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第３回奈良市陸上競技記録会・奈良市中学新人戦
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 鹿ノ台中 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 290042001 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳 女子中学 四種競技
2 奈　良 鹿ノ台中 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 290042002 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳 女子中学 四種競技
3 奈　良 鹿ノ台中 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 290042003 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳 女子中学 四種競技
4 奈　良 斑鳩中 47 上本　彰人(2) ｳｴﾓﾄ ｱｷﾄ 男子 290047001
5 奈　良 斑鳩中 47 魚谷　将太郎(2) ｳｵﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 290047002 男子共通 １００ｍ
6 奈　良 斑鳩中 47 川村　直輝(2) ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 290047003
7 奈　良 斑鳩中 47 倉田　虹輝(2) ｸﾗﾀ ｺｳｷ 男子 290047004 男子共通 １００ｍ
8 奈　良 斑鳩中 47 阪上　慶宇(2) ｻｶｳｴ ﾖｼﾀｶ 男子 290047005
9 奈　良 斑鳩中 47 平野　偉哉(2) ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲﾔ 男子 290047006
10 奈　良 斑鳩中 47 廣瀬　優磨(2) ﾋﾛｾ ﾕｳﾏ 男子 290047007
11 奈　良 斑鳩中 47 廣田　倖正(2) ﾋﾛﾀ ｺｳｾｲ 男子 290047008
12 奈　良 斑鳩中 47 山下　和真(2) ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 男子 290047009
13 奈　良 斑鳩中 47 山下　真慶(2) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐﾁ 男子 290047010 男子共通 １００ｍ
14 奈　良 斑鳩中 47 稲田　悠伽(2) ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 290047011
15 奈　良 斑鳩中 47 柿本　真依(2) ｶｷﾓﾄ ﾏｲ 女子 290047012
16 奈　良 斑鳩中 47 梶　　百花(2) ｶｼﾞ ﾓﾓｶ 女子 290047013
17 奈　良 斑鳩中 47 佐伯　虹凪(2) ｻｴｷ ﾆﾅ 女子 290047014
18 奈　良 斑鳩中 47 花光　瑠衣(2) ﾊﾅﾐﾂ ﾙｲ 女子 290047015
19 奈　良 斑鳩中 47 安治　隼平(1) ｱｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 290047016
20 奈　良 斑鳩中 47 北田　優(1) ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 男子 290047017 男子共通 １００ｍ
21 奈　良 斑鳩中 47 濱根　太陽(1) ﾊﾏﾈ ﾀｲﾖｳ 男子 290047018
22 奈　良 斑鳩中 47 松村　優也(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 290047019 男子共通 １５００ｍ
23 奈　良 斑鳩中 47 山本　湊介(1) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ 男子 290047020
24 奈　良 都祁中 51 秋野　樹羅(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 290051001 男子共通 １００ｍ 男子中学 棒高跳
25 奈　良 都祁中 51 今岡　永遠(2) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 290051002 男子中学 四種競技
26 奈　良 都祁中 51 大西　健太(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 290051003 男子共通 １００ｍ 男子中学 棒高跳
27 奈　良 都祁中 51 中森　諒(2) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 290051004 男子共通 １００ｍ 男子中学 棒高跳
28 奈　良 都祁中 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 290051005 男子中学 四種競技
29 奈　良 都祁中 51 石川　幸寛(1) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 290051006 男子共通 ２００ｍ
30 奈　良 都祁中 51 峯　憲伸(1) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 290051007 男子共通 １００ｍ 男子中学 棒高跳
31 奈　良 都祁中 51 八重川　悠介(1) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290051008 男子共通 １００ｍ 男子中学 棒高跳
32 奈　良 都祁中 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 290051009 女子中学 四種競技
33 奈　良 都祁中 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 290051010 女子中学 四種競技
34 奈　良 都祁中 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 290051011 女子中学 四種競技
35 奈　良 都祁中 51 平谷  智澪(3) ﾋﾗﾀﾆ ﾄﾓﾐ 女子 290051012 女子中学 円盤投(1.000kg)
36 奈　良 都祁中 51 今岡　永遠(2) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 290051015 男子市中学新人戦 １００ｍ 男子市中学新人戦 走高跳
37 奈　良 都祁中 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 290051016 男子市中学新人戦 走高跳
38 奈　良 都祁中 51 石川　幸寛(1) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 290051017 男子市中学新人戦 １００ｍ 男子市中学新人戦 走幅跳
39 奈　良 都祁中 51 和田　瞬希(1) ﾜﾀﾞ ｼｭﾝｷ 男子 290051018 男子市中学新人戦 砲丸投(5.000kg)
40 奈　良 都祁中 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 290051019 女子市中学新人戦 １００ｍ 女子市中学新人戦 走幅跳
41 奈　良 都祁中 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 290051020 女子市中学新人戦 １００ｍ 女子市中学新人戦 走高跳
42 奈　良 都祁中 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 290051021 女子市中学新人戦 走高跳
43 奈　良 都祁中 51 峯　憲伸(1) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 290051022
44 奈　良 香芝北中 58 増山　健心(3) ﾏｽﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 290058001 男子共通 ３０００ｍ
45 奈　良 香芝北中 58 井内　泰蔵(3) ｲｳﾁ ﾀｲｿﾞｳ 男子 290058002 男子共通 ３０００ｍ
46 奈　良 香芝北中 58 西川　晃大(3) ﾆｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 290058003 男子共通 ３０００ｍ
47 奈　良 香芝北中 58 斉藤　燈(2) ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾙ 男子 290058004 男子共通 ３０００ｍ
48 奈　良 香芝北中 58 中條　雄翔(2) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 男子 290058005 男子共通 ３０００ｍ
49 奈　良 香芝北中 58 嶌岡　陸哉(2) ｼﾏｵｶ ﾘｸﾔ 男子 290058006 男子共通 ３０００ｍ
50 奈　良 香芝北中 58 林　祥太郎(2) ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 290058007 男子共通 ３０００ｍ
51 奈　良 香芝北中 58 髙橋　賢真(1) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 男子 290058008 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
52 奈　良 香芝北中 58 阿久根　志優(1) ｱｸﾈ ｼｭｳ 男子 290058009 男子共通 ３０００ｍ
53 奈　良 香芝北中 58 白井　琉陽(1) ｼﾗｲ ﾘｭｳﾋ 男子 290058010 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
54 奈　良 香芝北中 58 松浦　夢空(1) ﾏﾂｳﾗ ﾑｸ 男子 290058011 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
55 奈　良 香芝北中 58 吉中　聖翔(1) ﾖｼﾅｶ ｱｷﾄ 男子 290058012 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
56 奈　良 香芝北中 58 尾崎　咲穂(3) ｵｻﾞｷ ｻﾎ 女子 290058013 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
57 奈　良 香芝北中 58 近藤　有寿(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞ 女子 290058014
58 奈　良 香芝北中 58 矢野　悠衣(2) ﾔﾉ ﾕｲ 女子 290058015 女子共通 ８００ｍ
59 奈　良 香芝北中 58 桂　穂歩奈(2) ｶﾂﾗ ﾎﾎﾅ 女子 290058016 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
60 奈　良 香芝北中 58 仁科　知夏(2) ﾆｼﾅ ﾁﾅﾂ 女子 290058017 女子共通 ８００ｍ
61 奈　良 香芝北中 58 角畠　帆海(2) ｶﾄﾞﾊﾀ ﾎﾄﾐ 女子 290058018 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
62 奈　良 香芝北中 58 田村　実彩(1) ﾀﾑﾗ ﾐｻ 女子 290058019 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
63 奈　良 香芝北中 58 丸山　紗佳(1) ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾞｶ 女子 290058020 女子共通 １５００ｍ
64 奈　良 香芝北中 58 小林　蓮大(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀ 男子 290058021 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
65 奈　良 香芝北中 58 栄村　翔(3) ｻｶｴﾑﾗ ｼｮｳ 男子 290058022 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
66 奈　良 香芝北中 58 早川　諒(3) ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 男子 290058023 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
67 奈　良 香芝北中 58 大村　優吾(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 男子 290058024 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
68 奈　良 香芝北中 58 竹中　一平(2) ﾀｹﾅｶ ｲｯﾍﾟｲ 男子 290058025 男子共通 １００ｍ 男子共通 ４００ｍ
69 奈　良 香芝北中 58 和田　大翼(2) ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 290058026 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
70 奈　良 香芝北中 58 熊川　大翔(2) ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 290058027
71 奈　良 香芝北中 58 中岡　亮太(2) ﾅｶｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 290058028
72 奈　良 香芝北中 58 宇原　龍之介(2) ｳﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 290058029 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
73 奈　良 香芝北中 58 西川　瑛都(2) ﾆｼｶﾜ ｴｲﾄ 男子 290058030 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
74 奈　良 香芝北中 58 藤原　優斗(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 男子 290058031 男子共通 ２００ｍ 男子中学 円盤投(1.500kg)
75 奈　良 香芝北中 58 髙橋　功太郎(2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290058032 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
76 奈　良 香芝北中 58 増田　光汰(2) ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 290058033 男子共通 １００ｍ 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
77 奈　良 香芝北中 58 大村　悠真(1) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 290058034 男子共通 １００ｍ 男子中学 砲丸投(5.000kg)
78 奈　良 香芝北中 58 大森　宏一(1) ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ 男子 290058035 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
79 奈　良 香芝北中 58 下　敏己(1) ｼﾓ ﾄｼｷ 男子 290058036 男子共通 １００ｍ 男子中学 円盤投(1.500kg)
80 奈　良 香芝北中 58 戸石　業人(1) ﾄｲｼ ﾅﾘﾄ 男子 290058037 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
81 奈　良 香芝北中 58 丸野　壱倖(1) ﾏﾙﾉ ｲｯｻ 男子 290058038 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
82 奈　良 香芝北中 58 寺戸　翔大(1) ﾃﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 290058039 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
83 奈　良 香芝北中 58 栗林　優姫(3) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 女子 290058040 女子共通 １００ｍ
84 奈　良 香芝北中 58 松榮　芹菜(2) ﾏﾂｴ ｾﾘﾅ 女子 290058041 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
85 奈　良 香芝北中 58 萱　紗弓(2) ｶﾔ ｻﾕﾐ 女子 290058042 女子共通 ２００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
86 奈　良 香芝北中 58 生駒　果月(1) ｲｺﾏ ｶﾂﾞｷ 女子 290058043 女子共通 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
87 奈　良 香芝北中 58 西田　琴音(1) ﾆｼﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 290058044 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
88 奈　良 香芝北中 58 福岡　佐紀(1) ﾌｸｵｶ ｻｷ 女子 290058045 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
89 奈　良 香芝北中 58 田澤　樹(1) ﾀｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 290058046 男子共通 １００ｍ
90 奈　良 香芝東中 59 鳥山　琳太郎(3) ﾄﾘﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290059001 男子共通 ３０００ｍ
91 奈　良 香芝東中 59 酒井　司(3) ｻｶｲ ﾂｶｻ 男子 290059002 男子共通 ３０００ｍ
92 奈　良 香芝東中 59 常田　虎太郎(3) ﾂﾈﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 290059003 男子共通 ３０００ｍ
93 奈　良 香芝東中 59 辻村　優空(3) ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｳ 男子 290059004 男子共通 ３０００ｍ
94 奈　良 香芝東中 59 郡　直成(2) ｺｵﾘ ﾅｵｾｲ 男子 290059005 男子共通 ３０００ｍ
95 奈　良 香芝東中 59 北　嶺真(2) ｷﾀ ﾘｮｳﾏ 男子 290059006 男子共通 ３０００ｍ
96 奈　良 香芝東中 59 田島　知徳(1) ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓﾉﾘ 男子 290059007 男子共通 １５００ｍ
97 奈　良 香芝東中 59 福田　竜都(1) ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 290059008 男子共通 ３０００ｍ
98 奈　良 香芝東中 59 松尾　瑛志朗(1) ﾏﾂｵ ｴｲｼﾛｳ 男子 290059009 男子共通 １５００ｍ
99 奈　良 香芝東中 59 桝谷　唯人(1) ﾏｽﾀﾆ ﾕｲﾄ 男子 290059010 男子共通 ３０００ｍ
100 奈　良 香芝東中 59 溝端　泰基(1) ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾀｲｷ 男子 290059011 男子共通 １５００ｍ
101 奈　良 香芝東中 59 兼若　瑠唯(1) ｶﾈﾜｶ ﾙｲ 男子 290059012 男子共通 ３０００ｍ
102 奈　良 香芝東中 59 岡口　翔哉(1) ｵｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾔ 男子 290059013 男子共通 １５００ｍ
103 奈　良 香芝東中 59 安田　誠之介(1) ﾔｽﾀﾞ ｾｲﾉｽｹ 男子 290059014 男子共通 ３０００ｍ
104 奈　良 香芝東中 59 中野　花芽(1) ﾅｶﾉ ﾊﾅﾒ 女子 290059015 女子共通 １５００ｍ
105 奈　良 香芝東中 59 森田　みづき(3) ﾓﾘﾀ ﾐﾂﾞｷ 女子 290059016 女子共通 １５００ｍ
106 奈　良 香芝東中 59 檜垣　佑奈(2) ﾋｶﾞｷ ﾕﾅ 女子 290059017 女子共通 １５００ｍ
107 奈　良 香芝東中 59 川上　優菜(2) ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾅ 女子 290059018 女子共通 １５００ｍ
108 奈　良 香芝東中 59 奥田　彩乃(1) ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 290059019 女子共通 １５００ｍ
