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* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
195人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
135 128 天羽　蓮(3) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 奈　良 二名中 11.30 1
11 14 前岡　一紳(2) ﾏｴｵｶ ｲｯｼﾝ 男子 奈　良 葛中 11.40 2
176 1033 服部　蓮太郎(2) ﾊｯﾄﾘ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良陸協 11.48 3
103 119 松本　悠佑(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 富雄南中 11.64 4
182 1153 中村　玲皇(2) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11.68 5
178 1137 井上　嵩二朗(2) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11.77 6
64 73 森　春介(3) ﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 11.80 7
151 150 岡橋　悠太(2) ｵｶﾊｼ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理北中 11.83 8
115 120 原　駿翔(2) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 伏見中 11.90 9
2 113 新庄 幹(2) ｼﾝｼﾞｮｳﾓﾄｷ 男子 兵　庫 園田中 12.04 10
1 113 光本陽(3) ﾐﾂﾓﾄｱｷﾗ 男子 兵　庫 園田中 12.07 11

193 67 中川　蹴来(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾗ 男子 奈　良 広陵中 12.12 12
137 131 三谷　怜央(2) ﾐﾀﾆ　ﾚｵ 男子 奈　良 三笠中 12.14 13
190 67 菊池　陽翔(2) ｷｸﾁ ﾋﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 12.22 14
65 73 松永　展征(3) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.23 15
60 73 岡村　倖希(3) ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.24 16
169 161 中野　晃輔(2) ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 12.28 17
30 65 立花　咲良(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻｸﾗ 男子 奈　良 香芝中 12.37 18
117 120 髙橋　颯(2) ﾀｶﾊｼ ｿｳ 男子 奈　良 伏見中 12.41 19
92 118 中　飛龍翔(3) ﾅｶ　ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 12.48 20
45 65 松元　奏翔(3) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾄ 男子 奈　良 香芝中 12.50 21
81 107 中村　健心(1) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 田原本北中 12.51 22
140 131 中村　昊磨(2) ﾅｶﾑﾗ　ｺｳﾏ 男子 奈　良 三笠中 12.54 23
110 119 吹春　諒(1) ﾌｷﾊﾙ ﾘｮｳ 男子 奈　良 富雄南中 12.58 24
86 113 大倉　悠慎(1) ｵｵｸﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 奈良学登美丘中 12.62 25
139 131 天野　冬弥(2) ｱﾏﾉ　ﾄｳﾏ 男子 奈　良 三笠中 12.64 26
3 113 船奥凛斗(2) ﾌﾅｵｸﾘﾝﾄ 男子 兵　庫 園田中 12.65 27

112 120 辻　海翔(2) ﾂｼﾞ ｶｲﾄ 男子 奈　良 伏見中 12.65 28
4 113 片島憲弘(2) ｶﾀｼﾏﾉﾘﾋﾛ 男子 兵　庫 園田中 12.74 29

100 119 中谷　倖也(2) ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 富雄南中 12.74 30
106 119 天雲　悠斗(1) ﾃﾝｸﾓ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 富雄南中 12.74 31
105 119 吉田　健太郎(2) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 富雄南中 12.82 32
113 120 宮本　篤史(2) ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 奈　良 伏見中 12.83 33
56 70 島田　詢盛(1) ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 奈　良 上牧二中 12.86 34
194 67 矢追　秀嘉(2) ﾔｵｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ 男子 奈　良 広陵中 12.87 35
136 131 原　駿稀(2) ﾊﾗ　ﾄｼｷ 男子 奈　良 三笠中 12.90 36
59 73 岡野　守晃(3) ｵｶﾉ ﾓﾘｱｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.91 37
63 73 南　昂我(3) ﾐﾅﾐ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.91 38
120 120 中山　零之(1) ﾅｶﾔﾏ ﾚｲ 男子 奈　良 伏見中 12.93 39
79 107 長野　董也(2) ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 男子 奈　良 田原本北中 12.95 40
73 106 藤岡　彰良(2) ﾌｼﾞｵｶ ｱｷﾗ 男子 奈　良 田原本中 12.96 41
48 65 渡邊　拓(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 男子 奈　良 香芝中 12.99 42
10 113 宮本彪翔(1) ﾐﾔﾓﾄﾋｭｳｶﾞ 男子 兵　庫 園田中 13.00 43
67 73 杉本　久泰(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｻﾔｽ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.00 44
124 128 戸谷　健太郎(2) ﾄﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 二名中 13.00 45
167 161 森　明徳(2) ﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 男子 奈　良 郡山中 13.00 46
107 119 松井　洸翔(1) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 富雄南中 13.01 47
144 131 黒岡　羚雅(2) ｸﾛｵｶ　ﾚｲｶﾞ 男子 奈　良 三笠中 13.01 48
89 113 駒井　紫苑(2) ｺﾏｲ ｼｵﾝ 男子 奈　良 奈良学登美丘中 13.04 49
192 67 寺西　心奈(2) ﾃﾗﾆｼ ｺｺﾅ 男子 奈　良 広陵中 13.07 50
99 119 酒井　龍斗(2) ｻｶｲ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 富雄南中 13.08 51
77 106 駒田　陸帆(1) ｺﾏﾀﾞ ﾘｸﾎ 男子 奈　良 田原本中 13.12 52
177 1147 澤邊　風雅 (3) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.15 53
82 107 上田　優空(2) ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ 男子 奈　良 田原本北中 13.16 54
179 1141 大野　元暉(2) ｵｵﾉ ﾓﾄｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.17 55
75 106 矢追　颯太(1) ﾔｵｲ ｿｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 13.22 56
186 1223 河島　大翔(1) ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.23 57
6 113 安本翔咲(1) ﾔｽﾓﾄ 男子 兵　庫 園田中 13.24 58

141 131 山口　成流(2) ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾅﾙ 男子 奈　良 三笠中 13.24 59
168 161 瀧岡　英多(2) ﾀｷｵｶ ｴｲﾀ 男子 奈　良 郡山中 13.25 60
43 65 大貫　真也(1) ｵｵﾇｷ ﾏﾔ 男子 奈　良 香芝中 13.28 61
195 67 吉田　侑右(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 広陵中 13.29 62
70 73 中村　大和(1) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.30 63
90 113 藤井　素晴(2) ﾌｼﾞｲ ｽﾊﾞﾙ 男子 奈　良 奈良学登美丘中 13.35 64
119 120 永橋　陸(1) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 奈　良 伏見中 13.40 65
116 120 寺田　靖洋(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男子 奈　良 伏見中 13.42 66
181 1150 胎中　隆太(2) ﾀｲﾅｶ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.42 67
164 161 小林　慶一郎(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 郡山中 13.44 68
159 161 奥西　悠人(1) ｵｸﾆｼ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 郡山中 13.45 69
171 161 宮田　海翔(2) ﾐﾔﾀ ｶｲﾄ 男子 奈　良 郡山中 13.45 70
19 47 川村　直輝(1) ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 奈　良 斑鳩中 13.46 71
188 67 青山　海樂(2) ｱｵﾔﾏ ｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 13.47 72
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165 161 阪本　大歩(2) ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾎ 男子 奈　良 郡山中 13.49 73
9 113 藤本駿希(1) ﾌｼﾞﾓﾄｼｭﾝｷ 男子 兵　庫 園田中 13.50 74

