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奈良市リレーカーニバル
主　管:奈良市陸上競技協会
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1 奈　良 都祁中 51 稲﨑　泰一(3) ｲﾅｻﾞｷ ﾀｲﾁ 男子 290051001 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学 走高跳
2 奈　良 都祁中 51 西野　琢真(3) ﾆｼﾉ ﾀｸﾏ 男子 290051002 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 走幅跳
3 奈　良 都祁中 51 吉田　翔維(3) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲ 男子 290051003 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
4 奈　良 都祁中 51 秋野　樹羅(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 290051004 男子中学 走高跳 男子中学 走幅跳
5 奈　良 都祁中 51 今岡　永遠(2) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 290051005 男子中学 四種競技
6 奈　良 都祁中 51 大西　健太(2) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 290051006 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン 走幅跳
7 奈　良 都祁中 51 中森　諒(2) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 290051007 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン 走幅跳
8 奈　良 都祁中 51 村田　大地(2) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 290051008 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン 走幅跳
9 奈　良 都祁中 51 矢野川　葵空(2) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 290051009 男子中学 四種競技 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
10 奈　良 都祁中 51 石川　幸寛(1) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 290051010 男子中学1年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
11 奈　良 都祁中 51 峯　憲伸() ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 290051011 男子中学1年 １５００ｍ 男子中学 円盤投(1.500kg)
12 奈　良 都祁中 51 八重川　悠介(1) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290051012 男子中学 ２００ｍ 男子中学 ４００ｍ
13 奈　良 都祁中 51 小池　幸奈(3) ｺｲｹ ﾕｷﾅ 女子 290051013 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学3年 １００ｍ
14 奈　良 都祁中 51 西本　真奈美(3) ﾆｼﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 290051014 女子中学 四種競技 女子中学3年 １００ｍ
15 奈　良 都祁中 51 平谷　智澪(3) ﾋﾗﾀﾆ ﾄﾓﾐ 女子 290051015 女子中学 ２００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
16 奈　良 都祁中 51 秋野　紗羅(2) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 290051016 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学 四種競技
17 奈　良 都祁中 51 倉西　陽愛(2) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 290051017 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
18 奈　良 都祁中 51 平谷　未零(2) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 290051018 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 走高跳
19 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 駒井　紫苑(3) ｺﾏｲ　ｼｵﾝ 男子 290113001 男子中学3年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
20 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 藤井　素晴(3) ﾌｼﾞｲ　ｽﾊﾞﾙ 男子 290113002 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
21 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 山本　涼太(3) ﾔﾏﾓﾄ　ﾘｮｳﾀ 男子 290113003 男子中学 ２００ｍ 男子中学オープン １００ｍ
22 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 大倉　悠慎(2) ｵｵｸﾗ　ﾕｳｼﾝ 男子 290113004 男子中学 三段跳 男子中学 走幅跳
23 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 川口　慶太(2) ｶﾜｸﾞﾁ　ｹｲﾀ 男子 290113005 男子中学オープン １００ｍ 男子中学 走幅跳
24 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 木下　裕貴(2) ｷﾉｼﾀ　ﾕｳｷ 男子 290113006 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
25 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 南城　聡太(2) ﾅﾝｼﾞｮｳ　ｿｳﾀ 男子 290113007 男子中学2年 １００ｍ
26 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 樋口　歩(2) ﾋｸﾞﾁ　ｱﾕﾑ 男子 290113008 男子中学 １５００ｍ 男子中学オープン １００ｍ
27 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 深田　悠智(2) ﾌｶﾀ ﾕｳﾁ 男子 290113009 男子中学オープン １００ｍ
28 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 川口　愛央(3) ｶﾜｸﾞﾁ　ﾏｵ 女子 290113010 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 走幅跳
29 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 廣田　真綾沙(2) ﾋﾛﾀ ﾏｱｻ 女子 290113011 女子中学2年 １００ｍ
30 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 堀　亜美香(2) ﾎﾘ　ｱﾐｶ 女子 290113012 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
31 奈　良 育英西中 114 勝間　千花(3) ｶﾂﾏ　ﾁｶ 女子 290114001 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
32 奈　良 育英西中 114 行徳　小百合(3) ｷﾞｮｳﾄｸ　ｻﾕﾘ 女子 290114002 女子中学3年 １００ｍ
33 奈　良 育英西中 114 渡邉　愛(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｱｲ 女子 290114003 女子中学 １５００ｍ
34 奈　良 育英西中 114 今西　佑奈(1) ｲﾏﾆｼ　ﾕｳﾅ 女子 290114004 女子中学1年 １００ｍ