109 奈　良 香芝東中 59 内田　愛海(1) ｳﾁﾀﾞ ｱﾐ 女子 290059020 女子共通 １５００ｍ
110 奈　良 香芝東中 59 篠原　咲葉(1) ｼﾉﾊﾗ ｻﾜ 女子 290059021 女子共通 １５００ｍ
111 奈　良 香芝東中 59 奥田　来瞳(1) ｵｸﾀﾞ ｸﾙﾐ 女子 290059022 女子共通 １５００ｍ
112 奈　良 香芝東中 59 友村　瞭太(1) ﾄﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 290059023 男子共通 １５００ｍ
113 奈　良 上牧中 66 吉川　心大(2) ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾀ 男子 290066001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
114 奈　良 上牧中 66 林　温人(2) ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 290066002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
115 奈　良 上牧中 66 柴田　徠翔(2) ｼﾊﾞﾀ ﾗｲﾄ 男子 290066003 男子共通 ４００ｍ 男子共通 ８００ｍ
116 奈　良 上牧中 66 池田　蓮夢音(2) ｲｹﾀﾞ ﾚﾉﾝ 女子 290066004 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
117 奈　良 上牧中 66 藤永　琳久(1) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｸ 男子 290066005 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
118 奈　良 上牧中 66 辰巳　瑞樹(1) ﾀﾂﾐ ﾐｽﾞｷ 男子 290066006 男子共通 １００ｍ 男子中学 走高跳
119 奈　良 上牧中 66 藤村　樹希(1) ﾌｼﾞﾑﾗ ｲﾂｷ 男子 290066007 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
120 奈　良 上牧中 66 上別府　彩名(1) ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ｱﾔﾅ 女子 290066008 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
121 奈　良 上牧中 66 谷川　心羽(1) ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｺﾊ 女子 290066009 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
122 奈　良 上牧中 66 橋本　侑奈(1) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 女子 290066010 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
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第３回奈良市陸上競技記録会・奈良市中学新人戦
主　管:奈良市陸上競技協会
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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
123 奈　良 上牧中 66 瀧本　明莉(1) ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 290066011 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
124 奈　良 上牧中 66 福井　寧々(1) ﾌｸｲ ﾈﾈ 女子 290066012 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
125 奈　良 上牧中 66 北村　珀斗(3) ｷﾀﾑﾗ ﾊｸﾄ 男子 290066013 男子共通 １５００ｍ
126 奈　良 広陵中 67 飯干　颯大(1) ｲｲﾎｼ ｿｳﾀ 男子 290067001 男子共通 ３０００ｍ
127 奈　良 広陵中 67 小切間　大翔(1) ｺｷﾞﾘﾏ ﾀｲﾄ 男子 290067002 男子共通 ３０００ｍ
128 奈　良 広陵中 67 永井　仁(1) ﾅｶﾞｲ ｼﾞﾝ 男子 290067003 男子共通 ３０００ｍ
129 奈　良 広陵中 67 前側　佑介(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290067004 男子共通 ３０００ｍ
130 奈　良 広陵中 67 三好　雄也(1) ﾐﾖｼ ﾕｳﾔ 男子 290067005 男子共通 ３０００ｍ
131 奈　良 広陵中 67 里内　芽咲(1) ｻﾄｳﾁ ﾒｲ 女子 290067006 女子共通 １５００ｍ
132 奈　良 広陵中 67 竹村　美咲(1) ﾀｹﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 290067007 女子共通 １５００ｍ
133 奈　良 広陵中 67 辰巳　穂乃歌(1) ﾀﾂﾐ ﾎﾉｶ 女子 290067008 女子共通 １５００ｍ
134 奈　良 広陵中 67 細井　舞桜(1) ﾎｿｲ ﾏｵ 女子 290067009 女子共通 １５００ｍ
135 奈　良 広陵中 67 田村　晴希(2) ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 290067010 男子共通 ３０００ｍ
136 奈　良 広陵中 67 野瀬　悠一郎(2) ﾉｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 290067011 男子共通 ３０００ｍ
137 奈　良 広陵中 67 井上　悠鈴(2) ｲﾉｳｴ ﾕｽﾞ 女子 290067012 女子共通 １５００ｍ
138 奈　良 広陵中 67 高井　涼那(2) ﾀｶｲ ﾘｮｳﾅ 女子 290067013 女子共通 １５００ｍ
139 奈　良 広陵中 67 西本　栞菜(2) ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾅ 女子 290067014 女子共通 １５００ｍ
140 奈　良 広陵中 67 香月　大志(3) ｶﾂｷ ﾀｲｼ 男子 290067015 男子共通 ３０００ｍ
141 奈　良 広陵中 67 塚村　慧(3) ﾂｶﾑﾗ　ｹｲ 男子 290067016 男子共通 ３０００ｍ
142 奈　良 広陵中 67 寺西　心奈(3) ﾃﾗﾆｼ ｺｺﾅ 男子 290067017 男子共通 ３０００ｍ
143 奈　良 広陵中 67 門長　佑樹(3) ﾓﾝﾁｮｳ ﾕｳｷ 男子 290067018 男子共通 ３０００ｍ
144 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 岡村　咲作(2) ｵｶﾑﾗ ｻｸ 男子 290073001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
145 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 山本　悠(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 290073002 女子共通 １５００ｍ
146 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 小嶺　葵(2) ｺﾐﾈ ｱｵｲ 女子 290073003 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
147 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 松村　史悠(1) ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳ 男子 290073004 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
148 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 志野　篤哉(1) ｼﾉ ｱﾂﾔ 男子 290073005 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
149 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 濱口　進平(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 290073006
150 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 松田　侑大(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 290073007 男子共通 １５００ｍ
151 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 石川　鉄平(1) ｲｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 290073008 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
152 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 坂本　春介(1) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 290073009 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １００ｍ
153 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 中井　勇仁(1) ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 男子 290073010 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子共通 １００ｍ
154 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 黒田　凛(1) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝ 女子 290073011 女子共通 ８００ｍ
155 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 吉田　明日香(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 女子 290073012 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
156 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 小倉　日菜多(1) ｺｸﾗ ﾋﾅﾀ 女子 290073013 女子共通 ８００ｍ
157 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 久保　妃那(1) ｸﾎﾞ ﾋﾅ 女子 290073014 女子共通 ８００ｍ
158 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 窪田　陽菜(1) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 女子 290073015 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
159 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 山根　佑月(1) ﾔﾏﾈ ﾕﾂﾞｷ 女子 290073016 女子共通 ８００ｍ
160 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 杉本　久泰(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｻﾔｽ 男子 290073017 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
161 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 土井　悠叶(3) ﾄﾞｲ　ﾊﾙﾄ 男子 290073018 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
162 奈　良 智辯奈良カレッジ 73 河島　紗也(3) ｶﾜｼﾏ ｻﾔ 女子 290073019 女子共通 ２００ｍ 女子共通 ４００ｍ 女子共通 ８００ｍ
163 奈　良 榛原中 82 松本　斗希(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾄｷ 男子 290082001 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
164 奈　良 榛原中 82 坂本　伊輝(1) ｻｶﾓﾄ　ﾖｼｷ 男子 290082002 男子中学 砲丸投(5.000kg)
165 奈　良 榛原中 82 上田　寛翔(1) ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛﾄ 男子 290082003 男子共通 １５００ｍ
166 奈　良 榛原中 82 藤本　彬杜(1) ﾌｼﾞﾓﾄ　ｱｷﾄ 男子 290082004 男子共通 １００ｍ 男子中学 走高跳
167 奈　良 榛原中 82 米屋　紅愛(1) ﾖﾈﾔ　ｸﾚｱ 女子 290082005 女子共通 １００ｍ
168 奈　良 榛原中 82 赤松　茉優(1) ｱｶﾏﾂ　ﾏﾕ 女子 290082006 女子共通 ８００ｍ
169 奈　良 榛原中 82 中尾　樹里(1) ﾅｶｵ　ｼﾞｭﾘ 女子 290082007 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
170 奈　良 榛原中 82 藤田　あかり(1) ﾌｼﾞﾀ　ｱｶﾘ 女子 290082008 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
171 奈　良 榛原中 82 山城　希楓(1) ﾔﾏｼﾛ　ﾉﾉｶ 女子 290082009 女子共通 １００ｍ 女子共通 １００ｍＹＨ(0.762m)
172 奈　良 榛原中 82 中野　向日葵(1) ﾅｶﾉ　ﾋﾅﾀ 女子 290082010 女子共通 １００ｍ 女子共通 ８００ｍ
173 奈　良 榛原中 82 福西　玲依(1) ﾌｸﾆｼ　ﾚｲ 女子 290082011 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
174 奈　良 榛原中 82 大野　結愛(1) ｵｵﾉ　ﾕｱ 女子 290082012 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
175 奈　良 榛原中 82 近處　ゆず希(1) ｷﾝｼﾞｮ　ﾕｽﾞｷ 女子 290082013 女子中学 走幅跳
176 奈　良 榛原中 82 小山　海(3) ｺﾔﾏ  ｶｲ 男子 290082014 男子中学 三段跳
177 奈　良 榛原中 82 戎野　太陽(3) ｴﾋﾞｽﾉ  ﾀｲﾖｳ 男子 290082015 男子共通 １５００ｍ 男子共通 １００ｍ
178 奈　良 高田中 98 辻岡　晃(2) ﾂｼﾞｵｶ ﾋｶﾙ 男子 290098001 男子共通 １００ｍ 男子中学 砲丸投(5.000kg)
179 奈　良 高田中 98 東馬　徹平(2) ﾄｳﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 290098002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
180 奈　良 高田中 98 松田　光史(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 男子 290098003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
181 奈　良 高田中 98 小田　陽斗(1) ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 290098004 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
182 奈　良 高田中 98 谷口　拓耶(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 男子 290098005 男子共通 １００ｍ 男子中学 走高跳
183 奈　良 高田中 98 山中　駿(1) ﾔﾏﾅｶ ｼｭﾝ 男子 290098006 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
184 奈　良 高田中 98 吉阪　正悟(1) ﾖｼｻｶ ｼｮｳｺﾞ 男子 290098007 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
185 奈　良 高田中 98 表　美佑(2) ｵﾓﾃ ﾐﾕｳ 女子 290098008 女子共通 １００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
186 奈　良 高田中 98 佐藤　瑠奈(2) ｻﾄｳ ﾙﾅ 女子 290098009 女子共通 １００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
187 奈　良 高田中 98 大武　真白(1) ｵｵﾀｹ ﾑｸ 女子 290098010 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
188 奈　良 高田中 98 吉村　妙香(1) ﾖｼﾑﾗ ﾀｴｶ 女子 290098011 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
189 奈　良 高田中 98 村木　空音() 　　　290098012
190 奈　良 式下中 105 大西　楓雅(1) ｵｵﾆｼ ﾌｳｶﾞ 男子 290105001 男子共通 １００ｍ
191 奈　良 式下中 105 池崎　一翔(1) ｲｹｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ 男子 290105002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
192 奈　良 式下中 105 丸谷　草太(1) ﾏﾙﾀﾆ ｿｳﾀ 男子 290105003
193 奈　良 式下中 105 八十田　悠貴(1) ﾔｿﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 290105004
194 奈　良 式下中 105 小山　朋也(1) ｺﾔﾏ ﾄﾓﾔ 男子 290105005 男子共通 １００ｍ
195 奈　良 式下中 105 林田　一希(1) ﾊﾔｼﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 290105006 男子共通 １００ｍ
196 奈　良 式下中 105 岩屋　陽大(2) ｲﾜﾔ ﾖｳﾀ 男子 290105007 男子中学 走幅跳
197 奈　良 式下中 105 西村　翔太(2) ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 290105008
198 奈　良 式下中 105 藤本　悠稔(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋｻﾄｼ 男子 290105009
199 奈　良 式下中 105 松好　秀真(2) ﾏﾂﾖｼ ｼｭｳﾏ 男子 290105010
200 奈　良 式下中 105 入江　友規(2) ｲﾘｴ ﾄﾓﾉﾘ 男子 290105011
201 奈　良 式下中 105 上西　徹(2) ｳｴﾆｼ ﾄｵﾙ 男子 290105012
202 奈　良 式下中 105 池田　大翔(2) ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾄ 男子 290105013
203 奈　良 式下中 105 藤林　秀匡(2) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾏｻ 男子 290105014 男子共通 ２００ｍ
204 奈　良 式下中 105 森本　悠志(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｼ 男子 290105015 男子中学 走幅跳
205 奈　良 式下中 105 山村　侑生(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｾｲ 男子 290105016
206 奈　良 式下中 105 米澤　颯志(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ｿｳｼﾞ 男子 290105017 男子共通 １００ｍ 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
207 奈　良 式下中 105 浅越　奏柾(3) ｱｻｺﾞｼ ｿｳﾏ 男子 290105018
208 奈　良 式下中 105 土江　恒輝(3) ﾄﾞｴ ｺｳｷ 男子 290105019 男子共通 １００ｍ
209 奈　良 式下中 105 上田　陽(3) ｳｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 290105020