127 128 平井　雄基(2) ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 男子 奈　良 二名中 13.50 75
130 128 井ノ口　稜太(1) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 二名中 13.50 76
61 73 竹下　銀(3) ﾀｹｼﾀ ｷﾞﾝ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.52 77
28 63 兵法　航太(2) ﾍｲﾎｳ ｺｳﾀ 男子 奈　良 香芝西中 13.53 78
170 161 三村　龍輝(2) ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｷ 男子 奈　良 郡山中 13.53 79
57 70 田中　碧(1) ﾀﾅｶ ｱｵｲ 男子 奈　良 上牧二中 13.54 80
32 65 高木　春光(2) ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ 男子 奈　良 香芝中 13.60 81
87 113 川口　慶太(1) ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学登美丘中 13.60 82
15 44 岩崎　颯太(2) ｲﾜｻｷ　ｿｳﾀ 男子 奈　良 上中学 13.63 83
26 63 肥谷　健太郎(2) ﾋﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝西中 13.63 84
74 106 銭塚　優斗(1) ｾﾞﾆﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 13.63 85
102 119 原嶋　斗真(2) ﾊﾗｼﾏ ﾄｳﾏ 男子 奈　良 富雄南中 13.65 86
104 119 山本　麟太郎(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 富雄南中 13.65 87
95 118 大木　悠平(1) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 飛鳥中 13.67 88
173 166 川下　希仁(2) ｶﾜｼﾀ ｷﾖﾄ 男子 奈　良 郡山東中 13.67 89
122 128 川口　由一郎(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 二名中 13.70 90
134 128 宮川　裕介(1) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 13.70 91
174 166 榊原　晄太郎(2) ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 郡山東中 13.70 92
66 73 金池　樹(3) ｶﾅｲｹ ｲﾂｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.71 93
156 161 石田　優翔(1) ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 郡山中 13.71 94
44 65 廣瀬　裕也(1) ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 13.73 95
91 113 山本　涼太(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良学登美丘中 13.79 96
149 133 東雲　寿人(2) ｼﾉﾉﾒ ﾋｻﾄ 男子 奈　良 都南中 13.82 97
46 65 綛谷　耕平(1) ｶｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 香芝中 13.84 98
58 73 浮田　聡也(3) ｳｷﾀ ｻﾄﾔ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.84 99
163 161 中矢　大翔(2) ﾅｶﾔ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 郡山中 13.86 100
172 166 植田　拓見(2) ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 郡山東中 13.89 101
13 14 岸ノ上　銀惺(1) ｷｼﾉｳｴ ｷﾞﾝｾｲ 男子 奈　良 葛中 13.91 102
166 161 中濱　悠大(2) ﾅｶﾊﾏ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 郡山中 13.91 103
33 65 土肥　星太(2) ﾄﾞｲ ｾｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 13.92 104
35 65 楠原　明輝(2) ｸｽﾊﾗ ﾐﾂｷ 男子 奈　良 香芝中 13.92 105
185 1213 三浦　康貴(1) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.95 106
52 65 大深　佑真(1) ｵｵﾌｶ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 13.98 107
68 73 土井　悠叶(2) ﾄﾞｲ　ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.00 108
128 128 松本　侑樹(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 奈　良 二名中 14.00 109
114 120 矢木　驍(2) ﾔｷﾞ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 伏見中 14.03 110
160 161 吉川　智基(1) ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 郡山中 14.03 111
14 14 前岡　堅悟(1) ﾏｴｵｶ ｹﾝｺﾞ 男子 奈　良 葛中 14.07 112
37 65 平野　司(2) ﾋﾗﾉ ﾂｶｻ 男子 奈　良 香芝中 14.11 113
191 67 鶴田　哲平(2) ﾂﾙﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 広陵中 14.13 114
157 161 德丸　悠希(1) ﾄｸﾏﾙ ﾕｳｷ 男子 奈　良 郡山中 14.15 115
17 47 中野　雅月(2) ﾅｶﾉ ﾏｻﾂｷ 男子 奈　良 斑鳩中 14.16 116
96 118 南方　佑介(1) ﾐﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 飛鳥中 14.16 117
111 120 二階堂　暢(2) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｲﾀﾙ 男子 奈　良 伏見中 14.16 118
148 133 安藤　僚耶(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 男子 奈　良 都南中 14.26 119
25 63 倉見　風舞(2) ｸﾗﾐ ﾌｳﾏ 男子 奈　良 香芝西中 14.27 120
142 131 ??川　智樹(2) ﾖｼｶﾜ　ﾄﾓｷ 男子 奈　良 三笠中 14.28 121
41 65 巽　奏太(2) ﾀﾂﾐ ｶﾅﾀ 男子 奈　良 香芝中 14.29 122
121 120 井谷　中哉(1) ｲﾀﾆ ﾅｶﾔ 男子 奈　良 伏見中 14.30 123
143 131 杉原　凛(2) ｽｷﾞﾊﾗ　ﾘﾝ 男子 奈　良 三笠中 14.32 124
189 67 生田　詩音(2) ｲｸﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 広陵中 14.32 125
158 161 宮岡　直澄(1) ﾐﾔｵｶ ﾅｵｽﾞﾐ 男子 奈　良 郡山中 14.33 126
20 47 倉田　虹輝(1) ｸﾗﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 斑鳩中 14.35 127
16 44 齋二　優河(2) ｻｲﾆ　ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 上中学 14.44 128
97 119 浦西　柊羽(2) ｳﾗﾆｼ ｼｭｳ 男子 奈　良 富雄南中 14.44 129
80 107 堀川　虎太郎(2) ﾎﾘｶﾜ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 田原本北中 14.45 130
31 65 吉川　亮聖(2) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳｾｲ 男子 奈　良 香芝中 14.48 131
145 131 中川　翔志(1) ﾅｶｶﾞﾜ　ｼｮｳｼ 男子 奈　良 三笠中 14.49 132
184 1157 濱田　大雅(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.49 133
62 73 中上　敦貴(3) ﾅｶｳｴ ｱﾂｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.50 134
108 119 山田　晴虹(1) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺｳ 男子 奈　良 富雄南中 14.50 135
125 128 東　幹二(2) ｱｽﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 男子 奈　良 二名中 14.50 136
126 128 大野　颯汰(2) ｵｵﾉ ｿｳﾀ 男子 奈　良 二名中 14.50 137
131 128 堀　倫樹(1) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 二名中 14.50 138
50 65 土肥　春輝(1) ﾄﾞｲ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝中 14.52 139
53 65 高谷　浩央(1) ﾀｶﾔ ﾋﾛ 男子 奈　良 香芝中 14.53 140
12 14 加護　吾光(1) ｶｺﾞ ｱｶﾈ 男子 奈　良 葛中 14.57 141
34 65 金石　朋樹(2) ｶﾈｲｼ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 香芝中 14.57 142
76 106 上田　将平(1) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 田原本中 14.61 143
153 150 釜野　大翔(2) ｶﾏﾉ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理北中 14.63 144
175 166 西谷　望(1) ﾆｼﾀﾆ ﾉｿﾞﾑ 男子 奈　良 郡山東中 14.63 145
150 133 宮崎　健太郎(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 都南中 14.65 146
183 1140 大竹　陸椰(1) ｵｵﾀｹ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.65 147
154 150 新家　滉貴(1) ｼﾝﾔ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理北中 14.67 148
42 65 礒山　流輝(2) ｲｿﾔﾏ ﾘｸ 男子 奈　良 香芝中 14.70 149
27 63 藤田　倫太朗(2) ﾌｼﾞﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝西中 14.73 150
39 65 大原　泰志(2) ｵｵﾊﾗ ﾀｲｼ 男子 奈　良 香芝中 14.75 151
38 65 鈴木　建太郎(2) ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝中 14.85 152
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**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
195人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
155 161 青谷　柊弥(1) ｱｵtﾆ ｼｭｳﾔ 男子 奈　良 郡山中 14.98 153
152 150 矢藤　強愛(2) ﾔﾄｳ ｼｲﾏ 男子 奈　良 天理北中 14.99 154
5 113 金澤慶哉(2) ｶﾅｻﾞﾜｹｲﾔ 男子 兵　庫 園田中 15.00 155
47 65 水月　大翔(1) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 15.00 156
88 113 木下　裕貴(1) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良学登美丘中 15.00 157
123 128 田中　洋規(2) ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 二名中 15.00 158
129 128 平　陽向(2) ﾀｲﾗ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 二名中 15.00 159
133 128 立川　大智(1) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 二名中 15.00 160
22 47 平野　偉哉(1) ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲﾔ 男子 奈　良 斑鳩中 15.03 161
23 47 山下　和真(1) ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 男子 奈　良 斑鳩中 15.07 162
109 119 山本　寛大(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 奈　良 富雄南中 15.11 163
162 161 吉本　悠人(1) ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 郡山中 15.11 164
118 120 岡　景翔(1) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 奈　良 伏見中 15.16 165
78 107 岡本　一平(1) ｵｶﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 田原本北中 15.18 166
24 47 山下　真慶(1) ﾔﾏｼﾀ　ﾏｻﾐﾁ 男子 奈　良 斑鳩中 15.30 167
98 119 岡村　維佐(2) ｵｶﾑﾗ ｲｻ 男子 奈　良 富雄南中 15.30 168
93 118 安達　裕翔(1) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 15.34 169
147 131 安達　蒼太(1) ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 奈　良 三笠中 15.43 170
146 131 土阪　一隼(1) ﾄﾞｻｶ　ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 三笠中 15.47 171
7 113 掛田　大和(1) ｶｹﾀﾞﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 園田中 15.50 172
36 65 仲　遼太(2) ﾅｶ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 15.50 173
132 128 小西　柾公(1) ｺﾆｼ ﾏｻﾀｶ 男子 奈　良 二名中 15.50 174
21 47 阪上　慶宇(1) ｻｶｳｴ ﾖｼﾀｶ 男子 奈　良 斑鳩中 15.52 175
40 65 山本　椋大(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 15.65 176
101 119 野村　悠貴(2) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 富雄南中 15.83 177
85 107 辻井　秀斗(1) ﾂｼﾞｲ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 15.93 178
8 113 雲晴凜(1) ｳﾝｾｲﾘﾝ 男子 兵　庫 園田中 16.00 179
83 107 栫　真魚(1) ｶｺｲ ﾏｵ 男子 奈　良 田原本北中 16.05 180
69 73 岡村　咲作(1) ｵｶﾑﾗ ｻｸ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 16.06 181
187 67 田村　晴希(1) ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 広陵中 16.11 182
84 107 上田　貴大(1) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 田原本北中 16.24 183
94 118 大川　雷護(1) ｵｵｶﾜ ﾗｲｺﾞ 男子 奈　良 飛鳥中 16.27 184
49 65 出嶋　右京(1) ﾃﾞｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 男子 奈　良 香芝中 16.31 185
138 131 板橋　巧茉(2) ｲﾀﾊﾞｼ　ﾀｸﾏ 男子 奈　良 三笠中 16.35 186
72 73 藤原　敬人(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 16.80 187
71 73 千葉　珂意(1) ﾁﾊﾞ ｶﾉﾘ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 17.67 188
29 63 上口　泰河(1) ｼﾞｮｳｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 香芝西中 19.85 189
18 47 上本　彰人(1) ｳｴﾓﾄ ｱｷﾄ 男子 奈　良 斑鳩中 190
51 65 岡田　颯太(1) ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 191
54 65 生駒　力爽(1) ｲｺﾏ ﾘｷｻ 男子 奈　良 香芝中 192
55 65 上笹　晴輝(1) ｶﾐｻﾞｻ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝中 193
161 161 小泉　智士宗(1) ｺｲｽﾞﾐ ﾄｼﾑﾈ 男子 奈　良 郡山中 194
180 1143 佐伯　彰仁(2) ｻｴｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 195

