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第73回奈良市民体育大会
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 奈　良 都祁中 51 井上　武蔵(3) ｲﾉｳｴ　ﾑｻｼ 男子 290051001 男子中学2.3年 走高跳
2 奈　良 都祁中 51 吉田　陸哉(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 男子 290051002 男子中学2.3年 走高跳 男子中学2.3年 １００ｍ
3 奈　良 都祁中 51 福西　伸哉(3) ﾌｸﾆｼ ｼﾝﾔ 男子 290051003 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
4 奈　良 都祁中 51 玉岡　俊介(2) ﾀﾏｵｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 290051004 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
5 奈　良 都祁中 51 脇山　響輝(2) ﾜｷﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子 290051005 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
6 奈　良 都祁中 51 秋野　樹輝(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭｷ 男子 290051006 男子中学2.3年 走幅跳
7 奈　良 都祁中 51 中村　陸来(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 290051007 男子中学2.3年 走幅跳 男子中学2.3年 ２００ｍ
8 奈　良 都祁中 51 ?保　厚輔(2) ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 男子 290051008 男子中学2.3年 ４００ｍ
9 奈　良 都祁中 51 稲﨑　泰一(1) ｲﾅｻﾞｷ ﾀｲﾁ 男子 290051009 男子中学1年 １００ｍ 男子中学1年 走幅跳
10 奈　良 都祁中 51 西野　琢真(1) ﾆｼﾉ ﾀｸﾏ 男子 290051010 男子中学1年 １５００ｍ 男子中学1年 走幅跳
11 奈　良 都祁中 51 吉田　翔維(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲ 男子 290051011 男子中学1年 １００ｍ
12 奈　良 都祁中 51 乾谷　こころ(3) ｲﾇｲﾀﾞﾆ ｺｺﾛ 女子 290051012 女子中学2.3年 走幅跳 女子中学2.3年 １００ｍ
13 奈　良 都祁中 51 大西　愛音(2) ｵｵﾆｼ ｱｲﾈ 女子 290051013 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg) 女子中学2.3年 走高跳
14 奈　良 都祁中 51 田中　小葉(2) ﾀﾅｶ ｺﾉﾊ 女子 290051014 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 ２００ｍ
15 奈　良 都祁中 51 西岡　優来(2) ﾆｼｵｶ ﾕﾗ 女子 290051015 女子中学2.3年 走幅跳 女子中学2.3年 ２００ｍ
16 奈　良 都祁中 51 小池　幸奈(1) ｺｲｹ ﾕｷﾅ 女子 290051016 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 走幅跳
17 奈　良 都祁中 51 西本　真奈美(1) ﾆｼﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 290051017 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 ８００ｍ
18 奈　良 都祁中 51 平谷　智澪(1) ﾋﾗﾀﾆ ﾄﾓﾐ 女子 290051018 女子中学1年 走幅跳
19 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2.3年 １００ｍ
20 奈　良 奈良学登美丘中 113 川口　愛央(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 290113002 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 走幅跳
21 奈　良 育英西中 114 森田　春音(3) ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾈ 女子 290114001 女子中学2.3年 １００ｍ
22 奈　良 育英西中 114 松田　歩(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 290114002 女子中学2.3年 １００ｍ
23 奈　良 平城東中 115 田原　歩睦(3) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 290115001 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
24 奈　良 平城東中 115 嘉味本　謙信(3) ｶﾐﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 男子 290115002 男子中学2.3年 ３０００ｍ
25 奈　良 平城東中 115 寺田　匠汰(3) ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 290115003 男子中学2.3年 ８００ｍ
26 奈　良 平城東中 115 奥山　太揮(3) ｵｸﾔﾏ ﾀｲｷ 男子 290115004 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 走幅跳
27 奈　良 平城東中 115 田中　佑昇(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 290115005 男子中学2.3年 走高跳 男子中学2.3年 走幅跳
28 奈　良 平城東中 115 澤邊　風雅(2) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 290115006 男子中学2.3年 ２００ｍ
29 奈　良 都跡中 116 吉川　怜花(3) ﾖｼｶﾜ ﾚｲｶ 女子 290116001 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
30 奈　良 都跡中 116 岡本　彩楽(1) ｵｶﾓﾄ ｻﾗ 女子 290116002 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 走幅跳
31 奈　良 飛鳥中 118 反田　嘉洸(3) ﾀﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 290118001 男子中学2.3年 ３０００ｍ
32 奈　良 飛鳥中 118 西本　晴風(3) ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 男子 290118002 男子中学2.3年 走幅跳
33 奈　良 飛鳥中 118 加納　凛太郎(3) ｶﾉｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290118003 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
34 奈　良 飛鳥中 118 迫　勇人(3) ｻｺ ﾕｳﾄ 男子 290118004 男子中学2.3年 １００ｍ
35 奈　良 飛鳥中 118 藏之上　大雅(3) ｸﾗﾉｳｴ ﾀｲｶﾞ 男子 290118005 男子中学2.3年 ２００ｍ
36 奈　良 飛鳥中 118 梅野　朔太郎(3) ｳﾒﾉ ｻｸﾀﾛｳ 男子 290118006 男子中学2.3年 ８００ｍ
37 奈　良 飛鳥中 118 山田　晟穂(3) ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾎ 男子 290118007 男子中学2.3年 ８００ｍ
38 奈　良 飛鳥中 118 村田　吉男(3) ﾑﾗﾀ ﾖｼｵ 男子 290118008 男子中学2.3年 １００ｍ
39 奈　良 飛鳥中 118 米田　真翔(3) ﾖﾈﾀﾞ ﾏﾅﾄ 男子 290118009 男子中学2.3年 ４００ｍ
40 奈　良 飛鳥中 118 中　飛龍翔(2) ﾅｶ ﾋﾛﾄ 男子 290118010 男子中学2.3年 ２００ｍ
41 奈　良 飛鳥中 118 荒木　菜々子(1) ｱﾗｷ ﾅﾅｺ 女子 290118011 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 ８００ｍ
42 奈　良 飛鳥中 118 東田　いくみ(1) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 290118012 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 ８００ｍ
43 奈　良 富雄南中 119 大門　晃士(3) ﾀﾞｲﾓﾝ  ｱｷﾄ 男子 290119001 男子中学2.3年 ３０００ｍ
44 奈　良 富雄南中 119 長田　悠吾(3) ﾅｶﾞﾀ  ﾕｳｺﾞ 男子 290119002 男子中学2.3年 ３０００ｍ
45 奈　良 富雄南中 119 植田　聖平(3) ｳｴﾀﾞ　ｼｮｳﾍｲ 男子 290119003 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
46 奈　良 富雄南中 119 米田　優雅(3) ﾖﾈﾀﾞ　ﾕｳｶﾞ 男子 290119004 男子中学2.3年 走高跳
47 奈　良 富雄南中 119 黒田　智央(3) ｸﾛﾀﾞ　ﾄﾓｵ 男子 290119005 男子中学2.3年 走高跳
48 奈　良 富雄南中 119 松井　勇翔(2) ﾏﾂｲ　ﾕｳｼｮｳ 男子 290119006 男子中学2.3年 １００ｍ
49 奈　良 富雄南中 119 富田　雅晴(2) ﾄﾐﾀ　ﾏｻﾊﾙ 男子 290119007 男子中学2.3年 １００ｍ
50 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2.3年 ２００ｍ
51 奈　良 富雄南中 119 櫻井　湊(2) ｻｸﾗｲ  ﾐﾅﾄ 男子 290119009
52 奈　良 富雄南中 119 前田　真斗(3) ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 290119010 男子中学2.3年 ２００ｍ
53 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2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 ２００ｍ
54 奈　良 富雄南中 119 森本　華樹(3) ﾓﾘﾓﾄ　ｶﾘﾅ 女子 290119012 女子中学2.3年 ８００ｍ