210 奈　良 式下中 105 丸瀬　伐折羅(3) ﾏﾙｾ ﾊﾞｻﾗ 男子 290105021
211 奈　良 式下中 105 石田　秀真(3) ｲｼﾀﾞ ﾎﾂﾞﾏ 男子 290105022
212 奈　良 式下中 105 乾　勇也(3) ｲﾇｲ ﾕｳﾔ 男子 290105023
213 奈　良 式下中 105 大内　初(3) ｵｵｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 男子 290105024
214 奈　良 式下中 105 六車　太一(3) ﾑｸﾞﾙﾏ ﾀｲﾁ 男子 290105025
215 奈　良 式下中 105 岡西　星(1) ｵｶﾆｼ ｱｶﾘ 女子 290105026 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
216 奈　良 式下中 105 奥田　栞菜(1) ｵｸﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 290105027 女子共通 １００ｍ 女子共通 ８００ｍ
217 奈　良 式下中 105 細川　柚妃(1) ﾎｿｶﾜ ﾕｳｷ 女子 290105028 女子共通 １００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
218 奈　良 式下中 105 相川　心花(1) ｱｲｶﾜ ﾐｶ 女子 290105029 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
219 奈　良 式下中 105 坂本　楓果(1) ｻｶﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 290105030 女子共通 １００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
220 奈　良 式下中 105 高尾　怜(1) ﾀｶｵ ﾚｲ 女子 290105031 女子共通 １００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
221 奈　良 式下中 105 池嶋　美結(2) ｲｹｼﾞﾏ ﾐﾕ 女子 290105032
222 奈　良 式下中 105 田中　あかり(2) ﾀﾅｶ ｱｶﾘ 女子 290105033 女子中学 走幅跳
223 奈　良 式下中 105 吉川　奈津輝(2) ﾖｼｶﾜ ﾅﾂｷ 女子 290105034
224 奈　良 式下中 105 山谷　真愛(2) ﾔﾏﾀﾆ ﾏﾅﾐ 女子 290105035 女子共通 １００ｍ
225 奈　良 式下中 105 山本　実生(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ 女子 290105036
226 奈　良 式下中 105 播田　七虹(2) ﾊﾘﾀ ﾅﾅｺ 女子 290105037 女子共通 １００ｍ
227 奈　良 式下中 105 梅本　有利(2) ｳﾒﾓﾄ ﾕﾘ 女子 290105038 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
228 奈　良 式下中 105 田原　美優(2) ﾀﾊﾞﾙ ﾐﾕ 女子 290105039 女子共通 １００ｍ
229 奈　良 式下中 105 吉田　小晏(3) ﾖｼﾀﾞ ｺﾊﾙ 女子 290105040
230 奈　良 式下中 105 池﨑　愛菜(3) ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 女子 290105041 女子中学 走幅跳
231 奈　良 式下中 105 吉川　羽奈(3) ﾖｼｶﾜ ﾊﾅ 女子 290105042
232 奈　良 田原本中 106 木場永盛(2) ｺﾊﾞﾄﾓ 男子 290106001 男子共通 １００ｍ
233 奈　良 田原本中 106 森村宏生(1) ﾓﾘﾑﾗｺｳｷ 男子 290106002 男子中学 砲丸投(5.000kg)
234 奈　良 田原本中 106 吉田裕香(1) ﾖｼﾀﾞﾕｳｶ 女子 290106003 女子中学 走幅跳
235 奈　良 田原本中 106 小林愛菜(1) ｺﾊﾞﾔｼｱｲﾅ 女子 290106004 女子中学 走高跳
236 奈　良 田原本中 106 上田将平(2) ｳｴﾀﾞｼｮｳﾍｲ 男子 290106005 男子共通 ２００ｍ
237 奈　良 田原本中 106 矢追颯太(2) ﾔｵｲｿｳﾀ 男子 290106006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
238 奈　良 田原本中 106 駒田陸帆(2) ｺﾏﾀﾞﾘｸﾎ 男子 290106007 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
239 奈　良 田原本中 106 藤岡涼来(1) ﾌｼﾞｵｶﾘｮｸ 男子 290106008 男子共通 １００ｍ
240 奈　良 田原本中 106 浦東紗楽(2) ｳﾗﾋｶﾞｼｻﾗ 女子 290106009 女子中学 棒高跳
241 奈　良 田原本中 106 藤本龍樹(1) ﾌｼﾞﾓﾄﾀﾂｷ 男子 290106010 男子中学 走幅跳 男子共通 １００ｍ
242 奈　良 田原本中 106 桝田芽依(2) ﾏｽﾀﾞﾒｲ 女子 290106011 女子中学 走高跳
243 奈　良 田原本中 106 梅本実佳(1) ｳﾒﾓﾄﾐｶ 女子 290106012 女子中学 走幅跳
244 奈　良 田原本中 106 舟橋礼(1) ﾌﾅﾊｼﾚｲ 女子 290106013 女子中学 砲丸投(2.721kg)
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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
245 奈　良 田原本中 106 丹波歩奈(1) ﾀﾝﾊﾞｱﾕﾅ 女子 290106014 女子中学 円盤投(1.000kg)
246 奈　良 田原本中 106 辰巳凛空(2) ﾀﾂﾐﾘｸ 男子 290106015 男子中学 円盤投(1.500kg)
247 奈　良 田原本中 106 藤森愛央(2) ﾌｼﾞﾓﾘﾏｵ 女子 290106016 女子中学 走高跳
248 奈　良 田原本中 106 銭塚優斗(2) ｾﾞﾆﾂﾞｶﾕｳﾄ 男子 290106017 男子中学 四種競技
249 奈　良 田原本中 106 山本大翔(1) ﾔﾏﾓﾄﾏｻﾄ 男子 290106018 男子共通 ４００ｍ 男子共通 １００ｍ
250 奈　良 田原本中 106 宮川侑聖(1) ﾐﾔｶﾜﾕｳｾｲ 男子 290106019 男子共通 １５００ｍ 男子中学 走幅跳
251 奈　良 田原本中 106 泉谷礼哉(1) ｲｽﾞﾀﾆﾕｷﾔ 男子 290106020 男子中学 棒高跳 男子共通 ２００ｍ
252 奈　良 田原本北中 107 中村　健心(2) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 290107001 男子共通 ４００ｍ
253 奈　良 田原本北中 107 栫　真魚(2) ｶｺｲ ﾏｵ 男子 290107002 男子共通 ８００ｍ
254 奈　良 田原本北中 107 岡本　一平(2) ｵｶﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 男子 290107003 男子共通 １５００ｍ
255 奈　良 田原本北中 107 上田　貴大(2) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 290107004 男子中学 円盤投(1.500kg) 男子共通 １００ｍ
256 奈　良 田原本北中 107 辻井　秀斗(2) ﾂｼﾞｲ ｼｭｳﾄ 男子 290107005 男子共通 ８００ｍ
257 奈　良 田原本北中 107 中村　千乃(1) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾉ 女子 290107006 女子中学 走幅跳
258 奈　良 田原本北中 107 遠藤　升太(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 290107007 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
259 奈　良 田原本北中 107 吉原　征哉(1) ﾖｼﾊﾗ ﾕｷﾔ 男子 290107008 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
260 奈　良 田原本北中 107 兒島　一誠(1) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 290107009 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
261 奈　良 田原本北中 107 田中　星光(1) ﾀﾅｶ ｾｲｱ 男子 290107010 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
262 奈　良 田原本北中 107 松本　琉生(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 290107011 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
263 奈　良 田原本北中 107 兼島　礼(1) ｶﾈｼﾏ ﾚｲ 男子 290107012 男子中学 円盤投(1.500kg) 男子共通 １００ｍ
264 奈　良 田原本北中 107 木村　龍人(1) ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 290107013 男子共通 ４００ｍ 男子共通 ２００ｍ
265 奈　良 田原本北中 107 園田　蓮斗(1) ｿﾉﾀﾞ ﾚﾝﾄ 男子 290107014 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
266 奈　良 田原本北中 107 上田　優空(3) ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ 男子 290107015 男子中学 走高跳
267 奈　良 田原本北中 107 長野　董也(3) ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 男子 290107016 男子高校 棒高跳
268 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 駒井　紫苑(3) ｺﾏｲ　ｼｵﾝ 男子 290113001 男子共通 １００ｍ
269 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 藤井　素晴(3) ﾌｼﾞｲ　ｽﾊﾞﾙ 男子 290113002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
270 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 山本　涼太(3) ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｮｳﾀ 男子 290113003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
271 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 樋口　歩(2) ﾋｸﾞﾁ　ｱﾕﾑ 男子 290113004 男子共通 ８００ｍ
272 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 木下　裕貴(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 男子 290113005 男子共通 ２００ｍ
273 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 川口　愛央(3) ｶﾜｸﾞﾁ　ﾏｵ 女子 290113006 女子共通 １００ｍ
274 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 大倉　悠慎(2) ｵｵｸﾗ　ﾕｳｼﾝ 男子 290113011 男子市中学新人戦 １００ｍ 男子市中学新人戦 走幅跳
275 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 川口　慶太(2) ｶﾜｸﾞﾁ　ｹｲﾀ 男子 290113012 男子市中学新人戦 １００ｍ 男子市中学新人戦 走幅跳
276 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 木下　裕貴(2) ｷﾉｼﾀ　ﾕｳｷ 男子 290113013 男子市中学新人戦 １００ｍ
277 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 樋口　歩(2) ﾋｸﾞﾁ　ｱﾕﾑ 男子 290113014 男子市中学新人戦 １５００ｍ
278 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 堀　亜実香(2) ﾎﾘ　ｱﾐｶ 女子 290113015 女子市中学新人戦 １００ｍ
279 奈　良 平城東中 115 石橋　孝太郎(1) ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290115001 男子市中学新人戦 １００ｍ
280 奈　良 飛鳥中 118 安達　裕翔(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 290118001 男子共通 １００ｍ
281 奈　良 飛鳥中 118 大木　悠平(2) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 290118002 男子共通 ８００ｍ
282 奈　良 飛鳥中 118 南方　佑介(2) ﾐﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 男子 290118003 男子共通 ２００ｍ
283 奈　良 飛鳥中 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 290118004 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
284 奈　良 飛鳥中 118 反田　留琉子(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾙﾙﾈ 女子 290118005 女子共通 １００ｍ
285 奈　良 飛鳥中 118 中嶋　萌愛(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｱ 女子 290118006 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
286 奈　良 飛鳥中 118 今中　星奈(1) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 290118007 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
287 奈　良 飛鳥中 118 安達　裕翔(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 290118011 男子市中学新人戦 １５００ｍ
288 奈　良 飛鳥中 118 大木　悠平(2) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 290118012 男子市中学新人戦 １００ｍ
289 奈　良 飛鳥中 118 南方　佑介(2) ﾐﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 男子 290118013 男子市中学新人戦 １００ｍ
290 奈　良 飛鳥中 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 290118014 女子市中学新人戦 １００ｍ
291 奈　良 飛鳥中 118 反田　留琉子(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾙﾙﾈ 女子 290118015 女子市中学新人戦 走幅跳
292 奈　良 飛鳥中 118 山田　菜鈴(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｽｽﾞ 女子 290118016 女子市中学新人戦 走高跳 女子市中学新人戦 砲丸投(2.721kg)
293 奈　良 飛鳥中 118 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 290118017 女子市中学新人戦 １００ｍ 女子市中学新人戦 走幅跳
294 奈　良 富雄南中 119 村山　和駿(3) ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 男子 290119001 男子共通 １１０ｍＨ(0.991m) 男子共通 １００ｍ
295 奈　良 富雄南中 119 河島　大翔(2) ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 290119002 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
296 奈　良 富雄南中 119 天雲　悠斗(2) ﾃﾝｸﾓ  ﾕｳﾄ 男子 290119003 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
297 奈　良 富雄南中 119 吹春　諒(2) ﾌｷﾊﾙ ﾘｮｳ 男子 290119004 男子共通 ２００ｍ
298 奈　良 富雄南中 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 290119005 男子共通 ２００ｍ
299 奈　良 富雄南中 119 山田　晴虹(2) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺｳ 男子 290119006 男子共通 １００ｍ
300 奈　良 富雄南中 119 山本　寛大(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 290119007 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １００ｍ
301 奈　良 富雄南中 119 青木　翔真(1) ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 男子 290119008 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
302 奈　良 富雄南中 119 岩﨑　友哉(1) ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ 男子 290119009 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
303 奈　良 富雄南中 119 小林　礼穏(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾝ 男子 290119010 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
304 奈　良 富雄南中 119 末吉　海翔(1) ｽｴﾖｼ ｶｲﾄ 男子 290119011 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
305 奈　良 富雄南中 119 高井　篤生(1) ﾀｶｲ ｱﾂｷ 男子 290119012 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
306 奈　良 富雄南中 119 田村　浩大(1) ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 290119013 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １００ｍ
307 奈　良 富雄南中 119 永松　陸(1) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｸ 男子 290119014 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
308 奈　良 富雄南中 119 中村　大和(1) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 290119015 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
309 奈　良 富雄南中 119 山下　晃輝(1) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 290119016 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
310 奈　良 富雄南中 119 櫻井　育美(2) ｻｸﾗｲ ｲｸﾐ 女子 290119017 女子共通 ２００ｍ
311 奈　良 富雄南中 119 江越　咲弥(1) ｴｺﾞｼ ｻｸﾔ 女子 290119018 女子共通 １００ｍ
312 奈　良 富雄南中 119 林　美央里(1) ﾊﾔｼ ﾐｵﾘ 女子 290119019 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) 女子共通 １００ｍ
313 奈　良 富雄南中 119 藤井　夏子(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 女子 290119020 女子共通 ２００ｍ
314 奈　良 富雄南中 119 幸前　杏奈(2) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 290119021 女子中学 四種競技
