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--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
30 14 前岡　一紳(3) ﾏｴｵｶ ｲｯｼﾝ 男子 奈　良 葛中 11.02 1
197 1157 井上　嵩二朗(3) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11.21 2
164 150 萩原　彪河(2) ﾊｷﾞﾊﾗ　ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 天理北中 11.31 3
2 110 永尾 魁成(2) ﾅｶﾞｵ ｶｲｾｲ 男子 京　都 田辺中 11.39 4
91 65 立花　咲良(3) ﾀﾁﾊﾞﾅ　ｻｸﾗ 男子 奈　良 香芝中 11.50 5
165 150 岡橋　悠太(3) ｵｶﾊｼ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理北中 11.57 6
101 67 菊池　陽翔(3) ｷｸﾁ ﾋﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 11.58 7
199 1257 川邉　翔太(3) ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11.66 8
198 1169 中村　玲皇(3) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11.68 9
95 67 中川　蹴来(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾗ 男子 奈　良 広陵中 11.73 10
19 33 船奥 凛斗(3) 男子 兵　庫 園田中 11.80 11
57 58 宇原　龍之介(2) ｳﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 香芝北中 11.80 12
122 107 中村　健心(2) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 田原本北中 11.84 13
58 58 西川　瑛都(2) ﾆｼｶﾜ ｴｲﾄ 男子 奈　良 香芝北中 11.85 14
113 96 仲井　悠真(1) ﾅｶｲ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 12.07 15
3 110 藤井 飛和(3) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 田辺中 12.13 16

105 73 中村　大和(2) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.13 17
56 58 熊川　大翔(2) ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 香芝北中 12.14 18
161 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 12.20 19
102 73 杉本　久泰(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｻﾔｽ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.24 20
53 58 大村　優吾(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 男子 奈　良 香芝北中 12.25 21
185 161 中野　晃輔(3) ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 12.28 22
94 67 下村　亮太(1) ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 12.36 23
194 176 西村　和将(1) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 男子 奈　良 橿原中 12.39 24
152 131 佐々木　大樹(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 三笠中 12.47 25
120 106 駒田　陸帆(2) ｺﾏﾀﾞﾘｸﾎ 男子 奈　良 田原本中 12.50 26
141 128 井ノ口　稜太(2) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 二名中 12.50 27
167 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 12.52 28
92 65 高木　春光(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ 男子 奈　良 香芝中 12.60 29
143 128 宮川　裕介(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 12.60 30
139 120 永橋　陸(2) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 奈　良 伏見中 12.62 31
182 161 小泉　智士宗(2) ｺｲｽﾞﾐ ﾄｼﾑﾈ 男子 奈　良 郡山中 12.64 32
196 1271 松原　右承(2) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｼｮｳ 男子 奈　良 奈良陸協 12.65 33
27 40 安本 翔咲(2) 男子 兵　庫 園田中 12.66 34
111 96 中山　聡太(2) ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 12.67 35
193 176 馬場　圭佑(1) ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 橿原中 12.70 36
175 161 石田　優翔(2) ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 郡山中 12.72 37
40 47 廣田　倖正(2) ﾋﾛﾀ ｺｳｾｲ 男子 奈　良 斑鳩中 12.73 38
178 161 奥西　悠人(2) ｵｸﾆｼ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 郡山中 12.74 39
68 65 高谷　浩央(2) ﾀｶﾔ ﾋﾛ 男子 奈　良 香芝中 12.75 40
70 65 大貫　真也(2) ｵｵﾇｷ ﾏﾔ 男子 奈　良 香芝中 12.75 41
72 65 廣瀬　裕也(2) ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 12.75 42
73 65 土肥　春輝(2) ﾄﾞｲ　ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝中 12.75 43
202 1176 三浦　康貴(2) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.75 44
60 58 髙橋　功太郎(2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝北中 12.80 45
159 134 三枝　大月(1) ｻｴｸﾞｻ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 教育大付属中 12.80 46
61 58 増田　光汰(2) ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 12.88 47
29 45 宮本 彪翔(2) 男子 兵　庫 園田中 12.89 48
44 51 今岡　永遠(2) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 奈　良 都祁中 12.89 49
176 161 德丸　悠希(2) ﾄｸﾏﾙ ﾕｳｷ 男子 奈　良 郡山中 12.89 50
203 1163 川邉　悠暉(1) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.89 51
192 176 喜多　恵慈(2) ｷﾀ ｹｲｼﾞ 男子 奈　良 橿原中 12.90 52
32 14 前岡　堅悟(2) ﾏｴｵｶ ｹﾝｺﾞ 男子 奈　良 葛中 12.93 53
153 131 中川　翔志(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 奈　良 三笠中 12.94 54
103 73 土井　悠叶(3) ﾄﾞｲ　ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.97 55
110 96 阿佐　空豊(2) ｱｻ ｸｳﾄ 男子 奈　良 片塩中 12.97 56
144 128 堀　倫樹(2) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 二名中 13.00 57
148 128 淵田　翔(1) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 奈　良 二名中 13.00 58
191 176 米田　尉史(2) ｺﾒﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 奈　良 橿原中 13.00 59
55 58 和田　大翼(2) ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 香芝北中 13.01 60
115 106 藤岡　涼来(1) ﾌｼﾞｵｶﾘｮｸ 男子 奈　良 田原本中 13.01 61
23 43 藤本 駿希(2) 男子 兵　庫 園田中 13.02 62
117 106 銭塚　優斗(2) ｾﾞﾆﾂｶﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 13.03 63
129 107 兒島　一誠(1) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 13.11 64
177 161 宮岡　直澄(2) ﾐﾔｵｶ ﾅｵｽﾞﾐ 男子 奈　良 郡山中 13.11 65
179 161 吉川　智基(2) ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 郡山中 13.11 66
49 51 石川　幸寛(1) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 13.15 67
137 120 井谷　中哉(2) ｲﾀﾆ ﾅｶﾔ 男子 奈　良 伏見中 13.16 68
155 131 大槻　陽翔(1) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 13.16 69
69 65 綛谷　耕平(2) ｶｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 香芝中 13.20 70
83 65 土肥　星太(3) ﾄﾞｲ　ｾｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 13.20 71
93 67 菊池　晴渚(1) ｷｸﾁ ｾﾅ 男子 奈　良 広陵中 13.20 72
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156 131 梶本　颯生(1) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 奈　良 三笠中 13.20 73
97 67 吉岡　誠将(1) ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 13.24 74
118 106 山本　大翔(1) ﾔﾏﾓﾄﾏｻﾄ 男子 奈　良 田原本中 13.27 75
150 128 滝口　瑛太(1) ﾀｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ 男子 奈　良 二名中 13.30 76
180 161 田口　耕輔(2) ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 13.32 77
107 73 松村　史悠(1) ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.35 78
54 58 竹中　一平(2) ﾀｹﾅｶ ｲｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 香芝北中 13.39 79
39 47 倉田　虹輝(2) ｸﾗﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 斑鳩中 13.41 80
189 161 青谷　柊弥(2) ｱｵﾀﾆ　ｼｭｳﾔ 男子 奈　良 郡山中 13.42 81
88 65 川畑　海晴(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 香芝中 13.43 82
169 157 森田　陸永(2) ﾓﾘﾀ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 天理南中 13.44 83
200 1159 大竹　陸椰(2) ｵｵﾀｹ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.45 84
119 106 上田　将平(2) ｳｴﾀﾞｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 田原本中 13.46 85
186 161 小椋　敬介(1) ｵｸﾞﾗ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 郡山中 13.47 86
140 120 植田　翔海(1) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 伏見中 13.48 87
170 157 田原　奏(1) ﾀﾊﾗ　ｶﾅﾃﾞ 男子 奈　良 天理南中 13.48 88
99 67 生田　詩音(3) ｲｸﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 広陵中 13.49 89
87 65 村井　蓮(1) ﾑﾗｲ ﾚﾝ 男子 奈　良 香芝中 13.50 90
138 120 岡　景翔(2) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 奈　良 伏見中 13.50 91
142 128 立川　大智(2) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 二名中 13.50 92
149 128 井上　誠士郎(1) ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 奈　良 二名中 13.50 93
195 176 畠中　悠希(1) ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 奈　良 橿原中 13.50 94
76 65 立岡　夢人(1) ﾀﾂｵｶ ﾕﾒﾄ 男子 奈　良 香芝中 13.52 95
125 107 上田　貴大(2) ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 田原本北中 13.54 96
166 157 橋本　涼(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 奈　良 天理南中 13.54 97
98 67 前側　健介(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 13.55 98
9 110 清水 建蔵(1) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 13.56 99

187 161 丸尾　真太(1) ﾏﾙｵ ｼﾝﾀ 男子 奈　良 郡山中 13.56 100
75 65 都秋　和斗(2) ﾂｱｷ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 香芝中 13.61 101
190 166 西谷　望(2) ﾆｼﾀﾆ ﾉｿﾞﾑ 男子 奈　良 郡山東中 13.62 102
135 118 大木　悠平(2) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 飛鳥中 13.64 103
37 44 谷山　隼(1) ﾀﾆﾔﾏ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上中学 13.69 104
35 44 藤井　樹生(1) ﾌｼﾞｲ　ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 13.72 105
43 51 秋野　樹羅(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 奈　良 都祁中 13.73 106
160 150 新家　滉貴(2) ｼﾝﾔ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理北中 13.77 107
52 58 早川　諒(3) ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 男子 奈　良 香芝北中 13.80 108
145 128 小西　柾公(2) ｺﾆｼ ﾏｻﾀｶ 男子 奈　良 二名中 13.80 109
1 110 妹尾 一輝(2) ｾﾉｵ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 田辺中 13.82 110
89 65 西田　晃仁(1) ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 奈　良 香芝中 13.82 111
36 44 永原　海翔(1) ﾅｶﾞﾊﾗ　ｶｲﾄ 男子 奈　良 上中学 13.83 112
136 118 南方　佑介(2) ﾐﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 飛鳥中 13.85 113
31 14 加護　吾光(2) ｶｺﾞ ｱｶﾈ 男子 奈　良 葛中 13.86 114
6 110 藤井　那成(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 13.87 115

201 1173 濱田　大雅(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.90 116
62 58 大村　悠真(1) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 香芝北中 13.93 117
4 110 奥山　大翔(1) ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 田辺中 13.94 118
59 58 藤原　優斗(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 香芝北中 13.95 119
67 65 岡田　颯太(2) ｵｶﾀﾞ　ﾊﾔﾀ 男子 奈　良 香芝中 13.95 120
127 107 遠藤　升太(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原本北中 13.96 121
123 107 栫　真魚(2) ｶｺｲ ﾏｵ 男子 奈　良 田原本北中 13.97 122
12 25 小西　倭(1) ｺﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 西城陽中 14.00 123
16 31 増田　翔大(1) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 14.00 124
17 32 矢野　尚隼(1) ﾔﾉ ﾅｵﾄ 男子 京　都 西城陽中 14.00 125
24 41 掛田 大和(2) 男子 兵　庫 園田中 14.00 126
109 73 松田　侑大(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.00 127
205 1276 山村　綾平(1) ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.00 128
157 131 松山　拡樹(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 三笠中 14.07 129
181 161 吉本　悠人(2) ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 郡山中 14.07 130
48 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 奈　良 都祁中 14.08 131
188 161 磯部　春太(1) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 郡山中 14.09 132
46 51 中森　諒(2) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 奈　良 都祁中 14.13 133
50 51 峯　憲伸(1) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 14.15 134
96 67 稲葉　励斗(1) ｲﾅﾊﾞ ﾊｸﾞﾄ 男子 奈　良 広陵中 14.15 135
41 47 山下　真慶(2) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐﾁ 男子 奈　良 斑鳩中 14.16 136
26 48 杉野 陽一(1) 男子 兵　庫 園田中 14.17 137
64 58 下　敏己(1) ｼﾓ ﾄｼｷ 男子 奈　良 香芝北中 14.18 138
71 65 水月　大翔(2) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 14.27 139
104 73 岡村　咲作(2) ｵｶﾑﾗ ｻｸ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.29 140
106 73 藤原　敬人(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.29 141
79 65 植田　拓海朗(1) ｳｴﾀﾞ ﾀﾐｵ 男子 奈　良 香芝中 14.30 142
86 65 横田　寛人(1) ﾖｺﾀ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 14.30 143
116 106 木場　永盛(2) ｺﾊﾞﾄﾓ 男子 奈　良 田原本中 14.33 144
131 107 松本　琉生(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 14.34 145
163 150 仙田　望生(1) ｾﾝﾀﾞ ｼｽﾞｷ 男子 奈　良 天理北中 14.35 146
38 47 魚谷　将太郎 (2) ｳｵﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 斑鳩中 14.36 147
154 131 土阪　一隼(2) ﾄﾞｻｶ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 三笠中 14.39 148
132 107 兼島　礼(1) ｶﾈｼﾏ ﾚｲ 男子 奈　良 田原本北中 14.45 149
134 107 園田　蓮斗(1) ｿﾉﾀﾞ ﾚﾝﾄ 男子 奈　良 田原本北中 14.45 150
128 107 吉原　征哉(1) ﾖｼﾊﾗ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本北中 14.46 151
130 107 田中　星光(1) ﾀﾅｶ ｾｲｱ 男子 奈　良 田原本北中 14.46 152
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************************************************
* 男子中学1日目 １００ｍ *
************************************************
205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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
47 51 村田　大地(2) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 都祁中 14.48 153
13 28 西田　陽登(1) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 14.50 154
146 128 名倉　慎太朗(2) ﾅｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 二名中 14.50 155
126 107 辻井　秀斗(2) ﾂｼﾞｲ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 14.53 156
121 106 森村　宏生(1) ﾓﾘﾑﾗｺｳｷ 男子 奈　良 田原本中 14.58 157
42 47 北田　優(1) ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 男子 奈　良 斑鳩中 14.61 158
162 150 石田　亜樹(1) ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 奈　良 天理北中 14.69 159
80 65 岩田　一樹(1) ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 香芝中 14.70 160
204 1217 福島　将貴(1) ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.75 161
34 14 谷　斗真(1) ﾀﾆ ﾄｳﾏ 男子 奈　良 葛中 14.76 162
5 110 大垣 翔太(1) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 14.78 163
85 65 塚本　祥真(1) ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 14.80 164
171 157 大橋　一駈(1) ｵｵﾊｼ ﾋﾙｸ 男子 奈　良 天理南中 14.80 165
108 73 濱口　進平(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.82 166
74 65 出嶋　右京(2) ﾃﾞｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 男子 奈　良 香芝中 14.86 167
114 96 中川　碧(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｸ 男子 奈　良 片塩中 14.88 168
124 107 岡本　一平(2) ｵｶﾓﾄ ｲｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 田原本北中 14.89 169
90 65 竹村　章利(1) ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾄｼ 男子 奈　良 香芝中 14.90 170
21 49 有本 椿季(1) 男子 兵　庫 園田中 14.97 171
11 24 小池　基喜(1) ｺｲｹ ﾓﾄｷ 男子 京　都 西城陽中 15.00 172
14 29 橋本　瑛人(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽中 15.00 173
15 30 平島　滉太郎(1) ﾋﾗｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽中 15.00 174
66 58 寺戸　翔大(1) ﾃﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 15.05 175
25 39 雲晴 凛(2) 男子 兵　庫 園田中 15.13 176
133 107 木村　龍人(1) ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 15.18 177
112 96 岡田　阿星(1) ｵｶﾀﾞ ｱｾｲ 男子 奈　良 片塩中 15.20 178
33 14 太田　優人(1) ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 葛中 15.21 179
7 110 中須賀 蒼唯(1) ﾅｶｽｶﾞ ｱｵｲ 男子 京　都 田辺中 15.24 180
20 54 瀬良 七瀬(1) 男子 兵　庫 園田中 15.27 181
82 65 橋本　邦弘(1) ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 男子 奈　良 香芝中 15.30 182
18 58 橋本 空雅(1) 男子 兵　庫 園田中 15.32 183
183 161 櫻井　恵太(1) ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ 男子 奈　良 郡山中 15.43 184
77 65 森田　頼人(1) ﾓﾘﾀ ﾗｲﾄ 男子 奈　良 香芝中 15.51 185
45 51 大西　健太(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 奈　良 都祁中 15.68 186
51 51 八重川　悠介(1) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 15.70 187
84 65 古塚　剛(1) ﾌﾙﾂｶ ﾂﾖｼ 男子 奈　良 香芝中 15.70 188
151 128 山崎　暉斗(1) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 二名中 15.70 189
147 128 網野　拓海(1) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 二名中 15.80 190
63 58 大森　宏一(1) ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 15.85 191
78 65 吉田　柊優弥(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 15.92 192
173 157 中尾　悠真(1) ﾅｶｵ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 天理南中 15.99 193
22 51 中村 祥麻(1) 男子 兵　庫 園田中 16.00 194
100 67 新吉　遼太(1) ｼﾝﾖｼ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 16.00 195
28 53 神出 航太郎(1) 男子 兵　庫 園田中 16.02 196
174 157 山本　陽斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理南中 16.26 197
81 65 中村　颯太(1) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 16.27 198
168 157 上田　悠和(2) ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 天理南中 16.77 199
65 58 丸野　壱倖(1) ﾏﾙﾉ ｲｯｻ 男子 奈　良 香芝北中 16.98 200
172 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 17.23 201
184 161 松井　光輝(1) ﾏﾂｲ ｺｳｷ 男子 奈　良 郡山中 18.40 202
8 110 萩原 敬都(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 男子 京　都 田辺中 203
10 110 大谷 一紘(1) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 204
158 131 竹内　唱人(1) ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾄ 男子 奈　良 三笠中 205

********************************************************************
* 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m) *
********************************************************************
15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 43 藤本 駿希(2) 男子 兵　庫 園田中 16.27 1
11 107 上田　優空(3) ｳｴﾀﾞ ﾕﾗ 男子 奈　良 田原本北中 16.64 2
14 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 16.64 3
12 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 17.11 4
13 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 17.60 5
7 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 奈　良 都祁中 18.00 6
10 106 銭塚　優斗(2) ｾﾞﾆﾂｶﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 18.89 7
8 58 増田　光汰(2) ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 19.20 8
5 48 杉野 陽一(1) 男子 兵　庫 園田中 20.00 9
6 44 藤井　樹生(1) ﾌｼﾞｲ　ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 20.19 10
2 22 奥　達哉(1) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 22.00 11
3 26 髙居　勇愛(1) ﾀｶｲ ﾕｳｱ 男子 京　都 西城陽中 22.00 12
9 65 水月　大翔(2) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 22.00 13
1 110 村上　優羽(1) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 男子 京　都 田辺中 14
15 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 15
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********************************************
* 男子中学1日目 棒高跳 *
********************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
14 107 長野　董也(3) ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 男子 奈　良 田原本北中 4m10 1
1 33 船奥 凛斗(3) 男子 兵　庫 園田中 3m50 2
5 40 安本 翔咲(2) 男子 兵　庫 園田中 3m50 3
6 32 市岡 将護(3) 男子 兵　庫 園田中 3m50 4
9 51 中森　諒(2) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 奈　良 都祁中 2m50 5
4 41 掛田 大和(2) 男子 兵　庫 園田中 2m40 6
10 51 村田　大地(2) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 都祁中 2m40 7
7 51 秋野　樹羅(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 奈　良 都祁中 2m30 8
11 51 峯　憲伸(1) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 2m20 9
13 106 泉谷　礼哉(1) ｲｽﾞﾀﾆﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本中 2m10 10
2 49 有本 椿季(1) 男子 兵　庫 園田中 2m00 11
3 51 中村 祥麻(1) 男子 兵　庫 園田中 2m00 12
8 51 大西　健太(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 奈　良 都祁中 2m00 13
12 51 八重川　悠介(1) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 2m00 14

************************************************
* 女子中学1日目 １００ｍ *
************************************************
148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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
24 25 大西　陽愛(3) ｵｵﾆｼ ﾋﾅﾘ 女子 奈　良 吉野中 12.67 1
71 96 中岡　心愛(1) ﾅｶｵｶ ｺｺﾅ 女子 奈　良 片塩中 12.76 2
63 96 市川　遥南(2) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 奈　良 片塩中 12.78 3
129 157 立川　くらら(2) ﾀﾃｶﾜ ｸﾗﾗ 女子 奈　良 天理南中 12.91 4
15 59 小橋 美柚(3) 女子 兵　庫 園田中 13.00 5
41 65 立部　彩葉(2) ﾀﾃﾍﾞ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 香芝中 13.20 6
99 128 髙木　ハナコ(2) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 奈　良 二名中 13.20 7
55 67 尾﨑　実夢(2) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 広陵中 13.21 8
9 6 岡崎　美佐希(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 京　都 西城陽中 13.23 9
65 96 木村　真子(2) ｷﾑﾗ ﾏｺ 女子 奈　良 片塩中 13.34 10
42 65 田中　友葉(2) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾊ 女子 奈　良 香芝中 13.35 11
25 44 長福　咲(2) ﾁｮｳﾌｸ　ｻｷ 女子 奈　良 上中学 13.36 12
39 65 植嶋　すず(2) ｳｴｼﾞﾏ ｽｽﾞ 女子 奈　良 香芝中 13.38 13
4 110 戸崎 羽南(2) ﾄｻﾞｷ ﾊﾅ 女子 京　都 田辺中 13.46 14

103 128 林　舞桜(1) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 奈　良 二名中 13.50 15
50 65 栗原　空(1) ｸﾘﾊﾗ ｿﾗ 女子 奈　良 香芝中 13.51 16
56 67 松井　奏澄(1) ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 13.51 17
147 628 植田　愛彩(2) ｳｴﾀﾞ ｱｲｻ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.54 18
54 67 木村　芽生(3) ｷﾑﾗ ﾒｲ 女子 奈　良 広陵中 13.56 19
2 110 栗田 史香(2) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 13.58 20

121 133 有山　彩那(1) ｱﾘﾔﾏ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 都南中 13.59 21
148 636 三輪　華音(2) ﾐﾜ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.68 22
145 176 大田　愛茉(2) ｵｵﾀ ｴﾏ 女子 奈　良 橿原中 13.70 23
36 58 福岡　佐紀(1) ﾌｸｵｶ ｻｷ 女子 奈　良 香芝北中 13.74 24
52 67 安達　咲花(2) ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 広陵中 13.74 25
81 107 中村　千乃(1) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾉ 女子 奈　良 田原本北中 13.74 26
142 161 山崎　琴音(1) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 13.79 27
98 128 吉川　瑠依(2) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 二名中 13.80 28
13 72 山下 愛梨(2) 女子 兵　庫 園田中 13.82 29
31 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 13.87 30
131 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 奈　良 天理南中 13.87 31
10 7 新谷　弥栄乃(2) ｼﾝﾀﾆ ﾔｴﾉ 女子 京　都 西城陽中 13.88 32
75 106 丹波　歩奈(1) ﾀﾝﾊﾞｱﾕﾅ 女子 奈　良 田原本中 13.89 33
57 73 山本　悠(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.95 34
30 47 稲田　悠伽(2) ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 斑鳩中 13.96 35
76 106 桝田　芽依(2) ﾏｽﾀﾞﾒｲ 女子 奈　良 田原本中 14.00 36
107 128 安達　悠(1) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 14.00 37
44 65 赤穂　惺那(2) ｱｶﾎ ｾｲﾅ 女子 奈　良 香芝中 14.01 38
26 44 鈴木　絢(2) ｽｽﾞｷ　ｱﾔ 女子 奈　良 上中学 14.03 39
48 65 畑田　花音(2) ﾊﾀﾀﾞ　ｶﾉﾝ 女子 奈　良 香芝中 14.09 40
18 75 清水 美初(1) 女子 兵　庫 園田中 14.17 41
122 133 前田　葵月(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞ 女子 奈　良 都南中 14.23 42
19 76 植田 愛梨(1) 女子 兵　庫 園田中 14.24 43
47 65 尾野　陽咲(2) ｵﾉ ﾋｻｷ 女子 奈　良 香芝中 14.25 44
38 65 田中　杏依(2) ﾀﾅｶ ｱｲ 女子 奈　良 香芝中 14.31 45
27 44 熊倉　帆花(2) ｸﾏｸﾗ　ﾎﾉｶ 女子 奈　良 上中学 14.34 46
21 70 秦 桃香(2) 女子 兵　庫 園田中 14.35 47
82 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 飛鳥中 14.38 48
7 110 植田 悠衣(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 田辺中 14.39 49
16 67 岩本 くるみ(2) 女子 兵　庫 園田中 14.40 50
132 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 天理南中 14.41 51
86 120 大東　なな佳(2) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾅﾅｶ 女子 奈　良 伏見中 14.42 52
53 67 米田　陽香(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 広陵中 14.44 53
69 96 吉村　琴葉(2) ﾖｼﾑﾗ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 片塩中 14.46 54
70 96 市川　愛理(1) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾘ 女子 奈　良 片塩中 14.47 55
112 131 武田　咲花(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 14.48 56
1 110 谷川 まひる(2) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾋﾙ 女子 京　都 田辺中 14.49 57
12 9 木下　依恋(2) ｷﾉｼﾀ ｲｺｲ 女子 京　都 西城陽中 14.50 58
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************************************************
* 女子中学1日目 １００ｍ *
************************************************
148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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
105 128 立川　奈那(1) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 奈　良 二名中 14.50 59
125 150 松田　煌来(2) ﾏｯﾀ ｷﾗﾗ 女子 奈　良 天理北中 14.50 60
87 120 尾﨑　凛緒(2) ｵｻｷ ﾘｵ 女子 奈　良 伏見中 14.53 61
143 161 村田　沙奈(1) ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 女子 奈　良 郡山中 14.57 62
3 110 中村 咲蘭(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 14.58 63
35 58 萱　紗弓(2) ｶﾔ ｻﾕﾐ 女子 奈　良 香芝北中 14.58 64
108 131 石原　暖子(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｺ 女子 奈　良 三笠中 14.58 65
78 106 小林　愛菜(1) ｺﾊﾞﾔｼｱｲﾅ 女子 奈　良 田原本中 14.59 66
91 120 山田　梨緒(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 奈　良 伏見中 14.61 67
135 157 中嶋　楽夢音(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾑﾈ 女子 奈　良 天理南中 14.61 68
138 157 東口　実暖(1) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ　ﾐﾊﾙ 女子 奈　良 天理南中 14.61 69
141 161 北畑　奈々(2) ｷﾀﾊﾞﾀ ﾅﾅ 女子 奈　良 郡山中 14.64 70
136 157 前家　妃夏(1) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 14.66 71
130 157 殿村　佳子(2) ﾄﾉﾑﾗ ｶｺ 女子 奈　良 天理南中 14.68 72
17 66 森田 瑚々(2) 女子 兵　庫 園田中 14.70 73
22 78 夛田 和香那(2) 女子 兵　庫 園田中 14.70 74
95 128 大河内　愛恵(2) ｵｵｺｳﾁ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 二名中 14.70 75
101 128 江島　遥香(1) ｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 14.70 76
102 128 西尾　江梨佳(1) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 14.70 77
144 176 岡本　結里(2) ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 女子 奈　良 橿原中 14.70 78
126 150 井上　杏珠(1) ｲﾉｳｴ ｱﾝｼﾞｭ 女子 奈　良 天理北中 14.71 79
32 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 14.72 80
114 131 西村　陽奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 奈　良 三笠中 14.72 81
43 65 本出　純鈴(2) ﾎﾝﾃﾞ ｽﾐﾚ 女子 奈　良 香芝中 14.73 82
134 157 中田　幸音(2) ﾅｶﾀ ｻﾁﾈ 女子 奈　良 天理南中 14.73 83
140 161 愛須　麻央(2) ｱｲｽ ﾏｵ 女子 奈　良 郡山中 14.77 84
94 128 井上　桜花(2) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 奈　良 二名中 14.80 85
104 128 寄能　百々果(1) ｷﾉｳ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 二名中 14.80 86
146 176 田中　虹来(1) ﾀﾅｶ ﾆｺ 女子 奈　良 橿原中 14.80 87
109 131 今岸　梨音(2) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 三笠中 14.81 88
59 73 黒田　凛(1) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.83 89
61 73 窪田　陽菜(1) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.83 90
51 65 梅田　彩朱花(1) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 14.84 91
28 44 谷口　莉央(2) ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｵ 女子 奈　良 上中学 14.89 92
72 96 涌田　百亜奈(1) ﾜｸﾀﾞ ﾓｱﾅ 女子 奈　良 片塩中 14.89 93
11 8 田代　絢香(2) ﾀｼﾛ ｱﾔｶ 女子 京　都 西城陽中 14.90 94
139 161 森田　由奈(1) ﾓﾘﾀ ﾕﾅ 女子 奈　良 郡山中 14.92 95
119 131 三棹　芽依(1) ﾐｻｵ ﾒｲ 女子 奈　良 三笠中 14.99 96
123 133 横山　結生(2) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 女子 奈　良 都南中 15.01 97
88 120 鈴木　千晴(2) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 15.08 98
90 120 藤川　麗奈(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾅ 女子 奈　良 伏見中 15.09 99
5 110 上田　美桜(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 15.12 100
92 120 田口　朱音(1) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 奈　良 伏見中 15.16 101
40 65 武田　雅(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 香芝中 15.18 102
73 106 藤川　咲希(2) ﾌｼﾞｶﾜｻｷ 女子 奈　良 田原本中 15.20 103
117 131 峠田　紗奈(1) ﾀｵﾀﾞ ｻﾅ 女子 奈　良 三笠中 15.30 104
23 14 高井　春嘉(1) ﾀｶｲ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 葛中 15.32 105
34 58 松榮　芹菜(2) ﾏﾂｴ ｾﾘﾅ 女子 奈　良 香芝北中 15.32 106
77 106 吉田　裕香(1) ﾖｼﾀﾞﾕｳｶ 女子 奈　良 田原本中 15.32 107
29 44 山口　樹葵(2) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｲﾂｷ 女子 奈　良 上中学 15.34 108
113 131 玉置　遥加(2) ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 三笠中 15.34 109
58 73 小嶺　葵(2) ｺﾐﾈ ｱｵｲ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.36 110
74 106 舟橋　礼(1) ﾌﾅﾊｼﾚｲ 女子 奈　良 田原本中 15.37 111
124 133 髙橋　穂椛(1) ﾀﾊﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 都南中 15.38 112
68 96 吉川　心望(2) ﾖｼｶﾜ ｺｺﾐ 女子 奈　良 片塩中 15.39 113
85 118 山田　菜鈴(2) ﾔﾏﾀﾞ　ﾅｽｽﾞ 女子 奈　良 飛鳥中 15.39 114
20 68 橋内 麻矢(2) 女子 兵　庫 園田中 15.40 115
62 73 山根　佑月(1) ﾔﾏﾈ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.40 116
46 65 東　美彩希(2) ﾋｶﾞｼ ﾐｻｷ 女子 奈　良 香芝中 15.42 117
14 77 安藤 陽花(1) 女子 兵　庫 園田中 15.44 118
115 131 大谷　杏花(1) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 奈　良 三笠中 15.44 119
8 110 青木　智樂(1) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 15.45 120
49 65 村上　咲月(1) ﾑﾗｶﾐ ｻﾂｷ 女子 奈　良 香芝中 15.46 121
106 128 吉川　桜空(1) ﾖｼｶﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 二名中 15.50 122
120 131 米澤　アニカ(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾆｶ 女子 奈　良 三笠中 15.53 123
45 65 中野　みなみ(2) ﾅｶﾉ ﾐﾅﾐ 女子 奈　良 香芝中 15.56 124
100 128 繁野　陽依(2) ｼｹﾞﾉ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 二名中 15.60 125
67 96 古川　准菜(2) ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾅ 女子 奈　良 片塩中 15.70 126
64 96 樫根　花萌(2) ｶｼﾈ ｱﾔﾒ 女子 奈　良 片塩中 15.75 127
127 150 髙佐　詩風(1) ｺｳｻ ｼｲｶ 女子 奈　良 天理北中 15.75 128
116 131 杉本　華凪(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 15.88 129
60 73 吉田　明日香(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.94 130
83 118 反田　留琉子(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾙﾙﾈ 女子 奈　良 飛鳥中 15.99 131
80 106 吉原　日和(2) ﾖｼﾊﾗﾋﾖﾘ 女子 奈　良 田原本中 16.00 132
79 106 梅本　実佳(1) ｳﾒﾓﾄﾐｶ 女子 奈　良 田原本中 16.02 133
111 131 小林　葵花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 女子 奈　良 三笠中 16.02 134
66 96 辻本　愛梨(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 奈　良 片塩中 16.14 135
133 157 井川　友希名(1) ｲｶﾜ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 天理南中 16.15 136
110 131 大谷　花夏(2) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 奈　良 三笠中 16.23 137
6 110 山本　恵梨華(1) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 16.31 138
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148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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
37 65 植田　姫菜珠(2) ｳｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 香芝中 16.33 139
89 120 服部　心春(2) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 16.41 140
137 157 山際　桜空(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 天理南中 16.41 141
96 128 長岡　美未来(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 奈　良 二名中 16.70 142
97 128 中條　光稀(2) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ 女子 奈　良 二名中 16.80 143
128 150 奥田　怜愛(1) ｵｸﾀﾞ　ﾚﾝｱ 女子 奈　良 天理北中 16.80 144
118 131 原　愛美(1) ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 三笠中 16.83 145
93 120 塚月　彩芭(1) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 伏見中 17.09 146
33 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 17.23 147
84 118 中嶋　萌愛(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｱ 女子 奈　良 飛鳥中 17.58 148

********************************************************************
* 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) *
********************************************************************
22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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 15.90 1
8 66 森田 瑚々(2) 女子 兵　庫 園田中 16.46 2
22 176 大田　愛茉(2) ｵｵﾀ ｴﾏ 女子 奈　良 橿原中 16.50 3
18 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 奈　良 天理南中 16.69 4
4 110 吉川　乃愛(2) ﾖｼｶﾜ ﾉｱ 女子 京　都 田辺中 17.25 5
13 65 南　結衣(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲ 女子 奈　良 香芝中 17.55 6
1 110 中橋 芽依(2) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 17.73 7
5 6 岡崎　美佐希(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 京　都 西城陽中 18.00 8
6 9 木下　依恋(2) ｷﾉｼﾀ ｲｺｲ 女子 京　都 西城陽中 18.00 9
21 161 山崎　琴音(1) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 18.06 10
7 67 岩本 くるみ(2) 女子 兵　庫 園田中 19.00 11
16 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 飛鳥中 19.08 12
14 65 藤野　朱嶺(2) ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 女子 奈　良 香芝中 19.45 13
17 118 山田　菜鈴(2) ﾔﾏﾀﾞ　ﾅｽｽﾞ 女子 奈　良 飛鳥中 20.31 14
11 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 20.34 15
20 161 北畑　奈々(2) ｷﾀﾊﾞﾀ ﾅﾅ 女子 奈　良 郡山中 21.21 16
9 76 植田 愛梨(1) 女子 兵　庫 園田中 22.00 17
12 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 22.11 18
2 110 植田　いくみ(1) ｳｴﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 京　都 田辺中 19
3 110 村田　更紗(1) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 20
15 106 吉原　日和(2) ﾖｼﾊﾗﾋﾖﾘ 女子 奈　良 田原本中 21
19 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 天理南中 22

********************************************
* 女子中学1日目 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 106 浦東　紗楽(2) ｳﾗﾋｶﾞｼｻﾗ 女子 奈　良 田原本中 2m40 1
1 75 清水 美初(1) 女子 兵　庫 園田中 2m00 2
2 68 橋内 麻矢(2) 女子 兵　庫 園田中 2m00 3
4 106 梅本　実佳(1) ｳﾒﾓﾄﾐｶ 女子 奈　良 田原本中 4

************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
245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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
186 860 宮内　魁大(4) ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 男子 兵　庫 京都産業大 10.44 1
179 1787 野上　翼(3) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 男子 香　川 京都教育大 10.54 2
138 1092 島村　侑暉(9) ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良陸協 10.64 3
206 815 佐野　義公(3) ｻﾉ　ﾖｼﾕｷ 男子 奈　良 天理大 10.68 4
203 807 森脇　蓮(4) ﾓﾘﾜｷ　ﾚﾝ 男子 奈　良 天理大 10.71 5
227 1469 辻中　悠河(3) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ 男子 京　都 大阪国際大 10.73 6
232 1799 井口　義人(5) ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 京都府立医科大 10.77 7
188 885 木村　天南(1) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 京都産業大 10.80 8
201 834 坂本 俊介(2) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 天理大 10.80 9
200 1111 菅野　宏紀(3) ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｷ 男子 兵　庫 大阪大 10.82 10
89 6796 栗本　由紀(9) ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 赤兎馬AC 10.83 11
208 813 小森　裕士郎(3) ｺﾓﾘ　ﾕｳｼﾛｳ 男子 奈　良 天理大 10.86 12
39 1654 片岡　大輔(3) ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 10.89 13
224 1526 廣野　温大(1) ﾋﾛﾉ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 10.89 14
101 139 新山　優弥(3) ｼﾝﾔﾏ　ｳﾐ 男子 大　阪 枚方高 10.90 15
219 1508 二井　悠太(2) ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 大阪国際大 10.91 16
181 1951 吉歳　匠吾(2) ﾖｼﾄｼ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 摂南大 10.93 17
131 2584 石井　司(9) ｲｼｲ　ﾂｶｻ 男子 兵　庫 神戸市消防局 10.95 18
129 779 坂井　汰久(2) ｻｶｲ ﾀｸ 男子 大　阪 豊島高 10.96 19
182 1952 吉村　圭一郎(2) ﾖｼﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 摂南大 10.96 20
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************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １００ｍ *
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214 848 今泉　蓮(1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 男子 奈　良 天理大 10.97 21
225 1478 林原　諒汰(3) ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 大阪国際大 10.98 22
240 1278 渡邉　翔太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 神戸学院大 10.98 23
222 1495 加藤　真郷(2) ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 10.99 24
189 881 杉浦　正吾(1) ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 京都産業大 11.03 25
16 2317 伊藤 大悟(2) ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 11.04 26
241 1286 才野　怜治(4) ｻｲﾉ ﾚｲｼﾞ 男子 兵　庫 神戸学院大 11.05 27
18 2318 小西 瑛士(2) ｺﾆｼ ｴｲｼﾞ 男子 京　都 西城陽高 11.06 28
183 1940 丸高　創平(3) ﾏﾙﾀｶ ｿｳﾍｲ 男子 大　阪 摂南大 11.06 29
204 811 音村　篤海(3) ｵﾄﾑﾗ　ｱﾂﾐ 男子 奈　良 天理大 11.06 30
216 1456 山本　理貴(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.08 31
193 1658 安井　涼(2) ﾔｽｲ ﾘｮｳ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.09 32
221 1509 前川　樹(2) ﾏｴｶﾜ ｲﾂｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.09 33
123 2047 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ　ﾕｳｼﾞ 男子 京　都 辰野 11.10 34
226 1480 伏見　将佑(3) ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 大阪国際大 11.10 35
236 1212 畑中　涼聖(2) ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 追手門学院大 11.11 36
180 2249 梶田　陸空(1) ｶｼﾞﾀ ﾘｸ 男子 大　阪 摂南大 11.13 37
207 818 中藤　立紀(3) ﾅｶﾌｼﾞ　ﾘﾂｷ 男子 奈　良 天理大 11.14 38
202 845 茶圓　裕希(1) ﾁｬｴﾝ　ﾋﾛｷ 男子 大　阪 天理大 11.15 39
34 2279 建口 愛斗(1) ﾀﾃｸﾞﾁ ｱｲﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.16 40
217 1479 福田　悠翔(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 11.16 41
141 545 安田　大幸(2) ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 男子 奈　良 橿原高 11.17 42
213 2202 本村　和也(1) ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 天理大 11.17 43
190 2477 蛭子谷　大夢(1) ｴﾋﾞｽﾀﾞﾆ ﾋﾛﾑ 男子 大　阪 京都産業大 11.18 44
237 1214 八尾　康平(2) ﾔｵ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 追手門学院大 11.18 45
63 3320 太田　陸(1) ｵｵﾀ ﾘｸ 男子 京　都 塔南高 11.20 46
106 147 丸尾　勇人(2) ﾏﾙｵ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.20 47
128 322 森田　拓也(9) ﾓﾘﾀ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 N.C.C. 11.20 48
132 1430 高橋　祐満(9) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 兵　庫 西宮市陸協 11.20 49
192 866 北田　大貴(3) ｷﾀﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 京都産業大 11.20 50
194 1659 栗山　玲温(2) ｸﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.20 51
235 2087 松井　洋輔(1) ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ 男子 兵　庫 兵庫教育大 11.23 52
4 108 佐々木 宏晃(9) ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 男子 滋　賀 チームRCK 11.25 53
8 2323 南 貴耀(2) ﾐﾅﾐ ﾀｶﾃﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.25 54

184 1950 山岡　真大(2) ﾔﾏｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 摂南大 11.25 55
170 61 細川　慧悟(2) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.26 56
46 1669 吉村　青空(2) ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 男子 京　都 北稜高 11.27 57
21 2271 藤井 暖(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.28 58
119 1357 濱　宏平(9) ﾊﾏ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 アトレティカ 11.28 59
215 2379 金森　雄亮(1) ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 佛教大 11.28 60
238 2127 安藤　智紘(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 男子 大　阪 追手門学院大 11.29 61
111 684 堀田　雅斗(1) ﾎｯﾀ　ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.30 62
210 829 三木　稜士(2) ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ 男子 奈　良 天理大 11.30 63
244 3794 山村　颯(9) ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾔﾃ 男子 大　阪 Across 11.30 64
199 1129 三井　颯(3) ﾐｲ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 大阪大 11.31 65
38 2303 坂本　慈優和(3) ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭｳﾜ 男子 京　都 西城陽高 11.32 66
197 1128 松岡　優介(3) ﾏﾂｵｶ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 大阪大 11.32 67
151 347 福西　伸哉(2) ﾌｸﾆｼ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 11.33 68
55 4218 菅野　裕士(1) ｶﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 男子 京　都 京都両洋高 11.34 69
198 2311 西岡田　航大(1) ﾆｼｵｶﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 大阪大 11.34 70
185 858 柴田　桂吾(4) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 兵　庫 京都産業大 11.35 71
187 858 柴田　桂吾(4) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 兵　庫 京都産業大 11.35 72
161 402 澤田　駿(2) ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 奈　良 王寺工業高 11.36 73
5 109 永阪 聡大(9) ﾅｶﾞｻｶ ｿｳﾀ 男子 滋　賀 チームRCK 11.38 74
92 2666 田村　優介(9) ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.38 75
69 3340 中西　望夢(2) ﾅｶﾆｼ ﾉｿﾞﾑ 男子 京　都 塔南高 11.40 76
104 145 加藤　渚(2) ｶﾄｳ　ﾅｷﾞｻ 男子 大　阪 枚方高 11.40 77
228 1505 中山　貴晶(2) ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ 男子 高　知 大阪国際大 11.42 78
239 188 早川　佳佑(3) ﾊﾔｶﾜ ｹｲｽｹ 男子 愛　知 愛知大 11.43 79
44 1666 清水　悠平(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 11.44 80
95 1798 土井浦　恒佑(2) ﾄﾞｲｳﾗ ｺｳｽｹ 男子 京　都 鳥羽高 11.44 81
118 1358 西岡　勇人(9) ﾆｼｵｶ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 アトレティカ 11.44 82
35 2280 成田 天馬(1) ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 西城陽高 11.45 83
10 2324 島田 樹(2) ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽高 11.46 84
211 841 宮川　公輔(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 天理大 11.48 85
120 1366 尾崎　瞭(3) ｵｻﾞｷ ﾘｮｳ 男子 大　阪 アトレティカ 11.49 86
36 2281 畚野 湧成(1) ﾌｺﾞﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 11.50 87
121 1356 菊池　昇大(9) ｷｸﾁ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 アトレティカ 11.50 88
220 1502 田中　大督(2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 大阪国際大 11.50 89
230 2510 上野　将大(1) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈良教育大 11.50 90
234 1800 栗林　健一(5) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 男子 京　都 京都府立医科大 11.50 91
243 3791 下境　文也(9) ｼﾓｻｶｲ ﾌﾐﾔ 男子 大　阪 Across 11.50 92
49 4210 大窪　悠平(2) ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 京都両洋高 11.51 93
164 614 森口　翔太(1) ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 一条高 11.52 94
218 1467 田崎　奨真(3) ﾀｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 11.52 95
62 4202 南出　陽平(3) ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾖｳﾍｲ 男子 京　都 京都両洋高 11.54 96
50 4211 大狩　伸太郎(2) ｵｵｶﾞﾘ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 京都両洋高 11.57 97
137 1185 山中　大輔(9) ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.58 98
98 1763 小林　宏輔(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 男子 京　都 鳥羽高 11.59 99
223 2293 伊崎　健太郎(1) ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 大阪国際大 11.59 100
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14 2321 浅津 一斗(2) ｱｻﾂﾞﾞ ｶｽﾞﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.60 101
22 2322 山﨑 翔(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 京　都 西城陽高 11.60 102
114 689 重野　伊吹(1) ｼｹﾞﾉ　ｲﾌﾞｷ 男子 大　阪 枚方高 11.60 103
196 1058 杉田　幸輝(M2) ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 大阪大 11.60 104
209 842 鈴木　堅孝(2) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 男子 奈　良 天理大 11.60 105
23 2329 吉岡 涼夏(2) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 11.63 106
149 556 三重野　愛斗(1) ﾐｴﾉ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 橿原高 11.63 107
212 2197 石田　一(1) ｲｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 男子 奈　良 天理大 11.63 108
231 2512 藤原　健跳(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 奈良教育大 11.63 109
47 1671 堤　晴太郞(1) ﾂﾂﾐ ｾｲﾀﾛｳ 男子 京　都 北稜高 11.67 110
61 4207 尾松　裕治(3) ｵﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 京　都 京都両洋高 11.67 111
80 2241 森田　寛太(2) ﾓﾘﾀ ｶﾝﾀ 男子 京　都 城陽高 11.68 112
81 2242 太田　嵐(2) ｵｵﾀ ﾗﾝ 男子 京　都 城陽高 11.68 113
205 821 藤原　玲王(3) ﾌｼﾞﾜﾗ　ﾚｵ 男子 奈　良 天理大 11.68 114
33 2277 阪上 弘貴(1) ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 男子 京　都 西城陽高 11.69 115
157 9 一宮　陸人(2) ｲﾁﾐﾔ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 高取国際高 11.69 116
90 2230 寺下　健治(9) ﾃﾗｼﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 京　都 Soleil.AC 11.70 117
91 4007 見目　大悟(9) ｹﾝﾓｸ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.70 118
153 163 秋野　樹輝(1) ｱｷﾉ ｼﾞｭｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 11.70 119
191 2482 吉ノ元　武義(1) ﾖｼﾉﾓﾄ ﾑｷﾞ 男子 大　阪 京都産業大 11.70 120
19 2320 筑紫 滉太(2) ﾂｸｼ ｺｳﾀ 男子 京　都 西城陽高 11.71 121
32 2275 小寺 奏多(1) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 11.71 122
233 1808 増田　大誠(3) ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 京都府立医科大 11.71 123
52 4213 原谷　凍慈(2) ﾊﾗﾀﾆ ﾄｳｼﾞ 男子 京　都 京都両洋高 11.73 124
88 6591 丸尾　章弘(9) ﾏﾙｵ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 赤兎馬AC 11.75 125
130 148 田野和幸(9) ﾀﾉｶｽﾞﾕｷ 男子 兵　庫 尼崎市陸協 11.76 126
159 13 安永　夢叶(2) ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 高取国際高 11.76 127
70 2201 奥村　優一朗(1) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 城陽高 11.77 128
12 2270 美田村 颯士(2) ﾐﾀﾑﾗ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 11.79 129
64 3321 多田　颯汰(1) ﾀﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 塔南高 11.80 130
97 1792 土井　創嵐(2) ﾄﾞｲ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 11.80 131
102 143 長濱　颯矢斗(2) ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.80 132
107 148 吉川　昂希(2) ｷｯｶﾜ　ｺｳｷ 男子 大　阪 枚方高 11.80 133
110 683 秋田　陸(1) ｱｷﾀ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 11.80 134
133 1476 本馬　聖也(9) ﾎﾝﾏ ｾｲﾔ 男子 兵　庫 西宮市陸協 11.80 135
146 568 西本　清志郎(1) ﾆｼﾓﾄ ｽｽﾞｼﾛｳ 男子 奈　良 橿原高 11.80 136
242 1269 藤井　康正(3) ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾏｻ 男子 兵　庫 神戸学院大 11.80 137
175 217 上田　夏甫(2) ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ 男子 奈　良 国際高 11.81 138
165 47 菊田　悠真(3) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.83 139
37 2313 箭野　颯真(3) ﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 11.85 140
136 1155 市川　智也(9) ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.85 141
9 2326 山本 壮琉(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.87 142
40 1658 渡辺　多瑠嘉(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾙｶ 男子 京　都 北稜高 11.87 143
59 4223 鳥越　達也(1) ﾄﾘｺｼ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 京都両洋高 11.87 144
71 2202 杉本　瑠斗(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 城陽高 11.87 145
82 2243 本堂　誠也(2) ﾎﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 男子 京　都 城陽高 11.87 146
140 1261 澤野　碧(9) ｻﾜﾉ ｱｵｲ 男子 奈　良 奈良陸協 11.87 147
171 604 岡田　航弥(1) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.87 148
13 2272 真木 駿祐(2) ﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 11.89 149
53 4214 滝本　大成(2) ﾀｷﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 京都両洋高 11.89 150
127 1231 新居　秀明(9) ﾆｲ　ﾋﾃﾞｱｷ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.89 151
67 3324 田井中　颯斗(1) ﾀｲﾅｶ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 塔南高 11.90 152
85 2693 合原　慧(1) ｱｲﾊﾗ ｹｲ 男子 京　都 南陽高 11.90 153
105 146 小角　旦陽(2) ｺｽﾐ　ｱｻﾋ 男子 大　阪 枚方高 11.90 154
109 682 中村　涼太(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方高 11.90 155
113 686 出野　絃季(1) ﾃﾞﾉ　ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方高 11.90 156
117 734 越野　陸(1) ｺｼﾉ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 11.90 157
78 2209 山脇　千颯(1) ﾔﾏﾜｷ ﾁﾊﾔ 男子 京　都 城陽高 11.91 158
87 2692 武本　翔聖(1) ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｾｲ 男子 京　都 南陽高 11.92 159
126 503 広瀬　裕(2) ﾋﾛｾ ﾕﾀｶ 男子 大　阪 枚方津田高 11.92 160
177 988 鳥谷　祐希(9) ﾄﾔ ﾕｳｷ 男子 鳥　取 鳥取陸協 11.92 161
20 2316 福島 宇恭(2) ﾌｸｼﾏ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 11.93 162
28 2283 堀 幹太朗(1) ﾎリ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11.93 163
172 608 堀北　翔真(1) ﾎﾘｷﾀ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.93 164
84 2697 辻本　昊聖(1) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｾｲ 男子 京　都 南陽高 11.94 165
174 772 橋上　冬瑚(2) ﾊｼｶﾞﾐ ﾄｳｺﾞ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 11.94 166
178 1955 前川　佳輝(4) ﾏｴｶﾞﾜ　ﾖｼｷ 男子 大　阪 東大阪大 11.94 167
152 349 宮本　雄大(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈情商・県商高 11.95 168
2 3022 前野　貴昭(9) ﾏｴﾉ ﾀｶｱｷ 男子 滋　賀 滋賀陸協 11.96 169
31 2274 小口 遥大(1) ｺｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 西城陽高 11.96 170
86 2698 瀬尾　拓馬(1) ｾｵ ﾀｸﾏ 男子 京　都 南陽高 11.96 171
83 2244 堀井　博斗(2) ﾎﾘｲ ﾊｸﾄ 男子 京　都 城陽高 11.97 172
3 379 渡部　洋(9) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 男子 滋　賀 滋賀マスターズAC 11.98 173
17 2327 岡田 大輝(2) ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 西城陽高 11.98 174
58 4221 大朝　　優(1) ｵｵﾄﾓ ﾕｳ 男子 京　都 京都両洋高 11.98 175
99 1791 池田　敏樹(2) ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.98 176
6 2319 清水 憲人(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.00 177

112 685 木村　亮介(1) ｷﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 枚方高 12.00 178
122 3317 松本　恵二(9) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ 男子 大　阪 DCT-AC 12.00 179
124 497 市成　晃大(2) ｲﾁﾅﾘ ｺｳﾀ 男子 大　阪 枚方津田高 12.00 180
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************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
245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 1152 赤松　勇仁(9) ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 12.00 181
139 1261 平岩　雅司(9) ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良陸協 12.00 182
144 557 吉田　峻太(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 橿原高 12.00 183
229 1498 坂本　高誼(2) ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 男子 高　知 大阪国際大 12.00 184
29 2285 山下 晃弘(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 12.01 185
60 4209 桐山　功太朗(3) ｷﾘﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 京都両洋高 12.01 186
125 501 谷村　眞(2) ﾀﾆﾑﾗ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 枚方津田高 12.01 187
57 4220 岡本　侑樹(1) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 京都両洋高 12.09 188
1 11114 西倉　鴻士(9) ﾆｼｸﾗ　ｺｳｼﾞ 男子 神奈川 TEAM HAL. 12.10 189

147 550 小西　翔大(1) ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 橿原高 12.10 190
148 537 生駒　拓幹(2) ｲｺﾏ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 橿原高 12.14 191
65 3322 片桐　脩太(1) ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾀ 男子 京　都 塔南高 12.20 192
15 2328 杉 周(2) ｽｷﾞ ｱﾏﾈ 男子 京　都 西城陽高 12.21 193
56 4219 渡辺　覇利多(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾘﾀ 男子 京　都 京都両洋高 12.21 194
173 565 松永　展征(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 12.23 195
42 1663 長田　滉大(2) ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 北稜高 12.28 196
108 149 久瀬　斡翔(2) ｸｾ　ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方高 12.30 197
116 691 田山　郁人(1) ﾀﾔﾏ　ｲｸﾄ 男子 大　阪 枚方高 12.30 198
142 540 大園　浩喜(2) ｵｵｿﾉ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 橿原高 12.30 199
73 2204 應治　詩(1) ｵｳｼﾞ ｳﾀ 男子 京　都 城陽高 12.34 200
176 218 北野　太陽(2) ｷﾀﾉ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 国際高 12.34 201
76 2207 辰巳　和志(1) ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 城陽高 12.39 202
68 3325 木ノ下　優成(1) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 塔南高 12.40 203
103 144 髙須　依瑳(2) ﾀｶｽ　ｲｻ 男子 大　阪 枚方高 12.40 204
115 690 小谷　樹史(1) ｺﾀﾆ　ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方高 12.40 205
143 553 堀　晴貴(1) ﾎﾘ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 橿原高 12.40 206
163 27 山崎　颯斗(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 一条高 12.40 207
11 2325 辻川 海滉(2) ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 12.43 208
160 707 梅本　幹斗(1) ｳﾒﾓﾄ ﾐｷﾄ 男子 奈　良 高取国際高 12.45 209
72 2203 福田　善大(1) ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 京　都 城陽高 12.46 210
75 2206 高田　佳祐(1) ﾀｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 京　都 城陽高 12.46 211
145 560 北川　慶悟(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 橿原高 12.47 212
26 2282 藤原 優里(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 男子 京　都 西城陽高 12.48 213
25 2290 井上 創(1) ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 京　都 西城陽高 12.49 214
66 3323 三神　大翔(1) ﾐｶﾐ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 塔南高 12.50 215
54 4215 森若　春翔(2) ﾓﾘﾜｶ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 京都両洋高 12.55 216
93 2445 秀井　浩二(9) ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ 男子 京　都 京都マスターズ 12.55 217
169 60 藤本　一輝(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.56 218
74 2205 杉本　琉(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｲ 男子 京　都 城陽高 12.57 219
41 1662 岡本　堅(2) ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 男子 京　都 北稜高 12.64 220
45 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 12.65 221
166 52 浅野　慎太郎(2) ｱｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.78 222
245 249 中嶋　大遥(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 12.78 223
27 2284 前田 脩真(1) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 12.84 224
51 4212 野田　優一(2) ﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 男子 京　都 京都両洋高 12.84 225
167 55 高松　玲(2) ﾀｶﾏﾂ ﾚｲ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.86 226
7 2273 高間 勘介(2) ﾀｶﾏ ｶﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 12.90 227
24 2288 浜辺 恵吾(1) ﾊﾏﾍﾞ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 12.93 228
96 1753 西山　直翔(1) ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｷ 男子 京　都 鳥羽高 12.93 229
77 2208 森本　成海(1) ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾙ 男子 京　都 城陽高 12.99 230
156 662 冬木　将真(1) ﾌﾕｷ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈情商・県商高 13.00 231
162 629 木嶋　斗弥(1) ｷｼﾞﾏ　ﾄｳﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 13.00 232
94 2252 岸本一史(9) ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 男子 大　阪 京都マスターズ 13.01 233
79 2210 片岡　勇樹(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 男子 京　都 城陽高 13.15 234
168 56 反田　嘉洸(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 奈良大附属高 13.20 235
100 915 桐　隆大(9) ｷﾘ　ﾘｭｳﾀ 男子 大　阪 大阪陸協 13.23 236
43 1664 川島　颯太(2) ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 13.31 237
30 2287 北島 伸一郎(1) ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 238
48 1672 鶴田　龍成(1) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 239
134 157 福岡　大生(9) ﾌｸｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 兵　庫 ＮＭＲ 1:01.b4 4組-抽 240
150 343 田中　雷貴(2) ﾀﾅｶ ﾗｲｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 241
154 658 今西　柊憂(1) ｲﾏﾆｼ ｼｭｳ 男子 奈　良 奈情商・県商高 242
155 661 西出　将也(1) ﾆｼﾃﾞ ｼｮｳﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 243
158 11 萬谷　雅久(2) ﾏﾝﾀﾆ ｶﾞｸ 男子 奈　良 高取国際高 244
195 2331 松永　宗大(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 京都工芸繊維大 245