55 奈　良 富雄南中 119 羽野　江美(3) ﾊﾉ　ｴﾐ 女子 290119013 女子中学2.3年 走幅跳 女子中学2.3年 １００ｍ
56 奈　良 富雄南中 119 大幸　日奈(2) ﾀﾞｲｺｳ　ﾋﾅ 女子 290119014 女子中学2.3年 ８００ｍ 女子中学2.3年 走高跳
57 奈　良 富雄南中 119 岡本　彩音(2) ｵｶﾓﾄ　ｱﾔﾈ 女子 290119015 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg) 女子中学2.3年 ２００ｍ
58 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2.3年 砲丸投(2.721kg)
59 奈　良 富雄南中 119 出嶋　耕喜(3) ﾃﾞｼﾞﾏ ｺｳｷ 男子 290119017 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
60 奈　良 富雄南中 119 浦西　柊羽(1) ｳﾗﾆｼ ｼｭｳ 男子 290119018
61 奈　良 富雄南中 119 岡村　維佐(1) ｵｶﾑﾗ ｲｻ 男子 290119019
62 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
63 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年 走幅跳
64 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年 走幅跳
65 奈　良 富雄南中 119 野村　悠貴(1) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290119023
66 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年 １５００ｍ
67 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年 １００ｍ
68 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年 １００ｍ
69 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
70 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年 １５００ｍ
71 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年 走幅跳
72 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年 走幅跳
73 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年 １００ｍ
74 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年 １００ｍ
75 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年 ８００ｍ
76 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年 ８００ｍ
77 奈　良 伏見中 120 植野　悠也(3) ｳｴﾉ ﾕｳﾔ 男子 290120001 男子中学2.3年 ２００ｍ
78 奈　良 伏見中 120 大槻　祐翔(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ 男子 290120002 男子中学2.3年 ３０００ｍ
79 奈　良 伏見中 120 永上　晴輝(3) ﾅｶﾞｳｴ ﾊﾙｷ 男子 290120003 男子中学2.3年 ３０００ｍ
80 奈　良 伏見中 120 中村　聡(3) ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 男子 290120004 男子中学2.3年 ８００ｍ
81 奈　良 伏見中 120 西田　来立(3) ﾆｼﾀﾞ ｶﾑﾂ 男子 290120005 男子中学2.3年 ８００ｍ
82 奈　良 伏見中 120 細川　慧悟(3) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 290120006 男子中学2.3年 １００ｍ
83 奈　良 伏見中 120 山本　凱生(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 男子 290120007
84 奈　良 伏見中 120 山本　大翔(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 男子 290120008 男子中学2.3年 １００ｍ
85 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2.3年 走幅跳
86 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2.3年 走幅跳
87 奈　良 伏見中 120 奥田　裕人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290120011
88 奈　良 伏見中 120 箸尾　泰良(2) ﾊｼｵ ﾀｲﾗ 男子 290120012
89 奈　良 伏見中 120 原口　昂輝(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 290120013
90 奈　良 伏見中 120 樋口　夢叶(2) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 290120014
91 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2.3年 走高跳
92 奈　良 伏見中 120 松本　晶(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 男子 290120016
93 奈　良 伏見中 120 森下　諏音(2) ﾓﾘｼﾀ ｼｭｵﾝ 男子 290120017
94 奈　良 伏見中 120 矢部　亨(2) ﾔﾍﾞ ﾄｵﾙ 男子 290120018 男子中学2.3年 ２００ｍ
95 奈　良 伏見中 120 荊木　和希(1) ｲﾊﾞﾗｷ ｶｽﾞｷ 男子 290120019
96 奈　良 伏見中 120 上島　有翔(1) ｳｴｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 男子 290120020
97 奈　良 伏見中 120 楠瀨　貴大(1) ｸｽﾉｾ ﾀｶﾋﾛ 男子 290120021 男子中学1年 走幅跳
98 奈　良 伏見中 120 高橋　颯(1) ﾀｶﾊｼ ｿｳ 男子 290120022
99 奈　良 伏見中 120 髙部　尚輝(1) ﾀｶﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 290120023 男子中学1年 １５００ｍ
100 奈　良 伏見中 120 辻　海翔(1) ﾂｼﾞ ｶｲﾄ 男子 290120024
101 奈　良 伏見中 120 常俊　匡希(1) ﾂﾈﾄｼ ﾏｻｷ 男子 290120025
102 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年 走幅跳
103 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年 １５００ｍ
104 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年 １００ｍ
105 奈　良 伏見中 120 服部　泰智(1) ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁ 男子 290120029
106 奈　良 伏見中 120 原　駿翔(1) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 290120030 男子中学1年 １００ｍ
107 奈　良 伏見中 120 藤原　歩(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 男子 290120031
108 奈　良 伏見中 120 両井口　輝(1) ﾓﾛｲｸﾞﾁ ﾗｲﾄ 男子 290120032
109 奈　良 伏見中 120 浦久保　咲希(3) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ 女子 290120033 女子中学2.3年 １００ｍ
110 奈　良 伏見中 120 大西　紗也加(3) ｵｵﾆｼ ｻﾔｶ 女子 290120034 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
111 奈　良 伏見中 120 小國　咲代(3) ｵｸﾞﾆ ｻﾖ 女子 290120035 女子中学2.3年 走幅跳
112 奈　良 伏見中 120 岸本　みかさ(3) ｷｼﾓﾄ ﾐｶｻ 女子 290120036 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
113 奈　良 伏見中 120 野﨑　美優(3) ﾉｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 290120037 女子中学2.3年 走高跳
114 奈　良 伏見中 120 橋本　奈都(3) ﾊｼﾓﾄ ﾅﾂ 女子 290120038 女子中学2.3年 １００ｍ
115 奈　良 伏見中 120 原　咲来(3) ﾊﾗ ｻｸﾗ 女子 290120039 女子中学2.3年 ２００ｍ
116 奈　良 伏見中 120 松本　亜依(3) ﾏﾂﾓﾄ ｱｲ 女子 290120040 女子中学2.3年 ８００ｍ
117 奈　良 伏見中 120 上田　彩殊花(2) ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 女子 290120041
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118 奈　良 伏見中 120 芝野　さくら(2) ｼﾊﾞﾉ ｻｸﾗ 女子 290120042
119 奈　良 伏見中 120 辻　ありさ(2) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ 女子 290120043 女子中学2.3年 走高跳
120 奈　良 伏見中 120 中村　碧音(2) ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾈ 女子 290120044 女子中学2.3年 ８００ｍ
121 奈　良 伏見中 120 初岡　仁美(2) ﾊﾂｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 290120045 女子中学2.3年 走幅跳
122 奈　良 伏見中 120 前田　陽南子(2) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅｺ 女子 290120046
123 奈　良 伏見中 120 松阪　奈央(2) ﾏﾂｻｶ ﾅｵ 女子 290120047