315 奈　良 富雄南中 119 永島　優花(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 290119022 女子中学 四種競技
316 奈　良 富雄南中 119 松本　悠佑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 290119023
317 奈　良 富雄南中 119 吉田　健太郎(3) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290119024 男子共通 １００ｍ
318 奈　良 富雄南中 119 中谷　倖也(3) ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 290119025 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
319 奈　良 富雄南中 119 仁賀　あかり(2) ﾆｶﾞ ｱｶﾘ 女子 290119026 女子共通 １５００ｍ
320 奈　良 富雄南中 119 前田　みやび(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 290119027 女子共通 １００ｍ
321 奈　良 富雄南中 119 徳永　悠太(1) ﾄｸﾅｶﾞ　ﾕｳﾀ 男子 290119028 男子共通 １００ｍ
322 奈　良 富雄南中 119 中谷　朔也(1) ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾔ 男子 290119029
323 奈　良 富雄南中 119 大門　真士(1) ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｻﾄ 男子 290119030
324 奈　良 富雄南中 119 吹春　諒(2) ﾌｷﾊﾙ ﾘｮｳ 男子 290119031 男子市中学新人戦 １００ｍ
325 奈　良 富雄南中 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 290119032 男子市中学新人戦 １００ｍ
326 奈　良 富雄南中 119 中谷　朔也(1) ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾔ 男子 290119033 男子市中学新人戦 走幅跳
327 奈　良 富雄南中 119 大門　真士(1) ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｻﾄ 男子 290119034 男子市中学新人戦 走幅跳
328 奈　良 富雄南中 119 徳永　悠太(1) ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 290119035 男子市中学新人戦 １５００ｍ
329 奈　良 富雄南中 119 櫻井　育美(2) ｻｸﾗｲ ｲｸﾐ 女子 290119036 女子市中学新人戦 １００ｍ
330 奈　良 富雄南中 119 前田　みやび(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 290119037 女子市中学新人戦 走幅跳
331 奈　良 富雄南中 119 藤井　夏子(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 女子 290119038 女子市中学新人戦 １００ｍ
332 奈　良 富雄南中 119 仁賀　あかり(2) ﾆｶﾞ ｱｶﾘ 女子 290119039 女子市中学新人戦 ８００ｍ
333 奈　良 富雄南中 119 江越　咲弥(1) ｴｺﾞｼ ｻｸﾔ 女子 290119040 女子市中学新人戦 走幅跳
334 奈　良 富雄南中 119 山田　晴虹(2) ﾔﾏﾀﾞ　ｾｲｺｳ 男子 290119041 男子市中学新人戦 砲丸投(5.000kg)
335 奈　良 伏見中 120 井谷　中哉(2) ｲﾀﾆ ﾅｶﾔ 男子 290120001 男子共通 １００ｍ
336 奈　良 伏見中 120 岡　景翔(2) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 290120002 男子共通 １００ｍ
337 奈　良 伏見中 120 永橋　陸(2) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 290120003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
338 奈　良 伏見中 120 松山　怜平(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 290120004 男子共通 １５００ｍ
339 奈　良 伏見中 120 丸井　楓介(2) ﾏﾙｲ ﾌｳｽｹ 男子 290120005 男子共通 １５００ｍ
340 奈　良 伏見中 120 植田　翔海(1) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 290120006
341 奈　良 伏見中 120 黒田　真司(1) ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 290120007 男子共通 １５００ｍ
342 奈　良 伏見中 120 大東　なな佳(2) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾅﾅｶ 女子 290120008 女子共通 １００ｍ
343 奈　良 伏見中 120 尾﨑　凛緒(2) ｵｻｷ ﾘｵ 女子 290120009 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
344 奈　良 伏見中 120 柴田　琉花(2) ｼﾊﾞﾀ ﾙｶ 女子 290120010
345 奈　良 伏見中 120 鈴木　千晴(2) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 290120011 女子共通 １００ｍ
346 奈　良 伏見中 120 服部　心春(2) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 290120012 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
347 奈　良 伏見中 120 藤川　麗奈(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾅ 女子 290120013 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
348 奈　良 伏見中 120 船寄　紗生(2) ﾌﾅﾖｾ ｻｷ 女子 290120014 女子共通 ２００ｍ
349 奈　良 伏見中 120 山田　梨緒(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 290120015 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
350 奈　良 伏見中 120 田口　朱音(1) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 290120016 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
351 奈　良 伏見中 120 塚月　彩芭(1) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 290120017 女子共通 １００ｍ
352 奈　良 伏見中 120 藤原　菫(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｽﾐﾚ 女子 290120018 女子共通 ８００ｍ
353 奈　良 伏見中 120 原　駿翔(3) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 290120019 男子共通 １００ｍ
354 奈　良 伏見中 120 井谷　中哉(2) ｲﾀﾆ ﾅｶﾔ 男子 290120021 男子市中学新人戦 １００ｍ
355 奈　良 伏見中 120 岡　景翔(2) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 290120022 男子市中学新人戦 走幅跳
356 奈　良 伏見中 120 永橋　陸(2) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 290120023 男子市中学新人戦 １００ｍ
357 奈　良 伏見中 120 松山　怜平(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 290120024 男子市中学新人戦 １５００ｍ
358 奈　良 伏見中 120 丸井　楓介(2) ﾏﾙｲ ﾌｳｽｹ 男子 290120025 男子市中学新人戦 １５００ｍ
359 奈　良 伏見中 120 植田　翔海(1) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 290120026 男子市中学新人戦 走幅跳
360 奈　良 伏見中 120 黒田　真司(1) ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 290120027
361 奈　良 伏見中 120 大東　なな佳(2) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾅﾅｶ 女子 290120028 女子市中学新人戦 走幅跳
362 奈　良 伏見中 120 尾﨑　凛緒(2) ｵｻｷ ﾘｵ 女子 290120029 女子市中学新人戦 １００ｍ
363 奈　良 伏見中 120 柴田　琉花(2) ｼﾊﾞﾀ ﾙｶ 女子 290120030 女子市中学新人戦 ８００ｍ
364 奈　良 伏見中 120 鈴木　千晴(2) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 290120031 女子市中学新人戦 １００ｍ
365 奈　良 伏見中 120 服部　心春(2) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 290120032 女子市中学新人戦 走高跳
366 奈　良 伏見中 120 藤川　麗奈(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾅ 女子 290120033 女子市中学新人戦 走高跳
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367 奈　良 伏見中 120 船寄　紗生(2) ﾌﾅﾖｾ ｻｷ 女子 290120034 女子市中学新人戦 ８００ｍ
368 奈　良 伏見中 120 山田　梨緒(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 290120035
369 奈　良 伏見中 120 田口　朱音(1) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 290120036 女子市中学新人戦 走幅跳
370 奈　良 伏見中 120 塚月　彩芭(1) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 290120037
371 奈　良 伏見中 120 藤原　菫(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｽﾐﾚ 女子 290120038
372 奈　良 富雄中 121 橋川　青空(1) ﾊｼｶﾜ ｱｸｾ 男子 290121001 男子市中学新人戦 １００ｍ
373 奈　良 帝塚山中 124 赤澤　太一(3) ｱｶｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 男子 290124001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ４００ｍ
374 奈　良 帝塚山中 124 中村　満(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ 男子 290124002 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
375 奈　良 帝塚山中 124 西岡　伸泰(3) ﾆｼｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男子 290124003 男子共通 ４００ｍ 男子共通 １５００ｍ
376 奈　良 帝塚山中 124 小森　慶人(3) ｺﾓﾘ ｹｲﾄ 男子 290124004 男子共通 ４００ｍ 男子共通 ８００ｍ
377 奈　良 帝塚山中 124 鳥浜　友貴(3) ﾄﾘﾊﾏ ﾕｳｷ 男子 290124005 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
378 奈　良 帝塚山中 124 山下　航輝(3) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 290124006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
379 奈　良 帝塚山中 124 上田　愛子(3) ｳｴﾀﾞ ｱｲｺ 女子 290124007 女子共通 １００ｍ
380 奈　良 帝塚山中 124 小西　里歩(3) ｺﾆｼ ﾘﾎ 女子 290124008 女子共通 １００ｍ
381 奈　良 帝塚山中 124 西川　梨々華(3) ﾆｼｶﾜ ﾘﾘｶ 女子 290124009 女子共通 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
382 奈　良 帝塚山中 124 松田　愛華(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ 女子 290124010 女子共通 ２００ｍ
383 奈　良 帝塚山中 124 成瀬　智裕(2) ﾅﾙｾ ﾄﾓﾋﾛ 男子 290124011 男子共通 ８００ｍ
384 奈　良 帝塚山中 124 石原　拓真(2) ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾏ 男子 290124012 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
385 奈　良 帝塚山中 124 田川　嵩也(2) ﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 男子 290124013 男子共通 ３０００ｍ
386 奈　良 帝塚山中 124 永井　佑紀(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 男子 290124014 男子共通 ８００ｍ
387 奈　良 帝塚山中 124 松本　一希(2) ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 290124015 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
388 奈　良 帝塚山中 124 山本　一樹(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 290124016 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １００ｍ
389 奈　良 帝塚山中 124 江並　楓花(2) ｴﾅﾐ ﾌｳｶ 女子 290124017 女子共通 ８００ｍ
390 奈　良 帝塚山中 124 飯田　千尋(2) ｲｲﾀﾞ ﾁﾋﾛ 女子 290124018 女子共通 １５００ｍ
391 奈　良 帝塚山中 124 西尾　香名子(2) ﾆｼｵ ｶﾅｺ 女子 290124019 女子中学 走高跳
392 奈　良 帝塚山中 124 藤田　茉央(2) ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ 女子 290124020 女子共通 １００ｍ
393 奈　良 帝塚山中 124 大原　佳夏(2) ｵｵﾊﾗ ｶﾅ 女子 290124021 女子共通 ８００ｍ
394 奈　良 帝塚山中 124 福本　一葉(2) ﾌｸﾓﾄ ｲﾁﾊ 女子 290124022 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
395 奈　良 帝塚山中 124 山村　陽花(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 290124023 女子中学 走幅跳
396 奈　良 帝塚山中 124 髙橋　昊汰(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 男子 290124024 男子共通 ８００ｍ
397 奈　良 帝塚山中 124 民谷　浩太(1) ﾀﾐﾔ ｺｳﾀ 男子 290124031 男子市中学新人戦 １５００ｍ
398 奈　良 帝塚山中 124 安田　裕真(1) ﾔｽﾀﾞ  ﾕｳﾏ 男子 290124032 男子市中学新人戦 １００ｍ
399 奈　良 帝塚山中 124 肥田　憲明(1) ﾋﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 男子 290124033 男子市中学新人戦 １００ｍ
400 奈　良 帝塚山中 124 亀井　紅亜(1) ｶﾒｲ ｸﾚｱ 女子 290124034 女子市中学新人戦 走高跳
401 奈　良 帝塚山中 124 伊藤　亜希(1) ｲﾄｳ ｱｷ 女子 290124035 女子市中学新人戦 １００ｍ
402 奈　良 帝塚山中 124 柴田　知稟(1) ｼﾊﾞﾀ ﾁｴﾘ 女子 290124036 女子市中学新人戦 １００ｍ
403 奈　良 田原中 125 北浦　祐貴(2) ｷﾀｳﾗﾕｳｷ 男子 290125001 男子市中学新人戦 １００ｍ
404 奈　良 田原中 125 巽　涼輔(2) ﾀﾂﾐﾘｮｳｽｹ 男子 290125002 男子市中学新人戦 走幅跳
405 奈　良 田原中 125 上岡　優司(1) ｳｴｵｶﾏｻｼ 男子 290125003 男子市中学新人戦 砲丸投(5.000kg)
406 奈　良 田原中 125 大西　真由(2) ｵｵﾆｼﾏﾕ 女子 290125004 女子市中学新人戦 １００ｍ
407 奈　良 田原中 125 安藤　未来(1) ｱﾝﾄﾞｳﾐｸ 女子 290125005 女子市中学新人戦 １００ｍ
408 奈　良 二名中 128 井ノ口　稜太(2) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 290128001
409 奈　良 二名中 128 立川　大智(2) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 290128002 男子中学 円盤投(1.500kg)
410 奈　良 二名中 128 宮川　裕介(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290128003
411 奈　良 二名中 128 堀　倫樹(2) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 290128004 男子共通 ８００ｍ
412 奈　良 二名中 128 小西　柾公(2) ｺﾆｼ ﾏｻﾀｶ 男子 290128005 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
413 奈　良 二名中 128 名倉　慎太朗(2) ﾅｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290128006 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
414 奈　良 二名中 128 網野　拓海(1) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 290128007 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
415 奈　良 二名中 128 淵田　翔(1) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 290128008 男子共通 ２００ｍ 男子共通 ４００ｍ
416 奈　良 二名中 128 井上　誠士郎(1) ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 290128009 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
417 奈　良 二名中 128 滝口　瑛太(1) ﾀｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ 男子 290128010 男子共通 ８００ｍ
418 奈　良 二名中 128 野村　亮介(1) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 290128011
419 奈　良 二名中 128 山崎　暉斗(1) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 290128012 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
420 奈　良 二名中 128 井上　桜花(2) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 290128013 女子共通 １００ｍ
421 奈　良 二名中 128 大河内　愛恵(2) ｵｵｺｳﾁ ﾏﾅﾐ 女子 290128014 女子共通 １５００ｍ
422 奈　良 二名中 128 長岡　美未来(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 290128015 女子中学 円盤投(1.000kg)
423 奈　良 二名中 128 中條　光稀(2) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ 女子 290128016 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