35 奈　良 育英西中 114 服部　奈緒(1) ﾊｯﾄﾘ　ﾅｵ 女子 290114005 女子中学 １５００ｍ
36 奈　良 育英西中 114 佐藤　梨乃(1) ｻﾄｳ　ﾘﾉ 女子 290114006 女子中学1年 １００ｍ
37 奈　良 平城東中 115 石谷　仁(3) ｲｼﾀﾆ ｼﾞﾝ 男子 290115001 男子中学 １５００ｍ
38 奈　良 平城東中 115 大竹　陸椰(2) ｵｵﾀｹ ﾘｸﾔ 男子 290115002 男子中学2年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
39 奈　良 平城東中 115 石橋　孝太郎(1) ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290115003 男子中学1年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
40 奈　良 都跡中 116 淺原　琉聖(2) ｱｻﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 男子 290116001 男子中学 砲丸投(5.000kg)
41 奈　良 飛鳥中 118 東田　いくみ(3) ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲｸﾐ 女子 290118001 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
42 奈　良 飛鳥中 118 今中　星奈(1) ｲﾏﾅｶ　ｾｲﾅ 女子 290118002 女子中学1年 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
43 奈　良 飛鳥中 118 大木　悠平(2) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 290118003 男子中学2年 １００ｍ 男子中学 ８００ｍ
44 奈　良 飛鳥中 118 南方　佑介(2) ﾐﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 男子 290118004 男子中学2年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
45 奈　良 飛鳥中 118 反田　琉留子(2) ﾀﾝﾀﾞ ﾙﾙﾈ 女子 290118005 女子中学 走幅跳 女子中学2年 １００ｍ
46 奈　良 飛鳥中 118 山田　菜鈴(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｽｽﾞ 女子 290118006 女子中学 走高跳 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
47 奈　良 飛鳥中 118 大西　穗佳(2) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 290118007 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
48 奈　良 富雄南中 119 浦西　柊羽(3) ｳﾗﾆｼ ｼｭｳ 男子 290119001 男子中学 三段跳 男子中学オープン １００ｍ
49 奈　良 富雄南中 119 岡村　維佐(3) ｵｶﾑﾗ ｲｻ 男子 290119002 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
50 奈　良 富雄南中 119 酒井　龍斗(3) ｻｶｲ ﾘｭｳﾄ 男子 290119003 男子中学 走幅跳 男子中学オープン １００ｍ
51 奈　良 富雄南中 119 中谷　倖也(3) ﾅｶﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 290119004 男子中学 走幅跳 男子中学オープン １００ｍ
52 奈　良 富雄南中 119 野村　悠貴(3) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290119005 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
53 奈　良 富雄南中 119 原嶋　斗真(3) ﾊﾗｼﾏ ﾄｳﾏ 男子 290119006 男子中学 ８００ｍ 男子中学 １５００ｍ
54 奈　良 富雄南中 119 松本　悠佑(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 290119007 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
55 奈　良 富雄南中 119 村山　和駿(3) ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 男子 290119008 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
56 奈　良 富雄南中 119 山本　麟太郎(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 290119009 男子中学 ８００ｍ
57 奈　良 富雄南中 119 吉田　健太郎(3) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290119010 男子中学 四種競技
58 奈　良 富雄南中 119 河島　大翔(2) ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 290119011 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
59 奈　良 富雄南中 119 天雲　悠斗(2) ﾃﾝｸﾓ ﾕｳﾄ 男子 290119012 男子中学 ４００ｍ 男子中学オープン １００ｍ
60 奈　良 富雄南中 119 吹春　諒(2) ﾌｷﾊﾙ ﾘｮｳ 男子 290119013 男子中学2年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
61 奈　良 富雄南中 119 松井　洸翔(2) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 290119014 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
62 奈　良 富雄南中 119 山田　晴虹(2) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺｳ 男子 290119015 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
63 奈　良 富雄南中 119 山本　寛大(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 290119016 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
64 奈　良 富雄南中 119 青木　翔真(1) ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 男子 290119017 男子中学オープン １００ｍ
65 奈　良 富雄南中 119 岩﨑　友哉(1) ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ 男子 290119018 男子中学オープン １００ｍ
66 奈　良 富雄南中 119 小林　礼穏(1) ｺﾊﾞﾔｼ　ﾚｵﾝ 男子 290119019 男子中学1年 １００ｍ
67 奈　良 富雄南中 119 末吉　海翔(1) ｽｴﾖｼ　ｶｲﾄ 男子 290119020 男子中学オープン １００ｍ
68 奈　良 富雄南中 119 大門　真士(1) ﾀﾞｲﾓﾝ　ﾏｻﾄ 男子 290119021 男子中学オープン １００ｍ
69 奈　良 富雄南中 119 高井　篤生(1) ﾀｶｲ　ｱﾂｷ 男子 290119022 男子中学1年 １００ｍ
70 奈　良 富雄南中 119 徳永　悠太(1) ﾄｸﾅｶﾞ　ﾕｳﾀ 男子 290119023 男子中学1年 １５００ｍ
71 奈　良 富雄南中 119 中谷　朔也(1) ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾔ 男子 290119024 男子中学オープン １００ｍ
72 奈　良 富雄南中 119 田村　浩大(1) ﾀﾑﾗ　ｺｳﾀ 男子 290119025 男子中学オープン １００ｍ
73 奈　良 富雄南中 119 中村　大和(1) ﾅｶﾑﾗ　ﾔﾏﾄ 男子 290119026 男子中学オープン １００ｍ
74 奈　良 富雄南中 119 面家　啓一郎(1) ﾒﾝﾔ　ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 290119027 男子中学オープン １００ｍ
75 奈　良 富雄南中 119 山下　晃輝(1) ﾔﾏｼﾀ　ｺｳｷ 男子 290119028 男子中学オープン １００ｍ
76 奈　良 富雄南中 119 石川　美優(3) ｲｼｶﾜ　ﾐﾕｳ 女子 290119029 女子中学 円盤投(1.000kg) 女子中学 砲丸投(2.721kg)
