006 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
76 京　都 太秦中 88 片桐　脩太(2) ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾀ 男子 260088007 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 三段跳 男子中学2日目 走幅跳
77 京　都 太秦中 88 森　陽大(2) ﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 260088008 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 三段跳 男子中学2日目 走幅跳
78 京　都 太秦中 88 中田　凱斗(2) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 男子 260088009 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
79 京　都 太秦中 88 供川　桜奈(2) ﾄﾓｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 260088010 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
80 京　都 太秦中 88 伊東　妃菜(2) ｲﾄｳ ﾋﾅ 女子 260088011 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
81 京　都 太秦中 88 勝山　穂乃和(2) ｶﾂﾔﾏ ﾎﾉﾜ 女子 260088012 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
82 京　都 太秦中 88 九嶋　心結(2) ｸｼﾏ ﾐﾕ 女子 260088013 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
83 京　都 太秦中 88 寺井　桜香(2) ﾃﾗｲ ﾎﾉｶ 女子 260088014 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 ２００ｍ
84 京　都 太秦中 88 長谷川　稜(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 260088015 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
85 京　都 太秦中 88 西畑　太喜(1) ﾆｼﾊﾀ ﾀｲｷ 男子 260088016 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
86 京　都 太秦中 88 菱田　哲学希(1) ﾋｼﾀﾞ ｱﾏｷ 男子 260088017 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
87 京　都 太秦中 88 松村　勇輝(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 260088018 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
88 京　都 太秦中 88 足立　海斗(1) ｱﾀﾞﾁ ｶｲﾄ 男子 260088019 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
89 京　都 太秦中 88 植垣　綜太(1) ｳｴｶﾞｷ ｿｳﾀ 男子 260088020 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
90 京　都 太秦中 88 山本　鼓々路(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 男子 260088021 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1年 円盤投(1.000kg) 男子中学1年 砲丸投(2.721kg)
91 京　都 太秦中 88 横堀　紀凪(1) ﾖｺﾎﾞﾘ ﾅｷﾞｻ 女子 260088022 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
92 京　都 太秦中 88 毛呂　有夏(1) ﾓﾛ ﾕｳｶ 女子 260088023 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
93 京　都 太秦中 88 宮田　陽菜(1) ﾐﾔﾀ ﾊﾙﾅ 女子 260088024 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
94 京　都 太秦中 88 森岡　知愛(1) ﾓﾘｵｶ ﾄｱ 女子 260088025 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
95 京　都 太秦中 88 本田　璃恋(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｺ 女子 260088026 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
96 京　都 太秦中 88 神服　優奈(1) ﾊｯﾄﾘ ﾕﾅ 女子 260088027 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 走高跳
97 京　都 太秦中 88 林　乃愛(1) ﾊﾔｼ ﾉｱ 女子 260088028 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
98 京　都 太秦中 88 志田　美遥(1) ｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 260088029 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
99 京　都 太秦中 88 加藤　一閃(3) ｶﾄｳ ﾋﾄｾ 男子 260088030 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 １００ｍ
100 京　都 西城陽中 207 白瀧　力也(2) ｼﾗﾀｷ  ﾘｷﾔ 男子 260207001 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
101 京　都 西城陽中 207 小西　琉也(2) ｺﾆｼ  ﾘｭｳﾔ 男子 260207002 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
102 京　都 西城陽中 207 矢野　匠真(1) ﾔﾉ　ﾀｸﾏ 男子 260207003 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
103 京　都 西城陽中 207 利田　樹紀(1) ｶｶﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 260207004 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 ２００ｍ
104 京　都 西城陽中 207 小松　麗生(1) ｺﾏﾂ ﾚｲ 男子 260207005 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 ２００ｍ
105 京　都 西城陽中 207 三好　輝空(1) ﾐﾖｼ ﾉｱ 男子 260207006 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 ２００ｍ
106 京　都 西城陽中 207 米澤　樹(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 260207007 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳 男子中学2日目 ２００ｍ
107 京　都 西城陽中 207 米澤　翼(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 男子 260207008 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
108 京　都 西城陽中 207 沼田　芽依(3) ﾇﾏﾀ  ﾒｲ 女子 260207009 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 走高跳
109 京　都 西城陽中 207 清水　咲絢(1) ｼﾐｽﾞ ｻｱﾔ 女子 260207010 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
110 京　都 西城陽中 207 田村　希(1) ﾀﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 260207011 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
111 京　都 西城陽中 207 松田　優楓(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 260207012 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
112 京　都 西城陽中 207 永山　小桜(3) ﾅｶﾞﾔﾏ ｺﾊﾙ 女子 260207013 女子中学2日目 １００ｍ
113 京　都 西城陽中 207 田口　美月(2) ﾀｸﾞﾁ ﾐﾂﾞｷ 女子 260207014 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
114 京　都 西城陽中 207 松本　燎(2) ﾏﾂﾓﾄ　ｶｶﾞﾘ 女子 260207015 女子中学1日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
115 京　都 西城陽中 207 田和　青空(2) ﾀﾜ ｿﾗ 女子 260207016 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
116 京　都 西城陽中 207 長田　莉乃(1) ﾅｶﾞﾀ　ﾘﾉ 女子 260207017 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
117 京　都 西城陽中 207 野々村　くるみ(2) ﾉﾉﾑﾗ　ｸﾙﾐ 女子 260207018 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
118 京　都 久御山中 209 吉田　知香(3) ﾖｼﾀﾞ ﾁｶ 女子 260209001 女子中学2日目 １００ｍＹＨ
119 京　都 久御山中 209 中西　莉央(3) ﾅｶﾆｼ ﾘｵ 女子 260209002 女子中学2日目 走高跳
120 京　都 久御山中 209 山本　愛恵(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅｴ 女子 260209003 女子中学2日目 棒高跳 女子中学2日目 ２００ｍ
121 京　都 久御山中 209 大木　苺香(2) ｵｵｷ ｲﾁｶ 女子 260209004 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
122 京　都 久御山中 209 戸松　春菜(2) ﾄﾏﾂ ﾊﾙﾅ 女子 260209005 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
123 京　都 久御山中 209 村本　海音(2) ﾑﾗﾓﾄ ｱﾏﾈ 女子 260209006 女子中学2日目 １００ｍ
124 京　都 久御山中 209 西川　大貴(3) ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 260209007 男子中学2日目 走幅跳
125 京　都 久御山中 209 清水　勇毅(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 男子 260209008 男子中学2日目 走幅跳
126 京　都 久御山中 209 佐治　創(2) ｻｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 男子 260209009 男子中学2日目 １００ｍ
127 京　都 久御山中 209 杉本　瑠斗(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 260209010 男子中学2日目 １００ｍ
128 京　都 東城陽中 217 粟野　真帆(3) ｱﾜﾉ　ﾏﾎ 女子 260217001 女子共通1日目 ３０００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
129 京　都 東城陽中 217 西川　由珠(3) ﾆｼｶﾜ　ﾕｽﾞ 女子 260217002 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ
130 京　都 東城陽中 217 明石　優人(3) ｱｶｼ　ﾕｳﾄ 男子 260217003 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
131 京　都 東城陽中 217 吉田　仁成(3) ﾖｼﾀﾞ　ﾋﾄﾅﾘ 男子 260217004 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
132 京　都 東城陽中 217 西田　虎之介(3) ﾆｼﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 260217005 男子共通1日目 ３０００ｍ
133 京　都 東城陽中 217 大島　青波(3) ｵｵｼﾏ　ｾｲﾊ 男子 260217006 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
134 京　都 東城陽中 217 今村　理人(3) ｲﾏﾑﾗ　ﾏｻﾄ 男子 260217007 男子中学1日目 走高跳 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
135 京　都 東城陽中 217 吉岡　涼夏(3) ﾖｼｵｶ　ｽｽﾞｶ 男子 260217008 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 三段跳 男子中学2日目 走高跳
136 京　都 東城陽中 217 宮川　來未(2) ﾐﾔｶﾞﾜ　ｸﾐ 女子 260217009 女子中学1日目 四種競技 女子中学2日目 １００ｍ
137 京　都 東城陽中 217 加藤　璃央(2) ｶﾄｳ ﾘｵ 女子 260217010 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ
138 京　都 東城陽中 217 森　未来(2) ﾓﾘ　ﾐﾗｲ 女子 260217011 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ
139 京　都 東城陽中 217 野殿　桜来(2) ﾉｿﾞﾉ　ｻﾗ 女子 260217012 女子共通1日目 ３０００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
140 京　都 東城陽中 217 西川　寛(2) ﾆｼｶﾜ　ﾋﾛｼ 男子 260217013 男子中学1日目 四種競技 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2日目 走高跳
141 京　都 東城陽中 217 三ツ井　智哉(2) ﾐﾂｲ　ﾄﾓﾔ 男子 260217014 男子共通1日目 ３０００ｍ
142 京　都 東城陽中 217 平岡　真凜(1) ﾋﾗｵｶ　ﾏﾘﾝ 女子 260217015 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
143 京　都 東城陽中 217 藤田　美悠(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐﾕ 女子 260217016 女子共通1日目 ３０００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
144 京　都 東城陽中 217 川島　蘭(1) ｶﾜｼﾏ ﾗﾝ 女子 260217017 女子共通1日目 １５００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
145 京　都 東城陽中 217 小野　瑚拍(1) ｵﾉ　ｺﾊｸ 女子 260217018 女子共通1日目 ８００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
146 京　都 東城陽中 217 服部　由奈(1) ﾊｯﾄﾘ ﾕﾅ 女子 260217019 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
147 京　都 東城陽中 217 粟野　翔貴(1) ｱﾜﾉ ｼｮｳｷ 男子 260217020 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳 男子中学2日目 走幅跳
148 京　都 東城陽中 217 永田　叶羽(1) ﾅｶﾞﾀ ﾄﾜ 男子 260217021 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
149 京　都 東城陽中 217 長野　颯太(1) ﾅｶﾞﾉ　ｿｳﾀ 男子 260217022 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
150 京　都 東城陽中 217 奥田　颯太(1) ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 260217023 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
151 京　都 東城陽中 217 小倉　叶夢(1) ｵｸﾞﾗ ﾄﾑ 男子 260217024 男子中学1日目 走高跳 男子中学2日目 走幅跳
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
152 京　都 東城陽中 217 嶋原　咲太朗(1) ｼﾏﾊﾞﾗ　ｻｸﾀﾛｳ 男子 260217025 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
153 京　都 東城陽中 217 矢野　壮琉(1) ﾔﾉ ﾀｹﾙ 男子 260217026 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1日目 １００ｍ
154 京　都 東城陽中 217 佐々木　祐輔(1) ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 男子 260217027 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
155 京　都 東城陽中 217 宮野　楓吾(1) ﾐﾔﾉ ﾌｳｺﾞ 男子 260217028 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2日目 走幅跳
156 京　都 東城陽中 217 野木　琉平(1) ﾉｷﾞ　ﾘｭｳﾍｲ 男子 260217029 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子中学2日目 走高跳
157 京　都 東城陽中 217 山口　弘貴(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 男子 260217030 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
158 京　都 東城陽中 217 河村　美紅(3) ｶﾜﾑﾗ　ﾐｸ 女子 260217031 女子共通1日目 ３０００ｍ
159 京　都 東城陽中 217 播戸　瑠輝(3) ﾊﾞﾝﾄﾞ　ﾘｭｳｷ 男子 260217032 男子共通1日目 ３０００ｍ
160 京　都 東城陽中 217 山本　壮琉(3) ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｹﾙ 男子 260217033 男子中学2日目 １００ｍ
161 京　都 東城陽中 217 岡本　京士(3) ｵｶﾓﾄ　ｹｲﾄ 男子 260217034 男子中学2日目 ４００ｍ
162 京　都 西城陽高 2260 奥田　和哉(2) ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 260309001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 走高跳
163 京　都 西城陽高 2253 木村　天南(2) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 260309002 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
164 京　都 西城陽高 2254 夏原　陸(2) ﾅﾂﾊﾗ ﾘｸ 男子 260309003 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
165 京　都 西城陽高 2255 内村　太一(2) ｳﾁﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 260309004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
166 京　都 西城陽高 2256 德永　勇翔(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 260309005 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般2日目 三段跳
167 京　都 西城陽高 2257 向井　功(2) ﾑｶｲ ｺｳ 男子 260309006 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
168 京　都 西城陽高 2258 上田　玲弥(2) ｳｴﾀﾞ ﾚｲﾔ 男子 260309007 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 砲丸投(6.000kg)
169 京　都 西城陽高 2259 阿野　龍典(2) ｱﾉ ﾀﾂﾉﾘ 男子 260309008 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
170 京　都 西城陽高 2261 多比良　柊大(2) ﾀﾋﾗ　ｼｭｳﾀﾞｲ 男子 260309009 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 三段跳
171 京　都 西城陽高 2251 若林　圭汰(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ　ｹｲﾀ 男子 260309010 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 三段跳
172 京　都 西城陽高 2344 柴田　大輝(2) ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 260309011 男子共通1日目 ３０００ｍ
173 京　都 西城陽高 2346 飯田　都夢(2) ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾑ 男子 260309012 男子共通1日目 １５００ｍ
174 京　都 西城陽高 2343 下田　悠誠(2) ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｾｲ 男子 260309013 男子共通1日目 ８００ｍ
175 京　都 西城陽高 2345 南　海斗(2) ﾐﾅﾐ ｶｲﾄ 男子 260309014 男子共通1日目 ３０００ｍ
176 京　都 西城陽高 2341 五嶋　貫路(2) ｺﾞﾄｳ ｶﾝｼﾞ 男子 260309015 男子共通1日目 １５００ｍ
177 京　都 西城陽高 2342 堀井　爽平(2) ﾎﾘｲ ｿｳﾍｲ 男子 260309016 男子共通1日目 １５００ｍ
178 京　都 西城陽高 6201 岩本　月(2) ｲﾜﾓﾄ ﾂｷ 女子 260309017 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
179 京　都 西城陽高 6202 清水　友理(2) ｼﾐｽﾞ ﾕﾘ 女子 260309018 女子高校・一般1日目 走高跳
180 京　都 西城陽高 6203 井上　由萌(2) ｲﾉｳｴ ﾕﾒ 女子 260309019 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
181 京　都 西城陽高 6204 岩田　愛弓(2) ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 女子 260309020 女子高校・一般1日目 走幅跳
182 京　都 西城陽高 6205 判藤　祥子(2) ﾊﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺ 女子 260309021 女子高校・一般1日目 １００ｍ
183 京　都 西城陽高 6296 藤原　あい(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｲ 女子 260309022 女子高校・一般1日目 １００ｍ
184 京　都 西城陽高 2303 坂本　慈優和(1) ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭｳﾜ 男子 260309023 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般2日目 １００ｍ
185 京　都 西城陽高 2304 田井中　怜(1) ﾀｲﾅｶ ﾚｲ 男子 260309024 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m)
186 京　都 西城陽高 2306 永井　文康(1) ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾔｽ 男子 260309025 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
187 京　都 西城陽高 2307 中村　凜生(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ 男子 260309026 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 走高跳
188 京　都 西城陽高 2308 西山　颯人(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 260309027 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
189 京　都 西城陽高 2309 堀　匡佑(1) ﾎﾘ ｷｮｳﾕｳ 男子 260309028 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
190 京　都 西城陽高 2310 宮﨑　遼(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 男子 260309029 男子高校・一般2日目 １００ｍ
191 京　都 西城陽高 2312 山田　聡太郎(1) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 260309030 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
192 京　都 西城陽高 6211 浅尾　美香(1) ｱｻｵ ﾐｶ 女子 260309031 女子高校・一般1日目 １００ｍ
193 京　都 西城陽高 6212 安藤　実那(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅ 女子 260309032 女子高校・一般2日目 ４００ｍＨ(0.762m)
194 京　都 西城陽高 6213 井上　智晶(1) ｲﾉｳｴ ﾁｱｷ 女子 260309033 女子高校・一般2日目 １００ｍ
195 京　都 西城陽高 6214 桂田　萌(1) ｶﾂﾗﾀﾞ ﾓｴ 女子 260309034 女子高校・一般2日目 走高跳
196 京　都 西城陽高 6215 黒田　結生(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 260309035 女子高校・一般1日目 １００ｍ
197 京　都 西城陽高 6216 澤田　佳奈(1) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 260309036 女子高校・一般2日目 １００ｍ
198 京　都 西城陽高 6217 高垣　実夢(1) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 260309037 女子高校・一般2日目 ４００ｍＨ(0.762m)
199 京　都 西城陽高 6218 武元　美澪(1) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 女子 260309038 女子高校・一般2日目 １００ｍ
200 京　都 西城陽高 6219 寺下　萌絵(1) ﾃﾗｼﾀ ﾓｴ 女子 260309039 女子高校・一般2日目 １００ｍＨ(0.838m)
201 京　都 西城陽高 6220 永井　優妃(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｷ 女子 260309040 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
202 京　都 西城陽高 6221 中家　優菜(1) ﾅｶﾔ ﾕﾅ 女子 260309041 女子共通1日目 １５００ｍ
203 京　都 西城陽高 6222 松本　彩(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔ 女子 260309042 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg)
204 京　都 西城陽高 6223 丸尾　陽咲(1) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 260309043 女子高校・一般2日目 １００ｍ
205 京　都 西城陽高 6224 中西　小苗(1) ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 女子 260309044 女子高校・一般1日目 走幅跳
206 京　都 西城陽高 2301 大庭　侑也(1) ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾔ 男子 260309045 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 砲丸投(6.000kg)
207 京　都 西城陽高 2302 柏木　龍輝(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾘｭｳｷ 男子 260309046 男子高校・一般2日目 １００ｍ
208 京　都 西城陽高 2311 宮本　大地(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 男子 260309047 男子高校・一般1日目 １００ｍ
209 京　都 西城陽高 2314 中尾　颯人(1) ﾅｶｵ ﾊﾔﾄ 男子 260309048 男子高校・一般2日目 １００ｍ
210 京　都 西城陽高 2313 箭野　颯真(1) ﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 260309049 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
211 京　都 西城陽高 2315 永島　大晴(1) ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ 男子 260309050 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
212 京　都 西城陽高 2332 梅下　輝(1) ｳﾒｼﾀ　ｱｷﾗ 男子 260309051 男子共通1日目 ８００ｍ
213 京　都 西城陽高 2333 樋上　誠也(1) ﾋｶﾞﾐ　ｾｲﾔ 男子 260309052 男子共通1日目 １５００ｍ
214 京　都 西城陽高 2331 杉本　楽斗(1) ｽｷﾞﾓﾄ　ｶﾞｸﾄ 男子 260309053 男子共通1日目 ８００ｍ
215 京　都 西城陽高 2288 喜井　翼(3) ｷｲ　ﾂﾊﾞｻ 男子 260309054 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(0.991m)
216 京　都 西城陽高 6236 三好　ひなの(3) ﾐﾖｼ　ﾋﾅﾉ 女子 260309055 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 走高跳 女子高校・一般1日目 走幅跳
217 京　都 西城陽高 6240 吉田　実由(3) ﾖｼﾀﾞ　ﾐﾕ 女子 260309056 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 走幅跳
218 京　都 西城陽高 6239 藤田　詩乃(3) ﾌｼﾞﾀ　ｼﾉ 女子 260309057 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般1日目 三段跳
219 京　都 西城陽高 2285 小松　航(3) ｺﾏﾂ　ﾜﾀﾙ 男子 260309058 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
220 京　都 Gloria.AC 0 宮畑　さくら(9) ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ 女子 260317001 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般1日目 三段跳
221 京　都 SFIDA.AC 2156 吉岡　俊樹(9) ﾖｼｵｶ　ﾄｼｷ 男子 260319001 男子高校・一般2日目 １００ｍ
222 京　都 SFIDA.AC 2653 亀井　舜(9) ｶﾒｲ　ｼｭﾝ 男子 260319002 男子高校・一般2日目 １００ｍ
223 京　都 城陽高 2214 堀口　直弥(3) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 男子 260328001 男子共通1日目 ３０００ｍ
224 京　都 城陽高 2217 乾　渉夢(2) ｲﾇｲ ｱﾕﾑ 男子 260328002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
225 京　都 城陽高 2218 成瀬　天空(2) ﾅﾙｾ ｿﾗ 男子 260328003 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 １００ｍ
226 京　都 城陽高 2219 西井　寿那(2) ﾆｼｲ ｼﾞｭﾅ 男子 260328004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
227 京　都 城陽高 2220 上杉　恒稀(2) ｳｴｽｷﾞ ｺｳｷ 男子 260328005 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 三段跳 男子高校・一般2日目 １００ｍ
228 京　都 城陽高 2221 竹尻　亮介(2) ﾀｹｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 男子 260328006 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍＨ(0.914m) 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
229 京　都 城陽高 2222 松田　真治(2) ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 260328007 男子共通1日目 ８００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
230 京　都 城陽高 2223 出谷 優太(2) ﾃﾞﾔ ﾕｳﾀ 男子 260328008 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
231 京　都 城陽高 2226 入江　和馬(2) ｲﾘｴ ｶｽﾞﾏ 男子 260328009 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
232 京　都 城陽高 2227 森本　峻平(1) ﾓﾘﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 260328010 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍＨ(0.914m) 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
233 京　都 城陽高 2228 河合　翔太(1) ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 男子 260328011 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
234 京　都 城陽高 2229 河村　珠依(1) ｶﾜﾑﾗ ｼｭｲ 男子 260328012 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 砲丸投(6.000kg)
235 京　都 城陽高 2230 木村　翔馬(1) ｷﾑﾗ ｼｮｳﾏ 男子 260328013 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 １００ｍ
236 京　都 城陽高 2231 増尾　孔士郎(1) ﾏｽｵ ｺｳｼﾛｳ 男子 260328014 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 １００ｍ
237 京　都 城陽高 2232 長谷川　大軌(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｷ 男子 260328015 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
238 京　都 城陽高 2233 永田　琉斗(1) ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳﾄ 男子 260328016 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
239 京　都 城陽高 2234 和田　伊楓(1) ﾜﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 260328017 男子共通1日目 １５００ｍ
240 京　都 城陽高 2235 飯島　裕磨(1) ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾏ 男子 260328018 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
241 京　都 城陽高 6184 難波　陽奈(2) ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾅ 女子 260328019 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 三段跳 女子高校・一般2日目 走幅跳
242 京　都 城陽高 6185 藤林　美桜(2) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 女子 260328020 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
243 京　都 城陽高 6186 杉山　未帆(2) ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾎ 女子 260328021 女子共通1日目 ３０００ｍ
244 京　都 城陽高 6187 市川　あいら(1) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾗ 女子 260328022 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg) 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
245 京　都 城陽高 6188 西川　あやめ(1) ﾆｼｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 260328023 女子高校・一般1日目 走高跳 女子高校・一般2日目 走高跳
246 京　都 アラキスポーツ 2009 辻井　亮太(9) ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 260329001 男子高校・一般1日目 砲丸投(7.260kg) 男子高校・一般1日目 円盤投(2.000kg) 男子高校・一般2日目 やり投(0.800kg)
247 京　都 Soleil.AC 2230 寺下　健二(9) ﾃﾗｼﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 260340001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
248 京　都 Soleil.AC 4259 浅田　明道(9) ｱｻﾀﾞ　ｱｷﾐﾁ 男子 260340002 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
249 京　都 同志社陸上競技同好会 4007 見目　大悟(2) ｹﾝﾓｸ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 260342001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
250 京　都 同志社陸上競技同好会 4012 室原　隆人(2) ﾑﾛﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 260342002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
251 京　都 立命館陸上競技同好会 4101 大関　健(3) ｵｵｾﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 260347001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
252 京　都 立命館陸上競技同好会 2892 松永　叡生(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼｷ 男子 260347002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
253 京　都 立命館陸上競技同好会 4106 北原　祐希(3) ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 260347003 男子高校・一般1日目 １００ｍ
254 京　都 立命館陸上競技同好会 4063 北條　雄大(3) ﾎｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾀ 男子 260347004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
255 京　都 立命館陸上競技同好会 4103 堤　和昌(3) ﾂﾂﾐ ｶｽﾞﾏｻ 男子 260347005 男子高校・一般1日目 １００ｍ
256 京　都 立命館陸上競技同好会 2969 村田　陽章(3) ﾑﾗﾀ ﾊﾙｱｷ 男子 260347006 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
257 京　都 立命館陸上競技同好会 4107 河田　智也(3) ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男子 260347007 男子高校・一般1日目 １００ｍ