********************************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) *
********************************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
18 508 田原　歩睦(2) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 奈良育英高 14.86 1
15 3577 仙石　樹(9) ｾﾝｺﾞｸ　ｲﾂｷ 男子 兵　庫 復刻AC 15.00 2
20 1800 栗林　健一(5) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 男子 京　都 京都府立医科大 15.30 3
17 381 木津　周汰(2) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 15.98 4
19 527 福本　陽己(1) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 奈良育英高 16.00 5
14 328 山村　惇(9) ﾔﾏﾑﾗ ｱﾂｼ 男子 大　阪 N.C.C. 16.50 6
8 2201 奥村　優一朗(1) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 城陽高 16.67 7
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********************************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) *
********************************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2316 福島 宇恭(2) ﾌｸｼﾏ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 16.82 8
4 2278 﨑嶋 悠友(1) ｻｷｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽高 16.91 9
10 2204 應治　詩(1) ｵｳｼﾞ ｳﾀ 男子 京　都 城陽高 17.06 10
16 378 金光　将英(2) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 17.23 11
3 2289 長尾 爽司(1) ﾅｶﾞｵ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 17.61 12
12 2696 山室　風雅(1) ﾔﾏﾑﾛ ﾌｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高 17.70 13
5 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 17.71 14
6 1672 鶴田　龍成(1) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 18.06 15
9 2203 福田　善大(1) ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 京　都 城陽高 19.03 16
2 2286 辻野 真宙(1) ﾂｼﾞﾉ ﾏﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 19.37 17
11 2244 堀井　博斗(2) ﾎﾘｲ ﾊｸﾄ 男子 京　都 城陽高 19.48 18
7 4221 大朝　　優(1) ｵｵﾄﾓ ﾕｳ 男子 京　都 京都両洋高 19
13 2047 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ　ﾕｳｼﾞ 男子 京　都 辰野 20

********************************************************
* 男子高校・一般1日目 棒高跳 *
********************************************************
17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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 399 原口　篤志(3) ﾊﾗｸﾞﾁ　ｱﾂｼ 男子 奈　良 王寺工業高 5m31 1
2 1657 杉本　遼(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 4m90 2
9 403 吉田　陸哉(2) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 4m90 3
5 304 村中　春友(2) ﾑﾗﾅｶ ﾊﾙﾄﾓ 男子 奈　良 奈良高 4m60 4
17 1501 髙松　千也(2) ﾀｶﾏﾂ ﾁﾅﾘ 男子 大　阪 大阪国際大 4m60 5
10 237 井上　大祐(3) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 大和広陵高 4m50 6
15 2250 大藪　輝(1) ｵｵﾔﾌﾞ ｱｷﾗ 男子 京　都 摂南大 4m50 7
3 1664 川島　颯太(2) ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 4m40 8
7 539 浦東　海翔(2) ｳﾗﾋｶﾞｼ ｶｲﾄ 男子 奈　良 橿原高 4m40 9
16 1487 池田　智紘(2) ｲｹﾀﾞ ﾁﾋﾛ 男子 大　阪 大阪国際大 4m40 10
1 1655 北澤　太晟(3) ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 北稜高 4m30 11
6 548 山本　夢影(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾑｴｲ 男子 奈　良 橿原高 4m30 12
14 1799 田中　将也(M2) ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 男子 大　阪 京都教育大 4m20 13
11 613 中村　陸来(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 一条高 4m10 14
13 1794 北村　翠(2) ｷﾀﾑﾗ ｽｲ 男子 京　都 京都教育大 3m80 15
12 58 西本　晴風(2) ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 男子 奈　良 奈良大附属高 3m70 16
4 500 田中　正太郎(2) ﾀﾅｶ ｾｲﾀﾛｳ 男子 大　阪 枚方津田高 3m00 17

************************************************************
* 女子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
96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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 6223 丸尾　陽咲(3) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 西城陽高 12.09 1
91 81 峰本　エマ(2) ﾐﾈﾓﾄ ｴﾏ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.21 2
5 6215 黒田　結生(3) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.34 3
10 6216 澤田　佳奈(3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.36 4
20 6242 湫　実音(1) ﾇﾏ ﾐｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 12.38 5
88 638 根津　明日香(4) ﾈﾂﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 大阪国際大 12.39 6
87 255 松本　沙織(3) ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 女子 奈　良 天理大 12.46 7
17 6236 村田 奈津実(2) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ 女子 京　都 西城陽高 12.47 8
6 6218 武元美澪(3) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 女子 京　都 西城陽高 12.51 9
46 5731 岡本　萌瑠(2) ｵｶﾓﾄ ﾓｴﾙ 女子 京　都 鳥羽高 12.53 10
95 89 釣本　陽香(1) ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.58 11
84 149 長瀬　美七海(2) ﾅｶﾞｾ　ﾐﾅﾐ 女子 奈　良 近畿大 12.70 12
81 400 辻　七海(3) ﾂｼﾞ ﾅﾅﾐ 女子 兵　庫 園田学園女子大 12.74 13
96 90 基山　今日(1) ﾓﾄﾔﾏ ｷｮｳ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.75 14
52 5701 秋津　柚芽(3) ｱｷﾂ ﾕﾒ 女子 京　都 鳥羽高 12.80 15
47 5835 久保　明朱咲(2) ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ 女子 京　都 鳥羽高 12.88 16
49 5742 野口　奈央(1) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 12.89 17
90 80 津田　妃茉里(2) ﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.93 18
94 88 武村　美緒(1) ﾀｹﾑﾗ ﾐｵ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.97 19
82 224 上島　優里(2) ｳｴｼﾏ ﾕﾘ 女子 奈　良 関西大 13.00 20
61 239 池田　千咲(1) ｲｹﾀﾞ ﾁｻｷ 女子 奈　良 橿原高 13.02 21
83 148 長瀬　仁美(3) ﾅｶﾞｾ ﾋﾄﾐ 女子 奈　良 近畿大 13.02 22
71 16 八島　美亜(2) ﾔｼﾏ ﾐｱ 女子 奈　良 一条高 13.03 23
7 6217 高垣　実夢(3) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 13.08 24
89 79 今西　虹那(2) ｲﾏﾆｼ ﾆﾅ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 13.09 25
67 160 乾谷　こころ(2) ｲﾇｲﾀﾞﾆ ｺｺﾛ 女子 奈　良 奈情商・県商高 13.11 26
53 5702 竹島　菜央(3) ﾀｹｼﾏ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 13.14 27
44 6523 森岡　真由子(1) ﾓﾘｵｶ ﾏﾕｺ 女子 京　都 南陽高 13.17 28
16 6231 石田 寧(2) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 13.20 29
19 6228 湫　真音(2) ﾇﾏ ﾏｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 13.20 30
48 5741 神　ともみ(1) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 13.20 31
79 105 西田　朱里(2) ﾆｼﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 奈　良 国際高 13.25 32
21 5612 竹口　莉子(3) ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｺ 女子 京　都 北稜高 13.30 33
56 321 内山　澄玲(1) ｳﾁﾔﾏ　ｽﾐﾚ 女子 大　阪 枚方高 13.30 34
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************************************************************
* 女子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
96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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
62 234 松田　芽依(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 女子 奈　良 橿原高 13.35 35
50 5732 馬場　琴子(2) ﾊﾞﾊﾞ ｺﾄｺ 女子 京　都 鳥羽高 13.38 36
86 1076 阿部　愛美(1) ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 大阪大 13.39 37
25 5619 桒嶋　天音(1) ｸﾜｼﾏ ｱﾏﾈ 女子 京　都 北稜高 13.40 38
2 6240 中神　凜(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾘﾝ 女子 京　都 西城陽高 13.42 39
41 6519 谷本　実穂(2) ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾎ 女子 京　都 南陽高 13.45 40
64 238 福西　琉奈(1) ﾌｸﾆｼ ﾙﾅ 女子 奈　良 橿原高 13.45 41
12 6229 前田 柚羽(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 女子 京　都 西城陽高 13.50 42
55 107 松尾　綾香(2) ﾏﾂｵ　ｱﾔｶ 女子 大　阪 枚方高 13.50 43
57 322 浅井　祐香(1) ｱｻｲ　ﾕｶ 女子 大　阪 枚方高 13.50 44
78 103 浦久保　咲希(2) ｳﾗｸﾎﾞ ｻｷ 女子 奈　良 国際高 13.50 45
72 17 八ツ本　小稟(2) ﾔﾂﾓﾄ ｺﾘﾝ 女子 奈　良 一条高 13.51 46
42 6524 廣瀬　莉佳(1) ﾋﾛｾ ﾘｶ 女子 京　都 南陽高 13.52 47
76 259 西田　和乃花(1) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 13.53 48
29 8009 山内　瑠夏(2) ﾔﾏｳﾁ ﾙｶ 女子 京　都 京都両洋高 13.54 49
40 6517 舛谷　優(2) ﾏｽﾀﾆ ﾕｳ 女子 京　都 南陽高 13.54 50
15 6226 中西 百合香(2) ﾅｶﾆｼ ﾕﾘｶ 女子 京　都 西城陽高 13.55 51
51 5734 藤田　菜月(2) ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂｷ 女子 京　都 鳥羽高 13.56 52
28 8008 伊藤　愛織(2) ｲﾄｳ ｱｲﾘ 女子 京　都 京都両洋高 13.57 53
85 145 金田　怜子(4) ｶﾅﾀ　ﾚｲｺ 女子 奈　良 近畿大 13.60 54
4 6238 北山　陽菜(1) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.69 55
33 7186 田中　杏奈(1) ﾀﾅｶ ｱﾝﾅ 女子 京　都 塔南高 13.70 56
35 7160 中村　真奈(2) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 女子 京　都 塔南高 13.80 57
92 82 小島　怜(2) ｺｼﾞﾏ ﾚｲ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 13.85 58
93 83 巽　愛莉(2) ﾀﾂﾐ ｱｲﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 13.90 59
31 8011 上林　真尋(1) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾛ 女子 京　都 京都両洋高 13.92 60
22 5615 地部　愛子(2) ﾁﾌﾞ ｱｲｺ 女子 京　都 北稜高 13.93 61
14 6232 松浦 真珠(2) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 13.94 62
54 5747 寺田　奈々() ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾅ 女子 京　都 鳥羽高 13.94 63
70 14 森田　光(2) ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 女子 奈　良 一条高 13.94 64
9 6212 安藤　実那(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.98 65
27 8007 中村　光(2) ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 女子 京　都 京都両洋高 14.01 66
1 6235 池田　ののか(1) ｲｹﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 14.06 67
38 6196 野口　彩葉(1) ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾊ 女子 京　都 城陽高 14.09 68
37 6192 奥野　華(2) ｵｸﾉ ﾊﾅ 女子 京　都 城陽高 14.12 69
80 191 手塚　日菜(1) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅ 女子 奈　良 国際高 14.20 70
45 6529 樋口　真央(1) ﾋｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 京　都 南陽高 14.32 71
39 6197 村上　波愛(1) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 女子 京　都 城陽高 14.40 72
59 225 神崎　まり(2) ｶﾝｻﾞｷ ﾏﾘ 女子 奈　良 橿原高 14.40 73
43 6522 小塚　美紀(1) ｺﾂﾞｶ ﾐｷ 女子 京　都 南陽高 14.48 74
30 8010 井上　瑞稀(2) ｲﾉｳｴ ﾐｽﾞｷ 女子 京　都 京都両洋高 14.54 75
73 273 川本　千里(1) ｶﾜﾓﾄ 女子 奈　良 一条高 14.57 76
74 280 今田　佳那(1) ｲﾏﾀﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 一条高 14.59 77
34 7187 笠谷　美空(1) ｶｻﾀﾆ ﾐｸ 女子 京　都 塔南高 14.60 78
66 241 植田　翔音(1) ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 橿原高 14.60 79
75 258 北中　真央(1) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良大附属高 14.65 80
60 242 外輪　君佳(1) ｿﾄﾜ ｷﾐｶ 女子 奈　良 橿原高 14.92 81
36 6191 西山　天海(2) ﾆｼﾔﾏ ｱﾐ 女子 京　都 城陽高 14.96 82
63 235 南村　和奏(2) ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 奈　良 橿原高 15.00 83
65 240 森本　小雪(1) ﾓﾘﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 奈　良 橿原高 15.03 84
77 278 酒井　柚季(1) ｻｶｲ ﾕｽﾞｷ 女子 奈　良 奈良大附属高 15.45 85
26 5622 小松　和(1) ｺﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 北稜高 15.64 86
32 8012 岸本　愛央衣(1) ｷｼﾓﾄ ｱｵｲ 女子 京　都 京都両洋高 15.74 87
58 1981 中脇　千晶(9) ﾅｶﾜｷ ﾁｱｷ 女子 大　阪 アトレティカ 15.75 88
3 6243 向井　里莉(1) ﾑｶｲ ﾘﾘ 女子 京　都 西城陽高 89
11 6227 四堂 智咲(2) ｼﾄﾞｳ ﾁｻｷ 女子 京　都 西城陽高 90
13 6234 定池 音和(2) ｻﾀﾞｲｹ ﾄﾜ 女子 京　都 西城陽高 91
18 6241 中山　端佳(1) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｶ 女子 京　都 西城陽高 92
23 5616 出口　澪莉(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵﾘ 女子 京　都 北稜高 93
24 5618 塩見　寧々(2) ｼｵﾐ ﾈﾈ 女子 京　都 北稜高 94
68 161 杉本　音色(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾈｲﾛ 女子 奈　良 奈情商・県商高 95
69 218 御前　愛莉(1) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈情商・県商高 96

********************************************************************************
* 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) *
********************************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 413 山下　美昴(3) ﾔﾏｼﾀ ﾐﾎ 女子 兵　庫 園田学園女子大 14.68 1
13 79 今西　虹那(2) ｲﾏﾆｼ ﾆﾅ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 14.70 2
7 5702 竹島　菜央(3) ﾀｹｼﾏ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 14.79 3
14 80 津田　妃茉里(2) ﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 14.85 4
2 6237 上山　莉奈(1) ｳｴﾔﾏ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 15.13 5
5 5732 馬場　琴子(2) ﾊﾞﾊﾞ ｺﾄｺ 女子 京　都 鳥羽高 15.45 6
12 533 久司　侑佳(2) ｸｼ ﾕｳｶ 女子 兵　庫 兵庫教育大 15.50 7
11 648 吉田　彩花(3) ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 奈　良 大阪国際大 15.60 8
1 6236 上田　阿子(1) ｳｴﾀﾞ ｱｺ 女子 京　都 西城陽高 16.24 9
6 5745 厚東　苺香(1) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 16.41 10
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********************************************************************************
* 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) *
********************************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 238 福西　琉奈(1) ﾌｸﾆｼ ﾙﾅ 女子 奈　良 橿原高 16.70 11
4 8007 中村　光(2) ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 女子 京　都 京都両洋高 18.07 12
9 241 植田　翔音(1) ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 橿原高 18.28 13
3 4223 上林　真尋(1) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾛ 女子 京　都 京都両洋高 18.63 14

********************************************************
* 女子高校・一般1日目 棒高跳 *
********************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
6 2970 野志　侑希(9) ﾉｼ　ﾕｳｷ 女子 兵　庫 コンドーテック 3m90 1
10 499 峰本　涼(2) ﾐﾈﾓﾄ ｽｽﾞｶ 女子 奈　良 武庫川女子大 3m60 2
12 805 増野 加奈子(4) ﾏｼﾉ ｶﾅｺ 女子 静　岡 京都教育大 3m50 3
8 3 新田　陽菜(2) ﾆｯﾀ ﾋﾅ 女子 奈　良 高取国際高 3m30 4
7 605 日浦　遥(9) ﾋｳﾗ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 Yellow Poles 3m10 5
11 808 上羽　萌(3) ｳﾜﾊﾞ ﾓｴｷﾞ 女子 京　都 京都教育大 3m00 6
3 5617 堀ノ内　香奈(2) ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾅ 女子 京　都 北稜高 2m90 7
1 5611 川邊　美奈(3) ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅ 女子 京　都 北稜高 2m70 8
9 114 岸本　みかさ(2) ｷｼﾓﾄ ﾐｶｻ 女子 奈　良 大和広陵高 2m70 9
2 5614 田中　璃奈(2) ﾀﾅｶ ﾘﾅ 女子 京　都 北稜高 2m40 10
4 5621 山中　咲輝(1) ﾔﾏﾅｶ ｻｷ 女子 京　都 北稜高 2m00 11
5 5622 小松　和(1) ｺﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 北稜高 12

**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
326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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
6 25 髙見　有之介(3) ﾀｶﾐ ﾕｳﾉｽｹ 男子 京　都 加茂川中 11.17 1
40 88 西畑　太喜(3) ﾆｼﾊﾀ ﾀｲｷ 男子 京　都 太秦中 11.22 2
235 119 松本　悠佑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 富雄南中 11.30 3
270 150 萩原　彪河(2) ﾊｷﾞﾊﾗ　ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 天理北中 11.31 4
63 11 米澤　樹(3) ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽中 11.39 5
78 225 長尾　琥汰朗(2) ﾅｶﾞｵ ｺﾀﾛｳ 男子 京　都 詳徳中 11.50 6
163 65 立花　咲良(3) ﾀﾁﾊﾞﾅ　ｻｸﾗ 男子 奈　良 香芝中 11.50 7
221 119 吹春　諒(2) ﾌｷﾊﾙ ﾘｮｳ 男子 奈　良 富雄南中 11.50 8
84 237 由良　旺雅(3) ﾕﾗ ｵｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 11.55 9
271 150 岡橋　悠太(3) ｵｶﾊｼ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理北中 11.57 10
177 67 菊池　陽翔(3) ｷｸﾁ ﾋﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 11.58 11
321 1257 川邉　翔太(3) ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11.66 12
261 137 黒松　慶斗(3) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 11.69 13
319 1273 岡西　璃輝(3) ｵｶﾆｼ ﾘｷ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 11.70 14
39 88 長谷川　稜(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 太秦中 11.71 15
173 67 中川　蹴来(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾗ 男子 奈　良 広陵中 11.73 16
254 131 松山　幸樹　(3) ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｷ 男子 奈　良 三笠中 11.73 17
17 32 中尾　颯良(3) ﾅｶｵ ｿﾗ 男子 京　都 立命館中 11.74 18
96 418 姫野　シェイン(3) ﾋﾒﾉ ｼｪｲﾝ 男子 大　阪 石切中 11.76 19
69 209 松村　央斗(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 久御山中 11.78 20
7 32 谷　起碩(2) ﾀﾆ ｷｾｷ 男子 京　都 加茂川中 11.79 21

150 64 中島悠太(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 白鳳中 11.80 22
3 9708 天野　薫(3) ｱﾏﾉ ｶｵﾙ 男子 愛　知 TSM岡崎 11.83 23

127 58 西川　瑛都(2) ﾆｼｶﾜ ｴｲﾄ 男子 奈　良 香芝北中 11.85 24
99 418 横井　一希(2) ﾖｺｲ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 石切中 11.86 25
239 124 鳥浜　友貴(3) ﾄﾘﾊﾏ ﾕｳｷ 男子 奈　良 帝塚山中 11.86 26
25 33 青山　侑己人(2) ｱｵﾔﾏ ﾕｷﾄ 男子 京　都 二条中 11.96 27
95 418 髙坂　健太郎(3) ｺｳｻｶ　ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 石切中 11.96 28
80 225 寸田　蓮人(1) ｽﾝﾃﾞﾝ ﾚﾝﾄ 男子 京　都 詳徳中 12.02 29
220 119 天雲　悠斗(2) ﾃﾝｸﾓ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 富雄南中 12.08 30
85 281 日垣　光世(3) ﾋｶﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻中 12.09 31
212 113 駒井　紫苑(3) ｺﾏｲ ｼｵﾝ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 12.10 32
187 73 中村　大和(2) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.13 33
255 131 原　駿稀(3) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 奈　良 三笠中 12.13 34
126 58 熊川　大翔(2) ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 香芝北中 12.14 35
234 119 中谷　倖也(3) ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 富雄南中 12.16 36
241 124 石原　拓真(2) ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 帝塚山中 12.20 37
267 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 12.20 38
19 38 今井　恒輝(2) ｲﾏｲ ｺｳｷ 男子 京　都 立命館中 12.21 39
314 1143 橋川　青空(1) ﾊｼｶﾜ ｱｸｾ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 12.22 40
4 27 木曽尾　光星(3) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 加茂川中 12.23 41
79 225 木曽　颯人(2) ｷｿ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 詳徳中 12.23 42
279 157 光内　陽大(3) ﾐﾂｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理南中 12.23 43
184 73 杉本　久泰(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｻﾔｽ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.24 44
240 124 山下　航輝(3) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 帝塚山中 12.25 45
48 88 近藤　和希(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 12.29 46
42 88 松村　勇輝(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 12.30 47
160 64 増田謙真(2) ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 白鳳中 12.30 48
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256 134 鈴木　斗翔(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 男子 奈　良 教育大付属中 12.30 49
297 174 竹内　斗吾(1) ﾀｹｳﾁ ﾄｳｺﾞ 男子 奈　良 光陽中 12.30 50
316 1145 平間　速人(2) ﾋﾗﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 12.35 51
171 67 下村　亮太(1) ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 12.36 52
214 113 山本　涼太(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 12.38 53
315 1144 菱本　嘉人(1) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 12.38 54
52 88 堀　太晴(2) ﾎﾘ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 太秦中 12.40 55
82 237 砂津　琉華(2) ｽﾅﾂﾞ ﾙｶ 男子 京　都 南陽高附属中 12.40 56
83 237 大澤　悠真(2) ｵｵｻﾜ ﾕｳﾏ 男子 京　都 南陽高附属中 12.41 57
34 48 吉野　倫五(2) ﾖｼﾉ　ﾘﾝｺﾞ 男子 京　都 洛北附属中 12.42 58
101 418 山﨑　朔真(2) ﾔﾏｻﾞｷ　ｻｸﾏ 男子 大　阪 石切中 12.42 59
213 113 藤井　素晴(3) ﾌｼﾞｲ ｽﾊﾞﾙ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 12.42 60
219 119 河島　大翔(2) ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 富雄南中 12.42 61
44 88 植垣　綜太(3) ｳｴｶﾞｷ ｿｳﾀ 男子 京　都 太秦中 12.43 62
248 131 佐々木　大樹(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 三笠中 12.47 63
210 106 矢追　颯太(2) ﾔｵｲｿｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 12.49 64
37 85 吉田　悠晟(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｾｲ 男子 京　都 樫原中 12.50 65
41 88 菱田　哲学希(3) ﾋｼﾀﾞ ｱﾏｷ 男子 京　都 太秦中 12.50 66
43 88 足立　海斗(3) ｱﾀﾞﾁ ｶｲﾄ 男子 京　都 太秦中 12.50 67
209 106 駒田　陸帆(2) ｺﾏﾀﾞﾘｸﾎ 男子 奈　良 田原本中 12.50 68
285 173 小野　知寛(2) ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 奈　良 八木中 12.51 69
201 98 東馬　徹平(2) ﾄｳﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 高田中 12.57 70
164 66 林　温人(2) ﾊﾔｼ　ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 上牧中 12.59 71
38 85 中井　創太(2) ﾅｶｲ ｿｳﾀ 男子 京　都 樫原中 12.60 72
245 128 宮川　裕介(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 12.60 73
33 48 磯野　晃希(2) ｲｿﾉ　ｺｳｷ 男子 京　都 洛北附属中 12.62 74
159 64 増田悠真(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 白鳳中 12.62 75
179 69 大石　幸造(2) ｵｵｲｼ ｺｳｿﾞｳ 男子 奈　良 王寺南中 12.62 76
238 120 永橋　陸(2) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 奈　良 伏見中 12.62 77
215 113 川口　慶太(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 12.63 78
180 69 塩澤　大翔(2) ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ 男子 奈　良 王寺南中 12.64 79
2 3098 樋口　諒(2) ﾋｸﾞﾁ　ﾘｮｳ 男子 愛　知 TSM 12.67 80

196 96 中山　聡太(2) ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 12.67 81
282 173 安東　琥珀(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾊｸ 男子 奈　良 八木中 12.68 82
29 37 西村 一織(2) ﾆｼﾑﾗ ｲｵﾘ 男子 京　都 洛南中 12.70 83
35 48 ﾄﾞｩｳﾞﾘｰｽﾞ　輝弥人(3) ﾄﾞｩｳﾞﾘｰｽﾞ　ｷﾐﾄ 男子 京　都 洛北附属中 12.70 84
290 173 寺岡　蒼空(1) ﾃﾗｵｶ ｿﾗ 男子 奈　良 八木中 12.70 85
318 1202 福田　晴誉(3) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 12.72 86
181 69 中﨑　柳ノ助(2) ﾅｶｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 王寺南中 12.73 87
130 58 戸石　業人(1) ﾄｲｼ ﾅﾘﾄ 男子 奈　良 香芝北中 12.74 88
200 98 辻岡　晃(2) ﾂｼﾞｵｶ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 高田中 12.74 89
1 3097 中島 昂大(2) ﾅｶｼﾏ　ｺｳﾀﾞｲ 男子 愛　知 TSM 12.75 90

162 65 大貫　真也(2) ｵｵﾇｷ ﾏﾔ 男子 奈　良 香芝中 12.75 91
262 137 澤西　和太郎(3) ｻﾜﾆｼ ﾜﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.75 92
272 152 西郷　裕偉(2) ｻｲｺﾞｳ　ﾕｳｲ 男子 奈　良 天理西中 12.75 93
324 1176 三浦　康貴(2) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.75 94
87 281 西森　礼人(3) ﾆｼﾓﾘ ｱﾔﾄ 男子 大　阪 高槻中 12.76 95
264 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.76 96
86 281 藤本　晃弘(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 高槻中 12.77 97
102 418 生駒　士臣(1) ｲｺﾏ ｼｵﾝ 男子 大　阪 石切中 12.77 98
287 173 寺岡　将馬(2) ﾃﾗｵｶ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 八木中 12.79 99
27 37 能島　楓(2) ﾉｼﾞﾏ ﾌｳｺﾞ 男子 京　都 洛南中 12.80 100
46 88 有村　大地(2) ｱﾘﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 太秦中 12.80 101
128 58 髙橋　功太郎(2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝北中 12.80 102
157 64 原田圭三朗(2) ﾊﾗﾀﾞ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 男子 奈　良 白鳳中 12.80 103
90 281 森本 弦太朗(2) ﾓﾘﾓﾄ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 高槻中 12.81 104
313 1141 佐竹　優大(1) ｻﾀｹ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 12.85 105
273 152 谷口　優(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ 男子 奈　良 天理西中 12.87 106
116 51 今岡　永遠(2) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 奈　良 都祁中 12.89 107
151 64 田岡玖琉(2) ﾀｵｶ ｸﾘｭｳ 男子 奈　良 白鳳中 12.89 108
325 1163 川邉　悠暉(1) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.89 109
144 64 岡田海斗(2) ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ 男子 奈　良 白鳳中 12.90 110
88 281 岡屋　俊佑(2) ｵｶﾔ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 高槻中 12.93 111
81 225 小野木　心人(2) ｵﾉｷﾞ ｼﾝﾄ 男子 京　都 詳徳中 12.94 112
249 131 中川　翔志(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 奈　良 三笠中 12.94 113
18 33 花井　克迅(3) ﾊﾅｲ ﾏｻﾄ 男子 京　都 立命館中 12.95 114
317 1146 増成　岳瑠(1) ﾏｽﾅﾘ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 12.96 115
135 63 下村　晴(2) ｼﾓﾑﾗ ｾｲ 男子 奈　良 香芝西中 12.97 116
185 73 土井　悠叶(3) ﾄﾞｲ　ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.97 117
195 96 阿佐　空豊(2) ｱｻ ｸｳﾄ 男子 奈　良 片塩中 12.97 118
281 173 田中　大喜(2) ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 八木中 12.97 119
5 47 加納　悠有(2) ｶﾉｳ ﾕｳ 男子 京　都 加茂川中 13.00 120
45 88 山本　鼓々路(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 男子 京　都 太秦中 13.00 121
47 88 後藤　隆之介(2) ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 太秦中 13.00 122
49 88 榊間　慶斗(2) ｻｶｷﾏ ｹｲﾄ 男子 京　都 太秦中 13.00 123
50 88 浜田　瞬(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾄｷ 男子 京　都 太秦中 13.00 124
158 64 皆見久徳(2) ﾐﾅﾐ ﾋｻﾉﾘ 男子 奈　良 白鳳中 13.00 125
260 134 吉本　絢音(1) ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾄ 男子 奈　良 教育大付属中 13.00 126
125 58 和田　大翼(2) ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 香芝北中 13.01 127
206 106 藤岡　涼来(1) ﾌｼﾞｵｶﾘｮｸ 男子 奈　良 田原本中 13.01 128



競技エントリーリスト リスト出力日付：2021/10/24 20:59:26 Page:14
**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
326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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
71 209 丸山　琉輝也(1) ﾏﾙﾔﾏ ﾙｷﾔ 男子 京　都 久御山中 13.07 129
292 173 田中　一颯(1) ﾀﾅｶ ｲｯｻ 男子 奈　良 八木中 13.07 130
276 152 的場　慶吾(2) ﾏﾄﾊﾞ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 天理西中 13.09 131
28 37 乾 洋翔(2) ｲﾇｲ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 洛南中 13.10 132
72 209 金澤　陽大(2) ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 男子 京　都 久御山中 13.10 133
97 418 井上　智広(2) ｲﾉｳｴ　ﾄﾓﾋﾛ 男子 大　阪 石切中 13.13 134
121 51 石川　幸寛(1) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 13.15 135
236 120 井谷　中哉(2) ｲﾀﾆ ﾅｶﾔ 男子 奈　良 伏見中 13.16 136
251 131 大槻　陽翔(1) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 13.16 137
20 56 レオナルド　琉貴(1) ﾚｵﾅﾙﾄﾞ ﾘｷ 男子 京　都 二条中 13.17 138
24 26 村上　陽明(2) ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｱｷ 男子 京　都 二条中 13.19 139
156 64 浦野　陽(1) ｳﾗﾉ ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 白鳳中 13.19 140
178 69 坂上　諒成(2) ｻｶｳｴ ﾘｮｳｾｲ 男子 奈　良 王寺南中 13.19 141
170 67 菊池　晴渚(1) ｷｸﾁ ｾﾅ 男子 奈　良 広陵中 13.20 142
252 131 梶本　颯生(1) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 奈　良 三笠中 13.20 143
153 64 梶本　翔太(1) ｶｼﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 白鳳中 13.24 144
174 67 吉岡　誠将(1) ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 13.24 145
301 183 小西　仁(2) ｺﾆｼ ｼﾞﾝ 男子 奈　良 桜井東中 13.25 146
284 173 松井　元樹(2) ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 八木中 13.29 147
56 88 北川　友悠(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 男子 京　都 太秦中 13.30 148
165 66 西込　清哉(2) ﾆｼｺﾞﾐ　ｾｲﾔ 男子 奈　良 上牧中 13.32 149
26 38 西川　翔也(2) ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾔ 男子 京　都 二条中 13.33 150
138 63 布施　直輝(1) ﾌｾ ﾅｵｷ 男子 奈　良 香芝西中 13.35 151
188 73 松村　史悠(1) ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.35 152
202 98 松田　光史(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 男子 奈　良 高田中 13.38 153
98 418 楠本　晟琥(2) ｸｽﾓﾄ　ｾｲｺﾞ 男子 大　阪 石切中 13.39 154
124 58 竹中　一平(2) ﾀｹﾅｶ ｲｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 香芝北中 13.39 155
286 173 喜多　琉牙(2) ｷﾀ ﾘｭｳｶﾞ 男子 奈　良 八木中 13.39 156
73 209 田中　永人(2) ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 男子 京　都 久御山中 13.40 157
111 47 倉田　虹輝(2) ｸﾗﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 斑鳩中 13.41 158
243 125 北浦　祐貴(2) ｷﾀｳﾗﾕｳｷ 男子 奈　良 田原中 13.43 159
294 173 清水　大翔(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 八木中 13.45 160
322 1159 大竹　陸椰(2) ｵｵﾀｹ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.45 161
208 106 上田　将平(2) ｳｴﾀﾞｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 田原本中 13.46 162
89 281 森　啓貴(2) ﾓﾘ ｹｲﾀ 男子 大　阪 高槻中 13.47 163
166 66 小川　颯斗(2) ｵｶﾞﾜ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上牧中 13.49 164
176 67 生田　詩音(3) ｲｸﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 広陵中 13.49 165
216 113 木下　裕貴(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 13.50 166
237 120 岡　景翔(2) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 奈　良 伏見中 13.50 167
175 67 前側　健介(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 13.55 168
308 230 井元　香太郎(1) ｲﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.55 169
283 173 西村　大和(2) ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 八木中 13.57 170
304 230 麓　准之介(2) ﾌﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.59 171
307 230 中西　智哉(1) ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.60 172
193 82 藤本　彬杜(1) ﾌｼﾞﾓﾄ　ｱｷﾄ 男子 奈　良 榛原中 13.61 173
229 119 高井　篤生(1) ﾀｶｲ ｱﾂｷ 男子 奈　良 富雄南中 13.62 174
226 119 小林　礼穏(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾝ 男子 奈　良 富雄南中 13.63 175
274 152 仲里 皇唯　(2) ﾅｶｻﾄ ｶﾑｲ 男子 奈　良 天理西中 13.65 176
110 44 谷山　隼(1) ﾀﾆﾔﾏ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上中学 13.69 177
51 88 古澤　将真(2) ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 太秦中 13.70 178
231 119 永松　陸(1) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｸ 男子 奈　良 富雄南中 13.70 179
291 173 北浦　陸玖(1) ｷﾀｳﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 八木中 13.71 180
107 44 藤井　樹生(1) ﾌｼﾞｲ　ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 13.72 181
115 51 秋野　樹羅(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 奈　良 都祁中 13.73 182
222 119 山田　晴虹(2) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺｳ 男子 奈　良 富雄南中 13.76 183
204 98 谷口　拓耶(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 高田中 13.77 184
266 150 新家　滉貴(2) ｼﾝﾔ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理北中 13.77 185
54 88 古澤　心翔(1) ﾌﾙｻﾜ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 太秦中 13.80 186
75 209 若林　蓮斗(1) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 男子 京　都 久御山中 13.80 187
76 218 今井　剛琉(1) ｲﾏｲ ﾀｹﾙ 男子 京　都 北城陽中 13.80 188
91 281 芦澤　修平(1) ｱｼｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 男子 大　阪 高槻中 13.80 189
311 230 久保　大馳(3) ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.82 190
108 44 永原　海翔(1) ﾅｶﾞﾊﾗ　ｶｲﾄ 男子 奈　良 上中学 13.83 191
22 50 武田　琳太朗(1) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 二条中 13.84 192
218 118 南方　佑介(2) ﾐﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 飛鳥中 13.85 193
62 15 豊田　大翔(1) ﾄﾖﾀﾞ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 泉川中 13.90 194
323 1173 濱田　大雅(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.90 195
103 418 佐々木　光(1) ｻｻｷ ﾋｶﾘ 男子 大　阪 石切中 13.92 196
65 25 小西　倭(1) ｺﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 西城陽中 14.00 197
68 32 矢野　尚隼(1) ﾔﾉ ﾅｵﾄ 男子 京　都 西城陽中 14.00 198
74 209 田中　想太(2) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 男子 京　都 久御山中 14.00 199
77 218 仲川　隼矢(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 男子 京　都 北城陽中 14.00 200
137 63 寺澤　宗祐(1) ﾃﾗｻﾜ ｼｭｳｽｹ 男子 奈　良 香芝西中 14.00 201
320 1275 竹間　梨仁(1) ﾀｹﾏ ﾘﾋﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 14.00 202
326 1276 山村　綾平(1) ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.00 203
275 152 樋髙 春希(2) ﾋﾀﾞｶ　ﾊﾙｷ 男子 奈　良 天理西中 14.03 204
198 96 仲井　悠真(1) ﾅｶｲ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 14.07 205
253 131 松山　拡樹(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 三笠中 14.07 206
120 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 奈　良 都祁中 14.08 207
230 119 中谷　朔也(1) ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾔ 男子 奈　良 富雄南中 14.10 208
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306 230 齋藤　靖斗(2) ｻｲﾄｳ ﾔｽﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 14.11 209
118 51 中森　諒(2) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 奈　良 都祁中 14.13 210
122 51 峯　憲伸(1) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 14.15 211
112 47 山下　真慶(2) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐﾁ 男子 奈　良 斑鳩中 14.16 212
64 22 奥　達哉(1) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 14.20 213
305 230 太田　耀己(2) ｵｵﾀ ﾃﾙｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 14.20 214
31 37 久湊 雄太(2) ﾋｻﾐﾅﾄ ﾕｳﾀ 男子 京　都 洛南中 14.21 215
23 55 山際　智貴(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 京　都 二条中 14.23 216
228 119 大門　真士(1) ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 富雄南中 14.23 217
14 35 丹原　洋(2) ﾀﾝﾊﾞﾗ ﾖｳ 男子 京　都 加茂川中 14.26 218
15 45 三木　有論(2) ﾐｷ ｱﾛﾝ 男子 京　都 加茂川中 14.26 219
145 64 門田　大悟(1) ｶﾄﾞﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 白鳳中 14.26 220
161 65 阪田　悠斗(2) ｻｶﾀ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝中 14.26 221
186 73 岡村　咲作(2) ｵｶﾑﾗ ｻｸ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.29 222
295 173 川澄　亮介(1) ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 八木中 14.31 223
207 106 木場　永盛(2) ｺﾊﾞﾄﾓ 男子 奈　良 田原本中 14.33 224
289 173 小林　諒太(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 八木中 14.33 225
269 150 仙田　望生(1) ｾﾝﾀﾞ ｼｽﾞｷ 男子 奈　良 天理北中 14.35 226
302 184 小倉　翔斗(1) ｺｸﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 桜井西中 14.36 227
172 67 嶋田　陽斗(1) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 広陵中 14.38 228
223 119 山本　寛大(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 奈　良 富雄南中 14.39 229
250 131 土阪　一隼(2) ﾄﾞｻｶ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 三笠中 14.39 230
225 119 岩﨑　友哉(1) ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 富雄南中 14.44 231
217 118 安達　裕翔(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 14.45 232
288 173 福本 颯人(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 八木中 14.45 233
303 230 橋本　大和(2) ﾊｼﾓﾄ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 14.46 234
265 137 山﨑　祐弥(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 14.47 235
119 51 村田　大地(2) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 都祁中 14.48 236
66 28 西田　陽登(1) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 14.50 237
257 134 北田　徹(1) ｷﾀﾀﾞ ｲﾀﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 14.50 238
105 418 門　拓実(1) ｶﾄﾞ　ﾀｸﾐ 男子 大　阪 石切中 14.52 239
149 64 城本　拳士朗(1) ｼﾛﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 男子 奈　良 白鳳中 14.53 240
191 73 石川　鉄平(1) ｲｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.53 241
32 37 石原 昂汰(2) ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀ 男子 京　都 洛南中 14.54 242
278 152 加藤　竜惺(1) ｶﾄｳ　ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 天理西中 14.54 243
232 119 中村　大和(1) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 富雄南中 14.57 244
211 106 森村　宏生(1) ﾓﾘﾑﾗｺｳｷ 男子 奈　良 田原本中 14.58 245
60 2 松本　涼太(1) ﾏﾂﾓﾄ　ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 泉川中 14.59 246
109 44 綾野　壮真(1) ｱﾔﾉ　ｿｳﾏ 男子 奈　良 上中学 14.60 247
299 174 松田　空翔(1) ﾏﾂﾀﾞ ｸｳｶﾞ 男子 奈　良 光陽中 14.60 248
114 47 北田　優(1) ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 男子 奈　良 斑鳩中 14.61 249
233 119 山下　晃輝(1) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 富雄南中 14.62 250
143 64 香川　夢心(1) ｶｶﾞﾜ ﾕｼﾝ 男子 奈　良 白鳳中 14.64 251
154 64 河村　知希(1) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 白鳳中 14.65 252
242 124 安田　裕真(1) ﾔｽﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 帝塚山中 14.66 253
268 150 石田　亜樹(1) ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 奈　良 天理北中 14.69 254
169 66 辰巳　瑞樹(1) ﾀﾂﾐ　ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 上牧中 14.75 255
36 48 坂田 頼謙(1) ｻｶﾀ　ﾖﾘｱｷ 男子 京　都 洛北附属中 14.77 256
258 134 田村　健太郎(1) ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 教育大付属中 14.77 257
300 174 横谷　日陽輝(1) ﾖｺﾀﾆ ﾋﾋﾞｷ 男子 奈　良 光陽中 14.78 258
61 3 奥　瑠矢(1) ｵｸ　ﾘｭｳﾔ 男子 京　都 泉川中 14.79 259
203 98 小田　陽斗(1) ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 高田中 14.79 260
190 73 濱口　進平(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.82 261
277 152 大谷　聖弥(1) ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 天理西中 14.84 262
141 63 幸田　大和(1) ｺｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 香芝西中 14.85 263
280 173 福田　馴(2) ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 男子 奈　良 八木中 14.85 264
182 69 野並　佑輔(2) ﾉﾅﾐ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 王寺南中 14.87 265
199 96 中川　碧(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｸ 男子 奈　良 片塩中 14.88 266
147 64 山口　壮(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳ 男子 奈　良 白鳳中 14.90 267
155 64 島田　浩輔(1) ｼﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 白鳳中 14.91 268
310 230 有吉　琥珀(1) ｱﾘﾖｼ ｺﾊｸ 男子 奈　良 斑鳩南中 14.96 269
192 73 中井　勇仁(1) ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.98 270
224 119 青木　翔真(1) ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 富雄南中 14.98 271
168 66 小川　大毅(1) ｵｶﾞﾜ　ﾀｲｷ 男子 奈　良 上牧中 14.99 272
67 29 橋本　瑛人(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽中 15.00 273
93 281 水口　颯人(1) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 高槻中 15.00 274
94 281 窪田　悠吾(1) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 高槻中 15.00 275
142 64 赤木琉之介(2) ｱｶｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 白鳳中 15.00 276
136 63 升岡　大護(1) ﾏｽｵｶ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 香芝西中 15.02 277
167 66 藤村　樹希(1) ﾌｼﾞﾑﾗ　ｲﾂｷ 男子 奈　良 上牧中 15.04 278
92 281 佐野　邑介(1) ｻﾉ ｵｳｽｹ 男子 大　阪 高槻中 15.07 279
309 230 平佐　虎雅(1) ﾋﾗｻ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 15.08 280
205 98 吉阪　正悟(1) ﾖｼｻｶ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 高田中 15.09 281
146 64 宇佐美　俊也(1) ｳｻﾐ ｼｭﾝﾔ 男子 奈　良 白鳳中 15.11 282
197 96 岡田　阿星(1) ｵｶﾀﾞ ｱｾｲ 男子 奈　良 片塩中 15.20 283
293 173 芦原　廉斗(1) ｱｼﾊﾗ レント 男子 奈　良 八木中 15.33 284
140 63 浅野　椋音(1) ｱｻﾉ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 香芝西中 15.35 285
70 209 小嶋　泰雅(1) ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 男子 京　都 久御山中 15.36 286
30 37 伊藤 桜大(2) ｲﾄｳ ｵｳﾀ 男子 京　都 洛南中 15.43 287
263 137 岩田　侑樹(2) ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 15.43 288
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194 87 橋口　奏空(1) ﾊｼｸﾞﾁ ｿﾗ 男子 奈　良 御杖中 15.44 289
59 88 林　優樹(1) ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 15.46 290
312 230 加藤　翔太(1) ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 15.50 291
100 418 瀬戸口　晃(2) ｾﾄｸﾞﾁ　ｱｷﾗ 男子 大　阪 石切中 15.56 292
117 51 大西　健太(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 奈　良 都祁中 15.68 293
123 51 八重川　悠介(1) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 15.70 294
152 64 新子　隆斗(1) ｱﾀﾗｼ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 白鳳中 15.70 295
247 128 山崎　暉斗(1) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 二名中 15.70 296
298 174 西田　匡希(1) ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 奈　良 光陽中 15.73 297
189 73 志野　篤哉(1) ｼﾉ ｱﾂﾔ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.74 298
53 88 藤田　瑞希(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 15.80 299
246 128 網野　拓海(1) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 二名中 15.80 300
129 58 大森　宏一(1) ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 15.85 301
104 418 小野　柊(1) ｵﾉ　ｼｭｳ 男子 大　阪 石切中 15.91 302
227 119 末吉　海翔(1) ｽｴﾖｼ ｶｲﾄ 男子 奈　良 富雄南中 15.98 303
148 64 村山　珀斗(1) ﾑﾗﾔﾏ ﾊｸﾄ 男子 奈　良 白鳳中 16.00 304
259 134 前田　格(1) ﾏｴﾀﾞ ｲﾀﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 16.00 305
139 63 福田　蒼太朗(1) ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝西中 16.21 306
134 63 上口　泰河(2) ｼﾞｮｳｸﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 香芝西中 16.63 307
131 58 丸野　壱倖(1) ﾏﾙﾉ ｲｯｻ 男子 奈　良 香芝北中 16.98 308
106 418 松田　涼冴(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ 男子 大　阪 石切中 17.78 309
8 26 市川　稜真(3) ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 310
9 38 平山　巧(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 京　都 加茂川中 311
10 16 藤井　草馬(1) ﾌｼﾞｲ ｿｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 312
11 14 今村　響(1) ｲﾏﾑﾗ ｷｮｳ 男子 京　都 加茂川中 313
12 15 木村　宗右(1) ｷﾑﾗ ｿｳｽｹ 男子 京　都 加茂川中 314
13 28 川添　勇吹(3) ｶﾜｿﾞｴ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 加茂川中 315
16 33 池西　航史(2) ｲｹﾆｼ ｶｽﾞﾌﾐ 男子 京　都 加茂川中 316
21 48 清水　日向(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 男子 京　都 二条中 317
55 88 勝岡　月絆(1) ｶﾂｵｶ ﾙﾅ 男子 京　都 太秦中 318
57 88 能塒　睦(1) ﾉﾄ ﾑﾂﾑ 男子 京　都 太秦中 319
58 88 中川　拓海(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 320
113 47 安治　隼平(1) ｱｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 斑鳩中 321
132 62 西嶌　憲伸(2) ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 王寺中 322
133 62 菅　真之(1) ｽｶﾞ ｻﾈﾕｷ 男子 奈　良 王寺中 323
183 69 山崎　壮太(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 男子 奈　良 王寺南中 324
244 125 巽　涼輔(2) ﾀﾂﾐﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 田原中 325
296 174 松田　来生(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾗｲｷ 男子 奈　良 光陽中 326
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109 119 松本　悠佑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 富雄南中 22.46 1
155 1257 川邉　翔太(3) ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 23.01 2
126 150 萩原　彪河(2) ﾊｷﾞﾊﾗ　ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 天理北中 23.07 3
21 88 西畑　太喜(3) ﾆｼﾊﾀ ﾀｲｷ 男子 京　都 太秦中 23.30 4
153 1273 岡西　璃輝(3) ｵｶﾆｼ ﾘｷ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 23.50 5
127 150 岡橋　悠太(3) ｵｶﾊｼ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理北中 23.68 6
51 58 西川　瑛都(2) ﾆｼｶﾜ ｴｲﾄ 男子 奈　良 香芝北中 23.77 7
71 65 立花　咲良(3) ﾀﾁﾊﾞﾅ　ｻｸﾗ 男子 奈　良 香芝中 23.80 8
42 418 横井　一希(2) ﾖｺｲ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 石切中 23.87 9
36 209 松村　央斗(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 久御山中 23.89 10
20 88 長谷川　稜(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 太秦中 24.00 11
2 25 髙見　有之介(3) ﾀｶﾐ ﾕｳﾉｽｹ 男子 京　都 加茂川中 24.16 12
35 11 米澤　樹(3) ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽中 24.20 13
111 124 山下　航輝(3) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 帝塚山中 24.33 14
50 58 宇原　龍之介(2) ｳﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 香芝北中 24.40 15
93 106 矢追　颯太(2) ﾔｵｲｿｳﾀ 男子 奈　良 田原本中 24.49 16
19 85 宮井　陽輝(3) ﾐﾔｲ ﾊﾙｷ 男子 京　都 樫原中 24.50 17
44 11 谷山　達也(3) ﾀﾆﾔﾏ　ﾀﾂﾔ 男子 奈　良 御所中 24.50 18
61 64 中島悠太(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 白鳳中 24.50 19
18 85 清水　大輝(3) ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 樫原中 24.70 20
151 1145 平間　速人(2) ﾋﾗﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 24.70 21
98 119 天雲　悠斗(2) ﾃﾝｸﾓ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 富雄南中 24.79 22
64 64 増田謙真(2) ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 白鳳中 25.00 23
144 176 背古　遼人(2) ｾｺ ﾘｮｳﾄ 男子 奈　良 橿原中 25.00 24
94 113 山本　涼太(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 25.12 25
108 119 中谷　倖也(3) ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 富雄南中 25.18 26
65 65 大貫　真也(2) ｵｵﾇｷ ﾏﾔ 男子 奈　良 香芝中 25.20 27
66 65 廣瀬　裕也(2) ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 25.20 28
136 173 小野　知寛(2) ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 男子 奈　良 八木中 25.21 29
74 67 下村　亮太(1) ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 25.30 30
63 64 増田悠真(2) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 白鳳中 25.36 31
84 96 中山　聡太(2) ﾅｶﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 25.42 32
47 58 大村　優吾(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 男子 奈　良 香芝北中 25.52 33
131 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 25.59 34
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137 173 寺岡　将馬(2) ﾃﾗｵｶ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 八木中 25.74 35
159 1163 川邉　悠暉(1) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 25.85 36
62 64 皆見久徳(2) ﾐﾅﾐ ﾋｻﾉﾘ 男子 奈　良 白鳳中 25.90 37
40 281 日垣　光世(3) ﾋｶﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻中 25.98 38
95 113 川口　慶太(2) ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 26.00 39
141 174 竹内　斗吾(1) ﾀｹｳﾁ ﾄｳｺﾞ 男子 奈　良 光陽中 26.00 40
72 66 林　温人(2) ﾊﾔｼ　ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 上牧中 26.08 41
53 58 増田　光汰(2) ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 26.25 42
17 85 中村　亨(3) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 男子 京　都 樫原中 26.30 43
41 418 姫野　シェイン(3) ﾋﾒﾉ ｼｪｲﾝ 男子 大　阪 石切中 26.31 44
152 1202 福田　晴誉(3) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 26.35 45
3 32 谷　起碩(2) ﾀﾆ ｷｾｷ 男子 京　都 加茂川中 26.38 46
23 88 近藤　和希(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 26.40 47
24 88 堀　太晴(2) ﾎﾘ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 太秦中 26.40 48
150 1144 菱本　嘉人(1) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 26.40 49
139 173 田中　一颯(1) ﾀﾅｶ ｲｯｻ 男子 奈　良 八木中 26.44 50
117 131 大槻　陽翔(1) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 26.49 51
113 128 宮川　裕介(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 26.50 52
88 98 東馬　徹平(2) ﾄｳﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 高田中 26.63 53
39 237 由良　旺雅(3) ﾕﾗ ｵｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 26.73 54
75 67 吉岡　誠将(1) ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 26.79 55
15 48 磯野　晃希(2) ｲｿﾉ　ｺｳｷ 男子 京　都 洛北附属中 26.80 56
149 1140 石橋　孝太郎(1) ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 26.80 57
130 157 光内　陽大(3) ﾐﾂｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理南中 26.85 58
158 1176 三浦　康貴(2) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 26.85 59
22 88 有村　大地(2) ｱﾘﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 太秦中 27.00 60
89 98 松田　光史(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 男子 奈　良 高田中 27.00 61
115 128 淵田　翔(1) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 奈　良 二名中 27.00 62
128 152 西郷　裕偉(2) ｻｲｺﾞｳ　ﾕｳｲ 男子 奈　良 天理西中 27.00 63
145 176 畠中　悠希(1) ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 奈　良 橿原中 27.00 64
110 120 永橋　陸(2) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 奈　良 伏見中 27.13 65
73 67 菊池　晴渚(1) ｷｸﾁ ｾﾅ 男子 奈　良 広陵中 27.15 66
67 65 立岡　夢人(1) ﾀﾂｵｶ ﾕﾒﾄ 男子 奈　良 香芝中 27.18 67
83 96 阿佐　空豊(2) ｱｻ ｸｳﾄ 男子 奈　良 片塩中 27.20 68
78 69 中﨑　柳ノ助(2) ﾅｶｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 王寺南中 27.22 69
49 58 和田　大翼(2) ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 香芝北中 27.23 70
12 37 能島　楓(2) ﾉｼﾞﾏ ﾌｳｺﾞ 男子 京　都 洛南中 27.25 71
38 237 砂津　琉華(2) ｽﾅﾂﾞ ﾙｶ 男子 京　都 南陽高附属中 27.28 72
148 230 久保　大馳(3) ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 斑鳩南中 27.55 73
112 124 山本　一樹(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 奈　良 帝塚山中 27.56 74
122 137 堀内　夢叶(3) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 27.60 75
156 1159 大竹　陸椰(2) ｵｵﾀｹ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 27.87 76
96 113 木下　裕貴(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 27.90 77
70 65 西田　晃仁(1) ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 奈　良 香芝中 28.00 78
92 106 上田　将平(2) ｳｴﾀﾞｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 田原本中 28.08 79
68 65 村井　蓮(1) ﾑﾗｲ ﾚﾝ 男子 奈　良 香芝中 28.20 80
45 44 永原　海翔(1) ﾅｶﾞﾊﾗ　ｶｲﾄ 男子 奈　良 上中学 28.23 81
138 173 小林　諒太(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 八木中 28.24 82
48 58 竹中　一平(2) ﾀｹﾅｶ ｲｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 香芝北中 28.38 83
46 44 谷山　隼(1) ﾀﾆﾔﾏ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上中学 28.39 84
52 58 藤原　優斗(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 香芝北中 28.42 85
123 150 新家　滉貴(2) ｼﾝﾔ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理北中 28.48 86
102 119 小林　礼穏(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾝ 男子 奈　良 富雄南中 28.56 87
76 67 前側　健介(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 28.61 88
99 119 山田　晴虹(2) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺｳ 男子 奈　良 富雄南中 28.63 89
104 119 永松　陸(1) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｸ 男子 奈　良 富雄南中 28.65 90
157 1173 濱田　大雅(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 28.80 91
14 37 石原 昂汰(2) ｲｼﾊﾗ ｺｳﾀ 男子 京　都 洛南中 28.85 92
146 184 小倉　翔斗(1) ｺｸﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 桜井西中 28.85 93
69 65 川畑　海晴(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 香芝中 28.92 94
121 134 吉本　絢音(1) ﾖｼﾓﾄ ｱﾔﾄ 男子 奈　良 教育大付属中 29.00 95
154 1275 竹間　梨仁(1) ﾀｹﾏ ﾘﾋﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 29.00 96
32 110 奥山　大翔(1) ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 田辺中 29.03 97
118 131 松山　拡樹(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 三笠中 29.06 98
56 58 下　敏己(1) ｼﾓ ﾄｼｷ 男子 奈　良 香芝北中 29.29 99
147 230 福貴田　煌生　(1) ﾌｷﾀ ｺｳｾｲ 男子 奈　良 斑鳩南中 29.35 100
79 69 野並　佑輔(2) ﾉﾅﾐ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 王寺南中 29.47 101
9 43 奥野　龍之介(1) ｵｸﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 二条中 29.49 102
37 209 若林　蓮斗(1) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 男子 京　都 久御山中 29.50 103
97 118 大木　悠平(2) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 飛鳥中 29.54 104
125 150 仙田　望生(1) ｾﾝﾀﾞ ｼｽﾞｷ 男子 奈　良 天理北中 29.54 105
86 96 仲井　悠真(1) ﾅｶｲ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 29.56 106
129 152 樋髙 春希(2) ﾋﾀﾞｶ　ﾊﾙｷ 男子 奈　良 天理西中 29.91 107
142 174 松田　空翔(1) ﾏﾂﾀﾞ ｸｳｶﾞ 男子 奈　良 光陽中 29.98 108
43 11 沼本　太朗(2) ﾇﾏﾓﾄ ﾀﾛｳ 男子 奈　良 御所中 30.00 109
82 73 石川　鉄平(1) ｲｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 30.00 110
101 119 岩﨑　友哉(1) ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 富雄南中 30.02 111
16 48 坂田 頼謙(1) ｻｶﾀ　ﾖﾘｱｷ 男子 京　都 洛北附属中 30.10 112
106 119 面家　啓一郎(1) ﾒﾝﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 富雄南中 30.30 113
143 174 横谷　日陽輝(1) ﾖｺﾀﾆ ﾋﾋﾞｷ 男子 奈　良 光陽中 30.35 114
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**************************************
* 男子中学 ２００ｍ *
**************************************
159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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
124 150 石田　亜樹(1) ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 奈　良 天理北中 30.43 115
13 37 渕田 倫太郎(2) ﾌﾁﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 洛南中 30.55 116
81 73 志野　篤哉(1) ｼﾉ ｱﾂﾔ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 30.59 117
105 119 中村　大和(1) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 富雄南中 31.06 118
90 98 小田　陽斗(1) ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 高田中 31.12 119
91 98 吉阪　正悟(1) ﾖｼｻｶ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 高田中 31.42 120
58 58 寺戸　翔大(1) ﾃﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 31.49 121
33 110 中須賀 蒼唯(1) ﾅｶｽｶﾞ ｱｵｲ 男子 京　都 田辺中 31.77 122
107 119 山下　晃輝(1) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 富雄南中 31.93 123
114 128 網野　拓海(1) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 二名中 32.50 124
116 128 山崎　暉斗(1) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 二名中 32.50 125
103 119 末吉　海翔(1) ｽｴﾖｼ ｶｲﾄ 男子 奈　良 富雄南中 33.36 126
119 134 北田　徹(1) ｷﾀﾀﾞ ｲﾀﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 33.56 127
134 157 中尾　悠真(1) ﾅｶｵ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 天理南中 34.51 128
55 58 大森　宏一(1) ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 34.82 129
120 134 前田　格(1) ﾏｴﾀﾞ ｲﾀﾙ 男子 奈　良 教育大付属中 35.57 130
1 27 木曽尾　光星(3) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 加茂川中 131
4 14 今村　響(1) ｲﾏﾑﾗ ｷｮｳ 男子 京　都 加茂川中 132
5 15 木村　宗右(1) ｷﾑﾗ ｿｳｽｹ 男子 京　都 加茂川中 133
6 28 川添　勇吹(3) ｶﾜｿﾞｴ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 加茂川中 134
7 35 丹原　洋(2) ﾀﾝﾊﾞﾗ ﾖｳ 男子 京　都 加茂川中 135
8 45 三木　有論(2) ﾐｷ ｱﾛﾝ 男子 京　都 加茂川中 136
10 56 レオナルド　琉貴(1) ﾚｵﾅﾙﾄﾞ ﾘｷ 男子 京　都 二条中 137
11 38 西川　翔也(2) ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾔ 男子 京　都 二条中 138
25 88 藤田　瑞希(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 139
26 88 古澤　心翔(1) ﾌﾙｻﾜ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 太秦中 140
27 88 勝岡　月絆(1) ｶﾂｵｶ ﾙﾅ 男子 京　都 太秦中 141
28 88 北川　友悠(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 男子 京　都 太秦中 142
29 88 能塒　睦(1) ﾉﾄ ﾑﾂﾑ 男子 京　都 太秦中 143
30 88 中川　拓海(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 144
31 88 林　優樹(1) ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 145
34 110 萩原 敬都(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 男子 京　都 田辺中 146
54 58 大村　悠真(1) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 香芝北中 147
57 58 丸野　壱倖(1) ﾏﾙﾉ ｲｯｻ 男子 奈　良 香芝北中 148
59 62 高嶋　啓太(1) ﾀｶｼﾏ ｹｲﾀ 男子 奈　良 王寺中 149
60 62 菅　真之(1) ｽｶﾞ ｻﾈﾕｷ 男子 奈　良 王寺中 150
77 67 菊池　陽翔(3) ｷｸﾁ ﾋﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 151
80 69 山崎　壮太(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 男子 奈　良 王寺南中 152
85 96 岡田　阿星(1) ｵｶﾀﾞ ｱｾｲ 男子 奈　良 片塩中 153
87 96 中川　碧(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｸ 男子 奈　良 片塩中 154
100 119 青木　翔真(1) ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 富雄南中 155
132 157 田原　奏(1) ﾀﾊﾗ　ｶﾅﾃﾞ 男子 奈　良 天理南中 156
133 157 大橋　一駈(1) ｵｵﾊｼ ﾋﾙｸ 男子 奈　良 天理南中 157
135 157 山本　陽斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理南中 158
140 174 松田　来生(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾗｲｷ 男子 奈　良 光陽中 159