77 奈　良 富雄南中 119 今西　紗楽(3) ｲﾏﾆｼ　ｻﾗ 女子 290119030 女子中学 円盤投(1.000kg) 女子中学 砲丸投(2.721kg)
78 奈　良 富雄南中 119 太田垣　菜々(3) ｵｵﾀｶﾞｷ　ﾅﾅ 女子 290119031 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
79 奈　良 富雄南中 119 久保田　優希(3) ｸﾎﾞﾀ　ﾕｷ 女子 290119032 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
80 奈　良 富雄南中 119 野泉　小町(3) ﾉｲｽﾞﾐ　ｺﾏﾁ 女子 290119033 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
81 奈　良 富雄南中 119 山口　夏乃羽(3) ﾔﾏｸﾞﾁ　ｶﾉﾊ 女子 290119034 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
82 奈　良 富雄南中 119 幸前　杏奈(2) ｺｳｾﾞﾝ　ｱﾝﾅ 女子 290119035 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
83 奈　良 富雄南中 119 櫻井　育美(2) ｻｸﾗｲ　ｲｸﾐ 女子 290119036 女子中学2年 １００ｍ
84 奈　良 富雄南中 119 仁賀　あかり(2) ﾆｶﾞ　ｱｶﾘ 女子 290119037 女子中学 ８００ｍ 女子中学 １５００ｍ
85 奈　良 富雄南中 119 前田　みやび(2) ﾏｴﾀﾞ　ﾐﾔﾋﾞ 女子 290119038 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
86 奈　良 富雄南中 119 江越　咲弥(1) ｴｺﾞｼ　ｻｸﾔ 女子 290119039 女子中学オープン １００ｍ
87 奈　良 富雄南中 119 林　美央里(1) ﾊﾔｼ　ﾐｵﾘ 女子 290119040 女子中学1年 １００ｍ
88 奈　良 富雄南中 119 藤井　夏子(1) ﾌｼﾞｲ　ﾅﾂｺ 女子 290119041 女子中学1年 １００ｍ
89 奈　良 富雄南中 119 岸田　康太郎(3) ｷｼﾀﾞ　ｺｳﾀﾛｳ 男子 290119042 男子中学 １５００ｍ
90 奈　良 伏見中 120 荒木　祐助(3) ｱﾗｷ ﾕｳｽｹ 男子 290120001 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
91 奈　良 伏見中 120 荊木　和希(3) ｲﾊﾞﾗｷ ｶｽﾞｷ 男子 290120002
92 奈　良 伏見中 120 岡本　泰地(3) ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾁ 男子 290120003 男子中学 ４００ｍ
93 奈　良 伏見中 120 楠瀨　貴大(3) ｸｽﾉｾ ﾀｶﾋﾛ 男子 290120004 男子中学 ８００ｍ
94 奈　良 伏見中 120 髙橋　颯(3) ﾀｶﾊｼ ｿｳ 男子 290120005 男子中学 ２００ｍ 男子中学オープン １００ｍ
95 奈　良 伏見中 120 髙部　尚輝(3) ﾀｶﾍﾞ ﾅｵｷ 男子 290120006 男子中学 １５００ｍ 男子中学 ４００ｍ
96 奈　良 伏見中 120 辻　海翔(3) ﾂｼﾞ ｶｲﾄ 男子 290120007 男子中学3年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
97 奈　良 伏見中 120 寺田　靖洋(3) ﾃﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 男子 290120008 男子中学 走幅跳 男子中学オープン １００ｍ
98 奈　良 伏見中 120 土井　貫永(3) ﾄﾞｲ ｶﾝｴｲ 男子 290120009 男子中学 ２００ｍ 男子中学オープン １００ｍ
99 奈　良 伏見中 120 二階堂　暢(3) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｲﾀﾙ 男子 290120010 男子中学 砲丸投(5.000kg)
100 奈　良 伏見中 120 服部　泰智(3) ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁ 男子 290120011 男子中学 走高跳 男子中学オープン １００ｍ
101 奈　良 伏見中 120 原　駿翔(3) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 290120012 男子中学3年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
102 奈　良 伏見中 120 藤原　歩(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 男子 290120013 男子中学 ８００ｍ 男子中学オープン １５００ｍ
103 奈　良 伏見中 120 宮本　篤史(3) ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 290120014 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
104 奈　良 伏見中 120 両井口　輝(3) ﾓﾛｲｸﾞﾁ ﾗｲﾄ 男子 290120015 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
105 奈　良 伏見中 120 矢木　驍(3) ﾔｷﾞ ﾀｹﾙ 男子 290120016 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
106 奈　良 伏見中 120 井谷　中哉(2) ｲﾀﾆ ﾅｶﾔ 男子 290120017 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
107 奈　良 伏見中 120 岡　景翔(2) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 290120018 男子中学 走幅跳 男子中学オープン １００ｍ
108 奈　良 伏見中 120 永橋　陸(2) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 290120019 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
109 奈　良 伏見中 120 松山　怜平(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 290120020 男子中学 ３０００ｍ 男子中学 １５００ｍ
110 奈　良 伏見中 120 丸井　楓介(2) ﾏﾙｲ ﾌｳｽｹ 男子 290120021 男子中学 ３０００ｍ 男子中学オープン １５００ｍ
111 奈　良 伏見中 120 植田　翔海(1) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 290120022 男子中学1年 １００ｍ 男子中学1年 １５００ｍ
112 奈　良 伏見中 120 黒田　真司(1) ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 290120023 男子中学1年 １００ｍ 男子中学1年 １５００ｍ
113 奈　良 伏見中 120 井澤　彩花(3) ｲｻﾞﾜ ｱﾔｶ 女子 290120024 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学オープン １００ｍ
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連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
114 奈　良 伏見中 120 川本　栞(3) ｶﾜﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 290120025 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
115 奈　良 伏見中 120 關　佳奈子(3) ｾｷ ｶﾅｺ 女子 290120026 女子中学 １５００ｍ
116 奈　良 伏見中 120 竹夛　聡環(3) ﾀｹﾀﾞ ｻﾜ 女子 290120027 女子中学 ２００ｍ 女子中学オープン １００ｍ
117 奈　良 伏見中 120 林　澄玲(3) ﾊﾔｼ ｽﾐﾚ 女子 290120028 女子中学 ８００ｍ
118 奈　良 伏見中 120 古澤　佑佳(3) ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｶ 女子 290120029 女子中学 １５００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
119 奈　良 伏見中 120 前川　裕菜(3) ﾏｴｶﾜ ﾕﾅ 女子 290120030 女子中学 走幅跳 女子中学オープン １００ｍ