258 京　都 立命館陸上競技同好会 2920 香取　佑哉(3) ｶﾄﾘ ﾕｳﾔ 男子 260347008 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
259 京　都 京都マスターズ 881 岸本　一史(9) ｷｼﾓﾄ　ｶｽﾞﾌﾐ 男子 260349001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
260 大　阪 東大阪大敬愛高 1 田和　りな(3) ﾀﾜ ﾘﾅ 女子 270001001 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
261 大　阪 東大阪大敬愛高 2 有廣　璃々香(3) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ 女子 270001002 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
262 大　阪 東大阪大敬愛高 3 舩曵　瑠花(3) ﾌﾅﾋﾞｷ ﾙｶ 女子 270001003 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
263 大　阪 東大阪大敬愛高 4 山田　逸子(3) ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｺ 女子 270001004 女子高校・一般1日目 三段跳 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
264 大　阪 東大阪大敬愛高 5 林　莉子(3) ﾊﾔｼ ﾘｺ 女子 270001005 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 走幅跳
265 大　阪 東大阪大敬愛高 9 那須　颯輝(3) ﾅｽ ｻﾂｷ 女子 270001006 女子高校・一般1日目 走幅跳
266 大　阪 東大阪大敬愛高 11 山本　佳奈(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 女子 270001007 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg)
267 大　阪 東大阪大敬愛高 12 中瀬　綺音(3) ﾅｶｾ ｱﾔﾈ 女子 270001008 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg)
268 大　阪 東大阪大敬愛高 13 水口　萌(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 女子 270001009 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
269 大　阪 東大阪大敬愛高 14 水口　杏(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ 女子 270001010 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
270 大　阪 東大阪大敬愛高 15 野口　陽香里(2) ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ 女子 270001011 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
271 大　阪 東大阪大敬愛高 16 野口　明花里(2) ﾉｸﾞﾁ ｱｶﾘ 女子 270001012 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
272 大　阪 東大阪大敬愛高 17 中地　真菜(2) ﾅｶﾁﾞ ﾏﾅ 女子 270001013 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
273 大　阪 東大阪大敬愛高 18 吉村　知華(2) ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ 女子 270001014 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
274 大　阪 東大阪大敬愛高 19 永田　はなの(2) ﾅｶﾞﾀ ﾊﾅﾉ 女子 270001015 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
275 大　阪 東大阪大敬愛高 20 中村　怜(2) ﾅｶﾑﾗ ﾚｲ 女子 270001016 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg)
276 大　阪 東大阪大敬愛高 21 山本　涼音(2) ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 女子 270001017 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg)
277 大　阪 東大阪大敬愛高 25 邨田　菜摘(2) ﾇﾗﾀ ﾅﾂﾐ 女子 270001018 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走高跳
278 大　阪 東大阪大敬愛高 26 井原　樹里(2) ｲﾊﾗ ｼﾞｭﾘ 女子 270001019 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg)
279 大　阪 東大阪大敬愛高 27 江藤　夢叶(2) ｴﾄｳ ﾕﾒｶ 女子 270001020 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走高跳
280 大　阪 東大阪大敬愛高 28 有村　未夢(2) ｱﾘﾑﾗ ﾐﾕ 女子 270001021 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
281 大　阪 東大阪大敬愛高 29 桑原　涼葉(2) ｸﾜﾊﾗ ｽｽﾞﾊ 女子 270001022 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
282 大　阪 東大阪大敬愛高 30 松本　桃佳(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ 女子 270001023 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
283 大　阪 東大阪大敬愛高 31 土佐　美月(1) ﾄｻ ﾐﾂﾞｷ 女子 270001024 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
284 大　阪 東大阪大敬愛高 33 河内　瀬桜(1) ｶﾜﾁ ｾﾅ 女子 270001025 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
285 大　阪 東大阪大敬愛高 34 大津　有生(1) ｵｵﾂ ﾕｲ 女子 270001026 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
286 大　阪 東大阪大敬愛高 35 川田　美沙希(1) ｶﾜﾀ ﾐｻｷ 女子 270001027 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg) 女子高校・一般1日目 走高跳
287 大　阪 東大阪大敬愛高 36 高岡　あずき(1) ﾀｶｵｶ ｱｽﾞｷ 女子 270001028 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
288 大　阪 東大阪大敬愛高 37 高橋　ここの(1) ﾀｶﾊｼ ｺｺﾅ 女子 270001029 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 三段跳
289 大　阪 東大阪大敬愛高 38 谷口　美羽(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾕ 女子 270001030 女子高校・一般1日目 走高跳 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg)
290 大　阪 東大阪大敬愛高 39 大谷　華未(1) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅﾐ 女子 270001031 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳
291 大　阪 大阪桐蔭高校 34 平野　杏(3) ﾋﾗﾉ ｱﾝｽﾞ 女子 270003001 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
292 大　阪 大阪桐蔭高校 40 三浦　紫音(2) ﾐｳﾗ ｼｵﾝ 女子 270003002 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
293 大　阪 大阪桐蔭高校 41 古瀬　咲季(2) ﾌﾙｾ ｻｷ 女子 270003003 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般2日目 三段跳
294 大　阪 大阪桐蔭高校 42 藤田　吉乃(2) ﾌｼﾞﾀ　ﾖｼﾉ 女子 270003004 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
295 大　阪 大阪桐蔭高校 43 森脇　奈々(2) ﾓﾘﾜｷ ﾅﾅ 女子 270003005 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
296 大　阪 大阪桐蔭高校 44 炭川　あまね(2) ｽﾐｶﾜ ｱﾏﾈ 女子 270003006 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
297 大　阪 大阪桐蔭高校 45 山本　冴(2) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 女子 270003007 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍＨ(0.762m) 女子高校・一般2日目 １００ｍ
298 大　阪 大阪桐蔭高校 46 深尾　つきひ(2) ﾌｶｵ ﾂｷﾋ 女子 270003008 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般2日目 １００ｍ
299 大　阪 大阪桐蔭高校 47 伊藤　愛理咲(2) ｲﾄｳ ｱﾘｻ 女子 270003009 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg) 女子高校・一般2日目 １００ｍ
300 大　阪 大阪桐蔭高校 56 澤野　花菜(1) ｻﾜﾉ ﾊﾅ 女子 270003010 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般2日目 １００ｍ
301 大　阪 大阪桐蔭高校 57 吉田　美妃(1) ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ 女子 270003011 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般2日目 １００ｍ
302 大　阪 大阪桐蔭高校 163 アツオビン　ジェイソン(2) ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ 男子 270003012 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般2日目 １００ｍ
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303 大　阪 大阪桐蔭高校 164 織野　祥(2) ｵﾘﾉ ｼｮｳ 男子 270003013 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg)
304 大　阪 大阪桐蔭高校 37 濱田　千咲(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾁｻｷ 女子 270003014 女子共通1日目 １５００ｍ
305 大　阪 大阪桐蔭高校 167 山上　敦大(2) ﾔﾏｶﾞﾐ ｱﾂﾋﾛ 男子 270003015 男子共通1日目 ８００ｍ
306 大　阪 大阪桐蔭高校 168 角田　真杜(2) ｶｸﾀ ﾏﾅﾄ 男子 270003016 男子共通1日目 ８００ｍ
307 大　阪 大阪桐蔭高校 173 平野　塁(2) ﾋﾗﾉ ﾙｲ 男子 270003017 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
308 大　阪 大阪桐蔭高校 166 谷口　誠弥(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 270003018 男子共通1日目 ３０００ｍ
309 大　阪 大阪桐蔭高校 49 宮﨑　明音(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｱｶﾈ 女子 270003019 女子共通1日目 １５００ｍ
310 大　阪 大阪桐蔭高校 51 安達　美菜(2) ｱﾀﾞﾁ ﾐﾅ 女子 270003020 女子共通1日目 ３０００ｍ
311 大　阪 大阪桐蔭高校 52 上山　結衣(2) ｳｴﾔﾏ ﾕｲ 女子 270003021 女子共通1日目 １５００ｍ
312 大　阪 大阪桐蔭高校 39 藤原　佑衣(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｲ 女子 270003022 女子共通1日目 １５００ｍ
313 大　阪 大阪桐蔭高校 150 加藤　真郷(3) ｶﾄｳ　ﾏｻﾄ 男子 270003023 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
314 大　阪 大阪桐蔭高校 147 中嶋　樹(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾂｷ 男子 270003051 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
315 大　阪 大阪桐蔭高校 36 清水　萌楓(3) ｼﾐｽﾞ ﾓｴｶ 女子 270003052 女子共通1日目 ８００ｍ
316 大　阪 大阪桐蔭高校 51 安達　未菜(2) ｱﾀﾞﾁ ﾐﾅ 女子 270003053 女子共通1日目 ３０００ｍ
317 大　阪 大阪桐蔭高校 153 石浜　一輝(3) ｲｼﾊﾏ ｶｽﾞｷ 男子 270003054 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般2日目 円盤投(1.750kg)
318 大　阪 Live.fas 2972 中溝　大介(9) ﾅｶﾐｿﾞ　ﾀﾞｲｽｹ 男子 270004001 男子高校・一般2日目 １００ｍ
319 大　阪 Live.fas 2975 尾﨑　祐真() ｵｻｷ ﾕｳﾏ 男子 270004002
320 大　阪 Live.fas 5865 竹林　孝之(9) ﾀｹﾊﾞﾔｼ　ﾀｶﾕｷ 男子 270004003 男子高校・一般2日目 １００ｍ
321 大　阪 Live.fas 2973 中川　達貴(9) ﾅｶｶﾞﾜ　ﾀﾂｷ 男子 270004004 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳
322 大　阪 Live.fas 5837 西川　輝(9) ﾆｼｶﾜ　ﾋｶﾙ 男子 270004005 男子高校・一般2日目 走高跳
323 大　阪 OSAKA.T.C 2439 恩田  崇志(9) ｵﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 男子 270005001 男子高校・一般1日目 走幅跳
324 大　阪 OSAKA.T.C 2447 竹田  了平(9) ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 270005002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
325 大　阪 OSAKA.T.C 2444 阿部  宏亮(9) ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 男子 270005003 男子共通1日目 １５００ｍ
326 大　阪 OSAKA.T.C 2454 岸本  惇(9) ｷｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 男子 270005004 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
327 大　阪 スターヒルズ 3493 友谷　美佐子(9) ﾄﾓﾀﾆ ﾐｻｺ 女子 270007001 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
328 大　阪 スターヒルズ 3504 山口　享郎(9) ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾐﾁｵ 男子 270007002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
329 大　阪 スターヒルズ 3502 角　達也(9) ｽﾐ ﾀﾂﾔ 男子 270007003 男子高校・一般1日目 １００ｍ
330 大　阪 スターヒルズ 3470 森田　拓也(9) モリタ　タクヤ 男子 270007004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳
331 大　阪 チームもんごる 322 三枝　浩基(9) ｻｴｸﾞｻ　ﾋﾛｷ 男子 270008001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
332 大　阪 チームもんごる 328 竹重　雅樹(9) ﾀｹｼｹﾞ　ﾏｻｷ 男子 270008002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
333 大　阪 チームもんごる 338 平井　利明(9) ﾋﾗｲ　ﾄｼｱｷ 男子 270008003 男子高校・一般2日目 １００ｍ
334 大　阪 大阪陸協 6536 宮下　亮平(9) ﾐﾔｼﾀ　ﾘｮｳﾍｲ 男子 270013011 男子高校・一般1日目 走高跳
335 大　阪 大阪陸協 6023 中村賢介(9) ﾅｶﾑﾗｹﾝｽｹ 男子 270013012 男子高校・一般1日目 １００ｍ
336 大　阪 大阪陸協 6398 山村　惇(9) ヤマムラ　アツシ 男子 270013013 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
337 大　阪 枚方高 188 吉村  圭一朗(3) ﾖｼﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 270017001 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳
338 大　阪 枚方高 180 松重　克輝(3) ﾏﾂｼｹﾞ ｶﾂｷ 男子 270017002 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
339 大　阪 枚方高 184 堂下　和也   (2) ﾄﾞｳｼﾀ ｶｽﾞﾔ 男子 270017003 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
340 大　阪 枚方高 182 濱田　澪　(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾚｲ 男子 270017004 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
341 大　阪 枚方高 187 有馬　雄　(2) ｱﾘﾏ ﾕｳ 男子 270017005 男子高校・一般2日目 ４００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 三段跳
342 大　阪 枚方高 183 太田　潤　(2) ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ 男子 270017006 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
343 大　阪 枚方高 194 大西　悠斗　(2) ｵｵﾆｼ ﾊﾙﾄ 男子 270017007 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ 男子高校・一般2日目 やり投(0.800kg)
344 大　阪 枚方高 192 草垣　涼太　(2) ｸｻｶﾞｷ ﾘｮｳﾀ 男子 270017008 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
345 大　阪 枚方高 193 小原　暉　(2) ｺﾊﾗ ﾃﾙ 男子 270017009 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
346 大　阪 枚方高 181 中村　勇斗　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 270017010 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
347 大　阪 枚方高 186 南　勇気　(2) ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ 男子 270017011 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 三段跳
348 大　阪 枚方高 739 富永　拓斗(1) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾄ 男子 270017012 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
349 大　阪 枚方高 740 新山　優弥(1) ｼﾝﾔﾏ ｳﾐ 男子 270017013 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
350 大　阪 枚方高 741 藤本　丈太郎(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 男子 270017014 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
351 大　阪 枚方高 742 竹上　寛建(1) ﾀｹｶﾞﾐ ｶﾝﾀ 男子 270017015 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
352 大　阪 枚方高 743 小邨　洋太(1) ｺﾑﾗ ﾖｳﾀ 男子 270017016 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
353 大　阪 枚方高 744 小松　拓海(1) ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 男子 270017017 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳
354 大　阪 枚方高 745 戸田　恒聖(1) ﾄﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 270017018 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
355 大　阪 枚方高 746 吉村　友喜(1) ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 270017019 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
356 大　阪 枚方高 136 石井　七海(2) ｲｼｲ ﾅﾅﾐ 女子 270017020 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ 女子共通1日目 ３０００ｍ
357 大　阪 枚方高 132 伊藤　佑華(2) ｲﾄｳ ﾕｶ 女子 270017021 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
358 大　阪 枚方高 135 金子　和奏(2) ｶﾈｺ ﾜｶﾅ 女子 270017022 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ 女子共通1日目 ３０００ｍ
359 大　阪 枚方高 133 月川　薫(2) ﾂｷｶﾞﾜ ｶｵﾘ 女子 270017023 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 走幅跳
360 大　阪 枚方高 137 武田　真奈美(2) ﾀｹﾀﾞ ﾏﾅﾐ 女子 270017024 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ 女子共通1日目 ３０００ｍ
361 大　阪 枚方高 129 筒井　詩織(2) ﾂﾂｲ ｼｵﾘ 女子 270017025 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
362 大　阪 枚方高 130 平野　瑞希(2) ﾋﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 女子 270017026 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
363 大　阪 枚方高 131 平山　明莉(2) ﾋﾗﾔﾏ ｱｶﾘ 女子 270017027 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
364 大　阪 枚方高 352 松本　陽(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅﾐ 女子 270017028 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ 女子共通1日目 ３０００ｍ
365 大　阪 枚方高 353 塚原　悠葉(1) ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾊ 女子 270017029 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
366 大　阪 枚方高 354 西岡　波留(1) ﾆｼｵｶ ﾊﾙ 女子 270017030 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
367 大　阪 枚方高 355 筒井　天葉(1) ﾂﾂｲ ﾀｶﾊ 女子 270017031 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
368 大　阪 富田林二中 505 松原  斗亜(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｱ 男子 270020001 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
369 大　阪 富田林二中 505 吉村  創太(3) ﾖｼﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 270020002 男子中学1日目 四種競技 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 １００ｍ
370 大　阪 富田林二中 505 北野  巧(2) ｷﾀﾉ ﾀｸﾐ 男子 270020003 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
371 大　阪 富田林二中 505 黒岡  稜斗(2) ｸﾛｵｶ ﾊﾙﾄ 男子 270020004 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2日目 走幅跳
372 大　阪 富田林二中 505 田中  進之助(2) ﾀﾅｶ ｼﾝﾉｽｹ 男子 270020005 男子中学1日目 四種競技 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
373 大　阪 富田林二中 505 塚田  真央(2) ﾂｶﾀﾞ ﾏｵ 男子 270020006 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
374 大　阪 富田林二中 505 仁田峠  陽也(2) ﾆﾀﾄｳｹﾞ ﾊﾙﾔ 男子 270020007 男子中学2日目 三段跳 男子中学2日目 走幅跳
375 大　阪 富田林二中 505 日野  一慶(2) ﾋﾉ ｲｯｹｲ 男子 270020008 男子中学2日目 ４００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
376 大　阪 富田林二中 505 日野  天満(2) ﾋﾉ ﾃﾝﾏ 男子 270020009 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
377 大　阪 富田林二中 505 吉野  鷹(2) ﾖｼﾉ ﾀｶﾔ 男子 270020010 男子中学1日目 四種競技 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 １００ｍ
378 大　阪 富田林二中 505 岡  颯輝(1) ｵｶ ｿｳｷ 男子 270020011 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
379 大　阪 富田林二中 505 塔本  明日風(1) ﾄｳﾓﾄ ｱｽｶ 男子 270020012 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
380 大　阪 富田林二中 505 三並  大将(1) ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ 男子 270020013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
381 大　阪 富田林二中 505 岡﨑  心春(3) ｵｶｻﾞｷ ｺﾊﾙ 女子 270020014 女子中学1日目 四種競技 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 走幅跳
382 大　阪 富田林二中 505 谷村  沙綾(3) ﾀﾆﾑﾗ ｻｱﾔ 女子 270020015 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
383 大　阪 富田林二中 505 中村  茅那(3) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾅ 女子 270020016 女子中学1日目 四種競技 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ
384 大　阪 富田林二中 505 原見  瑞樹(3) ﾊﾗﾐ ﾐｽﾞｷ 女子 270020017 女子中学2日目 円盤投(1.000kg) 女子中学2日目 １００ｍ
385 大　阪 富田林二中 505 安平  和世(3) ﾔｽﾋﾗ ｶｽﾞﾖ 女子 270020018 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
386 大　阪 富田林二中 505 山本  沙優(3) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 女子 270020019 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 １００ｍ
387 大　阪 富田林二中 505 池上  ほの香(2) ｲｹｳｴ ﾎﾉｶ 女子 270020020 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
388 大　阪 富田林二中 505 今村  よしみ(2) ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾐ 女子 270020021 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
389 大　阪 富田林二中 505 大浦  結萌(2) ｵｵｳﾗ ﾕﾒ 女子 270020022 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
390 大　阪 富田林二中 505 大森  文夏(2) ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｶ 女子 270020023 女子中学1日目 四種競技 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ
391 大　阪 富田林二中 505 金谷  郁美(2) ｶﾅﾀﾆ ｲｸﾐ 女子 270020024
392 大　阪 富田林二中 505 豊田  楓(2) ﾄﾖﾀ ｶｴﾃﾞ 女子 270020025 女子中学1日目 四種競技 女子中学2日目 １００ｍ
393 大　阪 富田林二中 505 楢崎  想歩(2) ﾅﾗｻｷ ｿｱ 女子 270020026 女子中学2日目 円盤投(1.000kg) 女子中学2日目 走幅跳
394 大　阪 富田林二中 505 平岡  奈々(2) ﾋﾗｵｶ ﾅﾅ 女子 270020027 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
395 大　阪 富田林二中 505 松葉  真衣(2) ﾏﾂﾊﾞ ﾏｲ 女子 270020028 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
396 大　阪 富田林二中 505 松山  月華(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾂｷｶ 女子 270020029 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 ２００ｍ
397 大　阪 富田林二中 505 相原  美怜(1) ｱｲﾊﾗ ﾐﾚｲ 女子 270020030 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
398 大　阪 富田林二中 505 糟谷  凜夏(1) ｶｽﾀﾆ ﾘﾝｶ 女子 270020031 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
399 大　阪 富田林二中 505 黒田  彩乃(1) ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 270020032 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
400 大　阪 富田林二中 505 坂  ちはる(1) ｻｶ ﾁﾊﾙ 女子 270020033 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
401 大　阪 富田林二中 505 中原  瑠衣(1) ﾅｶﾊﾗ ﾙｲ 女子 270020034 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
402 大　阪 富田林二中 505 濱  梨苺(1) ﾊﾏ ﾘﾏ 女子 270020035 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
403 大　阪 東海大仰星高 0 峰本涼(3) ﾐﾈﾓﾄ　ｽｽﾞｶ 女子 270025001 女子高校・一般2日目 棒高跳
404 大　阪 東海大仰星高 0 池田智紘(3) ｲｹﾀﾞ　ﾁﾋﾛ 男子 270025002 男子高校・一般2日目 棒高跳
405 大　阪 美貴本AC 2621 神吉　由馬() ｶﾝｷ　ﾕｳﾏ 男子 270028001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
406 大　阪 アトレティカ 3270 西岡　勇人(9) ﾆｼｵｶ ﾕｳﾄ 男子 270037001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
407 大　阪 アトレティカ 3959 上野　泰典(9) ｳｴﾉ ﾀｲｽｹ 男子 270037002 男子高校・一般2日目 １００ｍ
408 大　阪 アトレティカ 3266 藤原　実優(9) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾕ 女子 270037003 女子高校・一般1日目 １００ｍ
409 大　阪 アトレティカ 3267 藤原　茉優(9) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾕ 女子 270037004 女子高校・一般1日目 走幅跳
410 大　阪 アトレティカ 4115 佐々木　愼平(9) ｻｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 270037005 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
411 大　阪 アトレティカ 3268 菊池　昇大(9) ｷｸﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 270037006 男子高校・一般1日目 １００ｍ
412 大　阪 アトレティカ 3271 吉田　敦希(9) ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｷ 男子 270037007 男子高校・一般1日目 １００ｍ
413 大　阪 アトレティカ 3273 岸川　剛(9) ｷｼｶﾜ ﾀｹｼ 男子 270037008 男子高校・一般1日目 １００ｍ
414 大　阪 アトレティカ 3265 井　晴暉(9) ｲ ﾊﾙｷ 男子 270037009 男子共通1日目 １５００ｍ
415 大　阪 アトレティカ 3957 斉藤　真治(9) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 270037010 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
416 大　阪 アトレティカ 3269 濱　宏平(9) ﾊﾏ ｺｳﾍｲ 男子 270037011 男子高校・一般1日目 １００ｍ
417 大　阪 ﾐﾗｲﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 3019 喜田　愛以() ｷﾀﾞ ﾒｲ 女子 270039001 女子高校・一般1日目 三段跳
418 大　阪 DCT-AC 3056 松本　恵二(9) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ 男子 270040001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
419 大　阪 辰野 119 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 270043001 男子高校・一般2日目 走高跳 男子高校・一般2日目 三段跳
420 大　阪 生野AC 4742 中山　颯太(9) ﾅｶﾔﾏ　ｿｳﾀ 男子 270045001 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
421 大　阪 TeamATOM 3066 和田　大貴(9) ﾜﾀﾞ　ﾀﾞｲｷ 男子 270050001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
422 大　阪 TeamATOM 3063 堀　祐輔(9) ﾎﾘ　ﾕｳｽｹ 男子 270050002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
423 大　阪 TeamATOM 3061 岨　政輝(9) ｿﾜ　ﾏｻｷ 男子 270050003 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
424 大　阪 GRowing MAN 2281 三上 賢吾(9) ﾐｶﾐ ｹﾝｺﾞ 男子 270056001 男子共通1日目 １５００ｍ
425 大　阪 GRowing MAN 2284 炭谷 佳奈(9) ｽﾐﾀﾆ ｶﾅ 女子 270056002 女子共通1日目 ８００ｍ
426 大　阪 築地銀だこAC 865 津田  シェリアイ(9) ﾂﾀﾞ ｼｪﾘｱｲ 女子 270057001 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 走幅跳
427 大　阪 アポロジャイズ 1433 道白　翔太(9) ﾄﾞｳﾊｸ　ｼｮｳﾀ 男子 270058001 男子高校・一般2日目 １００ｍ
428 大　阪 ミズノ 3329 笹森　哲弥(9) ｻｻﾓﾘ ﾃﾂﾔ 男子 270059001 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
429 大　阪 大阪マスターズ 1672 桐　隆大(9) ｷﾘ　ﾘｭｳﾀ 男子 270060001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
430 大　阪 北千里高 366 秋野　悟志(2) ｱｷﾉ ｻﾄｼ 男子 270061001 男子高校・一般2日目 棒高跳
431 大　阪 北千里高 369 下境　文也(2) ｼﾓｻｶｲ ﾌﾐﾔ 男子 270061002 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
432 大　阪 北千里高 371 中野　峻作(1) ﾅｶﾉ ｼｭﾝｻｸ 男子 270061003 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
433 大　阪 北千里高 475 矢﨑　友佳子(1) ﾔｻﾞｷ ﾕｶｺ 女子 270061004 女子高校・一般2日目 棒高跳
434 大　阪 Goririse 527 伊佐　嘉矩(9) ｲｻ ﾖｼﾉﾘ 男子 270062001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般1日目 走幅跳
435 大　阪 Goririse 533 檀野　俊(9) ﾀﾞﾝﾉ ｼｭﾝ 男子 270062002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般1日目 走幅跳
436 大　阪 のびしろ 624 肥塚　慶之助(9) ﾋﾂﾞｶ ｹｲﾉｽｹ 男子 270063001 男子高校・一般2日目 １００ｍ
437 大　阪 のびしろ 627 播　岳明(9) ﾊﾞﾝ ﾀｶｱｷ 男子 270063002 男子高校・一般2日目 １００ｍ
438 大　阪 大阪長居AC 59 森本　雄太(9) ﾓﾘﾓﾄ　ﾕｳﾀ 男子 270064001 男子共通1日目 ８００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
439 兵　庫 住友電工 961 土手　啓史(9) ﾄﾞﾃ ﾋﾛｼ 男子 280003001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
440 兵　庫 住友電工 968 竹下　裕希(9) ﾀｹｼﾀ ﾕｳｷ 男子 280003002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
441 兵　庫 住友電工 964 堀井　浩介(9) ﾎﾘｲ ｺｳｽｹ 男子 280003003 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
442 兵　庫 住友電工 962 鍜治木　崚(9) ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 男子 280003004 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
443 兵　庫 住友電工 973 三宅　奈緒香(9) ﾐﾔｹ ﾅｵｶ 女子 280003005 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
444 兵　庫 住友電工 974 藤原　未来(9) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 女子 280003006 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
445 兵　庫 住友電工 975 梅原　紗月(9) ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 女子 280003007 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