**********************************************************
* 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) *
**********************************************************
20人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
11 131 佐々木　大樹(1) ｻｻｷ　ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 三笠中 13.54 1
10 119 村山　和駿(2) ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 男子 奈　良 富雄南中 14.45 2
1 113 光本陽(3) ﾐﾂﾓﾄｱｷﾗ 男子 兵　庫 園田中 16.58 3
8 107 上田　優空(2) ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ 男子 奈　良 田原本北中 17.34 4
13 137 清祐　恒太(2) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 18.31 5
2 113 新庄 幹(2) ｼﾝｼﾞｮｳﾓﾄｷ 男子 兵　庫 園田中 18.80 6
20 67 寺西　心奈(2) ﾃﾗﾆｼ ｺｺﾅ 男子 奈　良 広陵中 19.00 7
19 161 相良　春人(2) ｻｶﾞﾗ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 郡山中 19.01 8
3 113 藤本駿希(1) ﾌｼﾞﾓﾄｼｭﾝｷ 男子 兵　庫 園田中 20.00 9
16 137 代田　琥太郎(1) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 20.88 10
5 65 金石　朋樹(2) ｶﾈｲｼ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 香芝中 20.98 11
4 63 川東　陸人(2) ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 香芝西中 21.00 12
17 137 橋本　蓮(1) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 21.04 13
6 65 大原　泰志(2) ｵｵﾊﾗ ﾀｲｼ 男子 奈　良 香芝中 22.06 14
7 65 水月　大翔(1) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 15
9 113 大倉　悠慎(1) ｵｵｸﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 奈良学登美丘中 16
12 137 宇山　周(2) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園中 17
14 137 初田　勇祐(2) ﾊﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園中 18
15 137 稲田　陽紀(1) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 19
18 161 田口　耕輔(1) ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 20
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**********************************
* 男子中学 棒高跳 *
**********************************
4人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 107 長野　董也(2) ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 男子 奈　良 田原本北中 3m20 1
1 106 山瀬　雄大(2) ﾔﾏｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 田原本中 2m90 2
2 106 山本　夢斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒﾄ 男子 奈　良 田原本中 2m60 3
3 106 山口　夢空(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾗ 男子 奈　良 田原本中 2m40 4

**************************************
* 女子中学 １００ｍ *
**************************************
147人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
72 113 南　こはる(3) ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 奈良学登美丘中 11.98 1
146 67 山﨑　日陽(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅ 女子 奈　良 広陵中 12.87 2
42 65 竹村　悠里(2) ﾀｹﾑﾗ ﾕﾘ 女子 奈　良 香芝中 13.34 3
36 65 加藤　杏菜(2) ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 香芝中 13.46 4
12 44 日夏　愛恵(2) ﾋﾅﾂ　ﾏﾅｴ 女子 奈　良 上中学 13.47 5
79 119 太田垣　菜々(2) ｵｵﾀｶﾞｷ ﾅﾅ 女子 奈　良 富雄南中 13.49 6
88 128 榎本　結日夏(2) ｴﾉﾓﾄ ﾕｲｶ 女子 奈　良 二名中 13.50 7
13 44 尾嵜　歩実(2) ｵｻﾞｷ　ｱﾕﾐ 女子 奈　良 上中学 13.63 8
1 113 森田葵(3) ﾓﾘﾀｱｵｲ 女子 兵　庫 園田中 13.64 9
65 106 梅本　明日香(2) ｳﾒﾓﾄ ｱｽｶ 女子 奈　良 田原本中 13.68 10
60 73 河島　紗也(2) ｶﾜｼﾏ ｻﾔ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.70 11
71 113 川口　愛央(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良学登美丘中 13.70 12
3 113 小寺山もえ(2) ｺﾃﾗﾔﾏﾓｴ 女子 兵　庫 園田中 13.75 13