120 奈　良 伏見中 120 桝井　千尋(3) ﾏｽｲ ﾁﾋﾛ 女子 290120031 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン 走幅跳
121 奈　良 伏見中 120 吉川　綾音(3) ﾖｼｶﾜ ｱﾔﾈ 女子 290120032 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
122 奈　良 伏見中 120 大東　なな佳(2) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾅﾅｶ 女子 290120033 女子中学 走幅跳 女子中学オープン １００ｍ
123 奈　良 伏見中 120 尾﨑　凛緒(2) ｵｻｷ ﾘｵ 女子 290120034 女子中学2年 １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
124 奈　良 伏見中 120 柴田　琉花(2) ｼﾊﾞﾀ ﾙｶ 女子 290120035 女子中学オープン １５００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
125 奈　良 伏見中 120 鈴木　千晴(2) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 290120036 女子中学 円盤投(1.000kg) 女子中学オープン １００ｍ
126 奈　良 伏見中 120 服部　心春(2) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 290120037 女子中学 走高跳 女子中学オープン １００ｍ
127 奈　良 伏見中 120 藤川　麗奈(2) ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾅ 女子 290120038 女子中学 四種競技 女子中学 走高跳
128 奈　良 伏見中 120 船寄　紗生(2) ﾌﾅﾖｾ ｻｷ 女子 290120039 女子中学 ８００ｍ 女子中学オープン １５００ｍ
129 奈　良 伏見中 120 山田　梨緒(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 290120040 女子中学2年 １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
130 奈　良 伏見中 120 田口　朱音(1) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 290120041 女子中学1年 １００ｍ 女子中学1年 ８００ｍ
131 奈　良 伏見中 120 塚月　彩芭(1) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 290120042 女子中学1年 １００ｍ
132 奈　良 伏見中 120 藤原　菫(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｽﾐﾚ 女子 290120043 女子中学1年 ８００ｍ 女子中学オープン １００ｍ
133 奈　良 富雄中 121 大野　元暉(3) ｵｵﾉ ﾓﾄｷ 男子 290121001 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
134 奈　良 富雄中 121 福島　将貴(1) ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ 男子 290121002 男子中学1年 １５００ｍ
135 奈　良 富雄中 121 橋川　青空(1) ﾊｼｶﾜ ｱｸｾ 男子 290121003 男子中学1年 １００ｍ 男子中学 走幅跳
136 奈　良 帝塚山中 124 赤澤　太一(3) ｱｶｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 男子 290124001 男子中学 ４００ｍ
137 奈　良 帝塚山中 124 中村　満(3) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾙ 男子 290124002 男子中学 ３０００ｍ
138 奈　良 帝塚山中 124 西岡　伸泰(3) ﾆｼｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男子 290124003 男子中学 ８００ｍ
139 奈　良 帝塚山中 124 小森　慶人(3) ｺﾓﾘ ｹｲﾄ 男子 290124004 男子中学 ４００ｍ
140 奈　良 帝塚山中 124 鳥浜　友貴(3) ﾄﾘﾊﾏ ﾕｳｷ 男子 290124005 男子中学3年 １００ｍ
141 奈　良 帝塚山中 124 山下　航輝(3) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 290124006 男子中学 ２００ｍ
142 奈　良 帝塚山中 124 上田　愛子(3) ｳｴﾀﾞ ｱｲｺ 女子 290124007 女子中学3年 １００ｍ
143 奈　良 帝塚山中 124 西川　梨々華(3) ﾆｼｶﾜ ﾘﾘｶ 女子 290124008 女子中学3年 １００ｍ
144 奈　良 帝塚山中 124 松田　愛華(3) ﾏﾂﾀﾞｱｲｶ 女子 290124009 女子中学 ２００ｍ
145 奈　良 帝塚山中 124 成瀬　智裕(2) ﾅﾙｾ ﾄﾓﾋﾛ 男子 290124010 男子中学オープン １５００ｍ
146 奈　良 帝塚山中 124 石原　拓真(2) ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾏ 男子 290124011 男子中学2年 １００ｍ
147 奈　良 帝塚山中 124 田川　嵩也(2) ﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾔ 男子 290124012 男子中学 １５００ｍ
148 奈　良 帝塚山中 124 野口　聡太(2) ﾉｸﾞﾁ ｿｳﾀ 男子 290124013 男子中学オープン １５００ｍ
149 奈　良 帝塚山中 124 永井　佑紀(2) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 男子 290124014 男子中学 ８００ｍ
150 奈　良 帝塚山中 124 松本　一希(2) ﾏﾂﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 290124015 男子中学 １５００ｍ
151 奈　良 帝塚山中 124 山本　一樹(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 290124016 男子中学 ２００ｍ
152 奈　良 帝塚山中 124 江並　楓花(2) ｴﾅﾐ ﾌｳｶ 女子 290124017 女子中学 ８００ｍ
153 奈　良 帝塚山中 124 飯田　千尋(2) ｲｲﾀﾞ ﾁﾋﾛ 女子 290124018 女子中学 １５００ｍ
154 奈　良 帝塚山中 124 西尾　香名子(2) ﾆｼｵ ｶﾅｺ 女子 290124019 女子中学 走高跳
155 奈　良 帝塚山中 124 藤田　茉央(2) ﾌｼﾞﾀ ﾏｵ 女子 290124020 女子中学2年 １００ｍ
156 奈　良 帝塚山中 124 大原　佳夏(2) ｵｵﾊﾗ ｶﾅ 女子 290124021 女子中学 ８００ｍ
157 奈　良 帝塚山中 124 福本　一葉(2) ﾌｸﾓﾄ ｲﾁﾊ 女子 290124022 女子中学 ２００ｍ
158 奈　良 帝塚山中 124 山村　陽花(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ 女子 290124023 女子中学 走幅跳
159 奈　良 帝塚山中 124 亀井　紅亜(1) ｶﾒｲ　ｸﾚｱ 女子 290124024 女子中学1年 １００ｍ
160 奈　良 帝塚山中 124 柴田　知稟(1) ｼﾊﾞﾀ　ﾁｴﾘ 女子 290124025 女子中学オープン １００ｍ
161 奈　良 帝塚山中 124 伊藤　亜希(1) ｲﾄｳ　ｱｷ 女子 290124026 女子中学1年 １００ｍ
162 奈　良 帝塚山中 124 肥田　憲明(1) ﾋﾀﾞ　ﾉﾘｱｷ 男子 290124027 男子中学1年 １００ｍ
163 奈　良 帝塚山中 124 髙橋　昊汰(1) ﾀｶﾊｼ　ｺｳﾀ 男子 290124028 男子中学1年 １５００ｍ
164 奈　良 帝塚山中 124 民谷　浩太(1) ﾀﾐﾔ　ｺｳﾀ 男子 290124029 男子中学オープン １５００ｍ
165 奈　良 帝塚山中 124 安田　裕真(1) ﾔｽﾀﾞ　ﾕｳﾏ 男子 290124030 男子中学オープン ２００ｍ
166 奈　良 田原中 125 北浦　祐貴(2) ｷﾀｳﾗﾕｳｷ 男子 290125001 男子中学2年 １００ｍ
167 奈　良 田原中 125 安藤　未来(1) ｱﾝﾄﾞｳﾐｸ 女子 290125002 女子中学1年 １００ｍ
168 奈　良 田原中 125 上岡　優司(1) ｳｴｵｶﾏｻｼ 男子 290125003 男子中学1年 １００ｍ
169 奈　良 田原中 125 中岡　昇大(1) ﾅｶｵｶｼｮｳﾀ 男子 290125004 男子中学1年 １００ｍ