**************************************
* 男子中学 ４００ｍ *
**************************************
64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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
56 124 赤澤　太一(3) ｱｶｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 帝塚山中 53.68 1
1 3076 佐々木　哲(3) ｻｻｷ ﾃﾂ 男子 愛　知 TSM 54.00 2
41 58 熊川　大翔(2) ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 香芝北中 54.32 3
22 11 米澤　樹(3) ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽中 54.50 4
42 65 土肥　春輝(2) ﾄﾞｲ　ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝中 54.55 5
16 88 堀　太晴(2) ﾎﾘ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 太秦中 55.00 6
3 27 木曽尾　光星(3) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 加茂川中 55.78 7
13 85 清水　大輝(3) ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 樫原中 56.00 8
11 48 ﾄﾞｩｳﾞﾘｰｽﾞ　輝弥人(3) ﾄﾞｩｳﾞﾘｰｽﾞ　ｷﾐﾄ 男子 京　都 洛北附属中 56.77 9
54 82 小山　海(3) ｺﾔﾏ ｶｲ 男子 奈　良 榛原中 56.78 10
8 43 森江　凌生(3) ﾓﾘｴ ﾘｮｳｾｲ 男子 京　都 立命館中 56.85 11
15 88 近藤　和希(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 57.00 12
57 128 井ノ口　稜太(2) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 二名中 57.00 13
62 173 田中　大喜(2) ﾀﾅｶ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 八木中 57.99 14
12 85 田崎　天柊(3) ﾀｻｷ ｱｼｭｳ 男子 京　都 樫原中 58.00 15
63 176 喜多　恵慈(2) ｷﾀ ｹｲｼﾞ 男子 奈　良 橿原中 58.00 16
44 69 島尾　昊汰(2) ｼﾏｵ ｺｳﾀ 男子 奈　良 王寺南中 58.07 17
14 88 有村　大地(2) ｱﾘﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 太秦中 59.00 18
58 128 淵田　翔(1) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 奈　良 二名中 1:00.00 19
55 106 山本　大翔(1) ﾔﾏﾓﾄﾏｻﾄ 男子 奈　良 田原本中 1:00.41 20
33 51 今岡　永遠(2) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 奈　良 都祁中 1:00.93 21
24 31 増田　翔大(1) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 1:02.00 22
25 32 矢野　尚隼(1) ﾔﾉ ﾅｵﾄ 男子 京　都 西城陽中 1:02.00 23
59 137 堀内　夢叶(3) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 1:02.00 24
28 281 西森　礼人(3) ﾆｼﾓﾘ ｱﾔﾄ 男子 大　阪 高槻中 1:03.15 25
7 25 髙見　有之介(3) ﾀｶﾐ ﾕｳﾉｽｹ 男子 京　都 加茂川中 1:03.79 26
2 3082 大久保　卓人(2) ｵｵｸﾎﾞﾀｸﾄ 男子 愛　知 TSM 1:04.81 27
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* 男子中学 ４００ｍ *
**************************************
64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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
27 281 藤本　晃弘(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 高槻中 1:05.00 28
45 73 杉本　久泰(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｻﾔｽ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:05.00 29
46 73 土井　悠叶(3) ﾄﾞｲ　ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:05.00 30
47 73 岡村　咲作(2) ｵｶﾑﾗ ｻｸ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:05.00 31
48 73 中村　大和(2) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:05.00 32
49 73 松村　史悠(1) ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:05.00 33
30 281 森　啓貴(2) ﾓﾘ ｹｲﾀ 男子 大　阪 高槻中 1:05.16 34
26 281 日垣　光世(3) ﾋｶﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻中 1:05.24 35
38 51 石川　幸寛(1) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 1:05.52 36
43 66 柴田　徠翔(2) ｼﾊﾞﾀ　ﾗｲﾄ 男子 奈　良 上牧中 1:07.99 37
23 30 平島　滉太郎(1) ﾋﾗｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽中 1:10.00 38
50 73 志野　篤哉(1) ｼﾉ ｱﾂﾔ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:10.00 39
51 73 濱口　進平(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:10.00 40
52 73 石川　鉄平(1) ｲｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:10.00 41
53 73 中井　勇仁(1) ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:10.00 42
29 281 廣瀨　耀天(3) ﾋﾛｾ ｱｷﾀｶ 男子 大　阪 高槻中 1:10.52 43
39 51 峯　憲伸(1) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 1:10.90 44
37 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 奈　良 都祁中 1:11.18 45
19 110 村上　優羽(1) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 男子 京　都 田辺中 1:16.16 46
4 48 藤田　孝太朗(2) ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 加茂川中 47
5 47 加納　悠有(2) ｶﾉｳ ﾕｳ 男子 京　都 加茂川中 48
6 40 中瀬　来(2) ﾅｶｾ ﾗｲ 男子 京　都 加茂川中 49
9 43 奥野　龍之介(1) ｵｸﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 二条中 50
10 37 今村 優大(2) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 洛南中 51
17 88 藤田　瑞希(1) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 52
18 88 北川　友悠(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 男子 京　都 太秦中 53
20 110 大垣 翔太(1) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 54
21 110 大谷 一紘(1) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 55
31 11 栗原　亘希(1) ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 御所中 56
32 51 秋野　樹羅(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 奈　良 都祁中 57
34 51 大西　健太(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 奈　良 都祁中 58
35 51 中森　諒(2) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 奈　良 都祁中 59
36 51 村田　大地(2) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 都祁中 60
40 51 八重川　悠介(1) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 61
60 157 橋本　涼(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 奈　良 天理南中 62
61 157 田原　奏(1) ﾀﾊﾗ　ｶﾅﾃﾞ 男子 奈　良 天理南中 63
64 230 奥山　智大(1) ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 男子 奈　良 斑鳩南中 64

**********************************************************
* 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) *
**********************************************************
33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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
33 85 田崎　天柊(3) ﾀｻｷ ｱｼｭｳ 男子 京　都 樫原中 15.51 1
27 134 鈴木　斗翔(2) ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 男子 奈　良 教育大付属中 16.00 2
24 82 松本　斗希(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾄｷ 男子 奈　良 榛原中 16.17 3
7 26 村上　陽明(2) ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｱｷ 男子 京　都 二条中 16.26 4
5 3098 樋口　諒(2) ﾋｸﾞﾁ　ﾘｮｳ 男子 愛　知 TSM 16.47 5
32 9720 森川陽介(2) ﾓﾘｶﾜﾖｳｽｹ 男子 愛　知 TSM岡崎 16.48 6
4 3097 中島 昂大(2) ﾅｶｼﾏ　ｺｳﾀﾞｲ 男子 愛　知 TSM 17.25 7
31 9716 足立拡都(2) ｱﾀﾞﾁﾋﾛﾄ 男子 愛　知 TSM岡崎 17.27 8
28 173 上田　真斗(2) ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 八木中 17.52 9
11 48 吉野　倫五(2) ﾖｼﾉ　ﾘﾝｺﾞ 男子 京　都 洛北附属中 17.55 10
22 64 岡田海斗(2) ｵｶﾀﾞ ｶｲﾄ 男子 奈　良 白鳳中 17.74 11
17 418 生駒　士臣(1) ｲｺﾏ ｼｵﾝ 男子 大　阪 石切中 18.00 12
19 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 奈　良 都祁中 18.00 13
15 281 廣瀨　耀天(3) ﾋﾛｾ ｱｷﾀｶ 男子 大　阪 高槻中 18.24 14
16 418 松本　泰知(2) ﾏﾂﾓﾄ　ﾀｲﾁ 男子 大　阪 石切中 18.24 15
13 88 古澤　将真(2) ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 太秦中 18.74 16
12 88 浜田　瞬(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾄｷ 男子 京　都 太秦中 18.86 17
9 37 乾 洋翔(2) ｲﾇｲ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 洛南中 19.01 18
20 58 増田　光汰(2) ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 19.20 19
23 69 青野　晃大(2) ｱｵﾉ ｱｷﾋﾛ 男子 奈　良 王寺南中 19.37 20
8 33 青山　侑己人(2) ｱｵﾔﾏ ﾕｷﾄ 男子 京　都 二条中 19.68 21
1 3082 大久保　卓人(2) ｵｵｸﾎﾞﾀｸﾄ 男子 愛　知 TSM 19.78 22
18 44 藤井　樹生(1) ﾌｼﾞｲ　ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 20.19 23
30 230 松田　風雅(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 20.94 24
3 3092 金森 琥央 (2) ｶﾅﾓﾘ　ｺｳ 男子 愛　知 TSM 21.24 25
10 37 渕田 倫太郎(2) ﾌﾁﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 洛南中 21.31 26
2 3083 大河内 椋介(2) ｵｵｺｳﾁ　ﾘｮｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 22.00 27
14 22 奥　達哉(1) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 22.00 28
29 173 芦原　廉斗(1) ｱｼﾊﾗ レント 男子 奈　良 八木中 23.57 29
6 25 髙見　有之介(3) ﾀｶﾐ ﾕｳﾉｽｹ 男子 京　都 加茂川中 30
21 58 戸石　業人(1) ﾄｲｼ ﾅﾘﾄ 男子 奈　良 香芝北中 31
25 131 松山　幸樹　(3) ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｷ 男子 奈　良 三笠中 32
26 131 原　駿稀(3) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 奈　良 三笠中 33
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**********************************
* 男子中学 棒高跳 *
**********************************
7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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 51 中森　諒(2) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 奈　良 都祁中 2m50 1
4 51 村田　大地(2) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 都祁中 2m40 2
1 51 秋野　樹羅(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 奈　良 都祁中 2m30 3
5 51 峯　憲伸(1) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 2m20 4
7 106 泉谷　礼哉(1) ｲｽﾞﾀﾆﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本中 2m10 5
2 51 大西　健太(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 奈　良 都祁中 2m00 6
6 51 八重川　悠介(1) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 2m00 7

**********************************
* 男子中学 走高跳 *
**********************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 48 藤田　孝太朗(2) ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 加茂川中 1m55 1
2 40 中瀬　来(2) ﾅｶｾ ﾗｲ 男子 京　都 加茂川中 1m55 2
19 128 井ノ口　稜太(2) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 二名中 1m55 3
13 64 熨斗伯威(2) ﾉｼ ﾎﾀﾞｶ 男子 奈　良 白鳳中 1m50 4
14 66 辰巳　瑞樹(1) ﾀﾂﾐ　ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 上牧中 1m50 5
16 69 青野　晃大(2) ｱｵﾉ ｱｷﾋﾛ 男子 奈　良 王寺南中 1m50 6
11 51 今岡　永遠(2) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 奈　良 都祁中 1m45 7
12 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 奈　良 都祁中 1m40 8
18 98 谷口　拓耶(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 高田中 1m40 9
20 173 西村　大和(2) ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 八木中 1m40 10
5 37 西村 一織(2) ﾆｼﾑﾗ ｲｵﾘ 男子 京　都 洛南中 1m35 11
9 11 金村　蒼太(2) ｶﾅﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 御所中 1m35 12
15 69 坂上　諒成(2) ｻｶｳｴ ﾘｮｳｾｲ 男子 奈　良 王寺南中 1m35 13
17 82 藤本　彬杜(1) ﾌｼﾞﾓﾄ　ｱｷﾄ 男子 奈　良 榛原中 1m35 14
10 11 小谷　菜生人(1) ｺﾀﾆ ﾅｵﾄ 男子 奈　良 御所中 1m30 15
21 173 川澄　亮介(1) ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 八木中 1m30 16
7 26 髙居　勇愛(1) ﾀｶｲ ﾕｳｱ 男子 京　都 西城陽中 1m20 17
8 31 増田　翔大(1) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 1m20 18
3 50 武田　琳太朗(1) ﾀｹﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 二条中 19
4 55 山際　智貴(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 京　都 二条中 20
6 37 久湊 雄太(2) ﾋｻﾐﾅﾄ ﾕｳﾀ 男子 京　都 洛南中 21

**********************************
* 男子中学 走幅跳 *
**********************************
96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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
67 82 小山　海(3) ｺﾔﾏ ｶｲ 男子 奈　良 榛原中 6m16 1
3 9720 森川陽介(2) ﾓﾘｶﾜﾖｳｽｹ 男子 愛　知 TSM岡崎 6m10 2
37 418 髙坂　健太郎(3) ｺｳｻｶ　ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 石切中 6m07 3
71 113 大倉　悠慎(2) ｵｵｸﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 6m00 4
77 119 中谷　倖也(3) ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 富雄南中 5m78 5
87 173 安東　琥珀(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｺﾊｸ 男子 奈　良 八木中 5m67 6
81 131 佐々木　大樹(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 三笠中 5m64 7
5 25 髙見　有之介(3) ﾀｶﾐ ﾕｳﾉｽｹ 男子 京　都 加茂川中 5m61 8
2 9716 足立拡都(2) ｱﾀﾞﾁﾋﾛﾄ 男子 愛　知 TSM岡崎 5m58 9
73 119 吹春　諒(2) ﾌｷﾊﾙ ﾘｮｳ 男子 奈　良 富雄南中 5m55 10
35 281 廣瀨　耀天(3) ﾋﾛｾ ｱｷﾀｶ 男子 大　阪 高槻中 5m52 11
42 11 谷山　達也(3) ﾀﾆﾔﾏ　ﾀﾂﾔ 男子 奈　良 御所中 5m50 12
43 11 武藤　一心(3) ﾑﾄｳ ｲｯｼﾝ 男子 奈　良 御所中 5m50 13
91 176 背古　遼人(2) ｾｺ ﾘｮｳﾄ 男子 奈　良 橿原中 5m40 14
44 44 藤井　樹生(1) ﾌｼﾞｲ　ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 5m33 15
60 66 西込　清哉(2) ﾆｼｺﾞﾐ　ｾｲﾔ 男子 奈　良 上牧中 5m30 16
34 281 藤本　晃弘(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 高槻中 5m26 17
63 69 大石　幸造(2) ｵｵｲｼ ｺｳｿﾞｳ 男子 奈　良 王寺南中 5m25 18
90 173 清水　大翔(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 八木中 5m23 19
70 106 駒田　陸帆(2) ｺﾏﾀﾞﾘｸﾎ 男子 奈　良 田原本中 5m18 20
11 88 植垣　綜太(3) ｳｴｶﾞｷ ｿｳﾀ 男子 京　都 太秦中 5m17 21
95 205 飯室　笙羽(2) ｲﾉｳｴ ｿｳﾊ 男子 京　都 長岡第二中 5m15 22
64 69 塩澤　大翔(2) ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ 男子 奈　良 王寺南中 5m06 23
47 58 宇原　龍之介(2) ｳﾊﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 香芝北中 5m05 24
10 88 菱田　哲学希(3) ﾋｼﾀﾞ ｱﾏｷ 男子 京　都 太秦中 5m00 25
12 88 後藤　隆之介(2) ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 太秦中 5m00 26
36 281 岡屋　俊佑(2) ｵｶﾔ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 高槻中 5m00 27
41 11 金村　蒼太(2) ｶﾅﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 御所中 5m00 28
80 125 巽　涼輔(2) ﾀﾂﾐﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 田原中 4m93 29
23 15 豊田　大翔(1) ﾄﾖﾀﾞ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 泉川中 4m89 30
46 58 大村　優吾(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳｺﾞ 男子 奈　良 香芝北中 4m85 31
93 230 藤井　智也(2) ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 斑鳩南中 4m85 32
28 209 守岡　泉人(2) ﾓﾘｵｶ ｾﾝﾄ 男子 京　都 久御山中 4m82 33
68 87 森田　光侑雅(1) ﾓﾘﾀ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 御杖中 4m81 34
13 88 榊間　慶斗(2) ｻｶｷﾏ ｹｲﾄ 男子 京　都 太秦中 4m80 35
92 176 馬場　圭佑(1) ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 橿原中 4m80 36
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**********************************
* 男子中学 走幅跳 *
**********************************
96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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
38 418 楠本　晟琥(2) ｸｽﾓﾄ　ｾｲｺﾞ 男子 大　阪 石切中 4m78 37
78 120 岡　景翔(2) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 奈　良 伏見中 4m72 38
57 65 廣瀬　裕也(2) ﾋﾛｾ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 4m70 39
83 137 堀内　夢叶(3) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 4m70 40
58 65 出嶋　右京(2) ﾃﾞｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 男子 奈　良 香芝中 4m69 41
52 63 下村　晴(2) ｼﾓﾑﾗ ｾｲ 男子 奈　良 香芝西中 4m67 42
69 106 藤岡　涼来(1) ﾌｼﾞｵｶﾘｮｸ 男子 奈　良 田原本中 4m62 43
14 88 古澤　将真(2) ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 太秦中 4m60 44
56 65 水月　大翔(2) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 4m60 45
75 119 高井　篤生(1) ﾀｶｲ ｱﾂｷ 男子 奈　良 富雄南中 4m60 46
55 65 阪田　悠斗(2) ｻｶﾀ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝中 4m58 47
1 3092 金森 琥央 (2) ｶﾅﾓﾘ　ｺｳ 男子 愛　知 TSM 4m56 48
9 48 清水　日向(1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 男子 京　都 二条中 4m55 49
54 64 田岡玖琉(2) ﾀｵｶ ｸﾘｭｳ 男子 奈　良 白鳳中 4m50 50
89 173 北浦　陸玖(1) ｷﾀｳﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 八木中 4m50 51
48 58 髙橋　功太郎(2) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝北中 4m42 52
30 237 橋本　正宣(2) ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 4m38 53
74 119 大門　真士(1) ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 富雄南中 4m32 54
39 418 佐々木　光(1) ｻｻｷ ﾋｶﾘ 男子 大　阪 石切中 4m30 55
65 73 土井　悠叶(3) ﾄﾞｲ　ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4m29 56
85 137 松永　啓汰(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 4m24 57
76 119 中谷　朔也(1) ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾔ 男子 奈　良 富雄南中 4m21 58
24 25 小西　倭(1) ｺﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 西城陽中 4m20 59
25 26 髙居　勇愛(1) ﾀｶｲ ﾕｳｱ 男子 京　都 西城陽中 4m20 60
26 28 西田　陽登(1) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 4m20 61
53 64 山口　壮(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳ 男子 奈　良 白鳳中 4m15 62
82 131 梶本　颯生(1) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 奈　良 三笠中 4m13 63
62 66 小川　大毅(1) ｵｶﾞﾜ　ﾀｲｷ 男子 奈　良 上牧中 4m10 64
61 66 藤村　樹希(1) ﾌｼﾞﾑﾗ　ｲﾂｷ 男子 奈　良 上牧中 4m09 65
22 3 奥　瑠矢(1) ｵｸ　ﾘｭｳﾔ 男子 京　都 泉川中 4m05 66
59 65 竹村　章利(1) ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾄｼ 男子 奈　良 香芝中 3m92 67
33 237 山崎　侑吾(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 3m73 68
21 2 松本　涼太(1) ﾏﾂﾓﾄ　ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 泉川中 3m65 69
31 237 藤田　柚貴(2) ﾌｼﾞﾀ ﾕｽﾞｷ 男子 京　都 南陽高附属中 3m61 70
27 30 平島　滉太郎(1) ﾋﾗｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽中 3m60 71
49 58 寺戸　翔大(1) ﾃﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 3m58 72
84 137 岩田　侑樹(2) ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 3m50 73
32 237 塚田　悠介(1) ﾂｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 南陽高附属中 3m46 74
86 157 大橋　一駈(1) ｵｵﾊｼ ﾋﾙｸ 男子 奈　良 天理南中 3m44 75
94 230 有吉　琥珀(1) ｱﾘﾖｼ ｺﾊｸ 男子 奈　良 斑鳩南中 3m30 76
66 73 千葉　珂意(2) ﾁﾊﾞ ｶﾉﾘ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 3m20 77
4 27 木曽尾　光星(3) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 加茂川中 78
6 32 谷　起碩(2) ﾀﾆ ｷｾｷ 男子 京　都 加茂川中 79
7 26 市川　稜真(3) ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 80
8 33 池西　航史(2) ｲｹﾆｼ ｶｽﾞﾌﾐ 男子 京　都 加茂川中 81
15 88 古澤　心翔(1) ﾌﾙｻﾜ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 太秦中 82
16 88 能塒　睦(1) ﾉﾄ ﾑﾂﾑ 男子 京　都 太秦中 83
17 88 中川　拓海(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 84
18 88 林　優樹(1) ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 85
19 110 大垣 翔太(1) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 86
20 110 大谷 一紘(1) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 87
29 209 鵜ノ口　一颯(1) ｳﾉｸﾁ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 久御山中 88
40 418 松田　涼冴(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ 男子 大　阪 石切中 89
45 44 綾野　壮真(1) ｱﾔﾉ　ｿｳﾏ 男子 奈　良 上中学 90
50 62 西嶌　憲伸(2) ﾆｼｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 王寺中 91
51 62 高嶋　啓太(1) ﾀｶｼﾏ ｹｲﾀ 男子 奈　良 王寺中 92
72 119 河島　大翔(2) ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 富雄南中 93
79 125 北浦　祐貴(2) ｷﾀｳﾗﾕｳｷ 男子 奈　良 田原中 94
88 173 西村　大和(2) ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 八木中 95
96 157 山本　陽斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理南中 96

**********************************
* 男子中学 三段跳 *
**********************************
17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 27 木曽尾　光星(3) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 加茂川中 12m78 1
10 88 松村　勇輝(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 12m73 2
16 113 大倉　悠慎(2) ｵｵｸﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 11m78 3
9 85 中村　朔大郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 男子 京　都 樫原中 11m00 4
7 27 石田　真翔(2) ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 二条中 10m66 5
6 33 池西　航史(2) ｲｹﾆｼ ｶｽﾞﾌﾐ 男子 京　都 加茂川中 10m14 6
13 51 石川　幸寛(1) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 10m08 7
11 88 後藤　隆之介(2) ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 太秦中 10m01 8
14 65 出嶋　右京(2) ﾃﾞｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 男子 奈　良 香芝中 9m90 9
15 87 森田　光侑雅(1) ﾓﾘﾀ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 御杖中 9m90 10
2 47 加納　悠有(2) ｶﾉｳ ﾕｳ 男子 京　都 加茂川中 11
3 26 市川　稜真(3) ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 12
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**********************************
* 男子中学 三段跳 *
**********************************
17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 28 川添　勇吹(3) ｶﾜｿﾞｴ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 加茂川中 13
5 45 三木　有論(2) ﾐｷ ｱﾛﾝ 男子 京　都 加茂川中 14
8 37 伊藤 桜大(2) ｲﾄｳ ｵｳﾀ 男子 京　都 洛南中 15
12 11 武藤　一心(3) ﾑﾄｳ ｲｯｼﾝ 男子 奈　良 御所中 16
17 173 福本 颯人(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 八木中 17

****************************************************
* 男子中学 砲丸投(5.000kg) *
****************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 418 髙橋　雄大(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 石切中 13m26 1
1 85 大島　朔哉(3) ｵｵｼﾏ ｻｸﾔ 男子 京　都 樫原中 12m28 2
24 157 森田　陸永(2) ﾓﾘﾀ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 天理南中 12m13 3
21 152 中村　祥(3) ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 男子 奈　良 天理西中 11m98 4
19 152 山本　梨貴(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ 男子 奈　良 天理西中 11m16 5
16 128 立川　大智(2) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 二名中 10m50 6
28 176 米田　尉史(2) ｺﾒﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 奈　良 橿原中 10m10 7
25 173 松井　元樹(2) ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 八木中 10m04 8
10 69 松本　陽炎(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶｷﾞﾛﾋ 男子 奈　良 王寺南中 9m46 9
17 150 貴田　芳大(2) ｷﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 天理北中 9m29 10
14 98 辻岡　晃(2) ﾂｼﾞｵｶ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 高田中 8m45 11
29 183 岡田　祥太(2) ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 桜井東中 7m94 12
20 152 竹田　誠市(1) ﾀｹﾀﾞ　ｾｲｲﾁ 男子 奈　良 天理西中 7m80 13
13 82 坂本　伊輝(1) ｻｶﾓﾄ　ﾖｼｷ 男子 奈　良 榛原中 7m48 14
22 157 上田　悠和(2) ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 天理南中 7m17 15
26 173 寺岡　蒼空(1) ﾃﾗｵｶ ｿﾗ 男子 奈　良 八木中 6m81 16
8 65 吉田　柊優弥(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 6m70 17
12 73 中井　勇仁(1) ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 6m53 18
18 152 向崎 夢叶(2) ﾑｶｲｻﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 天理西中 6m29 19
23 157 桝本　和志(2) ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞｼ 男子 奈　良 天理南中 5m50 20
9 66 小川　颯斗(2) ｵｶﾞﾜ　ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上牧中 5m49 21
2 22 奥　達哉(1) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 5m00 22
3 29 橋本　瑛人(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽中 5m00 23
7 63 寺澤　宗祐(1) ﾃﾗｻﾜ ｼｭｳｽｹ 男子 奈　良 香芝西中 5m00 24
27 174 西田　匡希(1) ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ 男子 奈　良 光陽中 4m87 25
6 58 大村　悠真(1) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 香芝北中 4m70 26
5 11 鍵本　優弥(1) ｶｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 御所中 27
11 69 岸本　獅玄(1) ｷｼﾓﾄ ｼﾞｹﾞﾝ 男子 奈　良 王寺南中 28
15 125 上岡　優司(1) ｳｴｵｶﾏｻｼ 男子 奈　良 田原中 29

****************************************************
* 男子中学 円盤投(1.500kg) *
****************************************************
27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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 418 髙橋　雄大(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 石切中 31m01 1
18 128 立川　大智(2) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 二名中 31m00 2
20 152 弓場 和哉(2) ﾕﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 天理西中 29m67 3
23 157 森田　陸永(2) ﾓﾘﾀ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 天理南中 29m43 4
26 183 岡田　祥太(2) ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 桜井東中 28m44 5
19 137 永野　太一(2) ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 27m23 6
27 230 久保　大馳(3) ｸﾎﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 斑鳩南中 27m20 7
6 88 山本　鼓々路(3) ﾔﾏﾓﾄ ｺｺﾛ 男子 京　都 太秦中 26m99 8
14 67 生田　詩音(3) ｲｸﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 広陵中 25m49 9
16 87 平田　遥己(1) ﾋﾗﾀ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 御杖中 25m32 10
5 85 大島　朔哉(3) ｵｵｼﾏ ｻｸﾔ 男子 京　都 樫原中 25m01 11
8 418 姫野　シェイン(3) ﾋﾒﾉ ｼｪｲﾝ 男子 大　阪 石切中 24m65 12
17 106 辰巳　凛空(2) ﾀﾂﾐﾘｸ 男子 奈　良 田原本中 22m30 13
9 58 藤原　優斗(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 香芝北中 21m49 14
25 173 喜多　琉牙(2) ｷﾀ ﾘｭｳｶﾞ 男子 奈　良 八木中 18m91 15
21 157 上田　悠和(2) ｳｴﾀﾞ　ﾕｳﾄ 男子 奈　良 天理南中 18m72 16
2 38 平山　巧(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾀｸﾐ 男子 京　都 加茂川中 17m96 17
10 58 下　敏己(1) ｼﾓ ﾄｼｷ 男子 奈　良 香芝北中 16m78 18
22 157 桝本　和志(2) ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞｼ 男子 奈　良 天理南中 14m75 19
24 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 13m14 20
3 30 久井　蒼大(2) ﾋｻｲ ｿｳﾀ 男子 京　都 二条中 9m06 21
1 26 市川　稜真(3) ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 22
4 27 石田　真翔(2) ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 二条中 23
11 63 福田　蒼太朗(1) ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝西中 24
12 63 浅野　椋音(1) ｱｻﾉ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 香芝西中 25
13 63 幸田　大和(1) ｺｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 香芝西中 26
15 69 岸本　獅玄(1) ｷｼﾓﾄ ｼﾞｹﾞﾝ 男子 奈　良 王寺南中 27
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**************************************
* 男子中学 四種競技 *
**************************************
31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 37 清水 獅王(2) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 2196 1
29 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 2114 2
17 418 生駒　光(3) ｲｺﾏ ﾋｶﾘ 男子 大　阪 石切中 2000 3
27 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 1990 4
2 3089 脇田　晃介(2) ﾜｷﾀ　ｺｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 1566 5
3 3091 伊藤 隼人(1) ｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 1400 6
4 3094 小櫻 泰成(1) ｺｻﾞｸﾗ　ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 1400 7
5 3095 セントンゴ 大駕(1) ｾﾝﾄﾝｺﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 1400 8
6 3096 髙島 崚央(1) ﾀｶｼﾏ　ﾘｮｵ 男子 愛　知 TSM 1400 9
1 3086 髙島 悠生 (2) ﾀｶｼﾏ　ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1181 10
8 85 石本　澄空(3) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 樫原中 11
9 85 中村　朔大郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 男子 京　都 樫原中 12
10 110 妹尾 一輝(2) ｾﾉｵ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 田辺中 13
11 110 永尾 魁成(2) ﾅｶﾞｵ ｶｲｾｲ 男子 京　都 田辺中 14
12 110 藤井 飛和(3) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 田辺中 15
13 110 山口 千太朗(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 田辺中 16
14 110 藤井　那成(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 17
15 110 清水 建蔵(1) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 18
16 209 杉原　龍哉(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 京　都 久御山中 19
18 106 銭塚　優斗(2) ｾﾞﾆﾂｶﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 20
19 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 富雄南中 21
20 137 宇山　周(3) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園中 22
21 137 萩原　大地(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 23
22 137 星野　舜太(3) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 24
23 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 25
24 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
25 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
26 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
28 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 29
30 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 30
31 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 31

********************************************************************
* 男子中学 四種競技 男中１１０ｍＨ *
********************************************************************
31人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 3086 髙島 悠生 (2) ﾀｶｼﾏ　ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 3089 脇田　晃介(2) ﾜｷﾀ　ｺｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 2
3 3091 伊藤 隼人(1) ｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 3
4 3094 小櫻 泰成(1) ｺｻﾞｸﾗ　ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 4
5 3095 セントンゴ 大駕(1) ｾﾝﾄﾝｺﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 5
6 3096 髙島 崚央(1) ﾀｶｼﾏ　ﾘｮｵ 男子 愛　知 TSM 6
7 37 清水 獅王(2) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 7
8 85 石本　澄空(3) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 樫原中 8
9 85 中村　朔大郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 男子 京　都 樫原中 9
10 110 妹尾 一輝(2) ｾﾉｵ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 田辺中 10
11 110 永尾 魁成(2) ﾅｶﾞｵ ｶｲｾｲ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 藤井 飛和(3) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 山口 千太朗(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 清水 建蔵(1) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 15
16 209 杉原　龍哉(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 京　都 久御山中 16
17 418 生駒　光(3) ｲｺﾏ ﾋｶﾘ 男子 大　阪 石切中 17
18 106 銭塚　優斗(2) ｾﾞﾆﾂｶﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 18
19 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 富雄南中 19
20 137 宇山　周(3) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園中 20
21 137 萩原　大地(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 21
22 137 星野　舜太(3) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 22
23 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 23
24 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 24
25 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 25
26 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 29
30 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 30
31 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 31

******************************************************************
* 男子中学 四種競技 男中ﾕｰｽ砲丸投 *
******************************************************************
31人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 3086 髙島 悠生 (2) ﾀｶｼﾏ　ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 3089 脇田　晃介(2) ﾜｷﾀ　ｺｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 2
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******************************************************************
* 男子中学 四種競技 男中ﾕｰｽ砲丸投 *
******************************************************************
31人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 3091 伊藤 隼人(1) ｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 3
4 3094 小櫻 泰成(1) ｺｻﾞｸﾗ　ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 4
5 3095 セントンゴ 大駕(1) ｾﾝﾄﾝｺﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 5
6 3096 髙島 崚央(1) ﾀｶｼﾏ　ﾘｮｵ 男子 愛　知 TSM 6
7 37 清水 獅王(2) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 7
8 85 石本　澄空(3) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 樫原中 8
9 85 中村　朔大郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 男子 京　都 樫原中 9
10 110 妹尾 一輝(2) ｾﾉｵ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 田辺中 10
11 110 永尾 魁成(2) ﾅｶﾞｵ ｶｲｾｲ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 藤井 飛和(3) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 山口 千太朗(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 清水 建蔵(1) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 15
16 209 杉原　龍哉(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 京　都 久御山中 16
17 418 生駒　光(3) ｲｺﾏ ﾋｶﾘ 男子 大　阪 石切中 17
18 106 銭塚　優斗(2) ｾﾞﾆﾂｶﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 18
19 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 富雄南中 19
20 137 宇山　周(3) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園中 20
21 137 萩原　大地(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 21
22 137 星野　舜太(3) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 22
23 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 23
24 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 24
25 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 25
26 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 29
30 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 30
31 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 31

****************************************************
* 男子中学 四種競技 走高跳 *
****************************************************
31人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 3086 髙島 悠生 (2) ﾀｶｼﾏ　ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 3089 脇田　晃介(2) ﾜｷﾀ　ｺｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 2
3 3091 伊藤 隼人(1) ｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 3
4 3094 小櫻 泰成(1) ｺｻﾞｸﾗ　ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 4
5 3095 セントンゴ 大駕(1) ｾﾝﾄﾝｺﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 5
6 3096 髙島 崚央(1) ﾀｶｼﾏ　ﾘｮｵ 男子 愛　知 TSM 6
7 37 清水 獅王(2) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 7
8 85 石本　澄空(3) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 樫原中 8
9 85 中村　朔大郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 男子 京　都 樫原中 9
10 110 妹尾 一輝(2) ｾﾉｵ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 田辺中 10
11 110 永尾 魁成(2) ﾅｶﾞｵ ｶｲｾｲ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 藤井 飛和(3) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 山口 千太朗(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 清水 建蔵(1) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 15
16 209 杉原　龍哉(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 京　都 久御山中 16
17 418 生駒　光(3) ｲｺﾏ ﾋｶﾘ 男子 大　阪 石切中 17
18 106 銭塚　優斗(2) ｾﾞﾆﾂｶﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 18
19 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 富雄南中 19
20 137 宇山　周(3) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園中 20
21 137 萩原　大地(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 21
22 137 星野　舜太(3) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 22
23 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 23
24 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 24
25 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 25
26 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 29
30 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 30
31 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 31

********************************************************
* 男子中学 四種競技 ４００ｍ *
********************************************************
31人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 3086 髙島 悠生 (2) ﾀｶｼﾏ　ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 3089 脇田　晃介(2) ﾜｷﾀ　ｺｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 2
3 3091 伊藤 隼人(1) ｲﾄｳ　ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 3
4 3094 小櫻 泰成(1) ｺｻﾞｸﾗ　ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 4
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********************************************************
* 男子中学 四種競技 ４００ｍ *
********************************************************
31人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
5 3095 セントンゴ 大駕(1) ｾﾝﾄﾝｺﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 5
6 3096 髙島 崚央(1) ﾀｶｼﾏ　ﾘｮｵ 男子 愛　知 TSM 6
7 37 清水 獅王(2) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 7
8 85 石本　澄空(3) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 樫原中 8
9 85 中村　朔大郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｻｸﾀﾛｳ 男子 京　都 樫原中 9
10 110 妹尾 一輝(2) ｾﾉｵ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 田辺中 10
11 110 永尾 魁成(2) ﾅｶﾞｵ ｶｲｾｲ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 藤井 飛和(3) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 山口 千太朗(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｾﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 清水 建蔵(1) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 15
16 209 杉原　龍哉(2) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 男子 京　都 久御山中 16
17 418 生駒　光(3) ｲｺﾏ ﾋｶﾘ 男子 大　阪 石切中 17
18 106 銭塚　優斗(2) ｾﾞﾆﾂｶﾕｳﾄ 男子 奈　良 田原本中 18
19 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 富雄南中 19
20 137 宇山　周(3) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園中 20
21 137 萩原　大地(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 21
22 137 星野　舜太(3) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 22
23 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 23
24 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 24
25 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 25
26 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 150 小畑　仁人(2) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 29
30 157 山崎　大悟(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 30
31 157 山本　耕生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 31