133 161 佐々木　華音(2) ｻｻｷ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 郡山中 13.76 14
14 44 田中　寧々(2) ﾀﾅｶ　ﾈﾈ 女子 奈　良 上中学 13.85 15
132 161 坂根　亜美瑠(2) ｻｶﾈ ｱﾐﾙ 女子 奈　良 郡山中 13.85 16
15 44 北野　純鈴(2) ｷﾀﾉ　ｽﾐﾚ 女子 奈　良 上中学 13.87 17
21 44 長福　咲(1) ﾁｮｳﾌｸ　ｻｷ 女子 奈　良 上中学 13.87 18
45 65 立部　彩葉(1) ﾀﾃﾍﾞ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 香芝中 13.89 19
80 119 久保田　優希(2) ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 女子 奈　良 富雄南中 13.93 20
2 113 小橋美柚(2) ｺﾊﾞｼﾐﾕ 女子 兵　庫 園田中 14.00 21
89 128 阪上　菜名(2) ｻｶｶﾞﾐ ﾅﾅ 女子 奈　良 二名中 14.00 22
91 128 藤森　あい(2) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲ 女子 奈　良 二名中 14.00 23
94 128 髙木　ハナコ(1) ﾀｶﾞｷ ﾊﾅｺ 女子 奈　良 二名中 14.00 24
99 128 西田　和乃花(3) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 二名中 14.00 25
16 44 山下　七海(2) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 上中学 14.05 26
135 568 田中　咲良(3) ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.05 27
137 562 植田　愛彩(1) ｳｴﾀﾞ ｱｲｻ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.05 28
120 133 坂口　菜菜美(2) ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 都南中 14.06 29
17 44 鈴木　寧(2) ｽｽﾞｷ　ｼｽﾞｶ 女子 奈　良 上中学 14.08 30
82 119 櫻井　育美(1) ｻｸﾗｲ ｲｸﾐ 女子 奈　良 富雄南中 14.08 31
138 569 三輪　華音(1) ﾐﾜ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.20 32
134 161 田中　琴乃(2) ﾀﾅｶ ｺﾄﾉ 女子 奈　良 郡山中 14.22 33
38 65 加藤　千紗(2) ｶﾄｳ ﾁｻ 女子 奈　良 香芝中 14.24 34
140 67 尾﨑　実夢(1) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 広陵中 14.25 35
136 570 三輪　成実(2) ﾐﾜ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.26 36
28 47 大石　彩季(2) ｵｵｲｼ ｻｷ 女子 奈　良 斑鳩中 14.28 37
147 567 竹下　まどか(2) ﾀｹｼﾀ ﾏﾄﾞｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.36 38
37 65 大野　栞莉(2) ｵｵﾉ ｼｵﾘ 女子 奈　良 香芝中 14.41 39
29 47 松山　愛梨(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾏﾅﾘ 女子 奈　良 斑鳩中 14.43 40
46 65 田中　友葉(1) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾊ 女子 奈　良 香芝中 14.46 41
111 133 竹村　仁那(2) ﾀｹﾑﾗ ﾆﾅ 女子 奈　良 都南中 14.47 42
73 114 勝間　千花(2) ｶﾂﾏ ﾁｶ 女子 奈　良 育英西中 14.48 43
43 65 岡田　実優(2) ｵｶﾀﾞ ﾐﾕ 女子 奈　良 香芝中 14.50 44
62 73 山本　悠(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.50 45
98 128 ??川　瑠依(1) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 二名中 14.50 46
121 133 田中　星愛(2) ﾀﾅｶ ｾｱﾗ 女子 奈　良 都南中 14.50 47
18 44 井垣　美咲(2) ｲｶﾞｷ　ﾐｻｷ 女子 奈　良 上中学 14.52 48
78 119 石川　美優(2) ｲｼｶﾜ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 富雄南中 14.54 49
35 65 福田　友梨弥(2) ﾌｸﾀﾞ ﾕﾘﾔ 女子 奈　良 香芝中 14.57 50
5 113 野間愛華(2) ﾉﾏｱｲｶ 女子 兵　庫 園田中 14.60 51
47 65 赤穂　惺那(1) ｱｶﾎ ｾｲﾅ 女子 奈　良 香芝中 14.60 52
56 73 木下　苺香(3) ｷﾉｼﾀ ﾏｲｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.60 53
57 73 谷水　春香(3) ﾀﾆﾐｽﾞ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.60 54
75 118 東田　いくみ(2) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 奈　良 飛鳥中 14.60 55
85 120 川本　栞(2) ｶﾜﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 奈　良 伏見中 14.60 56
40 65 兵頭　彩葉(2) ﾋｮｳﾄﾞｳ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 香芝中 14.61 57
143 67 木村　芽生(2) ｷﾑﾗ ﾒｲ 女子 奈　良 広陵中 14.69 58
64 106 森田　裕生(2) ﾓﾘﾀ ﾕｷ 女子 奈　良 田原本中 14.71 59
139 67 安達　咲花(1) ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 広陵中 14.75 60
77 118 大西　穗佳(1) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 飛鳥中 14.79 61
6 113 山下愛梨(1) ﾔﾏｼﾀｱｲﾘ 女子 兵　庫 園田中 14.80 62
58 73 中山　悠安(3) ﾅｶﾔﾏ ﾕｱﾝ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.80 63
83 119 仁賀　あかり(1) ﾆｶﾞ ｱｶﾘ 女子 奈　良 富雄南中 14.80 64
30 47 稲田　悠伽(1) ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 斑鳩中 14.82 65
33 63 高岡　桃佳(2) ﾀｶｵｶ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 香芝西中 14.84 66
7 113 橋内麻矢(1) ﾊｼｳﾁﾏﾔ 女子 兵　庫 園田中 14.85 67