170 奈　良 二名中 128 松本　侑樹(3) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 290128001 男子中学 １５００ｍ 男子中学 ３０００ｍ
171 奈　良 二名中 128 田中　洋規(3) ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 男子 290128002 男子中学オープン １００ｍ
172 奈　良 二名中 128 川口　由一郎(3) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 290128003 男子中学 走幅跳 男子中学 三段跳
173 奈　良 二名中 128 東　幹二(3) ｱｽﾞﾏ ｶﾝｼﾞ 男子 290128004 男子中学オープン １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
174 奈　良 二名中 128 平　陽向(3) ﾀｲﾗ ﾋｭｳｶﾞ 男子 290128005 男子中学オープン １００ｍ
175 奈　良 二名中 128 平井　雄基(3) ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 男子 290128006 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
176 奈　良 二名中 128 戸谷　健太郎(3) ﾄﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290128007 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
177 奈　良 二名中 128 大野　颯汰(3) ｵｵﾉ ｿｳﾀ 男子 290128008 男子中学オープン １００ｍ
178 奈　良 二名中 128 井ノ口　稜太(2) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 290128009 男子中学 ４００ｍ 男子中学 走高跳
179 奈　良 二名中 128 立川　大智(2) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 290128010 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
180 奈　良 二名中 128 宮川　裕介(2) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290128011 男子中学2年 １００ｍ 男子中学 走幅跳
181 奈　良 二名中 128 堀　倫樹(2) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 290128012 男子中学 ８００ｍ 男子中学 １５００ｍ
182 奈　良 二名中 128 小西　柾公(2) ｺﾆｼ ﾏｻﾀｶ 男子 290128013 男子中学2年 １００ｍ 男子中学 ８００ｍ
183 奈　良 二名中 128 名倉　慎太朗(2) ﾅｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290128014 男子中学オープン １５００ｍ
184 奈　良 二名中 128 網野　拓海(1) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 290128015 男子中学オープン １００ｍ
185 奈　良 二名中 128 淵田　翔(1) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 290128016 男子中学1年 １００ｍ 男子中学1年 １５００ｍ
186 奈　良 二名中 128 井上　誠士郎(1) ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 290128017 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン １５００ｍ
187 奈　良 二名中 128 滝口　瑛太(1) ﾀｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ 男子 290128018 男子中学1年 １００ｍ 男子中学1年 １５００ｍ
188 奈　良 二名中 128 野村　亮介(1) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 290128019 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン １５００ｍ
189 奈　良 二名中 128 藤森　あい(3) ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲ 女子 290128020 女子中学 ８００ｍ 女子中学 １５００ｍ
190 奈　良 二名中 128 桝田　瑛奈(3) ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 290128021 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
191 奈　良 二名中 128 阪上　菜名(3) ｻｶｶﾞﾐ ﾅﾅ 女子 290128022 女子中学 四種競技
192 奈　良 二名中 128 榎本　結日夏(3) ｴﾉﾓﾄ ﾕｲｶ 女子 290128023 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 走幅跳
193 奈　良 二名中 128 宮川　眞弥(3) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ 女子 290128024 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
194 奈　良 二名中 128 井上　桜花(2) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 290128025 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 走高跳
195 奈　良 二名中 128 大河内　愛恵(2) ｵｵｺｳﾁ ﾏﾅﾐ 女子 290128026 女子中学 １５００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
196 奈　良 二名中 128 長岡　美未来(2) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 290128027 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学オープン １００ｍ
197 奈　良 二名中 128 中條　光稀(2) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ 女子 290128028 女子中学オープン ２００ｍ 女子中学オープン １５００ｍ
198 奈　良 二名中 128 吉川　瑠依(2) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 290128029 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
199 奈　良 二名中 128 髙木　ハナコ(2) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 290128030 女子中学 ２００ｍ 女子中学 ８００ｍ
200 奈　良 二名中 128 繁野　陽依(2) ｼｹﾞﾉ ﾋﾖﾘ 女子 290128031 女子中学オープン ２００ｍ 女子中学オープン １５００ｍ
201 奈　良 二名中 128 江島　遥香(1) ｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 290128032 女子中学1年 ８００ｍ 女子中学オープン １００ｍ
202 奈　良 二名中 128 西尾　江梨佳(1) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 290128033 女子中学1年 １００ｍ 女子中学オープン １５００ｍ
203 奈　良 二名中 128 林　舞桜(1) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 290128034 女子中学1年 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
204 奈　良 二名中 128 寄能　百々果(1) ｷﾉｳ ﾓﾓｶ 女子 290128035 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン １５００ｍ
205 奈　良 二名中 128 立川　奈那(1) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 290128036 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン １５００ｍ