124 奈　良 伏見中 120 松本　菜月(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 290120048
125 奈　良 伏見中 120 村上　ひなの(2) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾅﾉ 女子 290120049 女子中学2.3年 ２００ｍ
126 奈　良 伏見中 120 井澤　彩花(1) ｲｻﾞﾜ ｱﾔｶ 女子 290120050
127 奈　良 伏見中 120 川本　栞(1) ｶﾜﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 290120051 女子中学1年 １００ｍ
128 奈　良 伏見中 120 關　佳奈子(1) ｾｷ ｶﾅｺ 女子 290120052
129 奈　良 伏見中 120 竹夛　聡環(1) ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ 女子 290120053 女子中学1年 １００ｍ
130 奈　良 伏見中 120 西森　礼佳(1) ﾆｼﾓﾘ ｱﾔｶ 女子 290120054 女子中学1年 ８００ｍ
131 奈　良 伏見中 120 林　澄玲(1) ﾊﾔｼ ｽﾐﾚ 女子 290120055 女子中学1年 ８００ｍ
132 奈　良 伏見中 120 藤崎　愛奈(1) ﾌｼﾞｻｷ ﾏﾅ 女子 290120056
133 奈　良 伏見中 120 古澤　佑佳(1) ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｶ 女子 290120057
134 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年 走幅跳
135 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年 走幅跳
136 奈　良 伏見中 120 吉川　綾音(1) ﾖｼｶﾜ ｱﾔﾈ 女子 290120060
137 奈　良 富雄中 121 吉田惟人(3) ﾖｼﾀﾞﾕｲﾄ 男子 290121001 男子中学2.3年 ３０００ｍ
138 奈　良 富雄中 121 川崎勇飛(3) ｶﾜｻｷﾕｳﾋ 男子 290121002 男子中学2.3年 ８００ｍ
139 奈　良 富雄中 121 森口翔太(2) ﾓﾘｸﾞﾁｼｮｳﾀ 男子 290121003 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
140 奈　良 富雄中 121 大野元暉(1) ｵｵﾉﾓﾄｷ 男子 290121004 男子中学1年 １００ｍ
141 奈　良 富雄中 121 枝木葵(3) ｴﾀﾞｷｱｵｲ 女子 290121005 女子中学2.3年 ２００ｍ
142 奈　良 富雄中 121 岡村花生(3) ｵｶﾑﾗﾊﾅｵ 女子 290121006 女子中学2.3年 ８００ｍ 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
143 奈　良 富雄中 121 岡村帆帆子(3) ｵｶﾑﾗﾎﾎｺ 女子 290121007 女子中学2.3年 ８００ｍ 女子中学2.3年 走幅跳
144 奈　良 富雄中 121 西野真梨(3) ﾆｼﾉﾏﾘ 女子 290121008 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 走幅跳
145 奈　良 富雄中 121 松田菜々花(3) ﾏﾂﾀﾞﾅﾅｶ 女子 290121009 女子中学2.3年 ２００ｍ
146 奈　良 富雄中 121 山本莉緒(3) ﾔﾏﾓﾄﾘｵ 女子 290121010 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
147 奈　良 富雄中 121 角田麗衣(1) ﾂﾉﾀﾞﾚｲ 女子 290121011 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 ８００ｍ
148 奈　良 登美ヶ丘北中 122 東口　七彩(3) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾅｻ 女子 290122001 女子中学2.3年 ２００ｍ 女子中学2.3年 走高跳
149 奈　良 登美ヶ丘北中 122 伊藤　芹菜(3) ｲﾄｳ ｾﾘﾅ 女子 290122002 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 ２００ｍ
150 奈　良 登美ヶ丘北中 122 田中　咲良(2) ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 女子 290122003 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 走幅跳
151 奈　良 帝塚山中 124 阪上　直登(3) ｻｶｳｴ ﾅｵﾄ 男子 290124001 男子中学2.3年 ２００ｍ
152 奈　良 帝塚山中 124 藤井　七海斗(3) ﾌｼﾞｲ ﾅﾐﾄ 男子 290124002 男子中学2.3年 ８００ｍ
153 奈　良 帝塚山中 124 松尾　和樹(3) ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 男子 290124003
154 奈　良 帝塚山中 124 丸岡　凌太(3) ﾏﾙｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 290124004 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
155 奈　良 帝塚山中 124 山住　知輝(3) ﾔﾏｽﾞﾐ ﾄﾓｷ 男子 290124005 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
156 奈　良 帝塚山中 124 堀内　碧仁(3) ﾎﾘｳﾁ ｱｵﾄ 男子 290124006 男子中学2.3年 ３０００ｍ
157 奈　良 帝塚山中 124 吉岡　謙志郎(3) ﾖｼｵｶ ｹﾝｼﾛｳ 男子 290124007 男子中学2.3年 １００ｍ
158 奈　良 帝塚山中 124 近藤　彩香(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｻｲｶ 女子 290124008 女子中学2.3年 ２００ｍ
159 奈　良 帝塚山中 124 田村　梨帆(3) ﾀﾑﾗ ﾘﾎ 女子 290124009
160 奈　良 帝塚山中 124 増田　絵玲奈(3) ﾏｽﾀﾞ ｴﾚﾅ 女子 290124010 女子中学2.3年 走幅跳
161 奈　良 帝塚山中 124 桑原　里紗(3) ｸﾜﾊﾗ ﾘｻ 女子 290124011 女子中学2.3年 １００ｍ
162 奈　良 帝塚山中 124 静川　琴音(3) ｼｽﾞｶﾜ ｺﾄﾈ 女子 290124012 女子中学2.3年 走幅跳
163 奈　良 帝塚山中 124 梶山　りん(3) ｶｼﾞﾔﾏ ﾘﾝ 女子 290124013 女子中学2.3年 １００ｍ
164 奈　良 帝塚山中 124 森山　結禾(3) ﾓﾘﾔﾏ ﾕｲｶ 女子 290124014 女子中学2.3年 ２００ｍ
165 奈　良 帝塚山中 124 横見　百香(3) ﾖｺﾐ ﾓﾓｶ 女子 290124015
166 奈　良 帝塚山中 124 川原　光樹(2) ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂｷ 男子 290124016
167 奈　良 帝塚山中 124 髙井　建太朗(2) ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290124017 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ４００ｍ
168 奈　良 帝塚山中 124 高瀨　凌空(2) ﾀｶｾ ﾘｸ 男子 290124018 男子中学2.3年 ２００ｍ
169 奈　良 帝塚山中 124 平原　成都(2) ﾋﾗﾊﾗ ﾅﾙﾄ 男子 290124019
170 奈　良 帝塚山中 124 花田　望(2) ﾊﾅﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 男子 290124020 男子中学2.3年 ３０００ｍ
171 奈　良 帝塚山中 124 文　世仁(2) ﾌﾞﾝ ｾｲﾝ 男子 290124021 男子中学2.3年 ８００ｍ
172 奈　良 帝塚山中 124 廣理　遥花(2) ﾋﾛﾘ ﾊﾙｶ 女子 290124022
173 奈　良 帝塚山中 124 望月　美里(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｻﾄ 女子 290124023
174 奈　良 帝塚山中 124 池尻　静香(2) ｲｹｼﾞﾘ ｼｽﾞｶ 女子 290124024
175 奈　良 帝塚山中 124 藤原　ひなた(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 290124025
176 奈　良 帝塚山中 124 椋木　菜々子(2) ﾑｸﾉｷ ﾅﾅｺ 女子 290124026
177 奈　良 帝塚山中 124 小森　慶人(1) ｺﾓﾘ ﾖｼﾄ 男子 290124027 男子中学1年 １００ｍ
178 奈　良 帝塚山中 124 鳥浜　友貴(1) ﾄﾘﾊﾏ ﾄﾓｷ 男子 290124028 男子中学1年 １００ｍ
179 奈　良 田原中 125 植　羽立(3) ｳｴｳﾀ 男子 290125001 男子中学2.3年 ２００ｍ
180 奈　良 田原中 125 北浦　翔太(3) ｷﾀｳﾗｼｮｳﾀ 男子 290125002 男子中学2.3年 １００ｍ
181 奈　良 田原中 125 上岡　賢成(3) ｳｴｵｶｹﾝｾｲ 男子 290125003 男子中学2.3年 １００ｍ
182 奈　良 田原中 125 大西　萌里(2) ｵｵﾆｼﾓｴﾘ 女子 290125004 女子中学2.3年 １００ｍ
183 奈　良 田原中 125 辻口　日菜(2) ﾂｼﾞｸﾞﾁﾋﾅ 女子 290125005 女子中学2.3年 １００ｍ
184 奈　良 二名中 128 東　大樹(3) ｱｽﾞﾏ　ﾀﾞｲｷ 男子 290128001 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
185 奈　良 二名中 128 巽　航輝(3) ﾀﾂﾐ　ｺｳｷ 男子 290128002 男子中学2.3年 ４００ｍ 男子中学2.3年 ８００ｍ
186 奈　良 二名中 128 三谷　海輝(3) ﾐﾀﾆ　ｶｲｷ 男子 290128003 男子中学2.3年 走高跳
187 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2.3年 砲丸投(5.000kg)
188 奈　良 二名中 128 山崎　颯斗(3) ﾔﾏｻｷ　ﾊﾔﾄ 男子 290128005 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 走高跳
189 奈　良 二名中 128 堀　弘亮(3) ﾎﾘ　ｺｳｽｹ 男子 290128006 男子中学2.3年 ８００ｍ
190 奈　良 二名中 128 亀島　大也(3) ｶﾒｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾔ 男子 290128007 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