**************************************
* 女子中学 １００ｍ *
**************************************
270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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
108 25 大西　陽愛(3) ｵｵﾆｼ ﾋﾅﾘ 女子 奈　良 吉野中 12.67 1
266 629 小島　梓音(3) ｺｼﾞﾏ ｱﾉ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.70 2
177 96 中岡　心愛(1) ﾅｶｵｶ ｺｺﾅ 女子 奈　良 片塩中 12.76 3
171 96 市川　遥南(2) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 奈　良 片塩中 12.78 4
259 524 堀口　涼愛(3) ﾎﾘｸﾞﾁ　ｽｽﾞｴ 女子 奈　良 奈良陸協 12.87 5
1 2811 菊田　彩(3) ｷｸﾀ ｱﾔ 女子 愛　知 TSM 12.91 6
43 71 川野　心菜(1) ｶﾜﾉｺｺﾅ 女子 京　都 京都光華中 12.94 7
139 65 加藤　杏菜(3) ｶﾄｳ　ｱﾝﾅ 女子 奈　良 香芝中 12.99 8
20 39 塚腰　一乃(3) ﾂｶｺﾞｼ ｲﾁﾉ 女子 京　都 立命館中 13.03 9
2 2814 椎屋 怜奈(3) ｼｲﾔ ﾚｲﾅ 女子 愛　知 TSM 13.08 10
4 2821 岡本　彩里(2) ｵｶﾓﾄ　ｱｲﾘ 女子 愛　知 TSM 13.11 11
38 37 塩満 琴(3) ｼｵﾐﾂ ｺﾄ 女子 京　都 洛南中 13.15 12
248 174 山田　桃香(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 光陽中 13.16 13
102 418 岩本　そよ夏(2) ｲﾜﾓﾄ ｿﾖｶ 女子 大　阪 石切中 13.20 14
141 66 橋本　侑奈(1) ﾊｼﾓﾄ　ﾕﾅ 女子 奈　良 上牧中 13.20 15
239 173 西本　真琴(2) ﾆｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 女子 奈　良 八木中 13.20 16
264 620 綿井 友紀(2) ﾜﾀｲ ﾕｷ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.20 17
151 67 尾﨑　実夢(2) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 広陵中 13.21 18
8 39 中川　真綾(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｱﾔ 女子 京　都 加茂川中 13.22 19
73 6 岡崎　美佐希(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 京　都 西城陽中 13.23 20
138 65 立部　彩葉(2) ﾀﾃﾍﾞ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 香芝中 13.26 21
15 18 谷脇　杏実(1) ﾀﾆﾜｷ ｱﾐ 女子 京　都 加茂川中 13.27 22
42 71 緒方　萌花(2) ｵｶﾞﾀﾓｶ 女子 京　都 京都光華中 13.30 23
238 152 山中　姫乃(1) ﾔﾏﾅｶ　ﾋﾒﾉ 女子 奈　良 天理西中 13.33 24
172 96 木村　真子(2) ｷﾑﾗ ﾏｺ 女子 奈　良 片塩中 13.34 25
261 614 中西 葵(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵｲ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.34 26
113 44 長福　咲(2) ﾁｮｳﾌｸ　ｻｷ 女子 奈　良 上中学 13.36 27
142 66 瀧本　明莉(1) ﾀｷﾓﾄ　ｱｶﾘ 女子 奈　良 上牧中 13.40 28
185 113 堀　亜実香(2) ﾎﾘ ｱﾐｶ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 13.40 29
184 113 川口　愛央(3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 13.42 30
265 650 中村 優羽(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.42 31
189 119 櫻井　育美(2) ｻｸﾗｲ ｲｸﾐ 女子 奈　良 富雄南中 13.44 32
3 2831 岩田 明樺梨(3) ｲﾜﾀ　ｱｶﾘ 女子 愛　知 TSM 13.47 33
32 37 大橋 花帆(2) ｵｵﾊｼ ｶﾎ 女子 京　都 洛南中 13.49 34
200 124 小西　里歩(3) ｺﾆｼ ﾘﾎ 女子 奈　良 帝塚山中 13.49 35
46 85 上林　菜優(2) ｳｴﾊﾞﾔｼ　ﾅﾕ 女子 京　都 樫原中 13.50 36
71 18 山本　百慧(2) ﾔﾏﾓﾄ　ﾓﾓｴ 女子 京　都 泉川中 13.51 37
153 67 松井　奏澄(1) ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 13.51 38
11 33 西村　玲奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾚﾅ 女子 京　都 加茂川中 13.52 39
267 628 植田　愛彩(2) ｳｴﾀﾞ ｱｲｻ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.54 40
44 71 岩出　麻央(1) ｲﾜﾃﾞﾏｵ 女子 京　都 京都光華中 13.55 41
150 67 木村　芽生(3) ｷﾑﾗ ﾒｲ 女子 奈　良 広陵中 13.56 42
221 133 有山　彩那(1) ｱﾘﾔﾏ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 都南中 13.59 43
145 66 福井　寧々(1) ﾌｸｲ　ﾈﾈ 女子 奈　良 上牧中 13.60 44
87 281 澤井　希(3) ｻﾜｲ ﾉｿﾞﾐ 女子 大　阪 高槻中 13.61 45
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30 20 重田 夏歩(2) ｼｹﾞﾀ ｶﾎ 女子 京　都 大枝中 13.65 46
100 418 西村　和菜(3) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾅ 女子 大　阪 石切中 13.65 47
269 636 三輪　華音(2) ﾐﾜ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.68 48
40 48 斉藤　さくら(3) ｻｲﾄｳ　ｻｸﾗ 女子 京　都 洛北附属中 13.72 49
146 67 安達　咲花(2) ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 広陵中 13.74 50
12 36 賀田野　史奈(2) ｶﾀﾉ ﾌﾐﾅ 女子 京　都 加茂川中 13.78 51
207 128 吉川　瑠依(2) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 二名中 13.80 52
260 610 今中　星奈(1) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.80 53
262 615 丹羽 夏音(1) ﾆﾜ ﾅﾂﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.80 54
13 34 法貴　紗希(2) ﾎｳｷ ｻｷ 女子 京　都 加茂川中 13.81 55
91 281 村田　はるな(3) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 高槻中 13.87 56
122 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 13.87 57
74 7 新谷　弥栄乃(2) ｼﾝﾀﾆ ﾔｴﾉ 女子 京　都 西城陽中 13.88 58
234 152 原田　麗未(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾐ 女子 奈　良 天理西中 13.90 59
140 66 池田　蓮夢音(2) ｲｹﾀﾞ　ﾚﾉﾝ 女子 奈　良 上牧中 13.91 60
257 230 寺田　泉実(1) ﾃﾗﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 奈　良 斑鳩南中 13.92 61
156 69 稲田　杏莉(2) ｲﾅﾀﾞ ｱﾝﾘ 女子 奈　良 王寺南中 13.95 62
121 47 稲田　悠伽(2) ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 斑鳩中 13.96 63
176 96 島　穂那美(1) ｼﾏ ﾎﾅﾐ 女子 奈　良 片塩中 13.97 64
29 22 木藤田 みく(2) ｷﾄﾀﾞ ﾐｸ 女子 京　都 大枝中 13.98 65
54 88 小南　柚香(2) ｺﾐﾅﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 14.00 66
253 184 辻　楓花(2) ﾂｼﾞ ﾌｳｶ 女子 奈　良 桜井西中 14.00 67
160 69 松岡　美空(2) ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 女子 奈　良 王寺南中 14.04 68
5 17 安中　真依(1) ﾔｽﾅｶ ﾏｲ 女子 京　都 加茂川中 14.05 69
81 218 覚幸　結香(1) ｶｸｺｳ ﾕｲｶ 女子 京　都 北城陽中 14.05 70
82 218 菊岡　栞里(1) ｷｸｵｶ ｼｵﾘ 女子 京　都 北城陽中 14.05 71
24 13 入倉　亜咲美(1) ｲﾘｸﾗ ｱｻﾐ 女子 京　都 二条中 14.07 72
170 87 今西　伶(2) ｲﾏﾆｼ ﾚｲ 女子 奈　良 御杖中 14.10 73
246 173 今井　美沙希(1) ｲﾏｲ ﾐｻｷ 女子 奈　良 八木中 14.10 74
104 418 富崎　愛美(2) ﾄﾐｻｷ　ｱｲﾐ 女子 大　阪 石切中 14.13 75
84 218 橋本　一花(1) ﾊｼﾓﾄ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 14.20 76
23 3 山本　沙代子(1) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾖｺ 女子 京　都 立命館中 14.21 77
158 69 井上　琴音(2) ｲﾉｳｴ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 王寺南中 14.22 78
222 133 前田　葵月(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞ 女子 奈　良 都南中 14.23 79
49 85 千本木　こと音(1) ｾﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｺﾄﾈ 女子 京　都 樫原中 14.24 80
193 119 藤井　夏子(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 女子 奈　良 富雄南中 14.24 81
155 69 青野　成珠(2) ｱｵﾉ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 王寺南中 14.26 82
130 64 土井　咲心里(1) ﾄﾞｲ ｴﾐﾘ 女子 奈　良 白鳳中 14.27 83
86 281 中村　亜依未(3) ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾐ 女子 大　阪 高槻中 14.28 84
192 119 林　美央里(1) ﾊﾔｼ ﾐｵﾘ 女子 奈　良 富雄南中 14.29 85
117 44 藤井　美月(1) ﾌｼﾞｲ　ﾐﾂﾞｷ 女子 奈　良 上中学 14.30 86
28 17 周 暁(2) ｼｭｳ ｼｮｳ 女子 京　都 大枝中 14.31 87
233 152 中村　優里(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 女子 奈　良 天理西中 14.32 88
19 38 蒲　優佳(3) ｶﾞﾏ ﾕｳｶ 女子 京　都 立命館中 14.33 89
93 281 藤本　怜花(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲｶ 女子 大　阪 高槻中 14.34 90
114 44 熊倉　帆花(2) ｸﾏｸﾗ　ﾎﾉｶ 女子 奈　良 上中学 14.34 91
118 44 岡市　百花(1) ｵｶｲﾁ　ﾓﾓｶ 女子 奈　良 上中学 14.35 92
203 124 福本　一葉(2) ﾌｸﾓﾄ ｲﾁﾊ 女子 奈　良 帝塚山中 14.36 93
268 633 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 94
247 174 湊谷　和(2) ﾐﾅﾀﾆ ﾉﾄﾞｶ 女子 奈　良 光陽中 14.37 95
188 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 飛鳥中 14.38 96
237 152 福田 青生(1) ﾌｸﾀﾞ ｱｵ 女子 奈　良 天理西中 14.39 97
201 124 西川　梨々華(3) ﾆｼｶﾜ ﾘﾘｶ 女子 奈　良 帝塚山中 14.40 98
128 63 外山　侑奈(1) ﾄﾔﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 香芝西中 14.42 99
183 106 浦東　紗楽(2) ｳﾗﾋｶﾞｼｻﾗ 女子 奈　良 田原本中 14.42 100
194 120 大東　なな佳(2) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾅﾅｶ 女子 奈　良 伏見中 14.42 101
16 13 岩佐　実咲(1) ｲﾜｻ ﾐｻｷ 女子 京　都 加茂川中 14.43 102
147 67 米田　陽香(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 広陵中 14.44 103
249 174 木谷　夏美(1) ｷﾀﾆ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 光陽中 14.44 104
270 631 粉家　愛美(1) ｺﾔ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.45 105
174 96 吉村　琴葉(2) ﾖｼﾑﾗ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 片塩中 14.46 106
175 96 市川　愛理(1) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾘ 女子 奈　良 片塩中 14.47 107
215 131 武田　咲花(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 14.48 108
53 88 兼田　音姫(2) ｶﾈﾀﾞ ﾈｵ 女子 京　都 太秦中 14.50 109
143 66 谷川　心羽(1) ﾀﾆｶﾞﾜ　ｺｺﾊ 女子 奈　良 上牧中 14.50 110
210 128 立川　奈那(1) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 奈　良 二名中 14.50 111
230 150 松田　煌来(2) ﾏｯﾀ ｷﾗﾗ 女子 奈　良 天理北中 14.50 112
27 12 池野　心結(1) ｲｹﾉ ﾐﾕ 女子 京　都 二条中 14.52 113
195 120 尾﨑　凛緒(2) ｵｻｷ ﾘｵ 女子 奈　良 伏見中 14.53 114
22 43 坂本　芽生(3) ｻｶﾓﾄ ﾒﾊﾞｴ 女子 京　都 立命館中 14.55 115
31 18 妹尾 明咲(2) ｾﾉｵ ﾒｲｻ 女子 京　都 大枝中 14.55 116
211 131 石原　暖子(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｺ 女子 奈　良 三笠中 14.58 117
95 281 鈴木　杏梨(2) ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ 女子 大　阪 高槻中 14.60 118
198 120 山田　梨緒(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 奈　良 伏見中 14.61 119
226 133 北岡　万昊(1) ｷﾀｵｶ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 都南中 14.61 120
17 14 田水　美玖(1) ﾀﾐｽﾞ ﾐｸ 女子 京　都 加茂川中 14.63 121
232 150 長谷川　怜花(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｲｶ 女子 奈　良 天理北中 14.63 122
202 124 藤田　茉央(2) ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ 女子 奈　良 帝塚山中 14.64 123
33 37 髙橋 怜那(2) ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 女子 京　都 洛南中 14.65 124
36 37 竹村 奏音(1) ﾀｹﾑﾗ ｿﾖﾈ 女子 京　都 洛南中 14.65 125
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199 124 上田　愛子(3) ｳｴﾀﾞ ｱｲｺ 女子 奈　良 帝塚山中 14.65 126
157 69 加藤　咲楽(2) ｶﾄｳ ｻｸﾗ 女子 奈　良 王寺南中 14.66 127
163 69 岡本　萌(1) ｵｶﾓﾄ ﾒｲ 女子 奈　良 王寺南中 14.66 128
45 85 今福　紗香(2) ｲﾏﾌｸ　ｻﾔｶ 女子 京　都 樫原中 14.70 129
208 128 西尾　江梨佳(1) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 14.70 130
103 418 鈴木　萌以(2) ｽｽﾞｷ　ﾒｲ 女子 大　阪 石切中 14.72 131
123 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 14.72 132
217 131 西村　陽奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 奈　良 三笠中 14.72 133
227 134 高野　心海(2) ﾀｶﾉ　ｺｺﾐ 女子 奈　良 教育大付属中 14.72 134
229 134 河合　美柚香(1) ｶﾜｲ ﾐﾕｶ 女子 奈　良 教育大付属中 14.78 135
47 85 妻鳥　蒼衣(2) ﾂﾏﾄﾞﾘ　ｱｵｲ 女子 京　都 樫原中 14.80 136
57 88 田中　悠里(2) ﾀﾅｶ ﾕﾘ 女子 京　都 太秦中 14.80 137
58 88 時村　咲希(2) ﾄｷﾑﾗ ｻｷ 女子 京　都 太秦中 14.80 138
77 218 吉岡　優彩(2) ﾖｼｵｶ ﾕｲ 女子 京　都 北城陽中 14.80 139
137 64 西川来夢(2) ﾆｼｶﾜ ﾗﾑ 女子 奈　良 白鳳中 14.80 140
206 128 井上　桜花(2) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 奈　良 二名中 14.80 141
209 128 寄能　百々果(1) ｷﾉｳ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 二名中 14.80 142
212 131 今岸　梨音(2) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 三笠中 14.81 143
167 73 窪田　陽菜(1) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.82 144
66 88 宮原　一花(1) ﾐﾔﾊﾗ ｲﾁｶ 女子 京　都 太秦中 14.89 145
115 44 谷口　莉央(2) ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｵ 女子 奈　良 上中学 14.89 146
178 96 涌田　百亜奈(1) ﾜｸﾀﾞ ﾓｱﾅ 女子 奈　良 片塩中 14.89 147
48 85 横松　知咲希(2) ﾖｺﾏﾂ　ﾁｻｷ 女子 京　都 樫原中 14.90 148
75 8 田代　絢香(2) ﾀｼﾛ ｱﾔｶ 女子 京　都 西城陽中 14.90 149
154 67 蒲原　愛里(1) ｶﾏﾊﾗ ｱｲﾘ 女子 奈　良 広陵中 14.90 150
228 134 門脇　凛乃(1) ｶﾄﾞﾜｷ ﾘﾝﾉ 女子 奈　良 教育大付属中 14.90 151
252 184 岸　紋加(2) ｷｼ ｱﾔｶ 女子 奈　良 桜井西中 14.91 152
101 418 太田　しいか(2) ｵｵﾀ　ｼｲｶ 女子 大　阪 石切中 14.94 153
105 418 吉田　優花(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾕｳｶ 女子 大　阪 石切中 14.95 154
235 152 堀　光希(2) ﾎﾘ ﾐﾂｷ 女子 奈　良 天理西中 14.96 155
65 88 鵜島　夕月(1) ｳｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 太秦中 14.98 156
220 131 三棹　芽依(1) ﾐｻｵ ﾒｲ 女子 奈　良 三笠中 14.99 157
50 85 西山　みそら(1) ﾆｼﾔﾏ ﾐｿﾗ 女子 京　都 樫原中 15.00 158
76 209 西川　徠華(2) ﾆｼｶﾜ ﾗｲｶ 女子 京　都 久御山中 15.00 159
78 218 嶋村　しえり(2) ｼﾏﾑﾗ ｼｴﾘ 女子 京　都 北城陽中 15.00 160
131 64 中村華恵(2) ﾅｶﾑﾗ ﾊﾅｴ 女子 奈　良 白鳳中 15.00 161
161 69 中本　彩心(2) ﾅｶﾓﾄ ｱﾔﾐ 女子 奈　良 王寺南中 15.01 162
224 133 横山　結生(2) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 女子 奈　良 都南中 15.01 163
39 48 淵田　真央(2) ﾌﾁﾀﾞ　ﾏｵ 女子 京　都 洛北附属中 15.02 164
168 82 中尾　樹里(1) ﾅｶｵ　ｼﾞｭﾘ 女子 奈　良 榛原中 15.08 165
196 120 鈴木　千晴(2) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 15.08 166
89 281 冨田　彩佳(3) ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻中 15.09 167
180 98 佐藤　瑠奈(2) ｻﾄｳ ﾙﾅ 女子 奈　良 高田中 15.09 168
41 48 平岡　悠(1) ﾋﾗｵｶ　ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛北附属中 15.11 169
148 67 吉田　有梨花(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｶ 女子 奈　良 広陵中 15.14 170
14 32 小池　真季(2) ｺｲｹ ﾏｷ 女子 京　都 加茂川中 15.15 171
236 152 村上　鈴(2) ﾑﾗｶﾐ ｽｽﾞ 女子 奈　良 天理西中 15.16 172
56 88 清水　綾乃(2) ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 女子 京　都 太秦中 15.23 173
90 281 山岸　結花(3) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｶ 女子 大　阪 高槻中 15.23 174
256 230 荒牧　美羽(1) ｱﾗﾏｷ ﾐｳ 女子 奈　良 斑鳩南中 15.23 175
64 88 木村　芽日花(1) ｷﾑﾗ ﾒｲｶ 女子 京　都 太秦中 15.24 176
179 98 表　美佑(2) ｵﾓﾃ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 高田中 15.24 177
241 173 岩谷　咲季(1) ｲﾜﾀﾆ ｻｷ 女子 奈　良 八木中 15.24 178
169 82 中野　向日葵(1) ﾅｶﾉ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 榛原中 15.25 179
243 173 今西　菜緒(1) ｲﾏﾆｼ ﾅｵ 女子 奈　良 八木中 15.25 180
245 173 槇尾　莉音(1) ﾏｷｵ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 八木中 15.25 181
205 125 安藤　未来(1) ｱﾝﾄﾞｳﾐｸ 女子 奈　良 田原中 15.26 182
244 173 岡本　萌杏(1) ｵｶﾓﾄ ﾓｱ 女子 奈　良 八木中 15.27 183
25 3 南　明李(2) ﾐﾅﾐ ｱｶﾘ 女子 京　都 二条中 15.28 184
182 98 吉村　妙香(1) ﾖｼﾑﾗ ﾀｴｶ 女子 奈　良 高田中 15.28 185
80 218 稲葉　祐愛乃(1) ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾉ 女子 京　都 北城陽中 15.30 186
62 88 梅木　結愛(2) ｳﾒｷ ﾕｲﾅ 女子 京　都 太秦中 15.31 187
88 281 椿　紗枝(3) ﾂﾊﾞｷ ｻｴ 女子 大　阪 高槻中 15.34 188
116 44 山口　樹葵(2) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｲﾂｷ 女子 奈　良 上中学 15.34 189
216 131 玉置　遥加(2) ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 三笠中 15.34 190
165 73 小嶺　葵(2) ｺﾐﾈ ｱｵｲ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.36 191
107 418 坂元　蒼依(1) ｻｶﾓﾄ　ｱｵｲ 女子 大　阪 石切中 15.37 192
96 281 高田　菜々(1) ﾀｶﾀﾞ ﾅﾅ 女子 大　阪 高槻中 15.38 193
225 133 髙橋　穂椛(1) ﾀﾊﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 都南中 15.38 194
59 88 橋口　真胡(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｺ 女子 京　都 太秦中 15.40 195
68 88 山本　ほのか(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 15.43 196
110 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 15.43 197
218 131 大谷　杏花(1) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 奈　良 三笠中 15.44 198
254 230 村山　鈴果(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾘﾝｶ 女子 奈　良 斑鳩南中 15.45 199
159 69 日浦　優夢叶(2) ﾋｳﾗ ﾕﾒｶ 女子 奈　良 王寺南中 15.47 200
164 69 道家　優希菜(1) ﾄﾞｳｹ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 王寺南中 15.47 201
52 88 太田　彩寧(2) ｵｵﾀ ｱﾔﾈ 女子 京　都 太秦中 15.50 202
263 619 山口 心緒(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 15.50 203
94 281 坂元　愛香(3) ｻｶﾓﾄ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 高槻中 15.53 204
255 230 村山　夢果(2) ﾑﾗﾔﾏ ﾕﾒｶ 女子 奈　良 斑鳩南中 15.53 205
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250 183 細川　はな(2) ﾎｿｶﾜ ﾊﾅ 女子 奈　良 桜井東中 15.54 206
152 67 橋本　莉乙(1) ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 女子 奈　良 広陵中 15.55 207
51 88 青山　聖茉莉(2) ｱｵﾔﾏ ﾋﾏﾘ 女子 京　都 太秦中 15.58 208
133 64 大西　玲那(1) ｵｵﾆｼ ﾚﾅ 女子 奈　良 白鳳中 15.58 209
223 133 立花 紗彩(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔ 女子 奈　良 都南中 15.58 210
190 119 前田　みやび(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 富雄南中 15.66 211
72 33 森山　姫凪(2) ﾓﾘﾔﾏ　ﾋﾅ 女子 京　都 泉川中 15.70 212
144 66 上別府　彩名(1) ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ　ｱﾔﾅ 女子 奈　良 上牧中 15.70 213
173 96 古川　准菜(2) ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾅ 女子 奈　良 片塩中 15.70 214
85 237 福西　彩乃(2) ﾌｸﾆｼ ｱﾔﾉ 女子 京　都 南陽高附属中 15.72 215
106 418 垣内　紗音(1) ｶｷｳﾁ　ｽｽﾞﾈ 女子 大　阪 石切中 15.72 216
242 173 金城　光(1) ｶﾈｼﾛ ｱｶﾘ 女子 奈　良 八木中 15.74 217
21 42 橋口　真奈穂(3) ﾊｼｸﾞﾁ ﾏﾅﾎ 女子 京　都 立命館中 15.76 218
162 69 塩田　伊知香(1) ｼｵﾀ ｲﾁｶ 女子 奈　良 王寺南中 15.81 219
119 44 杉山　花音(1) ｽｷﾞﾔﾏ　ｶﾉﾝ 女子 奈　良 上中学 15.86 220
112 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 15.94 221
166 73 吉田　明日香(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.94 222
187 114 佐藤　梨乃(1) ｻﾄｳ ﾘﾉ 女子 奈　良 育英西中 15.97 223
55 88 幸　陽菜多(2) ｻｲﾜｲ ﾋﾅﾀ 女子 京　都 太秦中 16.00 224
67 88 吉崎　茜(1) ﾖｼｻﾞｷ ｱｶﾈ 女子 京　都 太秦中 16.00 225
79 218 浅井　羚雫(1) ｱｻｲ ﾚﾅ 女子 京　都 北城陽中 16.00 226
97 281 村澤　友梨(1) ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻中 16.00 227
98 281 和田　紗奈(1) ﾜﾀﾞ ｻﾅ 女子 大　阪 高槻中 16.00 228
99 281 青木　凛子(1) ｱｵｷ ﾘﾝｺ 女子 大　阪 高槻中 16.00 229
191 119 江越　咲弥(1) ｴｺﾞｼ ｻｸﾔ 女子 奈　良 富雄南中 16.00 230
251 183 今阪　萌華(2) ｲﾏｻｶ ﾓｴｶ 女子 奈　良 桜井東中 16.00 231
214 131 小林　葵花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 女子 奈　良 三笠中 16.02 232
70 88 白尾　優衣花(1) ｼﾗｵ ﾕｲｶ 女子 京　都 太秦中 16.14 233
34 37 長 侑夢奈(2) ｵｻ ﾕﾒﾅ 女子 京　都 洛南中 16.23 234
213 131 大谷　花夏(2) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 奈　良 三笠中 16.23 235
37 37 横山 日咲(1) ﾖｺﾔﾏ ﾋｻｷ 女子 京　都 洛南中 16.32 236
83 218 兒玉　一華(1) ｺﾀﾞﾏ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 16.40 237
109 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 16.41 238
197 120 服部　心春(2) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 16.41 239
181 98 大武　真白(1) ｵｵﾀｹ ﾑｸ 女子 奈　良 高田中 16.42 240
35 37 宝門 優果(1) ﾎｳﾓﾝ ﾕｳｶ 女子 京　都 洛南中 16.48 241
92 281 原田　侑奈(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾅ 女子 大　阪 高槻中 16.56 242
69 88 北村　璃子(1) ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ 女子 京　都 太秦中 16.59 243
135 64 中尾　凜(1) ﾅｶｵ ﾘﾝ 女子 奈　良 白鳳中 16.60 244
134 64 安田　衣知花(1) ﾔｽﾀﾞ ｲﾁｶ 女子 奈　良 白鳳中 16.65 245
136 64 松田　紗奈(1) ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅ 女子 奈　良 白鳳中 16.67 246
120 44 寺井　綾音(1) ﾃﾗｲ　ｱﾔﾈ 女子 奈　良 上中学 16.72 247
129 64 石原　心菜(1) ｲｼﾊﾗ ｺｺﾅ 女子 奈　良 白鳳中 16.79 248
231 150 奥田　怜愛(1) ｵｸﾀﾞ　ﾚﾝｱ 女子 奈　良 天理北中 16.80 249
219 131 原　愛美(1) ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 三笠中 16.83 250
258 230 安部　ひより(1) ｱﾍﾞ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 斑鳩南中 16.89 251
63 88 村上　瑠花(1) ﾑﾗｶﾐ ﾙｶ 女子 京　都 太秦中 16.99 252
132 64 岩佐　真理(1) ｲﾜｻ ﾏﾘ 女子 奈　良 白鳳中 17.00 253
149 67 山口　結愛(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 女子 奈　良 広陵中 17.00 254
186 114 今西　佑奈(1) ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 育英西中 17.16 255
124 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 17.23 256
6 12 城　明子(1) ｼﾞｮｳ ｱｷｺ 女子 京　都 加茂川中 257
7 15 荒木　美依奈(1) ｱﾗｷ ﾐｲﾅ 女子 京　都 加茂川中 258
9 38 里　友結(2) ｻﾄ ﾕｳ 女子 京　都 加茂川中 259
10 41 森重　穂乃花(2) ﾓﾘｼｹﾞ ﾎﾉｶ 女子 京　都 加茂川中 260
18 31 大塚　芭奈(2) ｵｵﾂｶ ﾊﾅ 女子 京　都 加茂川中 261
26 21 吉川　希(1) ﾖｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 二条中 262
60 88 藤田　美咲(2) ﾌｼﾞﾀ ﾐｻｷ 女子 京　都 太秦中 263
61 88 村田　瑠依(2) ﾑﾗﾀ ﾙｲ 女子 京　都 太秦中 264
111 42 萩平　結乃(1) ﾊｷﾞﾋﾗ ﾕﾉ 女子 奈　良 鹿ノ台中 265
125 62 田原　幸子(2) ﾀﾊﾗ ｻﾁｺ 女子 奈　良 王寺中 266
126 62 辻野　咲彩(1) ﾂｼﾞﾉ ｻｱﾔ 女子 奈　良 王寺中 267
127 62 増田　妃那莉(1) ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾘ 女子 奈　良 王寺中 268
204 124 山村　陽花(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 帝塚山中 269
240 173 三橋　美月(1) ﾐﾂﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 女子 奈　良 八木中 270
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117 176 染田　彩那(2) ｿﾒﾀ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 橿原中 14.60 1
61 65 田中　友葉(2) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾊ 女子 奈　良 香芝中 26.65 2
105 150 上田　栞那(3) ｳｴﾀﾞ　ｶﾝﾅ 女子 奈　良 天理北中 26.68 3
107 157 立川　くらら(2) ﾀﾃｶﾜ ｸﾗﾗ 女子 奈　良 天理南中 26.84 4
79 96 市川　遥南(2) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 奈　良 片塩中 27.06 5
65 65 加藤　杏菜(3) ｶﾄｳ　ｱﾝﾅ 女子 奈　良 香芝中 27.20 6
53 44 長福　咲(2) ﾁｮｳﾌｸ　ｻｷ 女子 奈　良 上中学 27.32 7
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67 66 橋本　侑奈(1) ﾊｼﾓﾄ　ﾕﾅ 女子 奈　良 上牧中 27.50 8
3 36 賀田野　史奈(2) ｶﾀﾉ ﾌﾐﾅ 女子 京　都 加茂川中 27.63 9

122 628 植田　愛彩(2) ｳｴﾀﾞ ｱｲｻ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 27.68 10
120 614 中西 葵(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵｲ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 27.80 11
63 65 栗原　空(1) ｸﾘﾊﾗ ｿﾗ 女子 奈　良 香芝中 27.85 12
70 67 尾﨑　実夢(2) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 広陵中 27.96 13
115 174 山田　桃香(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 光陽中 28.10 14
66 66 池田　蓮夢音(2) ｲｹﾀﾞ　ﾚﾉﾝ 女子 奈　良 上牧中 28.20 15
68 66 福井　寧々(1) ﾌｸｲ　ﾈﾈ 女子 奈　良 上牧中 28.20 16
124 636 三輪　華音(2) ﾐﾜ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 28.30 17
60 65 立部　彩葉(2) ﾀﾃﾍﾞ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 香芝中 28.31 18
15 22 木藤田 みく(2) ｷﾄﾀﾞ ﾐｸ 女子 京　都 大枝中 28.34 19
80 96 木村　真子(2) ｷﾑﾗ ﾏｺ 女子 奈　良 片塩中 28.39 20
97 128 吉川　瑠依(2) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 二名中 28.40 21
126 205 中嶋　彩乃(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾔﾉ 女子 京　都 長岡第二中 28.45 22
71 67 松井　奏澄(1) ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 28.50 23
16 20 重田 夏歩(2) ｼｹﾞﾀ ｶﾎ 女子 京　都 大枝中 28.55 24
21 37 塩満 琴(3) ｼｵﾐﾂ ｺﾄ 女子 京　都 洛南中 28.57 25
17 37 大橋 花帆(2) ｵｵﾊｼ ｶﾎ 女子 京　都 洛南中 28.65 26
72 69 稲田　杏莉(2) ｲﾅﾀﾞ ｱﾝﾘ 女子 奈　良 王寺南中 28.68 27
78 87 今西　伶(2) ｲﾏﾆｼ ﾚｲ 女子 奈　良 御杖中 28.72 28
69 67 安達　咲花(2) ｱﾀﾞﾁ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 広陵中 28.78 29
114 174 湊谷　和(2) ﾐﾅﾀﾆ ﾉﾄﾞｶ 女子 奈　良 光陽中 28.92 30
25 85 池上　朋香(2) ｲｹｶﾞﾐ　ﾄﾓｶ 女子 京　都 樫原中 29.00 31
121 618 村上 蒼彩(1) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 29.00 32
95 124 松田　愛華(3) ﾏﾂﾀﾞ ｱｲｶ 女子 奈　良 帝塚山中 29.30 33
46 218 菊岡　栞里(1) ｷｸｵｶ ｼｵﾘ 女子 京　都 北城陽中 29.50 34
11 3 山本　沙代子(1) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾖｺ 女子 京　都 立命館中 29.85 35
108 157 中嶋　楽夢音(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾑﾈ 女子 奈　良 天理南中 29.86 36
23 48 斉藤　さくら(3) ｻｲﾄｳ　ｻｸﾗ 女子 京　都 洛北附属中 29.90 37
98 128 寄能　百々果(1) ｷﾉｳ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 二名中 29.90 38
123 633 竹下　まどか(2) ﾀｹｼﾀ ﾏﾄﾞｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 29.99 39
27 85 千本木　こと音(1) ｾﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｺﾄﾈ 女子 京　都 樫原中 30.00 40
47 218 橋本　一花(1) ﾊｼﾓﾄ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 30.00 41
62 65 赤穂　惺那(2) ｱｶﾎ ｾｲﾅ 女子 奈　良 香芝中 30.01 42
96 124 福本　一葉(2) ﾌｸﾓﾄ ｲﾁﾊ 女子 奈　良 帝塚山中 30.01 43
10 43 坂本　芽生(3) ｻｶﾓﾄ ﾒﾊﾞｴ 女子 京　都 立命館中 30.08 44
113 173 今井　美沙希(1) ｲﾏｲ ﾐｻｷ 女子 奈　良 八木中 30.09 45
41 110 戸崎 羽南(2) ﾄｻﾞｷ ﾊﾅ 女子 京　都 田辺中 30.13 46
90 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 飛鳥中 30.26 47
50 418 芳村　咲羽(1) ﾖｼﾑﾗ　ｻﾜ 女子 大　阪 石切中 30.31 48
111 157 東口　実暖(1) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ　ﾐﾊﾙ 女子 奈　良 天理南中 30.38 49
106 152 中村　優里(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘ 女子 奈　良 天理西中 30.40 50
102 150 松田　煌来(2) ﾏｯﾀ ｷﾗﾗ 女子 奈　良 天理北中 30.44 51
43 218 吉岡　優彩(2) ﾖｼｵｶ ﾕｲ 女子 京　都 北城陽中 30.50 52
125 631 粉家　愛美(1) ｺﾔ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 30.60 53
109 157 前家　妃夏(1) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 30.61 54
54 44 熊倉　帆花(2) ｸﾏｸﾗ　ﾎﾉｶ 女子 奈　良 上中学 30.74 55
45 218 覚幸　結香(1) ｶｸｺｳ ﾕｲｶ 女子 京　都 北城陽中 30.80 56
103 150 井上　杏珠(1) ｲﾉｳｴ ｱﾝｼﾞｭ 女子 奈　良 天理北中 30.84 57
93 120 藤川　麗奈(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾅ 女子 奈　良 伏見中 30.93 58
75 73 小嶺　葵(2) ｺﾐﾈ ｱｵｲ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 30.94 59
116 176 岡本　結里(2) ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 女子 奈　良 橿原中 31.00 60
100 131 西村　陽奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 奈　良 三笠中 31.04 61
59 58 西田　琴音(1) ﾆｼﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 香芝北中 31.18 62
2 35 亀山　采里子(2) ｶﾒﾔﾏ ﾄﾘｺ 女子 京　都 加茂川中 31.24 63
49 281 山岸　結花(3) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｶ 女子 大　阪 高槻中 31.35 64
118 183 細川　はな(2) ﾎｿｶﾜ ﾊﾅ 女子 奈　良 桜井東中 31.36 65
42 8 田代　絢香(2) ﾀｼﾛ ｱﾔｶ 女子 京　都 西城陽中 31.50 66
44 218 稲葉　祐愛乃(1) ｲﾅﾊﾞ ﾕﾒﾉ 女子 京　都 北城陽中 31.50 67
55 44 谷口　莉央(2) ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｵ 女子 奈　良 上中学 31.55 68
87 98 村木　空音(2) ﾑﾗｷ ｿﾗﾈ 女子 奈　良 高田中 31.70 69
56 44 山口　樹葵(2) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｲﾂｷ 女子 奈　良 上中学 31.75 70
77 73 窪田　陽菜(1) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 31.84 71
91 118 山田　菜鈴(2) ﾔﾏﾀﾞ　ﾅｽｽﾞ 女子 奈　良 飛鳥中 31.91 72
58 58 松榮　芹菜(2) ﾏﾂｴ ｾﾘﾅ 女子 奈　良 香芝北中 31.94 73
64 65 梅田　彩朱花(1) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 31.95 74
26 85 田代　明香(2) ﾀｼﾛ ﾒｲｶ 女子 京　都 樫原中 32.00 75
28 85 西山　みそら(1) ﾆｼﾔﾏ ﾐｿﾗ 女子 京　都 樫原中 32.00 76
51 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 32.68 77
74 69 道家　優希菜(1) ﾄﾞｳｹ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 王寺南中 32.80 78
92 120 鈴木　千晴(2) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 32.81 79
73 69 塩田　伊知香(1) ｼｵﾀ ｲﾁｶ 女子 奈　良 王寺南中 32.87 80
89 114 佐藤　梨乃(1) ｻﾄｳ ﾘﾉ 女子 奈　良 育英西中 32.91 81
48 281 冨田　彩佳(3) ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻中 33.10 82
82 96 吉村　琴葉(2) ﾖｼﾑﾗ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 片塩中 33.26 83
81 96 古川　准菜(2) ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾅ 女子 奈　良 片塩中 33.71 84
119 183 奥谷　心菜(1) ｵｸﾀﾆ ｺｺﾅ 女子 奈　良 桜井東中 33.91 85
104 150 奥田　怜愛(1) ｵｸﾀﾞ　ﾚﾝｱ 女子 奈　良 天理北中 33.94 86
76 73 吉田　明日香(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 34.18 87
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**************************************
* 女子中学 ２００ｍ *
**************************************
126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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
99 131 大谷　花夏(2) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 奈　良 三笠中 34.40 88
94 120 塚月　彩芭(1) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 伏見中 34.59 89
101 131 大谷　杏花(1) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 奈　良 三笠中 34.92 90
110 157 山際　桜空(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 天理南中 36.03 91
1 17 安中　真依(1) ﾔｽﾅｶ ﾏｲ 女子 京　都 加茂川中 92
4 34 法貴　紗希(2) ﾎｳｷ ｻｷ 女子 京　都 加茂川中 93
5 32 小池　真季(2) ｺｲｹ ﾏｷ 女子 京　都 加茂川中 94
6 18 谷脇　杏実(1) ﾀﾆﾜｷ ｱﾐ 女子 京　都 加茂川中 95
7 13 岩佐　実咲(1) ｲﾜｻ ﾐｻｷ 女子 京　都 加茂川中 96
8 14 田水　美玖(1) ﾀﾐｽﾞ ﾐｸ 女子 京　都 加茂川中 97
9 16 古谷　紗英(1) ﾌﾙﾔ ｻｴ 女子 京　都 加茂川中 98
12 13 入倉　亜咲美(1) ｲﾘｸﾗ ｱｻﾐ 女子 京　都 二条中 99
13 3 南　明李(2) ﾐﾅﾐ ｱｶﾘ 女子 京　都 二条中 100
14 15 小川　麗(1) ｵｶﾞﾜ ｳﾗﾗ 女子 京　都 二条中 101
18 37 宝門 優果(1) ﾎｳﾓﾝ ﾕｳｶ 女子 京　都 洛南中 102
19 37 竹村 奏音(1) ﾀｹﾑﾗ ｿﾖﾈ 女子 京　都 洛南中 103
20 37 横山 日咲(1) ﾖｺﾔﾏ ﾋｻｷ 女子 京　都 洛南中 104
22 48 淵田　真央(2) ﾌﾁﾀﾞ　ﾏｵ 女子 京　都 洛北附属中 105
24 48 平岡　悠(1) ﾋﾗｵｶ　ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛北附属中 106
29 88 青山　聖茉莉(2) ｱｵﾔﾏ ﾋﾏﾘ 女子 京　都 太秦中 107
30 88 兼田　音姫(2) ｶﾈﾀﾞ ﾈｵ 女子 京　都 太秦中 108
31 88 清水　綾乃(2) ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾉ 女子 京　都 太秦中 109
32 88 橋口　真胡(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｺ 女子 京　都 太秦中 110
33 88 村上　瑠花(1) ﾑﾗｶﾐ ﾙｶ 女子 京　都 太秦中 111
34 88 木村　芽日花(1) ｷﾑﾗ ﾒｲｶ 女子 京　都 太秦中 112
35 88 鵜島　夕月(1) ｳｼﾞﾏ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 太秦中 113
36 88 宮原　一花(1) ﾐﾔﾊﾗ ｲﾁｶ 女子 京　都 太秦中 114
37 88 吉崎　茜(1) ﾖｼｻﾞｷ ｱｶﾈ 女子 京　都 太秦中 115
38 88 山本　ほのか(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 116
39 88 北村　璃子(1) ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ 女子 京　都 太秦中 117
40 88 白尾　優衣花(1) ｼﾗｵ ﾕｲｶ 女子 京　都 太秦中 118
52 42 萩平　結乃(1) ﾊｷﾞﾋﾗ ﾕﾉ 女子 奈　良 鹿ノ台中 119
57 44 田中　涼(1) ﾀﾅｶ　ｽｽﾞ 女子 奈　良 上中学 120
83 96 市川　愛理(1) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾘ 女子 奈　良 片塩中 121
84 96 島　穂那美(1) ｼﾏ ﾎﾅﾐ 女子 奈　良 片塩中 122
85 96 中岡　心愛(1) ﾅｶｵｶ ｺｺﾅ 女子 奈　良 片塩中 123
86 96 涌田　百亜奈(1) ﾜｸﾀﾞ ﾓｱﾅ 女子 奈　良 片塩中 124
88 114 今西　佑奈(1) ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 育英西中 125
112 173 今西　菜緒(1) ｲﾏﾆｼ ﾅｵ 女子 奈　良 八木中 126

**********************************************************
* 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************
52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 2811 菊田　彩(3) ｷｸﾀ ｱﾔ 女子 愛　知 TSM 14.55 1
2 2814 椎屋 怜奈(3) ｼｲﾔ ﾚｲﾅ 女子 愛　知 TSM 14.84 2
38 96 木村　真子(2) ｷﾑﾗ ﾏｺ 女子 奈　良 片塩中 15.00 3
46 133 横山　結生(2) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 女子 奈　良 都南中 15.01 4
51 71 長鴫　海凪(3) ﾅｶﾞｼｷﾞﾐﾅｷﾞ 女子 京　都 京都光華中 15.35 5
3 2817 野村　美結(3) ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 女子 愛　知 TSM 15.48 6
4 2821 岡本　彩里(2) ｵｶﾓﾄ　ｱｲﾘ 女子 愛　知 TSM 15.55 7
29 418 西村　和菜(3) ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾅ 女子 大　阪 石切中 15.61 8
12 39 中川　真綾(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｱﾔ 女子 京　都 加茂川中 15.79 9
24 225 杉岡　真歩(2) ｽｷﾞｵｶ ﾏﾎ 女子 京　都 詳徳中 16.15 10
21 51 大西　璃香(2) ｵｵﾆｼ　ﾘｶ 女子 京　都 泉川中 16.81 11
50 610 今中　星奈(1) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 16.97 12
17 71 原田　詩音(2) ﾊﾗﾀﾞｳﾀﾈ 女子 京　都 京都光華中 17.00 13
25 281 中村　亜依未(3) ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾐ 女子 大　阪 高槻中 17.23 14
14 41 森重　穂乃花(2) ﾓﾘｼｹﾞ ﾎﾉｶ 女子 京　都 加茂川中 17.24 15
36 69 松岡　美空(2) ﾏﾂｵｶ ﾐｸ 女子 奈　良 王寺南中 17.26 16
40 119 林　美央里(1) ﾊﾔｼ ﾐｵﾘ 女子 奈　良 富雄南中 17.49 17
16 37 大橋 花帆(2) ｵｵﾊｼ ｶﾎ 女子 京　都 洛南中 17.50 18
19 88 田中　悠里(2) ﾀﾅｶ ﾕﾘ 女子 京　都 太秦中 17.56 19
5 2823 加藤　あす葉(2) ｶﾄｳ　ｱｽﾊ 女子 愛　知 TSM 17.67 20
6 2824 小林　侑佳(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ 女子 愛　知 TSM 17.83 21
35 69 木村　悠里(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾘ 女子 奈　良 王寺南中 17.93 22
22 6 岡崎　美佐希(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 京　都 西城陽中 18.00 23
7 2827 辻阪 凛音(2) ﾂｼﾞｻｶ　ﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 18.06 24
8 2828 船水　琴未(2) ﾌﾅﾐｽﾞ　ｺﾄﾐ 女子 愛　知 TSM 18.37 25
43 128 西尾　江梨佳(1) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 18.50 26
44 128 立川　奈那(1) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 奈　良 二名中 18.50 27
13 38 里　友結(2) ｻﾄ ﾕｳ 女子 京　都 加茂川中 18.51 28
39 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 飛鳥中 19.08 29
9 2829 松本　紗直(2) ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾅ 女子 愛　知 TSM 19.37 30
47 152 原田　麗未(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾐ 女子 奈　良 天理西中 19.58 31
20 88 橋口　真胡(2) ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｺ 女子 京　都 太秦中 19.60 32
30 44 梶原　実桜(1) ｶｼﾞﾊﾗ　ﾐｵ 女子 奈　良 上中学 19.83 33
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**********************************************************
* 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************
52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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
49 184 大谷　璃央(1) ｵｵﾀﾆ ﾘｵ 女子 奈　良 桜井西中 19.93 34
48 152 村上　鈴(2) ﾑﾗｶﾐ ｽｽﾞ 女子 奈　良 天理西中 19.98 35
18 85 安川　璃子(1) ﾔｽｶﾜ ﾘｺ 女子 京　都 樫原中 20.00 36
52 63 河上　絢音(1) ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 香芝西中 21.00 37
15 21 吉川　希(1) ﾖｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 二条中 21.26 38
37 82 山城　希楓(1) ﾔﾏｼﾛ　ﾉﾉｶ 女子 奈　良 榛原中 21.79 39
23 209 井亦　藍那(1) ｲﾏﾀ ｱｲﾅ 女子 京　都 久御山中 22.00 40
45 131 峠田　紗奈(1) ﾀｵﾀﾞ ｻﾅ 女子 奈　良 三笠中 22.21 41
26 281 村澤　友梨(1) ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻中 23.00 42
27 281 前田　若菜(1) ﾏｴﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 大　阪 高槻中 23.00 43
28 281 青木　凛子(1) ｱｵｷ ﾘﾝｺ 女子 大　阪 高槻中 23.03 44
10 12 城　明子(1) ｼﾞｮｳ ｱｷｺ 女子 京　都 加茂川中 45
11 15 荒木　美依奈(1) ｱﾗｷ ﾐｲﾅ 女子 京　都 加茂川中 46
31 58 福岡　佐紀(1) ﾌｸｵｶ ｻｷ 女子 奈　良 香芝北中 47
32 62 増田　妃那莉(1) ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅﾘ 女子 奈　良 王寺中 48
33 63 西岡　美紅(1) ﾆｼｵｶ ﾐｸ 女子 奈　良 香芝西中 49
34 63 百相　真優(1) ﾓｱｲ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 香芝西中 50
41 124 西川　梨々華(3) ﾆｼｶﾜ ﾘﾘｶ 女子 奈　良 帝塚山中 51
42 125 安藤　未来(1) ｱﾝﾄﾞｳﾐｸ 女子 奈　良 田原中 52

**********************************
* 女子中学 棒高跳 *
**********************************
2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 浦東　紗楽(2) ｳﾗﾋｶﾞｼｻﾗ 女子 奈　良 田原本中 2m40 1
2 106 梅本　実佳(1) ｳﾒﾓﾄﾐｶ 女子 奈　良 田原本中 2

**********************************
* 女子中学 走高跳 *
**********************************
26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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
5 281 藤本　怜花(3) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲｶ 女子 大　阪 高槻中 1m55 1
16 106 桝田　芽依(2) ﾏｽﾀﾞﾒｲ 女子 奈　良 田原本中 1m55 2
13 69 青野　成珠(2) ｱｵﾉ ﾅﾙﾐ 女子 奈　良 王寺南中 1m53 3
25 184 寺前　結菜(3) ﾃﾗﾏｴ ﾕｲﾅ 女子 奈　良 桜井西中 1m52 4
15 106 藤森　愛央(2) ﾌｼﾞﾓﾘﾏｵ 女子 奈　良 田原本中 1m48 5
4 281 村田　はるな(3) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 高槻中 1m45 6
17 106 小林　愛菜(1) ｺﾊﾞﾔｼｱｲﾅ 女子 奈　良 田原本中 1m42 7
22 128 井上　桜花(2) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 奈　良 二名中 1m36 8
1 85 岡　想響(2) ｵｶ　ｻｷｮｳ 女子 京　都 樫原中 1m35 9
6 418 太田　しいか(2) ｵｵﾀ　ｼｲｶ 女子 大　阪 石切中 1m30 10
9 64 吉川春菜(2) ﾖｼｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 奈　良 白鳳中 1m30 11
11 66 谷川　心羽(1) ﾀﾆｶﾞﾜ　ｺｺﾊ 女子 奈　良 上牧中 1m30 12
21 124 西尾　香名子(2) ﾆｼｵ ｶﾅｺ 女子 奈　良 帝塚山中 1m30 13
2 85 安川　璃子(1) ﾔｽｶﾜ ﾘｺ 女子 京　都 樫原中 1m25 14
7 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 1m25 15
12 66 上別府　彩名(1) ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ　ｱﾔﾅ 女子 奈　良 上牧中 1m25 16
24 176 岡本　結里(2) ｵｶﾓﾄ ﾕﾘ 女子 奈　良 橿原中 1m25 17
20 120 藤川　麗奈(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾅ 女子 奈　良 伏見中 1m23 18
14 98 吉村　妙香(1) ﾖｼﾑﾗ ﾀｴｶ 女子 奈　良 高田中 1m15 19
18 118 中嶋　萌愛(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｱ 女子 奈　良 飛鳥中 1m15 20
19 120 服部　心春(2) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 奈　良 伏見中 1m10 21
3 88 山本　ほのか(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 22
8 62 辻野　咲彩(1) ﾂｼﾞﾉ ｻｱﾔ 女子 奈　良 王寺中 23
10 64 安田　衣知花(1) ﾔｽﾀﾞ ｲﾁｶ 女子 奈　良 白鳳中 24
23 173 三橋　美月(1) ﾐﾂﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 女子 奈　良 八木中 25
26 2310 田中　友梨(2) ﾀﾅｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 至学館大学 26

**********************************
* 女子中学 走幅跳 *
**********************************
83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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
81 524 堀口　涼愛(3) ﾎﾘｸﾞﾁ　ｽｽﾞｴ 女子 奈　良 奈良陸協 5m43 1
5 71 細江　夏和(2) ﾎｿｴﾅﾅ 女子 京　都 京都光華中 5m25 2
72 173 西本　真琴(2) ﾆｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 女子 奈　良 八木中 5m06 3
32 66 瀧本　明莉(1) ﾀｷﾓﾄ　ｱｶﾘ 女子 奈　良 上牧中 5m01 4
1 33 西村　玲奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾚﾅ 女子 京　都 加茂川中 4m93 5
21 44 鈴木　絢(2) ｽｽﾞｷ　ｱﾔ 女子 奈　良 上中学 4m83 6
76 184 寺前　結菜(3) ﾃﾗﾏｴ ﾕｲﾅ 女子 奈　良 桜井西中 4m77 7
12 7 新谷　弥栄乃(2) ｼﾝﾀﾆ ﾔｴﾉ 女子 京　都 西城陽中 4m66 8
82 618 村上 蒼彩(1) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4m65 9
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**********************************
* 女子中学 走幅跳 *
**********************************
83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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
67 157 殿村　佳子(2) ﾄﾉﾑﾗ ｶｺ 女子 奈　良 天理南中 4m60 10
35 67 木村　芽生(3) ｷﾑﾗ ﾒｲ 女子 奈　良 広陵中 4m54 11
27 64 大谷紗夕里(2) ｵｵﾀﾆ ｻﾕﾘ 女子 奈　良 白鳳中 4m45 12
74 174 藤本　杏奈(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 光陽中 4m43 13
64 133 前田　葵月(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞ 女子 奈　良 都南中 4m38 14
10 110 谷川 まひる(2) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾋﾙ 女子 京　都 田辺中 4m34 15
26 63 中里　有愛(1) ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｱ 女子 奈　良 香芝西中 4m27 16
53 120 大東　なな佳(2) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾅﾅｶ 女子 奈　良 伏見中 4m27 17
7 88 時村　咲希(2) ﾄｷﾑﾗ ｻｷ 女子 京　都 太秦中 4m21 18
6 71 角間　愛心(1) ｶｸﾏｱｲﾐ 女子 京　都 京都光華中 4m20 19
11 6 岡崎　美佐希(2) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 京　都 西城陽中 4m20 20
75 176 染田　彩那(2) ｿﾒﾀ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 橿原中 4m20 21
78 184 岸　紋加(2) ｷｼ ｱﾔｶ 女子 奈　良 桜井西中 4m18 22
46 98 村木　空音(2) ﾑﾗｷ ｿﾗﾈ 女子 奈　良 高田中 4m17 23
14 281 椿　紗枝(3) ﾂﾊﾞｷ ｻｴ 女子 大　阪 高槻中 4m13 24
15 281 鈴木　杏梨(2) ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ 女子 大　阪 高槻中 4m13 25
37 69 井上　琴音(2) ｲﾉｳｴ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 王寺南中 4m10 26
33 67 吉田　有梨花(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕﾘｶ 女子 奈　良 広陵中 4m05 27
43 82 近處　ゆず希(2) ｷﾝｼﾞｮ　ﾕｽﾞｷ 女子 奈　良 榛原中 4m05 28
83 619 山口 心緒(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4m03 29
13 209 坂本　　杏(1) ｻｶﾓﾄ ｱﾝ 女子 京　都 久御山中 4m02 30
45 96 涌田　百亜奈(1) ﾜｸﾀﾞ ﾓｱﾅ 女子 奈　良 片塩中 4m02 31
16 281 高田　菜々(1) ﾀｶﾀﾞ ﾅﾅ 女子 大　阪 高槻中 4m01 32
29 64 藤川絢音(2) ﾌｼﾞｶﾜ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 白鳳中 4m00 33
66 152 福田 青生(1) ﾌｸﾀﾞ ｱｵ 女子 奈　良 天理西中 4m00 34
23 58 西田　琴音(1) ﾆｼﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 香芝北中 3m98 35
39 69 三好　まのあ(2) ﾐﾖｼ ﾏﾉｱ 女子 奈　良 王寺南中 3m94 36
22 58 松榮　芹菜(2) ﾏﾂｴ ｾﾘﾅ 女子 奈　良 香芝北中 3m92 37
42 82 藤田　あかり(1) ﾌｼﾞﾀ　ｱｶﾘ 女子 奈　良 榛原中 3m92 38
73 173 山中　理央奈(1) ﾔﾏﾅｶ ﾘｵﾅ 女子 奈　良 八木中 3m86 39
38 69 小川　凜(2) ｵｶﾞﾜ ﾘﾝ 女子 奈　良 王寺南中 3m83 40
18 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 3m80 41
50 119 櫻井　育美(2) ｻｸﾗｲ ｲｸﾐ 女子 奈　良 富雄南中 3m80 42
30 65 東　美彩希(2) ﾋｶﾞｼ ﾐｻｷ 女子 奈　良 香芝中 3m79 43
49 118 反田　留琉子(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾙﾙﾈ 女子 奈　良 飛鳥中 3m78 44
77 184 大谷　瑠唯(2) ｵｵﾀﾆ ﾙｲ 女子 奈　良 桜井西中 3m78 45
51 119 前田　みやび(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 富雄南中 3m71 46
25 63 河上　絢音(1) ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 香芝西中 3m70 47
28 64 大西　玲那(1) ｵｵﾆｼ ﾚﾅ 女子 奈　良 白鳳中 3m68 48
48 106 吉田　裕香(1) ﾖｼﾀﾞﾕｳｶ 女子 奈　良 田原本中 3m66 49
31 65 村上　咲月(1) ﾑﾗｶﾐ ｻﾂｷ 女子 奈　良 香芝中 3m63 50
8 88 村田　瑠依(2) ﾑﾗﾀ ﾙｲ 女子 京　都 太秦中 3m62 51
41 82 中尾　樹里(1) ﾅｶｵ　ｼﾞｭﾘ 女子 奈　良 榛原中 3m62 52
40 69 岡本　萌(1) ｵｶﾓﾄ ﾒｲ 女子 奈　良 王寺南中 3m57 53
20 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 3m54 54
65 133 立花 紗彩(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔ 女子 奈　良 都南中 3m52 55
47 98 大武　真白(1) ｵｵﾀｹ ﾑｸ 女子 奈　良 高田中 3m51 56
59 131 玉置　遥加(2) ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 三笠中 3m44 57
54 120 田口　朱音(1) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 奈　良 伏見中 3m37 58
17 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 3m35 59
56 131 石原　暖子(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｺ 女子 奈　良 三笠中 3m17 60
70 157 山際　桜空(1) ﾔﾏｷﾞﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 天理南中 3m17 61
52 119 藤井　夏子(1) ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 女子 奈　良 富雄南中 3m13 62
34 67 山口　結愛(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 女子 奈　良 広陵中 3m01 63
80 230 平田　綾凛(1) ﾋﾗﾀ ｱﾔﾘ 女子 奈　良 斑鳩南中 2m92 64
2 31 大塚　芭奈(2) ｵｵﾂｶ ﾊﾅ 女子 京　都 加茂川中 65
3 12 池野　心結(1) ｲｹﾉ ﾐﾕ 女子 京　都 二条中 66
4 15 小川　麗(1) ｵｶﾞﾜ ｳﾗﾗ 女子 京　都 二条中 67
9 88 梅木　結愛(2) ｳﾒｷ ﾕｲﾅ 女子 京　都 太秦中 68
19 42 萩平　結乃(1) ﾊｷﾞﾋﾗ ﾕﾉ 女子 奈　良 鹿ノ台中 69
24 62 田原　幸子(2) ﾀﾊﾗ ｻﾁｺ 女子 奈　良 王寺中 70
36 69 木村　悠里(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾘ 女子 奈　良 王寺南中 71
44 96 島　穂那美(1) ｼﾏ ﾎﾅﾐ 女子 奈　良 片塩中 72
55 124 山村　陽花(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 帝塚山中 73
57 131 小林　葵花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 女子 奈　良 三笠中 74
58 131 武田　咲花(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 75
60 131 西村　陽奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 奈　良 三笠中 76
61 131 杉本　華凪(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 77
62 131 原　愛美(1) ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 三笠中 78
63 131 三棹　芽依(1) ﾐｻｵ ﾒｲ 女子 奈　良 三笠中 79
68 157 中嶋　楽夢音(1) ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾑﾈ 女子 奈　良 天理南中 80
69 157 前家　妃夏(1) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 81
71 157 東口　実暖(1) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ　ﾐﾊﾙ 女子 奈　良 天理南中 82
79 184 西山　姫世華(2) ﾆｼﾔﾏ ｷﾖｶ 女子 奈　良 桜井西中 83
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****************************************************
* 女子中学 砲丸投(2.721kg) *
****************************************************
41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 71 原田　詩音(2) ﾊﾗﾀﾞｳﾀﾈ 女子 京　都 京都光華中 12m95 1
5 37 松元 花(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 女子 京　都 洛南中 12m25 2
39 184 山口　琉奈(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙﾅ 女子 奈　良 桜井西中 11m90 3
41 157 井川　友希名(1) ｲｶﾜ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 天理南中 10m17 4
2 37 髙橋 怜那(2) ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 女子 京　都 洛南中 9m73 5
22 64 浦野澪(2) ｳﾗﾉ ﾐｵ 女子 奈　良 白鳳中 9m71 6
35 173 石井　友希菜(2) ｲｼｲ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 八木中 9m65 7
32 128 長岡　美未来(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 奈　良 二名中 9m50 8
4 37 鳳﨑 葵(3) ﾎｳｻﾞｷ ｱｵｲ 女子 京　都 洛南中 9m15 9
34 152 梶岡　蒼菜(1) ｶｼﾞｵｶ ｿﾅ 女子 奈　良 天理西中 8m90 10
16 281 澤井　希(3) ｻﾜｲ ﾉｿﾞﾐ 女子 大　阪 高槻中 8m43 11
14 50 森下　もも(2) ﾓﾘｼﾀ　ﾓﾓ 女子 京　都 泉川中 8m30 12
8 71 澤村　彩花(1) ｻﾜﾑﾗｱﾔｶ 女子 京　都 京都光華中 8m27 13
25 67 米田　陽香(2) ﾖﾈﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 広陵中 8m24 14
20 58 萱　紗弓(2) ｶﾔ ｻﾕﾐ 女子 奈　良 香芝北中 8m22 15
21 63 亀井　咲羽(1) ｶﾒｲ ｻﾜ 女子 奈　良 香芝西中 8m12 16
6 71 山田　奈緒(2) ﾔﾏﾀﾞﾅｵ 女子 京　都 京都光華中 8m00 17
27 82 福西　玲依(1) ﾌｸﾆｼ　ﾚｲ 女子 奈　良 榛原中 7m89 18
36 173 清水　裕理(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾘ 女子 奈　良 八木中 7m87 19
3 37 長 侑夢奈(2) ｵｻ ﾕﾒﾅ 女子 京　都 洛南中 7m52 20
9 85 坂戸　優芽(1) ｻｶﾄ ﾕﾒ 女子 京　都 樫原中 7m50 21
30 106 舟橋　礼(1) ﾌﾅﾊｼﾚｲ 女子 奈　良 田原本中 7m35 22
33 150 髙佐　詩風(1) ｺｳｻ ｼｲｶ 女子 奈　良 天理北中 7m01 23
15 218 嶋村　しえり(2) ｼﾏﾑﾗ ｼｴﾘ 女子 京　都 北城陽中 7m00 24
31 118 山田　菜鈴(2) ﾔﾏﾀﾞ　ﾅｽｽﾞ 女子 奈　良 飛鳥中 6m79 25
24 65 植田　姫菜珠(2) ｳｴﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 香芝中 6m66 26
17 281 坂元　愛香(3) ｻｶﾓﾄ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 高槻中 6m12 27
37 183 今阪　萌華(2) ｲﾏｻｶ ﾓｴｶ 女子 奈　良 桜井東中 6m12 28
10 85 宮﨑　小波(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾅﾐ 女子 京　都 樫原中 6m00 29
29 98 表　美佑(2) ｵﾓﾃ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 高田中 5m88 30
19 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 5m84 31
28 82 大野　結愛(1) ｵｵﾉ　ﾕｱ 女子 奈　良 榛原中 5m75 32
1 17 城市　瑠菜(1) ｼﾞｮｳｲﾁ ﾙﾅ 女子 京　都 二条中 5m48 33
23 64 松田　紗奈(1) ﾏﾂﾀﾞ ｻﾅ 女子 奈　良 白鳳中 5m00 34
40 615 丹羽 夏音(1) ﾆﾜ ﾅﾂﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4m50 35
26 69 中本　彩心(2) ﾅｶﾓﾄ ｱﾔﾐ 女子 奈　良 王寺南中 4m10 36
11 88 藤田　美咲(2) ﾌｼﾞﾀ ﾐｻｷ 女子 京　都 太秦中 37
12 88 村上　瑠花(1) ﾑﾗｶﾐ ﾙｶ 女子 京　都 太秦中 38
13 88 吉崎　茜(1) ﾖｼｻﾞｷ ｱｶﾈ 女子 京　都 太秦中 39
18 11 稲葉　陽菜(1) ｲﾅﾊﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 御所中 40
38 183 奥谷　心菜(1) ｵｸﾀﾆ ｺｺﾅ 女子 奈　良 桜井東中 41

****************************************************
* 女子中学 円盤投(1.000kg) *
****************************************************
27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 2831 岩田 明樺梨(3) ｲﾜﾀ　ｱｶﾘ 女子 愛　知 TSM 31m01 1
21 87 小田　愛央(2) ｵﾀ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 御杖中 30m37 2
9 37 鳳﨑 葵(3) ﾎｳｻﾞｷ ｱｵｲ 女子 京　都 洛南中 29m53 3
16 58 萱　紗弓(2) ｶﾔ ｻﾕﾐ 女子 奈　良 香芝北中 25m79 4
4 2828 船水　琴未(2) ﾌﾅﾐｽﾞ　ｺﾄﾐ 女子 愛　知 TSM 24m72 5
2 2824 小林　侑佳(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲｶ 女子 愛　知 TSM 23m18 6
10 37 松元 花(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾅ 女子 京　都 洛南中 22m35 7
27 157 井川　友希名(1) ｲｶﾜ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 天理南中 22m33 8
3 2827 辻阪 凛音(2) ﾂｼﾞｻｶ　ﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 22m09 9
22 106 丹波　歩奈(1) ﾀﾝﾊﾞｱﾕﾅ 女子 奈　良 田原本中 21m80 10
8 37 長 侑夢奈(2) ｵｻ ﾕﾒﾅ 女子 京　都 洛南中 20m62 11
11 71 山田　奈緒(2) ﾔﾏﾀﾞﾅｵ 女子 京　都 京都光華中 20m00 12
25 173 清水　裕理(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾘ 女子 奈　良 八木中 19m95 13
19 65 本出　純鈴(2) ﾎﾝﾃﾞ ｽﾐﾚ 女子 奈　良 香芝中 19m84 14
18 64 車谷好美(2) ｸﾙﾏﾀﾆ ｺﾉﾐ 女子 奈　良 白鳳中 19m00 15
24 128 長岡　美未来(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 奈　良 二名中 17m50 16
17 64 浦野澪(2) ｳﾗﾉ ﾐｵ 女子 奈　良 白鳳中 16m55 17
23 106 安村　真乙(2) ﾔｽﾑﾗﾏｵ 女子 奈　良 田原本中 14m00 18
26 173 岩谷　咲季(1) ｲﾜﾀﾆ ｻｷ 女子 奈　良 八木中 13m31 19
20 82 大野　結愛(1) ｵｵﾉ　ﾕｱ 女子 奈　良 榛原中 13m21 20
5 1 土井　一花(2) ﾄﾞｲ ｲﾁﾊﾅ 女子 京　都 二条中 12m09 21
6 14 上羽　琳歌(1) ｳｴﾊﾞ ﾘﾝｶ 女子 京　都 二条中 22
7 37 髙橋 怜那(2) ﾀｶﾊｼ ﾚﾅ 女子 京　都 洛南中 23
12 71 澤村　彩花(1) ｻﾜﾑﾗｱﾔｶ 女子 京　都 京都光華中 24
13 88 幸　陽菜多(2) ｻｲﾜｲ ﾋﾅﾀ 女子 京　都 太秦中 25
14 88 藤田　美咲(2) ﾌｼﾞﾀ ﾐｻｷ 女子 京　都 太秦中 26
15 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 27
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**************************************
* 女子中学 四種競技 *
**************************************
49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 2819 井坂 優里 (2) ｲｻｶ　ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 2704 1
48 184 松田　結菜(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 女子 奈　良 桜井西中 2639 2
1 2818 水野　文由里(3) ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 2607 3
11 2835 渡邊　紗希(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｷ 女子 愛　知 TSM 2432 4
4 2822 春日 乃亜 (2) ｶｽｶﾞ　ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 2323 5
33 418 武藤　杏奈(3) ﾑﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 石切中 2225 6
12 9512 新開愛純(2) ｼﾝｶｲｱｽﾐ 女子 愛　知 TSM岡崎 2193 7
7 2830 村田 愛奈 (2) ﾑﾗﾀ　ｱｲﾅ 女子 愛　知 TSM 2039 8
13 9524 夏目純佳(2) ﾅﾂﾒｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 2023 9
15 17 周 暁(2) ｼｭｳ ｼｮｳ 女子 京　都 大枝中 2018 10
38 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 1968 11
19 110 中橋 芽依(2) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 1955 12
34 418 長友　希優(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ｷﾋﾛ 女子 大　阪 石切中 1879 13
6 2826 千早　香子(2) ﾁﾊﾔ　ｶｺ 女子 愛　知 TSM 1815 14
5 2825 髙木 志保(2) ﾀｶｷﾞ　ｼﾎ 女子 愛　知 TSM 1681 15
9 2833 塩谷 心菜(1) ｼｵﾔ　ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 1589 16
16 37 谷内 晴香(2) ﾔﾁ ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 1564 17
28 9 木下　依恋(2) ｷﾉｼﾀ ｲｺｲ 女子 京　都 西城陽中 1500 18
31 227 西岡　愛稀(1) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 1500 19
3 2820 岡 郁菜(2) ｵｶ　ﾌﾐﾅ 女子 愛　知 TSM 1475 20
46 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 奈　良 天理南中 1443 21
8 2832 紀國 佑香(1) ｷﾉｸﾆ　ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 1388 22
20 110 栗田 史香(2) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 1374 23
32 281 茂見　百合子(2) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 1300 24
36 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 1156 25
30 209 内田　悠月(1) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 1100 26
39 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 1092 27
14 40 藤枝　陶子(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 京　都 加茂川中 1081 28
21 110 中村 咲蘭(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 1069 29
37 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 958 30
10 2834 山本 かりん(1) ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 923 31
35 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 744 32
40 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 738 33
17 88 太田　彩寧(2) ｵｵﾀ ｱﾔﾈ 女子 京　都 太秦中 34
18 88 小南　柚香(2) ｺﾐﾅﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 35
22 110 上田　美桜(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 36
23 110 植田　いくみ(1) ｳｴﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 京　都 田辺中 37
24 110 山本　恵梨華(1) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 38
25 110 村田　更紗(1) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 39
26 110 植田 悠衣(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 田辺中 40
27 110 青木　智樂(1) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 41
29 209 寺川　愛生(1) ﾃﾗｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 京　都 久御山中 42
41 63 矢野　優月(1) ﾔﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 香芝西中 43
42 65 南　結衣(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲ 女子 奈　良 香芝中 44
43 65 藤野　朱嶺(2) ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 女子 奈　良 香芝中 45
44 119 幸前　杏奈(2) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 富雄南中 46
45 119 永島　優花(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 奈　良 富雄南中 47
47 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 天理南中 48
49 157 中田　幸音(2) ﾅｶﾀ ｻﾁﾈ 女子 奈　良 天理南中 49