424 奈　良 二名中 128 吉川　瑠依(2) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 290128017 女子共通 ２００ｍ 女子共通 ４００ｍ
425 奈　良 二名中 128 髙木　ハナコ(2) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 290128018 女子共通 ８００ｍ
426 奈　良 二名中 128 繁野　陽依(2) ｼｹﾞﾉ ﾋﾖﾘ 女子 290128019 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
427 奈　良 二名中 128 江島　遥香(1) ｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 290128020 女子共通 １５００ｍ
428 奈　良 二名中 128 西尾　江梨佳(1) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 290128021 女子共通 １００ｍ
429 奈　良 二名中 128 林　舞桜(1) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 290128022 女子共通 ４００ｍ
430 奈　良 二名中 128 寄能　百々果(1) ｷﾉｳ ﾓﾓｶ 女子 290128023 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
431 奈　良 二名中 128 立川　奈那(1) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 290128024 女子共通 １００ｍ
432 奈　良 二名中 128 吉川　桜空(1) ﾖｼｶﾜ ｻﾗ 女子 290128025 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
433 奈　良 二名中 128 安達　悠(1) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 290128026 女子共通 ４００ｍ
434 奈　良 二名中 128 桝田　瑛奈(3) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 290128027 女子高校 砲丸投(4.000kg) 女子高校 円盤投(1.000kg)
435 奈　良 二名中 128 井ノ口　稜太(2) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 290128031 男子市中学新人戦 １００ｍ 男子市中学新人戦 走高跳
436 奈　良 二名中 128 宮川　裕介(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290128032 男子市中学新人戦 １００ｍ 男子市中学新人戦 走幅跳
437 奈　良 二名中 128 堀　倫樹(2) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 290128033 男子市中学新人戦 １５００ｍ
438 奈　良 二名中 128 滝口　瑛太(1) ﾀｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ 男子 290128034 男子市中学新人戦 １５００ｍ
439 奈　良 二名中 128 立川　大智(2) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 290128035 男子市中学新人戦 砲丸投(5.000kg)
440 奈　良 二名中 128 髙木　ハナコ(2) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 290128036 女子市中学新人戦 １００ｍ
441 奈　良 二名中 128 林　舞桜(1) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 290128037 女子市中学新人戦 １００ｍ
442 奈　良 二名中 128 江島　遥香(1) ｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 290128038 女子市中学新人戦 ８００ｍ
443 奈　良 二名中 128 安達　悠(2) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 290128039 女子市中学新人戦 ８００ｍ
444 奈　良 二名中 128 井上　桜花(2) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 290128040 女子市中学新人戦 走高跳
445 奈　良 二名中 128 西尾　江梨佳(1) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 290128041 女子市中学新人戦 走幅跳
446 奈　良 二名中 128 立川　奈那(1) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 290128042 女子市中学新人戦 走幅跳
447 奈　良 二名中 128 長岡　美未来(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 290128043 女子市中学新人戦 砲丸投(2.721kg)
448 奈　良 二名中 128 淵田　翔(1) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 290128044
449 奈　良 二名中 128 吉川　瑠依(2) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 290128045
450 奈　良 三笠中 131 佐々木　大樹(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 290131001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ 男子中学 走幅跳
451 奈　良 三笠中 131 土阪　一隼人(2) ﾄﾞｻｶ ｶｽﾞﾄ 男子 290131002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
452 奈　良 三笠中 131 中川　翔志(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 290131003 男子共通 ２００ｍ
453 奈　良 三笠中 131 大槻　陽翔(1) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 290131004 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
454 奈　良 三笠中 131 梶本　颯生(1) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 290131005 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
455 奈　良 三笠中 131 松山　拡樹(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 290131006 男子共通 １００ｍ
456 奈　良 三笠中 131 松山　幸樹(3) ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｷ 男子 290131007 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
457 奈　良 三笠中 131 原　駿稀(3) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 290131008 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
458 奈　良 三笠中 131 天野　冬弥(3) ｱﾏﾉ ﾄｳﾔ 男子 290131009 男子共通 １００ｍ
459 奈　良 三笠中 131 石原　暖子(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｺ 女子 290131010 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
460 奈　良 三笠中 131 今岸　梨音(2) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 290131011 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
461 奈　良 三笠中 131 大谷　花夏(2) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 290131012 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
462 奈　良 三笠中 131 小林　葵花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 女子 290131013 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
463 奈　良 三笠中 131 武田　咲花(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 290131014 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
464 奈　良 三笠中 131 玉置　遥加(2) ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 女子 290131015 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
465 奈　良 三笠中 131 西村　陽奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 290131016 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
466 奈　良 三笠中 131 宮本　りい(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｲ 女子 290131017 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ 女子中学 走幅跳
467 奈　良 三笠中 131 大谷　杏花(1) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 290131018 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
468 奈　良 三笠中 131 杉本　華凪(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 290131019 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
469 奈　良 三笠中 131 峠田　紗奈(1) ﾀｵﾀﾞ ｻﾅ 女子 290131020 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
470 奈　良 三笠中 131 三棹　芽依(1) ﾐｻｵ ﾒｲ 女子 290131021 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
471 奈　良 三笠中 131 米澤　アニカ(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾆｶ 女子 290131022 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
472 奈　良 三笠中 131 佐々木　大樹(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 290131031 男子市中学新人戦 １００ｍ 男子市中学新人戦 走幅跳
473 奈　良 三笠中 131 土阪　一隼人(2) ﾄﾞｻｶ ｶｽﾞﾄ 男子 290131032
474 奈　良 三笠中 131 中川　翔志(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 290131033 男子市中学新人戦 １００ｍ
475 奈　良 三笠中 131 大槻　陽翔(1) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 290131034
476 奈　良 三笠中 131 梶本　颯生(1) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 290131035
477 奈　良 三笠中 131 松山　拡樹(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 290131036
478 奈　良 三笠中 131 松山　幸樹(3) ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｷ 男子 290131037
479 奈　良 三笠中 131 原　駿稀(3) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 290131038
480 奈　良 三笠中 131 天野　冬弥(3) ｱﾏﾉ ﾄｳﾔ 男子 290131039
481 奈　良 三笠中 131 石原　暖子(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｺ 女子 290131040
482 奈　良 三笠中 131 今岸　梨音(2) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 290131041
483 奈　良 三笠中 131 大谷　花夏(2) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 290131042
484 奈　良 三笠中 131 小林　葵花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 女子 290131043
485 奈　良 三笠中 131 武田　咲花(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 290131044
486 奈　良 三笠中 131 玉置　遥加(2) ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 女子 290131045
487 奈　良 三笠中 131 西村　陽奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 290131046
488 奈　良 三笠中 131 宮本　りい(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｲ 女子 290131047
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第３回奈良市陸上競技記録会・奈良市中学新人戦
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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
489 奈　良 三笠中 131 大谷　杏花(1) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 290131048
490 奈　良 三笠中 131 杉本　華凪(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 290131049
491 奈　良 三笠中 131 峠田　紗奈(1) ﾀｵﾀﾞ ｻﾅ 女子 290131050
492 奈　良 三笠中 131 三棹　芽依(1) ﾐｻｵ ﾒｲ 女子 290131051
493 奈　良 三笠中 131 米澤　アニカ(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾆｶ 女子 290131052
494 奈　良 三笠中 131 原　愛美(1) ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 290131053
495 奈　良 都南中 133 横山　結生(2) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 女子 290133001 女子共通 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
496 奈　良 都南中 133 髙橋　穂椛(1) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 290133002 女子共通 １００ｍ
497 奈　良 都南中 133 中川　愛椛(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅｶ 女子 290133003 女子共通 １００ｍ
498 奈　良 都南中 133 有山　彩那(1) ｱﾘﾔﾏ ｱﾔﾅ 女子 290133011 女子市中学新人戦 １００ｍ
499 奈　良 都南中 133 北岡　万昊(1) ｷﾀｵｶ ﾏﾋﾛ 女子 290133012 女子市中学新人戦 １００ｍ
500 奈　良 都南中 133 立花　紗彩(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔ 女子 290133013 女子市中学新人戦 走幅跳
501 奈　良 都南中 133 前田　葵月(2) ﾏｴﾀﾞ　ｱﾂﾞ 女子 290133014 女子市中学新人戦 走幅跳
502 奈　良 都南中 133 鍛冶田　大輝(1) ｶｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ 男子 290133015 男子市中学新人戦 １００ｍ
503 奈　良 教育大付属中 134 鈴木　斗翔(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 男子 290134001 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
504 奈　良 教育大付属中 134 田村　健太郎(1) ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290134002 男子共通 １００ｍ
505 奈　良 教育大付属中 134 岡田　雄大(1) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290134003 男子共通 １００ｍ
506 奈　良 教育大付属中 134 三枝　大月(1) ｻｴｸﾞｻ ﾀﾂｷ 男子 290134004 男子共通 １００ｍ
507 奈　良 教育大付属中 134 前田　格(1) ﾏｴﾀﾞ ｲﾀﾙ 男子 290134005 男子共通 ２００ｍ
508 奈　良 教育大付属中 134 北田　徹(1) ｷﾀﾀﾞ ﾄｵﾙ 男子 290134006 男子共通 ４００ｍ
509 奈　良 教育大付属中 134 河合　美柚香(1) ｶﾜｲ ﾐﾕｶ 女子 290134007 女子共通 １００ｍ
510 奈　良 教育大付属中 134 鈴木　斗翔(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 男子 290134101 男子市中学新人戦 １００ｍ
511 奈　良 教育大付属中 134 吉本　絢音(1) ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾄ 男子 290134102 男子市中学新人戦 １００ｍ
512 奈　良 教育大付属中 134 中井　悠雅(2) ﾅｶｲ ﾕｳｶﾞ 男子 290134103 男子市中学新人戦 １５００ｍ
513 奈　良 教育大付属中 134 岡田　雄大(1) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290134104 男子市中学新人戦 １５００ｍ
514 奈　良 教育大付属中 134 高野　心海(2) ﾀｶﾉ ｺｺﾐ 女子 290134105 女子市中学新人戦 １００ｍ
515 奈　良 教育大付属中 134 門脇　凛乃(1) ｶﾄﾞﾜｷ ﾘﾝﾉ 女子 290134106 女子市中学新人戦 １００ｍ
516 奈　良 教育大付属中 134 平川　結心(2) ﾋﾗｶﾜ ﾕﾅ 女子 290134107 女子市中学新人戦 ８００ｍ
517 奈　良 教育大付属中 134 三枝　大月(1) ｻｴｸﾞｻ ﾀﾂｷ 男子 290134108
518 奈　良 教育大付属中 134 北田　徹(1) ｷﾀﾀﾞ ﾄｵﾙ 男子 290134109
519 奈　良 教育大付属中 134 田村　健太郎(1) ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290134110
520 奈　良 教育大付属中 134 河合　美柚香(1) ｶﾜｲ ﾐﾕｶ 女子 290134111
521 奈　良 京西中 135 川邉　悠暉(1) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 290135001 男子市中学新人戦 １００ｍ
522 奈　良 東大寺学園中 137 畔岡　浩大(3) ｱｾﾞｵｶ ｺｳﾀ 男子 290137001 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
523 奈　良 東大寺学園中 137 足立　圭悟(3) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺﾞ 男子 290137002 男子共通 ３０００ｍ