191 奈　良 二名中 128 向山　愛都(2) ﾑｶｲﾔﾏ　ﾏﾅﾄ 男子 290128008
192 奈　良 二名中 128 三宅　康生(2) ﾐﾔｹ　ｺｳｾｲ 男子 290128009
193 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2.3年 走幅跳
194 奈　良 二名中 128 前川　勇太(2) ﾏｴｶﾞﾜ　ﾕｳﾀ 男子 290128011
195 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2.3年 ３０００ｍ
196 奈　良 二名中 128 植田　夏輝(2) ｳｴﾀﾞ　ﾅﾂｷ 男子 290128013
197 奈　良 二名中 128 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ　ﾚﾝ 男子 290128014 男子中学2.3年 ２００ｍ 男子中学2.3年 ４００ｍ
198 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2.3年 ３０００ｍ
199 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2.3年 走幅跳
200 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1年 １５００ｍ 男子中学1年 走幅跳
201 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1年 走幅跳
202 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1年 １５００ｍ
203 奈　良 二名中 128 平　陽向(1) ﾀｲﾗ　ﾋｭｳｶﾞ 男子 290128020
204 奈　良 二名中 128 平井　雄基(1) ﾋﾗｲ　ﾕｳｷ 男子 290128021 男子中学1年 １００ｍ
205 奈　良 二名中 128 田中　洋規(1) ﾀﾅｶ　ﾋﾛｷ 男子 290128022 男子中学1年 １００ｍ
206 奈　良 二名中 128 八ッ本　小稟(3) ﾔﾂﾓﾄ　ｺﾘﾝ 女子 290128023 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 ２００ｍ
207 奈　良 二名中 128 藤田　結子(3) ﾌｼﾞﾀ　ﾕｲｺ 女子 290128024 女子中学2.3年 ８００ｍ 女子中学2.3年 走幅跳
208 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2.3年 砲丸投(2.721kg)
209 奈　良 二名中 128 巽　愛莉(3) ﾀﾂﾐ　ｱｲﾘ 女子 290128026 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
210 奈　良 二名中 128 鷺阪　萌里(3) ｻｷﾞｻｶ　ﾓｴﾘ 女子 290128027
211 奈　良 二名中 128 後藤　愛(3) ｺﾞﾄｳ　ｱｲ 女子 290128028 女子中学2.3年 走高跳
212 奈　良 二名中 128 安井　瑛香(3) ﾔｽｲ　ｴｲｶ 女子 290128029 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 ８００ｍ
213 奈　良 二名中 128 畠山　香椰(3) ﾊﾀｹﾔﾏ　ｶﾔ 女子 290128030 女子中学2.3年 走幅跳
214 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2.3年 走高跳
215 奈　良 二名中 128 北　恵里香(2) ｷﾀ　ｴﾘｶ 女子 290128032
216 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2.3年 ２００ｍ
217 奈　良 二名中 128 鎗本　優来(2) ﾔﾘﾓﾄ　ﾕﾗ 女子 290128034
218 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1年 １００ｍ 女子中学1年 走幅跳
219 奈　良 二名中 128 井上　沙耶(1) ｲﾉｳｴ　ｻﾔ 女子 290128036
220 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1年 走幅跳
221 奈　良 二名中 128 上野　結華(1) ｳｴﾉ　　ﾕｳｶ 女子 290128038
222 奈　良 二名中 128 桝田　瑛奈(1) ﾏｽﾀﾞ　ｱｷﾅ 女子 290128039 女子中学1年 １００ｍ
223 奈　良 二名中 128 阪上　菜名(1) ｻｶｶﾞﾐ　ﾅﾅ 女子 290128040 女子中学1年 ８００ｍ
224 奈　良 二名中 128 藤森　あい(1) ﾌｼﾞﾓﾘ　ｱｲ 女子 290128041 女子中学1年 ８００ｍ
225 奈　良 三笠中 131 亀井　優利(3) ｶﾒｲ ﾏｻﾄｼ 男子 290131001 男子中学2.3年 走高跳
226 奈　良 三笠中 131 米満　丈翔(3) ﾖﾈﾐﾂ ﾀｹﾙ 男子 290131002 男子中学2.3年 走幅跳
227 奈　良 三笠中 131 西田　達彦(3) ﾆｼﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 男子 290131003 男子中学2.3年 １００ｍ
228 奈　良 三笠中 131 玉置　晴太郎(3) ﾀﾏｵｷｾｲﾀﾛｳ 男子 290131004 男子中学2.3年 走幅跳
229 奈　良 三笠中 131 佐々木　祥吾(3) ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ 男子 290131005 男子中学2.3年 ２００ｍ 男子中学2.3年 ４００ｍ
230 奈　良 三笠中 131 中西　優希(3) ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 男子 290131006 男子中学2.3年 ８００ｍ 男子中学2.3年 ４００ｍ
231 奈　良 三笠中 131 佐竹　響太(3) ｻﾀｹ ｷｮｳﾀ 男子 290131007 男子中学2.3年 走高跳
232 奈　良 三笠中 131 杉江　遥大(3) ｽｷﾞｴ ﾊﾙﾄ 男子 290131008 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
233 奈　良 三笠中 131 大谷　一咲(2) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 男子 290131009 男子中学2.3年 ８００ｍ
234 奈　良 三笠中 131 石原　斗也(2) ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾔ 男子 290131010 男子中学2.3年 ３０００ｍ



Page:3
2019/05/07 7:14 

第73回奈良市民体育大会
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
235 奈　良 三笠中 131 名迫　樹(2) ﾅｻｺ ﾀﾂｷ 男子 290131011 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
236 奈　良 三笠中 131 竹村　太一(2) ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 290131012 男子中学2.3年 １００ｍ
237 奈　良 三笠中 131 坂原　佑紀(2) ｻｶﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 290131013 男子中学2.3年 ２００ｍ
238 奈　良 三笠中 131 森本　哲彦(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾂﾋｺ 男子 290131014 男子中学2.3年 ３０００ｍ
239 奈　良 三笠中 131 三谷　怜央(1) ﾐﾀﾆ ﾚｵ 男子 290131015 男子中学1年 走幅跳
240 奈　良 三笠中 131 原　駿稀(1) ﾊﾗﾄｼｷ 男子 290131016 男子中学1年 走幅跳
241 奈　良 三笠中 131 黒岡　羚雅(1) ｸﾛｵｶ ﾚｲｶﾞ 男子 290131017 男子中学1年 １００ｍ
242 奈　良 三笠中 131 松山(1) ﾏﾂﾔﾏ 男子 290131018 男子中学1年 １００ｍ
243 奈　良 三笠中 131 松葉　優希(3) ﾏﾂﾊﾞ ﾕｷ 女子 290131019 女子中学2.3年 ２００ｍ
244 奈　良 三笠中 131 鈴木　咲希(3) ｽｽﾞｷ ｻｷ 女子 290131020 女子中学2.3年 １００ｍ
245 奈　良 三笠中 131 山田　奏菜(3) ﾔﾏﾀﾞ ｿﾅ 女子 290131021 女子中学2.3年 走高跳
246 奈　良 三笠中 131 西村　夏(3) ﾆｼﾑﾗ ﾅﾂ 女子 290131022 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
247 奈　良 三笠中 131 武田　光里(3) ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾘ 女子 290131023 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
248 奈　良 三笠中 131 松島　みのり(3) ﾏﾂｼﾏ ﾐﾉﾘ 女子 290131024 女子中学2.3年 走幅跳
249 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2.3年 ２００ｍ
250 奈　良 三笠中 131 横井　葵(2) ﾖｺｲ ｱｵｲ 女子 290131026 女子中学2.3年 走幅跳
251 奈　良 三笠中 131 谷澤　美咲(2) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾐｻｷ 女子 290131027 女子中学2.3年 ８００ｍ
252 奈　良 三笠中 131 伊戸　奈摘(2) ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 女子 290131028 女子中学2.3年 １００ｍ
253 奈　良 三笠中 131 北田　朱希(2) ｷﾀﾀﾞ ﾄｷ 女子 290131029 女子中学2.3年 走高跳
254 奈　良 三笠中 131 松本　晴衣(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｴ 女子 290131030 女子中学1年 走幅跳
255 奈　良 三笠中 131 白波瀬　歩実(1) ｼﾗﾊｾ ｱﾕﾐ 女子 290131031 女子中学1年 １００ｍ
256 奈　良 三笠中 131 山形　真子(1) ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｺ 女子 290131032 女子中学1年 １００ｍ
257 奈　良 三笠中 131 田中　満唯(1) ﾀﾅｶ ﾏｲ 女子 290131033 女子中学1年 走幅跳
258 奈　良 若草中 132 稲田　空悟(3) ｲﾅﾀﾞ ｸｳｺﾞ 男子 290132001 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