********************************************************************
* 女子中学 四種競技 女中１００ｍＨ *
********************************************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2818 水野　文由里(3) ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 2819 井坂 優里 (2) ｲｻｶ　ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 2
3 2820 岡 郁菜(2) ｵｶ　ﾌﾐﾅ 女子 愛　知 TSM 3
4 2822 春日 乃亜 (2) ｶｽｶﾞ　ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 4
5 2825 髙木 志保(2) ﾀｶｷﾞ　ｼﾎ 女子 愛　知 TSM 5
6 2826 千早　香子(2) ﾁﾊﾔ　ｶｺ 女子 愛　知 TSM 6
7 2830 村田 愛奈 (2) ﾑﾗﾀ　ｱｲﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 2832 紀國 佑香(1) ｷﾉｸﾆ　ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 8
9 2833 塩谷 心菜(1) ｼｵﾔ　ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 9
10 2834 山本 かりん(1) ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 10
11 2835 渡邊　紗希(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｷ 女子 愛　知 TSM 11
12 9512 新開愛純(2) ｼﾝｶｲｱｽﾐ 女子 愛　知 TSM岡崎 12
13 9524 夏目純佳(2) ﾅﾂﾒｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 13
14 40 藤枝　陶子(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 京　都 加茂川中 14
15 17 周 暁(2) ｼｭｳ ｼｮｳ 女子 京　都 大枝中 15
16 37 谷内 晴香(2) ﾔﾁ ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 16
17 88 太田　彩寧(2) ｵｵﾀ ｱﾔﾈ 女子 京　都 太秦中 17
18 88 小南　柚香(2) ｺﾐﾅﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 18
19 110 中橋 芽依(2) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 19
20 110 栗田 史香(2) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 20
21 110 中村 咲蘭(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 21
22 110 上田　美桜(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 22
23 110 植田　いくみ(1) ｳｴﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 京　都 田辺中 23
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********************************************************************
* 女子中学 四種競技 女中１００ｍＨ *
********************************************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
24 110 山本　恵梨華(1) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 24
25 110 村田　更紗(1) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 25
26 110 植田 悠衣(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 田辺中 26
27 110 青木　智樂(1) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 27
28 9 木下　依恋(2) ｷﾉｼﾀ ｲｺｲ 女子 京　都 西城陽中 28
29 209 寺川　愛生(1) ﾃﾗｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 京　都 久御山中 29
30 209 内田　悠月(1) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 30
31 227 西岡　愛稀(1) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 31
32 281 茂見　百合子(2) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 32
33 418 武藤　杏奈(3) ﾑﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 石切中 33
34 418 長友　希優(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ｷﾋﾛ 女子 大　阪 石切中 34
35 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 35
36 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 36
37 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 37
38 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 38
39 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 39
40 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 40
41 63 矢野　優月(1) ﾔﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 香芝西中 41
42 65 南　結衣(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲ 女子 奈　良 香芝中 42
43 65 藤野　朱嶺(2) ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 女子 奈　良 香芝中 43
44 119 幸前　杏奈(2) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 富雄南中 44
45 119 永島　優花(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 奈　良 富雄南中 45
46 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 奈　良 天理南中 46
47 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 天理南中 47
48 184 松田　結菜(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 女子 奈　良 桜井西中 48
49 157 中田　幸音(2) ﾅｶﾀ ｻﾁﾈ 女子 奈　良 天理南中 49

****************************************************
* 女子中学 四種競技 走高跳 *
****************************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2818 水野　文由里(3) ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 2819 井坂 優里 (2) ｲｻｶ　ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 2
3 2820 岡 郁菜(2) ｵｶ　ﾌﾐﾅ 女子 愛　知 TSM 3
4 2822 春日 乃亜 (2) ｶｽｶﾞ　ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 4
5 2825 髙木 志保(2) ﾀｶｷﾞ　ｼﾎ 女子 愛　知 TSM 5
6 2826 千早　香子(2) ﾁﾊﾔ　ｶｺ 女子 愛　知 TSM 6
7 2830 村田 愛奈 (2) ﾑﾗﾀ　ｱｲﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 2832 紀國 佑香(1) ｷﾉｸﾆ　ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 8
9 2833 塩谷 心菜(1) ｼｵﾔ　ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 9
10 2834 山本 かりん(1) ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 10
11 2835 渡邊　紗希(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｷ 女子 愛　知 TSM 11
12 9512 新開愛純(2) ｼﾝｶｲｱｽﾐ 女子 愛　知 TSM岡崎 12
13 9524 夏目純佳(2) ﾅﾂﾒｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 13
14 40 藤枝　陶子(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 京　都 加茂川中 14
15 17 周 暁(2) ｼｭｳ ｼｮｳ 女子 京　都 大枝中 15
16 37 谷内 晴香(2) ﾔﾁ ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 16
17 88 太田　彩寧(2) ｵｵﾀ ｱﾔﾈ 女子 京　都 太秦中 17
18 88 小南　柚香(2) ｺﾐﾅﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 18
19 110 中橋 芽依(2) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 19
20 110 栗田 史香(2) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 20
21 110 中村 咲蘭(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 21
22 110 上田　美桜(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 22
23 110 植田　いくみ(1) ｳｴﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 京　都 田辺中 23
24 110 山本　恵梨華(1) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 24
25 110 村田　更紗(1) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 25
26 110 植田 悠衣(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 田辺中 26
27 110 青木　智樂(1) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 27
28 9 木下　依恋(2) ｷﾉｼﾀ ｲｺｲ 女子 京　都 西城陽中 28
29 209 寺川　愛生(1) ﾃﾗｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 京　都 久御山中 29
30 209 内田　悠月(1) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 30
31 227 西岡　愛稀(1) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 31
32 281 茂見　百合子(2) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 32
33 418 武藤　杏奈(3) ﾑﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 石切中 33
34 418 長友　希優(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ｷﾋﾛ 女子 大　阪 石切中 34
35 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 35
36 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 36
37 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 37
38 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 38
39 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 39
40 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 40
41 63 矢野　優月(1) ﾔﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 香芝西中 41
42 65 南　結衣(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲ 女子 奈　良 香芝中 42
43 65 藤野　朱嶺(2) ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 女子 奈　良 香芝中 43
44 119 幸前　杏奈(2) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 富雄南中 44
45 119 永島　優花(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 奈　良 富雄南中 45
46 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 奈　良 天理南中 46
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****************************************************
* 女子中学 四種競技 走高跳 *
****************************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
47 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 天理南中 47
48 184 松田　結菜(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 女子 奈　良 桜井西中 48
49 157 中田　幸音(2) ﾅｶﾀ ｻﾁﾈ 女子 奈　良 天理南中 49

************************************************************
* 女子中学 四種競技 女中砲丸投 *
************************************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2818 水野　文由里(3) ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 2819 井坂 優里 (2) ｲｻｶ　ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 2
3 2820 岡 郁菜(2) ｵｶ　ﾌﾐﾅ 女子 愛　知 TSM 3
4 2822 春日 乃亜 (2) ｶｽｶﾞ　ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 4
5 2825 髙木 志保(2) ﾀｶｷﾞ　ｼﾎ 女子 愛　知 TSM 5
6 2826 千早　香子(2) ﾁﾊﾔ　ｶｺ 女子 愛　知 TSM 6
7 2830 村田 愛奈 (2) ﾑﾗﾀ　ｱｲﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 2832 紀國 佑香(1) ｷﾉｸﾆ　ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 8
9 2833 塩谷 心菜(1) ｼｵﾔ　ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 9
10 2834 山本 かりん(1) ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 10
11 2835 渡邊　紗希(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｷ 女子 愛　知 TSM 11
12 9512 新開愛純(2) ｼﾝｶｲｱｽﾐ 女子 愛　知 TSM岡崎 12
13 9524 夏目純佳(2) ﾅﾂﾒｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 13
14 40 藤枝　陶子(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 京　都 加茂川中 14
15 17 周 暁(2) ｼｭｳ ｼｮｳ 女子 京　都 大枝中 15
16 37 谷内 晴香(2) ﾔﾁ ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 16
17 88 太田　彩寧(2) ｵｵﾀ ｱﾔﾈ 女子 京　都 太秦中 17
18 88 小南　柚香(2) ｺﾐﾅﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 18
19 110 中橋 芽依(2) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 19
20 110 栗田 史香(2) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 20
21 110 中村 咲蘭(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 21
22 110 上田　美桜(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 22
23 110 植田　いくみ(1) ｳｴﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 京　都 田辺中 23
24 110 山本　恵梨華(1) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 24
25 110 村田　更紗(1) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 25
26 110 植田 悠衣(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 田辺中 26
27 110 青木　智樂(1) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 27
28 9 木下　依恋(2) ｷﾉｼﾀ ｲｺｲ 女子 京　都 西城陽中 28
29 209 寺川　愛生(1) ﾃﾗｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 京　都 久御山中 29
30 209 内田　悠月(1) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 30
31 227 西岡　愛稀(1) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 31
32 281 茂見　百合子(2) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 32
33 418 武藤　杏奈(3) ﾑﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 石切中 33
34 418 長友　希優(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ｷﾋﾛ 女子 大　阪 石切中 34
35 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 35
36 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 36
37 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 37
38 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 38
39 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 39
40 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 40
41 63 矢野　優月(1) ﾔﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 香芝西中 41
42 65 南　結衣(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲ 女子 奈　良 香芝中 42
43 65 藤野　朱嶺(2) ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 女子 奈　良 香芝中 43
44 119 幸前　杏奈(2) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 富雄南中 44
45 119 永島　優花(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 奈　良 富雄南中 45
46 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 奈　良 天理南中 46
47 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 天理南中 47
48 184 松田　結菜(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 女子 奈　良 桜井西中 48
49 157 中田　幸音(2) ﾅｶﾀ ｻﾁﾈ 女子 奈　良 天理南中 49

********************************************************
* 女子中学 四種競技 ２００ｍ *
********************************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2818 水野　文由里(3) ﾐｽﾞﾉ ｱﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 2819 井坂 優里 (2) ｲｻｶ　ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 2
3 2820 岡 郁菜(2) ｵｶ　ﾌﾐﾅ 女子 愛　知 TSM 3
4 2822 春日 乃亜 (2) ｶｽｶﾞ　ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 4
5 2825 髙木 志保(2) ﾀｶｷﾞ　ｼﾎ 女子 愛　知 TSM 5
6 2826 千早　香子(2) ﾁﾊﾔ　ｶｺ 女子 愛　知 TSM 6
7 2830 村田 愛奈 (2) ﾑﾗﾀ　ｱｲﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 2832 紀國 佑香(1) ｷﾉｸﾆ　ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 8
9 2833 塩谷 心菜(1) ｼｵﾔ　ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 9
10 2834 山本 かりん(1) ﾔﾏﾓﾄ　ｶﾘﾝ 女子 愛　知 TSM 10
11 2835 渡邊　紗希(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻｷ 女子 愛　知 TSM 11
12 9512 新開愛純(2) ｼﾝｶｲｱｽﾐ 女子 愛　知 TSM岡崎 12
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* 女子中学 四種競技 ２００ｍ *
********************************************************
49人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 参考記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
13 9524 夏目純佳(2) ﾅﾂﾒｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 13
14 40 藤枝　陶子(2) ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾄｳｺ 女子 京　都 加茂川中 14
15 17 周 暁(2) ｼｭｳ ｼｮｳ 女子 京　都 大枝中 15
16 37 谷内 晴香(2) ﾔﾁ ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 16
17 88 太田　彩寧(2) ｵｵﾀ ｱﾔﾈ 女子 京　都 太秦中 17
18 88 小南　柚香(2) ｺﾐﾅﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 18
19 110 中橋 芽依(2) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 19
20 110 栗田 史香(2) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 20
21 110 中村 咲蘭(2) ﾅｶﾑﾗ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 21
22 110 上田　美桜(1) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 22
23 110 植田　いくみ(1) ｳｴﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 京　都 田辺中 23
24 110 山本　恵梨華(1) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 24
25 110 村田　更紗(1) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 25
26 110 植田 悠衣(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 田辺中 26
27 110 青木　智樂(1) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 27
28 9 木下　依恋(2) ｷﾉｼﾀ ｲｺｲ 女子 京　都 西城陽中 28
29 209 寺川　愛生(1) ﾃﾗｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 京　都 久御山中 29
30 209 内田　悠月(1) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 30
31 227 西岡　愛稀(1) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 31
32 281 茂見　百合子(2) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 32
33 418 武藤　杏奈(3) ﾑﾄｳ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 石切中 33
34 418 長友　希優(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ｷﾋﾛ 女子 大　阪 石切中 34
35 42 相島　友那(1) ｱｲｼﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 35
36 42 伊藤　葉梛(1) ｲﾄｳ ﾊﾅ 女子 奈　良 鹿ノ台中 36
37 42 向井　風優香(1) ﾑｶｲ ﾌｳｶ 女子 奈　良 鹿ノ台中 37
38 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 38
39 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 奈　良 都祁中 39
40 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 奈　良 都祁中 40
41 63 矢野　優月(1) ﾔﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 香芝西中 41
42 65 南　結衣(2) ﾐﾅﾐ ﾕｲ 女子 奈　良 香芝中 42
43 65 藤野　朱嶺(2) ﾌｼﾞﾉ ｱｶﾈ 女子 奈　良 香芝中 43
44 119 幸前　杏奈(2) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 富雄南中 44
45 119 永島　優花(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 奈　良 富雄南中 45
46 157 仲西　葵葉(2) ﾅｶﾆｼ ｱｵﾊﾞ 女子 奈　良 天理南中 46
47 157 冬木　佑奈(2) ﾌﾕｷ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 天理南中 47
48 184 松田　結菜(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾅ 女子 奈　良 桜井西中 48
49 157 中田　幸音(2) ﾅｶﾀ ｻﾁﾈ 女子 奈　良 天理南中 49

**************************************************
* 男子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
375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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
285 1787 野上　翼(3) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 男子 香　川 京都教育大 10.54 1
308 850 芦田　幸翼(4) ｱｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 兵　庫 京都産業大 10.63 2
225 1092 島村　侑暉(9) ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良陸協 10.64 3
319 550 岩崎　立来(3) ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 男子 奈　良 大阪体育大 10.66 4
325 815 佐野　義公(3) ｻﾉ　ﾖｼﾕｷ 男子 奈　良 天理大 10.68 5
323 807 森脇　蓮(4) ﾓﾘﾜｷ　ﾚﾝ 男子 奈　良 天理大 10.71 6
352 1469 辻中　悠河(3) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ 男子 京　都 大阪国際大 10.73 7
200 1217 伊藤　慎悟(9) ｲﾄｳ　ｼﾝｺﾞ 男子 大　阪 NEXUS-AC 10.75 8
358 1799 井口　義人(5) ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 京都府立医科大 10.77 9
309 854 二ノ宮　裕平(4) ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 京都産業大 10.80 10
310 885 木村　天南(1) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 京都産業大 10.80 11
300 666 藤井　恒輝(2) ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ 男子 大　阪 関西大 10.81 12
85 6796 栗本　由紀(9) ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 赤兎馬AC 10.83 13
327 813 小森　裕士郎(3) ｺﾓﾘ　ﾕｳｼﾛｳ 男子 奈　良 天理大 10.86 14
122 1927 今井　颯太(2) ｲﾏｲ ｿｳﾀ 男子 京　都 乙訓高 10.87 15
20 305 石塚 春輝(9) ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｷ 男子 滋　賀 HST 10.89 16
42 1654 片岡　大輔(3) ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 10.89 17
306 653 名原　大樹(3) ﾅﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 神奈川 関西大 10.89 18
127 1928 小林　夏陽(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 男子 京　都 乙訓高 10.90 19
164 139 新山　優弥(3) ｼﾝﾔﾏ　ｳﾐ 男子 大　阪 枚方高 10.90 20
374 2183 谷口　雄紀(9) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 男子 京　都 京産大AC 10.90 21
284 1797 三本木　優也(2) ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳﾔ 男子 京　都 京都教育大 10.92 22
4 429 梅本　宜広(3) ｳﾒﾓﾄﾖｼﾋﾛ 男子 三　重 近大高専 10.95 23

205 2584 石井　司(9) ｲｼｲ　ﾂｶｻ 男子 兵　庫 神戸市消防局 10.95 24
304 641 森　祐介(3) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 関西大 10.95 25
17 6428 伊藤　渉(4) ｲﾄｳｼｮｳ 男子 三　重 近大高専 10.96 26
337 1481 藤田　将史(3) ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ 男子 大　阪 大阪国際大 10.96 27
67 1119 井田　悠(9) ｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 男子 京　都 京都陸協 10.97 28
333 848 今泉　蓮(1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 男子 奈　良 天理大 10.97 29
348 1478 林原　諒汰(3) ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 大阪国際大 10.98 30
160 408 三原　雅司(9) ﾐﾊﾗ ﾏｻｼ 男子 大　阪 大教大AC 10.99 31
190 1223 長澤　亮(9) ﾅｶﾞｻﾜ　ﾘｮｳ 男子 大　阪 NEXUS-AC 10.99 32
194 1221 林　大地(9) ﾊﾔｼ　ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 NEXUS-AC 10.99 33
296 633 阪本　育(3) ｻｶﾓﾄ ｲｸ 男子 大　阪 関西大 10.99 34
342 1495 加藤　真郷(2) ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 10.99 35
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303 667 坂東　日向(2) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ 男子 大　阪 関西大 11.00 36
6 441 清田　偉斗(3) ｷﾖﾀﾀｹﾄ 男子 三　重 近大高専 11.02 37

137 4903 大西　叶汰(1) ｵｵﾆｼ ｶﾅﾀ 男子 京　都 乙訓高 11.02 38
28 2317 伊藤 大悟(2) ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 11.04 39
314 862 河村　真毅(3) ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 男子 岐　阜 京都産業大 11.04 40
29 2318 小西 瑛士(2) ｺﾆｼ ｴｲｼﾞ 男子 京　都 西城陽高 11.06 41
292 1940 丸高　創平(3) ﾏﾙﾀｶ ｿｳﾍｲ 男子 大　阪 摂南大 11.06 42
324 811 音村　篤海(3) ｵﾄﾑﾗ　ｱﾂﾐ 男子 奈　良 天理大 11.06 43
321 1144 佐藤　耀介(2) ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 男子 大　阪 大阪大 11.07 44
136 4905 池谷　光志(1) ｲｹﾀﾆ ｺｳｼ 男子 京　都 乙訓高 11.08 45
335 1456 山本　理貴(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.08 46
293 2252 執行　隼之介(1) ｼｷﾞｮｳ ｼｭﾝﾉｽｹ 男子 兵　庫 摂南大 11.09 47
315 1658 安井　涼(2) ﾔｽｲ ﾘｮｳ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.09 48
88 4012 室原　隆人(9) ﾑﾛﾊﾗﾘ ｭｳﾄ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.10 49
261 524 天羽　蓮(1) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 11.10 50
295 647 山本　義達(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾂ 男子 大　阪 関西大 11.10 51
349 1480 伏見　将佑(3) ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 大阪国際大 11.10 52
283 1782 古川　悠太(4) ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 京　都 京都教育大 11.11 53
287 1791 峰山　達希　(3) ﾐﾈﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 大　阪 京都教育大 11.11 54
59 3108 中西　隼(1) ﾅｶﾆｼ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 西京高 11.12 55
275 732 藤田　雄大(4) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 香　川 京都大 11.12 56
13 431 山本　拓実(3) ﾔﾏﾓﾄﾀｸﾐ 男子 三　重 近大高専 11.13 57
289 1022 胡　暁越(3) ｺｷﾞｮｳｴﾂ 男子 大　阪 大阪教育大 11.13 58
290 2249 梶田　陸空(1) ｶｼﾞﾀ ﾘｸ 男子 大　阪 摂南大 11.13 59
326 818 中藤　立紀(3) ﾅｶﾌｼﾞ　ﾘﾂｷ 男子 奈　良 天理大 11.14 60
305 645 角田　龍(3) ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 関西大 11.15 61
322 845 茶圓　裕希(1) ﾁｬｴﾝ　ﾋﾛｷ 男子 大　阪 天理大 11.15 62
16 6427 長田　一晟(4) ﾅｶﾞﾀｲｯｾｲ 男子 三　重 近大高専 11.16 63
39 2279 建口 愛斗(1) ﾀﾃｸﾞﾁ ｱｲﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.16 64
131 4901 宮坂　寛仁(1) ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 乙訓高 11.16 65
192 1225 喜田　展矢(9) ｷﾀﾞ　ﾉﾌﾞﾔ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.16 66
338 1479 福田　悠翔(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 11.16 67
228 545 安田　大幸(2) ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 男子 奈　良 橿原高 11.17 68
159 419 薮内　翼(9) ﾔﾌﾞｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 大教大AC 11.18 69
311 2477 蛭子谷　大夢(1) ｴﾋﾞｽﾀﾞﾆ ﾋﾛﾑ 男子 大　阪 京都産業大 11.18 70
64 4619 桂　遼(2) ｶﾂﾗ ﾘｮｳ 男子 京　都 西京高 11.20 71
168 147 丸尾　勇人(2) ﾏﾙｵ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.20 72
207 1430 高橋　祐満(9) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 兵　庫 西宮市陸協 11.20 73
281 1793 寺井　雄大(2) ﾃﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 京都教育大 11.20 74
313 866 北田　大貴(3) ｷﾀﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 京都産業大 11.20 75
316 1659 栗山　玲温(2) ｸﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.20 76
355 1457 石塚　友貴(3) ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｷ 男子 滋　賀 大阪国際大 11.20 77
375 2086 藤江　昂史(1) ﾌｼﾞｴ ﾀｶﾌﾐ 男子 兵　庫 兵庫教育大 11.20 78
301 678 首藤　柊(2) ｼｭﾄｳ ﾋｲﾗｷﾞ 男子 大　阪 関西大 11.22 79
255 377 尾嵜　玄空(2) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.23 80
263 691 松井　勇翔(1) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 11.23 81
50 4616 井田　想(2) ｲﾀﾞ ｺｺﾛ 男子 京　都 西京高 11.24 82
121 1765 中田　陸斗(3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 鳥羽高 11.24 83
22 2323 南 貴耀(2) ﾐﾅﾐ ﾀｶﾃﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.25 84
138 4906 馬渕　翔希(1) ﾏﾌﾞﾁ ｼｮｳｷ 男子 京　都 乙訓高 11.25 85
197 1219 塩山　昌弘(9) ｼｵﾔﾏ　ﾏｻﾋﾛ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.25 86
266 61 細川　慧悟(2) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.26 87
273 746 前田　朝陽(4) ﾏｴﾀﾞｱｻﾋ 男子 愛　知 京都大 11.26 88
47 1669 吉村　青空(2) ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 男子 京　都 北稜高 11.27 89
162 6269 小宮　篤(9) ｺﾐﾔ　ｱﾂｼ 男子 大　阪 大阪陸協 11.27 90
210 4959 岡田　敏彦(9) ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 男子 兵　庫 姫路HAC 11.27 91
334 2379 金森　雄亮(1) ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 佛教大 11.28 92
346 1486 井内　陽希(2) ｲｳﾁ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.29 93
360 1219 青木　陸(1) ｱｵｷ ﾘｸ 男子 京　都 京都府立医科大 11.29 94
10 432 中瀬　陽斗(3) ﾅｶｾｱｷﾄ 男子 三　重 近大高専 11.30 95
123 1929 澤田　蓮(2) ｻﾜﾀﾞ ﾚﾝ 男子 京　都 乙訓高 11.30 96
172 684 堀田　雅斗(1) ﾎｯﾀ　ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.30 97
282 2374 中井　裕章(M2) ﾅｶｲ ﾋﾛｱｷ 男子 京　都 京都教育大 11.30 98
298 677 櫻井　健太(2) ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 関西大 11.30 99
330 829 三木　稜士(2) ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ 男子 奈　良 天理大 11.30 100
41 2303 坂本　慈優和(3) ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭｳﾜ 男子 京　都 西城陽高 11.32 101
286 1790 宇佐美　雄章(3) ｳｻﾐ ﾀｹｱｷ 男子 三　重 京都教育大 11.32 102
126 1932 堀　圭佑(2) ﾎﾘ ｹｲｽｹ 男子 京　都 乙訓高 11.33 103
140 4908 岸本　航(1) ｷｼﾓﾄ ｺｳ 男子 京　都 乙訓高 11.33 104
236 347 福西　伸哉(2) ﾌｸﾆｼ ｼﾝﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 11.33 105
132 4911 工藤　匠真(1) ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 乙訓高 11.34 106
353 1503 中野　隼(2) ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 大阪国際大 11.34 107
55 4627 松井　健輔(2) ﾏﾂｲ ｹﾝｽｹ 男子 京　都 西京高 11.35 108
291 1944 伊勢脇　洸太(2) ｲｾﾜｷ ｺｳﾀ 男子 大　阪 摂南大 11.35 109
307 690 石黒　慶史(2) ｲｼｸﾞﾛ ﾖｼﾌﾐ 男子 静　岡 関西大 11.35 110
302 686 伊藤　大晟(2) ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 関西大 11.37 111
43 1655 北澤　太晟(3) ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 北稜高 11.38 112
89 2667 田村　優介(9) ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.38 113
114 1797 佐々木　海里(2) ｻｻｷ ｶｲﾘ 男子 京　都 鳥羽高 11.39 114
166 145 加藤　渚(2) ｶﾄｳ　ﾅｷﾞｻ 男子 大　阪 枚方高 11.40 115
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187 451 桂　　琉乃(2) ｶﾂﾗ　ﾘｭｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 大産大附属高 11.40 116
196 3881 日置　勇斗(9) ﾋｵｷ　ﾕｳﾄ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.40 117
260 518 山本　純平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 奈良育英高 11.40 118
345 1488 石井　克樹(2) ｲｼｲ ｶﾂｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.40 119
363 4098 横尾　大貴(3) ﾖｺｵ　ﾀｲｷ 男子 京　都 京大医学部AC 11.40 120
5 443 岡崎　煌(1) ｵｶｻﾞｷｺｳ 男子 三　重 近大高専 11.41 121
15 642 多田　悠人(4) ﾀﾀﾞﾕｳﾄ 男子 三　重 近大高専 11.41 122
60 3109 能島　慶(1) ﾉｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 西京高 11.41 123
141 4912 廣田　行紀(1) ﾋﾛﾀ ﾔｽﾉﾘ 男子 京　都 乙訓高 11.41 124
134 4902 安部　虎太朗(1) ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 京　都 乙訓高 11.42 125
151 1337 橋谷　俊平(9) ﾊｼﾀﾆ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 11.42 126
328 819 中村　太星(3) ﾅｶﾑ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 天理大 11.42 127
332 2199 迫田　唯斗(1) ｻｺﾀﾞ ﾕｲﾄ 男子 奈　良 天理大 11.42 128
297 643 中村　竜也(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 関西大 11.43 129
46 1666 清水　悠平(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 11.44 130
40 2280 成田 天馬(1) ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 西城陽高 11.45 131
90 2764 井手　俊吾(9) ｲﾃﾞ ｼｭﾝｺﾞ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.45 132
7 437 岳野　迪也(2) ﾀｹﾉﾐﾁﾔ 男子 三　重 近大高専 11.46 133
24 2324 島田 樹(2) ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽高 11.46 134
278 710 水野　廉也(M2) ﾐｽﾞﾉ ﾚﾝﾔ 男子 大　阪 京都大 11.47 135
373 2555 西脇　友哉(M2) ﾆｼﾜｷ ﾄﾓﾔ 男子 東　京 東京大 11.47 136
12 439 古川　直(2) ﾌﾙｶﾜﾅｵ 男子 三　重 近大高専 11.48 137
262 527 福本　陽己(1) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.48 138
331 841 宮川　公輔(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 天理大 11.48 139
49 1673 中田　凱斗(1) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 男子 京　都 北稜高 11.49 140
61 3111 丸尾　陸斗(1) ﾏﾙｵ ﾘｸﾄ 男子 京　都 西京高 11.49 141
66 1192 眞田　剛寛(9) ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 京　都 京都陸協 11.50 142
96 3252 岡嶋　大地(3) ｵｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 紫野高 11.50 143
135 4904 矢野　壮琉(1) ﾔﾉ ﾀｹﾙ 男子 京　都 乙訓高 11.50 144
274 738 酒井　良佑(4) ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 男子 愛　知 京都大 11.50 145
294 646 小澤　暖人(3) ｺｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 関西大 11.50 146
340 1474 西川　拓真(3) ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 11.50 147
341 1502 田中　大督(2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 大阪国際大 11.50 148
361 1800 栗林　健一(5) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 男子 京　都 京都府立医科大 11.50 149
11 436 長田　怜士(2) ﾅｶﾞﾀﾚｲｼﾞ 男子 三　重 近大高専 11.51 150
80 2181 髙木　亮司(1) ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 男子 京　都 莵道高 11.51 151
317 1660 山本　想真(2) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.51 152
252 614 森口　翔太(1) ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 一条高 11.52 153
339 1467 田崎　奨真(3) ﾀｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 11.52 154
95 3262 石川　巧士(2) ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 紫野高 11.53 155
125 1931 武久　昌睦(2) ﾀｹﾋｻ ﾏｻﾉﾌﾞ 男子 京　都 乙訓高 11.53 156
133 4907 藤﨑　連汰(1) ﾌｼﾞｻｷ ﾚﾝﾀ 男子 京　都 乙訓高 11.53 157
124 1930 大川内　遥翔(2) ｵｵｶﾜｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 乙訓高 11.54 158
146 4203 河原　幹太郎(9) ｶﾜﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 Liberta 11.55 159
276 711 川端　将貴(M2) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 兵　庫 京都大 11.57 160
224 1185 山中　大輔(9) ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11.58 161
277 704 小原　幹太(M2) ｵﾊﾗ ｶﾝﾀ 男子 和歌山 京都大 11.59 162
344 2293 伊崎　健太郎(1) ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 大阪国際大 11.59 163
350 1468 田中　匡(3) ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 男子 奈　良 大阪国際大 11.59 164
27 2321 浅津 一斗(2) ｱｻﾂﾞﾞ ｶｽﾞﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.60 165
31 2322 山﨑 翔(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 京　都 西城陽高 11.60 166
53 4625 藤野　一寿(2) ﾌｼﾞﾉ ｶｽﾞﾄｼ 男子 京　都 西京高 11.60 167
54 4626 星野　仙都(2) ﾎｼﾉ ｾﾝﾄ 男子 京　都 西京高 11.60 168
188 463 東道　佑人(2) ﾋｶﾞｼﾐﾁ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大産大附属高 11.60 169
299 2448 吉岡　翼(1) ﾖｼｵｶ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 関西大 11.60 170
329 842 鈴木　堅孝(2) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 男子 奈　良 天理大 11.60 171
98 3266 林田　幹太郎(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 11.61 172
63 3110 福知　邑介(1) ﾌｸﾁ ｵｳｽｹ 男子 京　都 西京高 11.62 173
117 1794 田中　琉喜(2) ﾀﾅｶ ﾘｭｳｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.63 174
234 556 三重野　愛斗(1) ﾐｴﾉ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 橿原高 11.63 175
245 240 的井　直宏(2) ﾏﾄｲ ﾅｵﾋﾛ 男子 奈　良 大和広陵高 11.63 176
357 2512 藤原　健跳(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 奈良教育大 11.63 177
226 1220 平井　利明() ﾋﾗｲ　ﾄｼｱｷ 男子 奈　良 奈良陸協 11.64 178
9 457 中川　陽司(2) ﾅｶｶﾞﾜﾖｳｼ 男子 三　重 近大高専 11.65 179
79 2173 田丸　遼人(2) ﾀﾏﾙ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 莵道高 11.65 180
206 3640 丸山　流雅(9) ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ 男子 兵　庫 浜の宮AC 11.65 181
48 1671 堤　晴太郞(1) ﾂﾂﾐ ｾｲﾀﾛｳ 男子 京　都 北稜高 11.67 182
177 1346 斉藤　真治(9) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 大　阪 アトレティカ 11.68 183
38 2277 阪上 弘貴(1) ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 男子 京　都 西城陽高 11.69 184
238 9 一宮　陸人(2) ｲﾁﾐﾔ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 高取国際高 11.69 185
14 6418 池上　陽向(4) ｲｹｶﾞﾐﾋﾅﾀ 男子 三　重 近大高専 11.70 186
86 2230 寺下　健治(9) ﾃﾗｼﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 京　都 Soleil.AC 11.70 187
139 4910 富田　康生(1) ﾄﾐﾀ ｺｳｷ 男子 京　都 乙訓高 11.70 188
147 4204 奥村　要(9) ｵｸﾑﾗ ｶﾅﾒ 男子 京　都 Liberta 11.70 189
148 2383 武田　玲央(9) ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ 男子 京　都 Liberta 11.70 190
259 506 佐々岡　佑有(2) ｻｻｵｶ ﾕｳ 男子 奈　良 奈良育英高 11.70 191
279 1313 豊嶋　夏輝(3) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ 男子 兵　庫 甲南大 11.70 192
312 2482 吉ノ元　武義(1) ﾖｼﾉﾓﾄ ﾑｷﾞ 男子 大　阪 京都産業大 11.70 193
30 2320 筑紫 滉太(2) ﾂｸｼ ｺｳﾀ 男子 京　都 西城陽高 11.71 194
37 2275 小寺 奏多(1) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 11.71 195
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359 1808 増田　大誠(3) ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 京都府立医科大 11.71 196
18 451 西田 陸人(1) ﾆｼﾀﾞﾘｸﾄ 男子 三　重 近大高専 11.74 197
118 1793 磯辺　悠輝(2) ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.74 198
181 860 神戸　奏汰(1) ｺｳﾍﾞ ｿｳﾀ 男子 大　阪 枚方津田高 11.74 199
84 6591 丸尾　章弘(9) ﾏﾙｵ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 赤兎馬AC 11.75 200
241 13 安永　夢叶(2) ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 高取国際高 11.76 201
69 2201 奥村　優一朗(1) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 城陽高 11.77 202
356 1720 古田　七海(2) ﾌﾙﾀ ﾅﾅﾐ 男子 奈　良 奈良教育大 11.78 203
26 2270 美田村 颯士(2) ﾐﾀﾑﾗ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 11.79 204
202 3133 山下　竜也(2) ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 市伊丹高 11.79 205
128 1935 皆川　陽都(2) ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 乙訓高 11.80 206
165 143 長濱　颯矢斗(2) ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.80 207
171 683 秋田　陸(1) ｱｷﾀ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 11.80 208
208 1476 本馬　聖也(9) ﾎﾝﾏ ｾｲﾔ 男子 兵　庫 西宮市陸協 11.80 209
211 3622 中村　誠基(9) ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 男子 兵　庫 BlueWaveAC 11.80 210
233 568 西本　清志郎(1) ﾆｼﾓﾄ ｽｽﾞｼﾛｳ 男子 奈　良 橿原高 11.80 211
235 346 濱田　匠也(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 11.80 212
240 12 森田　飛燕(2) ﾓﾘﾀ ﾋｴﾝ 男子 奈　良 高取国際高 11.80 213
318 1655 櫻井　春誓(2) ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾁ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.80 214
347 1441 黒淵　尚樹(4) ｸﾛﾌﾞﾁ ﾅｵｷ 男子 奈　良 大阪国際大 11.80 215
119 1751 林　正純(1) ﾊﾔｼ ﾏｻｽﾞﾐ 男子 京　都 鳥羽高 11.81 216
150 562 中溝　大介(9) ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 Live.fas 11.83 217
264 47 菊田　悠真(3) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.83 218
58 3106 清水　俊輝(1) ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 西京高 11.84 219
19 449 大道　裕造(9) ｵｵﾐﾁ ﾋﾛﾅﾘ 男子 滋　賀 Be-Style 11.85 220
343 1494 加治木　悠真(2) ｶｼﾞｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 11.86 221
23 2326 山本 壮琉(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.87 222
70 2202 杉本　瑠斗(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 城陽高 11.87 223
78 2243 本堂　誠也(2) ﾎﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 男子 京　都 城陽高 11.87 224
267 604 岡田　航弥(1) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.87 225
271 0 泉井　佑介(9) ｲｽﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 住まいるサービス 11.87 226
364 1205 長岡　泰成(4) ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 227
365 1208 関　翔太(3) ｾｷ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 228
366 1209 福田　寛和(3) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 229
367 1210 山本　陽士(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 230
368 1211 阿川　晃平(2) ｱｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 231
369 1212 畑中　涼聖(2) ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 232
370 2127 安藤　智紘(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 233
371 2130 田中　吹輝(1) ﾀﾅｶ ﾌﾌﾞｷ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 234
372 2132 湯浅　貴斗(1) ﾕｱｻ ﾀｶﾄ 男子 大　阪 追手門学院大 11.88 235
198 1231 新居　秀明(9) ﾆｲ　ﾋﾃﾞｱｷ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.89 236
44 1657 杉本　遼(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 11.90 237
87 4011 中島 聖也(9) ﾅｶｼﾞﾏ ｾｲﾔ 男子 京　都 Soleil.AC 11.90 238
152 441 原田　涼仁(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 男子 大　阪 高槻高 11.90 239
167 146 小角　旦陽(2) ｺｽﾐ　ｱｻﾋ 男子 大　阪 枚方高 11.90 240
170 682 中村　涼太(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方高 11.90 241
174 686 出野　絃季(1) ﾃﾞﾉ　ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方高 11.90 242
76 2209 山脇　千颯(1) ﾔﾏﾜｷ ﾁﾊﾔ 男子 京　都 城陽高 11.91 243
193 3724 小林　和喜(9) ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.91 244
191 1224 川口　裕也(9) ｶﾜｸﾞﾁ　ﾕｳﾔ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.92 245
269 608 堀北　翔真(1) ﾎﾘｷﾀ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.93 246
257 390 前田　大智(2) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.94 247
272 1955 前川　佳輝(4) ﾏｴｶﾞﾜ　ﾖｼｷ 男子 大　阪 東大阪大 11.94 248
237 349 宮本　雄大(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈情商・県商高 11.95 249
36 2274 小口 遥大(1) ｺｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 西城陽高 11.96 250
256 387 登美　豪優(2) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.96 251
57 4631 古田　優輝(2) ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 男子 京　都 西京高 11.97 252
83 2687 鹿野　航大(2) ｼｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 南陽高 11.99 253
21 2319 清水 憲人(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.00 254
52 4624 馬場　祥太(2) ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西京高 12.00 255
149 2728 水谷　泰誠(9) ﾐｽﾞﾀﾆ　 ﾀｲｾｲ 男子 京　都 Liberta 12.00 256
161 6344 吉田　大高(9) ﾖｼﾀﾞﾋﾛﾀｶ 男子 大　阪 大阪陸協 12.00 257
173 685 木村　亮介(1) ｷﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 枚方高 12.00 258
185 449 上野　那央(2) ｳｴﾉ ﾅｵ 男子 大　阪 大産大附属高 12.00 259
195 1213 吉岡　俊樹(9) ﾖｼｵｶ　ﾄｼｷ 男子 大　阪 NEXUS-AC 12.00 260
222 1139 渡邉　巡洋(9) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 ならスポＡC 12.00 261
223 1152 赤松　勇仁(9) ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 12.00 262
227 1261 平岩　雅司(9) ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良陸協 12.00 263
231 557 吉田　峻太(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 橿原高 12.00 264
248 239 市森　光輝(2) ｲﾁﾓﾘ ｺｳｷ 男子 奈　良 大和広陵高 12.00 265
320 2444 織田　暁則(1) ｵﾘﾀ ｱｷﾉﾘ 男子 大　阪 大阪大 12.00 266
351 1493 海江田　祥瑛(2) ｶｲｴﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 大阪国際大 12.00 267
354 1498 坂本　高誼(2) ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 男子 高　知 大阪国際大 12.00 268
120 1752 森木　爽(1) ﾓﾘｷ ｿｳ 男子 京　都 鳥羽高 12.03 269
178 3872 西田　憲孝(9) ﾆｼﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 男子 大　阪 のびしろ 12.04 270
109 3277 野々村　将太朗(1) ﾉﾉﾑﾗ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 12.05 271
163 6145 塚口　洋之(9) ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 大阪陸協 12.05 272
268 606 多郷　欣優(1) ﾀｺﾞｳ ﾖｼﾏｻ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.05 273
1 11114 西倉　鴻士(9) ﾆｼｸﾗ　ｺｳｼﾞ 男子 神奈川 TEAM HAL. 12.10 274
8 450 田中　佑昇(1) ﾀﾅｶﾕｳﾄ 男子 三　重 近大高専 12.10 275
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144 4913 杉江 優希(1) ｽｷﾞｴ ﾕｳｷ 男子 京　都 乙訓高 12.10 276
189 802 坂丸　智紀(1) ｻｶﾏﾙ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 大産大附属高 12.10 277
280 1314 渡瀬　一樹(3) ﾜﾀｾ ｶｽﾞｷ 男子 兵　庫 甲南大 12.10 278
35 2278 﨑嶋 悠友(1) ｻｷｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.11 279
203 3134 中井　彬人(1) ﾅｶｲ ｱｷﾄ 男子 兵　庫 市伊丹高 12.11 280
3 442 上田　望笑(2) ｳｴﾀﾞﾉｴﾙ 男子 三　重 近大高専 12.12 281

209 4954 北詰　裕崇(9) ｷﾀﾂﾞﾒ ﾋﾛﾀｶ 男子 兵　庫 姫路HAC 12.14 282
51 4621 堺　陽翔(2) ｻｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西京高 12.15 283
184 864 川口　鉄生(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 男子 大　阪 枚方津田高 12.16 284
258 397 服部　成真(1) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.19 285
101 3271 白川　太貴(1) ｼﾗｶﾜ　ﾀｲｷ 男子 京　都 紫野高 12.20 286
97 3265 寺口　桂平(2) ﾃﾗｸﾞﾁ ｷｯﾍﾟｲ 男子 京　都 紫野高 12.21 287
100 3270 小川　正太郎(1) ｵｶﾞﾜ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 12.21 288
111 3282 小川　幸毅(1) ｵｶﾞﾜ　ｺｳｷ 男子 京　都 紫野高 12.21 289
130 1940 工藤　陽翔(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 乙訓高 12.26 290
2 9555 三谷　倖平(9) ﾐﾀﾆ ｺｳﾍｲ 男子 愛　知 愛知陸協 12.28 291
45 1663 長田　滉大(2) ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 北稜高 12.28 292
288 1019 山中　大輝(4) ﾔﾏﾅｶﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 大阪教育大 12.29 293
65 3103 足立　祥太郎(1) ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西京高 12.30 294
81 2688 多比良　航悠(2) ﾀﾋﾗ ｺｳﾕｳ 男子 京　都 南陽高 12.30 295
169 149 久瀬　斡翔(2) ｸｾ　ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方高 12.30 296
229 540 大園　浩喜(2) ｵｵｿﾉ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 橿原高 12.30 297
251 24 小林　夕希也(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 一条高 12.30 298
253 24 小林　夕希也(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 一条高 12.30 299
68 5010 山本 達也(9) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 双鶴クラブ 12.32 300
182 861 川内　悠雅(1) ｶﾜｳﾁ ﾕｳｶﾞ 男子 大　阪 枚方津田高 12.32 301
246 242 山中　虎牙(1) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 大和広陵高 12.32 302
99 3267 吉田　晴音(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 紫野高 12.33 303
116 1754 平居　昊(1) ﾋﾗｲ ｺｳ 男子 京　都 鳥羽高 12.33 304
154 444 森　健翔(2) ﾓﾘ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 高槻高 12.33 305
72 2204 應治　詩(1) ｵｳｼﾞ ｳﾀ 男子 京　都 城陽高 12.34 306
176 1369 川口　真(9) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 アトレティカ 12.34 307
180 500 田中　正太郎(2) ﾀﾅｶ ｾｲﾀﾛｳ 男子 大　阪 枚方津田高 12.36 308
115 1796 山西　正翔(2) ﾔﾏﾆｼ ﾏｻﾄ 男子 京　都 鳥羽高 12.37 309
75 2207 辰巳　和志(1) ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 城陽高 12.39 310
175 690 小谷　樹史(1) ｺﾀﾆ　ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方高 12.40 311
199 1228 東滝　勝義(9) ﾋｶﾞｼﾀｷ　ｶﾂﾖｼ 男子 大　阪 NEXUS-AC 12.40 312
230 553 堀　晴貴(1) ﾎﾘ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 橿原高 12.40 313
244 710 三宅　雅樹(1) ﾐﾔｹ ﾏｻｷ 男子 奈　良 高取国際高 12.42 314
25 2325 辻川 海滉(2) ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 12.43 315
220 1192 根津　亮真(9) ﾈﾂﾞ ﾘｮｳﾏ 男子 奈　良 KOYO.AC 12.43 316
242 707 梅本　幹斗(1) ｳﾒﾓﾄ ﾐｷﾄ 男子 奈　良 高取国際高 12.45 317
71 2203 福田　善大(1) ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 京　都 城陽高 12.46 318
74 2206 高田　佳祐(1) ﾀｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 京　都 城陽高 12.46 319
232 560 北川　慶悟(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 橿原高 12.47 320
34 2290 井上 創(1) ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 京　都 西城陽高 12.49 321
129 1939 野間　匠悟(2) ﾉﾏ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 乙訓高 12.50 322
142 1938 安井　雅典(2) ﾔｽｲ ﾏｻﾉﾘ 男子 京　都 乙訓高 12.50 323
143 4914 今村　隼士(1) ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 京　都 乙訓高 12.50 324
91 2445 秀井　浩二(9) ﾋﾃﾞｲ ｺｳｼﾞ 男子 京　都 京都マスターズ 12.55 325
153 442 丸尾　昂佑(2) ﾏﾙｵ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 高槻高 12.55 326
265 60 藤本　一輝(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.56 327
73 2205 杉本　琉(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｲ 男子 京　都 城陽高 12.57 328
186 450 江藤　直哉(2) ｴﾄｳ ﾅｵﾔ 男子 大　阪 大産大附属高 12.60 329
33 2289 長尾 爽司(1) ﾅｶﾞｵ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 12.61 330
94 3261 望田　大翔(2) ﾓﾁﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 紫野高 12.61 331
103 3273 谷口　恵太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ　ｹｲﾀ 男子 京　都 紫野高 12.61 332
106 3275 片山　仁(1) ｶﾀﾔﾏ　ｼﾞﾝ 男子 京　都 紫野高 12.61 333
107 3276 吉良　隆一(1) ｷﾗ　ﾘｭｳｲﾁ 男子 京　都 紫野高 12.61 334
82 2690 稲田　陸人(2) ｲﾅﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 京　都 南陽高 12.62 335
247 449 森川　翔太(1) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 大和広陵高 12.62 336
254 374 石田　匠(2) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.62 337
204 3135 渡辺　海斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 兵　庫 市伊丹高 12.67 338
56 4630 樋口　遥也(2) ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 男子 京　都 西京高 12.70 339
62 3112 蘆田　健心(1) ｱｼﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 京　都 西京高 12.70 340
179 3873 肥塚　慶之助(9) ﾋｽﾞｶ ｹｲﾉｽｹ 男子 大　阪 のびしろ 12.70 341
158 457 日置　脩汰(1) ﾋｵｷ ｼｭｳﾀ 男子 大　阪 高槻高 12.73 342
155 446 藤木　恵冴(2) ﾌｼﾞｷ ｹｲｺﾞ 男子 大　阪 高槻高 12.76 343
201 3130 井上　智貴(2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 男子 兵　庫 市伊丹高 12.80 344
216 1255 安川　飛悠河(3) ﾔｽｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 KOYO.AC 12.80 345
249 768 瀧本　伊吹(1) ﾀｷﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 男子 奈　良 十津川高 12.80 346
362 2159 南山　大於起(2) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾛｵｷ 男子 京　都 京都府立医科大 12.80 347
102 3272 塚本　岬(1) ﾂｶﾓﾄ　ﾐｻｷ 男子 京　都 紫野高 12.85 348
108 3280 西山　智裕(1) ﾆｼﾔﾏ　ﾄﾓﾋﾛ 男子 京　都 紫野高 12.85 349
32 2286 辻野 真宙(1) ﾂｼﾞﾉ ﾏﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 12.86 350
243 708 鮫島　瑞貴(1) ｻﾒｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 高取国際高 12.97 351
145 4926 梅川　倖生(1) ｳﾒｶﾜ ｺｳｾｲ 男子 京　都 乙訓高 13.00 352
213 1248 永原　悠翔(1) ﾅｶﾞﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 KOYO.AC 13.00 353
250 779 千葉　翔(1) ﾁﾊﾞ ｶｹﾙ 男子 奈　良 十津川高 13.00 354
93 2252 岸本一史(9) ｷｼﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 男子 大　阪 京都マスターズ 13.01 355
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157 455 黒田　航生(1) ｸﾛﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻高 13.11 356
77 2210 片岡　勇樹(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 男子 京　都 城陽高 13.15 357
219 1191 西川　大樹(9) ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 KOYO.AC 13.15 358
104 3274 井手本　渚(1) ｲﾃﾞﾓﾄ　ﾅｷﾞｻ 男子 京　都 紫野高 13.20 359
105 3279 渡邉　輝(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾙ 男子 京　都 紫野高 13.20 360
336 1448 根岸　悠人(4) ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 13.35 361
183 863 広瀬　翔彩(1) ﾋﾛｾ ﾄｱ 男子 大　阪 枚方津田高 13.45 362
110 3281 福田　恭介(1) ﾌｸﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 男子 京　都 紫野高 13.50 363
112 3283 宰川　塁(1) ｻｲｶﾜ　ﾙｲ 男子 京　都 紫野高 13.50 364
113 3284 佐藤　好晟(1) ｻﾄｳ　ｺｳｾｲ 男子 京　都 紫野高 13.50 365
217 1251 春本　敬士(3) ﾊﾙﾓﾄ ﾀｶｼ 男子 奈　良 KOYO.AC 13.50 366
156 453 櫻井 倫太郎(1) ｻｸﾗｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 高槻高 13.61 367
215 1245 阪田　拓紀(3) ｻｶﾀ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 KOYO.AC 13.64 368
212 1243 川村　顕起(1) ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｷ 男子 奈　良 KOYO.AC 13.80 369
214 1249 西口　響(1) ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 男子 奈　良 KOYO.AC 14.00 370
270 99 板倉　啓太(1) ｲﾀｸﾗ　ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 14.02 371
218 1246 竹田　康汰(3) ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 KOYO.AC 14.82 372
221 1194 村山　裕樹(9) ﾑﾗﾔ ﾏﾋﾛｷ 男子 奈　良 KOYO.AC 15.08 373
92 2985 山本　義浩(9) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 男子 京　都 京都マスターズ 15.60 374
239 11 萬谷　雅久(2) ﾏﾝﾀﾆ ｶﾞｸ 男子 奈　良 高取国際高 375
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213 1400 藤井　南希(4) ﾌｼﾞｲ ﾐﾅｷ 男子 大　阪 大阪経済大 21.17 1
180 550 岩崎　立来(3) ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ 男子 奈　良 大阪体育大 21.22 2
169 850 芦田　幸翼(4) ｱｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 男子 兵　庫 京都産業大 21.37 3
170 860 宮内　魁大(4) ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ 男子 兵　庫 京都産業大 21.50 4
171 854 二ノ宮　裕平(4) ﾆﾉﾐﾔ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 京都産業大 21.50 5
172 885 木村　天南(1) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 京都産業大 21.50 6
174 881 杉浦　正吾(1) ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 京都産業大 21.50 7
175 849 植本　尚輝(5) ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 大　阪 京都産業大 21.50 8
173 870 松﨑　智也(3) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 男子 京　都 京都産業大 21.56 9
126 1092 島村　侑暉(9) ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良陸協 21.74 10
210 1799 井口　義人(5) ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 京都府立医科大 21.81 11
88 139 新山　優弥(3) ｼﾝﾔﾏ　ｳﾐ 男子 大　阪 枚方高 21.90 12
153 732 藤田　雄大(4) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 香　川 京都大 21.92 13
17 1654 片岡　大輔(3) ｶﾀｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 21.97 14
163 633 阪本　育(3) ｻｶﾓﾄ ｲｸ 男子 大　阪 関西大 22.00 15
184 845 茶圓　裕希(1) ﾁｬｴﾝ　ﾋﾛｷ 男子 大　阪 天理大 22.00 16
190 848 今泉　蓮(1) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ 男子 奈　良 天理大 22.00 17
65 1929 澤田　蓮(2) ｻﾜﾀﾞ ﾚﾝ 男子 京　都 乙訓高 22.01 18
110 1223 長澤　亮(9) ﾅｶﾞｻﾜ　ﾘｮｳ 男子 大　阪 NEXUS-AC 22.01 19
212 1397 後藤　槙翼(4) ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾊﾞ 男子 大　阪 大阪経済大 22.01 20
168 653 名原　大樹(3) ﾅﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 男子 神奈川 関西大 22.16 21
111 1221 林　大地(9) ﾊﾔｼ　ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 NEXUS-AC 22.18 22
114 1217 伊藤　慎悟(9) ｲﾄｳ　ｼﾝｺﾞ 男子 大　阪 NEXUS-AC 22.18 23
185 807 森脇　蓮(4) ﾓﾘﾜｷ　ﾚﾝ 男子 奈　良 天理大 22.21 24
187 813 小森　裕士郎(3) ｺﾓﾘ　ﾕｳｼﾛｳ 男子 奈　良 天理大 22.21 25
217 2183 谷口　雄紀(9) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳｷ 男子 京　都 京産大AC 22.22 26
50 6796 栗本　由紀(9) ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 赤兎馬AC 22.25 27
115 779 坂井　汰久(2) ｻｶｲ ﾀｸ 男子 大　阪 豊島高 22.26 28
93 147 丸尾　勇人(2) ﾏﾙｵ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 22.30 29
4 432 中瀬　陽斗(3) ﾅｶｾｱｷﾄ 男子 三　重 近大高専 22.34 30
7 6428 伊藤　渉(4) ｲﾄｳｼｮｳ 男子 三　重 近大高専 22.34 31
64 1927 今井　颯太(2) ｲﾏｲ ｿｳﾀ 男子 京　都 乙訓高 22.36 32
13 2318 小西 瑛士(2) ｺﾆｼ ｴｲｼﾞ 男子 京　都 西城陽高 22.37 33
21 1669 吉村　青空(2) ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 男子 京　都 北稜高 22.44 34
14 2271 藤井 暖(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 22.48 35
29 1192 眞田　剛寛(9) ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 京　都 京都陸協 22.50 36
30 1119 井田　悠(9) ｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 男子 京　都 京都陸協 22.50 37
159 1797 三本木　優也(2) ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳﾔ 男子 京　都 京都教育大 22.50 38
176 2477 蛭子谷　大夢(1) ｴﾋﾞｽﾀﾞﾆ ﾋﾛﾑ 男子 大　阪 京都産業大 22.50 39
24 3108 中西　隼(1) ﾅｶﾆｼ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 西京高 22.51 40
76 4905 池谷　光志(1) ｲｹﾀﾆ ｺｳｼ 男子 京　都 乙訓高 22.51 41
146 61 細川　慧悟(2) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 奈良大附属高 22.53 42
1 429 梅本　宜広(3) ｳﾒﾓﾄﾖｼﾋﾛ 男子 三　重 近大高専 22.54 43

