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第４回奈良市陸協記録会
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 秋野　樹輝(3) ｱｷﾉ ｼﾞｭｷ 男子 290051101 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
2 奈　良 都祁中 51 久保　厚輔(3) ｸﾎﾞ ｺｳｽｹ 男子 290051102 男子中学 １００ｍ
3 奈　良 都祁中 51 玉岡　俊介(3) ﾀﾏｵｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 290051103 男子中学 砲丸投(5.000kg)
4 奈　良 都祁中 51 中村　陸来(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 290051104 男子中学 走幅跳
5 奈　良 都祁中 51 脇山　響輝(3) ﾜｷﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 男子 290051105 男子中学 砲丸投(5.000kg)
6 奈　良 都祁中 51 大西　愛音(3) ｵｵﾆｼ ｱｲﾈ 女子 290051106 女子中学 砲丸投(2.721kg)
7 奈　良 都祁中 51 田中　小葉(3) ﾀﾅｶ ｺﾉﾊ 女子 290051107 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
8 奈　良 都祁中 51 西岡　優来(3) ﾆｼｵｶ ﾕﾗ 女子 290051108 女子中学 走幅跳
9 奈　良 育英西中 114 松田　歩(3) マツダ　アユミ 女子 290114001 女子中学 １００ｍ
10 奈　良 育英西中 114 森田　春音(3) モリタ　ハルネ 女子 290114002 女子中学 １００ｍ
11 奈　良 飛鳥中 118 中　飛龍翔(3) ﾅｶ　ﾋﾛﾄ 男子 290118101 男子中学 １００ｍ
12 奈　良 伏見中 120 岡嶋　大悟(3) ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 290120101 男子中学 走幅跳
13 奈　良 伏見中 120 松本　晶(3) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳ 男子 290120102 男子共通 ８００ｍ
14 奈　良 伏見中 120 奥田　裕大(3) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290120103 男子中学 １００ｍ
15 奈　良 伏見中 120 矢部　亨(3) ﾔﾍﾞ ﾄｵﾙ 男子 290120104 男子中学 １００ｍ
16 奈　良 伏見中 120 原口　昂輝(3) ﾊﾗｸﾞﾁ ｺｳｷ 男子 290120105 男子共通 １５００ｍ
17 奈　良 伏見中 120 大内　天翔(3) ｵｵｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 290120106 男子中学 １００ｍ
18 奈　良 伏見中 120 樋口　夢叶(3) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 290120107 男子共通 １５００ｍ
19 奈　良 伏見中 120 箸尾　泰良(3) ﾊｼｵ ﾀｲﾗ 男子 290120108 男子共通 １５００ｍ
20 奈　良 伏見中 120 松島　陽太(3) ﾏﾂｼﾏ ﾖｳﾀ 男子 290120109 男子中学 走高跳
21 奈　良 伏見中 120 松阪　奈央(3) ﾏﾂｻｶ ﾅｵ 女子 290120110 女子中学 １００ｍ
22 奈　良 伏見中 120 中村　碧音(3) ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾈ 女子 290120111 女子共通 １５００ｍ
23 奈　良 伏見中 120 辻　ありさ(3) ﾂｼﾞ ｱﾘｻ 女子 290120112 女子中学 走高跳
24 奈　良 伏見中 120 初岡　仁美(3) ﾊﾂｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 290120113 女子中学 走幅跳
25 奈　良 伏見中 120 松本　菜月(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 290120114 女子共通 ８００ｍ
26 奈　良 伏見中 120 上田　彩珠花(3) ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 女子 290120115 女子共通 １５００ｍ
27 奈　良 伏見中 120 前田　陽南子(3) ﾏｴﾀﾞ ﾋﾅｺ 女子 290120116 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
28 奈　良 伏見中 120 芝野　さくら(3) ｼﾊﾞﾉ ｻｸﾗ 女子 290120117 女子中学 １００ｍ
29 奈　良 帝塚山中 124 川原　光樹(3) ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂｷ 男子 290124001 男子中学 １００ｍ
30 奈　良 帝塚山中 124 髙井　建太朗(3) ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290124002 男子中学 １００ｍ
31 奈　良 帝塚山中 124 花田　望(3) ﾊﾅﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 男子 290124003 男子中学 砲丸投(5.000kg)