259 奈　良 都南中 133 磯田　穂(3) ｲｿﾀﾞ ﾐﾉﾘ 女子 290133001 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
260 奈　良 都南中 133 松浦　帆乃夏(3) ﾏﾂｳﾗ ﾎﾉｶ 女子 290133002 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 ２００ｍ
261 奈　良 都南中 133 横山　芽生(3) ﾖｺﾔﾏ ﾒｲ 女子 290133003 女子中学2.3年 砲丸投(2.721kg)
262 奈　良 都南中 133 福元　心華(3) ﾌｸﾓﾄ ｺﾉｶ 女子 290133004 女子中学2.3年 ８００ｍ
263 奈　良 都南中 133 前田　冬優花(3) ﾏｴﾀﾞ ﾌﾕﾊ 女子 290133005 女子中学2.3年 走幅跳 女子中学2.3年 ２００ｍ
264 奈　良 都南中 133 丸山　優空(3) ﾏﾙﾔﾏ ﾕﾗ 女子 290133006 女子中学2.3年 １００ｍ
265 奈　良 都南中 133 中森　愛菜(2) ﾅｶﾓﾘ ｱｲﾅ 女子 290133007 女子中学2.3年 走幅跳
266 奈　良 都南中 133 髙本　里桜(2) ﾀｶﾓﾄ ﾘｵ 女子 290133008 女子中学2.3年 走高跳
267 奈　良 都南中 133 押田　麻里菜(2) ｵｼﾀﾞ ﾏﾘﾅ 女子 290133009 女子中学2.3年 走高跳
268 奈　良 都南中 133 磯崎　夏希(1) ｲｿｻﾞｷ ﾅﾂｷ 女子 290133010
269 奈　良 都南中 133 竹之内　澪(1) ﾀｹﾉｳﾁ ﾐｵ 女子 290133011
270 奈　良 都南中 133 竹村　仁那(1) ﾀｹﾑﾗ ﾆﾅ 女子 290133012
271 奈　良 都南中 133 松田　栞菜(1) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 290133013
272 奈　良 都南中 133 西井　萌桃(1) ﾆｼｲ ﾓﾓ 女子 290133014
273 奈　良 都南中 133 森田　乃愛(1) ﾓﾘﾀ ﾉｱ 女子 290133015
274 奈　良 都南中 133 松井　心愛(1) ﾏﾂｲ ｺｺｱ 女子 290133016
275 奈　良 都南中 133 坂口　菜菜美(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 290133017 女子中学1年 １００ｍ
276 奈　良 都南中 133 青木　心美(1) ｱｵｷ ｺｺﾐ 女子 290133018 女子中学1年 走幅跳
277 奈　良 都南中 133 生島　寧音(1) ｲｸｼﾏ ﾈﾈ 女子 290133019
278 奈　良 都南中 133 奥田　美琉(1) ｵｸﾀﾞ ﾐﾘｭｳ 女子 290133020 女子中学1年 走幅跳
279 奈　良 都南中 133 景山　由菜(1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 290133021 女子中学1年 １００ｍ
280 奈　良 都南中 133 竹廣　夏恋(1) ﾀｹﾋﾛ ｶﾚﾝ 女子 290133022
281 奈　良 都南中 133 田中　星愛(1) ﾀﾅｶ ｾｱﾗ 女子 290133023
282 奈　良 都南中 133 森岡　裕菜(1) ﾓﾘｵｶ ﾕﾅ 女子 290133024
283 奈　良 都南中 133 安藤　僚耶(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 男子 290133025 男子中学1年 １００ｍ
284 奈　良 都南中 133 東雲　寿人(1) ｼﾉﾉﾒ ﾋｻﾄ 男子 290133026 男子中学1年 １００ｍ
285 奈　良 都南中 133 宮崎　健太郎(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290133027
286 奈　良 教育大付属中 134 赤瀬　京介(3) ｱｶｾ ｷｮｳｽｹ 男子 290134001 男子中学2.3年 ２００ｍ 男子中学2.3年 ４００ｍ
287 奈　良 教育大付属中 134 荒井　匠道(3) ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 男子 290134002 男子中学2.3年 走幅跳
288 奈　良 教育大付属中 134 入江　毬奈(3) ｲﾘｴ ﾏﾘﾅ 女子 290134003 女子中学2.3年 ２００ｍ
289 奈　良 教育大付属中 134 上田　葵(2) ｳｴﾀﾞ　ｱｵｲ 女子 290134004 女子中学2.3年 ２００ｍ
290 奈　良 教育大付属中 134 大槻　莉愛(2) ｵｵﾂｷ　ﾘﾅ 女子 290134005 女子中学2.3年 ８００ｍ
291 奈　良 教育大付属中 134 川本　千里(2) ｶﾜﾓﾄ　ﾁｻﾄ 女子 290134006 女子中学2.3年 １００ｍ
292 奈　良 教育大付属中 134 河井　陽(3) ｶﾜｲ ﾊﾙ 男子 290134007 男子中学2.3年 ２００ｍ
293 奈　良 教育大付属中 134 川原　聖矢(3) ｶﾜﾊﾗ ｾｲﾔ 男子 290134008 男子中学2.3年 ８００ｍ
294 奈　良 教育大付属中 134 清原　尚(2) ｷﾖﾊﾗ　ﾀｶｼ 男子 290134009 男子中学2.3年 ８００ｍ
295 奈　良 教育大付属中 134 竹村　藍凌(2) ﾀｹﾑﾗ　ｱｲﾙ 男子 290134010
296 奈　良 教育大付属中 134 田沢　優貴(3) ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 290134011 男子中学2.3年 ４００ｍ
297 奈　良 教育大付属中 134 田中　陽向(2) ﾀﾅｶ　ﾋﾅﾀ 女子 290134012
298 奈　良 教育大付属中 134 林　大地(3) ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 男子 290134013 男子中学2.3年 １００ｍ
299 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 290134014 男子中学2.3年 １００ｍ
300 奈　良 教育大付属中 134 森岡　泰成(3) ﾓﾘｵｶ ﾔｽﾅﾘ 男子 290134015 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
301 奈　良 教育大付属中 134 安田　琢(3) ﾔｽﾀ ﾀｸ 男子 290134016 男子中学2.3年 走幅跳
302 奈　良 教育大付属中 134 吉田　咲穂(3) ﾖｼﾀﾞ ｻﾎ 女子 290134017 女子中学2.3年 １００ｍ
303 奈　良 教育大付属中 134 矢川　敦士(3) ﾔｶﾞﾜ ｱﾂｼ 男子 290134018 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
304 奈　良 京西中 135 須藤　友樹(3) ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ 男子 290135001 男子中学2.3年 １００ｍ
305 奈　良 京西中 135 佐藤　瑠唯(3) ｻﾄｳ ﾙｲ 男子 290135002 男子中学2.3年 ２００ｍ
306 奈　良 京西中 135 武内　覇右(3) ﾀｹｳﾁ ﾊﾕｳ 男子 290135003 男子中学2.3年 ８００ｍ
307 奈　良 京西中 135 植田　渚沙(3) ｳｴﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 男子 290135004 男子中学2.3年 １００ｍ
308 奈　良 京西中 135 明石　亮汰(2) ｱｶｼ ﾘｮｳﾀ 男子 290135005 男子中学2.3年 砲丸投(5.000kg)
309 奈　良 京西中 135 布施　勇紀(2) ﾌｾ ﾕｳｷ 男子 290135006 男子中学2.3年 ２００ｍ
310 奈　良 京西中 135 三上　征成(2) ﾐｶﾐ ﾕｷﾅﾘ 男子 290135007 男子中学2.3年 ８００ｍ
311 奈　良 京西中 135 川邉　翔太(1) ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 290135008 男子中学1年 １００ｍ
312 奈　良 京西中 135 三國　純輝(1) ﾐｸﾆ ｱﾂｷ 男子 290135009 男子中学1年 １５００ｍ
313 奈　良 京西中 135 村井　敦(1) ﾑﾗｲ ｱﾂｼ 男子 290135010 男子中学1年 走幅跳
314 奈　良 京西中 135 山森　魁人(1) ﾔﾏﾓﾘ　ｶｲﾄ 男子 290135011 男子中学1年 １５００ｍ
315 奈　良 京西中 135 福田　晴誉(1) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 男子 290135012 男子中学1年 １００ｍ
316 奈　良 京西中 135 乾　琉泉斗(1) ｲﾇｲ ﾙｲﾄ 男子 290135013 男子中学1年 走幅跳
317 奈　良 京西中 135 中塩　友愛(2) ﾅｶｼｵ ﾕｱ 女子 290135014 女子中学2.3年 １００ｍ
318 奈　良 京西中 135 藤澤　りの(2) ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾉ 女子 290135015 女子中学2.3年 １００ｍ
319 奈　良 東大寺学園中 137 石田　匠(3) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 290137001
320 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2.3年 走幅跳
321 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2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
322 奈　良 東大寺学園中 137 大庭　直也(3) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 男子 290137004 男子中学2.3年 ８００ｍ
323 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2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
324 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
325 奈　良 東大寺学園中 137 河合　陸利(3) ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 男子 290137007
326 奈　良 東大寺学園中 137 川島　拓(3) ｶﾜｼﾏ ﾀｸ 男子 290137008
327 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2.3年 ４００ｍ 男子中学2.3年 走高跳
328 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2.3年 ８００ｍ
329 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