143 524 天羽　蓮(1) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 22.58 44
208 1457 石塚　友貴(3) ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｷ 男子 滋　賀 大阪国際大 22.58 45
98 684 堀田　雅斗(1) ﾎｯﾀ　ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方高 22.60 46
196 1508 二井　悠太(2) ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 大阪国際大 22.60 47
201 1486 井内　陽希(2) ｲｳﾁ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 大阪国際大 22.60 48
202 1478 林原　諒汰(3) ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 大阪国際大 22.60 49
186 815 佐野　義公(3) ｻﾉ　ﾖｼﾕｷ 男子 奈　良 天理大 22.66 50
157 1788 川口　将希(3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ 男子 京　都 京都教育大 22.67 51
77 4903 大西　叶汰(1) ｵｵﾆｼ ｶﾅﾀ 男子 京　都 乙訓高 22.70 52
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177 866 北田　大貴(3) ｷﾀﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 京都産業大 22.71 53
140 251 髙井　建太朗(1) ﾀｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 帝塚山高 22.74 54
151 746 前田　朝陽(4) ﾏｴﾀﾞｱｻﾋ 男子 愛　知 京都大 22.74 55
68 1928 小林　夏陽(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 男子 京　都 乙訓高 22.75 56
179 122 武富　聖人(4) ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾄ 男子 石　川 金沢大 22.76 57
112 3881 日置　勇斗(9) ﾋｵｷ　ﾕｳﾄ 男子 大　阪 NEXUS-AC 22.78 58
40 2242 太田　嵐(2) ｵｵﾀ ﾗﾝ 男子 京　都 城陽高 22.80 59
117 2584 石井　司(9) ｲｼｲ　ﾂｶｻ 男子 兵　庫 神戸市消防局 22.80 60
162 2226 深井　翔太郎(1) ﾌｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 関西大 22.80 61
12 2317 伊藤 大悟(2) ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 22.82 62
136 240 的井　直宏(2) ﾏﾄｲ ﾅｵﾋﾛ 男子 奈　良 大和広陵高 22.83 63
155 704 小原　幹太(M2) ｵﾊﾗ ｶﾝﾀ 男子 和歌山 京都大 22.83 64
44 2174 三好　翔大(2) ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 莵道高 22.85 65
161 647 山本　義達(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾂ 男子 大　阪 関西大 22.85 66
198 1509 前川　樹(2) ﾏｴｶﾜ ｲﾂｷ 男子 大　阪 大阪国際大 22.85 67
156 710 水野　廉也(M2) ﾐｽﾞﾉ ﾚﾝﾔ 男子 大　阪 京都大 22.86 68
216 2555 西脇　友哉(M2) ﾆｼﾜｷ ﾄﾓﾔ 男子 東　京 東京大 22.86 69
200 1499 杉田　想一朗(2) ｽｷﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 大阪国際大 22.89 70
181 1128 松岡　優介(3) ﾏﾂｵｶ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 大阪大 22.90 71
183 839 中村　蓮音(2) ﾅｶﾑﾗ　ﾚﾝ 男子 京　都 天理大 22.90 72
195 1474 西川　拓真(3) ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 22.90 73
28 4619 桂　遼(2) ｶﾂﾗ ﾘｮｳ 男子 京　都 西京高 22.98 74
66 1931 武久　昌睦(2) ﾀｹﾋｻ ﾏｻﾉﾌﾞ 男子 京　都 乙訓高 22.99 75
52 2764 井手　俊吾(9) ｲﾃﾞ ｼｭﾝｺﾞ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 23.00 76
54 3252 岡嶋　大地(3) ｵｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 紫野高 23.00 77
75 4904 矢野　壮琉(1) ﾔﾉ ﾀｹﾙ 男子 京　都 乙訓高 23.00 78
144 691 松井　勇翔(1) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 23.00 79
188 2197 石田　一(1) ｲｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 男子 奈　良 天理大 23.00 80
194 1467 田崎　奨真(3) ﾀｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 23.00 81
203 1480 伏見　将佑(3) ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 大阪国際大 23.00 82
207 1498 坂本　高誼(2) ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 男子 高　知 大阪国際大 23.00 83
215 2127 安藤　智紘(1) ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 男子 大　阪 追手門学院大 23.00 84
204 1497 阪口　颯良(2) ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ 男子 奈　良 大阪国際大 23.05 85
11 2321 浅津 一斗(2) ｱｻﾂﾞﾞ ｶｽﾞﾄ 男子 京　都 西城陽高 23.06 86
56 3266 林田　幹太郎(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 23.06 87
71 4901 宮坂　寛仁(1) ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 乙訓高 23.08 88
74 4902 安部　虎太朗(1) ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 京　都 乙訓高 23.09 89
16 2280 成田 天馬(1) ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 西城陽高 23.10 90
206 1505 中山　貴晶(2) ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ 男子 高　知 大阪国際大 23.10 91
26 3111 丸尾　陸斗(1) ﾏﾙｵ ﾘｸﾄ 男子 京　都 西京高 23.11 92
142 518 山本　純平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 奈良育英高 23.13 93
123 1190 茶山　健(9) ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 KOYO.AC 23.19 94
152 738 酒井　良佑(4) ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 男子 愛　知 京都大 23.20 95
164 677 櫻井　健太(2) ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 関西大 23.20 96
166 686 伊藤　大晟(2) ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 関西大 23.20 97
167 645 角田　龍(3) ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 関西大 23.20 98
197 1502 田中　大督(2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 大阪国際大 23.20 99
103 1346 斉藤　真治(9) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 大　阪 アトレティカ 23.23 100
25 3109 能島　慶(1) ﾉｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 西京高 23.25 101
78 4906 馬渕　翔希(1) ﾏﾌﾞﾁ ｼｮｳｷ 男子 京　都 乙訓高 23.25 102
91 145 加藤　渚(2) ｶﾄｳ　ﾅｷﾞｻ 男子 大　阪 枚方高 23.30 103
189 2202 本村　和也(1) ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 天理大 23.30 104
80 4912 廣田　行紀(1) ﾋﾛﾀ ﾔｽﾉﾘ 男子 京　都 乙訓高 23.33 105
61 1797 佐々木　海里(2) ｻｻｷ ｶｲﾘ 男子 京　都 鳥羽高 23.40 106
182 1129 三井　颯(3) ﾐｲ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 大阪大 23.40 107
193 1481 藤田　将史(3) ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ 男子 大　阪 大阪国際大 23.40 108
209 2510 上野　将大(1) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈良教育大 23.40 109
139 614 森口　翔太(1) ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 一条高 23.41 110
199 2293 伊崎　健太郎(1) ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 大阪国際大 23.42 111
9 2323 南 貴耀(2) ﾐﾅﾐ ﾀｶﾃﾙ 男子 京　都 西城陽高 23.43 112

191 2379 金森　雄亮(1) ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 佛教大 23.48 113
10 2324 島田 樹(2) ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽高 23.50 114
51 2763 松本　拓弥(9) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 23.50 115
53 3262 石川　巧士(2) ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 紫野高 23.50 116
82 1337 橋谷　俊平(9) ﾊｼﾀﾆ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 23.50 117
109 463 東道　佑人(2) ﾋｶﾞｼﾐﾁ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大産大附属高 23.50 118
127 1220 平井　利明() ﾋﾗｲ　ﾄｼｱｷ 男子 奈　良 奈良陸協 23.50 119
160 646 小澤　暖人(3) ｺｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 関西大 23.50 120
205 1493 海江田　祥瑛(2) ｶｲｴﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 大阪国際大 23.50 121
22 4616 井田　想(2) ｲﾀﾞ ｺｺﾛ 男子 京　都 西京高 23.52 122
23 4622 中川　雄稀(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 京　都 西京高 23.57 123
19 1664 川島　颯太(2) ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 23.61 124
165 2448 吉岡　翼(1) ﾖｼｵｶ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 関西大 23.70 125
2 441 清田　偉斗(3) ｷﾖﾀﾀｹﾄ 男子 三　重 近大高専 23.72 126

211 1219 青木　陸(1) ｱｵｷ ﾘｸ 男子 京　都 京都府立医科大 23.79 127
27 3110 福知　邑介(1) ﾌｸﾁ ｵｳｽｹ 男子 京　都 西京高 23.80 128
60 1798 土井浦　恒佑(2) ﾄﾞｲｳﾗ ｺｳｽｹ 男子 京　都 鳥羽高 23.80 129
89 143 長濱　颯矢斗(2) ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 23.80 130
96 682 中村　涼太(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方高 23.80 131
100 686 出野　絃季(1) ﾃﾞﾉ　ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方高 23.80 132
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118 3622 中村　誠基(9) ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 男子 兵　庫 BlueWaveAC 23.80 133
132 346 濱田　匠也(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 23.80 134
154 711 川端　将貴(M2) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 兵　庫 京都大 23.80 135
39 2241 森田　寛太(2) ﾓﾘﾀ ｶﾝﾀ 男子 京　都 城陽高 23.82 136
81 562 中溝　大介(9) ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 Live.fas 23.83 137
145 47 菊田　悠真(3) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 23.83 138
147 608 堀北　翔真(1) ﾎﾘｷﾀ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 23.88 139
15 2279 建口 愛斗(1) ﾀﾃｸﾞﾁ ｱｲﾄ 男子 京　都 西城陽高 23.90 140
102 734 越野　陸(1) ｺｼﾉ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 23.90 141
134 9 一宮　陸人(2) ｲﾁﾐﾔ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 高取国際高 23.94 142
8 449 大道　裕造(9) ｵｵﾐﾁ ﾋﾛﾅﾘ 男子 滋　賀 Be-Style 23.95 143
73 4907 藤﨑　連汰(1) ﾌｼﾞｻｷ ﾚﾝﾀ 男子 京　都 乙訓高 23.98 144
35 2204 應治　詩(1) ｵｳｼﾞ ｳﾀ 男子 京　都 城陽高 24.00 145
38 2209 山脇　千颯(1) ﾔﾏﾜｷ ﾁﾊﾔ 男子 京　都 城陽高 24.00 146
41 2244 堀井　博斗(2) ﾎﾘｲ ﾊｸﾄ 男子 京　都 城陽高 24.00 147
67 1933 西村　優空(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｱ 男子 京　都 乙訓高 24.00 148
72 4911 工藤　匠真(1) ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 乙訓高 24.00 149
133 163 秋野　樹輝(1) ｱｷﾉ ｼﾞｭｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 24.00 150
135 12 森田　飛燕(2) ﾓﾘﾀ ﾋｴﾝ 男子 奈　良 高取国際高 24.00 151
137 239 市森　光輝(2) ｲﾁﾓﾘ ｺｳｷ 男子 奈　良 大和広陵高 24.00 152
148 772 橋上　冬瑚(2) ﾊｼｶﾞﾐ ﾄｳｺﾞ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 24.06 153
6 642 多田　悠人(4) ﾀﾀﾞﾕｳﾄ 男子 三　重 近大高専 24.10 154
55 3265 寺口　桂平(2) ﾃﾗｸﾞﾁ ｷｯﾍﾟｲ 男子 京　都 紫野高 24.10 155
79 4908 岸本　航(1) ｷｼﾓﾄ ｺｳ 男子 京　都 乙訓高 24.19 156
48 2692 武本　翔聖(1) ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｾｲ 男子 京　都 南陽高 24.30 157
92 146 小角　旦陽(2) ｺｽﾐ　ｱｻﾋ 男子 大　阪 枚方高 24.30 158
125 1185 山中　大輔(9) ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 24.31 159
86 454 青山　武暉(1) ｱｵﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 大　阪 高槻高 24.33 160
129 553 堀　晴貴(1) ﾎﾘ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 橿原高 24.33 161
33 2202 杉本　瑠斗(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 城陽高 24.34 162
63 1752 森木　爽(1) ﾓﾘｷ ｿｳ 男子 京　都 鳥羽高 24.36 163
69 1935 皆川　陽都(2) ﾐﾅｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 乙訓高 24.36 164
141 387 登美　豪優(2) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 24.38 165
45 2697 辻本　昊聖(1) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｾｲ 男子 京　都 南陽高 24.40 166
46 2693 合原　慧(1) ｱｲﾊﾗ ｹｲ 男子 京　都 南陽高 24.41 167
20 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 24.46 168
3 438 田畑　白翔(2) ﾀﾊﾞﾀﾊｸﾄ 男子 三　重 近大高専 24.50 169
36 2205 杉本　琉(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｲ 男子 京　都 城陽高 24.50 170
90 144 髙須　依瑳(2) ﾀｶｽ　ｲｻ 男子 大　阪 枚方高 24.50 171
94 148 吉川　昂希(2) ｷｯｶﾜ　ｺｳｷ 男子 大　阪 枚方高 24.50 172
116 3133 山下　竜也(2) ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 市伊丹高 24.50 173
124 1152 赤松　勇仁(9) ｱｶﾏﾂ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 24.50 174
130 557 吉田　峻太(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 橿原高 24.50 175
214 1295 坂口　幹拓(2) ｻｶｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 男子 兵　庫 兵庫教育大 24.50 176
43 2172 織田　晃圭(2) ｵﾀﾞ ｱｷﾖｼ 男子 京　都 莵道高 24.57 177
97 683 秋田　陸(1) ｱｷﾀ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 24.60 178
32 2201 奥村　優一朗(1) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 城陽高 24.69 179
105 503 広瀬　裕(2) ﾋﾛｾ ﾕﾀｶ 男子 大　阪 枚方津田高 24.69 180
128 540 大園　浩喜(2) ｵｵｿﾉ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 橿原高 24.76 181
138 24 小林　夕希也(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 一条高 24.80 182
131 568 西本　清志郎(1) ﾆｼﾓﾄ ｽｽﾞｼﾛｳ 男子 奈　良 橿原高 24.84 183
70 1940 工藤　陽翔(2) ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 乙訓高 24.98 184
150 218 北野　太陽(2) ｷﾀﾉ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 国際高 24.99 185
18 1662 岡本　堅(2) ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 男子 京　都 北稜高 25.00 186
34 2203 福田　善大(1) ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 京　都 城陽高 25.00 187
47 2698 瀬尾　拓馬(1) ｾｵ ﾀｸﾏ 男子 京　都 南陽高 25.00 188
95 149 久瀬　斡翔(2) ｸｾ　ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方高 25.00 189
58 3277 野々村　将太朗(1) ﾉﾉﾑﾗ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 25.05 190
99 685 木村　亮介(1) ｷﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 枚方高 25.10 191
49 2688 多比良　航悠(2) ﾀﾋﾗ ｺｳﾕｳ 男子 京　都 南陽高 25.20 192
107 864 川口　鉄生(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 男子 大　阪 枚方津田高 25.29 193
83 443 横井　浩孝(2) ﾖｺｲ ﾋﾛﾀｶ 男子 大　阪 高槻高 25.34 194
62 1754 平居　昊(1) ﾋﾗｲ ｺｳ 男子 京　都 鳥羽高 25.40 195
87 6145 塚口　洋之(9) ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 大阪陸協 25.52 196
37 2206 高田　佳祐(1) ﾀｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 京　都 城陽高 25.56 197
108 3343 生田　勝也(9) ｲｸﾀ ｶﾂﾔ 男子 大　阪 近大AC 25.58 198
57 3267 吉田　晴音(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 紫野高 25.59 199
31 5010 山本 達也(9) ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 双鶴クラブ 25.68 200
101 690 小谷　樹史(1) ｺﾀﾆ　ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方高 25.80 201
84 446 藤木　恵冴(2) ﾌｼﾞｷ ｹｲｺﾞ 男子 大　阪 高槻高 26.46 202
42 2245 伊藤　琉貴(2) ｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 京　都 城陽高 26.63 203
104 3873 肥塚　慶之助(9) ﾋｽﾞｶ ｹｲﾉｽｹ 男子 大　阪 のびしろ 27.00 204
106 863 広瀬　翔彩(1) ﾋﾛｾ ﾄｱ 男子 大　阪 枚方津田高 27.00 205
59 3284 佐藤　好晟(1) ｻﾄｳ　ｺｳｾｲ 男子 京　都 紫野高 27.36 206
85 447 辻　陽樹(2) ﾂｼﾞ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 高槻高 27.38 207
149 99 板倉　啓太(1) ｲﾀｸﾗ　ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 27.75 208
192 1448 根岸　悠人(4) ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 27.83 209
122 1187 青木　重憲(9) ｱｵｷ ｼｹﾞﾉﾘ 男子 奈　良 KOYO.AC 29.03 210
120 1245 阪田　拓紀(3) ｻｶﾀ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 KOYO.AC 29.10 211
121 1251 春本　敬士(3) ﾊﾙﾓﾄ ﾀｶｼ 男子 奈　良 KOYO.AC 29.60 212
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119 1243 川村　顕起(1) ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｷ 男子 奈　良 KOYO.AC 30.00 213
5 431 山本　拓実(3) ﾔﾏﾓﾄﾀｸﾐ 男子 三　重 近大高専 214

113 1219 塩山　昌弘(9) ｼｵﾔﾏ　ﾏｻﾋﾛ 男子 大　阪 NEXUS-AC 215
158 1789 西野　優人(3) ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京都教育大 216
178 2331 松永　宗大(1) ﾏﾂﾅｶﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 京都工芸繊維大 217

**************************************************
* 男子高校・一般 ４００ｍ *
**************************************************
116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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
105 1456 山本　理貴(4) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ 男子 大　阪 大阪国際大 47.98 1
98 615 本多　諒平(4) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 大　阪 関西大 48.50 2
107 1479 福田　悠翔(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 48.68 3
39 3252 岡嶋　大地(3) ｵｶｼﾞﾏ　ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 紫野高 48.94 4
110 1494 加治木　悠真(2) ｶｼﾞｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 48.99 5
108 1462 坂本　龍星(3) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 大阪国際大 49.03 6
53 1764 増田　涼(3) ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 京　都 鳥羽高 49.08 7
91 517 山村　将士(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良育英高 49.11 8
102 862 河村　真毅(3) ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 男子 岐　阜 京都産業大 49.50 9
113 1718 森脇　拓未(3) ﾓﾘﾜｷ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 奈良教育大 49.64 10
99 858 柴田　桂吾(4) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 兵　庫 京都産業大 49.78 11
100 858 柴田　桂吾(4) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 兵　庫 京都産業大 49.78 12
70 147 丸尾　勇人(2) ﾏﾙｵ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 50.00 13
101 885 木村　天南(1) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 京都産業大 50.00 14
8 2271 藤井 暖(2) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 50.31 15
29 2174 三好　翔大(2) ﾐﾖｼ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 莵道高 50.42 16
54 1930 大川内　遥翔(2) ｵｵｶﾜｳﾁ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 乙訓高 50.42 17
73 684 堀田　雅斗(1) ﾎｯﾀ　ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方高 50.50 18
104 1081 畑　健将(5) ﾊﾀ ｹﾝｽｹ 男子 大　阪 大阪大 50.50 19
17 4625 藤野　一寿(2) ﾌｼﾞﾉ ｶｽﾞﾄｼ 男子 京　都 西京高 50.75 20
36 2668 田村　優介(9) ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 50.87 21
103 1111 太田　宗一郎(3) ｵｵﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 大阪大 50.87 22
9 2322 山﨑 翔(2) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 京　都 西城陽高 50.96 23
20 4631 古田　優輝(2) ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 男子 京　都 西京高 50.98 24
109 1509 前川　樹(2) ﾏｴｶﾜ ｲﾂｷ 男子 大　阪 大阪国際大 51.00 25
115 1799 井口　義人(5) ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 京都府立医科大 51.00 26
40 3266 林田　幹太郎(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 51.07 27
60 1466 溝腰　好高(9) ﾐｿﾞｺｼ ﾖｼﾀｶ 男子 大　阪 スターヒルズ 51.20 28
6 2326 山本 壮琉(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 京　都 西城陽高 51.25 29
96 1936 鈴木　雄大(3) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 摂南大 51.30 30
111 1468 田中　匡(3) ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 男子 奈　良 大阪国際大 51.42 31
97 2226 深井　翔太郎(1) ﾌｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 関西大 51.50 32
116 82 井上　大誠(1) ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 51.50 33
51 1794 田中　琉喜(2) ﾀﾅｶ ﾘｭｳｷ 男子 京　都 鳥羽高 51.53 34
83 1190 茶山　健(9) ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 KOYO.AC 51.54 35
81 3571 富永　匠哉(9) ﾄﾐﾅｶﾞ　ﾀｸﾔ 男子 兵　庫 復刻AC 51.67 36
57 4902 安部　虎太朗(1) ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 男子 京　都 乙訓高 51.90 37
26 2242 太田　嵐(2) ｵｵﾀ ﾗﾝ 男子 京　都 城陽高 51.93 38
65 6301 辻本　広大(9) ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 大阪陸協 52.00 39
114 2511 永春　宏治(1) ﾅｶﾞﾊﾙ ｺｳｼﾞ 男子 奈　良 奈良教育大 52.10 40
15 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 52.14 41
5 2319 清水 憲人(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 男子 京　都 西城陽高 52.33 42
75 686 出野　絃季(1) ﾃﾞﾉ　ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方高 52.50 43
66 143 長濱　颯矢斗(2) ﾅｶﾞﾊﾏ　ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 52.80 44
28 2173 田丸　遼人(2) ﾀﾏﾙ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 莵道高 52.99 45
59 566 尾﨑　祐真(9) ｵｻｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 Live.fas 52.99 46
55 1932 堀　圭佑(2) ﾎﾘ ｹｲｽｹ 男子 京　都 乙訓高 53.00 47
68 145 加藤　渚(2) ｶﾄｳ　ﾅｷﾞｻ 男子 大　阪 枚方高 53.00 48
112 1505 中山　貴晶(2) ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ 男子 高　知 大阪国際大 53.00 49
79 4954 北詰　裕崇(9) ｷﾀﾂﾞﾒ ﾋﾛﾀｶ 男子 兵　庫 姫路HAC 53.01 50
80 3551 近藤　克典(9) ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ 男子 兵　庫 復刻AC 53.10 51
16 4621 堺　陽翔(2) ｻｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西京高 53.12 52
7 2270 美田村 颯士(2) ﾐﾀﾑﾗ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 53.16 53
52 1751 林　正純(1) ﾊﾔｼ ﾏｻｽﾞﾐ 男子 京　都 鳥羽高 53.24 54
1 437 岳野　迪也(2) ﾀｹﾉﾐﾁﾔ 男子 三　重 近大高専 53.39 55
19 4627 松井　健輔(2) ﾏﾂｲ ｹﾝｽｹ 男子 京　都 西京高 53.43 56
11 2274 小口 遥大(1) ｺｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 西城陽高 53.45 57
58 4905 池谷　光志(1) ｲｹﾀﾆ ｺｳｼ 男子 京　都 乙訓高 53.50 58
77 454 川本　涼成(2) ｶﾜﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 大産大附属高 53.50 59
78 467 八木　善大(2) ﾔｷﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 大　阪 大産大附属高 53.50 60
42 3271 白川　太貴(1) ｼﾗｶﾜ　ﾀｲｷ 男子 京　都 紫野高 53.68 61
23 3103 足立　祥太郎(1) ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西京高 53.90 62
22 4619 桂　遼(2) ｶﾂﾗ ﾘｮｳ 男子 京　都 西京高 54.00 63
56 1933 西村　優空(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｱ 男子 京　都 乙訓高 54.00 64
90 387 登美　豪優(2) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 54.29 65
67 144 髙須　依瑳(2) ﾀｶｽ　ｲｻ 男子 大　阪 枚方高 54.30 66
21 4629 古居　翼(2) ｺｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 京　都 西京高 54.39 67
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4 106 吉田 大介(9) ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 滋　賀 チームRCK 54.50 68
18 4626 星野　仙都(2) ﾎｼﾉ ｾﾝﾄ 男子 京　都 西京高 54.50 69
31 2693 合原　慧(1) ｱｲﾊﾗ ｹｲ 男子 京　都 南陽高 54.50 70
35 4608 古川 真希(9) ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｷ 男子 京　都 Soleil.AC 54.50 71
71 682 中村　涼太(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方高 54.80 72
69 146 小角　旦陽(2) ｺｽﾐ　ｱｻﾋ 男子 大　阪 枚方高 55.00 73
50 1800 鶴田　卓也(2) ﾂﾙﾀ ﾀｸﾔ 男子 京　都 鳥羽高 55.07 74
88 249 吉田　圭佑(2) ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 帝塚山高 55.07 75
32 2698 瀬尾　拓馬(1) ｾｵ ﾀｸﾏ 男子 京　都 南陽高 55.16 76
37 3261 望田　大翔(2) ﾓﾁﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 紫野高 55.18 77
34 2695 新谷　斎生(1) ｼﾝﾀﾆ ｲﾂｷ 男子 京　都 南陽高 55.35 78
25 2241 森田　寛太(2) ﾓﾘﾀ ｶﾝﾀ 男子 京　都 城陽高 55.48 79
45 3276 吉良　隆一(1) ｷﾗ　ﾘｭｳｲﾁ 男子 京　都 紫野高 55.79 80
47 3277 野々村　将太朗(1) ﾉﾉﾑﾗ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 55.79 81
87 615 清原　尚(1) ｷﾖﾊﾗ ﾀｶｼ 男子 奈　良 一条高 56.00 82
95 1023 小杉　和哉(3) ｺｽｷﾞｶｽﾞﾔ 男子 大　阪 大阪教育大 56.13 83
64 6145 塚口　洋之(9) ﾂｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 大阪陸協 56.54 84
86 242 山中　虎牙(1) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 大和広陵高 56.55 85
38 3262 石川　巧士(2) ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 紫野高 56.63 86
92 52 浅野　慎太郎(2) ｱｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良大附属高 56.93 87
74 685 木村　亮介(1) ｷﾑﾗ　ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 枚方高 57.00 88
46 3280 西山　智裕(1) ﾆｼﾔﾏ　ﾄﾓﾋﾛ 男子 京　都 紫野高 57.50 89
13 1662 岡本　堅(2) ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 男子 京　都 北稜高 57.65 90
89 253 文　世仁(1) ﾌﾞﾝ ｾｲﾝ 男子 奈　良 帝塚山高 57.86 91
30 2697 辻本　昊聖(1) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｾｲ 男子 京　都 南陽高 58.00 92
33 2696 山室　風雅(1) ﾔﾏﾑﾛ ﾌｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高 58.00 93
62 456 髙橋 悠真(1) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高槻高 58.00 94
63 457 日置　脩汰(1) ﾋｵｷ ｼｭｳﾀ 男子 大　阪 高槻高 58.00 95
93 607 藤井　陽(1) ﾌｼﾞｲ ﾖｳ 男子 奈　良 奈良大附属高 58.02 96
94 217 上田　夏甫(2) ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ 男子 奈　良 国際高 58.40 97
10 2290 井上 創(1) ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 京　都 西城陽高 58.62 98
41 3267 吉田　晴音(2) ﾖｼﾀﾞ　ﾊﾙﾄ 男子 京　都 紫野高 58.66 99
72 683 秋田　陸(1) ｱｷﾀ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 59.00 100
76 690 小谷　樹史(1) ｺﾀﾆ　ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方高 59.00 101
27 2245 伊藤　琉貴(2) ｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 男子 京　都 城陽高 59.32 102
43 3274 井手本　渚(1) ｲﾃﾞﾓﾄ　ﾅｷﾞｻ 男子 京　都 紫野高 59.50 103
44 3279 渡邉　輝(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾙ 男子 京　都 紫野高 59.50 104
48 3281 福田　恭介(1) ﾌｸﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 男子 京　都 紫野高 59.83 105
49 3284 佐藤　好晟(1) ｻﾄｳ　ｺｳｾｲ 男子 京　都 紫野高 59.83 106
61 452 沖野　堅志郎(2) ｵｷﾉ ｹﾝｼﾛｳ 男子 大　阪 高槻高 1:00.00 107
14 1665 坂本　龍登(2) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 北稜高 1:00.02 108
24 2208 森本　成海(1) ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾙ 男子 京　都 城陽高 1:00.16 109
82 1246 竹田　康汰(3) ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 KOYO.AC 1:02.00 110
106 1448 根岸　悠人(4) ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 1:03.74 111
2 6423 本田　基偉(5) ﾎﾝﾀﾞﾓﾄｲ 男子 三　重 近大高専 112
3 6427 長田　一晟(4) ﾅｶﾞﾀｲｯｾｲ 男子 三　重 近大高専 113
12 1655 北澤　太晟(3) ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 北稜高 114
84 658 今西　柊憂(1) ｲﾏﾆｼ ｼｭｳ 男子 奈　良 奈情商・県商高 115
85 661 西出　将也(1) ﾆｼﾃﾞ ｼｮｳﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 116

**************************************
* 男子共通 １００ｍ *
**************************************
27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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
26 528 松宮　武蔵(1) ﾏﾂﾐﾔ ﾑｻｼ 男子 奈　良 奈良育英高 10.74 1
16 496 奥谷　拓征(2) ｵｸﾀﾆ ﾀｸｾｲ 男子 奈　良 奈良育英高 10.85 2
18 508 田原　歩睦(2) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 奈良育英高 10.86 3
24 526 濱口　亮太(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 11.01 4
20 517 山村　将士(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良育英高 11.10 5
22 524 天羽　蓮(1) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 11.10 6
8 377 尾嵜　玄空(2) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.23 7
27 691 松井　勇翔(1) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 11.23 8
21 518 山本　純平(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 奈良育英高 11.40 9
25 527 福本　陽己(1) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.48 10
9 378 金光　将英(2) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.50 11
10 381 木津　周汰(2) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.70 12
14 391 奥田　優人(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.73 13
23 525 戸島　清太(1) ﾄｼﾏ ｾｲﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 11.78 14
12 387 登美　豪優(2) ﾄﾐ ｺﾞｳﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.94 15
13 390 前田　大智(2) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.94 16
17 498 奥山　太揮(2) ｵｸﾔﾏ ﾀｲｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.94 17
11 386 竹川　晴斗(2) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.99 18
2 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.04 19
19 511 深瀬　勇誠(2) ﾌｶｾ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 奈良育英高 12.09 20
15 394 真貝　竜一郎(1) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.50 21
3 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.73 22
5 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.76 23
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4 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.15 24
1 137 青木　捷亮(2) ｱｵｷ ﾄｼｱｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.22 25
7 137 山﨑　祐弥(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 14.47 26
6 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 27

**************************************
* 男子共通 ８００ｍ *
**************************************
103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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
98 1967 宮崎　琉樹哉(3) ﾐﾔｻﾞｷ ﾙｷﾔ 男子 滋　賀 びわこ学院大 1:50.00 1
99 1966 濱田　晃輝(3) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 男子 滋　賀 びわこ学院大 1:51.00 2
89 65 末留　颯楽(3) ｽｴﾄﾒ ｿﾗ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 1:52.12 3
103 1364 清水祥吾(4) ｼﾐｽﾞｼｮｳｺﾞ 男子 兵　庫 兵庫県立大 1:53.94 4
44 6301 辻本　広大(9) ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 大阪陸協 1:55.00 5
51 1430 高橋　祐満(9) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 兵　庫 西宮市陸協 1:55.00 6
91 82 井上　大誠(1) ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 1:55.02 7
36 7635 瀨古　優太(9) ｾｺ ﾕｳﾀ 男子 京　都 亀岡クラブ 1:56.07 8
50 2386 片野　貴裕(9) ｶﾀﾉ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 WAC 1:56.75 9
97 1024 西原　明希(3) ｻｲﾊﾗﾊﾙｷ 男子 大　阪 大阪教育大 1:57.00 10
90 75 大森　颯馬(2) ｵｵﾓﾘ ｿｳﾏ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 1:58.20 11
95 2134 井上　陽登(1) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 男子 京　都 京都教育大 1:58.87 12
96 2136 佐藤　智樹(1) ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 男子 京　都 京都教育大 1:58.90 13
39 240 山口　是秀(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｺﾚﾋﾃﾞ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 1:58.96 14
102 1807 村田　俊貴(3) ﾑﾗﾀ ﾄｼｷ 男子 京　都 京都府立医科大 1:59.00 15
100 868 大月　勇典(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 京都産業大 2:02.02 16
2 3022 前野　貴昭(9) ﾏｴﾉ ﾀｶｱｷ 男子 滋　賀 滋賀陸協 2:03.23 17
35 1800 鶴田　卓也(2) ﾂﾙﾀ ﾀｸﾔ 男子 京　都 鳥羽高 2:04.13 18
53 3566 尾崎　瀬奈(9) ｵｻﾞｷ　ｾﾅ 男子 兵　庫 復刻AC 2:04.68 19
32 2615 清田　大貴(9) ｷﾖﾀ ﾋﾛｷ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 2:05.00 20
52 3551 近藤　克典(9) ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ 男子 兵　庫 復刻AC 2:05.08 21
47 499 財津　志仁(2) ｻﾞｲﾂ ﾕｷﾄ 男子 大　阪 枚方津田高 2:05.46 22
38 239 安富　玲皇(3) ﾔｽﾄﾐ ﾚｵ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 2:06.21 23
34 3265 寺口　桂平(2) ﾃﾗｸﾞﾁ ｷｯﾍﾟｲ 男子 京　都 紫野高 2:06.50 24
37 4202 橋爪　佑太(9) ﾊｼﾂﾒ ﾕｳﾀ 男子 京　都 Liberta 2:08.00 25
68 65 高木　春光(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ 男子 奈　良 香芝中 2:08.00 26
54 44 衣笠　逞真(2) ｷﾇｶﾞｻ　ﾀｸﾏ 男子 奈　良 上中学 2:08.01 27
86 615 清原　尚(1) ｷﾖﾊﾗ ﾀｶｼ 男子 奈　良 一条高 2:08.40 28
48 674 西山　人和(2) ﾆｼﾔﾏ ﾄﾜ 男子 大　阪 枚方津田高 2:08.95 29
101 2126 和田　拓真(M1) ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 和歌山 和歌山大 2:09.00 30
80 124 小森　慶人(3) ｺﾓﾘ ｹｲﾄ 男子 奈　良 帝塚山中 2:09.17 31
88 247 堀内　碧仁(2) ﾎﾘｳﾁ ｱｵﾄ 男子 奈　良 帝塚山高 2:09.64 32
45 144 髙須　依瑳(2) ﾀｶｽ　ｲｻ 男子 大　阪 枚方高 2:10.00 33
60 65 土肥　春輝(2) ﾄﾞｲ　ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝中 2:10.00 34
65 65 土肥　星太(3) ﾄﾞｲ　ｾｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 2:10.00 35
24 17 野殿　碧(2) ﾉﾄﾞﾉ　ｱｵｲ 男子 京　都 泉川中 2:10.21 36
85 629 木嶋　斗弥(1) ｷｼﾞﾏ　ﾄｳﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 2:10.37 37
70 67 野瀬　悠一郎(2) ﾉｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 広陵中 2:12.00 38
92 1144 菱本　嘉人(1) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 2:12.00 39
93 1146 増成　岳瑠(1) ﾏｽﾅﾘ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 2:12.00 40
87 246 藤井　七海斗(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾐﾄ 男子 奈　良 帝塚山高 2:12.50 41
18 88 榊間　慶斗(2) ｻｶｷﾏ ｹｲﾄ 男子 京　都 太秦中 2:15.00 42
13 37 今村 優大(2) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 洛南中 2:15.21 43
84 183 小西　仁(2) ｺﾆｼ ｼﾞﾝ 男子 奈　良 桜井東中 2:15.91 44
46 1369 川口　真(9) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 アトレティカ 2:16.56 45
58 65 高谷　浩央(2) ﾀｶﾔ ﾋﾛ 男子 奈　良 香芝中 2:18.00 46
82 124 永井　佑紀(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 男子 奈　良 帝塚山中 2:18.56 47
61 65 都秋　和斗(2) ﾂｱｷ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 香芝中 2:18.66 48
49 457 雀部　哲平(2) ｻｻﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 大　阪 大産大附属高 2:20.00 49
73 73 松田　侑大(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:20.00 50
94 1238 小野　龍之介(2) ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:20.00 51
57 65 岡田　颯太(2) ｵｶﾀﾞ　ﾊﾔﾀ 男子 奈　良 香芝中 2:21.00 52
76 106 山本　大翔(1) ﾔﾏﾓﾄﾏｻﾄ 男子 奈　良 田原本中 2:23.54 53
28 209 細井　凜飛(2) ﾎｿｲ ﾘﾝﾄ 男子 京　都 久御山中 2:24.00 54
30 1665 坂本　龍登(2) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 北稜高 2:24.90 55
9 34 山段　慶悟(3) ｻﾝｱﾝ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 立命館中 2:25.34 56
59 65 水月　大翔(2) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 2:26.00 57
1 452 箸尾　泰良(1) ﾊｼｵﾀｲﾗ 男子 三　重 近大高専 2:26.88 58
15 37 田口 晴陽(1) ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾋ 男子 京　都 洛南中 2:27.43 59
72 73 藤原　敬人(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:28.43 60
42 281 佐野　邑介(1) ｻﾉ ｵｳｽｹ 男子 大　阪 高槻中 2:29.16 61
75 96 大江　翔太(2) ｵｵｴ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 2:29.41 62
23 110 宮嵜 俊作(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝｻｸ 男子 京　都 田辺中 2:29.42 63
27 209 田中　想太(2) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 男子 京　都 久御山中 2:30.00 64
43 442 丸尾　昂佑(2) ﾏﾙｵ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 高槻高 2:30.00 65
67 65 横田　寛人(1) ﾖｺﾀ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 2:30.00 66
71 67 小切間　大翔(1) ｺｷﾞﾘﾏ ﾀｲﾄ 男子 奈　良 広陵中 2:30.18 67
56 64 高橋征悟(2) ﾀｶﾊｼ ｾｲｺﾞ 男子 奈　良 白鳳中 2:31.21 68
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81 124 成瀬　智裕(2) ﾅﾙｾ ﾄﾓﾋﾛ 男子 奈　良 帝塚山中 2:34.00 69
69 66 柴田　徠翔(2) ｼﾊﾞﾀ　ﾗｲﾄ 男子 奈　良 上牧中 2:35.00 70
74 73 坂本　春介(1) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:35.40 71
64 65 橋本　邦弘(1) ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 男子 奈　良 香芝中 2:36.00 72
40 281 中田　昴星(3) ﾅｶﾀ ｽﾊﾞﾙ 男子 大　阪 高槻中 2:37.30 73
79 119 面家　啓一郎(1) ﾒﾝﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 富雄南中 2:39.15 74
21 110 木原　陸(1) ｷﾊﾗ ﾘｸ 男子 京　都 田辺中 2:39.23 75
26 209 小嶋　泰雅(1) ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 男子 京　都 久御山中 2:40.00 76
41 281 芦澤　修平(1) ｱｼｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 男子 大　阪 高槻中 2:40.00 77
10 49 田井中　陸(1) ﾀｲﾅｶ ﾘｸ 男子 京　都 二条中 2:40.07 78
78 118 大木　悠平(2) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 飛鳥中 2:40.19 79
8 37 平井　鼎三(2) ﾋﾗｲ ﾃｲｿﾞｳ 男子 京　都 加茂川中 2:40.38 80
33 2435 奥田　誠(9) ｵｸﾀﾞﾏｺﾄ 男子 京　都 京都マスターズ 2:40.74 81
25 20 内田　隼太(2) ｳﾁﾀﾞ　ﾊﾔﾀ 男子 京　都 泉川中 2:45.00 82
62 65 植田　拓海朗(1) ｳｴﾀﾞ ﾀﾐｵ 男子 奈　良 香芝中 2:45.00 83
22 110 鷺森　皓(1) ｻｷﾞﾓﾘ ｺｳ 男子 京　都 田辺中 2:48.12 84
77 118 安達　裕翔(2) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 飛鳥中 2:49.88 85
63 65 岩田　一樹(1) ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 香芝中 2:50.00 86
66 65 塚本　祥真(1) ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 2:50.00 87
83 124 髙橋　昊汰(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 男子 奈　良 帝塚山中 2:50.00 88
20 88 浜田　龍(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 京　都 太秦中 2:58.00 89
19 88 畠中　悠翔(2) ﾊﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 京　都 太秦中 3:00.00 90
3 48 藤田　孝太朗(2) ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 加茂川中 91
4 40 中瀬　来(2) ﾅｶｾ ﾗｲ 男子 京　都 加茂川中 92
5 13 川上　稜輝(1) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｷ 男子 京　都 加茂川中 93
6 31 佐藤　舜介(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 加茂川中 94
7 16 藤井　草馬(1) ﾌｼﾞｲ ｿｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 95
11 51 知路　渉右(1) ﾁｼﾞ ｼｮｳｽｹ 男子 京　都 二条中 96
12 52 西本　公亮(1) ﾆｼﾓﾄ ｺｳｽｹ 男子 京　都 二条中 97
14 37 岩見 健生(1) ｲﾜﾐ ｹﾝｾｲ 男子 京　都 洛南中 98
16 37 今荘 隼斗(1) ｲﾏｼﾞｮｳ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 洛南中 99
17 37 木村 天祥(1) ｷﾑﾗ ﾃﾝｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 100
29 237 山野　竜太郎(1) ﾔﾏﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 京　都 南陽高附属中 101
31 1675 松浦　旬生(1) ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 京　都 北稜高 102
55 64 水本　陸王(1) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾚｵ 男子 奈　良 白鳳中 103
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132 1434 河内　崚(4) ｶﾜﾁ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪国際大 3:55.00 1
1 3076 佐々木　哲(3) ｻｻｷ ﾃﾂ 男子 愛　知 TSM 3:55.36 2

134 1482 真砂　拓冬(3) ﾏｻｺﾞ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 4:00.00 3
129 1553 中村　憲太郎(3) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 和歌山 和歌山大 4:07.26 4
130 1569 水野　詠介(2) ﾐｽﾞﾉ ｴｲｽｹ 男子 和歌山 和歌山大 4:08.40 5
38 3261 望田　大翔(2) ﾓﾁﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 紫野高 4:09.10 6
62 2386 片野　貴裕(9) ｶﾀﾉ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 WAC 4:10.00 7
124 684 濱　宏太(2) ﾊﾏ ｺｳﾀ 男子 滋　賀 関西大 4:10.00 8
63 2385 左近　実智隆(9) ｻｺﾝ ﾐﾁﾀｶ 男子 大　阪 WAC 4:11.00 9
117 382 清野　馨(2) ｷﾖﾉ ｶｵﾙ 男子 奈　良 東大寺学園高 4:15.00 10
131 1558 谷岡　義隆(3) ﾀﾆｵｶ ﾖｼﾀｶ 男子 和歌山 和歌山大 4:15.00 11
50 246 津島　慶季(2) ﾂｼﾏ ﾖｼｷ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 4:15.19 12
61 499 財津　志仁(2) ｻﾞｲﾂ ﾕｷﾄ 男子 大　阪 枚方津田高 4:17.30 13
49 245 柴田　清佑(2) ｼﾊﾞﾀ ｾｲｽｹ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 4:18.69 14
51 247 中島　陸斗(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 4:19.83 15
128 1656 臼井　健悟(2) ｳｽｲ ｹﾝｺﾞ 男子 京　都 京都工芸繊維大 4:20.00 16
126 1654 白矢　昴汰(2) ｼﾗﾔ ｺｳﾀ 男子 京　都 京都工芸繊維大 4:20.25 17
69 65 綛谷　耕平(2) ｶｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 香芝中 4:23.00 18
71 65 土肥　星太(3) ﾄﾞｲ　ｾｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 4:23.00 19
125 868 大月　勇典(3) ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 京都産業大 4:23.00 20
34 1357 増田　優斗(9) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京都陸協 4:23.12 21
7 35 衣川　凌(3) ｷﾇｶﾞﾜ　ﾘｮｳ 男子 京　都 立命館中 4:23.14 22

114 28 渡　智輝(2) ﾜﾀﾘ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 一条高 4:24.09 23
136 376 大庭　直也(2) ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 男子 奈　良 東大寺学園高 4:25.00 24
48 242 甲斐　陸人(2) ｶｲ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 4:25.28 25
45 1800 鶴田　卓也(2) ﾂﾙﾀ ﾀｸﾔ 男子 京　都 鳥羽高 4:26.06 26
47 241 甲斐　暖人(2) ｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 4:26.79 27
40 3274 井手本　渚(1) ｲﾃﾞﾓﾄ　ﾅｷﾞｻ 男子 京　都 紫野高 4:28.10 28
33 1675 松浦　旬生(1) ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 京　都 北稜高 4:28.20 29
127 2333 安井　涼音(1) ﾔｽｲ ﾘｮｳ 男子 京　都 京都工芸繊維大 4:30.00 30
99 174 河人　莉玖(2) ｶﾜﾋﾄ ﾘｸ 男子 奈　良 光陽中 4:30.47 31
133 2291 原　章裕(4) ﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 大阪国際大 4:30.50 32
115 616 竹原　裕太(1) ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 一条高 4:31.00 33
113 26 堀　弘亮(2) ﾎﾘ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 一条高 4:31.04 34
39 3271 白川　太貴(1) ｼﾗｶﾜ　ﾀｲｷ 男子 京　都 紫野高 4:32.45 35
43 3280 西山　智裕(1) ﾆｼﾔﾏ　ﾄﾓﾋﾛ 男子 京　都 紫野高 4:33.12 36
55 154 白石　大河(2) ｼﾗｲｼ　ﾀｲｶﾞ 男子 大　阪 枚方高 4:35.00 37
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87 124 西岡　伸泰(3) ﾆｼｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男子 奈　良 帝塚山中 4:35.00 38
108 344 中埜　宇一郎(2) ﾅｶﾉ ｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 奈情商・県商高 4:35.00 39
41 3279 渡邉　輝(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾃﾙ 男子 京　都 紫野高 4:36.35 40
35 2175 内藤　渓(2) ﾅｲﾄｳ ｹｲ 男子 京　都 莵道高 4:36.38 41
2 3083 大河内 椋介(2) ｵｵｺｳﾁ　ﾘｮｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 4:37.20 42

111 709 中村　希望(1) ﾅｶﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 男子 奈　良 高取国際高 4:38.00 43
74 66 北村　珀斗(3) ｷﾀﾑﾗ　ﾊｸﾄ 男子 奈　良 上牧中 4:38.54 44
56 687 掛川　航(2) ｶｹｶﾞﾜ　ｺｳ 男子 大　阪 枚方高 4:45.00 45
57 707 佐々木　大智(1) ｻｻｷ　ﾀｲﾁ 男子 大　阪 枚方高 4:45.00 46
58 709 武本　裕生(1) ﾀｹﾓﾄ　ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 枚方高 4:45.00 47
81 73 松田　侑大(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4:45.00 48
93 134 千﨑　旭(3) ｾﾝｻﾞｷ ｱｻﾋ 男子 奈　良 教育大付属中 4:45.00 49
120 1238 小野　龍之介(2) ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:45.00 50
37 2183 北村　卓海(1) ｷﾀﾑﾗ　ﾀｸﾐ 男子 京　都 莵道高 4:45.24 51
78 69 板垣　政宗(2) ｲﾀｶﾞｷ ﾏｻﾑﾈ 男子 奈　良 王寺南中 4:45.44 52
121 1272 樋口　歩(2) ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:45.54 53
12 37 今村 優大(2) ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 洛南中 4:45.65 54
94 150 塩入　洸(2) ｼｵｲﾘ ｺｳ 男子 奈　良 天理北中 4:45.77 55
109 348 松田　煌汰(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 奈情商・県商高 4:46.00 56
122 1175 増田　和暉(1) ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:47.63 57
86 124 中村　満(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ 男子 奈　良 帝塚山中 4:48.00 58
77 67 飯干　颯大(1) ｲｲｲﾎｼ ｿｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 4:49.62 59
54 455 黒田　航生(1) ｸﾛﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻高 4:50.00 60
60 3874 山本　晃平(9) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 のびしろ 4:50.00 61
68 65 生駒　力爽(2) ｲｺﾏ　ﾘｷｻ 男子 奈　良 香芝中 4:50.00 62
90 128 井上　誠士郎(1) ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 奈　良 二名中 4:50.00 63
91 128 滝口　瑛太(1) ﾀｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ 男子 奈　良 二名中 4:50.00 64
46 6886 原田　眸矢(1) ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 男子 京　都 橋本アスリート?楽部 4:50.35 65
123 1217 福島　将貴(1) ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:51.84 66
104 230 東條　颯介(1) ﾄｳｼﾞｮｳ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 斑鳩南中 4:52.72 67
88 124 松本　一希(2) ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 奈　良 帝塚山中 4:53.28 68
42 3276 吉良　隆一(1) ｷﾗ　ﾘｭｳｲﾁ 男子 京　都 紫野高 4:55.00 69
119 1203 松本　漣悟(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝｺﾞ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4:55.00 70
25 110 宮嵜 俊作(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝｻｸ 男子 京　都 田辺中 4:55.38 71
98 157 橋本　涼(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 奈　良 天理南中 4:55.45 72
64 44 佐藤　颯(1) ｻﾄｳ　ﾊﾔﾃ 男子 奈　良 上中学 4:57.41 73
26 110 西村 隆聖(2) ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 田辺中 4:57.81 74
11 37 津田 龍之介(2) ﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 洛南中 4:58.21 75
6 34 山段　慶悟(3) ｻﾝｱﾝ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 立命館中 4:58.34 76
80 73 藤原　敬人(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:00.00 77
53 453 櫻井 倫太郎(1) ｻｸﾗｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 高槻高 5:00.48 78
30 9 宮本　一冴(1) ﾐﾔﾓﾄ　ｶｽﾞｻ 男子 京　都 泉川中 5:00.89 79
105 230 五島　珀(2) ｺﾞｼﾏ ﾊｸ 男子 奈　良 斑鳩南中 5:01.45 80
102 183 平林　裕樹(2) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ　ﾕｳｷ 男子 奈　良 桜井東中 5:01.69 81
9 35 小澤　広海(2) ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 男子 京　都 二条中 5:02.92 82
36 2179 林　翔太(1) ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 莵道高 5:04.52 83
116 628 花房　大和(1) ﾊﾅﾌｻ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 一条高 5:05.56 84
107 1244 後藤　翔平(3) ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 KOYO.AC 5:06.00 85
28 110 望月　優太(1) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 京　都 田辺中 5:06.11 86
44 3281 福田　恭介(1) ﾌｸﾀﾞ　ｷｮｳｽｹ 男子 京　都 紫野高 5:07.61 87
66 47 山本　湊介(1) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 斑鳩中 5:08.65 88
112 362 片山　篤之(2) ｶﾀﾔﾏ ｱﾂｼ 男子 奈　良 十津川高 5:08.83 89
89 124 民谷　浩太(1) ﾀﾐﾔ ｺｳﾀ 男子 奈　良 帝塚山中 5:08.92 90
31 31 増田　翔大(1) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 5:10.00 91
76 67 田村　晴希(2) ﾀﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 広陵中 5:10.00 92
10 37 福田 秀吾(2) ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 男子 京　都 洛南中 5:15.21 93
14 37 田口 晴陽(1) ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾋ 男子 京　都 洛南中 5:15.21 94
65 47 松村　優也(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 斑鳩中 5:16.33 95
82 73 坂本　春介(1) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:19.60 96
19 88 藤井　拓実(1) ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 5:20.00 97
106 1255 安川　飛悠河(3) ﾔｽｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 KOYO.AC 5:20.00 98
110 662 冬木　将真(1) ﾌﾕｷ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈情商・県商高 5:20.00 99
84 106 宮川　侑聖(1) ﾐﾔｶﾜﾕｳｾｲ 男子 奈　良 田原本中 5:20.98 100
103 230 渡場　海惺(1) ﾜﾀｼ ﾊﾞ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 斑鳩南中 5:24.89 101
73 66 藤永　琳久(1) ﾌｼﾞﾅｶﾞ　ﾘｸ 男子 奈　良 上牧中 5:24.98 102
92 134 岡田　雄大(1) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 教育大付属中 5:26.00 103
83 82 上田　寛翔(1) ｳｴﾀﾞ　ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 榛原中 5:29.56 104
101 176 根間　弥彩(1) ﾈﾏ ﾔｲﾛ 男子 奈　良 橿原中 5:30.00 105
67 64 田中琉ノ介(2) ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 白鳳中 5:30.89 106
21 110 木原　陸(1) ｷﾊﾗ ﾘｸ 男子 京　都 田辺中 5:32.05 107
75 67 三好　雄也(1) ﾐﾖｼ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 広陵中 5:34.00 108
23 110 冨岡　琉生(1) ﾄﾐｵｶ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 田辺中 5:34.99 109
18 88 浜田　龍(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 京　都 太秦中 5:40.00 110
32 209 河窪　爽太(1) ｶﾜｸﾎﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 久御山中 5:40.00 111
52 281 芝田　駿斗(1) ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 高槻中 5:40.00 112
96 152 有田　晴(1) ｱﾘﾀ　ﾊﾙ 男子 奈　良 天理西中 5:58.00 113
70 65 中村　颯太(1) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 5:59.00 114
17 88 畠中　悠翔(2) ﾊﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 京　都 太秦中 6:00.00 115
100 174 中西　春翔(2) ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 光陽中 6:00.91 116
29 110 長津 悠道(1) ﾅｶﾞﾂ ﾊﾙﾐﾁ 男子 京　都 田辺中 6:01.15 117
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59 418 門　拓実(1) ｶﾄﾞ　ﾀｸﾐ 男子 大　阪 石切中 6:05.20 118
97 152 寺田　悠祐(1) ﾃﾗﾀﾞ　ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 天理西中 6:19.00 119
72 65 古塚　剛(1) ﾌﾙﾂｶ ﾂﾖｼ 男子 奈　良 香芝中 6:30.00 120
95 150 橘　遥人(1) ﾀﾂﾊﾞﾅ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 天理北中 6:30.65 121
3 13 川上　稜輝(1) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｷ 男子 京　都 加茂川中 122
4 31 佐藤　舜介(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 加茂川中 123
5 37 平井　鼎三(2) ﾋﾗｲ ﾃｲｿﾞｳ 男子 京　都 加茂川中 124
8 36 北村　奎爾(2) ｷﾀﾑﾗ ｹｲｼﾞ 男子 京　都 二条中 125
13 37 岩見 健生(1) ｲﾜﾐ ｹﾝｾｲ 男子 京　都 洛南中 126
15 37 今荘 隼斗(1) ｲﾏｼﾞｮｳ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 洛南中 127
16 37 木村 天祥(1) ｷﾑﾗ ﾃﾝｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 128
20 88 松山　悠(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳ 男子 京　都 太秦中 129
22 110 佐々木　晃己(2) ｻｻｷ ﾃﾙｷ 男子 京　都 田辺中 130
24 110 鷺森　皓(1) ｻｷﾞﾓﾘ ｺｳ 男子 京　都 田辺中 131
27 110 佐藤 大空(2) ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 男子 京　都 田辺中 132
79 69 岡本　慧(1) ｵｶﾓﾄ ｹｲ 男子 奈　良 王寺南中 133
85 119 山本　寛大(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 奈　良 富雄南中 134
118 396 西村　優平(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 135
135 1721 白髭　洋介(2) ｼﾗﾋｹﾞ ﾖｳｽｹ 男子 奈　良 奈良教育大 136
137 157 中尾　悠真(1) ﾅｶｵ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 天理南中 137
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34 96 仮屋　頼(2) ｶﾘﾔ ﾗｲ 男子 奈　良 片塩中 4:59.58 1
72 500 門脇　睦樹(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾑﾂｷ 男子 奈　良 奈良育英高 8:30.00 2
74 507 辰己　晃誠(3) ﾀﾂﾐ ｺｳｾｲ 男子 奈　良 奈良育英高 8:30.00 3
76 510 中嶋　和羽(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾊ 男子 奈　良 奈良育英高 8:30.00 4
77 515 松本　俊(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 8:30.00 5
78 519 米田　勇輝(3) ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良育英高 8:30.00 6
79 520 葛城　渚(1) ｶﾂﾗｷﾞ ﾅｷﾞｻ 男子 奈　良 奈良育英高 8:30.00 7
80 522 松尾　侍弦(1) ﾏﾂｵ ｼﾞｹﾞﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 8:30.00 8
90 79 近森　遥斗(2) ﾁｶﾓﾘ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:35.01 9
97 89 福田　海未(1) ﾌｸﾀﾞ ｳﾐ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:35.09 10
98 1038 斎藤　光明(9) ｻｲﾄｳ ﾐﾂｱｷ 男子 奈　良 NARA-X ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 8:39.00 11
91 80 長田　悠吾(2) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:45.03 12
87 68 土屋　温希(3) ﾂﾁﾔ ｱﾂｷ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:45.06 13
88 76 大門　晃士(2) ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾄ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:45.10 14
86 67 辻本　拓実(3) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:45.11 15
89 77 高橋　佑治(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:45.20 16
94 86 川嶋　望叶(1) ｶﾜｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:45.30 17
95 87 谷村　祐太郎(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:45.40 18
73 504 國谷　和飛(3) ｸﾆﾀﾆ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 8:50.00 19
75 509 津老　爽吾(3) ﾂﾛｳ ｿｳｺﾞ 男子 奈　良 奈良育英高 8:50.00 20
81 523 生駒　大智(1) ｲｺﾏ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 奈良育英高 8:50.00 21
82 501 叶井　暖人(2) ｶﾉｲ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 8:50.00 22
83 512 福西　颯太(2) ﾌｸﾆｼ ｿｳﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 8:50.00 23
84 521 竹ノ下　虎瞳(1) ﾀｹﾉｼﾀ ｺﾄﾞｳ 男子 奈　良 奈良育英高 8:50.00 24
92 81 森岡　寛(2) ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:55.33 25
99 1979 前田　亜門(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾓﾝ 男子 滋　賀 びわこ学院大 9:07.56 26
26 2385 左近　実智隆(9) ｻｺﾝ ﾐﾁﾀｶ 男子 大　阪 WAC 9:10.00 27
96 88 農本　駿(1) ﾉｳﾓﾄ ｼｭﾝ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 9:10.20 28
93 83 岩井　航(1) ｲﾜｲ ﾜﾀﾙ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 9:15.03 29
3 35 衣川　凌(3) ｷﾇｶﾞﾜ　ﾘｮｳ 男子 京　都 立命館中 9:17.40 30
21 6597 今西　智信(9) ｲﾏﾆｼ ﾄﾓﾉﾌﾞ 男子 京　都 太陽が丘ｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 9:29.47 31
29 65 高木　春光(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾙﾐﾂ 男子 奈　良 香芝中 9:30.00 32
65 176 古岡　誠也(3) ﾌﾙｵｶ ｾｲﾔ 男子 奈　良 橿原中 9:30.00 33
100 1802 紺野　佑介(4) ｺﾝﾉ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 京都府立医科大 9:30.00 34
20 2291 飯田 青澄(1) ｲｲﾀﾞ ｱｽﾑ 男子 京　都 西城陽高 9:32.78 35
18 2330 村田 大輔(2) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 西城陽高 9:38.26 36
27 65 綛谷　耕平(2) ｶｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 香芝中 9:40.00 37
7 48 和田　泰直(3) ﾜﾀﾞ　ﾀｲﾁ 男子 京　都 洛北附属中 9:45.00 38
16 2336 米澤　陽向(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 9:45.00 39
69 230 安村　悠祇(2) ﾔｽﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 9:49.16 40
23 688 水間　功人(1) ﾐｽﾞﾏ　ｺｳﾄ 男子 大　阪 枚方高 9:50.00 41
12 17 野殿　碧(2) ﾉﾄﾞﾉ　ｱｵｲ 男子 京　都 泉川中 9:53.00 42
45 128 堀　倫樹(2) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 二名中 10:00.00 43
48 134 中井　悠雅(2) ﾅｶｲ ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 教育大付属中 10:00.00 44
53 137 岡﨑　大知(2) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:05.00 45
61 171 森本　大誠(1) ﾓﾘﾓﾄ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 畝傍中 10:06.47 46
30 66 北村　珀斗(3) ｷﾀﾑﾗ　ﾊｸﾄ 男子 奈　良 上牧中 10:07.71 47
40 120 松山　怜平(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 奈　良 伏見中 10:10.00 48
15 2292 北川 零琉(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｲﾙ 男子 京　都 西城陽高 10:14.00 49
25 674 西山　人和(2) ﾆｼﾔﾏ ﾄﾜ 男子 大　阪 枚方津田高 10:16.18 50
58 150 塩入　洸(2) ｼｵｲﾘ ｺｳ 男子 奈　良 天理北中 10:18.28 51
31 67 野瀬　悠一郎(2) ﾉｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 広陵中 10:20.00 52
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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
50 137 柿原　荘太朗(3) ｶｷﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:20.00 53
54 137 川崎　達雄(2) ｶﾜｻｷ ﾀﾂｵ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:20.00 54
43 124 中村　満(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ 男子 奈　良 帝塚山中 10:25.00 55
49 137 足立　圭悟(3) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:25.00 56
44 124 田川　嵩也(2) ﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 男子 奈　良 帝塚山中 10:26.00 57
51 137 金子　誠ノ介(3) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:29.00 58
14 218 蔦谷　龍斗(1) ﾂﾀﾔ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 北城陽中 10:30.00 59
17 2334 倉本　高汰(2) ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 京　都 西城陽高 10:30.00 60
24 1352 井　晴暉(9) ｲ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 アトレティカ 10:30.00 61
70 1274 川﨑　泰佑(1) ｶﾜｻｷ ﾀｲｽｹ 男子 奈　良 ならスポＡC 10:30.00 62
62 171 嶋岡　慶悟(1) ｼﾏｵｶ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 畝傍中 10:32.31 63
19 2335 林　巧(2) ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 男子 京　都 西城陽高 10:37.65 64
46 128 小西　柾公(2) ｺﾆｼ ﾏｻﾀｶ 男子 奈　良 二名中 10:40.00 65
47 128 名倉　慎太朗(2) ﾅｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 二名中 10:40.00 66
52 137 西岡　孝泰(3) ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:40.00 67
85 603 池島　弘貴(1) ｲｹｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 10:40.23 68
42 120 黒田　真司(1) ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 奈　良 伏見中 10:45.00 69
41 120 丸井　楓介(2) ﾏﾙｲ ﾌｳｽｹ 男子 奈　良 伏見中 10:45.06 70
8 48 大塚　脩生(2) ｵｵﾂｶ　ｼｭｳ 男子 京　都 洛北附属中 10:45.20 71
57 137 渡辺　琉太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:56.00 72
59 171 辰己　慶治(2) ﾀﾂﾐ ｹｲｼﾞ 男子 奈　良 畝傍中 10:58.29 73
5 37 津田 龍之介(2) ﾂﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 洛南中 10:58.76 74
13 218 北澤　知貴(1) ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 京　都 北城陽中 11:00.00 75
28 65 森田　頼人(1) ﾓﾘﾀ ﾗｲﾄ 男子 奈　良 香芝中 11:00.00 76
56 137 田中　拓真(2) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 東大寺学園中 11:00.00 77
10 48 永山　涼太郎(2) ﾅｶﾞﾔﾏ　ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 洛北附属中 11:10.79 78
101 183 鷹野　喜斗(2) ﾀｶﾉ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 桜井東中 11:29.37 79
60 171 向井　祐仁(1) ﾑｶｲ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 畝傍中 11:32.16 80
4 37 福田 秀吾(2) ﾌｸﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 男子 京　都 洛南中 11:35.56 81
71 1162 嘉味本　博幸(9) ｶﾐﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 11:45.84 82
9 48 川口　光翔(2) ｶﾜｸﾞﾁ　ｱｽｶ 男子 京　都 洛北附属中 11:45.90 83
36 98 曽根　悠翔(2) ｿﾈ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 高田中 11:55.00 84
33 96 太田　雄斗(2) ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 片塩中 11:59.52 85
22 281 原田　健吾(1) ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 大　阪 高槻中 12:00.00 86
66 183 北岡　宗遂(2) ｷﾀｵｶ ｼｭｳﾄ 男子 奈　良 桜井東中 12:00.00 87
32 96 大江　翔太(2) ｵｵｴ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 12:11.27 88
35 98 今井　大翔(2) ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 高田中 12:13.68 89
37 98 植田　芯ノ介(1) ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 高田中 12:25.00 90
55 137 佐々木　馨太郎(2) ｻｻｷ ｹｲﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 13:30.00 91
1 31 佐藤　舜介(2) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 加茂川中 92
2 37 平井　鼎三(2) ﾋﾗｲ ﾃｲｿﾞｳ 男子 京　都 加茂川中 93
6 48 田上　慶一(3) ﾀﾉｳｴ　ｹｲｲﾁ 男子 京　都 洛北附属中 94
11 48 荒川 陽(1) ｱﾗｶﾜ　ﾋﾅﾀ 男子 京　都 洛北附属中 95
38 119 田村　浩大(1) ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 奈　良 富雄南中 96
39 119 徳永　悠太(1) ﾄｸﾅｶﾞﾕｳﾀ 男子 奈　良 富雄南中 97
63 171 山本　啓太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 男子 奈　良 畝傍中 98
64 171 瀬尾　朝陽(1) ｾｵ ｱｻﾋ 男子 奈　良 畝傍中 99
67 183 深水　星臣(1) ﾌｶﾐ ｾｵﾝ 男子 奈　良 桜井東中 100
68 184 宮西　陸斗(2) ﾐﾔﾆｼ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 桜井西中 101