115 133 青木　心美(2) ｱｵｷ ｺｺﾐ 女子 奈　良 都南中 14.87 68
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**************************************
* 女子中学 １００ｍ *
**************************************
147人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
63 106 古林　環奈(2) ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 田原本中 14.89 69
41 65 大田　杏花(2) ｵｵﾀ ｷｮｳｶ 女子 奈　良 香芝中 14.90 70
126 150 奥村　唯花(2) ｵｸﾑﾗ ﾕｲｶ 女子 奈　良 天理北中 14.92 71
22 44 松村　菜花(1) ﾏﾂﾑﾗ　ﾅﾉﾊ 女子 奈　良 上中学 14.93 72
19 44 森田　千陽(2) ﾓﾘﾀ　ﾁﾊﾙ 女子 奈　良 上中学 14.96 73
102 131 水貝　リト(2) ｽｶﾞｲﾘﾄ 女子 奈　良 三笠中 14.98 74
50 65 南　結衣(1) ﾐﾅﾐ ﾕｲ 女子 奈　良 香芝中 14.99 75
90 128 宮川　眞弥(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 二名中 15.00 76
92 128 桝田　瑛奈(2) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 奈　良 二名中 15.00 77
97 128 大河内　愛恵(1) ｵｵｺｳﾁ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 二名中 15.00 78
20 44 高崎　真由奈(2) ﾀｶｻｷ　ﾏﾕﾅ 女子 奈　良 上中学 15.01 79
116 133 景山　由菜(2) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 都南中 15.01 80
44 65 石橋　花漣(2) ｲｼﾊﾞｼ ｶﾚﾝ 女子 奈　良 香芝中 15.02 81
34 63 紀井　菜央佳(2) ｷｲ ﾅｵｶ 女子 奈　良 香芝西中 15.03 82
39 65 芳田　望桜(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐｵ 女子 奈　良 香芝中 15.03 83
142 67 米田　陽香(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 広陵中 15.03 84
106 131 宮本　りい(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｲ 女子 奈　良 三笠中 15.06 85
11 113 森田　瑚々(1) ﾓﾘﾀｺｺ 女子 兵　庫 園田中 15.13 86
144 67 小原　歩実(2) ｺﾊﾗ ｱﾐ 女子 奈　良 広陵中 15.14 87
4 113 堺咲来(2) ｻｶｲｻﾗ 女子 兵　庫 園田中 15.15 88
23 44 熊倉　帆花(1) ｸﾏｸﾗ　ﾎﾉｶ 女子 奈　良 上中学 15.15 89
119 133 生島　寧音(2) ｲｸｼﾏ ﾈﾈ 女子 奈　良 都南中 15.19 90
59 73 那和　朋佳(3) ﾅﾜ ﾄﾓｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.20 91
66 106 中村　ことの(2) ﾅｶﾑﾗ ｺﾄﾉ 女子 奈　良 田原本中 15.20 92
84 120 前川　裕菜(2) ﾏｴｶﾜ ﾕﾅ 女子 奈　良 伏見中 15.23 93
8 113 岩本くるみ(1) ｲﾜﾓﾄｸﾙﾐ 女子 兵　庫 園田中 15.30 94
24 44 木戸　遥香(1) ｷﾄﾞ　ﾊﾙｶ 女子 奈　良 上中学 15.32 95
105 131 武田　咲花　(1) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 15.34 96
122 133 横山　結生(1) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 女子 奈　良 都南中 15.35 97
81 119 幸前　杏奈(1) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 富雄南中 15.37 98
54 65 畑田　花音(1) ﾊﾀﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 香芝中 15.40 99
67 106 山本　優(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 女子 奈　良 田原本中 15.43 100
112 133 松田　栞菜(2) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 都南中 15.43 101
49 65 藤野　朱嶺(1) ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 女子 奈　良 香芝中 15.50 102
51 65 東　美彩希(1) ﾋｶﾞｼ ﾐｻｷ 女子 奈　良 香芝中 15.50 103
96 128 井上　桜花(1) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 奈　良 二名中 15.50 104
127 150 長谷川　怜花(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲｶ 女子 奈　良 天理北中 15.50 105
25 44 山口　樹葵(1) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｲﾂｷ 女子 奈　良 上中学 15.55 106
26 44 上垣　七菜子(1) ｳｴｶﾞｷ　ﾅﾅｺ 女子 奈　良 上中学 15.58 107
107 131 今岸　梨音(1) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 三笠中 15.58 108
86 120 井澤　彩花(2) ｲｻﾞﾜ ｱﾔｶ 女子 奈　良 伏見中 15.59 109
125 133 前田　葵月(1) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞ 女子 奈　良 都南中 15.60 110
128 150 松田　煌来(1) ﾏｯﾀ ｷﾗﾗ 女子 奈　良 天理北中 15.60 111
27 44 谷口　莉央(1) ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｵ 女子 奈　良 上中学 15.61 112
118 133 磯崎　夏希(2) ｲｿｻﾞｷ ﾅﾂｷ 女子 奈　良 都南中 15.61 113
48 65 田中　杏依(1) ﾀﾅｶ ｱｲ 女子 奈　良 香芝中 15.62 114
130 161 北畑　奈々(1) ｷﾀﾊﾞﾀ ﾅﾅ 女子 奈　良 郡山中 15.62 115
108 131 西村　陽奈(1) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 奈　良 三笠中 15.69 116
103 131 石原　暖子(1) ｲｼﾊﾗﾊﾙｺ 女子 奈　良 三笠中 15.78 117
32 47 花光　瑠衣(1) ﾊﾅﾐﾂ ﾙｲ 女子 奈　良 斑鳩中 15.83 118
131 161 愛須　麻央(1) ｱｲｽ ﾏｵ 女子 奈　良 郡山中 15.83 119
53 65 本出　純鈴(1) ﾎﾝﾃﾞ ｽﾐﾚ 女子 奈　良 香芝中 15.90 120
123 133 中川　愛椛(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅｶ 女子 奈　良 都南中 15.93 121
31 47 柿本　真依(1) ｶｷﾓﾄ ﾏｲ 女子 奈　良 斑鳩中 15.95 122
87 120 鈴木　千晴(1) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 15.96 123
101 131 松本　晴衣(2) ﾏﾂﾓﾄﾊﾙｴ 女子 奈　良 三笠中 15.96 124
9 113 深田麗羅(1) ﾌｶﾀﾚｲﾗ 女子 兵　庫 園田中 16.00 125

104 131 玉置　遥加(1) ﾀｵｷﾊﾙｶ 女子 奈　良 三笠中 16.04 126
100 131 藤原　真帆(2) ﾌｼﾞﾜﾗﾏﾎ 女子 奈　良 三笠中 16.06 127
141 67 吉田　有梨花(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｶ 女子 奈　良 広陵中 16.10 128
145 67 森井　麻衣(2) ﾓﾘｲ ﾏｲ 女子 奈　良 広陵中 16.10 129
124 133 中西　苺花(1) ﾅｶﾆｼ ﾏｲｶ 女子 奈　良 都南中 16.13 130
76 118 反田　琉留子(1) ﾀﾝﾀﾞ ﾙﾙﾈ 女子 奈　良 飛鳥中 16.19 131
117 133 森岡　裕菜(2) ﾓﾘｵｶ ﾕﾅ 女子 奈　良 都南中 16.29 132
74 114 行徳　小百合(2) ｷﾞｮｳﾄｸ ｻﾕﾘ 女子 奈　良 育英西中 16.36 133
55 65 武田　雅(1) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 香芝中 16.38 134
93 128 繁野　陽依(1) ｼｹﾞﾉ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 二名中 16.40 135
10 113 秦桃香(1) ﾊﾀﾓﾓｶ 女子 兵　庫 園田中 16.50 136
109 131 小林　葵花(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 女子 奈　良 三笠中 16.53 137
61 73 遠藤　真香(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 16.65 138
110 131 大谷　花夏(1) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 奈　良 三笠中 16.77 139
52 65 植田　姫菜珠(1) ｳｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 香芝中 17.00 140
95 128 中條　光稀(1) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ 女子 奈　良 二名中 17.00 141
114 133 松井　心愛(2) ﾏﾂｲ ｺｺｱ 女子 奈　良 都南中 17.00 142
113 133 森田　乃愛(2) ﾓﾘﾀ ﾉｱ 女子 奈　良 都南中 17.01 143
68 106 吉原　日和(1) ﾖｼﾊﾗ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 田原本中 17.50 144
69 113 廣田 真綾沙(1) ﾋﾛﾀ ﾏｱｻ 女子 奈　良 奈良学登美丘中 145
70 113 堀　亜実香(1) ﾎﾘ ｱﾐｶ 女子 奈　良 奈良学登美丘中 146
129 150 谷口　里桜(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 奈　良 天理北中 147
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**********************************************************
* 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************
21人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 67 山﨑　日陽(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅ 女子 奈　良 広陵中 15.70 1
19 568 田中　咲良(3) ﾀﾅｶ ｻｸﾗ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 16.38 2
10 118 荒木　菜々子(2) ｱﾗｷ ﾅﾅｺ 女子 奈　良 飛鳥中 16.55 3
1 113 森田葵(3) ﾓﾘﾀｱｵｲ 女子 兵　庫 園田中 16.68 4
9 113 川口　愛央(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良学登美丘中 16.80 5
20 570 三輪　成実(2) ﾐﾜ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 17.00 6
12 119 永島　優花(1) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 奈　良 富雄南中 18.36 7
3 113 小寺山もえ(2) ｺﾃﾗﾔﾏﾓｴ 女子 兵　庫 園田中 19.00 8
4 113 野間愛華(2) ﾉﾏｱｲｶ 女子 兵　庫 園田中 19.00 9
5 113 岩本くるみ(1) ｲﾜﾓﾄｸﾙﾐ 女子 兵　庫 園田中 20.00 10
7 65 加藤　杏菜(2) ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 香芝中 20.00 11
15 131 武田　咲花　(1) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 20.36 12
2 113 小橋美柚(2) ｺﾊﾞｼﾐﾕ 女子 兵　庫 園田中 21.00 13
6 113 森田　瑚々(1) ﾓﾘﾀｺｺ 女子 兵　庫 園田中 22.00 14
11 118 山田　菜鈴(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｽｽﾞ 女子 奈　良 飛鳥中 22.38 15
13 120 服部　心春(1) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 22.38 16
16 131 宮本　りい(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｲ 女子 奈　良 三笠中 25.44 17
8 65 芳田　望桜(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐｵ 女子 奈　良 香芝中 18
14 131 水貝　リト(2) ｽｶﾞｲﾘﾄ 女子 奈　良 三笠中 19
17 133 松田　栞菜(2) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 都南中 20
18 133 景山　由菜(2) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 都南中 21

**********************************
* 女子中学 棒高跳 *
**********************************
1人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 106 西前　瑶(2) ﾆｼﾏｴ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 田原本中 2m30 1