330 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2.3年 砲丸投(5.000kg)
331 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2.3年 走幅跳
332 奈　良 東大寺学園中 137 武田　康希(3) ﾀｹﾀﾞ ｺｳｷ 男子 290137014
333 奈　良 東大寺学園中 137 登美　豪優(3) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 290137015
334 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2.3年 走高跳
335 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
336 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
337 奈　良 東大寺学園中 137 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290137019
338 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2.3年 ４００ｍ
339 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 男子中学2.3年 ３０００ｍ
340 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2.3年 砲丸投(5.000kg)
341 奈　良 東大寺学園中 137 中井　知大(2) ﾅｶｲ ｻﾄﾙ 男子 290137023 男子中学2.3年 ３０００ｍ
342 奈　良 東大寺学園中 137 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 290137024
343 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
344 奈　良 東大寺学園中 137 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 290137026 男子中学1年 １５００ｍ
345 奈　良 東大寺学園中 137 清水　日陽(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 男子 290137027
346 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 290137028
347 奈　良 東大寺学園中 137 堀内　夢叶(1) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 290137029
348 奈　良 東大寺学園中 137 伊藤　凛太(1) ｲﾄｳ ﾘﾝﾀ 男子 290137030
349 奈　良 東大寺学園中 137 宇山　周(1) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 290137031
350 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 290137032 男子中学1年 １５００ｍ
351 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 290137033
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352 奈　良 東大寺学園中 137 中村　優希(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290137034 男子中学1年 １００ｍ
353 奈　良 東大寺学園中 137 初田　勇祐(1) ﾊﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 290137035
354 奈　良 東大寺学園中 137 清祐　恒太(1) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 290137036 男子中学1年 走幅跳
355 奈　良 東大寺学園中 137 黒松　慶斗(1) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 290137037 男子中学1年 １００ｍ
356 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 290137038
357 奈　良 東大寺学園中 137 杉本　実優(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕｳ 男子 290137039 男子中学1年 走幅跳
358 奈　良 平城中 139 豊島　俊介(3) ﾄﾖｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 男子 290139001 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 ２００ｍ
359 奈　良 平城中 139 多郷　欣優(2) ﾀｺﾞｳ ﾖｼﾏｻ 男子 290139002 男子中学2.3年 １００ｍ 男子中学2.3年 走幅跳
360 奈　良 平城中 139 胎中　隆太(1) ﾀｲﾅｶ ﾘｭｳﾀ 男子 290139003 男子中学1年 １００ｍ 男子中学1年 走幅跳
361 奈　良 平城中 139 笠谷　凛斗(1) ｶｻﾀﾆ ﾘﾝﾄ 男子 290139004 男子中学1年 走幅跳
362 奈　良 平城中 139 佐伯　彰仁(1) ｻｴｷ ｱｷﾄ 男子 290139005 男子中学1年 １００ｍ
363 奈　良 平城中 139 澤田　栞和(1) ｻﾜﾀﾞ ｶﾝﾅ 男子 290139006 男子中学1年 １５００ｍ
364 奈　良 平城中 139 胎中　友奈(3) ﾀｲﾅｶ ﾕｳﾅ 女子 290139007 女子中学2.3年 １００ｍ 女子中学2.3年 ２００ｍ
365 奈　良 平城中 139 永瀬　碧(1) ﾅｶﾞｾ ｱｵｲ 女子 290139008 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 走幅跳
366 奈　良 平城中 139 三輪　成実(1) ﾐﾜ ﾅﾙﾐ 女子 290139009 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 走幅跳
367 奈　良 平城高 98 岸　雄海(3) ｷｼ　ﾕｳﾅ 男子 290904001 男子高校 ４００ｍ 男子高校 走幅跳
368 奈　良 平城高 99 東野　祥士(3) ﾋｶﾞｼﾉ　ｼｮｳｼﾞ 男子 290904002 男子高校 １５００ｍ 男子高校 ５０００ｍ
369 奈　良 平城高 101 鈴木　健斗(3) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 男子 290904003 男子高校 ４００ｍ 男子高校 １５００ｍ
370 奈　良 平城高 103 清水　浩介(3) ｼﾐｽﾞ　ｺｳｽｹ 男子 290904004 男子高校 １５００ｍ 男子高校 ５０００ｍ
371 奈　良 平城高 106 上農　大生(3) ｶﾐﾉ　ﾀｲｷ 男子 290904005 男子高校 １５００ｍ 男子高校 ５０００ｍ
372 奈　良 平城高 107 喜田　澪哉(3) ｷﾀﾞ　ﾚｲﾔ 男子 290904006 男子高校 １５００ｍ 男子高校 ５０００ｍ
373 奈　良 平城高 108 岡崎　知史(2) ｵｶｻﾞｷ　ｻﾄｼ 男子 290904007 男子高校 ４００ｍ 男子高校 １５００ｍ
374 奈　良 平城高 110 冨田　大智(2) ﾄﾐﾀ　ﾀﾞｲﾁ 男子 290904008 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
375 奈　良 平城高 111 藤井　俊輔(2) ﾌｼﾞｲ　ｼｭﾝｽｹ 男子 290904009 男子高校 １００ｍ
376 奈　良 平城高 112 荒木　駿(2) ｱﾗｷ　ｼｭﾝ 男子 290904010 男子高校 １００ｍ
377 奈　良 平城高 114 市原　弓人(2) ｲﾁﾊﾗ　ﾕﾐﾄ 男子 290904011 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
378 奈　良 平城高 115 川原　大輝(2) ｶﾜﾊﾗ　ﾋﾛｷ 男子 290904012 男子高校 １００ｍ
379 奈　良 平城高 1 松田　想加(1) ﾏﾂﾀﾞ　ｿﾖｶ 女子 290904013 女子高校 １００ｍ
380 奈　良 一条高 37 伊藤　望(3) ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 男子 290926001 男子高校 １００ｍ
381 奈　良 一条高 38 柏原　巡(3) ｶｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾙ 男子 290926002 男子高校 走高跳
382 奈　良 一条高 39 立石　辰之輔(3) ﾀﾃｲｼ ｼﾝﾉｽｹ 男子 290926003 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
383 奈　良 一条高 40 茶谷　昇吾(3) ﾁｬﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 男子 290926004 男子高校 １５００ｍ
384 奈　良 一条高 41 東浦　拓真(3) ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾀｸﾏ 男子 290926005 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
385 奈　良 一条高 43 井上　直哉(2) ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ 男子 290926006 男子高校 １００ｍ
386 奈　良 一条高 44 井上　大和(2) ｲﾉｳｴ ﾔﾏﾄ 男子 290926007 男子高校 １００ｍ
387 奈　良 一条高 45 岡本　直輝(2) ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 290926008 男子高校 １００ｍ
388 奈　良 一条高 46 木村　亜悠夢(2) ｷﾑﾗ ｱﾕﾑ 男子 290926009 男子高校 １００ｍ
389 奈　良 一条高 47 中西　陸斗(2) ﾅｶﾆｼ ﾘｸﾄ 男子 290926010 男子高校 砲丸投(6.000kg)
390 奈　良 一条高 596 金子　恵大(1) ｶﾈｺ ｹｲﾀ 男子 290926011 男子高校 １００ｍ
391 奈　良 一条高 597 岸本　太陽(1) ｷｼﾓﾄ ﾀｲﾖｳ 男子 290926012 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
392 奈　良 一条高 598 篠原　大輝(1) ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 290926013 男子高校 １００ｍ