**********************************************************************
* 男子高校・一般 １１０ｍＨ(1.067m) *
**********************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 436 長田　怜士(2) ﾅｶﾞﾀﾚｲｼﾞ 男子 三　重 近大高専 15.17 1
21 1800 栗林　健一(5) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 男子 京　都 京都府立医科大 15.30 2
3 457 中川　陽司(2) ﾅｶｶﾞﾜﾖｳｼ 男子 三　重 近大高専 15.32 3
1 442 上田　望笑(2) ｳｴﾀﾞﾉｴﾙ 男子 三　重 近大高専 15.90 4
10 4621 堺　陽翔(2) ｻｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西京高 15.94 5
17 527 福本　陽己(1) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 奈良育英高 16.00 6
2 443 岡崎　煌(1) ｵｶｻﾞｷｺｳ 男子 三　重 近大高専 16.07 7
18 0 泉井　佑介(9) ｲｽﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 住まいるサービス 16.17 8
13 3110 福知　邑介(1) ﾌｸﾁ ｵｳｽｹ 男子 京　都 西京高 16.21 9
16 328 山村　惇(9) ﾔﾏﾑﾗ ｱﾂｼ 男子 大　阪 N.C.C. 16.50 10
5 2316 福島 宇恭(2) ﾌｸｼﾏ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 16.82 11
8 2278 﨑嶋 悠友(1) ｻｷｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽高 16.91 12
20 1019 山中　大輝(4) ﾔﾏﾅｶﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 大阪教育大 17.39 13
7 2289 長尾 爽司(1) ﾅｶﾞｵ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 17.61 14
19 1789 西野　優人(3) ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京都教育大 17.89 15
14 1753 西山　直翔(1) ﾆｼﾔﾏ ﾅｵｷ 男子 京　都 鳥羽高 18.57 16
11 4626 星野　仙都(2) ﾎｼﾉ ｾﾝﾄ 男子 京　都 西京高 18.65 17
12 4629 古居　翼(2) ｺｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 京　都 西京高 18.70 18
6 2286 辻野 真宙(1) ﾂｼﾞﾉ ﾏﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 19.37 19
15 454 青山　武暉(1) ｱｵﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 大　阪 高槻高 20.00 20
9 1671 堤　晴太郞(1) ﾂﾂﾐ ｾｲﾀﾛｳ 男子 京　都 北稜高 21
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41 0 京産大A 学 連 40.50 490041 1
42 0 京産大B 学 連 40.50 490042 2
66 0 京都教育大A 学 連 41.00 490066 3
67 0 京都教育大B 学 連 41.00 490067 4
13 0 乙訓高A 京　都 41.83 260013 5
68 0 関西大 学 連 41.99 490068 6
56 0 西城陽高A 京　都 42.26 260056 7
14 0 乙訓高B 京　都 42.50 260014 8
15 0 北稜高A 京　都 42.50 260015 9
16 0 北稜高B 京　都 42.52 260016 10
55 0 追手門学院大 学 連 43.00 490055 11
40 0 Liberta 京　都 44.00 260040 12
21 0 城陽高Ａ 京　都 44.31 260021 13
3 0 莵道高 京　都 44.58 260003 14
30 0 一条高 奈　良 44.60 290030 15
4 0 高槻高A 大　阪 44.91 270004 16
62 0 太秦中A 京　都 44.94 260062 17
29 0 南陽高 京　都 45.00 260029 18
65 0 奈良大附属 奈　良 45.00 290065 19
35 0 枚方津田高 大　阪 45.12 270035 20
22 0 城陽高Ｂ 京　都 45.50 260022 21
48 0 奈情商・県商高 奈　良 45.50 290048 22
57 0 西城陽高B 京　都 45.50 260057 23
28 0 紫野高 京　都 45.53 260028 24
5 0 高槻高B 大　阪 46.00 270005 25
46 0 富雄南中A 奈　良 46.01 290046 26
58 0 田原本中 奈　良 46.33 290058 27
54 0 帝塚山中 奈　良 46.50 290054 28
45 0 詳徳中 京　都 46.92 260045 29
39 0 石切中 大　阪 47.00 270039 30
31 0 八木中A 奈　良 47.42 290031 31
50 0 香芝A 奈　良 47.50 290050 32
63 0 太秦中B 京　都 47.50 260063 33
6 0 高槻中A 大　阪 48.04 270006 34
37 0 南陽高附属中 京　都 48.14 260037 35
20 0 市伊丹高 兵　庫 48.26 280020 36
10 0 王寺南中A 奈　良 48.49 290010 37
1 0 洛南中 京　都 48.50 260001 38
11 0 王寺南中B 奈　良 49.00 290011 39
23 0 橿原中A 奈　良 49.00 290023 40
24 0 橿原中B 奈　良 49.00 290024 41
44 0 智辯カレッジ中 奈　良 49.00 290044 42
51 0 三笠 奈　良 49.72 290051 43
59 0 二条中 京　都 49.75 260059 44
12 0 広陵中 奈　良 49.82 290012 45
26 0 天理南中A 奈　良 50.00 290026 46
53 0 伏見 奈　良 50.00 290053 47
32 0 八木中B 奈　良 50.35 290032 48
38 0 斑鳩中 奈　良 50.49 290038 49
25 0 天理西中 奈　良 51.23 290025 50
2 0 洛北附属中 京　都 51.90 260002 51
52 0 斑鳩南中 奈　良 51.94 290052 52
7 0 高槻中B 大　阪 52.00 270007 53
36 0 泉川中 京　都 52.30 260036 54
47 0 富雄南中B 奈　良 53.35 290047 55
60 0 奈教大附中A 奈　良 53.81 290060 56
19 0 白鳳中B 奈　良 54.00 290019 57
49 0 上中 奈　良 54.00 290049 58
33 0 高田中 奈　良 55.00 290033 59
17 0 光陽中 奈　良 55.13 290017 60
18 0 白鳳中A 奈　良 56.00 290018 61
64 0 香芝西 奈　良 56.00 290064 62
61 0 奈教大附中B 奈　良 56.86 290061 63
27 0 天理南中B 奈　良 58.00 290027 64
8 0 香芝北中A 奈　良 290008 65
9 0 香芝北中B 奈　良 290009 66
34 0 片塩中 奈　良 290034 67
43 0 加茂川中 京　都 260043 68

**********************************************
* 男子高校・一般 棒高跳 *
**********************************************
8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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 399 原口　篤志(3) ﾊﾗｸﾞﾁ　ｱﾂｼ 男子 奈　良 王寺工業高 5m31 1
5 403 吉田　陸哉(2) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 4m90 2
1 304 村中　春友(2) ﾑﾗﾅｶ ﾊﾙﾄﾓ 男子 奈　良 奈良高 4m60 3
6 237 井上　大祐(3) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 大和広陵高 4m50 4
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**********************************************
8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
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3 539 浦東　海翔(2) ｳﾗﾋｶﾞｼ ｶｲﾄ 男子 奈　良 橿原高 4m40 5
2 548 山本　夢影(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾑｴｲ 男子 奈　良 橿原高 4m30 6
7 613 中村　陸来(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 一条高 4m10 7
8 58 西本　晴風(2) ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 男子 奈　良 奈良大附属高 3m70 8

**********************************************
* 男子高校・一般 走高跳 *
**********************************************
36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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 6423 本田　基偉(5) ﾎﾝﾀﾞﾓﾄｲ 男子 三　重 近大高専 2m18 1
32 2133 板東　帝太(1) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｵｳﾀ 男子 香　川 京都教育大 2m01 2
21 2047 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ　ﾕｳｼﾞ 男子 京　都 辰野 2m00 3
34 819 中村　太星(3) ﾅｶﾑ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 天理大 2m00 4
35 1749 小林　優佑(6) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 奈良県立医科大 1m98 5
33 1792 山前　諒真(2) ﾔﾏﾏｴ ﾘｮｳﾏ 男子 福　井 京都教育大 1m97 6
14 1181 長澤　涼介(9) ﾅｶﾞｻﾜ　ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 京都陸協 1m95 7
29 0 伊藤　禎康(9) ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾔｽ 男子 奈　良 住まいるサービス 1m95 8
30 0 千賀　拓(9) ｾﾝｶﾞ ﾋﾛｼ 男子 奈　良 住まいるサービス 1m95 9
28 0 泉井　佑介(9) ｲｽﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 住まいるサービス 1m94 10
6 2329 吉岡 涼夏(2) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 1m90 11
23 550 小西　翔大(1) ｺﾆｼ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 橿原高 1m90 12
31 0 竹村　慎之介(9) ﾀｹﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 住まいるサービス 1m90 13
2 442 上田　望笑(2) ｳｴﾀﾞﾉｴﾙ 男子 三　重 近大高専 1m89 14
17 1792 土井　創嵐(2) ﾄﾞｲ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 1m88 15
16 1133 松原　伝(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾃﾞﾝ 男子 鳥　取 桂高 1m87 16
1 453 一色田　神(3) ｲｼｷﾀﾞｼﾞﾝ 男子 三　重 近大高専 1m86 17
5 2328 杉 周(2) ｽｷﾞ ｱﾏﾈ 男子 京　都 西城陽高 1m85 18
13 4617 上原　皐太郎(2) ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西京高 1m84 19
25 381 木津　周汰(2) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 1m83 20
4 2273 高間 勘介(2) ﾀｶﾏ ｶﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 1m82 21
15 2244 堀井　博斗(2) ﾎﾘｲ ﾊｸﾄ 男子 京　都 城陽高 1m79 22
19 447 辻　陽樹(2) ﾂｼﾞ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 高槻高 1m75 23
10 1658 渡辺　多瑠嘉(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾙｶ 男子 京　都 北稜高 1m70 24
27 53 大竹　海人(2) ｵｵﾀｹ ｶｲﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 1m70 25
9 2287 北島 伸一郎(1) ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 1m65 26
18 4926 梅川　倖生(1) ｳﾒｶﾜ ｺｳｾｲ 男子 京　都 乙訓高 1m65 27
36 1496 河野　龍也(2) ｺｳﾉ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 大阪国際大 1m65 28
7 2284 前田 脩真(1) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 1m60 29
20 448 松井　裕太(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 高槻高 1m50 30
24 361 垣野　隼人(2) ｶｷﾉ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 十津川高 1m50 31
8 2285 山下 晃弘(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 32
11 1666 清水　悠平(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 33
12 1673 中田　凱斗(1) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 男子 京　都 北稜高 34
22 1265 表　将史(9) ｵﾓﾃ　ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良陸協 35
26 391 奥田　優人(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 36

**********************************************
* 男子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
92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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
46 425 板西　佑介(9) ｲﾀﾆｼ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 大教大AC 7m06 1
86 1660 山本　想真(2) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 男子 京　都 京都工芸繊維大 7m02 2
20 1666 清水　悠平(2) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 6m95 3
80 2255 濱本　竜多(1) ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 男子 大　阪 摂南大 6m88 4
67 377 尾嵜　玄空(2) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m87 5
9 2320 筑紫 滉太(2) ﾂｸｼ ｺｳﾀ 男子 京　都 西城陽高 6m84 6
24 3106 清水　俊輝(1) ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 西京高 6m84 7
89 2196 伊賀　大晟(1) ｲｶﾞ ﾀﾞｲｾｲ 男子 奈　良 天理大 6m79 8
3 6423 本田　基偉(5) ﾎﾝﾀﾞﾓﾄｲ 男子 三　重 近大高専 6m78 9
81 1934 下里　瑠偉(3) ｼﾓｻﾞﾄ ﾙｲ 男子 兵　庫 摂南大 6m75 10
17 2303 坂本　慈優和(3) ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭｳﾜ 男子 京　都 西城陽高 6m73 11
41 1938 安井　雅典(2) ﾔｽｲ ﾏｻﾉﾘ 男子 京　都 乙訓高 6m71 12
88 838 中村　遼太郎　(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 天理大 6m71 13
83 641 森　祐介(3) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 関西大 6m70 14
11 2329 吉岡 涼夏(2) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 6m65 15
90 1465 高橋　光輝(3) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男子 奈　良 大阪国際大 6m65 16
74 525 戸島　清太(1) ﾄｼﾏ ｾｲﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 6m64 17
2 450 田中　佑昇(1) ﾀﾅｶﾕｳﾄ 男子 三　重 近大高専 6m63 18
38 1765 中田　陸斗(3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 鳥羽高 6m52 19
79 1937 建畠　友哉(3) ﾀﾃﾊﾀ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 摂南大 6m51 20
55 3550 福田　隼人(9) ﾌｸﾀﾞ　ﾊﾔﾄ 男子 兵　庫 復刻AC 6m50 21
82 1943 安藤　駿輔(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 摂南大 6m48 22
60 556 三重野　愛斗(1) ﾐｴﾉ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 橿原高 6m45 23
44 441 原田　涼仁(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 男子 大　阪 高槻高 6m41 24
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* 男子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
92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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
92 2131 小原　有季斗(1) ｺﾊﾗ ﾕｷﾄ 男子 大　阪 追手門学院大 6m40 25
36 1793 磯辺　悠輝(2) ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｷ 男子 京　都 鳥羽高 6m35 26
87 1130 百濃　隼大(3) ﾓﾓﾉ ﾊﾔﾀ 男子 大　阪 大阪大 6m34 27
68 378 金光　将英(2) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m31 28
58 1261 平岩　雅司(9) ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良陸協 6m30 29
78 1791 峰山　達希　(3) ﾐﾈﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 大　阪 京都教育大 6m30 30
15 2281 畚野 湧成(1) ﾌｺﾞﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 6m29 31
14 2285 山下 晃弘(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 6m25 32
53 3724 小林　和喜(9) ｺﾊﾞﾔｼ　ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 NEXUS-AC 6m25 33
61 402 澤田　駿(2) ｻﾜﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 奈　良 王寺工業高 6m25 34
7 2272 真木 駿祐(2) ﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 6m24 35
4 451 西田 陸人(1) ﾆｼﾀﾞﾘｸﾄ 男子 三　重 近大高専 6m23 36
70 386 竹川　晴斗(2) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m20 37
8 2327 岡田 大輝(2) ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 西城陽高 6m19 38
40 4910 富田　康生(1) ﾄﾐﾀ ｺｳｷ 男子 京　都 乙訓高 6m19 39
59 537 生駒　拓幹(2) ｲｺﾏ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 橿原高 6m19 40
69 381 木津　周汰(2) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m18 41
1 444 石田　大翔(1) ｲｼﾀﾞﾔﾏﾄ 男子 三　重 近大高専 6m17 42
77 2056 中川　遥仁(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 京都大 6m11 43
34 1796 山西　正翔(2) ﾔﾏﾆｼ ﾏｻﾄ 男子 京　都 鳥羽高 6m08 44
64 365 谷口　成央(2) ﾀﾆｸﾞﾁﾅｵ 男子 奈　良 十津川高 6m07 45
39 1939 野間　匠悟(2) ﾉﾏ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 乙訓高 6m01 46
84 659 上村　悠斗(3) ｳｴﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 関西大 6m01 47
43 1326 原　聡士(9) ﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 6m00 48
23 4624 馬場　祥太(2) ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西京高 5m98 49
29 2176 谷口　紘亮(2) ﾀﾆｸﾞﾁ　ｺｳｽｹ 男子 京　都 莵道高 5m93 50
51 501 谷村　眞(2) ﾀﾆﾑﾗ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 枚方津田高 5m92 51
35 1792 土井　創嵐(2) ﾄﾞｲ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 5m90 52
47 148 吉川　昂希(2) ｷｯｶﾜ　ｺｳｷ 男子 大　阪 枚方高 5m90 53
85 2482 吉ノ元　武義(1) ﾖｼﾉﾓﾄ ﾑｷﾞ 男子 大　阪 京都産業大 5m90 54
37 1791 池田　敏樹(2) ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 鳥羽高 5m86 55
52 460 鄭　　力友(2) ﾃｲ ﾖｼﾄﾓ 男子 大　阪 大産大附属高 5m84 56
22 4622 中川　雄稀(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 京　都 西京高 5m81 57
12 2282 藤原 優里(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 男子 京　都 西城陽高 5m77 58
50 498 河邑　旭(2) ｶﾜﾑﾗ ｱｻﾋ 男子 大　阪 枚方津田高 5m74 59
48 149 久瀬　斡翔(2) ｸｾ　ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方高 5m65 60
19 1663 長田　滉大(2) ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 北稜高 5m64 61
32 3282 小川　幸毅(1) ｵｶﾞﾜ　ｺｳｷ 男子 京　都 紫野高 5m60 62
73 498 奥山　太揮(2) ｵｸﾔﾏ ﾀｲｷ 男子 奈　良 奈良育英高 5m60 63
6 2325 辻川 海滉(2) ﾂｼﾞｶﾜ ﾐﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 5m53 64
21 1672 鶴田　龍成(1) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 5m52 65
66 613 中村　陸来(1) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 一条高 5m51 66
30 473 井田　秀司(9) ｲﾀﾞ　ﾋﾃﾞｼ 男子 京　都 京都マスターズ 5m50 67
49 734 越野　陸(1) ｺｼﾉ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 5m50 68
91 1470 宅間　泰河(3) ﾀｸﾏ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 大阪国際大 5m50 69
62 449 森川　翔太(1) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 大和広陵高 5m48 70
31 3270 小川　正太郎(1) ｵｶﾞﾜ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 5m45 71
54 3130 井上　智貴(2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 男子 兵　庫 市伊丹高 5m44 72
26 4629 古居　翼(2) ｺｲ ﾂﾊﾞｻ 男子 京　都 西京高 5m38 73
63 361 垣野　隼人(2) ｶｷﾉ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 十津川高 5m32 74
13 2283 堀 幹太朗(1) ﾎリ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 5m31 75
42 4914 今村　隼士(1) ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 京　都 乙訓高 5m31 76
27 2207 辰巳　和志(1) ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 城陽高 5m10 77
33 3283 宰川　塁(1) ｻｲｶﾜ　ﾙｲ 男子 京　都 紫野高 5m05 78
56 1247 田中　李穏(2) ﾀﾅｶ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 KOYO.AC 5m00 79
5 451 布川　真一(9) ﾇﾉｶﾜ ｼﾝｲﾁ 男子 滋　賀 Be-Style 4m95 80
45 444 森　健翔(2) ﾓﾘ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 高槻高 4m50 81
57 1242 甲斐　天智(2) ｶｲ ﾃﾝﾁ 男子 奈　良 KOYO.AC 4m50 82
16 2313 箭野　颯真(3) ﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 1m96 83
10 2316 福島 宇恭(2) ﾌｸｼﾏ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 84
18 1657 杉本　遼(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 85
25 3111 丸尾　陸斗(1) ﾏﾙｵ ﾘｸﾄ 男子 京　都 西京高 86
28 2208 森本　成海(1) ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾙ 男子 京　都 城陽高 87
65 27 山崎　颯斗(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 一条高 88
71 394 真貝　竜一郎(1) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 89
72 396 西村　優平(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 90
75 47 菊田　悠真(3) ｷｸﾀ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 91
76 56 反田　嘉洸(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 奈良大附属高 92

**********************************************
* 男子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
57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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
16 1658 渡辺　多瑠嘉(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾙｶ 男子 京　都 北稜高 15m60 1
38 2047 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ　ﾕｳｼﾞ 男子 京　都 辰野 15m60 2
46 1778 菅原　慎平(M2) ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 京　都 京都教育大 15m38 3
15 2313 箭野　颯真(3) ﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 15m06 4
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**********************************************
* 男子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
57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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
52 609 相川　洋亮(M1) ｱｲｶﾜ ﾖｳｽｹ 男子 大　阪 関西大 15m00 5
48 1948 堀　修典(2) ﾎﾘ ｼｭｳｽｹ 男子 大　阪 摂南大 14m74 6
49 1942 渡邊　翼(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 摂南大 14m71 7
47 1780 山田　剛嗣(M2) ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 男子 京　都 京都教育大 14m58 8
54 837 冨田　和宏(2) ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 大　阪 天理大 14m55 9
8 2329 吉岡 涼夏(2) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 14m51 10
53 844 平野　達也(1) ﾋﾗﾉ　ﾀﾂﾔ 男子 京　都 天理大 14m36 11
51 1913 瀬納　正之(4) ｾﾉｳ ﾏｻﾕｷ 男子 京　都 摂南大 14m22 12
4 2272 真木 駿祐(2) ﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 14m17 13
19 1673 中田　凱斗(1) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 男子 京　都 北稜高 14m16 14
57 767 井上　裕介(3) ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 京都大 14m13 15
55 803 西谷　昌弘(4) ﾆｼﾀﾆ　ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 天理大 14m09 16
40 378 金光　将英(2) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 14m06 17
50 1934 下里　瑠偉(3) ｼﾓｻﾞﾄ ﾙｲ 男子 兵　庫 摂南大 14m00 18
6 2320 筑紫 滉太(2) ﾂｸｼ ｺｳﾀ 男子 京　都 西城陽高 13m89 19
12 2285 山下 晃弘(1) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 13m76 20
2 451 西田 陸人(1) ﾆｼﾀﾞﾘｸﾄ 男子 三　重 近大高専 13m73 21
37 1360 石金　健佑(9) ｲｼｶﾈ ｹﾝｽｹ 男子 大　阪 アトレティカ 13m66 22
30 1793 磯辺　悠輝(2) ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｷ 男子 京　都 鳥羽高 13m60 23
31 1763 小林　宏輔(3) ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 男子 京　都 鳥羽高 13m50 24
41 386 竹川　晴斗(2) ﾀｹｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 13m47 25
43 397 服部　成真(1) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園高 13m26 26
17 1663 長田　滉大(2) ｵｻﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 北稜高 13m19 27
13 2275 小寺 奏多(1) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 13m15 28
22 4624 馬場　祥太(2) ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西京高 13m12 29
42 390 前田　大智(2) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 13m05 30
33 1326 原　聡士(9) ﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 13m00 31
18 1672 鶴田　龍成(1) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 12m86 32
5 2327 岡田 大輝(2) ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 西城陽高 12m72 33
44 525 戸島　清太(1) ﾄｼﾏ ｾｲﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 12m68 34
39 27 山崎　颯斗(2) ﾔﾏｻｷ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 一条高 12m61 35
14 2281 畚野 湧成(1) ﾌｺﾞﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 12m60 36
11 2283 堀 幹太朗(1) ﾎリ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 12m51 37
35 148 吉川　昂希(2) ｷｯｶﾜ　ｺｳｷ 男子 大　阪 枚方高 12m50 38
56 847 小宮路　大翔(1) ｺﾐﾔｼﾞ　ﾂﾊﾞｻ 男子 兵　庫 天理大 12m50 39
9 2282 藤原 優里(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾘ 男子 京　都 西城陽高 12m41 40
21 4622 中川　雄稀(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 京　都 西京高 12m37 41
3 2273 高間 勘介(2) ﾀｶﾏ ｶﾝｽｹ 男子 京　都 西城陽高 12m24 42
24 3112 蘆田　健心(1) ｱｼﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 男子 京　都 西京高 12m24 43
27 3282 小川　幸毅(1) ｵｶﾞﾜ　ｺｳｷ 男子 京　都 紫野高 12m22 44
29 1796 山西　正翔(2) ﾔﾏﾆｼ ﾏｻﾄ 男子 京　都 鳥羽高 12m11 45
25 2687 鹿野　航大(2) ｼｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 南陽高 12m05 46
32 4909 橋本　諒生(1) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 男子 京　都 乙訓高 12m00 47
36 734 越野　陸(1) ｺｼﾉ　ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 12m00 48
20 4617 上原　皐太郎(2) ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西京高 11m99 49
10 2284 前田 脩真(1) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 11m67 50
26 3270 小川　正太郎(1) ｵｶﾞﾜ　ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 11m48 51
34 448 松井　裕太(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 高槻高 11m46 52
45 57 豊田　琉斗(2) ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 11m35 53
1 444 石田　大翔(1) ｲｼﾀﾞﾔﾏﾄ 男子 三　重 近大高専 54
7 2316 福島 宇恭(2) ﾌｸｼﾏ ｳｷｮｳ 男子 京　都 西城陽高 55
23 4625 藤野　一寿(2) ﾌｼﾞﾉ ｶｽﾞﾄｼ 男子 京　都 西京高 56
28 3283 宰川　塁(1) ｻｲｶﾜ　ﾙｲ 男子 京　都 紫野高 57

****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(6.000kg) *
****************************************************************
22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 中嶋　大遥(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 14m16 1
18 374 石田　匠(2) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 東大寺学園高 13m58 2
4 1667 松村　大輔(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 13m34 3
21 394 真貝　竜一郎(1) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 12m50 4
2 440 廣川　滉生(2) ﾋﾛｶﾜｺｳｷ 男子 三　重 近大高専 11m08 5
3 2288 浜辺 恵吾(1) ﾊﾏﾍﾞ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 10m88 6
16 245 丸岡　凌太(2) ﾏﾙｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 帝塚山高 10m68 7
10 1791 池田　敏樹(2) ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 鳥羽高 9m50 8
15 404 中井　清正(2) ﾅｶｲ ｷﾖﾏｻ 男子 奈　良 王寺工業高 9m36 9
22 396 西村　優平(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 9m30 10
14 712 吉田　碧(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｵｲ 男子 奈　良 高取国際高 9m16 11
13 10 王　偉旭(2) ｵｳ ｳｴｷ 男子 奈　良 高取国際高 9m08 12
5 4630 樋口　遥也(2) ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 男子 京　都 西京高 8m18 13
12 1252 樋渡　宗志郎(2) ﾋﾜﾀｼ ｿｳｼﾛｳ 男子 奈　良 KOYO.AC 8m10 14
17 252 花田　望(1) ﾊﾅﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 男子 奈　良 帝塚山高 7m75 15
6 2210 片岡　勇樹(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 男子 京　都 城陽高 6m51 16
9 3275 片山　仁(1) ｶﾀﾔﾏ　ｼﾞﾝ 男子 京　都 紫野高 5m58 17
1 454 日裏　和志(2) ﾋｳﾗｶｽﾞｼ 男子 三　重 近大高専 18
7 3272 塚本　岬(1) ﾂｶﾓﾄ　ﾐｻｷ 男子 京　都 紫野高 19



競技エントリーリスト リスト出力日付：2021/10/24 20:59:26 Page:56
****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(6.000kg) *
****************************************************************
22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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 3273 谷口　恵太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ　ｹｲﾀ 男子 京　都 紫野高 20
19 378 金光　将英(2) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 21
20 391 奥田　優人(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 22

****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(7.260kg) *
****************************************************************
2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 1208 井澤　克弥(9) ｲｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 男子 奈　良 奈良陸協 12m47 1
2 2513 直塚　天晴(2) ﾅｵﾂｶ ﾃﾝｾｲ 男子 大　阪 関西大 2

****************************************************************
* 男子高校・一般 円盤投(1.750kg) *
****************************************************************
9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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 440 廣川　滉生(2) ﾋﾛｶﾜｺｳｷ 男子 三　重 近大高専 35m72 1
4 2277 阪上 弘貴(1) ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 男子 京　都 西城陽高 32m75 2
7 3272 塚本　岬(1) ﾂｶﾓﾄ　ﾐｻｷ 男子 京　都 紫野高 29m92 3
6 1667 松村　大輔(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 26m62 4
1 454 日裏　和志(2) ﾋｳﾗｶｽﾞｼ 男子 三　重 近大高専 25m71 5
8 1795 上仲　千尋(2) ｶﾐﾅｶ ﾁﾋﾛ 男子 京　都 鳥羽高 23m01 6
9 3131 古後　竜汰(2) ｺｺﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 兵　庫 市伊丹高 19m06 7
3 2288 浜辺 恵吾(1) ﾊﾏﾍﾞ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 8
5 1664 川島　颯太(2) ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 9

****************************************************************
* 男子高校・一般 円盤投(2.000kg) *
****************************************************************
3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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 2514 谷口　輝幸(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾙﾕｷ 男子 広　島 関西大 30m12 1
1 1198 吉本　功(9) ﾖｼﾓﾄ ｲｻｵ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 29m79 2
2 398 野田　龍太(3) ﾉﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 王寺工業高 23m64 3

****************************************************************
* 男子高校・一般 やり投(0.800kg) *
****************************************************************
32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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
30 1951 小野　悟(3) ｵﾉ　ｻﾄﾙ 男子 大　阪 東大阪大 66m11 1
10 7632 大竹口　尭良(9) ｵｵﾀｹｸﾞﾁ ﾀｶﾖｼ 男子 京　都 ﾒﾃﾞｨｶﾙｱｰﾄAC 60m72 2
17 1260 芦田　充(9) ｱｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 男子 奈　良 奈良陸協 59m95 3
29 565 中村　航(9) ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ 男子 奈　良 奈良マスターズ 52m30 4
18 1259 町塚　正平(9) ﾏﾁﾂﾞｶ ｼｮｳﾍｲ 男子 奈　良 奈良陸協 52m00 5
13 1330 本田　真康(9) ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾔｽ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 51m66 6
31 680 久富　亮(2) ﾋｻﾄﾐ ﾘｮｳ 男子 大　阪 関西大 51m40 7
16 3572 中川　健登(9) ﾅｶｶﾞﾜ　ｹﾝﾄ 男子 兵　庫 復刻AC 50m19 8
32 2201 西田　大地(1) ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 天理大 49m15 9
28 62 山本　凱生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 奈良大附属高 45m73 10
24 394 真貝　竜一郎(1) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園高 45m00 11
15 3538 大谷　祐介(9) ｵｵﾀﾆ　ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 復刻AC 44m87 12
22 381 木津　周汰(2) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 43m00 13
8 1791 池田　敏樹(2) ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 鳥羽高 40m15 14
19 343 田中　雷貴(2) ﾀﾅｶ ﾗｲｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 39m04 15
11 249 中嶋　大遥(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 38m24 16
12 244 在津　壮真(2) ｻﾞｲﾂ ｿｳﾏ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 37m43 17
21 768 瀧本　伊吹(1) ﾀｷﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 男子 奈　良 十津川高 37m00 18
3 2328 杉 周(2) ｽｷﾞ ｱﾏﾈ 男子 京　都 西城陽高 36m60 19
26 511 深瀬　勇誠(2) ﾌｶｾ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 奈良育英高 36m00 20
27 55 高松　玲(2) ﾀｶﾏﾂ ﾚｲ 男子 奈　良 奈良大附属高 35m64 21
20 366 原田　光我(2) ﾊﾗﾀﾞｺｳｶﾞ 男子 奈　良 十津川高 34m52 22
6 3273 谷口　恵太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ　ｹｲﾀ 男子 京　都 紫野高 31m17 23
4 4630 樋口　遥也(2) ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 男子 京　都 西京高 19m46 24
7 3275 片山　仁(1) ｶﾀﾔﾏ　ｼﾞﾝ 男子 京　都 紫野高 17m85 25
9 1765 中田　陸斗(3) ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 京　都 鳥羽高 4m15 26
1 438 田畑　白翔(2) ﾀﾊﾞﾀﾊｸﾄ 男子 三　重 近大高専 27
2 439 古川　直(2) ﾌﾙｶﾜﾅｵ 男子 三　重 近大高専 28
5 2243 本堂　誠也(2) ﾎﾝﾄﾞｳ ｾｲﾔ 男子 京　都 城陽高 29
14 6344 吉田　大高(9) ﾖｼﾀﾞﾋﾛﾀｶ 男子 大　阪 大阪陸協 30
23 391 奥田　優人(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 31
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* 男子高校・一般 やり投(0.800kg) *
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32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
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25 396 西村　優平(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 東大寺学園高 32

**************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
117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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
108 2305 大城　珠莉(2) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 女子 愛　知 至学館大学 11.76 1
95 48 南　こはる(1) ﾐﾅﾐ　ｺﾊﾙ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 11.87 2
107 2300 安藤　愛未(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 女子 愛　知 至学館大学 12.07 3
111 2329 吉澤　ひまり(1) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 女子 愛　知 至学館大学 12.08 4
11 6223 丸尾　陽咲(3) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 西城陽高 12.09 5
18 6966 児島　柚月(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 西京高 12.15 6
45 81 峰本　エマ(2) ﾐﾈﾓﾄ ｴﾏ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.21 7
24 7417 加藤　澄乃(2) ｶﾄｳｷﾖﾉ 女子 京　都 京都光華高 12.24 8
8 71 長鴫　海凪(3) ﾅｶﾞｼｷﾞﾐﾅｷﾞ 女子 京　都 京都光華中 12.26 9
6 2694 鈴木　虹葉(1) ｽｽﾞｷ ﾆｼﾞﾊ 女子 愛　知 至学館高 12.30 10
1 2683 加藤　涼音(2) ｶﾄｳ ｽｽﾞﾈ 女子 愛　知 至学館高 12.34 11
10 6215 黒田　結生(3) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.34 12
112 2324 原　知世(1) ﾊﾗ ﾄﾓﾖ 女子 愛　知 至学館大学 12.35 13
12 6216 澤田　佳奈(3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.36 14
105 255 松本　沙織(3) ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 女子 奈　良 天理大 12.46 15
3 2680 高橋　沙季(2) ﾀｶﾊｼ ｻｷ 女子 愛　知 至学館高 12.52 16
4 2678 坂井　寿々(2) ｻｶｲ ｽｽﾞ 女子 愛　知 至学館高 12.57 17

109 2325 藤原　実央(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｵ 女子 愛　知 至学館大学 12.57 18
110 2298 三杉　七美(3) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ 女子 愛　知 至学館大学 12.57 19
47 89 釣本　陽香(1) ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.58 20
5 2693 鈴木　咲葉(1) ｽｽﾞｷ ｻｷﾊ 女子 愛　知 至学館高 12.61 21
27 7426 阪野　夏芽(1) ｻｶﾉﾅﾂﾒ 女子 京　都 京都光華高 12.61 22
104 149 長瀬　美七海(2) ﾅｶﾞｾ　ﾐﾅﾐ 女子 奈　良 近畿大 12.70 23
2 2681 北崎　七海(2) ｷﾀｻﾞｷ ﾅﾐ 女子 愛　知 至学館高 12.72 24

114 652 前田　朱音(2) ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 大　阪 大阪国際大 12.74 25
48 90 基山　今日(1) ﾓﾄﾔﾏ ｷｮｳ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.75 26
28 7428 大槻　花音(1) ｵｵﾂｷｶﾉﾝ 女子 京　都 京都光華高 12.78 27
7 2692 金森　比那(1) ｶﾅﾓﾘ ﾋﾅ 女子 愛　知 至学館高 12.80 28

103 226 立川　加乃(2) ﾀﾁｶﾜ ｶﾉ 女子 大　阪 関西大 12.81 29
113 656 高木　美悠(1) ﾀｶｷﾞ ﾐﾕｳ 女子 大　阪 大阪国際大 12.86 30
26 7421 矢野　愛佳(2) ﾔﾉｱｲｶ 女子 京　都 京都光華高 12.88 31
25 7420 長鴫　海莉(2) ﾅｶﾞｼｷﾞｶｲﾘ 女子 京　都 京都光華高 12.89 32
44 80 津田　妃茉里(2) ﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.93 33
46 88 武村　美緒(1) ﾀｹﾑﾗ ﾐｵ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.97 34
70 239 池田　千咲(1) ｲｹﾀﾞ ﾁｻｷ 女子 奈　良 橿原高 13.02 35
83 16 八島　美亜(2) ﾔｼﾏ ﾐｱ 女子 奈　良 一条高 13.03 36
43 79 今西　虹那(2) ｲﾏﾆｼ ﾆﾅ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 13.09 37
72 160 乾谷　こころ(2) ｲﾇｲﾀﾞﾆ ｺｺﾛ 女子 奈　良 奈情商・県商高 13.11 38
60 254 柳田　涼音(2) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 女子 大　阪 枚方津田高 13.12 39
98 800 下野　紗希(M2) ｼﾓﾉ ｻｷ 女子 京　都 京都教育大 13.16 40
115 649 郡山　月花(2) ｺｵﾘﾔﾏ ﾂｷｶ 女子 大　阪 大阪国際大 13.18 41
23 7416 片山　咲葵(2) ｶﾀﾔﾏｻｷ 女子 京　都 京都光華高 13.19 42
32 6528 吉谷　湖子(1) ﾖｼﾀﾆ ｺｺ 女子 京　都 南陽高 13.24 43
96 105 西田　朱里(2) ﾆｼﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 奈　良 国際高 13.25 44
63 3879 堂脇　優香(9) ﾄﾞｳﾜｷ　ﾕｳｶ 女子 大　阪 NEXUS-AC 13.30 45
99 808 上羽　萌(3) ｳﾜﾊﾞ ﾓｴｷﾞ 女子 京　都 京都教育大 13.31 46
71 234 松田　芽依(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 女子 奈　良 橿原高 13.35 47
15 5619 桒嶋　天音(1) ｸﾜｼﾏ ｱﾏﾈ 女子 京　都 北稜高 13.40 48
9 6240 中神　凜(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾘﾝ 女子 京　都 西城陽高 13.42 49
90 122 桑原　里紗(2) ｸﾜﾊﾗ ﾘｻ 女子 奈　良 帝塚山高 13.43 50
30 6519 谷本　実穂(2) ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾎ 女子 京　都 南陽高 13.45 51
13 6229 前田 柚羽(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 女子 京　都 西城陽高 13.50 52
42 5744 津田　実花(1) ﾂﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 京　都 鳥羽高 13.50 53
55 288 栗原　愛(2) ｸﾘﾊﾗ ｱｲ 女子 大　阪 高槻高 13.50 54
57 322 浅井　祐香(1) ｱｻｲ　ﾕｶ 女子 大　阪 枚方高 13.50 55
117 650 小南　佑子(2) ｺﾐﾅﾐ ﾕｳｺ 女子 大　阪 大阪国際大 13.50 56
73 4 花岡　光希(2) ﾊﾅｵｶ ﾐﾂｷ 女子 奈　良 高取国際高 13.51 57
116 651 堀川　今日子(2) ﾎﾘｶﾜ ｷｮｳｺ 女子 大　阪 大阪国際大 13.51 58
94 259 西田　和乃花(1) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 13.53 59
29 6517 舛谷　優(2) ﾏｽﾀﾆ ﾕｳ 女子 京　都 南陽高 13.54 60
50 1344 加藤　沙彩(9) ｶﾄｳ ｻｱﾔ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 13.59 61
14 5614 田中　璃奈(2) ﾀﾅｶ ﾘﾅ 女子 京　都 北稜高 13.62 62
78 338 松川　怜愛(1) ﾏﾂｶﾜ ﾚﾅ 女子 奈　良 高取国際高 13.62 63
101 313 大津　裕貴野(2) ｵｵﾂﾕｷﾉ 女子 奈　良 大阪教育大 13.64 64
59 253 東　莉奈(2) ﾋｶﾞｼ ﾘﾅ 女子 大　阪 枚方津田高 13.65 65
17 6965 小川 温咲(2) ｵｶﾞﾜ ｱﾂﾞｻ 女子 京　都 西京高 13.76 66
75 335 大原　エミリア(1) ｵｵﾊﾗ ｴﾐﾘｱ 女子 奈　良 高取国際高 13.77 67
93 281 谷村　みらい(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾐﾗｲ 女子 奈　良 帝塚山高 13.77 68
92 125 椋木　菜々子(1) ﾑｸﾉｷ ﾅﾅｺ 女子 奈　良 帝塚山高 13.78 69
49 1317 森下　友加里(9) ﾓﾘｼﾀ ﾕｶﾘ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 13.80 70
106 1007 佐々木　萌恵(1) ｻｻｷ ﾓｴ 女子 奈　良 天理大 13.86 71
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74 6 部谷　優月(2) ﾍﾔﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 高取国際高 13.90 72
58 250 市居　由菜(2) ｲﾁｲ ﾕｲﾅ 女子 大　阪 枚方津田高 13.93 73
82 14 森田　光(2) ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 女子 奈　良 一条高 13.94 74
53 286 吉崎　菜夏(2) ﾖｼｻﾞｷ ﾅﾅ 女子 大　阪 高槻高 13.98 75
38 7130 引野　由桜(1) ﾋｷﾉ　ﾕｵ 女子 京　都 紫野高 13.99 76
79 339 三浦　彩加(1) ﾐｳﾗ ｱﾔｶ 女子 奈　良 高取国際高 14.00 77
102 228 葛本　美羽(2) ｸｽﾞﾓﾄ ﾐｳ 女子 大　阪 関西大 14.00 78
97 3433 小坂　夕奈(9) ｺｻｶ ﾕﾅ 女子 岡　山 岡山AC 14.06 79
21 6196 野口　彩葉(1) ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾊ 女子 京　都 城陽高 14.09 80
20 6192 奥野　華(2) ｵｸﾉ ﾊﾅ 女子 京　都 城陽高 14.12 81
67 0 松本　由佳(9) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC 14.20 82
56 294 板倉 歓奈(1) ｲﾀｸﾗ ｶﾝﾅ 女子 大　阪 高槻高 14.21 83
81 12 羽野　江美(2) ﾊﾉ ｴﾐ 女子 奈　良 一条高 14.36 84
22 6197 村上　波愛(1) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 女子 京　都 城陽高 14.40 85
62 1227 後邉　有希(9) ｱﾄﾍﾞ　ﾕｷ 女子 大　阪 NEXUS-AC 14.40 86
37 7128 山本　由(2) ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶﾘ 女子 京　都 紫野高 14.42 87
61 356 川野　心葉(1) ｶﾜﾉ ｺｺﾊ 女子 大　阪 大産大附属高 14.42 88
35 7126 山口　夏凜(2) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾘﾝ 女子 京　都 紫野高 14.47 89
51 280 熊田　矩子(2) ｸﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ 女子 大　阪 高槻高 14.47 90
31 6518 山本　菜々美(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ 女子 京　都 南陽高 14.49 91
87 359 上垣　心結(1) ｳｴｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 育英西高 14.53 92
84 272 表　綺香(1) ｵﾓﾃ ｱﾔｶ 女子 奈　良 一条高 14.54 93
85 273 川本　千里(1) ｶﾜﾓﾄ 女子 奈　良 一条高 14.56 94
36 7127 大下　和紗(2) ｵｵｼﾀ　ｶｽﾞｻ 女子 京　都 紫野高 14.59 95
86 280 今田　佳那(1) ｲﾏﾀﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 一条高 14.59 96
41 7135 塩崎　和音(1) ｼｵｻﾞｷ　ｵﾄ 女子 京　都 紫野高 14.61 97
89 361 松本　葵(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 女子 奈　良 育英西高 14.63 98
80 165 香月　野々花(2) ｶﾂｷ　ﾉﾉｶ 女子 奈　良 十津川高 14.70 99
76 336 岸田　兎姫(1) ｷｼﾀﾞ ﾂｷ 女子 奈　良 高取国際高 14.90 100
69 242 外輪　君佳(1) ｿﾄﾜ ｷﾐｶ 女子 奈　良 橿原高 14.92 101
39 7132 番浦　春陽(1) ﾊﾞﾝｳ　ﾊﾙﾋ 女子 京　都 紫野高 14.93 102
34 7123 工藤　蒼生(2) ｸﾄﾞｳ　ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 14.94 103
19 6191 西山　天海(2) ﾆｼﾔﾏ ｱﾐ 女子 京　都 城陽高 14.96 104
33 2682 佐藤 望(9) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 Soleil.AC 15.00 105
52 281 茂崎　愛佳(2) ﾓｻﾞｷ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 高槻高 15.13 106
40 7133 安永　世璃(1) ﾔｽﾅｶﾞ　ｾﾘ 女子 京　都 紫野高 15.35 107
65 641 梅嵜　文音(9) ｳﾒｻﾞｷ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 KOYO.AC 15.50 108
68 0 三輪　研子(9) ﾐﾜ ﾄｷｺ 女子 奈　良 鴻ノ池SC 15.50 109
16 5622 小松　和(1) ｺﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 北稜高 15.64 110
66 0 高岡　亜矢(9) ﾀｶｵｶ ｱﾔ 女子 奈　良 鴻ノ池SC 15.93 111
54 287 大枝　優奈(2) ｵｵｴﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻高 17.00 112
64 655 野本　有華(2) ﾉﾓﾄ ﾕｳｶ 女子 奈　良 KOYO.AC 18.00 113
77 337 中西　なつみ(1) ﾅｶﾆｼ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 高取国際高 114
88 330 田邊　美海(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾐｳﾐ 女子 奈　良 育英西高 115
91 121 静川　琴音(2) ｼｽﾞｶﾜ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 帝塚山高 116
100 1081 小村　愛(1) ｺﾑﾗｱｲ 女子 大　阪 大阪教育大 117