206 奈　良 二名中 128 吉川　桜空(1) ﾖｼｶﾜ ｻﾗ 女子 290128037 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン １５００ｍ
207 奈　良 二名中 128 安達　悠(1) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 290128038 女子中学1年 ８００ｍ 女子中学オープン １００ｍ
208 奈　良 春日中 130 松本　漣悟(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝｺﾞ 男子 290130001 男子中学1年 １５００ｍ
209 奈　良 三笠中 131 石田　聖翔(3) ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 男子 290131001 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
210 奈　良 三笠中 131 杉原　凛(3) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘﾝ 男子 290131002 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
211 奈　良 三笠中 131 天野　冬弥(3) ｱﾏﾉ ﾄｳﾔ 男子 290131003 男子中学オープン １００ｍ 男子中学 走幅跳
212 奈　良 三笠中 131 三谷　怜央(3) ﾐﾀﾆ ﾚｵ 男子 290131004 男子中学オープン １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
213 奈　良 三笠中 131 原　駿稀(3) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 290131005 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 走幅跳
214 奈　良 三笠中 131 山口　成琉(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙ 男子 290131006 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン 走幅跳
215 奈　良 三笠中 131 松山　幸樹(3) ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｷ 男子 290131007 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
216 奈　良 三笠中 131 佐々木　大樹(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 290131008 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン 走幅跳
217 奈　良 三笠中 131 中川　翔志(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 290131009 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
218 奈　良 三笠中 131 土阪　一隼(2) ﾄﾞｻｶ ｶｽﾞﾄ 男子 290131010 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
219 奈　良 三笠中 131 梶本　颯生(1) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 290131011 男子中学1年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
220 奈　良 三笠中 131 大槻　陽翔(1) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 290131012 男子中学1年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
221 奈　良 三笠中 131 竹内　唱人(1) ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾄ 男子 290131013 男子中学オープン １００ｍ
222 奈　良 三笠中 131 藤原　真帆(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏﾎ 女子 290131014 女子中学オープン １００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
223 奈　良 三笠中 131 白波瀬　歩実(3) ｼﾗﾊｾ ｱﾕﾐ 女子 290131015 女子中学3年 １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
224 奈　良 三笠中 131 水貝　リト(3) ｽｶﾞｲ ﾘﾄ 女子 290131016 女子中学オープン １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
225 奈　良 三笠中 131 田中　満唯(3) ﾀﾅｶ ﾏｲ 女子 290131017 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
226 奈　良 三笠中 131 石原　暖子(2) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｺ 女子 290131018 女子中学オープン １００ｍ
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227 奈　良 三笠中 131 玉置　遥加(2) ﾀﾏｵｷ ﾊﾙｶ 女子 290131019 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
228 奈　良 三笠中 131 武田　咲花(2) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 290131020 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
229 奈　良 三笠中 131 宮本　りい(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｲ 女子 290131021 女子中学2年 １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
230 奈　良 三笠中 131 今岸　梨音(2) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 290131022 女子中学オープン １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
231 奈　良 三笠中 131 西村　陽奈(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋﾅ 女子 290131023 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
232 奈　良 三笠中 131 小林　葵花(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 女子 290131024 女子中学オープン １００ｍ
233 奈　良 三笠中 131 大谷　花夏(2) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 290131025 女子中学オープン １００ｍ
234 奈　良 三笠中 131 大谷　杏花(1) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 290131026 女子中学1年 １００ｍ
235 奈　良 三笠中 131 杉本　華凪(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 290131027 女子中学1年 １００ｍ
236 奈　良 若草中 132 三浦　康貴(2) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 男子 290132001 男子中学2年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
237 奈　良 若草中 132 植田　愛彩(2) ｳｴﾀﾞ ｱｲｻ 女子 290132002 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
238 奈　良 都南中 133 竹村　仁那(3) ﾀｹﾑﾗ ﾆﾅ 女子 290133001 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
239 奈　良 都南中 133 松田　栞菜(3) ﾏﾂﾀﾞ ｶﾝﾅ 女子 290133002 女子中学オープン １００ｍ 女子中学 １００ｍＨ(0.762m)