393 奈　良 一条高 599 髙橋　孝輔(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 男子 290926014 男子高校 １００ｍ
394 奈　良 一条高 600 冨永　健太(1) ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝﾀ 男子 290926015 男子高校 １５００ｍ
395 奈　良 一条高 601 中村　一翔(1) ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 290926016 男子高校 １００ｍ
396 奈　良 一条高 602 長谷川　貴司(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 男子 290926017 男子高校 １５００ｍ
397 奈　良 一条高 603 平井　俊輔(1) ﾋﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 290926018 男子高校 １００ｍ
398 奈　良 一条高 604 前更　予徹(1) ﾏｴﾊﾗ ﾕﾁｬｰ 男子 290926019 男子高校 砲丸投(6.000kg)
399 奈　良 一条高 605 山村　要詞(1) ﾔﾏﾑﾗ ﾖｳｼﾞ 男子 290926020 男子高校 １００ｍ 男子高校 砲丸投(6.000kg)
400 奈　良 一条高 22 杉本　麗光(3) ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ 女子 290926021 女子高校 砲丸投(4.000kg)
401 奈　良 一条高 23 谷口　蘭(3) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾗﾝ 女子 290926022 女子高校 １００ｍ 女子高校 走高跳
402 奈　良 一条高 24 吉田　佳奈(3) ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 女子 290926023 女子高校 砲丸投(4.000kg)
403 奈　良 一条高 25 井上　菜桜(2) ｲﾉｳｴ ﾅｵ 女子 290926024 女子高校 １００ｍ 女子高校 走幅跳
404 奈　良 一条高 26 今本　暖乃(2) ｲﾏﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 290926025 女子高校 走幅跳
405 奈　良 一条高 27 関戸　早希(2) ｾｷﾄﾞ ｻｷ 女子 290926026 女子高校 砲丸投(4.000kg)
406 奈　良 一条高 28 羽野　有香(2) ﾊﾉ ﾕｶ 女子 290926027 女子高校 ３０００ｍ
407 奈　良 一条高 29 和田　風音(2) ﾜﾀﾞ ｶｻﾞﾈ 女子 290926028 女子高校 １００ｍ
408 奈　良 一条高 307 柏原　史希(1) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾌﾐﾉ 女子 290926029 女子高校 走幅跳
409 奈　良 一条高 308 加藤　皐歩(1) ｶﾄｳ ｻﾎ 女子 290926030 女子高校 ２００ｍ
410 奈　良 一条高 309 中島　杏菜(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳﾅ 女子 290926031 女子高校 ２００ｍ
411 奈　良 一条高 310 フィルド　ジャスリン　メルセデ ﾌｨﾙﾄﾞ ｼﾞｬｽﾘﾝ ﾒﾙｾﾃﾞｽ 女子 290926032 女子高校 １００ｍ
412 奈　良 育英西高 114 堀内　あおい(3) ﾎﾁｳﾁ ｱｵｲ 女子 290927001 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
413 奈　良 育英西高 114 渡辺　茉結花(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｶ 女子 290927002 女子高校 １００ｍ
414 奈　良 帝塚山高 312 清水　聡太(3) ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 男子 290928001 男子高校 １５００ｍ
415 奈　良 帝塚山高 316 若野　直人(2) ﾜｶﾉ ﾅｵﾄ 男子 290928002 男子高校 ４００ｍ
416 奈　良 帝塚山高 314 崎谷　雄一朗(2) ｻｷﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 290928003 男子高校 １００ｍ
417 奈　良 帝塚山高 315 松尾　慎之介(2) ﾏﾂｵ ｼﾝﾉｽｹ 男子 290928004 男子高校 １００ｍ
418 奈　良 帝塚山高 313 伊藤　聡希(2) ｲﾄｳ ｻﾄｷ 男子 290928005
419 奈　良 帝塚山高 317 山東　太一(1) ｻﾝﾄｳ ﾀｲﾁ 男子 290928006 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
420 奈　良 帝塚山高 150 阿部　愛美(3) ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 女子 290928007 女子高校 ２００ｍ
421 奈　良 帝塚山高 151 安井　日菜(3) ﾔｽｲ ﾋﾅ 女子 290928008 女子高校 １００ｍ
422 奈　良 帝塚山高 152 玉井　理子(3) ﾀﾏｲ ﾘｺ 女子 290928009 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
423 奈　良 帝塚山高 153 吉森　たから(3) ﾖｼﾓﾘ ﾀｶﾗ 女子 290928010 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
424 奈　良 帝塚山高 154 泉川　文乃(3) ｲｽﾞﾐｶﾜ ｱﾔﾉ 女子 290928011 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
425 奈　良 帝塚山高 155 桑原　伶奈(2) ｸﾜﾊﾗ ﾚｲﾅ 女子 290928012 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
426 奈　良 帝塚山高 156 丸山　蒼空(2) ﾏﾙﾔﾏ ｿﾗ 女子 290928013 女子高校 ２００ｍ
427 奈　良 帝塚山高 157 小原　夢美(2) ｺﾊﾗ ﾕﾒﾐ 女子 290928014 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
428 奈　良 帝塚山高 158 山下　琴実(1) ﾔﾏｼﾀ ｺﾄﾐ 女子 290928015 女子高校 １００ｍ
429 奈　良 帝塚山高 159 吉森　いそら(1) ﾖｼﾓﾘ ｲｿﾗ 女子 290928016 女子高校 １００ｍ 女子高校 走幅跳
430 奈　良 帝塚山高 160 可児　愛友里(1) ｶﾆ ｱﾕﾘ 女子 290928017 女子高校 １００ｍ
431 奈　良 帝塚山高 161 古川　真衣(1) ﾌﾙｶﾜ ﾏｲ 女子 290928018 女子高校 １００ｍ 女子高校 走幅跳
432 奈　良 東大寺学園高 194 梶　慎介(3) ｶｼﾞ ｼﾝｽｹ 男子 290929001 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
433 奈　良 東大寺学園高 195 髙橋　颯太(3) ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 男子 290929002 男子高校 １００ｍ
434 奈　良 東大寺学園高 196 西籔　優一(3) ﾆｼﾔﾌﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 290929003 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
435 奈　良 東大寺学園高 197 若松　駿(3) ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ 男子 290929004 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
436 奈　良 東大寺学園高 198 今村　仁陽(2) ｲﾏﾑﾗ ｷﾐﾀｶ 男子 290929005 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
437 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 290929006 男子高校 １５００ｍ 男子高校 ５０００ｍ
438 奈　良 東大寺学園高 200 飼原　朗允(2) ｶｲﾊﾗ ｱｷﾏｻ 男子 290929007 男子高校 １００ｍ 男子高校 砲丸投(6.000kg)
439 奈　良 東大寺学園高 201 小西　慶(2) ｺﾆｼ ｹｲ 男子 290929008 男子高校 １００ｍ
440 奈　良 東大寺学園高 202 須志原　治輝(2) ｽｼﾊﾗ ﾊﾙｷ 男子 290929009 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
441 奈　良 東大寺学園高 203 星野　恵介(2) ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ 男子 290929010 男子高校 ４００ｍ 男子高校 １００ｍ
442 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 290929011 男子高校 １５００ｍ 男子高校 ５０００ｍ
443 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 290929012 男子高校 １５００ｍ
444 奈　良 東大寺学園高 206 梶田　圭吾(1) ｶｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 290929013 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
445 奈　良 東大寺学園高 208 金　義起(1) ｷﾝ ﾖｼｷ 男子 290929014 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
446 奈　良 東大寺学園高 209 栗尾　蒼汰(1) ｸﾘｵ ｿｳﾀ 男子 290929015 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
447 奈　良 東大寺学園高 210 国土　将也(1) ｺｸﾄﾞ ﾏｻﾔ 男子 290929016 男子高校 １００ｍ
448 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 290929017 男子高校 １００ｍ
449 奈　良 東大寺学園高 212 菅野　伊吹(1) ｽｶﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 290929018