446 兵　庫 住友電工 963 小西　勇太(9) ｺﾆｼ ﾕｳﾀ 男子 280003008 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
447 兵　庫 長谷川体育施設 382 中島　ひとみ(9) ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 女子 280005001 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
448 兵　庫 川崎重工 3067 西田　拓展(9) ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾉﾌﾞ 男子 280010001 男子高校・一般1日目 走幅跳
449 兵　庫 市伊丹高 3116 角村　直樹(2) ﾂﾉﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 280014001 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg)
450 兵　庫 市伊丹高 3117 大田　智也(2) ｵｵﾀ ﾄﾓﾔ 男子 280014002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
451 兵　庫 市伊丹高 3118 中西　優太(2) ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾀ 男子 280014003 男子共通1日目 ８００ｍ
452 兵　庫 市伊丹高 3120 岡村　聡太(2) ｵｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 280014004 男子高校・一般1日目 走幅跳
453 兵　庫 市伊丹高 3122 小川　月人(2) ｵｶﾞﾜ ﾂｷﾄ 男子 280014005 男子高校・一般1日目 １００ｍ
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454 兵　庫 市伊丹高 3126 稲生　壮真(2) ｲﾅｵ ｿｳﾏ 男子 280014006 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg)
455 兵　庫 市伊丹高 3128 坂本　秀太(1) ｻｶﾓﾄ ｼｭｳﾀ 男子 280014007 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
456 兵　庫 市伊丹高 3174 古田　聡美(2) ﾌﾙﾀ ｻﾄﾐ 女子 280014008 女子共通1日目 １５００ｍ
457 兵　庫 市伊丹高 3177 奥村　眞子(2) ｵｸﾑﾗ ﾏｺ 女子 280014009 女子共通1日目 １５００ｍ
458 兵　庫 市伊丹高 3179 徳住　葵(2) ﾄｸｽﾞﾐ ｱｵｲ 女子 280014010 女子高校・一般1日目 走幅跳
459 兵　庫 市伊丹高 3180 荒井　祐衣(2) ｱﾗｲ ﾕｲ 女子 280014011 女子高校・一般1日目 走幅跳
460 兵　庫 市伊丹高 3181 東谷　芽佳(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾒｲｶ 女子 280014012 女子高校・一般1日目 走幅跳
461 兵　庫 市伊丹高 3182 加藤　りの(2) ｶﾄｳ ﾘﾉ 女子 280014013 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg)
462 兵　庫 市伊丹高 3183 戸越　和(1) ﾄｺﾞｴ ﾅｺﾞﾐ 女子 280014014 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
463 兵　庫 市伊丹高 3184 立花　愛海(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏﾅﾐ 女子 280014015 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
464 兵　庫 市伊丹高 3185 平林　美優(1) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女子 280014016 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
465 兵　庫 市伊丹高 3186 伊藤　未桜(1) ｲﾄｳ ﾐｵ 女子 280014017 女子高校・一般1日目 走高跳
466 兵　庫 市伊丹高 3187 千葉　結月(1) ﾁﾊﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 280014018 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
467 兵　庫 市伊丹高 3188 澤田　あきほ(1) ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾎ 女子 280014019 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
468 兵　庫 市伊丹高 3189 中澤　杏香(1) ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｶ 女子 280014020 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
469 兵　庫 市伊丹高 3190 中村　美晴(1) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾊﾙ 女子 280014021 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子共通1日目 ８００ｍ
470 兵　庫 市伊丹高 3191 延永　こころ(1) ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ｺｺﾛ 女子 280014022 女子共通1日目 ８００ｍ
471 兵　庫 市伊丹高 3192 三宅　花菜(1) ﾐﾔｹ ﾊﾅ 女子 280014023 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
472 兵　庫 市伊丹高 3193 山口　双葉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ 女子 280014024 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg)
473 兵　庫 市伊丹高 3194 中川　柚(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞ 女子 280014025 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
474 兵　庫 市伊丹高 3195 中田　采見(1) ﾅｶﾀ ﾅﾐ 女子 280014026 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg)
475 兵　庫 市伊丹高 3196 福西　夕凪(1) ﾌｸﾆｼ ﾕｳﾅ 女子 280014027 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg)
476 兵　庫 市伊丹高 3123 岡本　晃太(2) ｵｶﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 280014028 男子共通1日目 １５００ｍ
477 兵　庫 市伊丹高 3127 岸下　昌太朗(2) ｷｼｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 280014029 男子高校・一般1日目 １００ｍ
478 兵　庫 市伊丹高 3175 伊藤　里佳(2) ｲﾄｳ ﾘｶ 女子 280014030 女子共通1日目 ８００ｍ
479 兵　庫 市伊丹高 3178 辻口　莉帆(2) ﾂｼﾞｸﾞﾁ ﾘﾎ 女子 280014031 女子高校・一般1日目 走幅跳
480 兵　庫 RUN JOURNEY 502 稲岡　真由(9) ｲﾅｵｶ　ﾏﾕ 女子 280016001 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
481 兵　庫 RUN JOURNEY 503 那須　眞由(9) ﾅｽ　ﾏﾕ 女子 280016002
482 兵　庫 RUN JOURNEY 504 宮本　まきの(9) ミヤモト　マキノ 女子 280016003 女子高校・一般1日目 １００ｍ
483 兵　庫 市西宮高 1540 三島　尚也(2) ﾐｼﾏ ﾅｵﾔ 男子 280020001 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg)
484 兵　庫 市西宮高 1539 瀬戸口　薫(2) ｾﾄｸﾞﾁ ｶｵﾙ 男子 280020002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
485 兵　庫 市西宮高 1546 須谷　善(1) ｽﾀﾆ ｾﾞﾝ 男子 280020003 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
486 兵　庫 市西宮高 1586 米原　冴侑(2) ﾖﾈﾊﾗ ｺﾕ 女子 280020004 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg)
487 兵　庫 市西宮高 1596 小林　瑞生(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 女子 280020005 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg)
488 兵　庫 市西宮高 1598 吉井　菜緒(1) ﾖｼｲ ﾅｵ 女子 280020006 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
489 兵　庫 市西宮高 1503 新美　さくら(1) ﾆｲﾐ ｻｸﾗ 女子 280020007 女子高校・一般1日目 走幅跳
490 兵　庫 社高 2715 溝口　塁生(3) ﾐｿﾞｸﾞﾁ　ﾙｲｷ 男子 280025001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
491 兵　庫 社高 2709 久保田　倖輔(3) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ 男子 280025002 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m)
492 兵　庫 社高 2716 山脇　瑞生(3) ﾔﾏﾜｷ ﾐｽﾞｷ 男子 280025003 男子高校・一般2日目 １００ｍ
493 兵　庫 社高 2708 片岡　幸大(3) ｶﾀｵｶ ｺｳﾀ 男子 280025004 男子高校・一般2日目 棒高跳
494 兵　庫 住電RC 1016 野川　大地() ﾉｶﾞﾜ　ﾀﾞｲﾁ 男子 280026001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
495 兵　庫 尼崎NR 475 森下　祐介(9) ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｽｹ 男子 280027001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
496 兵　庫 篠山市陸協 6516 羽馬　直樹(9) ﾊﾊﾞ ﾅｵｷ 男子 280029001 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
497 兵　庫 甲南大AC 2293 福本幸() ﾌｸﾓﾄﾐﾕｷ 女子 280030001 女子高校・一般2日目 走高跳
498 兵　庫 播磨KOC 5111 薮木　雅也(9) ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾔ 男子 280031001 男子高校・一般2日目 １００ｍ
499 兵　庫 播磨KOC 5112 西川　晃輝(9) ﾆｼｶﾜ　ｺｳｷ 男子 280031002 男子高校・一般2日目 １００ｍ
500 兵　庫 浜の宮AC 3640 丸山　流雅(9) ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ 男子 280032001 男子高校・一般2日目 １００ｍ
501 奈　良 葛上中 10 北　駿介(3) ｷﾀ ｼｭﾝｽｹ 男子 290010001 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
502 奈　良 葛上中 10 山本　優真(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 290010002 男子中学1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
503 奈　良 葛上中 10 若狭　彩音(1) ﾜｶｻ ｱﾔﾈ 女子 290010003 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m)
504 奈　良 葛上中 10 金森　光璃(1) ｶﾅﾓﾘ ｷﾗﾘ 女子 290010004 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
505 奈　良 葛中 14 前岡　一紳(1) ﾏｴｵｶ  ｲｯｼﾝ 男子 290014001 男子中学1日目 １００ｍ
506 奈　良 葛中 14 堀田　健悟(2) ﾎﾘﾀ　ｹﾝｺﾞ 男子 290014002 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg)
507 奈　良 葛中 14 武田　拓斗(3) ﾀｹﾀﾞ　ﾀｸﾄ 男子 290014003 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 三段跳
508 奈　良 葛中 14 安田　大幸(3) ﾔｽﾀﾞ　ﾋﾛﾕｷ 男子 290014004 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
509 奈　良 葛中 14 上田　茉咲(3) ｳｴﾀﾞ　ﾏｻｷ 女子 290014005 女子中学1日目 １００ｍ
510 奈　良 川上中 27 松本　崚(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 290027001 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
511 奈　良 川上中 27 福本　柑寧(1) ﾌｸﾓﾄ ｶﾝﾈ 男子 290027002 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
512 奈　良 大淀中 34 松本　俊(3) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 290034001
513 奈　良 大淀中 34 蓑田　凪彩(3) ﾐﾉﾀﾞ　ﾅｷﾞｻ 女子 290034002 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子高校・一般2日目 砲丸投(4.000kg)
514 奈　良 大淀中 34 米田　拓生(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 290034003 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
515 奈　良 大淀中 34 蓑田　琉偉(2) ﾐﾉﾀﾞ　ﾙｲ 男子 290034004 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
516 奈　良 大淀中 34 西野　誠司(2) ﾆｼﾉ ｾｲｼﾞ 男子 290034005 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2年 砲丸投(4.000kg)
517 奈　良 大淀中 34 橋本　純弥(2) ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 290034006 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
518 奈　良 大淀中 34 東元　大明(2) ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀﾞｲｱ 男子 290034007
519 奈　良 大淀中 34 仲西　紀良々(2) ﾅｶﾆｼ ｷﾗﾗ 女子 290034008 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 走高跳
520 奈　良 大淀中 34 阪本　風夏(2) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 290034009 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
521 奈　良 大淀中 34 山下　玲奈(2) ﾔﾏｼﾀ ﾚﾅ 女子 290034010 女子中学2日目 １００ｍ
522 奈　良 大淀中 34 出口　萌愛(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾓｴ 女子 290034011 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
523 奈　良 大淀中 34 田中　聖奈(2) ﾀﾅｶ　ｾｲﾅ 女子 290034012 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
524 奈　良 大淀中 34 木村　柚貴(1) ｷﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 男子 290034013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1年 砲丸投(2.721kg)
525 奈　良 大淀中 34 西村　大和(1) ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 290034014 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
526 奈　良 大淀中 34 持田　日向(1) ﾓﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 男子 290034015 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
527 奈　良 大淀中 34 畑田　春(1) ﾊﾀﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 290034016
528 奈　良 大淀中 34 中平　涼音(1) ﾅｶﾋﾗ ﾘﾉ 女子 290034017 女子中学2日目 １００ｍ
529 奈　良 大淀中 34 青木　実愛(1) ｱｵｷ ﾐｲｱ 女子 290034018 女子中学2日目 １００ｍ
530 奈　良 大淀中 34 岡田　紗奈(1) ｵｶﾀﾞ ｻﾅ 女子 290034019 女子中学2日目 １００ｍ
531 奈　良 大淀中 34 木村　岬(1) ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 290034020
532 奈　良 大淀中 34 樋口　小雪姫(1) ﾋｸﾞﾁ ｺﾕｷ 女子 290034021
533 奈　良 大淀中 34 榎本　純怜(1) ｴﾉﾓﾄ ｽﾐﾚ 女子 290034022 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
534 奈　良 大淀中 34 矢野　楓果(1) ﾔﾉ ﾌｳｶ 女子 290034023 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
535 奈　良 大淀中 34 阪本　蓮(1) ｻｶﾓﾄ ﾚﾝ 女子 290034024 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
536 奈　良 大淀中 34 西本　光璃(1) ﾆｼﾓﾄ ﾋﾖﾘ 女子 290034025
537 奈　良 大淀中 34 辻元　優里奈(1) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕﾘﾅ 女子 290034026 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
538 奈　良 斑鳩中 47 北田　響喜(2) ｷﾀﾀﾞ　ﾋﾋﾞｷ 男子 290047001 男子中学1日目 １００ｍ
539 奈　良 斑鳩中 47 村上　慎(2) ﾑﾗｶﾐ　ｼﾝ 男子 290047002 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
540 奈　良 斑鳩中 47 森川　翔太(2) ﾓﾘｶﾜ　ｼｮｳﾀ 男子 290047003 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
541 奈　良 斑鳩中 47 髙畑　鈴(2) ﾀｶﾊﾀ　ｽｽﾞ 女子 290047004
542 奈　良 斑鳩中 47 手塚　日菜(2) ﾃﾂﾞｶ　ﾋﾅ 女子 290047005 女子中学1日目 走高跳 女子中学2日目 走高跳
543 奈　良 斑鳩中 47 中野　雅月(1) ﾅｶﾉ　ﾏｻﾂｷ 男子 290047006 男子中学1日目 １００ｍ
544 奈　良 斑鳩中 47 西　力斗(1) ﾆｼ　ﾘｷﾄ 男子 290047007 男子共通1日目 １５００ｍ
545 奈　良 斑鳩中 47 大石　彩季(1) ｵｵｲｼ　ｻｷ 女子 290047008 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
546 奈　良 斑鳩中 47 緒方　美咲(1) ｵｶﾞﾀ　ﾐｻｷ 女子 290047009 女子中学2日目 ２００ｍ
547 奈　良 斑鳩中 47 澤田　依織(1) ｻﾜﾀﾞ　ｲｵﾘ 女子 290047010 女子中学2日目 ２００ｍ
548 奈　良 斑鳩中 47 髙畑　美月(1) ﾀｶﾊﾀ　ﾐﾂｷ 女子 290047011
549 奈　良 斑鳩中 47 竹野　風香(1) ﾀｹﾉ　ﾌｳｶ 女子 290047012 女子中学1日目 走高跳 女子中学2日目 走高跳
550 奈　良 斑鳩中 47 西　陽奈香(1) ﾆｼ　ﾋﾅｶ 女子 290047013 女子中学1日目 １００ｍ
551 奈　良 斑鳩中 47 松山　愛梨(1) ﾏﾂﾔﾏ　ﾏﾅﾘ 女子 290047014 女子中学1日目 走高跳 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
552 奈　良 斑鳩中 47 吉山　輝(3) ﾖｼﾔﾏ　ｱｷﾗ 男子 290047015 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
553 奈　良 都祁中 51 玉岡　俊介(2) ﾀﾏｵｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 290051001 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg)
554 奈　良 都祁中 51 脇山　響輝(2) ﾜｷﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子 290051002 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
555 奈　良 都祁中 51 秋野　樹輝(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭｷ 男子 290051003 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
556 奈　良 都祁中 51 中村　陸来(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 290051004 男子中学2日目 棒高跳
557 奈　良 都祁中 51 久保　厚輔(2) ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 男子 290051005 男子中学2日目 ２００ｍ
558 奈　良 都祁中 51 稲﨑　泰一(1) ｲﾅｻﾞｷ ﾀｲﾁ 男子 290051006 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
559 奈　良 都祁中 51 西野　琢真(1) ﾆｼﾉ ﾀｸﾏ 男子 290051007 男子中学2日目 １００ｍ
560 奈　良 都祁中 51 吉田　翔維(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲ 男子 290051008 男子中学1年 砲丸投(2.721kg) 男子中学1年 円盤投(1.000kg)
561 奈　良 都祁中 51 大西　愛音(2) ｵｵﾆｼ ｱｲﾈ 女子 290051009 女子中学2日目 １００ｍ
562 奈　良 都祁中 51 田中　小葉(2) ﾀﾅｶ ｺﾉﾊ 女子 290051010 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
563 奈　良 都祁中 51 西岡　優来(2) ﾆｼｵｶ ﾕﾗ 女子 290051011 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
564 奈　良 都祁中 51 小池　幸奈(1) ｺｲｹ ﾕｷﾅ 女子 290051012 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
565 奈　良 都祁中 51 西本　真奈美(1) ﾆｼﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 290051013 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
566 奈　良 都祁中 51 平谷　智澪(1) ﾋﾗﾀﾆ ﾄﾓﾐ 女子 290051014 女子中学2日目 １００ｍ
567 奈　良 都祁中 51 乾谷　こころ(3) ｲﾇｲﾀﾞﾆ ｺｺﾛ 女子 290051015 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
568 奈　良 都祁中 51 福西　伸哉(3) ﾌｸﾆｼ ｼﾝﾔ 男子 290051016 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(0.991m) 男子中学2日目 １００ｍ
569 奈　良 都祁中 51 井上　武蔵(3) ｲﾉｳｴ ﾑｻｼ 男子 290051017 男子中学2日目 走高跳
570 奈　良 都祁中 51 吉田　陸哉(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 男子 290051018 男子中学2日目 棒高跳
571 奈　良 新庄中 60 鳴海　宏紀(3) ﾅﾙﾐ ﾋﾛｷ 男子 290060001 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ
572 奈　良 新庄中 60 松本　蒼生(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 男子 290060002 男子共通1日目 ８００ｍ
573 奈　良 新庄中 60 内村　奏(2) ｳﾁﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 男子 290060003 男子中学1日目 １００ｍ
574 奈　良 新庄中 60 西　琉成(2) ﾆｼ ﾘｭｳｾｲ 男子 290060004 男子中学1日目 走幅跳
575 奈　良 新庄中 60 前薗　一稀(2) ﾏｴｿﾞﾉ ｲﾂｷ 男子 290060005 男子中学1日目 １００ｍ
576 奈　良 新庄中 60 山本　將聖(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 男子 290060006 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg)
577 奈　良 新庄中 60 高橋　一虎(1) ﾀｶﾊｼ ｲｯｺｳ 男子 290060007 男子共通1日目 ８００ｍ
578 奈　良 新庄中 60 吉岡　浩輝(1) ﾖｼｵｶ ｺｳｷ 男子 290060008 男子中学1日目 １００ｍ
579 奈　良 新庄中 60 岡本　大輝(1) ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 290060009 男子中学1日目 １００ｍ
580 奈　良 新庄中 60 足髙　隼人(1) ｱｼﾀｶ ﾊﾔﾄ 男子 290060010 男子共通1日目 １５００ｍ
581 奈　良 新庄中 60 澤井　翔和(1) ｻﾜｲ ﾄﾜ 男子 290060011 男子中学1日目 １００ｍ
582 奈　良 新庄中 60 山岡　寛太(1) ﾔﾏｵｶ ﾋﾛﾄ 男子 290060012 男子中学1日目 １００ｍ
583 奈　良 新庄中 60 細川　龍雅(1) ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳｶﾞ 男子 290060013 男子中学1日目 １００ｍ
584 奈　良 新庄中 60 北嶋　聖斗(1) ｷﾀｼﾞﾏ ｷﾖﾄ 男子 290060014 男子共通1日目 １５００ｍ
585 奈　良 新庄中 60 辻　雅樹(1) ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 男子 290060015 男子中学1日目 １００ｍ
586 奈　良 新庄中 60 北川　文翔(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾄ 男子 290060016 男子共通1日目 １５００ｍ
587 奈　良 新庄中 60 花岡　拓実　(1) ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾐ 男子 290060017 男子中学1日目 １００ｍ
588 奈　良 新庄中 60 髙木　駿利(1) ﾀｶｷﾞ ﾊﾔﾄ 男子 290060018 男子中学1日目 走幅跳
589 奈　良 新庄中 60 花内　美結(2) ﾊﾅｳﾁ ﾐﾕｳ 女子 290060019 女子中学1日目 １００ｍ
590 奈　良 新庄中 60 松井　那裕(2) ﾏﾂｲ ﾅﾕｳ 女子 290060020 女子中学1日目 ２００ｍ
591 奈　良 新庄中 60 岡本　藍里(2) ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 290060021 女子共通1日目 ８００ｍ
592 奈　良 新庄中 60 上平　はな(2) ｳｴﾋﾗ ﾊﾅ 女子 290060022 女子中学1日目 １００ｍ
593 奈　良 新庄中 60 乾　愛里(2) ｲﾇｲ ｱｲﾘ 女子 290060023 女子中学1日目 走高跳
594 奈　良 新庄中 60 橋本　夢叶(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒｶ 女子 290060024 女子中学1日目 円盤投(1.000kg)
595 奈　良 新庄中 60 松本　悠妃(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 女子 290060025 女子中学1日目 円盤投(1.000kg)
596 奈　良 新庄中 60 北村　涼葉(1) ｷﾀﾑﾗ ｽｽﾞﾊ 女子 290060026 女子中学1日目 １００ｍ
597 奈　良 新庄中 60 辻本　歩夢(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾑ 女子 290060027 女子中学1日目 １００ｍ
598 奈　良 新庄中 60 花内　彩香(1) ﾊﾅｳﾁ ｱﾔｶ 女子 290060028 女子中学1日目 １００ｍ
599 奈　良 新庄中 60 篠　ひなた(1) ｼﾉ ﾋﾅﾀ 女子 290060029 女子中学1日目 １００ｍ
600 奈　良 新庄中 60 志水　美良(2) ｼﾐｽﾞ ﾁｭﾗ 女子 290060030 女子中学1日目 １００ｍ
601 奈　良 新庄中 60 中川　星怜菜(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｾﾚﾅ 女子 290060031 女子中学1日目 １００ｍ
602 奈　良 新庄中 60 中川　新衣菜(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾆｲﾅ 女子 290060032 女子中学1日目 １００ｍ
603 奈　良 王寺中 62 河野　哲也(1) ｶﾜﾉ ﾃﾂﾔ 男子 290062001
604 奈　良 王寺中 62 川本　蓮太郎(1) ｶﾜﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 290062002
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主　管:奈良市陸上競技協会
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
605 奈　良 王寺中 62 河内　柊保(1) ｶﾜｳﾁ ﾋﾖﾘ 男子 290062003 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
606 奈　良 王寺中 62 飯盛　愛珂(1) ｲｲﾓﾘ ｱｲｶ 女子 290062004
607 奈　良 王寺中 62 糸井　和花(1) ｲﾄｲ ﾜｶ 女子 290062005
608 奈　良 王寺中 62 山下　紗和(1) ﾔﾏｼﾀ ｻﾜ 女子 290062006 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 走幅跳
609 奈　良 王寺中 62 橋本　葵(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｵｲ 女子 290062007 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
610 奈　良 王寺中 62 伊東　彩楓(2) ｲﾄｳ ｻﾔｶ 女子 290062008 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
611 奈　良 王寺中 62 石川　蒼太(2) ｲｼｶﾜ ｿｳﾀ 男子 290062009 男子中学2日目 １００ｍ
612 奈　良 王寺中 62 沼田　英樹(2) ﾇﾏﾀ ｴｲｷ 男子 290062010
613 奈　良 王寺中 62 海原　寧音(2) ｶｲﾊﾞﾗ ﾈﾈ 女子 290062011 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
614 奈　良 王寺中 62 辻本　聖来(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲﾗ 女子 290062012 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
615 奈　良 王寺中 62 森川　陽介(2) ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｽｹ 男子 290062013 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg)
616 奈　良 王寺中 62 金沢　美紅(2) ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｸ 女子 290062014 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
617 奈　良 王寺中 62 六反　栞奈(2) ﾛｸﾀﾝ ｶﾝﾅ 女子 290062015
618 奈　良 王寺中 62 井上　花菜(3) ｲﾉｳｴ ﾊﾅ 女子 290062016
619 奈　良 王寺中 62 柴田　千夏(3) ｼﾊﾞﾀ ﾁﾅﾂ 女子 290062017
620 奈　良 王寺中 62 山下　璃子(3) ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ 女子 290062018
621 奈　良 王寺中 62 山田　朋果(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 290062019 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子高校・一般2日目 円盤投(1.000kg)
622 奈　良 王寺中 62 辰巳　嶺一(1) ﾀﾂﾐ ﾚｲ 男子 290062020
623 奈　良 王寺中 62 大前　開正(1) ｵｵﾏｴ ｶｲｾｲ 男子 290062021 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
624 奈　良 王寺中 62 中田　泰獅(1) ﾅｶﾀ ﾀｲｼ 男子 290062022
625 奈　良 王寺中 62 與倉　萌生(1) ﾖｸﾗ ﾒｲ 女子 290062023
626 奈　良 王寺中 62 山本　優子(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 女子 290062024 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子高校・一般2日目 円盤投(1.000kg)
627 奈　良 香芝西中 1 有馬　舜人(3) ｱﾘﾏ ｼｭﾝﾄ 男子 290063001
628 奈　良 香芝西中 2 上平　遥大(3) ｳｴﾋﾗ ﾊﾙﾄ 男子 290063002
629 奈　良 香芝西中 3 小宮　友輝(3) ｺﾐﾔ ﾄﾓｷ 男子 290063003
630 奈　良 香芝西中 4 三歩　立輝(3) ｻﾝﾌ ﾞﾘﾂｷ 男子 290063004 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
631 奈　良 香芝西中 5 津川　翔大朗(3) ﾂｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 290063005
632 奈　良 香芝西中 6 蔦谷　一期(3) ﾂﾀﾀﾞﾆ ｶｽﾞｷ 男子 290063006
633 奈　良 香芝西中 7 長尾　樹　(3) ﾅｶﾞｵ ｲﾂｷ 男子 290063007
634 奈　良 香芝西中 8 前田　章吾(3) ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 290063008
635 奈　良 香芝西中 9 樋口　風音(3) ﾋｸﾞﾁ ｶｻﾞﾄ 男子 290063009
636 奈　良 香芝西中 10 下村　夏月(3) ｼﾓﾑﾗ ﾅﾂ 女子 290063010
637 奈　良 香芝西中 11 月成　杏佳(3) ﾂｷﾅﾘ ｷｮｳｶ 女子 290063011
638 奈　良 香芝西中 12 縄田　雅(3) ﾅﾜﾀ ﾐﾔﾋﾞ 女子 290063012
639 奈　良 香芝西中 13 小川　結衣(3) ｵｶﾞﾜ ﾕｲ 女子 290063013
640 奈　良 香芝西中 14 藤田　瑞稀(3) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 女子 290063014
641 奈　良 香芝西中 15 村井　鈴奈(3) ﾑﾗｲ ｽｽﾞﾅ 女子 290063015
642 奈　良 香芝西中 16 中川　渚(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ 女子 290063016
643 奈　良 香芝西中 17 東條　匠真(2) ﾄｳｼﾞｮｳ ﾀｸﾏ 男子 290063017
644 奈　良 香芝西中 18 大同　蒼空(2) ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｿﾗ 男子 290063018 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
645 奈　良 香芝西中 19 末弘　晴大(2) ｽｴﾋﾛ ﾊﾙｷ 男子 290063019 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
646 奈　良 香芝西中 20 西川　貴輝(2) ﾆｼｶﾜ ﾀｶｱｷ 男子 290063020
647 奈　良 香芝西中 21 常友　秀太(2) ﾂﾈﾄﾓ ｼｭｳﾀ 男子 290063021
648 奈　良 香芝西中 22 高橋　健太(2) ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 男子 290063022
649 奈　良 香芝西中 23 髙田　竜成(2) ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 290063023
650 奈　良 香芝西中 24 畔柳　敬太(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 男子 290063024
651 奈　良 香芝西中 25 河村　優太(2) ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 290063025
652 奈　良 香芝西中 26 亀井　周(2) ｶﾒｲ ｼｭｳ 男子 290063026 男子中学1日目 １００ｍ
653 奈　良 香芝西中 27 柳澤　和(2) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾔﾏﾄ 男子 290063027 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
654 奈　良 香芝西中 28 岡留　尚紀(2) ｵｶﾄﾞﾒ ﾅｵｷ 男子 290063028
655 奈　良 香芝西中 29 江藤　慧(2) ｴﾄｳ ｻﾄﾙ 男子 290063029
656 奈　良 香芝西中 30 中里　昊(2) ﾅｶｻﾞﾄ ｿﾗ 男子 290063030 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
657 奈　良 香芝西中 31 家郷　汐(2) ｲｴｻﾄ ｼｵ 男子 290063031 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
658 奈　良 香芝西中 32 西川　昇宏(2) ﾆｼｶﾜ ﾉﾘﾋﾛ 男子 290063032 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
659 奈　良 香芝西中 33 中井　奎吾(2) ﾅｶｲ ｹｲｺﾞ 男子 290063033 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m)
660 奈　良 香芝西中 34 卯野　大樹(2) ｳﾉ ﾀﾞｲｷ 男子 290063034
661 奈　良 香芝西中 35 山部　福太郎(2) ﾔﾏﾍﾞ ﾌｸﾀﾛｳ 男子 290063035 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳
662 奈　良 香芝西中 36 青山　直太(2) ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾀ 男子 290063036
663 奈　良 香芝西中 37 宮脇　羽菜(2) ﾐﾔﾜｷ ﾊﾅ 女子 290063037
664 奈　良 香芝西中 38 野志　心暖(2) ﾉｼ ｺﾊﾙ 女子 290063038 女子中学1日目 １００ｍ
665 奈　良 香芝西中 39 田村　心花(2) ﾀﾑﾗ ｺｺﾊ 女子 290063039
666 奈　良 香芝西中 40 家森　凜(2) ﾔﾓﾘ ﾘﾝ 女子 290063040 女子中学1日目 走幅跳
667 奈　良 香芝西中 41 立川　紗帆(2) ﾀﾁｶﾜ ｻﾎ 女子 290063041 女子中学1日目 １００ｍ
668 奈　良 香芝西中 42 福田　凛太朗(2) ﾌｸﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290063042 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
669 奈　良 香芝西中 43 池田　悠菜(1) ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾅ 女子 290063043
670 奈　良 香芝西中 44 枝松　理子(1) ｴﾀﾞﾏﾂ ﾘｺ 女子 290063044 女子中学1日目 １００ｍ
671 奈　良 香芝西中 45 加藤　梨子(1) ｶﾄｳ ﾘｺ 女子 290063045 女子中学1日目 ２００ｍ