**************************************************
* 女子高校・一般 ２００ｍ *
**************************************************
79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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
70 754 齋藤　愛美(4) ｻｲﾄｳ ｱﾐ 女子 岡　山 大阪成蹊大学 23.62 1
74 2305 大城　珠莉(2) ｵｵｼﾛ ｼﾞｭﾘ 女子 愛　知 至学館大学 23.88 2
44 0 青山　聖佳(9) ｱｵﾔﾏ ｾｲｶ 女子 大　阪 大阪成蹊AC 23.95 3
8 6223 丸尾　陽咲(3) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 西城陽高 24.88 4
5 6215 黒田　結生(3) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 京　都 西城陽高 25.03 5
77 2329 吉澤　ひまり(1) ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾏﾘ 女子 愛　知 至学館大学 25.30 6
75 2325 藤原　実央(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｵ 女子 愛　知 至学館大学 25.50 7
72 255 松本　沙織(3) ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 女子 奈　良 天理大 25.55 8
31 5731 岡本　萌瑠(2) ｵｶﾓﾄ ﾓｴﾙ 女子 京　都 鳥羽高 25.74 9
6 6218 武元美澪(3) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 女子 京　都 西城陽高 25.84 10
65 312 宮出　彩花(3) ﾐﾔﾃﾞｱﾔｶ 女子 大　阪 大阪教育大 25.96 11
10 6216 澤田　佳奈(3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 西城陽高 26.01 12
68 1015 中島　杏奈(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 関西大 26.01 13
28 7125 廣瀬　杏奈(2) ﾋﾛｾ　ｱﾝﾅ 女子 京　都 紫野高 26.20 14
76 2298 三杉　七美(3) ﾐｽｷﾞ ﾅﾅﾐ 女子 愛　知 至学館大学 26.22 15
71 1008 水越　青空(1) ﾐｽﾞｺｼ　ｱｵｿﾞﾗ 女子 大　阪 天理大 26.23 16
29 7124 閨谷　木の実(2) ﾈﾔﾀﾆ　ｺﾉﾐ 女子 京　都 紫野高 26.30 17
1 2692 金森　比那(1) ｶﾅﾓﾘ ﾋﾅ 女子 愛　知 至学館高 26.50 18
79 654 吉識　史央里(2) ﾖｼｷ ｼｵﾘ 女子 香　川 大阪国際大 26.50 19
18 6974 西田　麻未(2) ﾆｼﾀﾞ ﾏﾐ 女子 京　都 西京高 26.51 20
54 16 八島　美亜(2) ﾔｼﾏ ﾐｱ 女子 奈　良 一条高 26.54 21
7 6217 高垣　実夢(3) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 26.63 22
32 5835 久保　明朱咲(2) ｸﾎﾞ ｱｽﾞｻ 女子 京　都 鳥羽高 26.65 23
69 227 粟津　志帆(2) ｱﾜﾂﾞ ｼﾎ 女子 兵　庫 関西大 26.68 24
52 239 池田　千咲(1) ｲｹﾀﾞ ﾁｻｷ 女子 奈　良 橿原高 26.79 25
78 656 高木　美悠(1) ﾀｶｷﾞ ﾐﾕｳ 女子 大　阪 大阪国際大 26.80 26
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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
25 6517 舛谷　優(2) ﾏｽﾀﾆ ﾕｳ 女子 京　都 南陽高 26.83 27
64 936 中地　真菜(1) ﾅｶﾁﾞ　ﾏﾅ 女子 大　阪 東大阪大 26.83 28
47 254 柳田　涼音(2) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 女子 大　阪 枚方津田高 26.94 29
33 5742 野口　奈央(1) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 27.03 30
2 3045 萬　玲奈(9) ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女子 滋　賀 滋賀陸協 27.10 31
66 232 安藤　来望(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ 女子 大　阪 関西大 27.10 32
61 122 桑原　里紗(2) ｸﾜﾊﾗ ﾘｻ 女子 奈　良 帝塚山高 27.45 33
12 6229 前田 柚羽(2) ﾏｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 女子 京　都 西城陽高 27.47 34
42 321 内山　澄玲(1) ｳﾁﾔﾏ　ｽﾐﾚ 女子 大　阪 枚方高 27.50 35
16 5617 堀ノ内　香奈(2) ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾅ 女子 京　都 北稜高 27.53 36
36 5746 前川　咲空(1) ﾏｴｶﾜ ｻﾗ 女子 京　都 鳥羽高 27.62 37
35 5734 藤田　菜月(2) ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂｷ 女子 京　都 鳥羽高 27.69 38
17 5619 桒嶋　天音(1) ｸﾜｼﾏ ｱﾏﾈ 女子 京　都 北稜高 27.93 39
14 6226 中西 百合香(2) ﾅｶﾆｼ ﾕﾘｶ 女子 京　都 西城陽高 27.94 40
27 6528 吉谷　湖子(1) ﾖｼﾀﾆ ｺｺ 女子 京　都 南陽高 27.97 41
23 6118 深川　知佐(2) ﾌｶｶﾞﾜ ﾁｻ 女子 京　都 莵道高 27.98 42
26 6519 谷本　実穂(2) ﾀﾆﾓﾄ ﾐﾎ 女子 京　都 南陽高 28.00 43
43 322 浅井　祐香(1) ｱｻｲ　ﾕｶ 女子 大　阪 枚方高 28.00 44
24 7418 加藤　紗帆(2) ｶﾄｳｻﾎ 女子 京　都 京都光華高 28.03 45
63 259 西田　和乃花(1) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 28.03 46
62 125 椋木　菜々子(1) ﾑｸﾉｷ ﾅﾅｺ 女子 奈　良 帝塚山高 28.18 47
55 17 八ツ本　小稟(2) ﾔﾂﾓﾄ ｺﾘﾝ 女子 奈　良 一条高 28.21 48
9 6212 安藤　実那(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅ 女子 京　都 西城陽高 28.26 49
3 6240 中神　凜(1) ﾅｶｶﾞﾐ ﾘﾝ 女子 京　都 西城陽高 28.32 50
46 253 東　莉奈(2) ﾋｶﾞｼ ﾘﾅ 女子 大　阪 枚方津田高 28.45 51
37 1317 森下　友加里(9) ﾓﾘｼﾀ ﾕｶﾘ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 28.50 52
38 1344 加藤　沙彩(9) ｶﾄｳ ｻｱﾔ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 28.50 53
45 250 市居　由菜(2) ｲﾁｲ ﾕｲﾅ 女子 大　阪 枚方津田高 28.51 54
53 4 花岡　光希(2) ﾊﾅｵｶ ﾐﾂｷ 女子 奈　良 高取国際高 28.60 55
67 228 葛本　美羽(2) ｸｽﾞﾓﾄ ﾐｳ 女子 大　阪 関西大 28.60 56
73 1007 佐々木　萌恵(1) ｻｻｷ ﾓｴ 女子 奈　良 天理大 28.80 57
20 6192 奥野　華(2) ｵｸﾉ ﾊﾅ 女子 京　都 城陽高 28.82 58
34 5745 厚東　苺香(1) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 28.90 59
19 6978 上原　佳帆(1) ｳｴﾊﾗ ｶﾎ 女子 京　都 西京高 28.98 60
41 285 岩永　彩希(2) ｲﾜﾅｶﾞ ｻｷ 女子 大　阪 高槻高 29.00 61
11 6227 四堂 智咲(2) ｼﾄﾞｳ ﾁｻｷ 女子 京　都 西城陽高 29.01 62
15 5614 田中　璃奈(2) ﾀﾅｶ ﾘﾅ 女子 京　都 北稜高 29.19 63
21 6196 野口　彩葉(1) ﾉｸﾞﾁ ｱﾔﾊ 女子 京　都 城陽高 29.26 64
57 280 今田　佳那(1) ｲﾏﾀﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 一条高 29.31 65
40 282 粟田　りさこ(2) ｱﾜﾀ ﾘｻｺ 女子 大　阪 高槻高 29.50 66
30 7135 塩崎　和音(1) ｼｵｻﾞｷ　ｵﾄ 女子 京　都 紫野高 29.55 67
56 273 川本　千里(1) ｶﾜﾓﾄ 女子 奈　良 一条高 29.81 68
51 0 松本　由佳(9) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC 30.70 69
39 280 熊田　矩子(2) ｸﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ 女子 大　阪 高槻高 30.80 70
22 6197 村上　波愛(1) ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 女子 京　都 城陽高 30.84 71
49 1227 後邉　有希(9) ｱﾄﾍﾞ　ﾕｷ 女子 大　阪 NEXUS-AC 31.60 72
48 245 松井　菜那子(2) ﾏﾂｲ ﾅﾅｺ 女子 大　阪 大産大附属高 32.12 73
50 641 梅嵜　文音(9) ｳﾒｻﾞｷ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 KOYO.AC 33.60 74
4 6243 向井　里莉(1) ﾑｶｲ ﾘﾘ 女子 京　都 西城陽高 75
13 6234 定池 音和(2) ｻﾀﾞｲｹ ﾄﾜ 女子 京　都 西城陽高 76
58 359 上垣　心結(1) ｳｴｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 奈　良 育英西高 77
59 330 田邊　美海(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾐｳﾐ 女子 奈　良 育英西高 78
60 362 八幡領　優真(1) ﾊﾁﾏﾝﾘｮｳ ﾕｳﾏ 女子 奈　良 育英西高 79

**************************************************
* 女子高校・一般 ４００ｍ *
**************************************************
47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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
14 6966 児島　柚月(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 西京高 56.41 1
5 6218 武元美澪(3) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ 女子 京　都 西城陽高 57.38 2
1 2683 加藤　涼音(2) ｶﾄｳ ｽｽﾞﾈ 女子 愛　知 至学館高 58.60 3
6 6217 高垣　実夢(3) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 京　都 西城陽高 58.97 4
2 71 今井　凛々心(2) ｲﾏｲﾘﾘﾅ 女子 京　都 京都光華中 1:00.00 5
33 73 河島　紗也(3) ｶﾜｼﾏ ｻﾔ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 1:00.00 6
43 418 木村　鈴香(2) ｷﾑﾗ ｽｽﾞｶ 女子 兵　庫 園田学園女子大 1:00.12 7
44 232 安藤　来望(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ 女子 大　阪 関西大 1:00.22 8
13 6974 西田　麻未(2) ﾆｼﾀﾞ ﾏﾐ 女子 京　都 西京高 1:00.55 9
40 34 河人　美貴(2) ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 1:00.58 10
42 41 大石　心暖(1) ｵｵｲｼ ｺﾉﾝ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 1:01.50 11
47 532 生田　みのり(3) ｲｸﾀ ﾐﾉﾘ 女子 兵　庫 兵庫教育大 1:01.50 12
46 653 松金　里奈(2) ﾏﾂｶﾈ ﾘﾅ 女子 大　阪 大阪国際大 1:02.00 13
11 6226 中西 百合香(2) ﾅｶﾆｼ ﾕﾘｶ 女子 京　都 西城陽高 1:02.34 14
17 6118 深川　知佐(2) ﾌｶｶﾞﾜ ﾁｻ 女子 京　都 莵道高 1:02.61 15
32 65 加藤　杏菜(3) ｶﾄｳ　ｱﾝﾅ 女子 奈　良 香芝中 1:03.00 16
7 6212 安藤　実那(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅ 女子 京　都 西城陽高 1:03.65 17
41 39 松本　奏(2) ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 1:03.98 18
31 322 浅井　祐香(1) ｱｻｲ　ﾕｶ 女子 大　阪 枚方高 1:04.00 19
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45 145 金田　怜子(4) ｶﾅﾀ　ﾚｲｺ 女子 奈　良 近畿大 1:04.00 20
9 6234 定池 音和(2) ｻﾀﾞｲｹ ﾄﾜ 女子 京　都 西城陽高 1:04.06 21
10 6232 松浦 真珠(2) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 1:05.07 22
34 115 和田　笑璃(1) ﾜﾀﾞ ｴﾐﾘ 女子 奈　良 大和広陵高 1:06.00 23
23 7130 引野　由桜(1) ﾋｷﾉ　ﾕｵ 女子 京　都 紫野高 1:06.05 24
22 7128 山本　由(2) ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶﾘ 女子 京　都 紫野高 1:06.64 25
26 285 岩永　彩希(2) ｲﾜﾅｶﾞ ｻｷ 女子 大　阪 高槻高 1:06.76 26
38 124 藤原　ひなた(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 帝塚山高 1:07.25 27
21 7127 大下　和紗(2) ｵｵｼﾀ　ｶｽﾞｻ 女子 京　都 紫野高 1:07.75 28
16 6117 田中　莉桜(2) ﾀﾅｶ ﾘｵ 女子 京　都 莵道高 1:07.80 29
8 6227 四堂 智咲(2) ｼﾄﾞｳ ﾁｻｷ 女子 京　都 西城陽高 1:07.82 30
29 290 福田 茉桜(1) ﾌｸﾀﾞ ﾏｵ 女子 大　阪 高槻高 1:08.31 31
24 7132 番浦　春陽(1) ﾊﾞﾝｳ　ﾊﾙﾋ 女子 京　都 紫野高 1:08.77 32
25 281 茂崎　愛佳(2) ﾓｻﾞｷ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 高槻高 1:09.28 33
19 6522 小塚　美紀(1) ｺﾂﾞｶ ﾐｷ 女子 京　都 南陽高 1:09.59 34
20 7123 工藤　蒼生(2) ｸﾄﾞｳ　ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 1:09.99 35
39 258 北中　真央(1) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良大附属高 1:10.43 36
37 118 田村　梨帆(2) ﾀﾑﾗ ﾘﾎ 女子 奈　良 帝塚山高 1:12.05 37
27 286 吉崎　菜夏(2) ﾖｼｻﾞｷ ﾅﾅ 女子 大　阪 高槻高 1:15.00 38
28 289 田﨑 わこ(1) ﾀｻｷ ﾜｺ 女子 大　阪 高槻高 1:15.00 39
30 291 宮﨑　遥加(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻高 1:15.00 40
3 6243 向井　里莉(1) ﾑｶｲ ﾘﾘ 女子 京　都 西城陽高 41
4 6238 北山　陽菜(1) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 42
12 6231 石田 寧(2) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 43
15 6987 三宅　由真(1) ﾐﾔｹ ﾕﾏ 女子 京　都 西京高 44
18 6524 廣瀬　莉佳(1) ﾋﾛｾ ﾘｶ 女子 京　都 南陽高 45
35 119 上原　優花(2) ｳｴﾊﾗ ﾕｳｶ 女子 奈　良 帝塚山高 46
36 120 近藤　彩香(2) ｺﾝﾄﾞｳ ｻｲｶ 女子 奈　良 帝塚山高 47

**************************************
* 女子共通 ８００ｍ *
**************************************
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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2817 野村　美結(3) ﾉﾑﾗ ﾐﾕ 女子 愛　知 TSM 2:15.66 1
54 128 髙木　ハナコ(2) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 奈　良 二名中 2:17.00 2
68 34 河人　美貴(2) ｶﾜﾋﾄ ﾐｷ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 2:18.01 3
69 41 大石　心暖(1) ｵｵｲｼ ｺﾉﾝ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 2:18.16 4
70 44 中島　栞菜(1) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 2:18.50 5
17 71 柴田　春菜(3) ｼﾊﾞﾀﾊﾙﾅ 女子 京　都 京都光華中 2:19.24 6
6 24 山田　祐美(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾐ 女子 京　都 加茂川中 2:19.50 7
71 936 中地　真菜(1) ﾅｶﾁﾞ　ﾏﾅ 女子 大　阪 東大阪大 2:19.88 8
3 9179 向井　智香(9) ﾑｶｲ ﾁｶ 女子 愛　知 愛知陸協 2:20.00 9
2 2823 加藤　あす葉(2) ｶﾄｳ　ｱｽﾊ 女子 愛　知 TSM 2:23.58 10
73 532 生田　みのり(3) ｲｸﾀ ﾐﾉﾘ 女子 兵　庫 兵庫教育大 2:24.00 11
45 73 山本　悠(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:25.00 12
37 65 植嶋　すず(2) ｳｴｼﾞﾏ ｽｽﾞ 女子 奈　良 香芝中 2:25.87 13
40 65 尾野　陽咲(2) ｵﾉ ﾋｻｷ 女子 奈　良 香芝中 2:27.92 14
4 35 亀山　采里子(2) ｶﾒﾔﾏ ﾄﾘｺ 女子 京　都 加茂川中 2:28.81 15
32 317 島村　綾花(1) ｼﾏﾑﾗ　ｱﾔｶ 女子 大　阪 枚方高 2:30.00 16
41 65 畑田　花音(2) ﾊﾀﾀﾞ　ｶﾉﾝ 女子 奈　良 香芝中 2:30.00 17
55 128 林　舞桜(1) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 奈　良 二名中 2:30.00 18
56 128 安達　悠(1) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 2:30.00 19
25 110 小林 美友(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 2:30.09 20
46 73 黒田　凛(1) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:30.67 21
11 18 妹尾 明咲(2) ｾﾉｵ ﾒｲｻ 女子 京　都 大枝中 2:32.71 22
26 110 藤井 来珠(2) ﾌｼﾞｲ ｸﾙﾐ 女子 京　都 田辺中 2:33.82 23
66 230 寺田　泉実(1) ﾃﾗﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 奈　良 斑鳩南中 2:34.81 24
42 69 加藤　咲楽(2) ｶﾄｳ ｻｸﾗ 女子 奈　良 王寺南中 2:35.17 25
64 174 川西　絆友(1) ｶﾜﾆｼ ｷｽﾞﾅ 女子 奈　良 光陽中 2:35.90 26
9 18 西村　友里(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕﾘ 女子 京　都 二条中 2:37.48 27
52 124 江並　楓花(2) ｴﾅﾐ ﾌｳｶ 女子 奈　良 帝塚山中 2:37.82 28
63 174 梶岡　星那(1) ｶｼﾞｵｶ ｾﾅ 女子 奈　良 光陽中 2:39.39 29
18 85 多田　あい(2) ﾀﾀﾞ　ｱｲ 女子 京　都 樫原中 2:40.00 30
30 6 堀　朱里(1) ﾎﾘ　ｱｶﾘ 女子 京　都 泉川中 2:40.00 31
72 641 池田　弥生(3) ｲｹﾀﾞ ﾔﾖｲ 女子 奈　良 大阪国際大 2:40.00 32
15 37 間所 聖蘭(2) ﾏﾄﾞｺﾛ ｾｲﾗ 女子 京　都 洛南中 2:40.04 33
12 37 横尾 咲優(2) ﾖｺｵ ｻﾔ 女子 京　都 洛南中 2:40.23 34
57 131 今岸　梨音(2) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 三笠中 2:40.34 35
35 44 橋谷　奏乃(1) ﾊｼﾀﾆ　ｶﾉ 女子 奈　良 上中学 2:41.00 36
38 65 武田　雅(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 香芝中 2:41.00 37
61 152 堀　光希(2) ﾎﾘ ﾐﾂｷ 女子 奈　良 天理西中 2:41.00 38
14 37 狩野 絢映(2) ｶﾘﾉ ｱﾔﾊ 女子 京　都 洛南中 2:41.60 39
49 73 山根　佑月(1) ﾔﾏﾈ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:42.89 40
39 65 中野　みなみ(2) ﾅｶﾉ ﾐﾅﾐ 女子 奈　良 香芝中 2:43.00 41
13 37 太田 美玖(2) ｵｵﾀ ﾐｸ 女子 京　都 洛南中 2:43.35 42
10 19 春田　和心(1) ﾊﾙﾀ ﾅｺﾞﾐ 女子 京　都 二条中 2:43.49 43
20 85 坂戸　優芽(1) ｻｶﾄ ﾕﾒ 女子 京　都 樫原中 2:45.00 44
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22 85 宮﨑　小波(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾅﾐ 女子 京　都 樫原中 2:45.00 45
29 3 中島　里菜(2) ﾅｶｼﾞﾏ　ﾘﾅ 女子 京　都 泉川中 2:45.55 46
7 16 古谷　紗英(1) ﾌﾙﾔ ｻｴ 女子 京　都 加茂川中 2:46.38 47
8 20 細井　織音(1) ﾎｿｲ ｵﾙﾈ 女子 京　都 二条中 2:46.61 48
43 69 黒田　美愛(1) ｸﾛﾀﾞ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 王寺南中 2:46.79 49
5 11 東良　明音(1) ﾋｶﾞｼﾗ ｱｶﾈ 女子 京　都 加茂川中 2:47.19 50
60 134 平川　結心(2) ﾋﾗｶﾜ ﾕﾅ 女子 奈　良 教育大付属中 2:49.64 51
21 85 立原　実玖(1) ﾀﾃﾊﾗ ﾐｸ 女子 京　都 樫原中 2:50.00 52
44 73 遠藤　真香(3) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｺ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:50.00 53
50 82 赤松　茉優(1) ｱｶﾏﾂ　ﾏﾕ 女子 奈　良 榛原中 2:56.31 54
16 37 竹島 桃香(1) ﾀｹｼﾏ ﾓﾓｶ 女子 京　都 洛南中 2:56.55 55
53 124 大原　佳夏(2) ｵｵﾊﾗ ｶﾅ 女子 奈　良 帝塚山中 2:56.60 56
65 230 小西　未空(2) ｺﾆｼ ﾐｸ 女子 奈　良 斑鳩南中 2:56.81 57
28 110 亀岡　莉名(1) ｶﾒｵｶ ﾘﾅ 女子 京　都 田辺中 2:57.97 58
31 281 深田　彩加(1) ﾌｶﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻中 2:59.00 59
33 418 藤木　明日香(1) ﾌｼﾞｷ ｱｽｶ 女子 大　阪 石切中 3:00.37 60
27 110 奥田　楓(1) ｵｸﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 京　都 田辺中 3:03.56 61
59 131 杉本　華凪(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 3:05.49 62
34 44 高木　日葵(1) ﾀｶｷﾞ　ﾋﾏﾘ 女子 奈　良 上中学 3:08.00 63
19 85 中谷　潤(2) ﾅｶﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 女子 京　都 樫原中 3:10.00 64
48 73 久保　妃那(1) ｸﾎﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 3:12.80 65
67 230 秀田　紗世(1) ﾋﾃﾞﾀ ｻﾖ 女子 奈　良 斑鳩南中 3:15.44 66
58 131 大谷　杏花(1) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 奈　良 三笠中 3:23.25 67
47 73 小倉　日菜多(1) ｺｸﾗ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 6:07.45 68
23 88 時村　咲希(2) ﾄｷﾑﾗ ｻｷ 女子 京　都 太秦中 69
24 88 村田　瑠依(2) ﾑﾗﾀ ﾙｲ 女子 京　都 太秦中 70
36 64 中村心香(2) ﾅｶﾑﾗ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 白鳳中 71
51 114 服部　奈緒(1) ﾊｯﾄﾘ ﾅｵ 女子 奈　良 育英西中 72
62 157 殿村　佳子(2) ﾄﾉﾑﾗ ｶｺ 女子 奈　良 天理南中 73
74 42 萩平　結乃(1) ﾊｷﾞﾋﾗ ﾕﾉ 女子 奈　良 鹿ノ台中 74
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48 73 小倉　日菜多(1) ｺｸﾗ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:52.31 1
4 24 山田　祐美(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾐ 女子 京　都 加茂川中 4:38.70 2
20 7425 木村　爽風(2) ｷﾑﾗｻﾔｶ 女子 京　都 京都光華高 4:40.00 3
33 109 奥野　夏碧(2) ｵｸﾉ　ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 枚方高 4:45.00 4
62 128 江島　遥香(1) ｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 4:45.00 5
64 128 藤森　あい(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲ 女子 奈　良 二名中 4:45.00 6
75 210 上村　紗也佳(3) ｶﾐﾑﾗ ｻﾔｶ 女子 奈　良 奈良育英高 4:45.00 7
76 211 木村　心咲(3) ｷﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 奈　良 奈良育英高 4:45.00 8
77 212 坂本　有理佳(2) ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 女子 奈　良 奈良育英高 4:45.00 9
78 214 須郷田　百花(1) ｽｺﾞｳﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 奈良育英高 4:45.00 10
81 217 吉田　美杏(1) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾞｱﾝ 女子 奈　良 奈良育英高 4:45.00 11
69 171 森本　杏(1) ﾓﾘﾓﾄ ｱﾝ 女子 奈　良 畝傍中 4:46.06 12
29 86 永田　夕依(1) ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 4:46.39 13
45 73 河島　紗也(3) ｶﾜｼﾏ ｻﾔ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4:50.00 14
1 2829 松本　紗直(2) ﾏﾂﾓﾄ　ｻﾅ 女子 愛　知 TSM 4:52.09 15
26 71 西本　美笛(3) ﾆｼﾓﾄ ﾐﾃｷ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 4:52.45 16
12 71 柴田　春菜(3) ｼﾊﾞﾀﾊﾙﾅ 女子 京　都 京都光華中 4:54.84 17
34 110 川瀬　由佳乃(2) ｶﾜｾ　ﾕｶﾉ 女子 大　阪 枚方高 4:55.00 18
14 110 小林 美友(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 4:55.08 19
46 73 山本　悠(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:00.00 20
27 77 松本　磨奈(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 5:02.13 21
21 7123 工藤　蒼生(2) ｸﾄﾞｳ　ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 5:02.22 22
67 171 仲尾　美吹(2) ﾅｶｵ ﾐﾌﾞｷ 女子 奈　良 畝傍中 5:02.76 23
25 70 大塚　ひより(3) ｵｵﾂｶ ﾋﾖﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 5:03.32 24
79 215 中村　碧音(1) ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾈ 女子 奈　良 奈良育英高 5:05.00 25
80 216 三瀬　乃愛(1) ﾐｾ ﾉｱ 女子 奈　良 奈良育英高 5:05.00 26
19 6116 清水　郁(2) ｼﾐｽﾞ　ｶｵﾙ 女子 京　都 莵道高 5:05.22 27
6 18 妹尾 明咲(2) ｾﾉｵ ﾒｲｻ 女子 京　都 大枝中 5:07.74 28
30 87 森内　光空(1) ﾓﾘｳﾁ ﾐｸ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 5:09.06 29
17 218 村井　七海(2) ﾑﾗｲ ﾅﾅﾐ 女子 京　都 北城陽中 5:10.00 30
35 317 島村　綾花(1) ｼﾏﾑﾗ　ｱﾔｶ 女子 大　阪 枚方高 5:10.00 31
65 150 谷口　里桜(3) ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾘｵ 女子 奈　良 天理北中 5:11.09 32
66 171 山本　ゆめ(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾒ 女子 奈　良 畝傍中 5:12.30 33
15 110 藤井 来珠(2) ﾌｼﾞｲ ｸﾙﾐ 女子 京　都 田辺中 5:13.80 34
38 65 田中　杏依(2) ﾀﾅｶ ｱｲ 女子 奈　良 香芝中 5:14.00 35
13 85 斎藤　蒼(1) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 女子 京　都 樫原中 5:15.00 36
28 84 関谷　美羽(1) ｾｷﾀﾆ ﾐｳ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 5:15.06 37
9 37 狩野 絢映(2) ｶﾘﾉ ｱﾔﾊ 女子 京　都 洛南中 5:17.03 38
59 128 大河内　愛恵(2) ｵｵｺｳﾁ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 二名中 5:20.00 39
85 244 高木　穂乃香(4) ﾀｶｷﾞ ﾎﾉｶ 女子 京　都 京都大 5:20.00 40
55 124 飯田　千尋(2) ｲｲﾀﾞ ﾁﾋﾛ 女子 奈　良 帝塚山中 5:20.09 41
47 73 黒田　凛(1) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:20.63 42
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50 73 山根　佑月(1) ﾔﾏﾈ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:20.63 43
10 37 間所 聖蘭(2) ﾏﾄﾞｺﾛ ｾｲﾗ 女子 京　都 洛南中 5:21.46 44
7 37 横尾 咲優(2) ﾖｺｵ ｻﾔ 女子 京　都 洛南中 5:24.50 45
68 171 中尾　凛々子(2) ﾅｶｵ ﾘﾘｺ 女子 奈　良 畝傍中 5:27.11 46
8 37 太田 美玖(2) ｵｵﾀ ﾐｸ 女子 京　都 洛南中 5:27.56 47
84 635 藤原　奈桜(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 5:27.65 48
22 7127 大下　和紗(2) ｵｵｼﾀ　ｶｽﾞｻ 女子 京　都 紫野高 5:28.19 49
23 7130 引野　由桜(1) ﾋｷﾉ　ﾕｵ 女子 京　都 紫野高 5:28.19 50
42 67 高井　涼那(2) ﾀｶｲ ﾘｮｳﾅ 女子 奈　良 広陵中 5:29.97 51
18 225 稲葉　和奏(2) ｲﾅﾊﾞ ﾜｶﾅ 女子 京　都 詳徳中 5:30.00 52
63 128 吉川　桜空(1) ﾖｼｶﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 二名中 5:30.00 53
82 613 島田　紗優(2) ｼﾏﾀﾞ ｻﾕ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 5:30.00 54
83 616 花木 千聡(2) ﾊﾅｷ ﾁｻﾄ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 5:30.00 55
73 174 川西　絆友(1) ｶﾜﾆｼ ｷｽﾞﾅ 女子 奈　良 光陽中 5:31.20 56
40 67 井上　悠鈴(2) ｲﾉｳｴ ﾕｽﾞ 女子 奈　良 広陵中 5:33.91 57
24 7132 番浦　春陽(1) ﾊﾞﾝｳ　ﾊﾙﾋ 女子 京　都 紫野高 5:39.14 58
41 67 細井　舞桜(1) ﾎｿｲ ﾏｵ 女子 奈　良 広陵中 5:40.99 59
60 128 中條　光稀(2) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ 女子 奈　良 二名中 5:45.00 60
61 128 繁野　陽依(2) ｼｹﾞﾉ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 二名中 5:45.00 61
72 174 梶岡　星那(1) ｶｼﾞｵｶ ｾﾅ 女子 奈　良 光陽中 5:45.18 62
51 114 服部　奈緒(1) ﾊｯﾄﾘ ﾅｵ 女子 奈　良 育英西中 5:45.21 63
32 6329 和木　茉奈海(9) ﾜｷ ﾏﾅﾐ 女子 大　阪 大阪陸協 5:50.00 64
44 67 西本　栞菜(2) ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 広陵中 5:50.00 65
74 230 室谷　澪花(2) ﾑﾛﾀﾆ ﾘﾉ 女子 奈　良 斑鳩南中 5:51.96 66
16 218 大野　光稀(2) ｵｵﾉ ﾐﾂｷ 女子 京　都 北城陽中 5:58.00 67
31 281 村田　悠華(3) ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻中 5:59.22 68
53 120 柴田　琉花(2) ｼﾊﾞﾀ ﾙｶ 女子 奈　良 伏見中 6:01.84 69
49 73 久保　妃那(1) ｸﾎﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 6:35.17 70
43 67 竹村　美咲(1) ﾀｹﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 奈　良 広陵中 6:45.01 71
39 67 里内　芽咲(1) ｻﾄｳﾁ ﾒｲ 女子 奈　良 広陵中 6:50.00 72
2 35 亀山　采里子(2) ｶﾒﾔﾏ ﾄﾘｺ 女子 京　都 加茂川中 73
3 11 東良　明音(1) ﾋｶﾞｼﾗ ｱｶﾈ 女子 京　都 加茂川中 74
5 16 古谷　紗英(1) ﾌﾙﾔ ｻｴ 女子 京　都 加茂川中 75
11 37 竹島 桃香(1) ﾀｹｼﾏ ﾓﾓｶ 女子 京　都 洛南中 76
36 64 山田菜桜(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 女子 奈　良 白鳳中 77
37 64 清木朱里(2) ｾｲｷ ｱｶﾘ 女子 奈　良 白鳳中 78
52 120 尾﨑　凛緒(2) ｵｻｷ ﾘｵ 女子 奈　良 伏見中 79
54 120 山田　梨緒(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 奈　良 伏見中 80
56 124 亀井　紅亜(1) ｶﾒｲ ｸﾚｱ 女子 奈　良 帝塚山中 81
57 124 伊藤　亜希(1) ｲﾄｳ ｱｷ 女子 奈　良 帝塚山中 82
58 124 柴田　知稟(1) ｼﾊﾞﾀ ﾁｴﾘ 女子 奈　良 帝塚山中 83
70 171 貴師田　美桜(3) ｷｼﾀﾞ ﾐｵ 女子 奈　良 畝傍中 84
71 171 矢野　奈都子(1) ﾔﾉ ﾅﾂｺ 女子 奈　良 畝傍中 85
86 1103 菅　美風(1) ｽｶﾞ ﾐｼｶ 女子 大　阪 追手門学院大 86

******************************************
* 女子共通 ３０００ｍ *
******************************************
11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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 940 高岡　真香(4) ﾀｶｵｶ ﾏﾅｶ 女子 滋　賀 びわこ学院大 9:43.76 1
9 40 梅本　温加(1) ｳﾒﾓﾄ ﾉﾄﾞｶ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 10:30.03 2
7 35 田中　彩貴(2) ﾀﾅｶ ｻｷ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 10:30.32 3
8 36 縄田　雅(2) ﾅﾜﾀ ﾐﾔﾋﾞ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 10:30.55 4
4 590 芋生　美咲(9) ｲﾓｵ ﾐｻｷ 女子 奈　良 奈良陸協 10:38.93 5
6 277 奥田　夕楓(1) ｵｸﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 11:16.02 6
3 120 船寄　紗生(2) ﾌﾅﾖｾ ｻｷ 女子 奈　良 伏見中 11:40.00 7
11 984 次郎垣内　友依(1) ｼﾞﾛｳｶﾞｲﾁ ﾕｲ 女子 兵　庫 兵庫教育大 12:30.00 8
1 6244 井嶋　啓恵　(1) ｲｼﾞﾏ ﾋﾛｴ 女子 京　都 西城陽高 9
2 62 森川　朋美(2) ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓﾐ 女子 奈　良 王寺中 10
5 360 辻岡　真依(1) ﾂｼﾞｵｶ ﾏｲ 女子 奈　良 育英西高 11

**********************************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍＨ(0.838m) *
**********************************************************************
26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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 2300 安藤　愛未(2) ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾐ 女子 愛　知 至学館大学 13.56 1
24 2307 木村　加乃(2) ｷﾑﾗ ｶﾉ 女子 愛　知 至学館大学 13.92 2
26 2324 原　知世(1) ﾊﾗ ﾄﾓﾖ 女子 愛　知 至学館大学 13.96 3
1 2678 坂井　寿々(2) ｻｶｲ ｽｽﾞ 女子 愛　知 至学館高 14.42 4
22 225 東谷　美都(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾐﾄ 女子 大　阪 関西大 14.57 5
15 89 釣本　陽香(1) ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 14.59 6
13 79 今西　虹那(2) ｲﾏﾆｼ ﾆﾅ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 14.70 7
25 2310 田中　友梨(2) ﾀﾅｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 至学館大学 14.83 8
14 80 津田　妃茉里(2) ﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 14.85 9
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**********************************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍＨ(0.838m) *
**********************************************************************
26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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 3045 萬　玲奈(9) ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女子 滋　賀 滋賀陸協 15.12 10
9 7416 片山　咲葵(2) ｶﾀﾔﾏｻｷ 女子 京　都 京都光華高 15.29 11
12 5741 神　ともみ(1) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 15.53 12
2 2690 田島　七里香(1) ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 女子 愛　知 至学館高 15.70 13
10 7125 廣瀬　杏奈(2) ﾋﾛｾ　ｱﾝﾅ 女子 京　都 紫野高 15.72 14
11 7124 閨谷　木の実(2) ﾈﾔﾀﾆ　ｺﾉﾐ 女子 京　都 紫野高 16.14 15
4 6965 小川 温咲(2) ｵｶﾞﾜ ｱﾂﾞｻ 女子 京　都 西京高 16.55 16
19 17 八ツ本　小稟(2) ﾔﾂﾓﾄ ｺﾘﾝ 女子 奈　良 一条高 16.66 17
16 238 福西　琉奈(1) ﾌｸﾆｼ ﾙﾅ 女子 奈　良 橿原高 16.70 18
18 13 藤岡　綾耶(2) ﾌｼﾞｵｶ ｱﾔｶ 女子 奈　良 一条高 17.23 19
7 6978 上原　佳帆(1) ｳｴﾊﾗ ｶﾎ 女子 京　都 西京高 17.62 20
5 6967 田仲 彩奈(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 女子 京　都 西京高 18.11 21
6 6979 牧　ひなの(1) ﾏｷ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西京高 18.21 22
17 241 植田　翔音(1) ｳｴﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 橿原高 18.28 23
21 274 佐藤　音色(1) ｻﾄｳ ﾈｲﾛ 女子 奈　良 国際高 18.83 24
8 6987 三宅　由真(1) ﾐﾔｹ ﾕﾏ 女子 京　都 西京高 25
20 361 松本　葵(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 女子 奈　良 育英西高 26

**********************************************
* 女子共通 ４×１００ｍ *
**********************************************
57チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
14 0 至学館大学 愛　知 46.78 230014 1
13 0 至学館高校 愛　知 47.75 230013 2
57 0 大阪教育大 学 連 48.50 490058 3
2 0 京都光華高 京　都 48.77 260002 4
3 0 京都光華中A 京　都 49.72 260003 5
46 0 近畿大 奈　良 50.00 290047 6
15 0 北稜高 京　都 50.33 260015 7
41 0 香芝A 奈　良 51.80 290042 8
25 0 一条高A 奈　良 52.00 290026 9
27 0 兵庫教育大 兵　庫 52.00 280028 10
47 0 帝塚山高 奈　良 52.12 290048 11
22 0 南陽高Ａ 京　都 52.30 260023 12
33 0 枚方津田高 大　阪 52.33 270034 13
32 0 上牧中 奈　良 52.50 290033 14
53 0 国際高 奈　良 52.50 290054 15
11 0 広陵中 奈　良 52.70 290011 16
20 0 天理南中A 奈　良 52.90 290021 17
23 0 南陽高B 京　都 53.50 260024 18
5 0 高槻中A 大　阪 53.56 270005 19
26 0 一条高B 奈　良 54.00 290027 20
42 0 香芝B 奈　良 54.00 290043 21
39 0 上中A 奈　良 54.30 290040 22
38 0 富雄南中 奈　良 54.86 290039 23
18 0 橿原中 奈　良 55.00 290019 24
21 0 天理南中B 奈　良 55.00 290022 25
51 0 太秦中A 京　都 55.00 260052 26
17 0 城陽高 京　都 55.12 260017 27
34 0 泉川中 京　都 55.20 260035 28
1 0 洛南中 京　都 55.43 260001 29
9 0 王寺南中A 奈　良 55.79 290009 30
6 0 高槻中B 大　阪 56.00 270006 31
16 0 光陽中 奈　良 56.00 290016 32
40 0 上中B 奈　良 56.00 290041 33
54 0 香芝西A 奈　良 56.50 290055 34
45 0 伏見 奈　良 56.60 290046 35
50 0 奈教大附中 奈　良 56.87 290051 36
24 0 育英西高 奈　良 56.89 290025 37
19 0 天理西中 奈　良 56.93 290020 38
29 0 高田中 奈　良 57.16 290030 39
28 0 八木中 奈　良 57.17 290029 40
35 0 石切中 大　阪 57.39 270036 41
56 0 都南中 奈　良 57.53 290057 42
49 0 二条中 京　都 57.58 260050 43
55 0 香芝西B 奈　良 58.00 290056 44
37 0 智辯カレッジ中 奈　良 58.60 290038 45
52 0 太秦中B 京　都 59.00 260053 46
12 0 榛原中 奈　良 59.17 290012 47
10 0 王寺南中B 奈　良 1:00.15 290010 48
43 0 斑鳩南中A 奈　良 1:01.50 290044 49
44 0 斑鳩南中B 奈　良 1:05.35 290045 50
4 0 京都光華中B 京　都 260004 51
7 0 鹿ノ台中 奈　良 290007 52
8 0 香芝北中 奈　良 290008 53
30 0 片塩中Ａ 奈　良 290031 54
31 0 片塩中Ｂ 奈　良 290032 55
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**********************************************
* 女子共通 ４×１００ｍ *
**********************************************
57チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
36 0 加茂川中 京　都 260037 56
48 0 田原本中 奈　良 290049 57

**********************************************
* 女子高校・一般 棒高跳 *
**********************************************
6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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 9224 篠崎　稔里(9) ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾉﾘ 女子 愛　知 愛知陸協 3m60 1
6 499 峰本　涼(2) ﾐﾈﾓﾄ ｽｽﾞｶ 女子 奈　良 武庫川女子大 3m60 2
1 2674 齋藤　未来(3) ｻｲﾄｳ ﾐｸ 女子 愛　知 至学館高 3m40 3
4 3 新田　陽菜(2) ﾆｯﾀ ﾋﾅ 女子 奈　良 高取国際高 3m30 4
5 114 岸本　みかさ(2) ｷｼﾓﾄ ﾐｶｻ 女子 奈　良 大和広陵高 2m70 5
2 2772 立澤　理乃(1) ﾀﾁｻﾞﾜ ﾘﾉ 女子 愛　知 至学館高 2m00 6

**********************************************
* 女子高校・一般 走高跳 *
**********************************************
19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 5611 川邊　美奈(3) ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅ 女子 京　都 北稜高 1m76 1
5 6971 林中 朱音(2) ﾊﾔｼﾅｶ ｱｶﾈ 女子 京　都 西京高 1m60 2
12 257 池田　美咲(2) ｲｹﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 奈　良 奈情商・県商高 1m57 3
15 936 中地　真菜(1) ﾅｶﾁﾞ　ﾏﾅ 女子 大　阪 東大阪大 1m56 4
4 5621 山中　咲輝(1) ﾔﾏﾅｶ ｻｷ 女子 京　都 北稜高 1m55 5
8 5134 小鹿　なつみ(2) ｺｼｶ　ﾅﾂﾐ 女子 鳥　取 桂高 1m55 6
1 6232 松浦 真珠(2) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 1m54 7
3 5618 塩見　寧々(2) ｼｵﾐ ﾈﾈ 女子 京　都 北稜高 1m50 8
7 7126 山口　夏凜(2) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾘﾝ 女子 京　都 紫野高 1m50 9
14 191 手塚　日菜(1) ﾃﾂﾞｶ ﾋﾅ 女子 奈　良 国際高 1m50 10
16 809 中尾　茜(3) ﾅｶｵ ｱｶﾈ 女子 京　都 京都教育大 1m50 11
17 813 坂本　聡美(2) ｻｶﾓﾄ ｻﾄﾐ 女子 香　川 京都教育大 1m50 12
10 235 南村　和奏(2) ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾜｶﾅ 女子 奈　良 橿原高 1m48 13
11 238 福西　琉奈(1) ﾌｸﾆｼ ﾙﾅ 女子 奈　良 橿原高 1m45 14
18 1086 岩崎　莉子(1) ｲﾜｻｷﾘｺ 女子 大　阪 大阪教育大 1m45 15
13 305 岡本　純佳(1) ｵｶﾓﾄ ｽﾐｶ 女子 奈　良 奈情商・県商高 1m40 16
9 5746 前川　咲空(1) ﾏｴｶﾜ ｻﾗ 女子 京　都 鳥羽高 1m35 17
6 2682 佐藤 望(9) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 Soleil.AC 1m30 18
19 2307 木村　加乃(2) ｷﾑﾗ ｶﾉ 女子 愛　知 至学館大学 19

**********************************************
* 女子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
54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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
48 4554 河村　仁美(9) ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 女子 山　口 周南市役所 5m81 1
8 5612 竹口　莉子(3) ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｺ 女子 京　都 北稜高 5m74 2
31 5701 秋津　柚芽(3) ｱｷﾂ ﾕﾒ 女子 京　都 鳥羽高 5m59 3
41 160 乾谷　こころ(2) ｲﾇｲﾀﾞﾆ ｺｺﾛ 女子 奈　良 奈情商・県商高 5m55 4
7 6231 石田 寧(2) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 5m54 5
50 800 下野　紗希(M2) ｼﾓﾉ ｻｷ 女子 京　都 京都教育大 5m54 6
49 936 中地　真菜(1) ﾅｶﾁﾞ　ﾏﾅ 女子 大　阪 東大阪大 5m44 7
52 224 上島　優里(2) ｳｴｼﾏ ﾕﾘ 女子 奈　良 関西大 5m40 8
27 5744 津田　実花(1) ﾂﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 京　都 鳥羽高 5m35 9
54 234 松田　芽依(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾒｲ 女子 奈　良 橿原高 5m26 10
2 3045 萬　玲奈(9) ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女子 滋　賀 滋賀陸協 5m24 11
16 6967 田仲 彩奈(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 女子 京　都 西京高 5m18 12
10 5616 出口　澪莉(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵﾘ 女子 京　都 北稜高 5m17 13
45 10 越水　なつみ(2) ｺｼﾐｽﾞ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 一条高 5m06 14
4 6238 北山　陽菜(1) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 5m04 15
51 225 東谷　美都(2) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾐﾄ 女子 大　阪 関西大 5m00 16
53 648 吉田　彩花(3) ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ 女子 奈　良 大阪国際大 5m00 17
29 5742 野口　奈央(1) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 4m95 18
34 1338 田中　美紅(9) ﾀﾅｶ ﾐｸ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 4m90 19
18 6977 石川　菜月(1) ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾞｷ 女子 京　都 西京高 4m82 20
42 2 池田　來未(2) ｲｹﾀﾞ ｸﾙﾐ 女子 奈　良 高取国際高 4m80 21
20 6986 中村　まりえ(1) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｴ 女子 京　都 西京高 4m78 22
9 5615 地部　愛子(2) ﾁﾌﾞ ｱｲｺ 女子 京　都 北稜高 4m75 23
28 5741 神　ともみ(1) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 4m74 24
30 5745 厚東　苺香(1) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 4m74 25
39 225 神崎　まり(2) ｶﾝｻﾞｷ ﾏﾘ 女子 奈　良 橿原高 4m72 26
32 5702 竹島　菜央(3) ﾀｹｼﾏ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 4m70 27
19 6979 牧　ひなの(1) ﾏｷ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西京高 4m63 28
23 7427 森　未来(1) ﾓﾘﾐﾗｲ 女子 京　都 京都光華高 4m60 29
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**********************************************
* 女子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
54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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
33 5747 寺田　奈々() ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾅ 女子 京　都 鳥羽高 4m58 30
47 121 静川　琴音(2) ｼｽﾞｶﾜ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 帝塚山高 4m58 31
3 6235 池田　ののか(1) ｲｹﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 4m57 32
26 7128 山本　由(2) ﾔﾏﾓﾄ　ﾕｶﾘ 女子 京　都 紫野高 4m55 33
43 6 部谷　優月(2) ﾍﾔﾀﾆ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 高取国際高 4m48 34
6 6232 松浦 真珠(2) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 4m45 35
13 5621 山中　咲輝(1) ﾔﾏﾅｶ ｻｷ 女子 京　都 北稜高 4m45 36
21 6966 児島　柚月(2) ｺｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 西京高 4m41 37
15 6965 小川 温咲(2) ｵｶﾞﾜ ｱﾂﾞｻ 女子 京　都 西京高 4m38 38
38 381 平野　江莉咲(1) ﾋﾗﾉ ｴﾘｻ 女子 大　阪 枚方津田高 4m33 39
37 252 殿浦　花梨(2) ﾄﾉｳﾗ ｶﾘﾝ 女子 大　阪 枚方津田高 4m31 40
12 5618 塩見　寧々(2) ｼｵﾐ ﾈﾈ 女子 京　都 北稜高 4m30 41
17 6971 林中 朱音(2) ﾊﾔｼﾅｶ ｱｶﾈ 女子 京　都 西京高 4m26 42
24 6518 山本　菜々美(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅﾐ 女子 京　都 南陽高 4m23 43
40 240 森本　小雪(1) ﾓﾘﾓﾄ ｺﾕｷ 女子 奈　良 橿原高 4m22 44
44 165 香月　野々花(2) ｶﾂｷ　ﾉﾉｶ 女子 奈　良 十津川高 4m12 45
25 7126 山口　夏凜(2) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾘﾝ 女子 京　都 紫野高 4m08 46
36 293 橘田 明季奈(1) ｷﾂﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 大　阪 高槻高 4m00 47
46 14 森田　光(2) ﾓﾘﾀ ﾋｶﾙ 女子 奈　良 一条高 3m79 48
35 283 行田　美咲(2) ﾕｷﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 大　阪 高槻高 3m69 49
1 2690 田島　七里香(1) ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 女子 愛　知 至学館高 50
5 6223 丸尾　陽咲(3) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 西城陽高 51
11 5617 堀ノ内　香奈(2) ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾅ 女子 京　都 北稜高 52
14 5622 小松　和(1) ｺﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 北稜高 53
22 6191 西山　天海(2) ﾆｼﾔﾏ ｱﾐ 女子 京　都 城陽高 54

**********************************************
* 女子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
22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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
19 800 下野　紗希(M2) ｼﾓﾉ ｻｷ 女子 京　都 京都教育大 12m32 1
22 224 上島　優里(2) ｳｴｼﾏ ﾕﾘ 女子 奈　良 関西大 12m18 2
10 5741 神　ともみ(1) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 11m72 3
4 6967 田仲 彩奈(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾅ 女子 京　都 西京高 11m66 4
2 5612 竹口　莉子(3) ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｺ 女子 京　都 北稜高 11m55 5
12 5701 秋津　柚芽(3) ｱｷﾂ ﾕﾒ 女子 京　都 鳥羽高 11m53 6
20 313 大津　裕貴野(2) ｵｵﾂﾕｷﾉ 女子 奈　良 大阪教育大 11m52 7
1 5611 川邊　美奈(3) ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅ 女子 京　都 北稜高 11m50 8
18 421 坂本　真菜(2) ｻｶﾓﾄ ﾏﾅ 女子 兵　庫 園田学園女子大 11m40 9
8 5744 津田　実花(1) ﾂﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 京　都 鳥羽高 10m97 10
9 5743 九嶋　心結(1) ｸｼﾏ ﾐﾕ 女子 京　都 鳥羽高 10m91 11
21 221 佐野　杏花(2) ｻﾉ ｷｮｳｶ 女子 大　阪 関西大 10m84 12
15 113 川口　愛央(3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 10m81 13
5 6971 林中 朱音(2) ﾊﾔｼﾅｶ ｱｶﾈ 女子 京　都 西京高 10m66 14
16 12 羽野　江美(2) ﾊﾉ ｴﾐ 女子 奈　良 一条高 10m52 15
7 6986 中村　まりえ(1) ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘｴ 女子 京　都 西京高 10m39 16
13 5747 寺田　奈々() ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾅ 女子 京　都 鳥羽高 10m37 17
3 5616 出口　澪莉(2) ﾃﾞｸﾞﾁ ﾐｵﾘ 女子 京　都 北稜高 10m30 18
6 6977 石川　菜月(1) ｲｼｶﾜ ﾅﾂﾞｷ 女子 京　都 西京高 10m07 19
11 5732 馬場　琴子(2) ﾊﾞﾊﾞ ｺﾄｺ 女子 京　都 鳥羽高 10m01 20
17 121 静川　琴音(2) ｼｽﾞｶﾜ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 帝塚山高 9m75 21
14 281 冨田　彩佳(3) ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻中 8m85 22

****************************************************************
* 女子高校・一般 砲丸投(4.000kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
11 16 中原　鈴(2) ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 13m22 1
14 82 小島　怜(2) ｺｼﾞﾏ ﾚｲ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12m58 2
21 937 中村　怜(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾚｲ 女子 大　阪 東大阪大 11m98 3
2 2677 伊藤　圭菜(2) ｲﾄｳ ｹｲﾅ 女子 愛　知 至学館高 11m61 4
12 17 岸　海弥(2) ｷｼ ﾐｲﾔ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 11m58 5
13 36 乾　奈子(1) ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 11m26 6
15 83 巽　愛莉(2) ﾀﾂﾐ ｱｲﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 11m25 7
20 936 中地　真菜(1) ﾅｶﾁﾞ　ﾏﾅ 女子 大　阪 東大阪大 11m21 8
10 5742 野口　奈央(1) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 9m70 9
16 128 桝田　瑛奈(3) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 奈　良 二名中 9m42 10
18 218 御前　愛莉(1) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈情商・県商高 9m00 11
6 7419 兒嶋　日菜(2) ｺｼﾞﾏﾋﾅ 女子 京　都 京都光華高 8m65 12
9 5737 池上　来捺(2) ｲｹｶﾞﾐ ｺﾅﾂ 女子 京　都 鳥羽高 8m30 13
4 6975 安田　ひかり(2) ﾔｽﾀﾞ ﾋｶﾘ 女子 京　都 西京高 8m18 14
3 5620 宮下　祭華(1) ﾐﾔｼﾀ ｻｲｶ 女子 京　都 北稜高 7m29 15
5 6976 前田　佳穂(2) ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ 女子 京　都 西京高 6m94 16
7 7133 安永　世璃(1) ﾔｽﾅｶﾞ　ｾﾘ 女子 京　都 紫野高 6m07 17
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****************************************************************
* 女子高校・一般 砲丸投(4.000kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
17 654 奥田　綾乃(3) ｵｸﾀﾞ ｱﾔﾉ 女子 奈　良 KOYO.AC 6m00 18
1 2690 田島　七里香(1) ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 女子 愛　知 至学館高 19
8 7135 塩崎　和音(1) ｼｵｻﾞｷ　ｵﾄ 女子 京　都 紫野高 20
19 925 木虎　莉奈(3) ｷﾄﾗ ﾘﾅ 女子 奈　良 東大阪大 21

****************************************************************
* 女子高校・一般 円盤投(1.000kg) *
****************************************************************
19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 2973 山本　実果(9) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 女子 兵　庫 コンドーテック 46m75 1
1 2677 伊藤　圭菜(2) ｲﾄｳ ｹｲﾅ 女子 愛　知 至学館高 41m57 2
7 16 中原　鈴(2) ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 39m31 3
18 394 兒島　怜奈(3) ｺｼﾞﾏ ﾚﾅ 女子 兵　庫 園田学園女子大 39m07 4
16 37 西岡　祥穂(2) ﾆｼｵｶ ｻﾁﾎ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 35m40 5
15 11 清水　純夏(2) ｼﾐｽﾞ ｽﾐｶ 女子 奈　良 一条高 33m97 6
19 215 江草　帆乃佳(3) ｴｸﾞｻ ﾎﾉｶ 女子 大　阪 関西大 33m11 7
2 2687 田上　ゆい(2) ﾀﾉｳｴ ﾕｲ 女子 愛　知 至学館高 32m24 8
8 17 岸　海弥(2) ｷｼ ﾐｲﾔ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 31m44 9
3 5620 宮下　祭華(1) ﾐﾔｼﾀ ｻｲｶ 女子 京　都 北稜高 30m52 10
4 6975 安田　ひかり(2) ﾔｽﾀﾞ ﾋｶﾘ 女子 京　都 西京高 30m34 11
13 128 桝田　瑛奈(3) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 奈　良 二名中 28m06 12
14 218 御前　愛莉(1) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈情商・県商高 27m24 13
9 82 小島　怜(2) ｺｼﾞﾏ ﾚｲ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 25m00 14
5 6976 前田　佳穂(2) ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ 女子 京　都 西京高 24m79 15
12 3104 中祖　優莉(1) ﾅｶｿ ﾕｳﾘ 女子 兵　庫 市伊丹高 21m67 16
6 7133 安永　世璃(1) ﾔｽﾅｶﾞ　ｾﾘ 女子 京　都 紫野高 17m03 17
10 83 巽　愛莉(2) ﾀﾂﾐ ｱｲﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 14m96 18
17 925 木虎　莉奈(3) ｷﾄﾗ ﾘﾅ 女子 奈　良 東大阪大 19

****************************************************************
* 女子高校・一般 やり投(0.600kg) *
****************************************************************
25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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
22 937 中村　怜(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾚｲ 女子 大　阪 東大阪大 54m16 1
25 2310 田中　友梨(2) ﾀﾅｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 至学館大学 50m92 2
23 1035 寺田　早希(1) ﾃﾗﾀﾞ　ｻｷ 女子 京　都 京都光華女子大 41m67 3
11 36 乾　奈子(1) ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 40m99 4
21 936 中地　真菜(1) ﾅｶﾁﾞ　ﾏﾅ 女子 大　阪 東大阪大 39m85 5
6 5737 池上　来捺(2) ｲｹｶﾞﾐ ｺﾅﾂ 女子 京　都 鳥羽高 37m70 6
5 7124 閨谷　木の実(2) ﾈﾔﾀﾆ　ｺﾉﾐ 女子 京　都 紫野高 37m43 7
10 14 中田　成美(2) ﾅｶﾀ ﾅﾙﾐ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 37m34 8
2 2687 田上　ゆい(2) ﾀﾉｳｴ ﾕｲ 女子 愛　知 至学館高 34m89 9
3 6239 筑紫 美月(1) ﾂｸｼ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 西城陽高 33m37 10
18 11 清水　純夏(2) ｼﾐｽﾞ ｽﾐｶ 女子 奈　良 一条高 33m22 11
9 5745 厚東　苺香(1) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 29m36 12
16 161 杉本　音色(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾈｲﾛ 女子 奈　良 奈情商・県商高 27m31 13
17 309 細川　なつみ(1) ﾎｿｶﾜ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 奈情商・県商高 26m03 14
7 5743 九嶋　心結(1) ｸｼﾏ ﾐﾕ 女子 京　都 鳥羽高 26m00 15
4 6969 玉川 華菜(2) ﾀﾏｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 西京高 25m24 16
20 278 酒井　柚季(1) ｻｶｲ ﾕｽﾞｷ 女子 奈　良 奈良大附属高 23m31 17
15 3103 中祖　アイリ(2) ﾅｶｿ ｱｲﾘ 女子 兵　庫 市伊丹高 19m04 18
8 5733 廣田　万葉(2) ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾊ 女子 京　都 鳥羽高 18m59 19
14 293 橘田 明季奈(1) ｷﾂﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 大　阪 高槻高 16m00 20
13 292 藏野 円香(1) ｸﾗﾉ ﾏﾄﾞｶ 女子 大　阪 高槻高 13m70 21
12 287 大枝　優奈(2) ｵｵｴﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻高 8m31 22
1 2690 田島　七里香(1) ﾀｼﾞﾏ ﾅﾘｶ 女子 愛　知 至学館高 23
19 258 北中　真央(1) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良大附属高 24
24 2307 木村　加乃(2) ｷﾑﾗ ｶﾉ 女子 愛　知 至学館大学 25  