450 奈　良 東大寺学園高 213 杉本　蓮(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 男子 290929019 男子高校 １００ｍ
451 奈　良 東大寺学園高 214 辰巳　祐樹(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｷ 男子 290929020 男子高校 １００ｍ 男子高校 走高跳
452 奈　良 東大寺学園高 215 中神　拓人(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾀｸﾄ 男子 290929021 男子高校 １００ｍ 男子高校 砲丸投(6.000kg)
453 奈　良 東大寺学園高 216 林　孝信(1) ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 男子 290929022
454 奈　良 東大寺学園高 217 原田　祥也(1) ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾔ 男子 290929023
455 奈　良 東大寺学園高 218 藤田　脩斗(1) ﾌｼﾞﾀ ｼｭｳﾄ 男子 290929024 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
456 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 290929025 男子高校 １００ｍ
457 奈　良 東大寺学園高 220 山田　倫大(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 男子 290929026 男子高校 １００ｍ 男子高校 砲丸投(6.000kg)
458 奈　良 東大寺学園高 221 鎗居　憲正(1) ﾔﾘｲ ｹﾝｾｲ 男子 290929027 男子高校 １５００ｍ
459 奈　良 東大寺学園高 222 吉岡　祐貴(1) ﾖｼｵｶ ﾕｳｷ 男子 290929028 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
460 奈　良 奈良育英高 442 森田　健太郎(3) ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290930001 男子高校 ４００ｍ 男子高校 走幅跳
461 奈　良 奈良育英高 445 浦岡　亮太(2) ｳﾗｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 290930002 男子高校 １００ｍ
462 奈　良 奈良育英高 450 土屋　陸斗(2) ﾂﾁﾔ ﾘｸﾄ 男子 290930003 男子高校 １５００ｍ
463 奈　良 奈良育英高 451 中矢　智也(2) ﾅｶﾔ ﾄﾓﾔ 男子 290930004 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
464 奈　良 奈良育英高 454 奥谷　紘生(1) ｵｸﾀﾆ ﾋﾛｷ 男子 290930005 男子高校 １００ｍ
465 奈　良 奈良育英高 455 海原　紬希(1) ｶｲﾊﾞﾗ ﾂﾑｷﾞ 男子 290930006 男子高校 １００ｍ
466 奈　良 奈良育英高 456 亀井　啓人(1) ｶﾒｲ ｹｲﾄ 男子 290930007 男子高校 １００ｍ
467 奈　良 奈良育英高 459 辰巳　晃誠(1) ﾀﾂﾐ ｺｳｾｲ 男子 290930008 男子高校 ５０００ｍ
468 奈　良 奈良育英高 460 津老　爽吾(1) ﾂﾛｳ ｿｳｺﾞ 男子 290930009 男子高校 １５００ｍ
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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
469 奈　良 奈良育英高 461 中村　就太(1) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾀ 男子 290930010 男子高校 １５００ｍ
470 奈　良 奈良育英高 462 藤代　輝(1) ﾌｼﾞｼﾛ ﾋｶﾙ 男子 290930011 男子高校 １５００ｍ
471 奈　良 奈良育英高 463 古井　大貴(1) ﾌﾙｲ ﾀﾞｲｷ 男子 290930012 男子高校 １００ｍ
472 奈　良 奈良育英高 464 山口　陽吐(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 男子 290930013 男子高校 １５００ｍ
473 奈　良 奈良育英高 465 米田　勇輝(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 290930014 男子高校 ５０００ｍ
474 奈　良 奈良育英高 222 北島　佑華(3) ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｶ 女子 290930015 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
475 奈　良 奈良育英高 224 小森　咲羽(3) ｺﾓﾘ ｻﾜ 女子 290930016 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
476 奈　良 奈良育英高 226 福本　晴香(3) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 290930017 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
477 奈　良 奈良育英高 227 南　鈴菜(3) ﾐﾅﾐ ｽｽﾞﾅ 女子 290930018 女子高校 １００ｍ
478 奈　良 奈良育英高 228 天根　千幸(2) ｱﾏﾈ ﾁﾕｷ 女子 290930019 女子高校 １００ｍ 女子高校 走幅跳
479 奈　良 奈良育英高 229 今西　佳衣(2) ｲﾏﾆｼ ｶｴ 女子 290930020 女子高校 ３０００ｍ
480 奈　良 奈良育英高 230 大西　香凛(2) ｵｵﾆｼ ｶﾘﾝ 女子 290930021 女子高校 １００ｍ
481 奈　良 奈良育英高 232 清水　柊花(2) ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｶ 女子 290930022 女子高校 ３０００ｍ
482 奈　良 奈良育英高 238 光定　愛莉(1) ﾐﾂｻﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 290930023 女子高校 １００ｍ
483 奈　良 奈良育英高 438 神橋　拓真(3) ｶﾝﾊﾞｼ ﾀｸﾏ 男子 290930024 男子高校 １００ｍ
484 奈　良 奈良育英高 447 下西　康生(2) ｼﾓﾆｼ ｺｳｷ 男子 290930025 男子高校 １００ｍ
485 奈　良 奈良育英高 225 樋口　海奈(3) ﾋｸﾞﾁ ﾐﾅ 女子 290930026 女子高校 １００ｍ
486 奈　良 奈良大附属高 28 仲峯　泰世(3) ﾅｶﾐﾈ ﾀｲｾｲ 男子 290931001 男子高校 １００ｍ 男子高校 走高跳
487 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 290931002 男子高校 走高跳 男子高校 走幅跳
488 奈　良 奈良大附属高 30 池田　莞大(2) ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 男子 290931003 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
489 奈　良 奈良大附属高 31 今北　悠太(2) ｲﾏｷﾀ ﾕｳﾀ 男子 290931004 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
490 奈　良 奈良大附属高 32 駒　晟亜(2) ｺﾏ ｾｲｱ 男子 290931005 男子高校 ４００ｍ
491 奈　良 奈良大附属高 33 酒井　崇徳(2) ｻｶｲ ﾀｶﾉﾘ 男子 290931006 男子高校 ４００ｍ 男子高校 １５００ｍ
492 奈　良 奈良大附属高 34 中嶋　恵太(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ 男子 290931007 男子高校 １００ｍ 男子高校 ５０００ｍ
493 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 290931008 男子高校 １００ｍ 男子高校 砲丸投(6.000kg)
494 奈　良 奈良大附属高 36 峯田　蓮大(2) ﾐﾈﾀ ﾚﾝﾀﾞｲ 男子 290931009 男子高校 １００ｍ 男子高校 砲丸投(6.000kg)
495 奈　良 奈良大附属高 581 小野　敦寛(1) ｵﾉ ｱﾂﾋﾛ 男子 290931010 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
496 奈　良 奈良大附属高 582 菊田　悠真(1) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 290931011 男子高校 １００ｍ 男子高校 ４００ｍ
497 奈　良 奈良大附属高 583 中谷　優斗(1) ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾄ 男子 290931012 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
498 奈　良 奈良大附属高 584 福井　大地(1) ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 290931013 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
499 奈　良 奈良大附属高 633 入部　尚樹(1) ｲﾘﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 290931014 男子高校 １００ｍ 男子高校 走幅跳
500 奈　良 奈良大附属高 634 佐野　慎太郎(1) ｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290931015 男子高校 砲丸投(6.000kg)
501 奈　良 奈良大附属高 635 竹森　基之(1) ﾀｹﾓﾘ ﾓﾄｼ 男子 290931016 男子高校 １００ｍ
502 奈　良 奈良大附属高 19 神　わかな(3) ｼﾞﾝ ﾜｶﾅ 女子 290931017 女子高校 １００ｍ 女子高校 ２００ｍ
503 奈　良 奈良大附属高 20 岸本　しなの(2) ｷｼﾓﾄ ｼﾅﾉ 女子 290931018 女子高校 走幅跳 女子高校 砲丸投(4.000kg)
504 奈　良 奈良大附属高 21 辰巳　伶奈(2) ﾀﾂﾐ ﾚﾅ 女子 290931019 女子高校 走幅跳 女子高校 砲丸投(4.000kg)
505 奈　良 奈良大附属高 320 西垣　音初(1) ﾆｼｶﾞｷ ｵﾄﾊ 女子 290931020 女子高校 １００ｍ 女子高校 走幅跳
506 奈　良 奈良大附属高 321 福本　尚美(1) ﾌｸﾓﾄ ﾅｵﾐ 女子 290931021 女子高校 １００ｍ