672 奈　良 香芝西中 46 川東　陸人(1) ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾘｸﾄ 男子 290063046 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
673 奈　良 香芝西中 47 紀井　菜央佳(1) ｷｲ ﾅｵｶ 女子 290063047 女子中学1日目 ２００ｍ
674 奈　良 香芝西中 48 熊本　健太(1) ｸﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 男子 290063048
675 奈　良 香芝西中 49 倉見　風舞(1) ｸﾗﾐ ﾌｳﾏ 男子 290063049 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
676 奈　良 香芝西中 50 小西　凛太郎(1) ｺﾆｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290063050
677 奈　良 香芝西中 51 高岡　桃佳(1) ﾀｶｵｶ ﾓﾓｶ 女子 290063051 女子中学1日目 ２００ｍ
678 奈　良 香芝西中 52 小倉　杏(1) ｵｸﾞﾗ ｱﾝ 女子 290063052
679 奈　良 香芝西中 53 縄田　藍子(1) ﾅﾜﾀ ｱｲｺ 女子 290063053
680 奈　良 香芝西中 54 野志　実愛(1) ﾉｼ ﾐﾉﾘ 女子 290063054 女子中学1日目 １００ｍ
681 奈　良 香芝西中 55 肥谷　健太郎(1) ﾋﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290063055 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳
682 奈　良 香芝西中 56 福島　洋(1) ﾌｸｼﾏ ﾖｳ 男子 290063056
683 奈　良 香芝西中 57 藤田　倫太朗(1) ﾌｼﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290063057 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
684 奈　良 香芝西中 58 藤田　陽翔(1) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 男子 290063058 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
685 奈　良 香芝西中 59 兵法　航太(1) ﾍｲﾎｳ ｺｳﾀ 男子 290063059 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
686 奈　良 香芝西中 60 森永　慎一郞(1) ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 290063060 男子中学1日目 １００ｍ
687 奈　良 香芝西中 61 横田　蒼馬(1) ﾖｺﾀ ｿｳﾏ 男子 290063061
688 奈　良 香芝西中 62 田中　爽楽(1) ﾀﾅｶ ｿﾗ 男子 290063062 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
689 奈　良 香芝西中 63 福井　和磨(1) ﾌｸｲ ｶｽﾞﾏ 男子 290063063
690 奈　良 香芝西中 64 田邊　優空(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 男子 290063064
691 奈　良 香芝西中 65 清水　博之(3) ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 男子 290063065
692 奈　良 香芝西中 66 十川　奨己(1) ﾄｶﾞﾜ ｼｮｳｷ 男子 290063066
693 奈　良 香芝中 65 巽　奏太(1) ﾀﾂﾐ ｶﾅﾀ 男子 290065001 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
694 奈　良 香芝中 65 土肥　星太(1) ﾄﾞｲ ｾｲﾀ 男子 290065002 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
695 奈　良 香芝中 65 楠原　明輝(1) ｸｽﾊﾗ ﾐﾂｷ 男子 290065003 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走高跳
696 奈　良 香芝中 65 鈴木　建太郎(1) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290065004 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1年 円盤投(1.000kg)
697 奈　良 香芝中 65 高木　春光(1) ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ 男子 290065005 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
698 奈　良 香芝中 65 山本　椋大(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 290065006 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
699 奈　良 香芝中 65 吉川　亮聖(1) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳｾｲ 男子 290065007 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
700 奈　良 香芝中 65 上東　康(1) ｶﾐﾋｶﾞｼ ﾔｽｼ 男子 290065008 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
701 奈　良 香芝中 65 立花　咲良(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｸﾗ 男子 290065009 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
702 奈　良 香芝中 65 平野　司(1) ﾋﾗﾉ ﾂｶｻ 男子 290065010 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1年 円盤投(1.000kg)
703 奈　良 香芝中 65 礒山　流輝(1) ｲｿﾔﾏ ﾘｸ 男子 290065011 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
704 奈　良 香芝中 65 大原　大志(1) ｵｵﾊﾗ ﾀｲｼ 男子 290065012 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
705 奈　良 香芝中 65 仲　遼太(1) ﾅｶ ﾘｮｳﾀ 男子 290065013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
706 奈　良 香芝中 65 中島　将太(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 男子 290065014 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
707 奈　良 香芝中 65 加藤　千紗(1) ｶﾄｳ ﾁｻ 女子 290065015 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
708 奈　良 香芝中 65 兵頭　彩葉(1) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｲﾛﾊ 女子 290065016 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
709 奈　良 香芝中 65 石橋　花漣(1) ｲｼﾊﾞｼ ｶﾚﾝ 女子 290065017 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
710 奈　良 香芝中 65 岡田　実優(1) ｵｶﾀﾞ ﾐﾕ 女子 290065018 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
711 奈　良 香芝中 65 芳田　望桜(1) ﾖｼﾀﾞ ﾐｵ 女子 290065019 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
712 奈　良 香芝中 65 大野　栞莉(1) ｵｵﾉ ｼｵﾘ 女子 290065020 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
713 奈　良 香芝中 65 加藤　杏菜(1) ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 290065021 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
714 奈　良 香芝中 65 竹村　悠里(1) ﾀｹﾑﾗ ﾕﾘ 女子 290065022 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
715 奈　良 香芝中 65 仲靏　愛翔(2) ﾅｶﾂﾙ ﾏﾅﾄ 男子 290065023 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
716 奈　良 香芝中 65 西岡　唯人(2) ﾆｼｵｶ ﾕｲﾄ 男子 290065024 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
717 奈　良 香芝中 65 松本　龍弥(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 男子 290065025 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
718 奈　良 香芝中 65 岡本　拓也(2) ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 290065026 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg)
719 奈　良 香芝中 65 落合　勇斗(2) ｵﾁｱｲ ﾕｳﾄ 男子 290065027 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
720 奈　良 香芝中 65 松元　奏翔(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾄ 男子 290065028 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
721 奈　良 香芝中 65 松本　陸杜(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾄ 男子 290065029 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
722 奈　良 香芝中 65 吉田　蓮(2) ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 男子 290065030 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg)
723 奈　良 香芝中 65 山本　連太朗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 290065031 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
724 奈　良 香芝中 65 東谷　好晃(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾖｼｱｷ 男子 290065032 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
725 奈　良 香芝中 65 細井　陸叶(2) ﾎｿｲ ﾘｸﾄ 男子 290065033 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
726 奈　良 香芝中 65 西出　大志(2) ﾆｼﾃﾞ ﾀｲｼ 男子 290065034 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 三段跳
727 奈　良 香芝中 65 渡邊　涼(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 男子 290065035 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
728 奈　良 香芝中 65 大西　悠斗(2) ｵｵﾆｼ ﾕｳﾄ 男子 290065036 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
729 奈　良 香芝中 65 米山　緒里(2) ﾖﾈﾔﾏ ｲｵﾘ 女子 290065037 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
730 奈　良 香芝中 65 綛谷　梨菜(2) ｶｾﾀﾆ ﾘﾅ 女子 290065038 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
731 奈　良 香芝中 65 小泉　夏紀(2) ｺｲｽﾞﾐ ﾅﾂｷ 女子 290065039 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
732 奈　良 香芝中 65 勝木　輝莉(2) ｶﾂｷ ﾋｶﾘ 女子 290065040 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
733 奈　良 香芝中 65 松原　萌乃果(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾎﾉｶ 女子 290065041 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
734 奈　良 香芝中 65 村田　海優夏(2) ﾑﾗﾀ ﾐﾕﾅ 女子 290065042 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
735 奈　良 香芝中 65 中靏　愛翔(2) 男子 290065045
736 奈　良 広陵中 67 青山　海樂(1) ｱｵﾔﾏ　ｳﾀ 男子 290067001 男子中学1日目 １００ｍ
737 奈　良 広陵中 67 生田　詩音(1) ｲｸﾀ　ｼｵﾝ 男子 290067002 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
738 奈　良 広陵中 67 香月　大志(1) ｶﾂｷ　ﾀｲｼ 男子 290067003 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ
739 奈　良 広陵中 67 亀田　亘樹(1) ｶﾒﾀﾞ　ｺｳｷ 男子 290067004 男子共通1日目 １５００ｍ
740 奈　良 広陵中 67 河俣　快聖(1) ｶﾜﾏﾀ　ｶｲｾｲ 男子 290067005 男子中学1日目 走幅跳
741 奈　良 広陵中 67 菊池　陽翔(1) ｷｸﾁ　ﾋﾅﾄ 男子 290067006 男子中学1日目 １００ｍ
742 奈　良 広陵中 67 黒川　葵生(1) ｸﾛｶﾜ　ｱｵｲ 男子 290067007 男子共通1日目 １５００ｍ
743 奈　良 広陵中 67 塚村　慧(1) ﾂｶﾑﾗ ｹｲ 男子 290067008 男子共通1日目 １５００ｍ
744 奈　良 広陵中 67 鶴田　哲平(1) ﾂﾙﾀ　ﾃｯﾍﾟｲ 男子 290067009 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
745 奈　良 広陵中 67 寺西　心奈(1) ﾃﾗﾆｼ　ｺｺﾅ 男子 290067010 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m)
746 奈　良 広陵中 67 中川　蹴来(1) ﾅｶｶﾞﾜ　ｼｭﾗ 男子 290067011 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
747 奈　良 広陵中 67 堀口　員生(1) ﾎﾘｸﾞﾁ　ｶｽﾞｷ 男子 290067012
748 奈　良 広陵中 67 村井　星煌(1) ﾑﾗｲ　ﾊﾙ 男子 290067013
749 奈　良 広陵中 67 門長　佑樹(1) ﾓﾝﾁｮｳ　ﾕｳｷ 男子 290067014 男子共通1日目 １５００ｍ
750 奈　良 広陵中 67 矢追　秀嘉(1) ﾔｵｲ　ﾋﾃﾞﾋﾛ 男子 290067015 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ
751 奈　良 広陵中 67 吉田　侑右(1) ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｽｹ 男子 290067016 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 ２００ｍ
752 奈　良 広陵中 67 上山　巧暉(2) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ 男子 290067017 男子共通1日目 ３０００ｍ
753 奈　良 広陵中 67 寺岡　義弥(2) ﾃﾗｵｶ ﾖｼﾔ 男子 290067018 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
754 奈　良 広陵中 67 藤山　太地(2) ﾄﾔﾏ ﾀｲﾁ 男子 290067019 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
755 奈　良 広陵中 67 福田　藍生(2) ﾌｸﾀﾞ ｱｲｷ 男子 290067020 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
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756 奈　良 広陵中 67 堀口　勇太(2) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 男子 290067021 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg)
757 奈　良 広陵中 67 安井　晴親(2) ﾔｽｲ ﾊﾙﾁｶ 男子 290067022 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳
758 奈　良 広陵中 67 山村　陸人(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾘｸﾄ 男子 290067023 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
759 奈　良 広陵中 67 木村　芽生(1) ｷﾑﾗ　ﾒｲ 女子 290067024 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳
760 奈　良 広陵中 67 小原　歩実(1) ｺﾊﾗ　ｱﾐ 女子 290067025 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
761 奈　良 広陵中 67 千原　夏帆(1) ﾁﾊﾗ　ﾅﾎ 女子 290067026 女子共通1日目 ８００ｍ
762 奈　良 広陵中 67 森井　麻衣(1) ﾓﾘｲ　ﾏｲ 女子 290067027 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
763 奈　良 広陵中 67 山﨑　日陽(1) ﾔﾏｻﾞｷ　ﾋﾅ 女子 290067028 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m)
764 奈　良 広陵中 67 大石　心暖(2) ｵｵｲｼ ｺﾉﾝ 女子 290067029
765 奈　良 広陵中 67 奥本　爽愛(2) ｵｸﾓﾄ ｿﾅ 女子 290067030 女子中学1日目 １００ｍ
766 奈　良 広陵中 67 竹上　日向子(2) ﾀｹｶﾞﾐ ﾋﾅｺ 女子 290067031
767 奈　良 広陵中 67 中谷　瞳月(2) ﾅｶﾀﾆ ｼｽﾞｸ 女子 290067032
768 奈　良 広陵中 67 野瀬　有咲(2) ﾉｾ ｳｻｷ 女子 290067033 女子中学1日目 １００ｍ
769 奈　良 広陵中 67 姫廻　咲愛(2) ﾋﾒｸﾞﾘ ｻｷｱ 女子 290067034
770 奈　良 広陵中 67 山口　鈴音(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｽｽﾞﾈ 女子 290067035 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走高跳
771 奈　良 広陵中 67 吉井　香鈴(2) ﾖｼｲ ｶﾘﾝ 女子 290067036
772 奈　良 広陵中 67 和田　笑璃(2) ﾜﾀﾞ ｴﾐﾘ 女子 290067037 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
773 奈　良 広陵中 67 松田　芽依(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 女子 290067038 女子中学1日目 走幅跳 女子中学1日目 １００ｍ
774 奈　良 広陵中 67 吉井　琴愛(3) ﾖｼｲ ｺﾄｱ 女子 290067039 女子中学1日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m)
775 奈　良 榛原中 82 新井　雄斗(2) ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 男子 290082001 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
776 奈　良 榛原中 82 冨永　主渡(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ｵﾓﾄ 男子 290082002 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
777 奈　良 榛原中 82 生駒　大智(2) ｲｺﾏ ﾀｲﾁ 男子 290082003 男子中学1日目 ４００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ
778 奈　良 榛原中 82 松川　直史(2) ﾏﾂｶﾜ ﾅｵﾌﾐ 男子 290082004 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
779 奈　良 榛原中 82 松田　幸輝(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 男子 290082005 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 三段跳
780 奈　良 榛原中 82 山田　陽穂(2) ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾎ 男子 290082006 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
781 奈　良 榛原中 82 山田　遥久(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾊｸ 男子 290082007 男子中学1日目 ４００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ
782 奈　良 榛原中 82 戎野　太陽(1) ｴﾋﾞｽﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 290082008 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ
783 奈　良 榛原中 82 金沢　悠太(1) ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 男子 290082009 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
784 奈　良 榛原中 82 吉田　裕哉(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 290082010 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
785 奈　良 榛原中 82 大山　智生(1) ｵｵﾔﾏ ﾄﾓｷ 男子 290082011 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳
786 奈　良 榛原中 82 細田　陽斗(1) ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 290082012 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
787 奈　良 榛原中 82 小山　海(1) ｺﾔﾏ ｶｲ 男子 290082013 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
788 奈　良 榛原中 82 中村　皓太朗(1) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290082014 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
789 奈　良 榛原中 82 御前　愛梨(2) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 290082015 女子中学1日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 円盤投(1.000kg)
790 奈　良 榛原中 82 山本　花音(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅﾈ 女子 290082016 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳
791 奈　良 榛原中 82 冨元　彩花(2) ﾄﾐﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 290082017
792 奈　良 榛原中 82 福西　琉奈(2) ﾌｸﾆｼ ﾙﾅ 女子 290082018 女子中学1日目 四種競技
793 奈　良 榛原中 82 髙村　優和(2) ﾀｶﾑﾗ ﾕﾅ 女子 290082019 女子中学1日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学1日目 円盤投(1.000kg)
794 奈　良 榛原中 82 山田　実桜(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 女子 290082020 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳
795 奈　良 榛原中 82 山本　悠加(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 290082021 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 円盤投(1.000kg)
796 奈　良 榛原中 82 坂口　凜(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾝ 女子 290082022 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走高跳
797 奈　良 榛原中 82 溝黒　友菜(1) ﾐｿﾞｸﾞﾛ ﾕｳﾅ 女子 290082023 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳
798 奈　良 榛原中 82 森田　陽菜(1) ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾅ 女子 290082024 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
799 奈　良 片塩中 96 森本　泰河(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 男子 290096015 男子中学1日目 １００ｍ
800 奈　良 片塩中 96 浅山　統星(2) ｱｻﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 男子 290096016
801 奈　良 片塩中 96 池田　　亨(2) ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 290096017 男子中学1日目 １００ｍ
802 奈　良 片塩中 96 岩橋　友芽(2) ｲﾜﾊｼ ﾕｳｶﾞ 男子 290096018
803 奈　良 片塩中 96 植野　志庵(2) ｳｴﾉ ｼｵﾝ 男子 290096019
804 奈　良 片塩中 96 川﨑　瑛太(2) ｶﾜｻｷ ｴｲﾀ 男子 290096020 男子共通1日目 ８００ｍ
805 奈　良 片塩中 96 川本　直己(2) ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 290096021
806 奈　良 片塩中 96 松本　虎士(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾗｼﾞ 男子 290096022
807 奈　良 片塩中 96 林　亮太朗(2) ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 290096023 男子中学1日目 走幅跳
808 奈　良 片塩中 96 松宮　武蔵(2) ﾏﾂﾐﾔ ﾑｻｼ 男子 290096024 男子中学1日目 １００ｍ
809 奈　良 片塩中 96 梅本　幹斗(2) ｳﾒﾓﾄ ﾐｷﾄ 男子 290096025 男子中学1日目 １００ｍ
810 奈　良 片塩中 96 大平　龍義(1) ｵｵﾋﾗ ﾀﾂﾖｼ 男子 290096026
811 奈　良 片塩中 96 古川　闘真(1) ﾌﾙｶﾜ ﾄｳﾏ 男子 290096027
812 奈　良 片塩中 96 松居　京(1) ﾏﾂｲ ｷｮｳ 男子 290096028
813 奈　良 片塩中 96 和田　捺來(1) ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 男子 290096029
814 奈　良 片塩中 96 仲井　陽哉(1) ﾅｶｲ ﾊﾙﾔ 男子 290096030 男子中学1日目 １００ｍ
815 奈　良 片塩中 96  井　晴仁(1) ﾂｼﾞｲ ﾊﾙﾋﾄ 男子 290096031
816 奈　良 片塩中 96 松岡　愛翔(1) ﾏﾂｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 290096032
817 奈　良 片塩中 96 岸尾　星愛(1) ｷｼｵ ｾｲｱ 男子 290096033
818 奈　良 片塩中 96 北村　優斗(1) ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 290096034
819 奈　良 片塩中 96 福嶋　大陸(1) ﾌｸｼﾏ ﾘｸ 男子 290096035 男子中学1日目 １００ｍ
820 奈　良 片塩中 96 吉田　亮太(1) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 290096036
821 奈　良 片塩中 96 佐竹　七美(3) ｻﾀｹ ﾅﾅﾐ 女子 290096037
822 奈　良 片塩中 96 津波　幸智(3) ﾂﾅﾐ ｻﾁ 女子 290096038
823 奈　良 片塩中 96 山上　紗英(3) ﾔﾏｶﾐ ｻｴ 女子 290096039
824 奈　良 片塩中 96 西川　寿希亜(3) ﾆｼｶﾜ ｼﾞｭｷｱ 女子 290096040
825 奈　良 片塩中 96 吉村　華英(3) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾅｴ 女子 290096041 女子中学1日目 走高跳
826 奈　良 片塩中 96 髙原　萌恵(2) ﾀｶﾊﾗ ﾓｴ 女子 290096042 女子中学1日目 １００ｍ
827 奈　良 片塩中 96 三浦　彩加(2) ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 女子 290096043 女子中学1日目 １００ｍ
828 奈　良 片塩中 96 小倉　かこ(2) ｵｸﾞﾗ ｶｺ 女子 290096044 女子中学1日目 １００ｍ
829 奈　良 片塩中 96 泉岡　妃真理(1) ｲｽﾞｵｶ ﾋﾏﾘ 女子 290096045 女子中学1日目 １００ｍ
830 奈　良 片塩中 96 飯塚　愛実(1) ｲｲﾂﾞｶ ﾏﾅﾐ 女子 290096046
831 奈　良 片塩中 96 夕田　珠来(1) ﾕｳﾀﾞ ﾐｸ 女子 290096047 女子中学1日目 １００ｍ
832 奈　良 片塩中 96 川童　優花(1) ｶﾜｺ ﾕｳｶ 女子 290096048
833 奈　良 片塩中 96 丸上　結(1) ﾏﾙｶﾞﾐ ﾕｲ 女子 290096049 女子中学1日目 １００ｍ
834 奈　良 片塩中 96 藤川　奈々(1) ﾌｼﾞｶﾜ ﾅﾅ 女子 290096050 女子中学1日目 １００ｍ
835 奈　良 田原本中 106 藤川　陽向(3) ﾌｼﾞｶﾜ　ﾋﾅﾀ 男子 290106001 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
836 奈　良 田原本中 106 松原　弦輝(3) ﾏﾂﾊﾞﾗ　ｹﾞﾝｷ 男子 290106002 男子中学2日目 棒高跳
837 奈　良 田原本中 106 森本　大介(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 男子 290106003 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
838 奈　良 田原本中 106 藤川　陽(2) ﾌｼﾞｶﾜ　ﾊﾙ 男子 290106004 男子中学2日目 走高跳 男子中学2日目 １００ｍ
839 奈　良 田原本中 106 奥田　凌羽(2) ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 290106005 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
840 奈　良 田原本中 106 北林　誠康(2) ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔｽ 男子 290106006 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
841 奈　良 田原本中 106 前田　結太(2) ﾏｴﾀﾞ　ﾕｳﾀ 男子 290106007 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
842 奈　良 田原本中 106 湊　大智(2) ﾐﾅﾄ　ﾀｲﾁ 男子 290106008 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
843 奈　良 田原本中 106 小島　伸介(2) ｺｼﾞﾏ　ｼﾝｽｹ 男子 290106009 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
844 奈　良 田原本中 106 嶋越　悠真(2) ｼﾏｺｼ ﾕｳﾏ 男子 290106010 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
845 奈　良 田原本中 106 松井　優介(2) ﾏﾂｲ　ﾕｳｽｹ 男子 290106011 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2日目 １００ｍ
846 奈　良 田原本中 106 小西　翔大(2) ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 男子 290106012 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走高跳
847 奈　良 田原本中 106 松井　維仁(2) ﾏﾂｲ　ﾕｷﾄ 男子 290106013 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
848 奈　良 田原本中 106 阪本　悠真(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 290106014 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 棒高跳
849 奈　良 田原本中 106 川畑　仁穏(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｵﾝ 男子 290106015 男子中学2日目 円盤投(1.500kg) 男子中学2日目 １００ｍ
850 奈　良 田原本中 106 竹村　奏汰(2) ﾀｹﾑﾗ ｶﾅﾀ 男子 290106016 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 １００ｍ
851 奈　良 田原本中 106 藤岡　彰良(1) ﾌｼﾞｵｶ ｱｷﾗ 男子 290106017 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
852 奈　良 田原本中 106 佐古　龍愛(1) ｻｺ ﾕｳｱ 男子 290106018 男子中学2日目 １００ｍ
853 奈　良 田原本中 106 山瀬　雄大(1) ﾔﾏｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290106019 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
854 奈　良 田原本中 106 北浦　翔太(1) ｷﾀｳﾗ ｼｮｳﾀ 男子 290106020 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
855 奈　良 田原本中 106 山本　夢斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒﾄ 男子 290106021 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
856 奈　良 田原本中 106 岡橋　虎之介(1) ｵｶﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 男子 290106022 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
857 奈　良 田原本中 106 山本　愛(3) ﾔﾏﾓﾄ　ｱｲ 女子 290106023 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
858 奈　良 田原本中 106 岡本　恵美(3) ｵｶﾓﾄ　ｴﾐ 女子 290106024 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
859 奈　良 田原本中 106 新田　陽菜(3) ﾆｯﾀ　ﾋﾅ 女子 290106025 女子中学2日目 棒高跳
860 奈　良 田原本中 106 大倉　由佳(3) ｵｵｸﾗ　ﾕｳｶ 女子 290106026 女子中学2日目 棒高跳
861 奈　良 田原本中 106 瀬田　彩葉(2) ｾﾀ ｲﾛﾊ 女子 290106027 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
862 奈　良 田原本中 106 松川　怜愛(2) ﾏﾂｶﾜ　ﾚﾅ 女子 290106028 女子中学2日目 １００ｍ
863 奈　良 田原本中 106 岸上　紗英(2) ｷｼｶﾞﾐ ｻｴ 女子 290106029 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
864 奈　良 田原本中 106 矢追　紅葉(2) ﾔｵｲ ﾓﾐｼﾞ 女子 290106030 女子中学2日目 １００ｍ
865 奈　良 田原本中 106 北村　珠来(2) ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾗ 女子 290106031 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
866 奈　良 田原本中 106 井上　茉依(2) ｲﾉｳｴ　ﾏｲ 女子 290106032 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
867 奈　良 田原本中 106 梅本　明日香(1) ｳﾒﾓﾄ ｱｽｶ 女子 290106033 女子中学2日目 棒高跳 女子中学2日目 ２００ｍ
868 奈　良 田原本中 106 西前　瑶(1) ﾆｼﾏｴ ﾊﾙｶ 女子 290106034 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
869 奈　良 田原本中 106 森田　裕生(1) ﾓﾘﾀ ﾕｷ 女子 290106035 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
870 奈　良 田原本中 106 山本　優(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 女子 290106036 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
871 奈　良 田原本中 106 中村　ことの(1) ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾉ 女子 290106037 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
872 奈　良 田原本中 106 古林　環奈(1) ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 女子 290106038 女子中学2日目 棒高跳 女子中学2日目 １００ｍ
873 奈　良 田原本北中 107 上田　望笑(3) ｳｴﾀﾞ ﾉｴﾙ 男子 290107001 男子中学2日目 走高跳 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m)
874 奈　良 田原本北中 107 西本　侑聖(3) ﾆｼﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男子 290107002 男子中学2日目 走幅跳
875 奈　良 田原本北中 107 足立　優翔(2) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 290107004 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
876 奈　良 田原本北中 107 池田　誠貴(2) ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 290107005 男子中学2日目 円盤投(1.500kg) 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 １００ｍ
877 奈　良 田原本北中 107 上島　到和(2) ｳｴｼﾏ ﾄｳﾜ 男子 290107006 男子中学2日目 ４００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
878 奈　良 田原本北中 107 上田　大智(2) ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 290107007 男子中学2日目 円盤投(1.500kg) 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 １００ｍ
879 奈　良 田原本北中 107 大村　旭陽(2) ｵｵﾑﾗ ｱｻﾋ 男子 290107008 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
880 奈　良 田原本北中 107 岡　尚幸(2) ｵｶ ﾅｵﾕｷ 男子 290107009 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 三段跳