240 奈　良 都南中 133 景山 由菜(3) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 290133003 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) 女子中学オープン １００ｍ
241 奈　良 都南中 133 森岡 裕菜(3) ﾓﾘｵｶ ﾕﾅ 女子 290133004 女子中学オープン １００ｍ
242 奈　良 都南中 133 森田 乃愛(3) ﾓﾘﾀ ﾉｱ 女子 290133005 女子中学オープン １００ｍ
243 奈　良 都南中 133 青木　心美(3) ｱｵｷ ｺｺﾐ 女子 290133006 女子中学オープン １００ｍ 女子中学 ２００ｍ
244 奈　良 都南中 133 坂口 菜菜美(3) ｻｶｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 女子 290133007 女子中学3年 １００ｍ 女子中学 走高跳
245 奈　良 都南中 133 田中 星愛(3) ﾀﾅｶ ｾｱﾗ 女子 290133008 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
246 奈　良 都南中 133 磯崎　夏希(3) ｲｿｻﾞｷ ﾅﾂｷ 女子 290133009 女子中学 走高跳 女子中学オープン １００ｍ
247 奈　良 都南中 133 安藤　僚耶(3) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 男子 290133010 男子中学オープン １００ｍ 男子中学 走幅跳
248 奈　良 都南中 133 東雲　寿人(3) ｼﾉﾉﾒ ﾋｻﾄ 男子 290133011 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 走幅跳
249 奈　良 都南中 133 宮崎　健太郎(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290133012 男子中学3年 １００ｍ 男子中学オープン 走幅跳
250 奈　良 都南中 133 前田　葵月(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞ 女子 290133013 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 走幅跳
251 奈　良 都南中 133 横山　結生(2) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲ 女子 290133014 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン ２００ｍ
252 奈　良 都南中 133 中川　愛椛(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅｶ 女子 290133015 女子中学2年 １００ｍ
253 奈　良 都南中 133 北岡　万昊(1) ｷﾀｵｶ ﾏﾋﾛ 女子 290133016 女子中学1年 １００ｍ
254 奈　良 都南中 133 髙橋　穂椛(1) ﾀｶﾊｼ　ﾎﾉｶ 女子 290133017 女子中学オープン １００ｍ
255 奈　良 都南中 133 立花　紗彩(1) ﾀﾁﾊﾞﾅ　ｻｱﾔ 女子 290133018 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン 走幅跳
256 奈　良 都南中 133 有山　彩那(1) ｱﾘﾔﾏ　ｱﾔﾅ 女子 290133019 女子中学1年 １００ｍ 女子中学 走幅跳
257 奈　良 都南中 133 隠岐　麻珠(1) ｵｷ　ｱｻﾐ 女子 290133020 女子中学オープン １００ｍ 女子中学オープン 走幅跳
258 奈　良 都南中 133 和田　春希(1) ﾜﾀﾞ　ﾊﾙｷ 男子 290133021 男子中学1年 １００ｍ
259 奈　良 京西中 135 乾　琉泉斗(3) ｲﾇｲ ﾙｲﾄ 男子 290135001 男子中学 ２００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
260 奈　良 京西中 135 川邉　翔太(3) ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 290135002 男子中学 ２００ｍ 男子中学オープン １００ｍ
261 奈　良 京西中 135 戸津　春舞(3) ﾄﾂ ﾊﾙﾏ 男子 290135003 男子中学3年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
262 奈　良 京西中 135 福田　晴誉(3) ﾌｸﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ 男子 290135004 男子中学3年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
263 奈　良 京西中 135 三國　純輝(3) ﾐｸﾆ ｱﾂｷ 男子 290135005 男子中学 走幅跳 男子中学オープン １００ｍ
264 奈　良 京西中 135 村井　敦(3) ﾑﾗｲ ｱﾂｼ 男子 290135006 男子中学 走幅跳 男子中学オープン １００ｍ
265 奈　良 京西中 135 山森　魁人(3) ﾔﾏﾓﾘ ｶｲﾄ 男子 290135007 男子中学 １５００ｍ 男子中学 ８００ｍ
266 奈　良 京西中 135 甲斐田　倫(1) ｶｲﾀﾞ ﾋﾄｼ 男子 290135008 男子中学1年 １００ｍ
267 奈　良 京西中 135 川邉　悠暉(1) ｶﾜﾍﾞ  ﾕｳｷ 男子 290135009 男子中学1年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
268 奈　良 京西中 135 菅原　暢希(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞｷ 男子 290135010 男子中学オープン １００ｍ
269 奈　良 東大寺学園中 137 畔岡　浩大(3) ｱｾﾞｵｶ ｺｳﾀ 男子 290137001 男子中学 走幅跳 男子中学オープン １００ｍ
270 奈　良 東大寺学園中 137 足立　圭悟(3) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺﾞ 男子 290137002 男子中学 ３０００ｍ
271 奈　良 東大寺学園中 137 宇山　周(3) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 290137003 男子中学 三段跳 男子中学オープン 走幅跳
272 奈　良 東大寺学園中 137 柿原　荘太朗(3) ｶｷﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 男子 290137004 男子中学 ８００ｍ 男子中学オープン １５００ｍ
273 奈　良 東大寺学園中 137 金子　誠ノ介(3) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 男子 290137005 男子中学 １５００ｍ 男子中学オープン ３０００ｍ
274 奈　良 東大寺学園中 137 北山　樹(3) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 290137006 男子中学 ４００ｍ
275 奈　良 東大寺学園中 137 清祐　恒太(3) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 290137007 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m)
276 奈　良 東大寺学園中 137 黒松　慶斗(3) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 290137008 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
277 奈　良 東大寺学園中 137 澤西　和太郎(3) ｻﾜﾆｼ ﾜﾀﾛｳ 男子 290137009 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
278 奈　良 東大寺学園中 137 清水　日陽(3) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 男子 290137010 男子中学 １５００ｍ 男子中学オープン ３０００ｍ
279 奈　良 東大寺学園中 137 杉本　実優(3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕｳ 男子 290137011 男子中学 走幅跳
280 奈　良 東大寺学園中 137 中村　優希(3) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290137012
281 奈　良 東大寺学園中 137 二階堂　進悟(3) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 290137013 男子中学 円盤投(1.500kg) 男子中学オープン １００ｍ