524 奈　良 東大寺学園中 137 宇山　周(3) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 290137003 男子共通 １００ｍ 男子中学 三段跳 男子中学 走幅跳
525 奈　良 東大寺学園中 137 柿原　荘太朗(3) ｶｷﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 男子 290137004 男子共通 ３０００ｍ
526 奈　良 東大寺学園中 137 金子　誠ノ介(3) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 男子 290137005 男子共通 ３０００ｍ 男子共通 １５００ｍ
527 奈　良 東大寺学園中 137 北山　樹(3) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 290137006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
528 奈　良 東大寺学園中 137 清祐　恒太(3) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 290137007 男子共通 １００ｍ
529 奈　良 東大寺学園中 137 黒松　慶斗(3) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 290137008 男子共通 １００ｍ
530 奈　良 東大寺学園中 137 澤西　和太郎(3) ｻﾜﾆｼ ﾜﾀﾛｳ 男子 290137009 男子共通 １００ｍ
531 奈　良 東大寺学園中 137 清水　日陽(3) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 男子 290137010 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
532 奈　良 東大寺学園中 137 杉本　実優(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕｳ 男子 290137011 男子中学 三段跳
533 奈　良 東大寺学園中 137 中村　優希(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290137012
534 奈　良 東大寺学園中 137 二階堂　進悟(3) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 290137013 男子中学 円盤投(1.500kg)
535 奈　良 東大寺学園中 137 西岡　孝泰(3) ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 男子 290137014 男子共通 ３０００ｍ
536 奈　良 東大寺学園中 137 萩原　大地(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137015 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
537 奈　良 東大寺学園中 137 初田　勇祐(3) ﾊﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 290137016 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
538 奈　良 東大寺学園中 137 星野　舜太(3) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 290137017 男子共通 １００ｍ 男子中学 走高跳
539 奈　良 東大寺学園中 137 堀内　夢叶(3) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 290137018
540 奈　良 東大寺学園中 137 青木　捷亮(2) ｱｵｷ ﾄｼｱｷ 男子 290137019
541 奈　良 東大寺学園中 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 290137020 男子共通 ２００ｍ
542 奈　良 東大寺学園中 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 290137021 男子共通 ２００ｍ
543 奈　良 東大寺学園中 137 岩田　侑樹(2) ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 男子 290137022 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
544 奈　良 東大寺学園中 137 岡﨑　大知(2) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137023 男子共通 ３０００ｍ
545 奈　良 東大寺学園中 137 隠村　亮仁(2) ｵﾉﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 男子 290137024 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
546 奈　良 東大寺学園中 137 川崎　達雄(2) ｶﾜｻｷ ﾀﾂｵ 男子 290137025 男子共通 ３０００ｍ
547 奈　良 東大寺学園中 137 酒井　優志(2) ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 男子 290137026 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
548 奈　良 東大寺学園中 137 佐々木　馨太郎(2) ｻｻｷ ｹｲﾀﾛｳ 男子 290137027 男子共通 ３０００ｍ
549 奈　良 東大寺学園中 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 290137028 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) 男子共通 ２００ｍ
550 奈　良 東大寺学園中 137 竹中　源晴(2) ﾀｹﾅｶ ﾓﾄﾊﾙ 男子 290137029
551 奈　良 東大寺学園中 137 田中　拓真(2) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 男子 290137030 男子共通 ３０００ｍ
552 奈　良 東大寺学園中 137 辻本　周(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ 男子 290137031 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
553 奈　良 東大寺学園中 137 永野　太一(2) ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 男子 290137032 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
554 奈　良 東大寺学園中 137 中村　行雲(2) ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾓ 男子 290137033 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
555 奈　良 東大寺学園中 137 西川　蒼史(2) ﾆｼｶﾜ ｿｳｼ 男子 290137034 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
556 奈　良 東大寺学園中 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 290137035 男子中学 三段跳
557 奈　良 東大寺学園中 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 290137036 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
558 奈　良 東大寺学園中 137 早田　考佑(2) ﾊﾔﾀ ｺｳｽｹ 男子 290137037 男子中学 走幅跳 男子共通 １００ｍ
559 奈　良 東大寺学園中 137 福島　崇史(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 男子 290137038 男子共通 ３０００ｍ
560 奈　良 東大寺学園中 137 堀江　春斗(2) ﾎﾘｴ ﾊﾙﾄ 男子 290137039
561 奈　良 東大寺学園中 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 290137040
562 奈　良 東大寺学園中 137 渡辺　琉太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 290137041 男子共通 ３０００ｍ
563 奈　良 東大寺学園中 137 大家　光輝(1) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 290137042 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
564 奈　良 東大寺学園中 137 大原　慧士(1) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 290137043 男子共通 １００ｍ
565 奈　良 東大寺学園中 137 金野　凌大(1) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 290137044 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
566 奈　良 東大寺学園中 137 西村　光琉(1) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 290137045 男子共通 １００ｍ
567 奈　良 東大寺学園中 137 福冨　慎太郎(1) ﾌｸﾄﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290137046 男子共通 ３０００ｍ
568 奈　良 東大寺学園中 137 伏見　歩夢(1) ﾌｼﾐ ｱﾕﾑ 男子 290137047 男子共通 ３０００ｍ
569 奈　良 東大寺学園中 137 松永　啓汰(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 290137048 男子共通 １００ｍ
570 奈　良 東大寺学園中 137 山﨑　祐弥(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 290137049 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
571 奈　良 東大寺学園中 137 濱田　昊大(1) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 290137050 男子共通 １００ｍ
572 奈　良 東大寺学園中 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 290137051 男子市中学新人戦 １００ｍ
573 奈　良 東大寺学園中 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 290137052 男子市中学新人戦 １００ｍ
574 奈　良 東大寺学園中 137 岡﨑　大知(2) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137053 男子市中学新人戦 １５００ｍ
575 奈　良 東大寺学園中 137 川崎　達雄(2) ｶﾜｻｷ ﾀﾂｵ 男子 290137054 男子市中学新人戦 １５００ｍ
576 奈　良 東大寺学園中 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 290137055
577 奈　良 東大寺学園中 137 永野　太一(2) ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 男子 290137056 男子市中学新人戦 砲丸投(5.000kg)
578 奈　良 東大寺学園中 137 中村　行雲(2) ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾓ 男子 290137057 男子市中学新人戦 砲丸投(5.000kg)
579 奈　良 東大寺学園中 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 290137058 男子市中学新人戦 走幅跳
580 奈　良 東大寺学園中 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 290137059 男子市中学新人戦 走高跳
581 奈　良 東大寺学園中 137 早田　考佑(2) ﾊﾔﾀ ｺｳｽｹ 男子 290137060
582 奈　良 東大寺学園中 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 290137061 男子市中学新人戦 走幅跳
583 奈　良 五條中 140 芋生　美咲(2) ｲﾓｵ ﾐｻｷ 女子 290140001 女子共通 １５００ｍ
584 奈　良 天理北中 150 新家　滉貴(2) ｼﾝﾔ ｺｳｷ 男子 290150001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
585 奈　良 天理北中 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 290150002 男子中学 四種競技 男子共通 １００ｍ
586 奈　良 天理北中 150 塩入　洸(2) ｼｵｲﾘ ｺｳ 男子 290150003 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
587 奈　良 天理北中 150 松田　煌来(2) ﾏｯﾀ ｷﾗﾗ 女子 290150004 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
588 奈　良 天理北中 150 石田　亜樹(1) ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 290150005 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
589 奈　良 天理北中 150 仙田　望生(1) ｾﾝﾀﾞ ｼｽﾞｷ 男子 290150006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
590 奈　良 天理北中 150 井上　杏珠(1) ｲﾉｳｴ ｱﾝｼﾞｭ 女子 290150007 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
591 奈　良 天理北中 150 髙佐　詩風(1) ｺｳｻ ｼｲｶ 女子 290150008 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子共通 １００ｍ
592 奈　良 天理北中 150 貴田　芳大(2) ｷﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 290150009 男子中学 砲丸投(5.000kg)
593 奈　良 天理北中 150 萩原　彪河(2) ﾊｷﾞﾊﾗ　ﾋｭｳｶﾞ 男子 290150010 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
594 奈　良 天理北中 150 奥田　怜愛(1) ｵｸﾀﾞ　ﾚﾝｱ 女子 290150011 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
595 奈　良 天理南中 157 光内　陽大(3) ﾐﾂｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 290157001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
596 奈　良 天理南中 157 橋本　涼(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 290157002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
597 奈　良 天理南中 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 290157003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
598 奈　良 天理南中 157 上田　悠和(2) ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾄ 男子 290157004 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
599 奈　良 天理南中 157 桝本　和志(2) ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞｼ 男子 290157005 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
600 奈　良 天理南中 157 森田　陸永(2) ﾓﾘﾀ ﾘｸﾄ 男子 290157006 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
601 奈　良 天理南中 157 大橋　一駈(1) ｵｵﾊｼ ﾋﾙｸ 男子 290157007 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
602 奈　良 天理南中 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 290157008 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ 男子中学 砲丸投(5.000kg)
603 奈　良 天理南中 157 山本　陽斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 290157009 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
604 奈　良 天理南中 157 田原　奏(1) ﾀﾊﾗ　ｶﾅﾃﾞ 男子 290157010 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
605 奈　良 天理南中 157 中尾　悠真(1) ﾅｶｵ ﾕｳﾏ 男子 290157011 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
606 奈　良 天理南中 157 宮本　双葉(3) ﾐﾔﾓﾄ ﾌﾀﾊﾞ 女子 290157012 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
607 奈　良 天理南中 157 立川　くらら(2) ﾀﾃｶﾜ ｸﾗﾗ 女子 290157013 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
608 奈　良 天理南中 157 殿村　佳子(2) ﾄﾉﾑﾗ ｶｺ 女子 290157014 女子中学 走幅跳 女子中学 三段跳
609 奈　良 天理南中 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 290157015 女子中学 四種競技
610 奈　良 天理南中 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 290157016 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
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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
611 奈　良 天理南中 157 中田　幸音(2) ﾅｶﾀ ｻﾁﾈ 女子 290157017 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
612 奈　良 天理南中 157 井川　友希名(1) ｲｶﾜ ﾕｷﾅ 女子 290157018 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
613 奈　良 天理南中 157 前家　妃夏(1) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 290157019 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
614 奈　良 天理南中 157 山際　桜空(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ｻﾗ 女子 290157020 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
615 奈　良 天理南中 157 東口　実暖(1) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ　ﾐﾊﾙ 女子 290157021 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
616 奈　良 光陽中 174 河人　莉玖(2) ｶﾜﾋﾄ ﾘｸ 男子 290174001 男子共通 ３０００ｍ
617 奈　良 光陽中 174 岸田　夢叶(2) ｷｼﾀﾞ ﾕﾀ 男子 290174002