881 奈　良 田原本北中 107 久保　海渡(2) ｸﾎﾞ ｶｲﾄ 男子 290107010 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
882 奈　良 田原本北中 107 阪部　聖(2) ｻｶﾍﾞ ﾋｼﾞﾘ 男子 290107011 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
883 奈　良 田原本北中 107 中山　悟希(2) ﾅｶﾔﾏ ｻﾄｷ 男子 290107012 男子中学2日目 円盤投(1.500kg) 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
884 奈　良 田原本北中 107 森川　悠人(2) ﾓﾘｶﾜ ﾕｳﾄ 男子 290107013 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
885 奈　良 田原本北中 107 澤井　宏太朗(2) ｻﾜｲ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290107014 男子中学2日目 １００ｍ
886 奈　良 田原本北中 107 大西　真未(2) ｵｵﾆｼ ﾏﾐ 女子 290107015 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
887 奈　良 田原本北中 107 神邉　璃莉花(2) ｶﾝﾍﾞ ﾘﾘｶ 女子 290107016 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
888 奈　良 田原本北中 107 丹渡　美瑠(2) ﾀﾝﾄﾞ ﾐﾙ 女子 290107017 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
889 奈　良 田原本北中 107 萩原　心海(2) ﾊｷﾞﾊﾗ ｺｺﾐ 女子 290107018 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
890 奈　良 田原本北中 107 安井　優衣(2) ﾔｽｲ ﾕｲ 女子 290107019 女子中学2日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
891 奈　良 田原本北中 107 上田　優空(1) ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ 男子 290107020 男子中学2日目 ４００ｍ 男子中学2日目 走高跳 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
892 奈　良 田原本北中 107 長野　董也(1) ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 男子 290107021 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 棒高跳
893 奈　良 田原本北中 107 堀川　虎太郎(1) ﾎﾘｶﾜ ｺﾀﾛｳ 男子 290107022 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
894 奈　良 奈良学登美丘中 113 南　こはる(2) ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 女子 290113001 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
895 奈　良 奈良学登美丘中 113 藤井　素晴(1) ﾌｼﾞｲ ｽﾊﾞﾙ 男子 290113002 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
896 奈　良 奈良学登美丘中 113 山本　涼太(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 290113003 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
897 奈　良 奈良学登美丘中 113 川口　愛央(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 290113004 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 走幅跳
898 奈　良 奈良学登美丘中 113 村井　明凜(1) ﾑﾗｲ ｱｶﾘ 女子 290113005 女子共通1日目 ８００ｍ
899 奈　良 奈良学登美丘中 113 藤重　心暖(1) ﾌｼﾞｼｹﾞ ｺｺｱ 女子 290113006 女子共通1日目 ８００ｍ
900 奈　良 奈良学登美丘中 113 野村　蒼(1) ﾉﾑﾗ ｱｵｲ 女子 290113007 女子中学1日目 １００ｍ 女子共通1日目 ８００ｍ
901 奈　良 飛鳥中 118 迫　勇人(3) ｻｺ ﾕｳﾄ 男子 290118001 男子中学1日目 １００ｍ
902 奈　良 飛鳥中 118 中 飛龍翔(2) ﾅｶ ﾋﾛﾄ 男子 290118002 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
903 奈　良 飛鳥中 118 東田　いくみ(1) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 290118003 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
904 奈　良 飛鳥中 118 荒木　菜々子(1) ｱﾗｷ ﾅﾅｺ 女子 290118004 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m)
905 奈　良 富雄南中 119 大門　晃士(3) ﾀﾞｲﾓﾝ  ｱｷﾄ 男子 290119001 男子共通1日目 １５００ｍ
906 奈　良 富雄南中 119 長田　悠吾(3) ﾅｶﾞﾀ  ﾕｳｺﾞ 男子 290119002 男子共通1日目 １５００ｍ
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第3回奈良市陸協記録会･奈良市中学新人大会
主　管:奈良市陸上競技協会
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
907 奈　良 富雄南中 119 植田　聖平(3) ｳｴﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ 男子 290119003
908 奈　良 富雄南中 119 米田　優雅(3) ﾖﾈﾀﾞ　ﾕｳｶﾞ 男子 290119004
909 奈　良 富雄南中 119 黒田　智央(3) ｸﾛﾀﾞ　ﾄﾓｵ 男子 290119005
910 奈　良 富雄南中 119 松井　勇翔(2) ﾏﾂｲ　ﾕｳﾄ 男子 290119006 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
911 奈　良 富雄南中 119 冨田　雅晴(2) ﾄﾐﾀ　ﾏｻﾊﾙ 男子 290119007 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学1日目 １００ｍ
912 奈　良 富雄南中 119 泉谷　優人(2) ｲｽﾞﾀﾆ　ﾕｳﾄ 男子 290119008 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
913 奈　良 富雄南中 119 櫻井　湊(2) ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾄ 男子 290119009 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
914 奈　良 富雄南中 119 前田　真斗(3) ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 290119010
915 奈　良 富雄南中 119 今西　虹那(3) ｲﾏﾆｼ　ﾆﾅ 女子 290119011 女子中学1日目 １００ｍ
916 奈　良 富雄南中 119 森本　華樹(3) ﾓﾘﾓﾄ　ｶﾘﾅ 女子 290119012
917 奈　良 富雄南中 119 羽野　江美(3) ﾊﾉ　ｴﾐ 女子 290119013
918 奈　良 富雄南中 119 大幸　日奈(2) ﾀﾞｲｺｳ　ﾋﾅ 女子 290119014
919 奈　良 富雄南中 119 岡本　彩音(2) ｵｶﾓﾄ　ｱﾔﾈ 女子 290119015
920 奈　良 富雄南中 119 樋口　彩菜(2) ﾋｸﾞﾁ  ｱﾔﾅ 女子 290119016 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 １００ｍ
921 奈　良 富雄南中 119 出嶋　耕喜(3) ﾃﾞｼﾞﾏ ｺｳｷ 男子 290119017
922 奈　良 富雄南中 119 浦西　柊羽(1) ｳﾗﾆｼ ｼｭｳ 男子 290119018 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
923 奈　良 富雄南中 119 岡村　維佐(1) ｵｶﾑﾗ ｲｻ 男子 290119019 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
924 奈　良 富雄南中 119 岸田　康太郎(1) ｷｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290119020 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
925 奈　良 富雄南中 119 酒井　龍斗(1) ｻｶｲ ﾘｭｳﾄ 男子 290119021 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
926 奈　良 富雄南中 119 中谷　倖也(1) ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 290119022 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
927 奈　良 富雄南中 119 野村　悠貴(1) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290119023 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
928 奈　良 富雄南中 119 原嶋　斗真(1) ﾊﾗｼﾏ ﾄｳﾏ 男子 290119024 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
929 奈　良 富雄南中 119 松本　悠佑(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 290119025 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
930 奈　良 富雄南中 119 村山　和駿(1) ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 男子 290119026 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
931 奈　良 富雄南中 119 山本　麟太郎(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290119027 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
932 奈　良 富雄南中 119 吉田　健太郎(1) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290119028 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
933 奈　良 富雄南中 119 石川　美優(1) ｲｼｶﾜ ﾐﾕｳ 女子 290119029 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
934 奈　良 富雄南中 119 今西　紗楽(1) ｲﾏﾆｼ ｻﾗ 女子 290119030 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学1日目 砲丸投(2.721kg)
935 奈　良 富雄南中 119 太田垣　菜々(1) ｵｵﾀｶﾞｷ ﾅﾅ 女子 290119031 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
936 奈　良 富雄南中 119 久保田　優希(1) ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 女子 290119032 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
937 奈　良 富雄南中 119 野泉　小町(1) ﾉｲｽﾞﾐ ｺﾏﾁ 女子 290119033 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
938 奈　良 富雄南中 119 山口　夏乃羽(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾉﾊ 女子 290119034 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
939 奈　良 伏見中 120 植野　悠也(3) ｳｴﾉ ﾕｳﾔ 男子 290120001
940 奈　良 伏見中 120 大槻　祐翔(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 男子 290120002
941 奈　良 伏見中 120 永上　晴輝(3) ﾅｶﾞｳｴ ﾊﾙｷ 男子 290120003
942 奈　良 伏見中 120 中村　聡(3) ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 男子 290120004
943 奈　良 伏見中 120 西田　来立(3) ﾆｼﾀﾞ ｶﾑﾂ 男子 290120005
944 奈　良 伏見中 120 細川　慧悟(3) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 290120006
945 奈　良 伏見中 120 山本　凱生(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 男子 290120007
946 奈　良 伏見中 120 山本　大翔(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 男子 290120008
947 奈　良 伏見中 120 大内　天翔(2) ｵｵｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 290120009 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学1日目 ４００ｍ
948 奈　良 伏見中 120 岡嶋　大悟(2) ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 290120010 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
949 奈　良 伏見中 120 奥田　裕人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290120011
950 奈　良 伏見中 120 箸尾　泰良(2) ﾊｼｵ ﾀｲﾗ 男子 290120012 男子共通1日目 １５００ｍ
951 奈　良 伏見中 120 原口　昂輝(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 290120013 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
952 奈　良 伏見中 120 樋口　夢叶(2) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 290120014 男子共通1日目 ３０００ｍ
953 奈　良 伏見中 120 松島　陽太(2) ﾏﾂｼﾏ ﾖｳﾀ 男子 290120015 男子中学1日目 四種競技
954 奈　良 伏見中 120 松本　晶(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 男子 290120016 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ
955 奈　良 伏見中 120 森下　諏音(2) ﾓﾘｼﾀ ｼｭｵﾝ 男子 290120017
956 奈　良 伏見中 120 矢部　亨(2) ﾔﾍﾞ ﾄｵﾙ 男子 290120018 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
957 奈　良 伏見中 120 荊木　和希(1) ｲﾊﾞﾗｷ ｶｽﾞｷ 男子 290120019
958 奈　良 伏見中 120 上島　有翔(1) ｳｴｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 男子 290120020 男子中学1日目 １００ｍ
959 奈　良 伏見中 120 楠瀨　貴大(1) ｸｽﾉｾ ﾀｶﾋﾛ 男子 290120021 男子共通1日目 １５００ｍ
960 奈　良 伏見中 120 高橋　颯(1) ﾀｶﾊｼ ｿｳ 男子 290120022 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
961 奈　良 伏見中 120 髙部　尚輝(1) ﾀｶﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 290120023 男子共通1日目 １５００ｍ
962 奈　良 伏見中 120 辻　海翔(1) ﾂｼﾞ ｶｲﾄ 男子 290120024 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
963 奈　良 伏見中 120 常俊　匡希(1) ﾂﾈﾄｼ ﾏｻｷ 男子 290120025 男子中学1日目 １００ｍ
964 奈　良 伏見中 120 寺田　靖洋(1) ﾃﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男子 290120026 男子中学1日目 １００ｍ
965 奈　良 伏見中 120 土井　貫永(1) ﾄﾞｲ ｶﾝｴｲ 男子 290120027 男子中学1日目 １００ｍ
966 奈　良 伏見中 120 二階堂　暢(1) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｲﾀﾙ 男子 290120028 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
967 奈　良 伏見中 120 服部　泰智(1) ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁ 男子 290120029 男子中学1日目 １００ｍ
968 奈　良 伏見中 120 原　駿翔(1) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 290120030 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
969 奈　良 伏見中 120 藤原　歩(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 男子 290120031 男子共通1日目 １５００ｍ
970 奈　良 伏見中 120 両井口　輝(1) ﾓﾛｲｸﾞﾁ ﾗｲﾄ 男子 290120032 男子中学1日目 １００ｍ
971 奈　良 伏見中 120 宮本　篤史(1) ﾐﾔﾓﾄ　ｱﾂｼ 男子 290120033 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
972 奈　良 伏見中 120 矢木　驍(1) ﾔｷﾞ　ﾀｹﾙ 男子 290120034 男子中学1日目 １００ｍ
973 奈　良 伏見中 120 浦久保　咲希(3) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ 女子 290120035
974 奈　良 伏見中 120 大西　紗也加(3) ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ 女子 290120036
975 奈　良 伏見中 120 小國　咲代(3) ｵｸﾞﾆ ｻﾖ 女子 290120037
976 奈　良 伏見中 120 岸本　みかさ(3) ｷｼﾓﾄ ﾐｶｻ 女子 290120038 女子中学2日目 棒高跳
977 奈　良 伏見中 120 野﨑　美優(3) ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 290120039
978 奈　良 伏見中 120 橋本　奈都(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ 女子 290120040
979 奈　良 伏見中 120 原　咲来(3) ﾊﾗ ｻｸﾗ 女子 290120041
980 奈　良 伏見中 120 松本　亜依(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｲ 女子 290120042
981 奈　良 伏見中 120 上田　彩珠花(2) ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 女子 290120043 女子共通1日目 ８００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
982 奈　良 伏見中 120 芝野　さくら(2) ｼﾊﾞﾉ ｻｸﾗ 女子 290120044 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
983 奈　良 伏見中 120 辻　ありさ(2) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ 女子 290120045 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走高跳 女子中学2日目 １００ｍ
984 奈　良 伏見中 120 中村　碧音(2) ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾈ 女子 290120046 女子共通1日目 １５００ｍ
985 奈　良 伏見中 120 初岡　仁美(2) ﾊﾂｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 290120047 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
986 奈　良 伏見中 120 前田　陽南子(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅｺ 女子 290120048 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ
987 奈　良 伏見中 120 松阪　奈央(2) ﾏﾂｻｶ ﾅｵ 女子 290120049 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
988 奈　良 伏見中 120 松本　菜月(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 290120050 女子共通1日目 ８００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
989 奈　良 伏見中 120 村上　ひなの(2) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾉ 女子 290120051 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
990 奈　良 伏見中 120 井澤　彩花(1) ｲｻﾞﾜ ｱﾔｶ 女子 290120052 女子中学1日目 １００ｍ
991 奈　良 伏見中 120 川本　栞(1) ｶﾜﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 290120053
992 奈　良 伏見中 120 關　佳奈子(1) ｾｷ ｶﾅｺ 女子 290120054 女子共通1日目 １５００ｍ
993 奈　良 伏見中 120 竹夛　聡環(1) ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ 女子 290120055 女子中学1日目 １００ｍ
994 奈　良 伏見中 120 林　澄玲(1) ﾊﾔｼ ｽﾐﾚ 女子 290120056 女子共通1日目 ８００ｍ
995 奈　良 伏見中 120 古澤　佑佳(1) ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｶ 女子 290120057 女子中学1日目 走幅跳
996 奈　良 伏見中 120 前川　裕菜(1) ﾏｴｶﾜ ﾕﾅ 女子 290120058 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳
997 奈　良 伏見中 120 桝井　千尋(1) ﾏｽｲ ﾁﾋﾛ 女子 290120059 女子中学1日目 走幅跳
998 奈　良 伏見中 120 吉川　綾音(1) ﾖｼｶﾜ ｱﾔﾈ 女子 290120060 女子中学1日目 １００ｍ
999 奈　良 富雄中 121 吉田　惟人(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｲﾄ 男子 290121001 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
1000 奈　良 富雄中 121 岡村　花生(3) ｵｶﾑﾗ ﾊﾅｵ 女子 290121002 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ
1001 奈　良 富雄中 121 岡村　帆帆子(3) ｵｶﾑﾗ ﾎﾎｺ 女子 290121003 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ
1002 奈　良 富雄中 121 角田　麗衣(1) ﾂﾉﾀﾞ ﾚｲ 女子 290121004 女子共通1日目 ８００ｍ
1003 奈　良 二名中 128 東　大樹(3) ｱｽﾞﾏ　ﾀﾞｲｷ 男子 290128001
1004 奈　良 二名中 128 巽　航輝(3) ﾀﾂﾐ　ｺｳｷ 男子 290128002
1005 奈　良 二名中 128 三谷　海輝(3) ﾐﾀﾆ　ｶｲｷ 男子 290128003
1006 奈　良 二名中 128 中嶋　大遥(3) ﾅｶｼﾞﾏ　ﾀｲﾖｳ 男子 290128004 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
1007 奈　良 二名中 128 山崎　颯斗(3) ﾔﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 男子 290128005
1008 奈　良 二名中 128 堀　弘亮(3) ﾎﾘ　ｺｳｽｹ 男子 290128006
1009 奈　良 二名中 128 亀島　大也(3) ｶﾒｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾔ 男子 290128007
1010 奈　良 二名中 128 向山　愛都(2) ﾑｶｲﾔﾏ　ﾏﾅﾄ 男子 290128008 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2年 砲丸投(4.000kg)
1011 奈　良 二名中 128 三宅　康生(2) ﾐﾔｹ　ｺｳｾｲ 男子 290128009 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
1012 奈　良 二名中 128 實藤　仁(2) ｻﾈﾌｼﾞ　ｼﾞﾝ 男子 290128010 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 三段跳
1013 奈　良 二名中 128 前川　勇太(2) ﾏｴｶﾞﾜ　ﾕｳﾀ 男子 290128011 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1014 奈　良 二名中 128 柏木　優希(2) ｶｼﾜｷﾞ　ﾕｳｷ 男子 290128012 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1015 奈　良 二名中 128 植田　夏輝(2) ｳｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 男子 290128013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2年 砲丸投(4.000kg) 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
1016 奈　良 二名中 128 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ　ﾚﾝ 男子 290128014 男子高校・一般2日目 ４００ｍ 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
1017 奈　良 二名中 128 井上　大誠(2) ｲﾉｳｴ　ﾀｲｾｲ 男子 290128015 男子中学2日目 ４００ｍ
1018 奈　良 二名中 128 藤井　健太(2) ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾀ 男子 290128016 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1019 奈　良 二名中 128 川口　由一郎(1) ｶﾜｸﾞﾁ　ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 290128017 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 男子中学2日目 １００ｍ
1020 奈　良 二名中 128 東　幹二(1) ｱｽﾞﾏ　ｶﾝｼﾞ 男子 290128018 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 男子中学1年 砲丸投(2.721kg)
1021 奈　良 二名中 128 松本　侑樹(1) ﾏﾂﾓﾄ　ﾕｳｷ 男子 290128019 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1年 砲丸投(2.721kg)
1022 奈　良 二名中 128 平　陽向(1) ﾀｲﾗ　ﾋｭｳｶﾞ 男子 290128020 男子中学2日目 １００ｍ
1023 奈　良 二名中 128 平井　雄基(1) ﾋﾗｲ　ﾕｳｷ 男子 290128021
1024 奈　良 二名中 128 田中　洋規(1) ﾀﾅｶ　ﾋﾛｷ 男子 290128022 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1025 奈　良 二名中 128 八ッ本　小稟(3) ﾔﾂﾓﾄ　ｺﾘﾝ 女子 290128023
1026 奈　良 二名中 128 藤田　結子(3) ﾌｼﾞﾀ　ﾕｲｺ 女子 290128024
1027 奈　良 二名中 128 清水　純夏(3) ｼﾐｽﾞ　ｽﾐｶ 女子 290128025 女子中学2日目 円盤投(1.000kg) 女子高校・一般2日目 やり投(0.600kg) 女子中学2日目 １００ｍ
1028 奈　良 二名中 128 巽　愛莉(3) ﾀﾂﾐ　ｱｲﾘ 女子 290128026 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子高校・一般2日目 砲丸投(4.000kg)
1029 奈　良 二名中 128 鷺阪　萌里(3) ｻｷﾞｻｶ　ﾓｴﾘ 女子 290128027
1030 奈　良 二名中 128 後藤　愛(3) ｺﾞﾄｳ　ｱｲ 女子 290128028
1031 奈　良 二名中 128 安井　瑛香(3) ﾔｽｲ　ｴｲｶ 女子 290128029
1032 奈　良 二名中 128 畠山　香椰(3) ﾊﾀｹﾔﾏ　ｶﾔ 女子 290128030
1033 奈　良 二名中 128 今里　有伽(3) ｲﾏｻﾞﾄ　ﾕｳｶ 女子 290128031 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
1034 奈　良 二名中 128 北　恵里香(2) ｷﾀ　ｴﾘｶ 女子 290128032 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1035 奈　良 二名中 128 西田　和乃花(2) ﾆｼﾀﾞ　ﾎﾉｶ 女子 290128033 女子中学2日目 ２００ｍ
1036 奈　良 二名中 128 鎗本　優来(2) ﾔﾘﾓﾄ　ﾕﾗ 女子 290128034 女子中学2日目 ２００ｍ
1037 奈　良 二名中 128 榎本　結日夏(1) ｴﾉﾓﾄ　ﾕｲｶ 女子 290128035 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1038 奈　良 二名中 128 井上　沙耶(1) ｲﾉｳｴ　ｻﾔ 女子 290128036
1039 奈　良 二名中 128 宮川　眞弥(1) ﾐﾔｶﾞﾜ　ﾏﾋﾛ 女子 290128037 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
1040 奈　良 二名中 128 桝田　瑛奈(1) ﾏｽﾀﾞ　ｱｷﾅ 女子 290128038 女子中学2日目 円盤投(1.000kg) 女子中学2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 やり投(0.600kg)
1041 奈　良 二名中 128 阪上　菜名(1) ｻｶｶﾞﾐ　ﾅﾅ 女子 290128039 女子中学2日目 １００ｍ
1042 奈　良 二名中 128 藤森　あい(1) ﾌｼﾞﾓﾘ　ｱｲ 女子 290128040 女子中学2日目 １００ｍ
1043 奈　良 三笠中 131 石田　聖翔(1) ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 290131001 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1044 奈　良 三笠中 131 板橋　巧茉(1) ｲﾀﾊﾞｼ ﾀｸﾐ 男子 290131002 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1045 奈　良 三笠中 131 杉原　凛(1) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ 男子 290131003 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1046 奈　良 三笠中 131 天野　冬弥(1) ｱﾏﾉ ﾄｳﾔ 男子 290131004 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1047 奈　良 三笠中 131 吉川　智樹(1) ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 男子 290131005 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1048 奈　良 三笠中 131 三谷　怜央(1) ﾐﾀﾆ ﾚｵ 男子 290131006 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1049 奈　良 三笠中 131 宮園　竜賀(1) ﾐﾔｿﾞﾉ ﾘｭｳｶﾞ 男子 290131007 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1050 奈　良 三笠中 131 原　駿稀(1) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 290131008 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1051 奈　良 三笠中 131 中村　昊磨(1) ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾏ 男子 290131009 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1052 奈　良 三笠中 131 黒岡　羚雅(1) ｸﾛｵｶ ﾚｲｶﾞ 男子 290131010 男子中学1日目 走幅跳 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1053 奈　良 三笠中 131 松山　幸樹(1) ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｷ 男子 290131011 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1054 奈　良 三笠中 131 山口　成琉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙ 男子 290131012 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1055 奈　良 三笠中 131 石原　斗也(2) ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾔ 男子 290131013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1056 奈　良 三笠中 131 坂原　佑樹(2) ｻｶﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 290131014 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ４００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1057 奈　良 三笠中 131 名迫　樹(2) ﾅｻｺ ﾀﾂｷ 男子 290131015 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1058 奈　良 三笠中 131 竹村　太一(2) ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 290131016 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1059 奈　良 三笠中 131 森本　哲彦(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾂﾋｺ 男子 290131017 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1060 奈　良 三笠中 131 大谷　一咲(2) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 男子 290131018 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1061 奈　良 三笠中 131 中西　優希(3) ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 男子 290131019 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1062 奈　良 三笠中 131 杉江　遥大(3) ｽｷﾞｴ ﾊﾙﾄ 男子 290131020 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg)
1063 奈　良 三笠中 131 玉置　晴太郎(3) ﾀﾏｵｷ ｾｲﾀﾛｳ 男子 290131021 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 三段跳
1064 奈　良 三笠中 131 米満　丈翔(3) ﾖﾈﾐﾂ ﾀｹﾙ 男子 290131022 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1065 奈　良 三笠中 131 松葉　優希(3) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ 女子 290131023 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1066 奈　良 三笠中 131 武田　光里(3) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 女子 290131024 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
1067 奈　良 三笠中 131 尾形　渚(2) ｵｶﾞﾀ ﾅｷﾞｻ 女子 290131025 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1068 奈　良 三笠中 131 林　愛華(2) ﾊﾔｼ ｱｲｶ 女子 290131026 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1069 奈　良 三笠中 131 横井　楓(2) ﾖｺｲ ｶｴﾃﾞ 女子 290131027 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1070 奈　良 三笠中 131 横井　葵(2) ﾖｺｲ ｱｵｲ 女子 290131028 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
1071 奈　良 三笠中 131 山中　瑞貴(2) ﾔﾏﾅｶ ﾐｽﾞｷ 女子 290131029 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 １００ｍ
1072 奈　良 三笠中 131 谷澤　美咲(2) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾐｻｷ 女子 290131030 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
1073 奈　良 三笠中 131 今西　幸来(2) ｲﾏﾆｼ ﾕﾗ 女子 290131031 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
1074 奈　良 三笠中 131 井戸　奈都未(2) ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 女子 290131032 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 ２００ｍ
1075 奈　良 三笠中 131 嶋田　真和(2) ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅ 女子 290131033 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
1076 奈　良 三笠中 131 北田　朱希(2) ｷﾀﾀﾞ ﾄｷ 女子 290131034 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
1077 奈　良 三笠中 131 中村　安那(2) ﾅｶﾑﾗ ｱﾝﾅ 女子 290131035 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
1078 奈　良 三笠中 131 稲垣　奈緒(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾅｵ 女子 290131036 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1079 奈　良 三笠中 131 藤原　真帆(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾎ 女子 290131037 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1080 奈　良 三笠中 131 南久保　奈々(1) ﾐﾅﾐｸｸﾎﾞ ﾅﾅ 女子 290131038 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