**************************************************
* 男子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
133人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
129 931 島村　侑暉(4) ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 天理大 10.61 1
98 145 郷　颯冴(1) ｺﾞｳ ｿｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良育英高 10.81 2
127 817 森本　健太(3) ﾓﾘﾓﾄ　ｹﾝﾀ 男子 奈　良 京都大 10.84 3
131 967 佐野　義公(2) ｻﾉ ﾖｼﾕｷ 男子 奈　良 天理大 10.86 4
95 138 古井　大貴(2) ﾌﾙｲ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 奈良育英高 10.92 5
60 348 萩尾　脩人(2) ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ 男子 大　阪 門真なみはや高 10.95 6
12 636 伊藤　渉(3) ｲﾄｳ ｼｮｳ 男子 三　重 近大高専 10.96 7
83 258 今泉　蓮(3) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 男子 奈　良 大和広陵高 10.98 8
96 141 奥谷　拓征(1) ｵｸﾀﾆ ﾀｸｾｲ 男子 奈　良 奈良育英高 10.98 9
100 147 田原　歩睦(1) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 奈良育英高 10.98 10
94 131 亀井　啓人(2) ｶﾒｲ ｹｲﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 11.00 11
120 315 岡田　亮太(2) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 11.00 12
7 654 清田　偉斗(2) ｷﾖﾀ ﾀｹﾄ 男子 三　重 近大高専 11.02 13
36 2317 伊藤 大悟(1) ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 11.10 14
11 646 山本　拓実(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 三　重 近大高専 11.13 15
92 126 中矢　智也(3) ﾅｶﾔ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 奈良育英高 11.15 16
130 954 西谷　昌弘(3) ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 天理大 11.17 17
45 1654 片岡　大輔(2) ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 11.19 18
128 744 角田　龍(2) ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 関西大 11.25 19
14 641 吉川　昂成(3) ﾖｼｶﾜ ｺｳｾｲ 男子 三　重 近大高専 11.26 20
17 2306 永井　文康(2) ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾔｽ 男子 京　都 西城陽高 11.28 21
99 146 佐々岡　佑有(1) ｻｻｵｶ ﾕｳ 男子 奈　良 奈良育英高 11.28 22
133 1135 伏見　将佑(2) ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 大阪国際大 11.30 23
25 2315 永島　大晴(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 西城陽高 11.31 24
6 644 梅本　宜広(2) ｳﾒﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 男子 三　重 近大高専 11.32 25

106 346 小野　敦寛(2) ｵﾉ ｱﾂﾋﾛ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.32 26
101 151 山村　将士(1) ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良育英高 11.36 27
102 152 山本　純平(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼ?ｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 奈良育英高 11.40 28
57 2674 宮良　琉也(2) ﾐﾔﾗ ﾘｭｳﾔ 男子 京　都 南陽高 11.41 29
112 355 細川　慧悟(1) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.41 30
59 2677 山中　悠翔(2) ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 京　都 南陽高 11.46 31
38 2318 小西 瑛士(1) ｺﾆｼ ｴｲｼﾞ 男子 京　都 西城陽高 11.47 32
61 350 岸田　陸人(2) ｷｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 門真なみはや高 11.47 33
3 653 古川　直(1) ﾌﾙｶﾜ ﾅｵ 男子 三　重 近大高専 11.48 34
46 1656 三本木　崚(2) ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 11.49 35
63 1152 鳥山　貴弘(9) ﾄﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.50 36
2 652 岳野　迪也(1) ﾀｹﾉ ﾐﾁﾔ 男子 三　重 近大高専 11.54 37
19 2309 堀　匡佑(2) ﾎﾘ ｷｮｳﾕｳ 男子 京　都 西城陽高 11.54 38
44 1653 岡本　悠(2) ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 男子 京　都 北稜高 11.55 39
8 647 中瀬　陽斗(2) ﾅｶｾ ｱｷﾄ 男子 三　重 近大高専 11.66 40
13 642 多田　悠人(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 三　重 近大高専 11.66 41
93 129 奥谷　紘生(2) ｵｸﾀﾆ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.69 42
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**************************************************
* 男子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
133人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
51 1669 吉村　青空(1) ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 男子 京　都 北稜高 11.70 43
81 261 田中　大靖(2) ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 大和広陵高 11.70 44
82 262 仲嶋　心(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝ 男子 奈　良 大和広陵高 11.70 45
84 265 市森　光輝(1) ｲﾁﾓﾘ ｺｳｷ 男子 奈　良 大和広陵高 11.70 46
18 2308 西山　颯人(2) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.71 47
42 2322 山﨑 翔(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 京　都 西城陽高 11.71 48
30 2324 島田 樹(1) ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽高 11.73 49
15 2303 坂本　慈優和(2) ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭｳﾜ 男子 京　都 西城陽高 11.75 50
132 980 菊井　海稀(1) ｷｸｲ ｶｲｷ 男子 奈　良 天理大 11.80 51
76 253 澤田　駿(1) ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 奈　良 王寺工業高 11.81 52
109 350 竹森　基之(2) ﾀｹﾓﾘ ﾓﾄｼ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.83 53
28 2323 南 貴耀(1) ﾐﾅﾐ ﾀｶﾃﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.85 54
110 351 中谷　優斗(2) ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.90 55
39 2320 筑紫 滉太(1) ﾂｸｼ ｺｳﾀ 男子 京　都 西城陽高 11.95 56
9 648 廣瀬　瑠星(2) ﾋﾛｾ ﾘｭｳｾｲ 男子 三　重 近大高専 11.96 57
62 1132 赤松　勇仁(9) ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.96 58
68 326 末次　昭(2) ｽｴﾂｸﾞ ｱｷ 男子 奈　良 奈良情報商業高 11.96 59
97 142 奥山　太揮(1) ｵｸﾔﾏ ﾀｲｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.96 60
22 2302 柏木　龍輝(2) ｶｼﾜｷﾞ ﾘｭｳｷ 男子 京　都 西城陽高 11.97 61
86 459 髙橋　孝輔(2) ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 一条高 11.97 62
105 345 入部　尚樹(2) ｲﾘﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.97 63
34 2321 浅津 一斗(1) ｱｻﾂﾞﾞ ｶｽﾞﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.99 64
66 217 濱田　匠也(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 奈良情報商業高 12.00 65
125 1051 大津　翔生(2) ｵｵﾂ ｶｲ 男子 奈　良 奈良高専 12.00 66
87 461 中村　一翔(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 一条高 12.02 67
20 2310 宮﨑　遼(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 男子 京　都 西城陽高 12.05 68
69 327 橋本　大侑(2) ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾕｳ 男子 奈　良 奈良情報商業高 12.05 69
122 317 黒松　航生(2) ｸﾛﾏﾂ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 12.08 70
5 658 一色田　神(2) ｲｼｷﾀﾞ ｼﾞﾝ 男子 三　重 近大高専 12.09 71
53 2687 鹿野　航大(1) ｼｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 南陽高 12.10 72
73 336 宮本　雄大(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈良情報商業高 12.10 73
108 348 菊田　悠真(2) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.10 74
111 352 福井　大地(2) ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.11 75
88 463 平井　俊輔(2) ﾋﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 一条高 12.14 76
1 655 上田　望笑(1) ｳｴﾀﾞﾉｴﾙ 男子 三　重 近大高専 12.16 77
67 325 柿坂　怜(2) ｶｷｻｶ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈良情報商業高 12.20 78
71 329 山口　啓斗(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾄ 男子 奈　良 奈良情報商業高 12.20 79
103 496 深瀬　勇誠(1) ﾌｶｾ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 奈良育英高 12.20 80
121 316 木下　賀貴(2) ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 12.20 81
10 660 栁田　義友(2) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 男子 三　重 近大高専 12.22 82
123 1046 木下　隼(3) ｷﾉｼﾀ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 奈良高専 12.23 83
29 2326 山本 壮琉(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 京　都 西城陽高 12.26 84
58 2675 竹本　新(2) ﾀｹﾓﾄ ｱﾗﾀ 男子 京　都 南陽高 12.26 85
85 458 篠原　大輝(2) ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 一条高 12.26 86
23 2314 中尾　颯人(2) ﾅｶｵ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.27 87
126 1052 藤保　慈元(2) ﾌｼﾞﾔｽ ｼﾞｹﾞﾝ 男子 奈　良 奈良高専 12.30 88
55 2689 後藤　健太(1) ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 男子 京　都 南陽高 12.31 89
113 356 山本　凱生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.32 90
26 2319 清水 憲人(1) ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.42 91
49 1663 長田　滉大(1) ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 北稜高 12.48 92
52 1670 川瀬　睦樹(1) ｶﾜｾ ﾄﾓｷ 男子 京　都 北稜高 12.51 93
32 2270 美田村 颯士(1) ﾐﾀﾑﾗ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 12.52 94
91 471 山崎　颯斗(1) ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 一条高 12.54 95
4 645 青井　悠眞(2) ｱｵｲ ﾕｳﾏ 男子 三　重 近大高専 12.55 96
47 1659 冨永　亮(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 12.55 97
78 641 田上　斗萌(1) ﾀｳｴ ﾄﾓ 男子 奈　良 王寺工業高 12.56 98
79 644 岡本　海(1) ｵｶﾓﾄ ｶｲ 男子 奈　良 王寺工業高 12.56 99
115 676 北沢　麟(1) ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.56 100
65 1120 小川　信人(9) ｵｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾄ 男子 奈　良 TEAM奈良 12.60 101
21 2301 大庭　侑也(2) ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽高 12.62 102
35 2328 杉 周(1) ｽｷﾞ ｱﾏﾈ 男子 京　都 西城陽高 12.64 103
89 466 井上　武蔵(1) ｲﾉｳｴ ﾑｻｼ 男子 奈　良 一条高 12.65 104
77 254 杉原　諒(1) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 男子 奈　良 王寺工業高 12.76 105
64 1124 塚本　真也(9) ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 TEAM奈良 12.80 106
74 651 田中　雷貴(1) ﾀﾅｶ ﾗｲｷ 男子 奈　良 奈良情報商業高 12.80 107
124 1048 上林　優生(2) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 男子 奈　良 奈良高専 12.80 108
70 328 坂東　航(2) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 男子 奈　良 奈良情報商業高 12.96 109
107 347 甲斐　篤郎(2) ｶｲ ｱﾂﾛｳ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.98 110
48 1662 岡本　堅(1) ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 男子 京　都 北稜高 13.06 111
116 677 反田　嘉洸(1) ﾀﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 奈良大附属高 13.13 112
118 680 藤本　一輝(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 13.14 113
75 241 野田　龍太(2) ﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 王寺工業高 13.31 114
90 467 小林　夕希也(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 一条高 13.33 115
80 645 辻野　和希(1) ﾂｼﾞﾉ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 王寺工業高 13.46 116
54 2688 多比良　航悠(1) ﾀﾋﾗ ｺｳﾕｳ 男子 京　都 南陽高 13.48 117
50 1668 ミューリ・ブライアン ﾐｭｰﾘ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 男子 京　都 北稜高 13.62 118
56 2690 稲田　陸人(1) ｲﾅﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 京　都 南陽高 13.67 119
117 678 豊田　琉斗(1) ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 13.96 120
114 675 浅野　慎太郎(1) ｱｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良大附属高 14.13 121
72 332 中村　玲勇(1) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 奈　良 奈良情報商業高 14.19 122