618 奈　良 光陽中 174 新宮　優貴(2) ｼﾝｸﾞｳ ﾕｳｷ 男子 290174003
619 奈　良 光陽中 174 中西　春翔(2) ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾄ 男子 290174004 男子共通 ８００ｍ
620 奈　良 光陽中 174 松田　来生(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾗｲｷ 男子 290174005 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
621 奈　良 光陽中 174 大川　澄人(1) ｵｵｶﾜ ｽﾐﾄ 男子 290174006
622 奈　良 光陽中 174 佐々木　大翔(1) ｻｻｷ ﾔﾏﾄ 男子 290174007
623 奈　良 光陽中 174 竹内　斗吾(1) ﾀｹｳﾁ ﾄｳｺﾞ 男子 290174008 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
624 奈　良 光陽中 174 西田　匡希(1) ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 290174009 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
625 奈　良 光陽中 174 野中　一斗(1) ﾉﾅｶ ｶｽﾞﾄ 男子 290174010
626 奈　良 光陽中 174 濱田　優心(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 男子 290174011
627 奈　良 光陽中 174 松田　空翔(1) ﾏﾂﾀﾞ ｸｳｶﾞ 男子 290174012 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
628 奈　良 光陽中 174 横谷　日陽輝(1) ﾖｺﾀﾆ ﾋﾋﾞｷ 男子 290174013 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
629 奈　良 光陽中 174 山本　倖(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳ 男子 290174014
630 奈　良 光陽中 174 山本　純(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 男子 290174015
631 奈　良 光陽中 174 梅本　悠菜(3) ｳﾒﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 290174016
632 奈　良 光陽中 174 立光　咲稀(3) ﾀﾃﾐﾂ ｻｷ 女子 290174017
633 奈　良 光陽中 174 湊谷　香純(3) ﾐﾅﾀﾆ ｶｽﾐ 女子 290174018
634 奈　良 光陽中 174 吉村　ひまり(3) ﾖｼﾑﾗ ﾋﾏﾘ 女子 290174019
635 奈　良 光陽中 174 藤本　杏奈(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾝﾅ 女子 290174020 女子中学 走幅跳
636 奈　良 光陽中 174 湊谷　和(2) ﾐﾅﾀﾆ ﾉﾄﾞｶ 女子 290174021 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
637 奈　良 光陽中 174 山田　桃香(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 290174022 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
638 奈　良 光陽中 174 梶岡　星那(1) ｶｼﾞｵｶ ｾﾅ 女子 290174023 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
639 奈　良 光陽中 174 川西　絆友(1) ｶﾜﾆｼ ｷｽﾞﾅ 女子 290174024 女子共通 ８００ｍ 女子共通 １５００ｍ
640 奈　良 光陽中 174 木谷　夏美(1) ｷﾀﾆ ﾅﾂﾐ 女子 290174025
641 奈　良 橿原中 176 米田　尉史(2) ｺﾒﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 290176001 男子中学 砲丸投(5.000kg)
642 奈　良 橿原中 176 喜多　恵慈(2) ｷﾀ ｹｲｼﾞ 男子 290176002 男子共通 ２００ｍ
643 奈　良 橿原中 176 兼松　勇翔(2) ｶﾈﾏﾂ ﾊﾔﾄ 男子 290176003
644 奈　良 橿原中 176 背古　遼人(2) ｾｺ ﾘｮｳﾄ 男子 290176004 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳 男子中学 三段跳
645 奈　良 橿原中 176 岡本　結里(2) ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 女子 290176005 女子中学 走高跳 女子共通 １００ｍ
646 奈　良 橿原中 176 染田　彩那(2) ｿﾒﾀ ｱﾔﾅ 女子 290176006 女子共通 ２００ｍ 女子中学 走幅跳
647 奈　良 橿原中 176 大田　愛茉(2) ｵｵﾀ ｴﾏ 女子 290176007 女子共通 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
648 奈　良 橿原中 176 馬場　圭佑(1) ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｽｹ 男子 290176008 男子中学 走幅跳
649 奈　良 橿原中 176 根間　弥彩(1) ﾈﾏ ﾔｲﾛ 男子 290176009 男子共通 １５００ｍ
650 奈　良 橿原中 176 西村　和将(1) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 男子 290176010 男子共通 １００ｍ
651 奈　良 橿原中 176 畠中　悠希(1) ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 290176011 男子共通 ２００ｍ
652 奈　良 橿原中 176 田中　虹来(1) ﾀﾅｶ ﾆｺ 女子 290176012 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
653 奈　良 桜井東中 183 平林　祐樹(2) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 男子 290183001 男子共通 １５００ｍ
654 奈　良 桜井東中 183 北岡　宗遂(2) ｷﾀｵｶ ｼｭｳﾄ 男子 290183002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
655 奈　良 桜井東中 183 鷹野　喜斗(2) ﾀｶﾉ ﾊﾙﾄ 男子 290183003 男子共通 １５００ｍ
656 奈　良 桜井東中 183 岡田　祥太(2) ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 290183004 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
657 奈　良 桜井東中 183 深水　星臣(1) ﾌｶﾐ ｾｵﾝ 男子 290183005 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
658 奈　良 桜井東中 183 奥谷　心菜(1) ｵｸﾀﾆ ｺｺﾅ 女子 290183006 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
659 奈　良 桜井東中 183 三橋　あずき(1) ﾐﾂﾊｼ ｱｽﾞｷ 女子 290183007 女子共通 １５００ｍ
660 奈　良 ならスポＡC 1140 石橋　孝太郎(1) ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290304001 男子共通 ２００ｍ
661 奈　良 ならスポＡC 1141 佐竹　優大(1) ｻﾀｹ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290304002 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
662 奈　良 ならスポＡC 1143 橋川　青空(1) ﾊｼｶﾜ ｱｸｾ 男子 290304003 男子共通 １００ｍ
663 奈　良 ならスポＡC 1144 菱本　嘉人(1) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 290304004 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
664 奈　良 ならスポＡC 1145 平間　速人(2) ﾋﾗﾏ ﾊﾔﾄ 男子 290304005 男子共通 １００ｍ
665 奈　良 ならスポＡC 1146 増成　岳瑠(1) ﾏｽﾅﾘ ﾀｹﾙ 男子 290304006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
666 奈　良 ならスポＡC 1147 藤井　樹生(1) ﾌｼﾞｲ ｲﾂｷ 男子 290304007 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
667 奈　良 ならスポＡC 1202 福田　晴誉(3) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 男子 290304008 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
668 奈　良 ならスポＡC 1203 松本　漣悟(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝｺﾞ 男子 290304009 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
669 奈　良 ならスポＡC 1258 吉川　弘一(2) ﾖｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 男子 290304010 男子共通 １００ｍ
670 奈　良 ならスポＡC 609 井関　梨乃(3) ｲｾｷ ﾘﾉ 女子 290304011 女子共通 １００ｍ
671 奈　良 ならスポＡC 613 島田　紗優(2) ｼﾏﾀﾞ ｻﾕ 女子 290304012 女子共通 １５００ｍ
672 奈　良 ならスポＡC 614 中西　葵(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵｲ 女子 290304013 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
673 奈　良 ならスポＡC 615 丹羽　夏音(1) ﾆﾜ ﾅﾂﾈ 女子 290304014 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳 女子中学 砲丸投(2.721kg)
674 奈　良 ならスポＡC 616 花木　千聡(2) ﾊﾅｷ ﾁｻﾄ 女子 290304015 女子共通 １５００ｍ
675 奈　良 ならスポＡC 617 藤井　美月(1) ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾞｷ 女子 290304016 女子共通 １００ｍ
676 奈　良 ならスポＡC 618 村上　蒼彩(1) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 290304017 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
677 奈　良 ならスポＡC 619 山口　心緒(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 290304018 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
678 奈　良 ならスポＡC 620 綿井　友紀(2) ﾜﾀｲ ﾕｷ 女子 290304019 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
679 奈　良 ならスポＡC 653 山口　結乃(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾉ 女子 290304020 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
680 奈　良 奈良陸協 524 堀口　涼愛(3) ﾎﾘｸﾞﾁ　ｽｽﾞｴ 女子 290307001 女子中学 走幅跳 女子共通 １００ｍ
681 奈　良 奈良陸協 1107 和田　拓真(3) ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 290307002 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
682 奈　良 Kawai走愛RC 1080 木村　公響(3) ｷﾑﾗ ｺｳｷ 男子 290309001 男子共通 ４００ｍ
683 奈　良 Kawai走愛RC 1081 宮田　馨(2) ﾐﾔﾀ ｶｵﾙ 男子 290309002 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
684 奈　良 Kawai走愛RC 1083 坂上　功祐(1) ｻｶｳｴ ｺｳｽｹ 男子 290309003 男子共通 ８００ｍ
685 奈　良 Kawai走愛RC 529 渡邊　歩花(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 女子 290309004 女子共通 １５００ｍ
686 奈　良 Kawai走愛RC 530 間瀬　優(2) ﾏｾ ｺｺﾛ 女子 290309005 女子共通 ８００ｍ
687 奈　良 Kawai走愛RC 531 岡村　俐里(1) ｵｶﾑﾗ ﾘﾘ 女子 290309006 女子共通 ８００ｍ
688 奈　良 Kawai走愛RC 1084 中西　理訓(1) ﾅｶﾆｼ ﾘｸ 男子 290309007 男子共通 １５００ｍ
689 奈　良 橿原高 548 山本　夢影(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾑｴｲ 男子 290909001 男子高校 棒高跳
690 奈　良 橿原高 539 浦東　海翔(2) ｳﾗﾋｶﾞｼ ｶｲﾄ 男子 290909002 男子高校 棒高跳
691 奈　良 高取国際高 3 新田　陽菜(2) ﾆｯﾀ ﾋﾅ 女子 290921001 女子高校 棒高跳
692 奈　良 王寺工業高 398 野田　龍太(3) ﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 290922001 男子高校 円盤投(1.750kg)
693 奈　良 王寺工業高 399 原口　篤志(3) ﾊﾗｸﾞﾁ　ｱﾂｼ 男子 290922002 男子高校 棒高跳
694 奈　良 王寺工業高 402 澤田　駿(2) ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 290922003 男子高校 走幅跳
695 奈　良 王寺工業高 403 吉田　陸哉(2) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 男子 290922004 男子高校 棒高跳
696 奈　良 王寺工業高 629 木嶋　斗弥(1) ｷｼﾞﾏ　ﾄｳﾔ 男子 290922005 男子共通 ８００ｍ
697 奈　良 大和広陵高 114 岸本　みかさ(2) ｷｼﾓﾄ ﾐｶｻ 女子 290923001 女子高校 棒高跳 女子高校 やり投(0.600kg)
698 奈　良 大和広陵高 237 井上　大祐(3) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 男子 290923002 男子高校 棒高跳
699 奈　良 帝塚山高 244 松尾　和樹(2) ﾏﾂｵ ｶｽﾞｷ 男子 290928001 男子高校 やり投(0.800kg)
700 奈　良 帝塚山高 245 丸岡　凌太(2) ﾏﾙｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 290928002 男子高校 砲丸投(6.000kg)
701 奈　良 帝塚山高 246 藤井　七海斗(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾐﾄ 男子 290928003 男子共通 ８００ｍ
702 奈　良 帝塚山高 247 堀内　碧仁(2) ﾎﾘｳﾁ ｱｵﾄ 男子 290928004 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
703 奈　良 帝塚山高 248 吉岡　壮太郎(2) ﾖｼｵｶ ｿｳﾀﾛｳ 男子 290928005 男子共通 １００ｍ 男子高校 走幅跳
704 奈　良 帝塚山高 249 吉田　圭佑(2) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 290928006 男子共通 ４００ｍ
705 奈　良 帝塚山高 118 田村　梨帆(2) ﾀﾑﾗ ﾘﾎ 女子 290928007 女子共通 ４００ｍ
706 奈　良 帝塚山高 119 上原　優花(2) ｳｴﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 290928008 女子共通 ８００ｍ
707 奈　良 帝塚山高 120 近藤　彩香(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｻｲｶ 女子 290928009 女子共通 ２００ｍ
708 奈　良 帝塚山高 121 静川　琴音(2) ｼｽﾞｶﾜ ｺﾄﾈ 女子 290928010 女子高校 走幅跳 女子高校 三段跳
709 奈　良 帝塚山高 122 桑原　里紗(2) ｸﾜﾊﾗ ﾘｻ 女子 290928011 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
710 奈　良 帝塚山高 251 髙井　建太朗(1) ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290928012 男子共通 ２００ｍ 男子共通 ４００ｍ
711 奈　良 帝塚山高 252 花田　望(1) ﾊﾅﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 男子 290928013 男子高校 砲丸投(6.000kg)
712 奈　良 帝塚山高 253 文　世仁(1) ﾌﾞﾝ ｾｲﾝ 男子 290928014 男子共通 ４００ｍ
713 奈　良 帝塚山高 123 廣理　遙花(1) ﾋﾛﾘ ﾊﾙｶ 女子 290928015 女子高校 走幅跳
714 奈　良 帝塚山高 124 藤原　ひなた(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 290928016 女子共通 ４００ｍ
715 奈　良 帝塚山高 125 椋木　菜々子(1) ﾑｸﾉｷ ﾅﾅｺ 女子 290928017 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
716 奈　良 帝塚山高 281 谷村　みらい(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾗｲ 女子 290928018 女子共通 １００ｍ
717 奈　良 東大寺学園高 374 石田　匠(2) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 290929001 男子高校 円盤投(1.750kg) 男子高校 砲丸投(6.000kg) 男子高校 やり投(0.800kg)
718 奈　良 東大寺学園高 375 今井　大和(2) ｲﾏｲ ﾔﾏﾄ 男子 290929002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
719 奈　良 東大寺学園高 376 大庭　直也(2) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 男子 290929003 男子共通 ８００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
720 奈　良 東大寺学園高 377 尾嵜　玄空(2) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 290929004 男子高校 円盤投(1.750kg) 男子共通 ２００ｍ
721 奈　良 東大寺学園高 378 金光　将英(2) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 290929005 男子高校 １１０ｍＨ(1.067m) 男子共通 ４００ｍ 男子高校 やり投(0.800kg)
722 奈　良 東大寺学園高 379 河合　陸利(2) ｶﾜｲ ﾘｸﾄ 男子 290929006 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
723 奈　良 東大寺学園高 380 川島　拓(2) ｶﾜｼﾏ ﾀｸ 男子 290929007
724 奈　良 東大寺学園高 381 木津　周汰(2) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 290929008 男子高校 やり投(0.800kg) 男子高校 １１０ｍＨ(1.067m) 男子高校 円盤投(1.750kg)
725 奈　良 東大寺学園高 382 清野　馨(2) ｷﾖﾉ ｶｵﾙ 男子 290929009 男子共通 １００ｍ 男子共通 ４００ｍ 男子高校 やり投(0.800kg)