1081 奈　良 三笠中 131 松本　晴衣(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｴ 女子 290131039 女子中学1日目 １００ｍ 女子共通1日目 ８００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1082 奈　良 三笠中 131 白波瀬　歩実(1) ｼﾗﾊｾ ｱﾕﾐ 女子 290131040 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1083 奈　良 三笠中 131 山形　真子(1) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｺ 女子 290131041 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1084 奈　良 三笠中 131 水貝　リト(1) ｽｶﾞｲ ﾘﾄ 女子 290131042 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1085 奈　良 三笠中 131 田中　満唯(1) ﾀﾅｶ ﾏｲ 女子 290131043 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1086 奈　良 三笠中 131 鎌戸　雅(1) ｶﾏﾄ ﾐﾔﾋﾞ 女子 290131044 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1087 奈　良 三笠中 131 杉江　遥大(3) ｽｷﾞｴ ﾊﾙﾄ 男子 290131045 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg)
1088 奈　良 都南中 133 前田　冬優花(3) ﾏｴﾀﾞ　ﾌﾕﾊ 女子 290133001 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
1089 奈　良 都南中 133 丸山　優空(3) ﾏﾙﾔﾏ　ﾕﾗ 女子 290133002 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1090 奈　良 都南中 133 中森　愛菜(2) ﾅｶﾓﾘ　ｱｲﾅ 女子 290133003 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1091 奈　良 都南中 133 髙本　里桜(2) ﾀｶﾓﾄ　ﾘｵ 女子 290133004 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
1092 奈　良 都南中 133 押田　麻理菜(2) ｵｼﾀﾞ　ﾏﾘﾅ 女子 290133005 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1093 奈　良 都南中 133 磯崎　夏希(1) ｲｿｻﾞｷ　ﾅﾂｷ 女子 290133006
1094 奈　良 都南中 133 竹之内　澪(1) ﾀｹﾉｳﾁ　ﾐｵ 女子 290133007
1095 奈　良 都南中 133 竹村　仁那(1) ﾀｹﾑﾗ　ﾆﾅ 女子 290133008 女子中学2日目 ２００ｍ
1096 奈　良 都南中 133 松田　栞菜(1) ﾏﾂﾀﾞ　ｶﾝﾅ 女子 290133009 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1097 奈　良 都南中 133 柳澤　明紀(1) ﾔﾅｷﾞｻﾜ　ｱｷ 女子 290133010
1098 奈　良 都南中 133 川口　真奈(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅ 女子 290133011 女子中学2日目 １００ｍ
1099 奈　良 都南中 133 西井　萌桃(1) ﾆｼｲ　ﾓﾓ 女子 290133012 女子中学2日目 走幅跳
1100 奈　良 都南中 133 森田　乃愛(1) ﾓﾘﾀ　ﾉｱ 女子 290133013
1101 奈　良 都南中 133 松井　心愛(1) ﾏﾂｲ ｺｺｱ 女子 290133014 女子中学2日目 走幅跳
1102 奈　良 都南中 133 坂口　菜菜美(1) ｻｶｸﾞﾁ　ﾅﾅﾐ 女子 290133015
1103 奈　良 都南中 133 青木　心美(1) ｱｵｷ　ｺｺﾐ 女子 290133016 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1104 奈　良 都南中 133 生島　寧音(1) ｲｸｼﾏ　ﾈﾈ 女子 290133017
1105 奈　良 都南中 133 奥田　美琉(1) ｵｸﾀﾞ　ﾐﾘｭｳ 女子 290133018 女子中学2日目 １００ｍ
1106 奈　良 都南中 133 景山　由菜(1) ｶｹﾞﾔﾏ　ﾕﾅ 女子 290133019 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学2日目 ２００ｍ
1107 奈　良 都南中 133 竹廣　夏恋(1) ﾀｹﾋﾛ　ｶﾚﾝ 女子 290133020
1108 奈　良 都南中 133 田中　星愛(1) ﾀﾅｶ　ｾｱﾗ 女子 290133021 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1109 奈　良 都南中 133 森岡　裕菜(1) ﾓﾘｵｶ　ﾕﾅ 女子 290133022 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1110 奈　良 都南中 133 安藤　僚耶(1) ｱﾝﾄﾞｳ　ﾘｮｳﾔ 男子 290133023
1111 奈　良 都南中 133 東雲　寿人(1) ｼﾉﾉﾒ　ﾋｻﾄ 男子 290133024 男子中学2日目 １００ｍ
1112 奈　良 都南中 0 宮崎　健太郎(1) ﾐﾔｻﾞｷ　ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290133025 男子中学2日目 走幅跳
1113 奈　良 教育大付属中 134 千田　和季(1) ｾﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 290134001 男子中学2日目 ４００ｍ
1114 奈　良 教育大付属中 134 戸谷　健太郎(1) ﾄﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290134002
1115 奈　良 教育大付属中 134 千﨑　旭(1) ｾﾝｻﾞｷ ｱｻﾋ 男子 290134003
1116 奈　良 教育大付属中 134 巽　悠祇(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｼ 男子 290134004 男子中学1日目 ２００ｍ
1117 奈　良 教育大付属中 134 長谷川　優斗(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 男子 290134005 男子中学1日目 ２００ｍ
1118 奈　良 教育大付属中 134 清原　尚(2) ｷﾖﾊﾗ　ﾀｶｼ 男子 290134006 男子中学1日目 １００ｍ
1119 奈　良 教育大付属中 134 宮林　謙自(2) ﾐﾔﾊﾞﾔｼ　ｹﾝｼﾞ 男子 290134007 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1120 奈　良 教育大付属中 134 網本　葉奈(1) ｱﾐﾓﾄ ﾊﾅ 女子 290134008 女子中学1日目 １００ｍ
1121 奈　良 教育大付属中 134 目賀　和宝(1) ﾒｶﾞ ｶｽﾞﾎ 女子 290134009
1122 奈　良 教育大付属中 134 大川　想良(1) ｵｵｶﾜ ｿﾗ 女子 290134010 女子中学1日目 １００ｍ
1123 奈　良 教育大付属中 134 春田　菜花(1) ﾊﾙﾀ ﾅﾉｶ 女子 290134011 女子中学1日目 １００ｍ
1124 奈　良 教育大付属中 134 田中　陽向(2) ﾀﾅｶ　ﾋﾅﾀ 女子 290134012
1125 奈　良 教育大付属中 134 大槻　莉愛(2) ｵｵﾂｷ　ﾘﾅ 女子 290134013 女子中学2日目 １００ｍ
1126 奈　良 教育大付属中 134 上田　葵(2) ｳｴﾀﾞ　ｱｵｲ 女子 290134014 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1127 奈　良 教育大付属中 134 川本　千里(2) ｶﾜﾓﾄ　ﾁｻﾄ 女子 290134015 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1128 奈　良 京西中 135 明石　亮汰(2) ｱｶｼ ﾘｮｳﾀ 男子 290135001 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
1129 奈　良 京西中 135 伊藤　悠斗(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 290135002 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 ４００ｍ
1130 奈　良 京西中 135 柏本　睦貴(2) ｶｼﾓﾄ ﾑﾂｷ 男子 290135003 男子中学2日目 １００ｍ
1131 奈　良 京西中 135 布施　勇紀(2) ﾌｾ ﾕｳｷ 男子 290135004 男子中学2日目 １００ｍ
1132 奈　良 京西中 135 川邉 翔太(1) ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 290135005 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1133 奈　良 京西中 135 三國 純輝(1) ﾐｸﾆ ｱﾂｷ 男子 290135006 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1134 奈　良 京西中 135 村井 敦(1) ﾑﾗｲ ｱﾂｼ 男子 290135007 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
1135 奈　良 京西中 135 山森 魁人(1) ﾔﾏﾓﾘ　ｶｲﾄ 男子 290135008 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1136 奈　良 京西中 135 福田　晴誉(1) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 男子 290135009 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1137 奈　良 京西中 135 乾 琉泉斗(1) ｲﾇｲ ﾙｲﾄ 男子 290135010 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
1138 奈　良 京西中 135 戸津 春舞(1) ﾄﾂ ﾊﾙﾏ 男子 290135011 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
1139 奈　良 東大寺学園中 137 石田　匠(3) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 290137001 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
1140 奈　良 東大寺学園中 137 今井　大和(3) ｲﾏｲ ﾔﾏﾄ 男子 290137002 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
1141 奈　良 東大寺学園中 137 浦川　耀(3) ｳﾗｶﾜ ﾃﾙ 男子 290137003 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2日目 １００ｍ
1142 奈　良 東大寺学園中 137 大庭　直也(3) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 男子 290137004 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ
1143 奈　良 東大寺学園中 137 尾嵜　玄空(3) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 290137005 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(0.991m)
1144 奈　良 東大寺学園中 137 金光　将英(3) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 290137006
1145 奈　良 東大寺学園中 137 河合　陸利(3) ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 男子 290137007 男子共通1日目 ３０００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ
1146 奈　良 東大寺学園中 137 川島　拓(3) ｶﾜｼﾏ ﾀｸ 男子 290137008 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ 男子中学2日目 走高跳
1147 奈　良 東大寺学園中 137 木津　周汰(3) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 290137009 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳 男子中学1日目 三段跳
1148 奈　良 東大寺学園中 137 清野　馨(3) ｷﾖﾉ ｶｵﾙ 男子 290137010 男子中学1日目 ２００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1149 奈　良 東大寺学園中 137 栗岡　幸作(3) ｸﾘｵｶ ｺｳｻｸ 男子 290137011 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1150 奈　良 東大寺学園中 137 式見　真一郎(3) ｼｷﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 290137012 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
1151 奈　良 東大寺学園中 137 竹川　晴斗(3) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 290137013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 三段跳
1152 奈　良 東大寺学園中 137 武田　康希(3) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 男子 290137014 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 ４００ｍ
1153 奈　良 東大寺学園中 137 登美　豪優(3) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 290137015 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1154 奈　良 東大寺学園中 137 堀尾　春人(3) ﾎﾘｵ ﾊﾙﾄ 男子 290137016 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走高跳
1155 奈　良 東大寺学園中 137 前田　大智(3) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137017 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 三段跳
1156 奈　良 東大寺学園中 137 岡島　大樹(2) ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 男子 290137018 男子中学2日目 １００ｍ
1157 奈　良 東大寺学園中 137 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290137019
1158 奈　良 東大寺学園中 137 笠井　龍生(2) ｶｻｲ ｭｮｳｾｲ 男子 290137020 男子中学1日目 １００ｍ
1159 奈　良 東大寺学園中 137 坂元　一耀(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 男子 290137021 男子共通1日目 ３０００ｍ
1160 奈　良 東大寺学園中 137 真貝　竜一郎(2) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 290137022 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 四種競技
1161 奈　良 東大寺学園中 137 中井　知大(2) ﾅｶｲ ｻﾄﾙ 男子 290137023 男子共通1日目 ８００ｍ
1162 奈　良 東大寺学園中 137 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 290137024 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 四種競技 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
1163 奈　良 東大寺学園中 137 山下　祐慶(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｹｲ 男子 290137025 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1164 奈　良 東大寺学園中 137 畔岡　浩大(1) ｱｾﾞｵｶ ｺｳﾀ 男子 290137026
1165 奈　良 東大寺学園中 137 足立　圭悟(1) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺﾞ 男子 290137027
1166 奈　良 東大寺学園中 137 伊藤　凛太(1) ｲﾄｳ ﾘﾝﾀ 男子 290137028
1167 奈　良 東大寺学園中 137 宇山　周(1) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 290137029
1168 奈　良 東大寺学園中 137 柿原　荘太朗(1) ｶｷﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 男子 290137030
1169 奈　良 東大寺学園中 137 金子　誠ノ介(1) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 男子 290137031 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ
1170 奈　良 東大寺学園中 137 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 290137032
1171 奈　良 東大寺学園中 137 清祐　恒太(1) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 290137033 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳
1172 奈　良 東大寺学園中 137 黒松　慶斗(1) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 290137034 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ
1173 奈　良 東大寺学園中 137 澤西　和太郎(1) ｻﾜﾆｼ ﾜﾀﾛｳ 男子 290137035
1174 奈　良 東大寺学園中 137 清水　日陽(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 男子 290137036
1175 奈　良 東大寺学園中 137 杉本　実優(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕｳ 男子 290137037
1176 奈　良 東大寺学園中 137 中村　優希(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290137038 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1177 奈　良 東大寺学園中 137 二階堂　進悟(1) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 290137039 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
1178 奈　良 東大寺学園中 137 萩原　大地(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137040 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
1179 奈　良 東大寺学園中 137 初田　勇祐(1) ﾊﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 290137041
1180 奈　良 東大寺学園中 137 星野　舜太(1) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 290137042 男子中学1日目 走高跳 男子中学2日目 走高跳
1181 奈　良 東大寺学園中 137 堀内　夢叶(1) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 290137043
1182 奈　良 東大寺学園中 137 柳　六甲(1) ﾔﾅｷﾞ ﾛｯｺｳ 男子 290137044
1183 奈　良 東大寺学園中 137 西岡　孝泰(1) ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 男子 290137045 男子共通1日目 １５００ｍ
1184 奈　良 天理北中 150 山根　一眞(3) ﾔﾏﾈ ｶｽﾞﾏ 男子 290150001 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1185 奈　良 天理北中 150 早世　歩夢(3) ﾊﾔｾ ｱﾕﾑ 男子 290150002
1186 奈　良 天理北中 150 吉本　将希(3) ヨシモト ｼｮｳｷ 男子 290150003 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1187 奈　良 天理北中 150 山根　涼雅(3) ﾔﾏﾈ ﾘｮｳｶﾞ 男子 290150004
1188 奈　良 天理北中 150 高橋　愛理(3) ﾀｶﾊｼ ｴﾘ 女子 290150005
1189 奈　良 天理北中 150 谷口　友哉(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 男子 290150006 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1190 奈　良 天理北中 150 阪本　祥次郎(2) ｻｶﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 男子 290150007
1191 奈　良 天理北中 150 丸山　真輝人(2) ﾏﾙﾔﾏ ﾏｷﾄ 男子 290150008 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1192 奈　良 天理北中 150 邵　礼寧(2) ｼｮｳ ﾚﾈ 男子 290150009
1193 奈　良 天理北中 150 源　清和(2) ﾐﾅﾓﾄ ｷﾖｶｽﾞ 男子 290150010 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1194 奈　良 天理北中 150 仙田　大翔(2) ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 290150011 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 走幅跳 男子中学2日目 １００ｍ
1195 奈　良 天理北中 150 玉置　怜(1) ﾀﾏｵｷ ﾚｲ 男子 290150012 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1196 奈　良 天理北中 150 中村　豊(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 男子 290150013 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1197 奈　良 天理北中 150 仙田　小葉(1) ｾﾝﾀﾞ ｺﾉﾊ 女子 290150014 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1198 奈　良 天理北中 150 中西　絢加(1) ﾅｶﾆｼ ｱﾔｶ 女子 290150015
1199 奈　良 天理北中 150 岡橋　悠太(1) ｵｶﾊｼ ﾕｳﾀ 男子 290150016 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1200 奈　良 天理北中 150 矢藤　強愛(1) ﾔﾄｳ ｼｲﾏ 男子 290150017 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1201 奈　良 天理北中 150 谷口　里桜(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 290150018 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ
1202 奈　良 天理北中 150 上田　晃大(1) ｳｴﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 290150019 男子共通1日目 ８００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1203 奈　良 天理北中 150 釜野　大翔(1) ｶﾏﾉ ﾊﾙﾄ 男子 290150020 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学1日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1204 奈　良 天理北中 150 郷出　大輝(1) ｺﾞｳﾃﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 290150021 男子中学1日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1205 奈　良 天理北中 150 上田　栞那(1) ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 290150022 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1206 奈　良 天理北中 150 奥村　唯花(1) ｵｸﾑﾗ ﾕｲｶ 女子 290150023 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳 女子中学2日目 １００ｍ
1207 奈　良 天理北中 150 上田　凌士(1) ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 男子 290150024 男子中学1日目 １００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1208 奈　良 天理北中 150 西下　琉生(1) ﾆｼｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 290150025
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1209 奈　良 天理北中 150 長谷川　怜花(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲｶ 女子 290150026 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1210 奈　良 天理北中 150 早見　瑠唯(1) ﾊﾔﾐ ﾙｲ 女子 290150027 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ 女子中学2日目 １００ｍ
1211 奈　良 天理西中 152 山口　勝人(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 男子 290152001 男子中学1日目 走幅跳
1212 奈　良 天理西中 152 金近　碧海(3) ｶﾈﾁｶ ｱｵｲ 男子 290152002 男子中学1日目 １００ｍ
1213 奈　良 天理西中 152 福田　海未(2) #REF! 男子 290152003 男子中学1日目 ２００ｍ
1214 奈　良 天理西中 152 竹田　時英(3) ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ 男子 290152004 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
1215 奈　良 天理西中 152 岡本　拓也(3) ﾀｹﾀ ﾞﾄｷﾋﾃﾞ 男子 290152005 男子中学1日目 １００ｍ
1216 奈　良 天理西中 152 佃　裕也(1) ﾂｸﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 290152006 男子中学1日目 走幅跳
1217 奈　良 天理西中 152 幸地　琉生(1) ｺｳﾁ ﾘｭｳｾｲ 男子 290152007 男子中学1日目 走幅跳
1218 奈　良 天理西中 152 梶谷　直希(1) ｶｼﾞﾀﾆ ﾅｵｷ 男子 290152008 男子中学1日目 走幅跳
1219 奈　良 天理西中 152 門田　大樹(3) #REF! 男子 290152009 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
1220 奈　良 天理西中 152 堀　早希(2) ｶﾄﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 女子 290152010 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
1221 奈　良 天理西中 152 中手　なみ(2) ﾎﾘ ｻｷ 女子 290152011 女子中学1日目 円盤投(1.000kg)
1222 奈　良 天理西中 152 上畠　香春(2) ｶﾐﾊﾀ ｺﾊﾙ 女子 290152012 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
1223 奈　良 天理西中 152 上畠　日葵(2) ｶﾐﾊﾀ ﾋﾖﾘ 女子 290152013 女子中学1日目 １００ｍ
1224 奈　良 天理西中 152 菅田　彩乃(2) ｽｶﾞﾀ ｱﾔﾉ 女子 290152014 女子中学1日目 走幅跳
1225 奈　良 天理西中 152 杉本　莉乃(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘﾉ 女子 290152015 女子中学1日目 １００ｍ
1226 奈　良 天理西中 152 南　咲希(1) ﾐﾅﾐ ｻｷ 女子 290152016 女子中学1日目 １００ｍ
1227 奈　良 天理西中 152 西田　梨珠(1) ﾆｼﾀﾞ ﾘｽﾞ 女子 290152017 女子中学1日目 １００ｍ
1228 奈　良 天理西中 152 吉井　友埜(2) ﾖｼｲ ﾄﾓﾔ 男子 290152018 男子中学1日目 走幅跳
1229 奈　良 天理西中 152 植田　赳天(2) ｳｴﾀﾞ ｷｭｳﾏ 男子 290152019 男子中学1日目 走幅跳
1230 奈　良 天理西中 152 加島　央惣(2) ｶｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ 男子 290152020 男子中学1日目 三段跳 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg)
1231 奈　良 天理西中 152 井上　桃花(2) ｲﾉｳｴ ﾓﾓｶ 女子 290152021 女子中学1日目 砲丸投(2.721kg)
1232 奈　良 天理西中 152 箱谷　綸音(2) ﾊｺﾀﾆ ﾘｵﾝ 女子 290152022 女子中学1日目 １００ｍ
1233 奈　良 天理西中 152 松本　咲姫(2) ﾏﾂﾓﾄ ｻｷ 女子 290152023 女子中学1日目 １００ｍ
1234 奈　良 天理南中 157 金井　崚馬(2) ｶﾅｲ　ﾘｮｳﾏ 男子 290157001 男子中学2日目 １００ｍ
1235 奈　良 天理南中 157 井上　翔太(2) ｲﾉｳｴ　ｼｮｳﾀ 男子 290157002 男子中学2日目 走高跳
1236 奈　良 天理南中 157 岩田　凜太郎(2) ｲﾜﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290157003 男子中学2日目 １００ｍ
1237 奈　良 天理南中 157 藤井　健人(2) ﾌｼﾞｲ　ｹﾝﾄ 男子 290157004 男子中学2日目 １００ｍ
1238 奈　良 天理南中 157 山本　優斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 290157005 男子中学2日目 走幅跳
1239 奈　良 天理南中 157 小椋　雄大(1) ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290157006 男子中学2日目 ２００ｍ
1240 奈　良 天理南中 157 小川　惺也(1) ｵｶﾞﾜ ｾｲﾔ 男子 290157007 男子中学2日目 １００ｍ
1241 奈　良 天理南中 157 出口　蓮斗(1) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ 男子 290157008 男子中学2日目 走幅跳
1242 奈　良 天理南中 157 川口　憂大(1) ｶﾜｸﾞﾁ　ﾕｳﾀ 男子 290157009 男子中学2日目 １００ｍ
1243 奈　良 天理南中 157 光内　陽大(1) ﾐﾂｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 290157010 男子中学1年 砲丸投(2.721kg)
1244 奈　良 天理南中 157 古賀　智寛(1) ｺｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 男子 290157011 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1245 奈　良 天理南中 157 奥村　望陽(1) ｵｸﾑﾗ ﾐﾊﾙ 男子 290157012 男子中学2日目 １００ｍ
1246 奈　良 天理南中 157 窪田　莉碧(1) ｸﾎﾞﾀ ﾘｵﾝ 女子 290157013 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
1247 奈　良 天理南中 157 豊田　悠翔(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290157014 男子中学2日目 １００ｍ
1248 奈　良 郡山東中 166 藤原　空依(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｿﾗｲ 男子 290166001 男子中学2日目 １００ｍ
1249 奈　良 郡山東中 166 植田　拓見(1) ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 290166002 男子中学2日目 １００ｍ
1250 奈　良 郡山東中 166 川下　希仁(1) ｶﾜｼﾀ ｷﾖﾄ 男子 290166003 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1251 奈　良 郡山東中 166 榊原　晄太郎(1) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290166004 男子中学2日目 １００ｍ
1252 奈　良 畝傍中 171 中川　挺太(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾃｲﾀ 男子 290171001
1253 奈　良 畝傍中 171 田中　統智(3) ﾀﾅｶ ﾄｳﾁ 男子 290171002 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走高跳
1254 奈　良 畝傍中 171 近森　遥斗(3) ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 290171003
1255 奈　良 畝傍中 171 永戸　敢太朗(3) ﾅｶﾞﾄ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 290171004
1256 奈　良 畝傍中 171 森岡　寛(3) ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 男子 290171005
1257 奈　良 畝傍中 171 楳田　有輝(3) ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 290171006
1258 奈　良 畝傍中 171 西山　晃輔(2) ﾆｼﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 290171007 男子中学2日目 走幅跳 男子中学2日目 三段跳
1259 奈　良 畝傍中 171 斉藤　伸治(2) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 290171008
1260 奈　良 畝傍中 171 藤井　璃空斗(2) ﾌｼﾞｲ ﾘｸﾄ 男子 290171009
1261 奈　良 畝傍中 171 古谷　悠人(2) ﾌﾙﾀﾆ ﾕｳﾄ 男子 290171010 男子中学2日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学2日目 円盤投(1.500kg)
1262 奈　良 畝傍中 171 岩井　陽哉(2) ｲﾜｲ ﾀｶﾔ 男子 290171011 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1263 奈　良 畝傍中 171 嶋岡　滉祐(2) ｼﾏｵｶ ｺｳｽｹ 男子 290171012 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m)
1264 奈　良 畝傍中 171 武田　賢征(2) ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｾｲ 男子 290171013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1265 奈　良 畝傍中 171 鬼追　心(1) ｵﾆｵｲ ｼﾝ 男子 290171014 男子中学1年 砲丸投(2.721kg)
1266 奈　良 畝傍中 171 中垣　秀勇(1) ﾅｶｶﾞｷ ﾋﾕｳ 男子 290171015 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1267 奈　良 畝傍中 171 垂井　篤志(1) ﾀﾙｲ ｱﾂｼ 男子 290171016 男子中学1年 砲丸投(2.721kg) 男子中学1年 円盤投(1.000kg)
1268 奈　良 畝傍中 171 奥田　大翔(1) ｵｸﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 290171017 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1269 奈　良 畝傍中 171 宮﨑　晴大(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｷ 男子 290171018 男子中学2日目 １００ｍ
1270 奈　良 畝傍中 171 太田　崚映(1) ｵｵﾀ ﾘｮｳｴｲ 男子 290171019 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1271 奈　良 畝傍中 171 米田　彩乃(3) ｺﾒﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 290171020 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
1272 奈　良 畝傍中 171 戸田　瑠菜(3) ﾄﾀﾞ ﾙﾅ 女子 290171021 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1273 奈　良 畝傍中 171 西岡　祥穂(3) ﾆｼｵｶ ｻﾁﾎ 女子 290171022 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
1274 奈　良 畝傍中 171 前田　美咲(3) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 290171023
1275 奈　良 畝傍中 171 石井　愛(3) ｲｼｲ ｱｲ 女子 290171024
1276 奈　良 畝傍中 171 桝谷　日菜乃(3) ﾏｽﾀﾆ ﾋﾅﾉ 女子 290171025 女子中学2日目 １００ｍ
1277 奈　良 畝傍中 171 福田　奈月(3) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子 290171026
1278 奈　良 畝傍中 171 北村　悠衣(2) ｷﾀﾑﾗ ﾕｲ 女子 290171027 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
1279 奈　良 畝傍中 171 樋口　靖空(2) ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾗ 女子 290171028 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
1280 奈　良 畝傍中 171 森本　紗英(2) ﾓﾘﾓﾄ ｻｴ 女子 290171029 女子中学2日目 １００ｍ
1281 奈　良 畝傍中 171 渥美　楓(2) ｱﾂﾐ ｶｴﾃﾞ 女子 290171030 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
1282 奈　良 畝傍中 171 奥村　響未(2) ｵｸﾑﾗ ﾅﾙﾐ 女子 290171031 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
1283 奈　良 畝傍中 171 山本　彩葉(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾛﾊ 女子 290171032 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
1284 奈　良 畝傍中 171 下垣内　陽葵(2) ｼﾓｶﾞｲﾄ ﾋﾏﾘ 女子 290171033 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1285 奈　良 畝傍中 171 弓場　梨央(2) ﾕｳﾊﾞ ﾘｵ 女子 290171034 女子中学2日目 １００ｍ
1286 奈　良 畝傍中 171 吉田　真悠(2) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾕ 女子 290171035 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1287 奈　良 畝傍中 171 芦髙　琴美(2) ｱｼﾀｶ ｺﾄﾐ 女子 290171036 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1288 奈　良 畝傍中 171 岡本　紗寧(1) ｵｶﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 女子 290171037 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1289 奈　良 畝傍中 171 永戸　詩乃(1) ﾅｶﾞﾄ ｼﾉ 女子 290171038 女子中学2日目 １００ｍ