競技エントリーリスト リスト出力日付：2020/10/22 19:57:25 Page:8
**************************************************
* 男子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
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# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
16 2304 田井中　怜(2) ﾀｲﾅｶ ﾚｲ 男子 京　都 西城陽高 123
24 2313 箭野　颯真(2) ﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 124
27 2273 高間 勘介(1) ﾀｶﾏ ｶﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 125
31 2325 辻川 海滉(1) ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 126
33 2272 真木 駿祐(1) ﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 127
37 2327 岡田 大輝(1) ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 西城陽高 128
40 2316 福島 宇恭(1) ﾌｸｼﾏ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 129
41 2271 藤井 暖(1) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 130
43 2329 吉岡 涼夏(1) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 131
104 344 石田　耕誠(2) ｲｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 奈　良 奈良大附属高 132
119 700 高松　玲(1) ﾀｶﾏﾂ ﾚｲ 男子 奈　良 奈良大附属高 133

**********************************************************************
* 男子高校・一般 １１０ｍＨ(1.067m) *
**********************************************************************
14人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 635 長田　一晟(3) ﾅｶﾞﾀ ｲｯｾｲ 男子 三　重 近大高専 14.48 1
14 147 田原　歩睦(1) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 奈良育英高 14.87 2
2 651 長田　怜士(1) ﾅｶﾞﾀ ﾚｲｼﾞ 男子 三　重 近大高専 15.25 3
13 130 海原　紬希(2) ｶｲﾊﾞﾗ ﾂﾑｷﾞ 男子 奈　良 奈良育英高 15.61 4
5 368 本田　基偉(4) ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾄｲ 男子 三　重 近大高専 15.91 5
8 334 福西　伸哉(1) ﾌｸﾆｼ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 奈良情報商業高 15.94 6
3 636 伊藤　渉(3) ｲﾄｳ ｼｮｳ 男子 三　重 近大高専 16.00 7
11 56 尾嵜　玄空(1) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 奈　良 東大寺学園高 16.07 8
12 60 木津　周汰(1) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 16.15 9
1 655 上田　望笑(1) ｳｴﾀﾞﾉｴﾙ 男子 三　重 近大高専 16.39 10
6 2304 田井中　怜(2) ﾀｲﾅｶ ﾚｲ 男子 京　都 西城陽高 16.61 11
9 43 国土　将也(2) ｺｸﾄﾞ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 東大寺学園高 16.75 12
10 46 杉本　蓮(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園高 16.88 13
7 2316 福島 宇恭(1) ﾌｸｼﾏ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 18.12 14

**********************************************
* 男子高校・一般 棒高跳 *
**********************************************
16人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
11 249 原口　篤志(2) ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾂｼ 男子 奈　良 王寺工業高 4m90 1
4 637 池上　陽向(3) ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾅﾀ 男子 三　重 近大高専 4m80 2
5 638 上田　光一(3) ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ 男子 三　重 近大高専 4m60 3
15 2063 福原　健斗(1) ﾌｸﾊﾗ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 関西大 4m60 4
7 1657 杉本　遼(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 4m50 5
12 252 吉田　陸哉(1) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 4m40 6
9 412 浦東　海翔(1) ｳﾗﾋｶﾞｼ ｶｲﾄ 男子 奈　良 橿原高 4m30 7
6 1655 北澤　太晟(2) ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 北稜高 4m20 8
13 263 井上　大祐(2) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 大和広陵高 4m20 9
8 1664 川島　颯太(1) ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 4m10 10
16 711 岸森　仁志(4) ｷｼﾓﾘ ﾋﾄｼ 男子 奈　良 関西大 4m10 11
3 649 谷水　瑠斗(2) ﾀﾆﾐｽﾞ ﾙｲﾄ 男子 三　重 近大高専 4m00 12
1 661 中川　陽司(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ 男子 三　重 近大高専 3m80 13
10 413 山本　夢影(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾑｴｲ 男子 奈　良 橿原高 3m80 14
2 1888 山口　雄誠(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 男子 三　重 近大高専 3m70 15
14 1264 前田　純志(1) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 奈　良 奈良高専 3m60 16