726 奈　良 東大寺学園高 384 式見　真一郎(2) ｼｷﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 290929010
727 奈　良 東大寺学園高 385 園中　麻陽(2) ｿﾉﾅｶ ﾏｵ 男子 290929011 男子共通 ３０００ｍ 男子共通 １５００ｍ
728 奈　良 東大寺学園高 386 竹川　晴斗(2) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 290929012
729 奈　良 東大寺学園高 387 登美　豪優(2) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 290929013 男子高校 やり投(0.800kg) 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
730 奈　良 東大寺学園高 388 深瀬　太陽(2) ﾌｶｾ ﾀｲﾖｳ 男子 290929014 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
731 奈　良 東大寺学園高 389 堀尾　春人(2) ﾎﾘｵ ﾊﾙﾄ 男子 290929015
732 奈　良 東大寺学園高 390 前田　大智(2) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 290929016 男子高校 走幅跳 男子高校 やり投(0.800kg)
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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
733 奈　良 東大寺学園高 391 奥田　優人(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290929017 男子高校 走幅跳 男子高校 やり投(0.800kg)
734 奈　良 東大寺学園高 392 笠井　龍生(1) ｶｻｲ ﾘｭｳｾｲ 男子 290929018
735 奈　良 東大寺学園高 393 坂元　一耀(1) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 男子 290929019 男子共通 ３０００ｍ 男子共通 １５００ｍ
736 奈　良 東大寺学園高 394 真貝　竜一郎(1) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 290929020 男子高校 砲丸投(6.000kg) 男子高校 やり投(0.800kg)
737 奈　良 東大寺学園高 396 西村　優平(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 290929021 男子高校 円盤投(1.750kg) 男子高校 やり投(0.800kg)
738 奈　良 東大寺学園高 397 服部　成真(1) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 290929022 男子高校 三段跳 男子高校 やり投(0.800kg)
739 奈　良 奈良育英高 496 奥谷　拓征(2) ｵｸﾀﾆ ﾀｸｾｲ 男子 290930001 男子共通 １００ｍ
740 奈　良 奈良育英高 498 奥山　太揮(2) ｵｸﾔﾏ ﾀｲｷ 男子 290930002 男子高校 走幅跳
741 奈　良 奈良育英高 505 郷　颯冴(2) ｺﾞｳ ｿｳｶﾞ 男子 290930003 男子共通 １００ｍ
742 奈　良 奈良育英高 506 佐々岡　佑有(2) ｻｻｵｶ ﾕｳ 男子 290930004 男子共通 ２００ｍ
743 奈　良 奈良育英高 508 田原　歩睦(2) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 290930005 男子共通 １００ｍ
744 奈　良 奈良育英高 511 深瀬　勇誠(2) ﾌｶｾ ﾕｳｾｲ 男子 290930006 男子高校 やり投(0.800kg)
745 奈　良 奈良育英高 517 山村　将士(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 男子 290930007 男子共通 １００ｍ
746 奈　良 奈良育英高 518 山本　純平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 290930008 男子共通 １００ｍ
747 奈　良 奈良育英高 524 天羽　蓮(1) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 290930009 男子共通 １００ｍ
748 奈　良 奈良育英高 525 戸島　清太(1) ﾄｼﾏ ｾｲﾀ 男子 290930010 男子共通 １００ｍ 男子高校 三段跳
749 奈　良 奈良育英高 526 濱口　亮太(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 290930011 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
750 奈　良 奈良育英高 527 福本　陽己(1) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 290930012 男子共通 １００ｍ
751 奈　良 奈良育英高 528 松宮　武蔵(1) ﾏﾂﾐﾔ ﾑｻｼ 男子 290930013 男子共通 １００ｍ
752 奈　良 奈良育英高 691 松井　勇翔(1) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 290930014 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
753 奈　良 奈良大附属高 47 菊田　悠真(3) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 290931001 男子共通 ４００ｍ
754 奈　良 奈良大附属高 52 浅野　慎太郎(2) ｱｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290931002 男子共通 ８００ｍ
755 奈　良 奈良大附属高 55 高松　玲(2) ﾀｶﾏﾂ ﾚｲ 男子 290931003 男子高校 やり投(0.800kg)
756 奈　良 奈良大附属高 56 反田　嘉洸(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 290931004 男子共通 ８００ｍ
757 奈　良 奈良大附属高 57 豊田　琉斗(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 290931005 男子高校 三段跳
758 奈　良 奈良大附属高 58 西本　晴風(2) ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 男子 290931006 男子高校 棒高跳
759 奈　良 奈良大附属高 59 東本　遼汰(2) ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 290931007 男子共通 ２００ｍ 男子共通 １１０ｍＨ(0.991m)
760 奈　良 奈良大附属高 60 藤本　一輝(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 290931008 男子共通 １００ｍ
761 奈　良 奈良大附属高 61 細川　慧悟(2) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 290931009 男子共通 ２００ｍ
762 奈　良 奈良大附属高 62 山本　凱生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 男子 290931010 男子高校 やり投(0.800kg)
763 奈　良 奈良大附属高 603 池島　弘貴(1) ｲｹｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 男子 290931011 男子共通 ３０００ｍ
764 奈　良 奈良大附属高 604 岡田　航弥(1) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 290931012 男子共通 １００ｍ
765 奈　良 奈良大附属高 605 澤邊　風雅(1) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 290931013 男子共通 １００ｍ
766 奈　良 奈良大附属高 608 堀北　翔真(1) ﾎﾘｷﾀ ｼｮｳﾏ 男子 290931014 男子共通 ２００ｍ
767 奈　良 奈良大附属高 258 北中　真央(1) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 290931015 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
768 奈　良 奈良大附属高 259 西田　和乃花(1) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 290931016 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ 女子共通 ４００ｍ
769 奈　良 奈良大附属高 277 奥田　夕楓(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 290931017 女子共通 ３０００ｍ
770 奈　良 奈良大附属高 278 酒井　柚季(1) ｻｶｲ ﾕｽﾞﾞｷ 女子 290931018 女子高校 やり投(0.600kg)
771 奈　良 智辯カレッジ高 64 倉橋　慶(3) ｸﾗﾊｼ ｹｲ 男子 290933001 男子共通 ３０００ｍ
772 奈　良 智辯カレッジ高 65 末留　颯楽(3) ｽｴﾄﾒ ｿﾗ 男子 290933002 男子共通 ８００ｍ
773 奈　良 智辯カレッジ高 67 辻本　拓実(3) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 290933003 男子共通 ３０００ｍ
774 奈　良 智辯カレッジ高 68 土屋　温希(3) ﾂﾁﾔ ｱﾂｷ 男子 290933004 男子共通 ３０００ｍ
775 奈　良 智辯カレッジ高 70 森田　隼也(3) ﾓﾘﾀ ｼｭﾝﾔ 男子 290933005 男子共通 ３０００ｍ
776 奈　良 智辯カレッジ高 72 山下　結(3) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳ 男子 290933006 男子共通 ３０００ｍ
777 奈　良 智辯カレッジ高 73 吉川　智彰(3) ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 男子 290933007 男子高校 やり投(0.800kg)
778 奈　良 智辯カレッジ高 74 植阪　嶺児(2) ｳｴｻｶ ﾚｲｼﾞ 男子 290933008 男子共通 ３０００ｍ
779 奈　良 智辯カレッジ高 75 大森　颯馬(2) ｵｵﾓﾘ ｿｳﾏ 男子 290933009 男子共通 ８００ｍ
780 奈　良 智辯カレッジ高 76 大門　晃士(2) ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾄ 男子 290933010 男子共通 ３０００ｍ
781 奈　良 智辯カレッジ高 77 高橋　佑治(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 男子 290933011 男子共通 ３０００ｍ
782 奈　良 智辯カレッジ高 78 滝本　朗史(2) ﾀｷﾓﾄ ｱｷﾌﾐ 男子 290933012 男子共通 ３０００ｍ
783 奈　良 智辯カレッジ高 79 近森　遥斗(2) ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 290933013 男子共通 ３０００ｍ
784 奈　良 智辯カレッジ高 82 井上　大誠(1) ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 男子 290933014 男子共通 ８００ｍ 男子共通 ４００ｍ
785 奈　良 智辯カレッジ高 85 柏木　優希(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳｷ 男子 290933015 男子共通 ３０００ｍ
786 奈　良 智辯カレッジ高 86 川嶋　望叶(1) ｶﾜｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 男子 290933016 男子共通 ３０００ｍ
787 奈　良 智辯カレッジ高 87 谷村　祐太郎(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 290933017 男子共通 ３０００ｍ
788 奈　良 智辯カレッジ高 88 農本　駿(1) ﾉｳﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 290933018 男子共通 ３０００ｍ
789 奈　良 智辯カレッジ高 89 福田　海未(1) ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ 男子 290933019 男子共通 ３０００ｍ
790 奈　良 智辯カレッジ高 564 竹下　銀(1) ﾀｹｼﾀ ｷﾞﾝ 男子 290933020 男子高校 砲丸投(6.000kg)
791 奈　良 智辯カレッジ高 772 橋上　冬瑚(2) ﾊｼｶﾞﾐ ﾄｳｺﾞ 男子 290933021 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
792 奈　良 智辯カレッジ高 32 池﨑　萌絵(3) ｲｹｻﾞｷ ﾓｴ 女子 290933022 女子共通 １５００ｍ
793 奈　良 智辯カレッジ高 33 土谷　朱里(3) ﾂﾁﾔ ｱｶﾘ 女子 290933023 女子共通 １５００ｍ
794 奈　良 智辯カレッジ高 34 河人　美貴(2) ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 女子 290933024 女子共通 ８００ｍ 女子共通 ４００ｍ
795 奈　良 智辯カレッジ高 37 西岡　祥穂(2) ﾆｼｵｶ ｻﾁﾎ 女子 290933025 女子高校 円盤投(1.000kg)
796 奈　良 智辯カレッジ高 38 福井　実夏(2) ﾌｸｲ ﾐﾅﾂ 女子 290933026 女子共通 １５００ｍ
797 奈　良 智辯カレッジ高 39 松本　奏(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 女子 290933027 女子共通 ４００ｍ
798 奈　良 智辯カレッジ高 40 梅本　温加(1) ｳﾒﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 女子 290933028 女子共通 １５００ｍ
799 奈　良 智辯カレッジ高 41 大石　心暖(1) ｵｵｲｼ ｺﾉﾝ 女子 290933029 女子共通 ８００ｍ 女子共通 ４００ｍ
800 奈　良 智辯カレッジ高 42 岡本　藍里(1) ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 290933030 女子共通 １５００ｍ
801 奈　良 智辯カレッジ高 43 嶌田　咲希(1) ｼﾏﾀﾞ ｻｷ 女子 290933031 女子共通 １５００ｍ
802 奈　良 智辯カレッジ高 44 中島　栞菜(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 290933032 女子共通 ８００ｍ 女子共通 ４００ｍ
803 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 48 南　こはる(1) ﾐﾅﾐ　ｺﾊﾙ 女子 290935001 女子共通 １００ｍ
804 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1157 井上　嵩二朗(3) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 290942001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
805 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1169 中村　玲皇(3) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 290942002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
806 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1184 山森　魁人(3) ﾔﾏｵﾘ ｶｲﾄ 男子 290942003 男子共通 １５００ｍ
807 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1159 大竹　陸椰(2) ｵｵﾀｹ ﾘｸﾔ 男子 290942004 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
808 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1171 野殿　碧(2) ﾉﾄﾞﾉ ｱｵｲ 男子 290942005 男子共通 ８００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
809 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1173 濱田　大雅(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 290942006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
810 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1176 三浦　康貴(2) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 男子 290942007 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
811 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1238 小野　龍之介(2) ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 290942008 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １５００ｍ
812 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1163 川邉　悠暉(1) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 290942009 男子共通 ２００ｍ
813 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1175 増田　和暉(1) ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 290942010 男子共通 １５００ｍ
814 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1217 福島　将貴(1) ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ 男子 290942011 男子共通 １５００ｍ
815 奈　良 鴻ノ池SC(中) 629 小島　梓音(3) ｺｼﾞﾏ ｱﾉ 女子 290942012 女子共通 １００ｍ
816 奈　良 鴻ノ池SC(中) 628 植田　愛彩(2) ｳｴﾀﾞ ｱｲｻ 女子 290942013 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
817 奈　良 鴻ノ池SC(中) 633 竹下　まどか(2) ﾀｹｼﾀ ﾏﾄﾞｶ 女子 290942014 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
818 奈　良 鴻ノ池SC(中) 635 藤原　奈桜(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵ 女子 290942015 女子共通 ８００ｍ
819 奈　良 鴻ノ池SC(中) 636 三輪　華音(2) ﾐﾜ ｶﾉﾝ 女子 290942016 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
820 奈　良 鴻ノ池SC(中) 631 粉家　愛美(1) ｺﾔ ﾏﾅﾐ 女子 290942017 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
821 奈　良 国際高 217 上田　夏甫(2) ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ 男子 290954001 男子共通 １００ｍ
822 奈　良 国際高 218 北野　太陽(2) ｷﾀﾉ ﾋﾛｱｷ 男子 290954002 男子共通 １００ｍ
823 奈　良 国際高 191 手塚　日菜(1) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅ 女子 290954003 女子高校 走高跳
824 奈　良 国際高 274 佐藤　音色(1) ｻﾄｳ ﾈｲﾛ 女子 290954004 女子共通 １００ｍＹＨ(0.762m)