1290 奈　良 畝傍中 171 藤原　由奈(1) ﾌｼﾞﾊﾗ　ﾕﾅ 女子 290171039 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1291 奈　良 畝傍中 171 矢野　結衣(1) ﾔﾉ ﾕｲ 女子 290171040 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
1292 奈　良 畝傍中 171 上西　来実(1) ｳｴﾆｼ ｸﾙﾐ 女子 290171041 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 ２００ｍ
1293 奈　良 畝傍中 171 山本　ゆめ(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 女子 290171042
1294 奈　良 畝傍中 171 貴師田　美桜(1) ｷｼﾀﾞ ﾐｵ 女子 290171043
1295 奈　良 畝傍中 171 忍　咲良(1) ｼﾉﾌﾞ ｻﾗ 女子 290171044 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走高跳
1296 奈　良 畝傍中 171 下垣内　晴葵(1) ｼﾓｶﾞｲﾄ ﾊﾙｱ 女子 290171045 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg) 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
1297 奈　良 畝傍中 171 長崎　もも(1) ﾅｶﾞｻｷ ﾓﾓ 女子 290171046 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
1298 奈　良 光陽中 174 梶谷　都倭(2) ｶｼﾞﾀﾆ ﾄﾜ 男子 290174001 男子中学1日目 走高跳
1299 奈　良 光陽中 174 佐藤　旭(2) ｻﾄｳ ｱｻﾋ 男子 290174002 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学1日目 走高跳
1300 奈　良 光陽中 174 辻　翔太(2) ﾂｼﾞ ｼｮｳﾀ 男子 290174003 男子中学1日目 砲丸投(5.000kg) 男子中学1日目 円盤投(1.500kg)
1301 奈　良 光陽中 174 永原　武(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ 男子 290174004 男子中学1日目 走幅跳
1302 奈　良 光陽中 174 広南　遥人(2) ﾋﾛﾅﾐ ﾊﾙﾄ 男子 290174005 男子中学1日目 走幅跳
1303 奈　良 光陽中 174 若林　恵大(2) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 男子 290174006 男子中学1日目 １００ｍ
1304 奈　良 光陽中 174 佐々木　龍翔(1) ｻｻｷ ﾘｭｳﾄ 男子 290174007
1305 奈　良 光陽中 174 髙浪　直哉(1) ﾀｶﾅﾐ ﾅｵﾔ 男子 290174008
1306 奈　良 光陽中 174 巽　　皓雅(1) ﾀﾂﾐ ｺｳｶﾞ 男子 290174009
1307 奈　良 光陽中 174 谷奥　羽琉(1) ﾀﾆｵｸ ﾊﾙ 男子 290174010
1308 奈　良 光陽中 174 大門　 悟(1) ﾀﾞｲﾓﾝ ｻﾄﾙ 男子 290174011
1309 奈　良 光陽中 174 豆田　拓海　(1) ﾏﾒﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 290174012
1310 奈　良 光陽中 174 南　　和佐(1) ﾐﾅﾐ ｶｽﾞｻ 男子 290174013
1311 奈　良 光陽中 174 河人　美貴(3) ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 女子 290174014
1312 奈　良 光陽中 174 木谷　春菜(3) ｷﾀﾆ ﾊﾙﾅ 女子 290174015
1313 奈　良 光陽中 174 小松　未歩(3) ｺﾏﾂ ﾐﾎ 女子 290174016 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳
1314 奈　良 光陽中 174 水谷　和佳奈(3) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾜｶﾅ 女子 290174017
1315 奈　良 光陽中 174 今村　菜々美(2) ｲﾏﾑﾗ ﾅﾅﾐ 女子 290174018 女子共通1日目 ８００ｍ
1316 奈　良 光陽中 174 植田　翔音(2) ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 290174019 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m)
1317 奈　良 光陽中 174 岡本　愛紗(2) ｵｶﾓﾄ ｱｲｼｬ 女子 290174020 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 ２００ｍ
1318 奈　良 光陽中 174 岸田　兎姫(2) ｷｼﾀﾞ ﾂｷ 女子 290174021 女子共通1日目 １５００ｍ
1319 奈　良 光陽中 174 衣畑　百華(2) ｷﾇﾊﾀ ﾓｶ 女子 290174022 女子共通1日目 ８００ｍ
1320 奈　良 光陽中 174 辻本　好花(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ｺﾉｶ 女子 290174023
1321 奈　良 光陽中 174 中島　栞菜(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 290174024 女子共通1日目 １５００ｍ
1322 奈　良 光陽中 174 西口　美優(2) ﾆｼｸﾞﾁ ﾐﾕｳ 女子 290174025 女子中学1日目 １００ｍ 女子中学1日目 走幅跳
1323 奈　良 光陽中 174 牧村　瑞希(2) ﾏｷﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 女子 290174026 女子共通1日目 ８００ｍ
1324 奈　良 光陽中 174 森本　小雪(2) ﾓﾘﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 290174027 女子中学1日目 １００ｍ
1325 奈　良 光陽中 174 梅本　悠菜(1) ｳﾒﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 290174028 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m)
1326 奈　良 光陽中 174 立光　咲稀(1) ﾀﾃﾐﾂ ｻｷ 女子 290174029 女子共通1日目 ８００ｍ
1327 奈　良 光陽中 174 湊谷　香純(1) ﾐﾅﾀﾆ ｶｽﾐ 女子 290174030 女子中学1日目 １００ｍ
1328 奈　良 斑鳩南中 230 村中　春友(3) ﾑﾗﾅｶ ﾊﾙﾄﾓ 男子 290230001
1329 奈　良 斑鳩南中 230 的井　直宏(3) ﾏﾄｲ ﾅｵﾋﾛ 男子 290230002 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1330 奈　良 斑鳩南中 230 中川　隼(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 290230003 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1331 奈　良 斑鳩南中 230 大海　柊斗(2) ｵｵｳﾐ ｼｭｳﾄ 男子 290230004 男子中学2日目 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2日目 走高跳
1332 奈　良 斑鳩南中 230 重岡　壮汰(2) ｼｹﾞｵｶ ｿｳﾀ 男子 290230005 男子中学2日目 ２００ｍ 男子中学2日目 １００ｍ
1333 奈　良 斑鳩南中 230 高塚　広典(2) ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾉﾘ 男子 290230006 男子中学2日目 １００ｍ
1334 奈　良 斑鳩南中 230 富田　育宏(2) ﾄﾐﾀ ｲｸﾋﾛ 男子 290230007 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1335 奈　良 斑鳩南中 230 山中　虎牙(2) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｶﾞ 男子 290230008 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1336 奈　良 斑鳩南中 230 藤井　優作(2) ﾌｼﾞｲ ﾕｳｻｸ 男子 290230009 男子中学2日目 走高跳
1337 奈　良 斑鳩南中 230 宮西　哲慎(2) ﾐﾔﾆｼ ﾃｯｼﾝ 男子 290230010 男子高校・一般2日目 ４００ｍ 男子中学2日目 ２００ｍ
1338 奈　良 斑鳩南中 230 岡本　裕太(2) ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 290230011
1339 奈　良 斑鳩南中 230 富田　安紀(2) ﾄﾐﾀ ﾔｽｷ 男子 290230012 男子中学2日目 １００ｍ
1340 奈　良 斑鳩南中 230 玉村　暢崇(2) ﾀﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 男子 290230013 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1341 奈　良 斑鳩南中 230 坂井　絵里子(2) ｻｶｲ ｴﾘｺ 女子 290230014 女子中学2日目 １００ｍ
1342 奈　良 斑鳩南中 230 田川　百花(2) ﾀｶﾞﾜ ﾓﾓｶ 女子 290230015 女子中学2日目 円盤投(1.000kg)
1343 奈　良 斑鳩南中 230 嶋本　美海(2) ｼﾏﾓﾄ ﾐﾐ 女子 290230016 女子中学2日目 砲丸投(2.721kg)
1344 奈　良 斑鳩南中 230 渡場　結菜(2) ﾜﾀｼﾊﾞ ﾕﾅ 女子 290230017
1345 奈　良 斑鳩南中 230 山本　雅姫(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾔﾋﾞ 女子 290230018
1346 奈　良 斑鳩南中 230 假屋　明来(2) ｶﾘﾔ ﾒｸﾞ 女子 290230019
1347 奈　良 斑鳩南中 230 平石　陽誠(1) ﾋﾗｲｼ ﾖｳｾｲ 男子 290230020 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走幅跳
1348 奈　良 斑鳩南中 230 宮本　知隆(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 男子 290230021 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1349 奈　良 斑鳩南中 230 久保　大馳(1) ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 290230022 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学1年 円盤投(1.000kg)
1350 奈　良 斑鳩南中 230 作田　宗一郎(1) ｻｸﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 290230023
1351 奈　良 斑鳩南中 230 山下　智也(1) ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 男子 290230024
1352 奈　良 斑鳩南中 230 豊原　一希(1) ﾄﾖﾊﾗ ｶｽﾞｷ 男子 290230025 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走高跳
1353 奈　良 斑鳩南中 230 平佐　龍騎(1) ﾋﾗｻ ﾘｭｳｷ 男子 290230026 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1354 奈　良 斑鳩南中 230 村田　真将(1) ﾑﾗﾀ ﾏﾅﾄ 男子 290230027
1355 奈　良 斑鳩南中 230 中西　陽紀(1) ﾅｶﾆｼ ﾊﾙｷ 男子 290230028 男子中学2日目 １００ｍ 男子中学2日目 走高跳
1356 奈　良 斑鳩南中 230 井上　瑞月(1) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 女子 290230029 女子中学2日目 １００ｍ
1357 奈　良 斑鳩南中 230 中井　琴葉(1) ﾅｶｲ ｺﾄﾊ 女子 290230030 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 １００ｍＨ(0.762m)
1358 奈　良 斑鳩南中 230 浦崎　美穏(1) ｳﾗｻｷ ﾐｵﾝ 女子 290230031 女子中学2日目 １００ｍ
1359 奈　良 斑鳩南中 230 白井　空那(1) ｼﾗｲ ｿﾗﾅ 女子 290230032 女子中学2日目 １００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1360 奈　良 斑鳩南中 230 桂木　美桜(1) ｶﾂﾗｷﾞ ﾐｵ 女子 290230033
1361 奈　良 斑鳩南中 230 中尾　優里(1) ﾅｶｵ ﾕｳﾘ 女子 290230034 女子中学2日目 １００ｍ
1362 奈　良 斑鳩南中 230 山谷　穂夏(1) ﾔﾏﾔ ﾎﾉｶ 女子 290230035
1363 奈　良 斑鳩南中 230 横川　夏海(1) ﾖｺｶﾜ ﾅﾂﾐ 女子 290230036
1364 奈　良 斑鳩南中 230 高木　咲良(1) ﾀｶｷﾞ ｻｸﾗ 女子 290230037 女子中学2日目 １００ｍ 女子中学2日目 走幅跳
1365 奈　良 斑鳩南中 230 中井　清正(3) ﾅｶｲ ｷﾖﾏｻ 男子 290230038
1366 奈　良 斑鳩南中 230 林　聖也(2) ﾊﾔｼ ｾｲﾔ 男子 290230039 男子中学2日目 １００ｍ
1367 奈　良 Univ.AC 546 山中亜耶(9) ﾔﾏﾅｶｱﾔ 女子 290302001 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳
1368 奈　良 スクアドラ 584 辻愛(9) ﾂｼﾞｱｲ 女子 290303001 女子高校・一般1日目 走高跳
1369 奈　良 生駒市陸協 1208 平岩　雅司(9) ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 男子 290306001 男子高校・一般1日目 三段跳
1370 奈　良 奈良陸協 1191 寺坂　真矢(9) ﾃﾗｻｶ ｼﾝﾔ 男子 290307001 男子共通1日目 １５００ｍ
1371 奈　良 奈良陸協 1003 神野　洋介(9) ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｽｹ 男子 290307010 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1372 奈　良 奈良陸協 1203 吉村　勇人(9) ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 290307011 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1373 奈　良 奈良陸協 1185 永長　知樹(9) ｴｲﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 男子 290307012 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1374 奈　良 奈良陸協 1016 清村　浩司(9) ｷﾖﾑﾗ ｺｳｼﾞ 男子 290307013 男子共通1日目 ３０００ｍ
1375 奈　良 奈良陸協 1190 浦川　和希(9) ｳﾗｶﾜ ｶｽﾞｷ 男子 290307014 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1376 奈　良 奈良陸協 1266 福本　昂(9) ﾌｸﾓﾄ ﾀｶｼ 男子 290307020 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1377 奈　良 TEAM奈良 1097 北　裕介(9) ｷﾀ　ﾕｳｽｹ 男子 290310001 男子共通1日目 ３０００ｍ
1378 奈　良 TEAM奈良 1105 福田　真哉(9) ﾌｸﾀﾞ　ﾏｻﾔ 男子 290310002 男子共通1日目 ３０００ｍ
1379 奈　良 添上高 72 石黒　樹子(3) ｲｼｸﾞﾛ ｷｺ 女子 290908001 女子高校・一般2日目 走高跳
1380 奈　良 添上高 74 今井　未奈(3) ｲﾏｲ ﾐﾅ 女子 290908002 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
1381 奈　良 添上高 76 岡本　千友紀(3) ｵｶﾓﾄ ﾁﾕｷ 女子 290908003 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
1382 奈　良 添上高 79 田中　花歩(3) ﾀﾅｶ ｶﾎ 女子 290908004 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ
1383 奈　良 添上高 80 田中　佑茉(3) ﾀﾅｶ ﾕﾏ 女子 290908005 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1384 奈　良 添上高 82 三浦　愛華(3) ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 女子 290908006 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1385 奈　良 添上高 83 三宅　歩優夏(3) ﾐﾔｹ ﾌｳｶ 女子 290908007 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
1386 奈　良 添上高 85 岡本　明香里(2) ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 290908008 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子共通1日目 ８００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1387 奈　良 添上高 86  谷　遥(2) ｶｸﾀﾆ ﾊﾙｶ 女子 290908009 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1388 奈　良 添上高 87 清水　花(2) ｼﾐｽﾞ ﾊﾅ 女子 290908010 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1389 奈　良 添上高 88 上井　和奏(2) ｼﾞｮｳｲ ﾜｶﾅ 女子 290908011 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
1390 奈　良 添上高 89 寺川　千晴(2) ﾃﾗｶﾜ ﾁﾊﾙ 女子 290908012 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1391 奈　良 添上高 90 中野　すず(2) ﾅｶﾉ ｽｽﾞ 女子 290908013 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1392 奈　良 添上高 91 向井　奈穂(2) ﾑｶｲ ﾅｵ 女子 290908014 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1393 奈　良 添上高 92 村岡　望羽(2) ﾑﾗｵｶ ﾐｳ 女子 290908015 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
1394 奈　良 添上高 93 安井　瑠美(2) ﾔｽｲ ﾙﾐ 女子 290908016 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1395 奈　良 添上高 94 山田　優那(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 290908017 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1396 奈　良 添上高 281 石田　心(1) ｲｼﾀﾞ ｺｺﾛ 女子 290908018 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1397 奈　良 添上高 282 野田　真杜(1) ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 女子 290908019 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般2日目 棒高跳
1398 奈　良 添上高 283 御前　有莉奈(1) ﾐｻｷ ﾕﾘﾅ 女子 290908020 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1399 奈　良 添上高 286 加藤　結香(1) ｶﾄｳ ﾕｶ 女子 290908021 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
1400 奈　良 添上高 287 北　静香(1) ｷﾀ ｼｽﾞｶ 女子 290908022 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ 女子高校・一般2日目 ４００ｍ
1401 奈　良 添上高 288 新免　菜央(1) ｼﾝﾒﾝ ﾅｵ 女子 290908023 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1402 奈　良 添上高 289 髙村　優芽(1) ﾀｶﾑﾗ ﾕﾒ 女子 290908024 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
1403 奈　良 添上高 290 田中　千香里(1) ﾀﾅｶ ﾁｶﾘ 女子 290908025 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1404 奈　良 橿原高 535 本池　直樹(2) ﾓﾄｲｹ ﾅｵｷ 男子 290909001 男子高校・一般2日目 棒高跳
1405 奈　良 橿原高 532 中野　伊織(2) ﾅｶﾉ ｲｵﾘ 男子 290909002 男子高校・一般2日目 棒高跳
1406 奈　良 奈良情報商業高 354 森本　勝也(3) ﾓﾘﾓﾄ　ｶﾂﾔ 男子 290911001 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般2日目 円盤投(1.750kg)
1407 奈　良 香芝高 276 今里　壮汰(2) ｲﾏｻﾞﾄ ｿｳﾀ 男子 290916001 男子共通1日目 １５００ｍ
1408 奈　良 香芝高 277 今谷　駿介(2) ｲﾏﾀﾆ ｼｭﾝｽｹ 男子 290916002 男子共通1日目 １５００ｍ
1409 奈　良 香芝高 278 木下　孝也(2) ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾔ 男子 290916003 男子高校・一般1日目 走高跳
1410 奈　良 香芝高 279 木村　知希(2) ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 290916004 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1411 奈　良 香芝高 280 新貝　雄斗(2) ｼﾝｶﾞｲ ﾕｳﾄ 男子 290916005 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1412 奈　良 香芝高 281 田中　義都(2) ﾀﾅｶ ﾖｼﾄ 男子 290916006 男子共通1日目 １５００ｍ
1413 奈　良 香芝高 282 福西　将仁(2) ﾌｸﾆｼ ﾏｻﾋﾄ 男子 290916007 男子高校・一般1日目 走高跳
1414 奈　良 香芝高 283 松本　晃希(2) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 男子 290916008 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ
1415 奈　良 香芝高 284 森岡　紳之輔(2) ﾓﾘｵｶ ｼﾝﾉｽｹ 男子 290916009 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg)
1416 奈　良 香芝高 586 安達　祐弥(2) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾔ 男子 290916010 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1417 奈　良 香芝高 587 岩木　邦明(1) ｲﾜｷ ｸﾆｱｷ 男子 290916011 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子共通1日目 １５００ｍ
1418 奈　良 香芝高 588 植田　颯(1) ｳｴﾀﾞ ｿｳ 男子 290916012 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1419 奈　良 香芝高 589 田中　秀汰(1) ﾀﾅｶ ｼｭｳﾀ 男子 290916013 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1420 奈　良 香芝高 590 田端　映空(1) ﾀﾊﾞﾀ ﾊｸ 男子 290916014 男子共通1日目 ３０００ｍ
1421 奈　良 香芝高 591 吉田　健人(1) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 290916015 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1422 奈　良 香芝高 641 楠田　勝弘(1) ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 290916016 男子共通1日目 ８００ｍ
1423 奈　良 香芝高 642 坂口　師瑛(1) ｻｶｸﾞﾁ ｼｴﾝ 男子 290916017 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1424 奈　良 香芝高 643 田中　竣(1) ﾀﾅｶ ｼｭﾝ 男子 290916018 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1425 奈　良 香芝高 644 中田　隆太(1) ﾅｶﾀ ﾘｭｳﾀ 男子 290916019 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1426 奈　良 香芝高 645 森本　晴太(1) ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾀ 男子 290916020 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1427 奈　良 香芝高 646 山原　光生(1) ﾔﾏﾊﾗ ｺｳｷ 男子 290916021 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1428 奈　良 香芝高 647 渡邉　大樹(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 男子 290916022 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg)
1429 奈　良 香芝高 137 岡　妃奈乃(2) ｵｶ ﾋﾅﾉ 女子 290916023 女子高校・一般1日目 走高跳
1430 奈　良 香芝高 138 森井　唯香(2) ﾓﾘｲ ﾕｲｶ 女子 290916024 女子高校・一般1日目 走高跳
1431 奈　良 香芝高 298 杉浦　杏(1) ｽｷﾞｳﾗ ｱﾝ 女子 290916025 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳
1432 奈　良 香芝高 299 曽田　光羅(1) ｿﾀ ｷﾗﾗ 女子 290916026 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1433 奈　良 香芝高 300 西田　澪奈(1) ﾆｼﾀﾞ ﾐｵﾅ 女子 290916027 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1434 奈　良 香芝高 301 向本　美結(1) ﾑｶｲﾓﾄ ﾐﾕ 女子 290916028 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 三段跳 女子高校・一般1日目 走幅跳
1435 奈　良 香芝高 322 山村　和佐(1) ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞｻ 女子 290916029 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳
1436 奈　良 法隆寺国際高 187 青木　颯汰(2) ｱｵｷ ｿｳﾀ 男子 290920001
1437 奈　良 法隆寺国際高 188 朝山　慶史(2) ｱｻﾔﾏ ｹｲｼ 男子 290920002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1438 奈　良 法隆寺国際高 189 亀川　雅寿丸(2) ｶﾒｶﾜ ｶﾞｼﾞｭﾏﾙ 男子 290920003 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1439 奈　良 法隆寺国際高 190 岸本　侑士(2) ｷｼﾓﾄ ﾕｳｼ 男子 290920004 男子高校・一般1日目 走幅跳
1440 奈　良 法隆寺国際高 191 木村　太一(2) ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 290920005 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg)
1441 奈　良 法隆寺国際高 192 堀田　雄暉(2) ﾎﾘﾀ ﾕｳｷ 男子 290920006 男子共通1日目 １５００ｍ
1442 奈　良 法隆寺国際高 193 松下　侑暉(2) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ 男子 290920007 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg)
1443 奈　良 法隆寺国際高 623 今橋　奏良(1) ｲﾏﾊｼ ｿﾗ 男子 290920008 男子高校・一般1日目 走幅跳
1444 奈　良 法隆寺国際高 624 岡村　光起(1) ｵｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 男子 290920009
1445 奈　良 法隆寺国際高 625 木村　蓮(1) ｷﾑﾗ ﾚﾝ 男子 290920010 男子高校・一般1日目 走幅跳
1446 奈　良 法隆寺国際高 626 和田　武蔵(1) ﾜﾀﾞ ﾑｻｼ 男子 290920011 男子共通1日目 １５００ｍ
1447 奈　良 法隆寺国際高 112 勝井　南帆(2) ｶﾂｲ ﾅﾎ 女子 290920012
1448 奈　良 法隆寺国際高 316 石丸　咲奈(1) ｲｼﾏﾙ ｻﾅ 女子 290920013 女子高校・一般1日目 走幅跳
1449 奈　良 法隆寺国際高 317 髙村　恋那(1) ﾀｶﾑﾗ ｺｺﾅ 女子 290920014 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1450 奈　良 法隆寺国際高 318 中澤　綾音(1) ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 女子 290920015 女子高校・一般1日目 走高跳
1451 奈　良 法隆寺国際高 319 山﨑　真帆(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾎ 女子 290920016 女子共通1日目 ３０００ｍ
1452 奈　良 王寺工業高 242 井上　敬太(2) ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ 男子 290922001 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1453 奈　良 王寺工業高 249 中田　佳伸(2) ﾅｶﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 男子 290922002 男子高校・一般2日目 砲丸投(6.000kg)
1454 奈　良 王寺工業高 246 川﨑　愛斗(2) ｶﾜｻｷ ﾏﾅﾄ 男子 290922003 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1455 奈　良 王寺工業高 250 松岡　哲司(2) ﾏﾂｵｶ ﾃﾂｼﾞ 男子 290922004 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1456 奈　良 王寺工業高 252 吉本　虎太郎(2) ﾖｼﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 男子 290922005 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1457 奈　良 王寺工業高 251 家森　凌(2) ﾔﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 290922006 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1458 奈　良 王寺工業高 244 大鶴　千真(2) ｵｵﾂﾙ ｶｽﾞﾏ 男子 290922007
1459 奈　良 王寺工業高 435 原口　篤志(1) ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾂｼ 男子 290922008 男子高校・一般2日目 棒高跳
1460 奈　良 王寺工業高 631 野田　龍太(1) ﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 290922009 男子高校・一般2日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 円盤投(1.750kg)
1461 奈　良 王寺工業高 630 柳田　蒼真(1) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｿｳﾏ 男子 290922010 男子高校・一般2日目 走高跳
1462 奈　良 王寺工業高 632 大前　智嗣(1) ｵｵﾏｴ ｻﾄｼ 男子 290922011
1463 奈　良 王寺工業高 248 髙本　蓮(2) ﾀｶﾓﾄ ﾚﾝ 男子 290922012 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1464 奈　良 一条高 43 井上　直哉(2) ｲﾉｳｴ　ﾅｵﾔ 男子 290926001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1465 奈　良 一条高 44 井上　大和(2) ｲﾉｳｴ　ﾔﾏﾄ 男子 290926002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1466 奈　良 一条高 45 岡本　直輝(2) ｵｶﾓﾄ　ﾅｵｷ 男子 290926003 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1467 奈　良 一条高 46 木村　亜悠夢(2) ｷﾑﾗ　ｱﾕﾑ 男子 290926004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 三段跳
1468 奈　良 一条高 47 中西　陸斗(2) ﾅｶﾆｼ　ﾘｸﾄ 男子 290926005 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg)
1469 奈　良 一条高 596 金子　恵大(1) ｶﾈｺ　ｹｲﾀ 男子 290926006 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走高跳
1470 奈　良 一条高 597 岸本　太陽(1) ｷｼﾓﾄ　ﾀｲﾖｳ 男子 290926007 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1471 奈　良 一条高 598 篠原　大輝(1) ｼﾉﾊﾗ　ﾀﾞｲｷ 男子 290926008 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1472 奈　良 一条高 599 髙橋　孝輔(1) ﾀｶﾊｼ　ｺｳｽｹ 男子 290926009 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1473 奈　良 一条高 600 冨永　健太(1) ﾄﾐﾅｶﾞ　ｹﾝﾀ 男子 290926010 男子共通1日目 １５００ｍ
1474 奈　良 一条高 601 中村　一翔(1) ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾄ 男子 290926011 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1475 奈　良 一条高 602 長谷川　貴司(1) ﾊｾｶﾞﾜ　ﾀｶｼ 男子 290926012 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1476 奈　良 一条高 603 平井　俊輔(1) ﾋﾗｲ　ｼｭﾝｽｹ 男子 290926013 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1477 奈　良 一条高 605 山村　要詞(1) ﾔﾏﾑﾗ　ﾖｳｼﾞ 男子 290926014 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg)
1478 奈　良 一条高 25 井上　菜桜(2) ｲﾉｳｴ　ﾅｵ 女子 290926015 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 走幅跳
1479 奈　良 一条高 26 今本　暖乃(2) ｲﾏﾓﾄ　ﾊﾙﾅ 女子 290926016 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳
1480 奈　良 一条高 28 羽野　有香(2) ﾊﾉ　ﾕｶ 女子 290926017 女子共通1日目 １５００ｍ
1481 奈　良 一条高 29 和田　風音(2) ﾜﾀﾞ　ｶｻﾞﾈ 女子 290926018 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1482 奈　良 一条高 307 柏原　史望(1) ｶｼﾜﾊﾞﾗ　ﾌﾐﾉ 女子 290926019 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般1日目 三段跳
1483 奈　良 一条高 308 加藤　皐歩(1) ｶﾄｳ　ｻﾎ 女子 290926020 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
1484 奈　良 一条高 309 中島　杏菜(1) ﾅｶｼﾞﾏ　ｷｮｳﾅ 女子 290926021 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳
1485 奈　良 一条高 42 福原　健斗(3) ﾌｸﾊﾗ　ｹﾝﾄ 男子 290926022 男子高校・一般2日目 棒高跳
1486 奈　良 東大寺学園高 198 今村　仁陽(2) ｲﾏﾑﾗ ｷﾐﾀｶ 男子 290929001 男子高校・一般1日目 ４００ｍＨ(0.914m)
1487 奈　良 東大寺学園高 199 大石　柊介(2) ｵｵｲｼ ｼｭｳｽｹ 男子 290929002 男子共通1日目 １５００ｍ
1488 奈　良 東大寺学園高 200 飼原　朗允(2) ｶｲﾊﾗ ｱｷﾏｻ 男子 290929003 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般2日目 砲丸投(6.000kg)
1489 奈　良 東大寺学園高 201 小西　慶(2) ｺﾆｼ ｹｲ 男子 290929004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1490 奈　良 東大寺学園高 202 須志原　治輝(2) ｽｼﾊﾗ ﾊﾙｷ 男子 290929005 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 三段跳
1491 奈　良 東大寺学園高 203 星野　恵介(2) ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ 男子 290929006 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走高跳 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1492 奈　良 東大寺学園高 204 岡部　祥悟(1) ｵｶﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 290929007 男子共通1日目 １５００ｍ
1493 奈　良 東大寺学園高 205 小田切　悠采(1) ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 男子 290929008 男子共通1日目 １５００ｍ
1494 奈　良 東大寺学園高 206 梶田　圭吾(1) ｶｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 290929009
1495 奈　良 東大寺学園高 208 金　義起(1) ｷﾝ ﾖｼｷ 男子 290929010 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1496 奈　良 東大寺学園高 209 栗尾　蒼汰(1) ｸﾘｵ ｿｳﾀ 男子 290929011 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子共通1日目 ８００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1497 奈　良 東大寺学園高 210 国土　将也(1) ｺｸﾄﾞ ﾏｻﾔ 男子 290929012 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1498 奈　良 東大寺学園高 211 小林　祐介(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男子 290929013 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1499 奈　良 東大寺学園高 212 菅野　伊吹(1) ｽｶﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 290929014
1500 奈　良 東大寺学園高 213 杉本　蓮(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 男子 290929015 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般1日目 三段跳 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1501 奈　良 東大寺学園高 214 辰巳　祐樹(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｷ 男子 290929016
1502 奈　良 東大寺学園高 215 中神　拓人(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｸﾄ 男子 290929017 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般2日目 砲丸投(6.000kg)