**************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
40人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
39 113 南　こはる(3) ﾐﾅﾐ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 奈良学登美丘中 11.98 1
10 6223 丸尾　陽咲(2) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 西城陽高 12.01 2
4 6215 黒田　結生(2) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.34 3
5 6216 澤田　佳奈(2) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.38 4
7 6218 武元　美澪(2) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 女子 京　都 西城陽高 12.61 5
38 360 根津　明日香(3) ﾈﾂﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 大阪国際大 12.68 6
20 6204 岩田 愛弓(3) ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 女子 京　都 西城陽高 12.70 7
1 6211 浅尾　美香(2) ｱｻｵ ﾐｶ 女子 京　都 西城陽高 12.77 8
19 6223 ??田 知香(1) ﾖｼﾀﾞ ﾁｶ 女子 京　都 西城陽高 12.82 9
21 5605 清田　愛来(3) ｷﾖﾀ ｱｲﾗ 女子 京　都 北稜高 12.96 10
36 73 光定　愛莉(2) ﾐﾂｻﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈良育英高 13.08 11
32 233 八島　美亜(1) ﾔｼﾏ ﾐｱ 女子 奈　良 一条高 13.10 12
17 6228 湫 真音(1) ﾇﾏ ﾏｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 13.11 13
6 6217 高垣　実夢(2) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 13.28 14
33 103 近藤　結花(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｲｶ 女子 奈　良 育英西高 13.29 15
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**************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
40人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
28 150 乾谷　こころ(1) ｲﾇｲﾀﾞﾆ ｺｺﾛ 女子 奈　良 奈良情報商業高 13.30 16
13 6236 村田 奈津実(1) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ 女子 京　都 西城陽高 13.31 17
3 6213 井上　智晶(2) ｲﾉｳｴ ﾁｱｷ 女子 京　都 西城陽高 13.33 18
15 6229 前田 柚羽(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 女子 京　都 西城陽高 13.33 19
8 6219 寺下　萌絵(2) ﾃﾗｼﾀ ﾓｴ 女子 京　都 西城陽高 13.47 20
12 6226 中西 百合香(1) ﾅｶﾆｼ ﾕﾘｶ 女子 京　都 西城陽高 13.69 21
9 6220 永井　優妃(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｷ 女子 京　都 西城陽高 13.75 22
24 6507 北　あゆり(2) ｷﾀ ｱﾕﾘ 女子 京　都 南陽高 13.80 23
34 105 森脇　佳乃(2) モリワキ　ヨシノ 女子 奈　良 育英西高 13.84 24
2 6212 安藤　実那(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.91 25
30 230 藤岡　綾耶(1) ﾌｼﾞｵｶ ｱﾔｶ 女子 奈　良 一条高 13.94 26
25 6510 島田　優(2) ｼﾏﾀﾞ ﾕｳ 女子 京　都 南陽高 13.98 27
37 167 吉川　怜花(1) ﾖｼｶﾜ ﾚｲｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 14.04 28
14 6227 四堂 智咲(1) ｼﾄﾞｳ ﾁｻｷ 女子 京　都 西城陽高 14.25 29
26 148 朝井　佐智(2) ｱｻｲ ｻﾁ 女子 奈　良 奈良情報商業高 14.30 30
29 229 羽野　江美(1) ﾊﾉ ｴﾐ 女子 奈　良 一条高 14.50 31
11 6224 中西　小苗(2) ﾅｶﾆｼ ｻﾅｴ 女子 京　都 西城陽高 14.99 32
31 231 森田　光(1) ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 女子 奈　良 一条高 15.02 33
27 149 池田　美咲(1) ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 奈　良 奈良情報商業高 15.10 34
35 106 脇本　快乃香(2) ﾜｷﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 育英西高 15.14 35
16 6231 石田 寧(1) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 36
18 6232 松浦 真珠(1) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 37
22 5612 竹口　莉子(2) ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｺ 女子 京　都 北稜高 38
23 6520 鳥堂　結歩(1) ﾄﾘﾄﾞｳ ﾕｳﾎ 女子 京　都 南陽高 39
40 234 八ツ本　小稟(1) ﾔﾂﾓﾄ ｺﾘﾝ 女子 奈　良 一条高 40

**********************************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍＨ(0.838m) *
**********************************************************************
12人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
5 6219 寺下　萌絵(2) ﾃﾗｼﾀ ﾓｴ 女子 京　都 西城陽高 14.87 1
11 73 光定　愛莉(2) ﾐﾂｻﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈良育英高 14.93 2
9 6223 ??田 知香(1) ﾖｼﾀﾞ ﾁｶ 女子 京　都 西城陽高 15.65 3
4 6217 高垣　実夢(2) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 16.15 4
7 6234 定池 音和(1) ｻﾀﾞｲｹ ﾄﾜ 女子 京　都 西城陽高 17.62 5
1 6212 安藤　実那(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅ 女子 京　都 西城陽高 6
2 6214 桂田　萌(2) ｶﾂﾗﾀﾞ ﾓｴ 女子 京　都 西城陽高 7
3 6216 澤田　佳奈(2) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 西城陽高 8
6 6231 石田 寧(1) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 9
8 6232 松浦 真珠(1) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 10
10 6204 岩田 愛弓(3) ｲﾜﾀ ｱﾕﾐ 女子 京　都 西城陽高 11
12 234 八ツ本　小稟(1) ﾔﾂﾓﾄ ｺﾘﾝ 女子 奈　良 一条高 12

**********************************************
* 女子高校・一般 棒高跳 *
**********************************************
10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 794 野志　侑希(4) ﾉｼ ﾕｳｷ 女子 奈　良 武庫川女子大 3m90 1
8 836 峰本　涼(1) ﾐﾈﾓﾄ ｽｽﾞｶ 女子 奈　良 武庫川女子大 3m60 2
9 2139 篠崎　稔里(3) ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾉﾘ 女子 愛　知 至学館高 3m60 3
1 5605 清田　愛来(3) ｷﾖﾀ ｱｲﾗ 女子 京　都 北稜高 3m30 4
5 586 日浦　遥(9) ﾋｳﾗ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 Yellow Poles 3m00 5
10 2140 齋藤　未来(2) ｻｲﾄｳ ﾐｸ 女子 愛　知 至学館高 3m00 6
4 5617 堀ノ内　香奈(1) ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾅ 女子 京　都 北稜高 2m70 7
6 129 岸本　みかさ(1) ｷｼﾓﾄ ﾐｶｻ 女子 奈　良 大和広陵高 2m50 8
3 5614 田中　璃奈(1) ﾀﾅｶ ﾘﾅ 女子 京　都 北稜高 2m40 9
2 5611 川邊　美奈(2) ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅ 女子 京　都 北稜高 10

**************************************
* 男子共通 １００ｍ *
**************************************
29人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 56 尾嵜　玄空(1) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.44 1
24 60 木津　周汰(1) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.68 2
22 57 金光　将英(1) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.79 3
18 46 杉本　蓮(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.83 4
1 137 奥田　優人(3) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 11.87 5
25 61 清野　馨(1) ｷﾖﾉ ｶｵﾙ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.90 6
17 43 国土　将也(2) ｺｸﾄﾞ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.93 7
19 51 藤原　寛章(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.94 8
29 67 前田　大智(1) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.00 9
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**************************************
* 男子共通 １００ｍ *
**************************************
29人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 137 笠井　龍生(3) ｶｻｲ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.05 10
5 137 北山　樹(2) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.06 11
6 137 清祐　恒太(2) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.08 12
7 137 黒松　慶斗(2) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.10 13
26 62 栗岡　幸作(1) ｸﾘｵｶ ｺｳｻｸ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.12 14
27 64 竹川　晴斗(1) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.13 15
28 65 登美　豪優(1) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.13 16
23 59 川島　拓(1) ｶﾜｼﾏ ﾀｸ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.19 17
20 54 今井　大和(1) ｲﾏｲ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.29 18
3 137 服部　成真(3) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.60 19
11 137 稲田　陽紀(1) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.17 20
9 137 初田　勇祐(2) ﾊﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.28 21
14 137 西川　瑞基(1) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.39 22
12 137 今岡　雅俊(1) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.40 23
15 137 早田　考佑(1) ﾊﾔﾀ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.43 24
4 137 宇山　周(2) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.56 25
13 137 代田　琥太郎(1) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.66 26
16 137 村井　俊斗(1) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.67 27
8 137 澤西　和太郎(2) ｻﾜﾆｼ ﾜﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.86 28
10 137 青木　捷亮(1) ｱｵｷ ﾄｼｱｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 29  