32 奈　良 帝塚山中 124 文　世仁(3) ﾌﾞﾝ ｾｲﾝ 男子 290124004 男子共通 ８００ｍ
33 奈　良 帝塚山中 124 高瀨　凌空(3) ﾀｶｾ ﾘｸ 男子 290124005 男子中学 １００ｍ
34 奈　良 帝塚山中 124 廣理　遥花(3) ﾋﾛﾘ ﾊﾙｶ 女子 290124006 女子中学 走幅跳
35 奈　良 帝塚山中 124 池尻　静香(3) ｲｹｼﾞﾘ ｼｽﾞｶ 女子 290124007 女子中学 １００ｍ
36 奈　良 帝塚山中 124 藤原　ひなた(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 290124008 女子中学 １００ｍ
37 奈　良 帝塚山中 124 椋木　菜々子(3) ﾑｸﾉｷ ﾅﾅｺ 女子 290124009 女子中学 １００ｍ
38 奈　良 二名中 128 柏木　優希(3) ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ 男子 290128101 男子共通 ８００ｍ
39 奈　良 二名中 128 天羽　蓮(3) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 290128102 男子中学 １００ｍ
40 奈　良 二名中 128 植田　夏輝(3) ｳｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 男子 290128103 男子中学 １００ｍ
41 奈　良 二名中 128 三宅　康生(3) ﾐﾔｹ ｺｳｾｲ 男子 290128104 男子中学 １００ｍ
42 奈　良 二名中 128 實藤　仁(3) ｻﾈﾌｼﾞ ｼﾞﾝ 男子 290128105 男子中学 １００ｍ
43 奈　良 二名中 128 藤井　健太(3) ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾀ 男子 290128106 男子中学 １００ｍ
44 奈　良 二名中 128 井上　大誠　(3) ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 男子 290128107 男子共通 ８００ｍ
45 奈　良 二名中 128 向山　愛都(3) ﾑｶｲﾔﾏ ﾏﾅﾄ 男子 290128108 男子中学 １００ｍ
46 奈　良 二名中 128 北　恵里香(3) ｷﾀ ｴﾘｶ 女子 290128109 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
47 奈　良 二名中 128 西田　和乃花　(3) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 290128110 女子中学 １００ｍ
48 奈　良 二名中 128 鎗本　優来(3) ﾔﾘﾓﾄ ﾕﾗ 女子 290128111 女子共通 ８００ｍ
49 奈　良 三笠中 131 大谷　一咲(3) ｵｵﾀﾆ ｲｯｻ 男子 290131101 男子共通 １５００ｍ
50 奈　良 三笠中 131 竹村　太一(3) ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 290131102 男子中学 １００ｍ
51 奈　良 三笠中 131 名迫　樹(3) ﾅｻｺ ﾀﾂｷ 男子 290131103 男子中学 １００ｍ
52 奈　良 三笠中 131 石原　斗也(3) ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾔ 男子 290131104 男子中学 １００ｍ
53 奈　良 三笠中 131 小関　唯人(3) ｵｾﾞｷ ﾕｲﾄ 男子 290131105 男子中学 １００ｍ
54 奈　良 三笠中 131 坂原　佑紀(3) ｻｶﾊﾗ ﾕｳｷ 男子 290131106 男子中学 １００ｍ
55 奈　良 三笠中 131 森本　哲彦(3) ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾂﾋｺ 男子 290131107 男子中学 ２００ｍ
56 奈　良 三笠中 131 井戸　奈都未(3) ｲﾄﾞ ﾅﾂﾐ 女子 290131108 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
57 奈　良 都南中 133 押田　麻里菜(3) ｵｼﾀﾞ ﾏﾘﾅ 女子 290133101 女子中学 １００ｍ
58 奈　良 都南中 133 髙本　里桜(3) ﾀｶﾓﾄ ﾘｵ 女子 290133102 女子中学 １００ｍ
59 奈　良 教育大付属中 134 清原　尚(3) ｷﾖﾊﾗ ﾀｶｼ 男子 290134101 男子共通 ８００ｍ
60 奈　良 教育大付属中 134 宮林　謙自　(3) ﾐﾔﾊﾞﾔｼ  ｹﾝｼﾞ 男子 290134102 男子中学 １００ｍ
61 奈　良 教育大付属中 134 川本　千里(3) ｶﾜﾓﾄ  ﾁｻﾄ 女子 290134103 女子中学 １００ｍ
62 奈　良 教育大付属中 134 大槻　莉愛(3) ｵｵﾂｷ  ﾘﾅ 女子 290134104 女子中学 ２００ｍ
63 奈　良 教育大付属中 134 上田　葵(3) ｳｴﾀﾞ  ｱｵｲ 女子 290134105 女子中学 砲丸投(2.721kg)
64 奈　良 京西中 135 伊藤　悠斗(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 290135101 男子中学 １００ｍ
65 奈　良 京西中 135 柏本　睦貴(3) ｶｼﾓﾄ ﾑﾂｷ 男子 290135102 男子中学 １００ｍ
66 奈　良 京西中 135 布施　勇紀(3) ﾌｾ ﾕｳｷ 男子 290135103 男子中学 １００ｍ
67 奈　良 京西中 135 明石　亮汰(3) ｱｶｼ ﾘｮｳﾀ 男子 290135104 男子中学 砲丸投(5.000kg)
68 奈　良 京西中 135 藤澤　りの(3) ﾌｼﾞｻﾜ ﾘﾉ 女子 290135105 女子中学 １００ｍ