1503 奈　良 東大寺学園高 216 林　孝信(1) ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 男子 290929018
1504 奈　良 東大寺学園高 217 原田　祥也(1) ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾔ 男子 290929019 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 三段跳
1505 奈　良 東大寺学園高 218 藤田　脩斗(1) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾄ 男子 290929020 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般1日目 三段跳
1506 奈　良 東大寺学園高 219 藤原　寛章(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 男子 290929021 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1507 奈　良 東大寺学園高 220 山田　倫大(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 男子 290929022 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般2日目 砲丸投(6.000kg)
1508 奈　良 東大寺学園高 221 鎗居　憲正(1) ﾔﾘｲ ｹﾝｾｲ 男子 290929023
1509 奈　良 東大寺学園高 222 吉岡　祐貴(1) ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 男子 290929024 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 走幅跳
1510 奈　良 奈良大附属高 29 中村　遼太郎(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 290931001 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般1日目 三段跳
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1511 奈　良 奈良大附属高 30 池田　莞大(2) ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 男子 290931002 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg)
1512 奈　良 奈良大附属高 31 今北　悠太(2) ｲﾏｷﾀ ﾕｳﾀ 男子 290931003 男子高校・一般1日目 ４００ｍＨ(0.914m)
1513 奈　良 奈良大附属高 33 酒井　崇徳(2) ｻｶｲ ﾀｶﾉﾘ 男子 290931004 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍＨ(0.914m)
1514 奈　良 奈良大附属高 36 峯田　蓮大(2) ﾐﾈﾀ ﾚﾝﾀﾞｲ 男子 290931005 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg) 男子高校・一般1日目 円盤投(1.750kg) 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg)
1515 奈　良 奈良大附属高 633 入部　尚樹(1) ｲﾘﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 290931006 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1516 奈　良 奈良大附属高 581 小野　敦寛(1) ｵﾉ ｱﾂﾋﾛ 男子 290931007 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1517 奈　良 奈良大附属高 582 菊田　悠真(1) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 290931008 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1518 奈　良 奈良大附属高 583 中谷　優斗(1) ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾄ 男子 290931009 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1519 奈　良 奈良大附属高 584 福井　大地(1) ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 290931010 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般1日目 三段跳
1520 奈　良 奈良大附属高 20 岸本　しなの(2) ｷｼﾓﾄ ｼﾅﾉ 女子 290931011 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg)
1521 奈　良 奈良大附属高 21 辰巳　伶奈(2) ﾀﾂﾐ ﾚﾅ 女子 290931012
1522 奈　良 奈良大附属高 35 中水　孝輔(2) ﾅｶﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 男子 290931013 男子高校・一般1日目 砲丸投(6.000kg)
1523 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 93 岩井　健樹(2) ｲﾜｲ ﾄｼｷ 男子 290935001 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1524 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 94 岡田　亮太(1) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 290935002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1525 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 95 木下　賀貴(1) ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ 男子 290935003 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg) 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1526 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 96 黒松　航生(1) ｸﾛﾏﾂ ｺｳｷ 男子 290935004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1527 奈　良 NARA-Ｘ 1069 和田　拓真(1) ﾜﾀﾞﾀｸﾏ 男子 290943001 男子共通1日目 １５００ｍ
1528 奈　良 KOYO A.C. 1288 井上潤哉(2) ｲﾉｳｴｼﾞｭﾝﾔ 男子 290944001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1529 奈　良 KOYO A.C. 1116 根津亮真(3) ﾈﾂﾞﾘｮｳﾏ 男子 290944002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1530 奈　良 KOYO A.C. 1296 松田大河(1) ﾏﾂﾀﾞﾀｲｶﾞ 男子 290944003 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1531 奈　良 KOYO A.C. 1297 松田大地(1) ﾏﾂﾀﾞﾀﾞｲﾁ 男子 290944004 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1532 奈　良 KOYO A.C. 1119 村山裕樹(2) ﾑﾗﾔﾏﾋﾛｷ 男子 290944005 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1533 奈　良 KOYO A.C. 1112 公文陽平(3) ｸﾓﾝﾖｳﾍｲ 男子 290944006 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1534 奈　良 KOYO A.C. 1290 阪田拓紀(1) ｻｶﾀﾋﾛｷ 男子 290944007 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1535 奈　良 KOYO A.C. 539 梅嵜文音(2) ｳﾒｻﾞｷｱﾔﾈ 女子 290944008 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1536 奈　良 KOYO A.C. 1113 茶山健(3) ﾁｬﾔﾏﾀｹﾙ 男子 290944009 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1537 奈　良 KOYO A.C. 1115 西川大樹() ﾆｼｶﾜﾀﾞｲｷ 男子 290944010 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1538 奈　良 KOYO A.C. 1117 水田圭亮() ﾐｽﾞﾀｹｲｽｹ 男子 290944011 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1539 奈　良 KOYO A.C. 1110 青木重憲() ｱｵｷｼｹﾞﾉﾘ 男子 290944012 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1540 奈　良 奈良スポーツクラブ 579 高岡　亜矢(9) タカオカ　アヤ 女子 290947001 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1541 奈　良 NRF 1032 安達裕輝(9) ｱﾀﾞﾁ  ﾋﾛｷ 男子 290948002 男子共通1日目 ３０００ｍ
1542 奈　良 大和精機 1081 福島　太郎(9) ﾌｸｼﾏﾀﾛｳ 男子 290949001 男子共通1日目 １５００ｍ 男子共通1日目 ３０００ｍ
1543 和歌山 W.A.S 1684 竹添　隼輝(9) ﾀｹｿﾞｴ ﾊﾔｷ 男子 300001001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1544 和歌山 和歌山陸協 1170 福本　和希(9) ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 300005001 男子高校・一般2日目 走高跳
1545 和歌山 和歌山陸協 1163 金丸　和嗣(9) ｶﾅﾏﾙ　ｶｽﾞｼ 男子 300005002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1546 和歌山 和歌山陸協 1151 原山　将輔(9) ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳｽｹ 男子 300005003 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1547 和歌山 那賀高 79 城　まなみ(2) ﾀﾁ　ﾏﾅﾐ 女子 300009001 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般2日目 １００ｍＨ(0.838m)
1548 和歌山 那賀高 83 久保田　美羽(1) ｸﾎﾞﾀ ﾐｳ 女子 300009002 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1549 和歌山 那賀高 63 内藤　颯人(2) ﾅｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ 男子 300009003 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1550 京　都 立命館大 62 貝田　功輝(3) ｶｲﾀﾞ　ｺｳｷ 男子 490001001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1551 京　都 立命館大 5 速見　紗綾(4) ハヤミ　サアヤ 女子 490001002 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1552 京　都 立命館大 106 松川　直央(1) マツカワ　ナオ 男子 490001003 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1553 京　都 立命館大 2 作島　弘起(M2) サクシマ　ヒロキ 男子 490001004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1554 滋　賀 立命館大 7 遠藤　泰司(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 男子 490001005 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1555 滋　賀 立命館大 21 中治　早貴(3) ﾅｶｼﾞ ｻｷ 女子 490001006 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
1556 奈　良 立命館大 53 松岡　幸祐(3) ﾏﾂｵｶ ｺｳｽｹ 男子 490001007 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1557 大　阪 立命館大 27 谷口　祐(4) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ 男子 490001008 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1558 大　阪 立命館大 18 小松　未来(3) ｺﾏﾂ ﾐｷ 女子 490001009 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1559 大　阪 立命館大 82 内藤　俊之(2) ﾅｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 男子 490001010 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1560 兵　庫 立命館大 2 市川　華愛(4) ｲﾁｶﾜ ﾊﾅｴ 女子 490001011 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 三段跳
1561 兵　庫 立命館大 8 岡崎　一輝(4) ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 男子 490001012 男子高校・一般2日目 円盤投(2.000kg)
1562 大　阪 東大阪大 1010 逢坂　友利子(4) ｵｵｻｶ　ﾕﾘｺ 女子 490002001 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
1563 大　阪 東大阪大 911 岡野　紗季(4) ｵｶﾉ ｻｷ 女子 490002002 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
1564 大　阪 東大阪大 912 木村　菜摘(4) ｷﾑﾗ　ﾅﾂﾐ 女子 490002003 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ 女子共通1日目 ８００ｍ
1565 大　阪 東大阪大 913 山田　紗和子(3) ﾔﾏﾀﾞ　ｻﾜｺ 女子 490002004 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) 女子高校・一般1日目 やり投(0.600kg)
1566 大　阪 東大阪大 914 川西　もも(2) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ 女子 490002005 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走高跳
1567 大　阪 東大阪大 915 上谷　詩織(2) ｶﾐﾀﾆ ｼｵﾘ 女子 490002006 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg)
1568 大　阪 東大阪大 917 神薗　芽衣子(2) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ 女子 490002007 女子共通1日目 ８００ｍ
1569 大　阪 東大阪大 918 小路　美咲(2) ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｷ 女子 490002008 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 三段跳
1570 大　阪 東大阪大 919 大西　愛永(1) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 女子 490002009 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1571 大　阪 東大阪大 920 畑田　星来(1) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ 女子 490002010 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1572 大　阪 東大阪大 921 木虎　莉奈(1) ｷﾄﾗ ﾘﾅ 女子 490002011 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg) 女子高校・一般1日目 円盤投(1.000kg)
1573 大　阪 東大阪大 922 萬谷　呂稀(1) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ 女子 490002012 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
1574 大　阪 東大阪大 923 渡辺　美黎亜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｱ 女子 490002013 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
1575 大　阪 東大阪大 924 山本　沙愛(1) ﾔﾏﾓﾄ ｻｴ 女子 490002014 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 走幅跳
1576 大　阪 東大阪大 1282 前川　佳輝(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾖｼｷ 男子 490002015 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1577 奈　良 京都大 838 田中　智也(4) ﾀﾅｶ　ﾄﾓﾔ 男子 490004001 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1578 奈　良 京都大 2189 岩松　尚杜(M1) ｲﾜﾏﾂ ﾅｵﾄ 男子 490004002 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1579 愛　知 京都大 1155 中野　紗季(1) ﾅｶﾉ ｻｷ 女子 490004003 女子共通1日目 ８００ｍ 女子共通1日目 １５００ｍ
1580 京　都 京都大 859 数多　伸紀(3) ｶｽﾞﾀ　ﾉﾌﾞｷ 男子 490004004 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1581 京　都 京都大 844 芦田　開(3) ｱｼﾀﾞ　ｶｲ 男子 490004005 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1582 京　都 京都大 809 瀧瀬　祥良(M2) ﾀｷｾ　ｱｷﾗ 男子 490004006 男子高校・一般1日目 三段跳
1583 京　都 京都大 848 梶原　隆真(3) ｶｼﾞﾜﾗ　ﾀｶﾏｻ 男子 490004007 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1584 大　阪 京都大 824 谷川　尚季(4) ﾀﾆｶﾜ　ﾅｵｷ 男子 490004008 男子共通1日目 １５００ｍ
1585 京　都 園田学園女子大 569 浦島　美憂　(3) ｳﾗｼﾏ　ﾐﾕｳ 女子 490005001 女子高校・一般1日目 走高跳
1586 京　都 園田学園女子大 595 小西　萌乃(2) ｺﾆｼ　ﾓｴﾉ 女子 490005002 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1587 京　都 園田学園女子大 580 須河　果林(3) ｽｶﾞﾜ　ｶﾘﾝ 女子 490005003 女子高校・一般1日目 走高跳
1588 大　阪 園田学園女子大 574 門脇　直緒(3) ｶﾄﾞﾜｷ　ﾅｵ 女子 490005004 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1589 兵　庫 園田学園女子大 568 岩木　理奈　　(3) ｲﾜｷ　ﾘﾅ 女子 490005005 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1590 兵　庫 園田学園女子大 593 黒田　愛香(2) ｸﾛﾀﾞ　ｱｲｶ 女子 490005006
1591 兵　庫 園田学園女子大 579 後藤　奈緒(3) ｺﾞﾄｳ　ﾅｵ 女子 490005007 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1592 兵　庫 園田学園女子大 564 畑　ともよ(4) ﾊﾀ　ﾄﾓﾖ 女子 490005008 女子高校・一般1日目 三段跳
1593 兵　庫 園田学園女子大 587 藤原　沙耶(3) ﾌｼﾞﾜﾗ　ｻﾔ 女子 490005009 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1594 兵　庫 園田学園女子大 589 横田　華恋(3) ﾖｺﾀ　ｶﾚﾝ 女子 490005010 女子高校・一般1日目 ２００ｍ 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
1595 京　都 武庫川女子大 477 田中　香帆(4) ﾀﾅｶ ｶﾎ 女子 490006001 女子高校・一般1日目 走幅跳
1596 奈　良 武庫川女子大 498 野志　侑希(3) ﾉｼ ﾕｳｷ 女子 490006002 女子一般 棒高跳
1597 香　川 武庫川女子大 483 三宅　明穂(4) ﾐﾔｹ ｱｷﾎ 女子 490006003 女子高校・一般1日目 走幅跳 女子高校・一般1日目 砲丸投(4.000kg)
1598 奈　良 甲南大 442 鈴木　夢(3) ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 女子 490007001 女子高校・一般2日目 走高跳
1599 滋　賀 甲南大 444 時任　美保子(3) ﾄｷﾄｳ ﾐﾎｺ 女子 490007002 女子高校・一般2日目 走高跳
1600 滋　賀 びわこ成蹊スポーツ大 2229 山田　篤史(1) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 490008001 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1601 滋　賀 びわこ成蹊スポーツ大 226 梅津　彩香(2) ｳﾒｽﾞ ｱﾔｶ 女子 490008002 女子高校・一般1日目 三段跳
1602 京　都 京都教育大 1473 菅原　慎平(4) ｽｶﾞﾊﾗ　ｼﾝﾍﾟｲ 男子 490009001 男子高校・一般1日目 走高跳
1603 京　都 京都教育大 1475 山田　剛嗣(4) ﾔﾏﾀﾞ　ﾂﾖｼ 男子 490009002 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1604 京　都 京都教育大 1477 中井　裕彰(4) ﾅｶｲ　ﾋﾛｱｷ 男子 490009003 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1605 京　都 京都教育大 660 岡本　真悠子(2) ｵｶﾓﾄ　ﾏﾕｺ 女子 490009004 女子高校・一般1日目 走幅跳
1606 京　都 京都教育大 1478 向山　尊次(M1) ﾑｶｲﾔﾏ　ﾀｶﾂｸﾞ 男子 490009005 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1607 愛　知 京都教育大 1468 長澤　涼介(M2) ﾅｶﾞｻﾜ　ﾘｮｳｽｹ 男子 490009006 男子高校・一般1日目 走高跳
1608 岡　山 京都教育大 653 岸　佳乃子(3) ｷｼ　ｶﾉｺ 女子 490009007 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1609 滋　賀 京都教育大 649 北澤　千紗(4) ｷﾀｻﾞﾜ　ﾁｻ 女子 490009008 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
1610 静　岡 京都教育大 1486 羽切　薫(2) ﾊｷﾘ　ｶｵﾙ 男子 490009009 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1611 大　阪 京都教育大 1075 野口　三奈(2) ﾉｸﾞﾁ　ﾐﾅ 女子 490009010 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1612 徳　島 京都教育大 1481 田原　和真(3) ﾀﾊﾗ　ｶｽﾞﾏ 男子 490009011 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1613 大　阪 摂南大 2377 建畠　友哉(1) ﾀﾃﾊﾀ ﾕｳﾔ 男子 490011001 男子高校・一般1日目 走幅跳
1614 大　阪 摂南大 1977 定井　涼太(3) ｻﾀﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 490011002 男子高校・一般1日目 三段跳
1615 大　阪 摂南大 2373 近藤　元(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 男子 490011003 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1616 大　阪 摂南大 2378 藤江　成歩(1) ﾌｼﾞｴ ﾅﾙﾎ 男子 490011004 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1617 兵　庫 摂南大 1965 溝渕　政斗(4) ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏｻﾄ 男子 490011005 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1618 和歌山 摂南大 1973 飯村　真那斗(3) ｲｲﾑﾗ ﾏﾅﾄ 男子 490011006 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1619 大　阪 関西大 974 宮　稜人(2) ﾐﾔ　ﾘｮｳﾄ 男子 490015001 男子高校・一般1日目 やり投(0.800kg)
1620 大　阪 関西大 2349 山本　義達(1) ﾔﾏﾓﾄ　ﾖｼﾀﾂ 男子 490015002 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1621 大　阪 関西大 917 眞鍋　智哉(4) ﾏﾅﾍﾞ　ﾄﾓﾔ 男子 490015003 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1622 大　阪 関西大 938 古川　拓実(3) ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 490015004 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1623 大　阪 関西大 934 渡辺　大雅(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 490015005 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1624 大　阪 関西大 936 林　和樹(3) ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 男子 490015006 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1625 大　阪 関西大 2348 小澤　暖人(1) ｺｻﾞﾜ　ﾊﾙﾄ 男子 490015007 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1626 大　阪 関西大 975 穴井　晴稀(2) ｱﾅｲ　ﾊﾙｷ 男子 490015008 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1627 大　阪 関西大 267 阪井　千紗(4) ｻｶｲ ﾁｻ 女子 490015009 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1628 大　阪 関西大 1085 安藤　来望(1) ｱﾝﾄﾞｳ　ｸﾙﾐ 女子 490015010 女子高校・一般1日目 ４００ｍ
1629 大　阪 関西大 289 山崎　奈々(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ 女子 490015011 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1630 大　阪 関西大 275 阪本　華澄(4) ｻｶﾓﾄ　ｶｽﾐ 女子 490015012 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 走幅跳
1631 京　都 関西大 2346 高木　大和(1) ﾀｶｷﾞ ﾔﾏﾄ 男子 490015013 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1632 滋　賀 関西大 923 山中　悠人(3) ﾔﾏﾅｶ　ﾕｳﾄ 男子 490015014 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1633 奈　良 関西大 961 吉岡　航平(2) ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ 男子 490015015 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1634 奈　良 関西大 954 岸森　仁志(3) ｷｼﾓﾘ　ﾋﾄｼ 男子 490015016
1635 奈　良 京都産業大 6 河合　亜季(4) ｶﾜｲ ｱｷ 男子 490017001 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1636 大　阪 近畿大 470 髙橋　祐満(9) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 490020001 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1637 大　阪 近畿大 472 森田　耕介(9) ﾓﾘﾀ　ｺｳｽｹ 男子 490020002 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1638 大　阪 近畿大 520 橋本　仁(2) ﾊｼﾓﾄ　ｼﾞﾝ 男子 490020003 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1639 大　阪 近畿大 523 根耒　淳史(2) ﾈｺﾞﾛ　ｱﾂｼ 男子 490020004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1640 奈　良 近畿大 518 仲　竜汰(2) ﾅｶ　ﾘｭｳﾀ 男子 490020005 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1641 奈　良 近畿大 525 安田　廉(2) ﾔｽﾀ　ﾚﾝ 男子 490020006 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1642 奈　良 近畿大 164 金田　怜子(2) ｶﾅﾀ　ﾚｲｺ 女子 490020007 女子高校・一般2日目 １００ｍ 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
1643 広　島 近畿大 2468 吉田　圭吾(1) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 男子 490020008 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1644 静　岡 近畿大 473 金原　誠(4) ｷﾝﾊﾟﾗ　ﾏｺﾄ 男子 490020009 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1645 石　川 金沢大 344 福井聖人(2) フクイマサト 男子 490021001 男子高校・一般2日目 ４００ｍ
1646 奈　良 大阪産業大 2071 藤田　康平(3) ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 男子 490023001 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1647 奈　良 大阪産業大 2269 北脇　拓磨(1) ｷﾀﾜｷ ﾀｸﾏ 男子 490023002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1648 京　都 大阪産業大 2637 黒瀬　尚紀(1) ｸﾛｾ ﾅｵｷ 男子 490023003 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1649 大　阪 大阪産業大 2061 服部　正嗣(4) ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾂｸﾞ 男子 490023004 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1650 兵　庫 大阪産業大 2074 酒井　祐貴(2) ｻｶｲ ﾕｳｷ 男子 490023005 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1651 和歌山 大阪産業大 2067 芝田　岳(3) ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｸ 男子 490023006 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1652 大　阪 大阪成蹊大学 841 中村　麗奈(3) ﾅｶﾑﾗ ﾚｲﾅ 女子 490026001 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
1653 大　阪 大阪成蹊大学 848 横畑　安笑(3) ﾖｺﾊﾀ ｱﾐ 女子 490026002 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m)
1654 大　阪 大阪成蹊大学 843 松岡　優果(3) ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶ 女子 490026003 女子高校・一般1日目 走幅跳
1655 大　阪 大阪体育大 2310 釣 俊一(1) ﾂﾘ ｼｭﾝｲﾁ 男子 490027001 男子高校・一般1日目 走幅跳
1656 奈　良 大阪体育大 2324 岩崎　立来(1) ｲﾜｻｷ　ﾘｭｳｷ 男子 490027002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1657 奈　良 大阪大 1024 杉田　幸輝(4) ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 男子 490028001 男子高校・一般1日目 ４００ｍ
1658 奈　良 大阪大 1051 板山　桃果(1) ｲﾀﾔﾏ ﾓﾓｶ 女子 490028002 女子高校・一般2日目 円盤投(1.000kg)
1659 大　阪 大阪府立大 2024 平湯　恵二(3) ﾋﾗﾕ ｹｲｼﾞ 男子 490029001 男子高校・一般1日目 走幅跳
1660 大　阪 大阪府立大 2511 有川　雄太(1) ｱﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 490029002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1661 大　阪 大阪府立大 1125 槙本　さくら(1) ﾏｷﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 490029003 女子高校・一般2日目 ２００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1662 奈　良 大阪府立大 2020 宮崎　颯人(4) ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 男子 490029004 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 走幅跳
1663 滋　賀 大阪府立大 2027 壹岐　大吾(2) ｲｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 490029005 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1664 奈　良 天理大 1791 荒井　翔成(4) ｱﾗｲ ｼｮｳｾｲ 男子 490030001 男子高校・一般1日目 走幅跳
1665 奈　良 天理大 1829 森脇　蓮(2) ﾓﾘﾜｷ ﾚﾝ 男子 490030002 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1666 奈　良 天理大 2293 藤原　玲王(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚｵ 男子 490030003 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1667 大　阪 天理大 1802 赤澤　征樹(3) ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ 男子 490030004 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1668 大　阪 天理大 1810 北村　泰崇(3) ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 男子 490030005 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1669 京　都 天理大 867 吉田　真子(4) ﾖｼﾀﾞ ﾏｺ 女子 490030006 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 走高跳
1670 兵　庫 天理大 1815 松本　壮流(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 490030007 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1671 奈　良 奈良県立医科大 1930 小林 優佑(4) コバヤシ ユウスケ 男子 490034001 男子高校・一般2日目 走高跳
1672 奈　良 奈良県立医科大 928 内藤 杏実(3) ナイトウ アミ 女子 490034002 女子高校・一般2日目 １００ｍ
1673 奈　良 龍谷大 669 川口　翔也(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 男子 490036001 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1674 奈　良 龍谷大 631 高橋　進(4) ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 男子 490036002 男子高校・一般2日目 １００ｍ 男子高校・一般2日目 ２００ｍ
1675 京　都 龍谷大 655 林　由樹(3) ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 男子 490036003 男子高校・一般1日目 走幅跳
1676 滋　賀 龍谷大 653 安在　森祐(3) ｱﾝｻﾞｲ ｼﾝｽｹ 男子 490036004 男子高校・一般1日目 ４００ｍ 男子高校・一般1日目 円盤投(2.000kg)
1677 滋　賀 龍谷大 201 湯上　華奈子(4) ﾕﾉｳｴ ｶﾅｺ 女子 490036005 女子高校・一般1日目 １００ｍ 女子高校・一般1日目 ２００ｍ
1678 大　阪 龍谷大 627 熊野　宏祐(4) ｸﾏﾉ ｺｳｽｹ 男子 490036006 男子高校・一般1日目 １００ｍ 男子高校・一般1日目 走幅跳
1679 奈　良 龍谷大 645 渡辺　駿平(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 490036007 男子高校・一般1日目 走幅跳 男子高校・一般2日目 １００ｍ
1680 兵　庫 佛教大 1647 小畑　匡輝(3) ｺﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 男子 490038001 男子高校・一般2日目 走幅跳
1681 和歌山 佛教大 1655 林　昂亮(2) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 男子 490038002 男子高校・一般2日目 走幅跳
1682 奈　良 中京大 473 岡本　真太朗(4) ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 490043001 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校・一般2日目 １１０ｍＨ(1.067m)
1683 奈　良 奈良教育大 393 大塚　萌実(3) ｵｵﾂｶ ﾒｸﾞﾐ 女子 490044001 女子高校・一般1日目 １００ｍ
1684 大　阪 大阪経済大 1607 藤井　南希(9) ﾌｼﾞｲ ﾐﾅｷ 男子 490055001 男子高校・一般1日目 ２００ｍ
1685 奈　良 奈良学園大 1333 ??村　直人(3) ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 男子 490061001 男子共通1日目 ８００ｍ
1686 奈　良 環太平洋大 1291 新名　彩乃(1) ｼﾝﾐｮｳ　ｱﾔﾉ 女子 490065001 女子高校・一般1日目 走高跳
1687 奈　良 立教大 3373 臼井　悠真(2) ｳｽｲ ﾕﾏ 男子 490066001 男子高校・一般1日目 走高跳
1688 京　都 京都文教大 4203 河原　幹太郎(1) ｶﾜﾊﾗ　ｶﾝﾀﾛｳ 男子 490067001 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1689 京　都 京都文教大 4202 橋爪　佑太(1) ﾊｼﾂﾒ　ﾕｳﾀ 男子 490067002 男子高校・一般1日目 １００ｍ
1690 京　都 京都文教大 4205 藤本　翼(1) ﾌｼﾞﾓﾄ　ﾂﾊﾞｻ 男子 490067003 男子共通1日目 ８００ｍ