282 奈　良 東大寺学園中 137 西岡　孝泰(3) ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 男子 290137014 男子中学 ８００ｍ 男子中学オープン １５００ｍ
283 奈　良 東大寺学園中 137 萩原　大地(3) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137015 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学オープン 円盤投(1.500kg)
284 奈　良 東大寺学園中 137 初田　勇祐(3) ﾊﾂﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 290137016 男子中学 四種競技 男子中学オープン 走幅跳
285 奈　良 東大寺学園中 137 星野　舜太(3) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 290137017 男子中学 走高跳
286 奈　良 東大寺学園中 137 堀内　夢叶(3) ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 男子 290137018
287 奈　良 東大寺学園中 137 青木　捷亮(2) ｱｵｷ ﾄｼｱｷ 男子 290137019 男子中学オープン 走幅跳
288 奈　良 東大寺学園中 137 稲田　陽紀(2) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 290137020 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン １１０ｍＨ(0.914m)
289 奈　良 東大寺学園中 137 今岡　雅俊(2) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 290137021 男子中学 ４００ｍ
290 奈　良 東大寺学園中 137 岩田　侑樹(2) ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 男子 290137022
291 奈　良 東大寺学園中 137 岡﨑　大知(2) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137023 男子中学オープン １５００ｍ 男子中学オープン ３０００ｍ
292 奈　良 東大寺学園中 137 隠村　亮仁(2) ｵﾉﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 男子 290137024 男子中学 ２００ｍ 男子中学オープン １００ｍ
293 奈　良 東大寺学園中 137 川崎　達雄(2) ｶﾜｻｷ ﾀﾂｵ 男子 290137025 男子中学 ３０００ｍ
294 奈　良 東大寺学園中 137 酒井　優志(2) ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 男子 290137026 男子中学オープン １５００ｍ 男子中学オープン ３０００ｍ
295 奈　良 東大寺学園中 137 佐々木　馨太郎(2) ｻｻｷ ｹｲﾀﾛｳ 男子 290137027 男子中学オープン １５００ｍ 男子中学オープン ３０００ｍ
296 奈　良 東大寺学園中 137 代田　琥太郎(2) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 290137028 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) 男子中学2年 １００ｍ
297 奈　良 東大寺学園中 137 竹中　源晴(2) ﾀｹﾅｶ ﾓﾄﾊﾙ 男子 290137029
298 奈　良 東大寺学園中 137 田中　拓真(2) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 男子 290137030 男子中学オープン １５００ｍ 男子中学オープン ３０００ｍ
299 奈　良 東大寺学園中 137 辻本　周(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ 男子 290137031 男子中学オープン 砲丸投(5.000kg) 男子中学オープン 円盤投(1.500kg)
300 奈　良 東大寺学園中 137 永野　太一(2) ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 男子 290137032 男子中学 円盤投(1.500kg) 男子中学オープン 砲丸投(5.000kg)
301 奈　良 東大寺学園中 137 中村　行雲(2) ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾓ 男子 290137033 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学オープン 円盤投(1.500kg)
302 奈　良 東大寺学園中 137 西川　蒼史(2) ﾆｼｶﾜ ｿｳｼ 男子 290137034 男子中学オープン 砲丸投(5.000kg) 男子中学オープン 円盤投(1.500kg)
303 奈　良 東大寺学園中 137 西川　瑞基(2) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 290137035 男子中学 三段跳
304 奈　良 東大寺学園中 137 橋本　蓮(2) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 290137036 男子中学 走高跳 男子中学 四種競技
305 奈　良 東大寺学園中 137 早田　考佑(2) ﾊﾔﾀ ｺｳｽｹ 男子 290137037 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン 走幅跳
306 奈　良 東大寺学園中 137 福島　崇史(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 男子 290137038
307 奈　良 東大寺学園中 137 堀江　春斗(2) ﾎﾘｴ ﾊﾙﾄ 男子 290137039
308 奈　良 東大寺学園中 137 村井　俊斗(2) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 290137040
309 奈　良 東大寺学園中 137 渡辺　琉太(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 290137041 男子中学オープン １５００ｍ 男子中学オープン ３０００ｍ
310 奈　良 東大寺学園中 137 金野　凌大(1) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 290137042
311 奈　良 東大寺学園中 137 山﨑　祐弥(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 290137043 男子中学1年 １００ｍ
312 奈　良 東大寺学園中 137 大原　慧士(1) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 290137044 男子中学オープン １００ｍ 男子中学オープン 砲丸投(5.000kg)
313 奈　良 東大寺学園中 137 福冨　慎太郎(1) ﾌｸﾄﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290137045 男子中学1年 １５００ｍ
314 奈　良 東大寺学園中 137 大家　光輝(1) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 290137046 男子中学1年 １００ｍ
315 奈　良 東大寺学園中 137 西村　光琉(1) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 290137047 男子中学オープン １００ｍ
316 奈　良 東大寺学園中 137 伏見　歩夢(1) ﾌｼﾐ ｱﾕﾑ 男子 290137048 男子中学1年 １５００ｍ
317 奈　良 平城中 139 胎中　隆太(3) ﾀｲﾅｶ ﾘｭｳﾀ 男子 290139001 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
318 奈　良 平城中 139 佐伯　彰仁(3) ｻｴｷ ｱｷﾄ 男子 290139002 男子中学3年 １００ｍ 男子中学 ２００ｍ
319 奈　良 平城中 139 澤田　栞和(3) ｻﾜﾀﾞ ｶﾝﾅ 男子 290139003 男子中学 ８００ｍ 男子中学 １５００ｍ
320 奈　良 平城中 139 濱田　大雅(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 290139004 男子中学2年 １００ｍ 男子中学オープン ２００ｍ
321 奈　良 平城中 139 佐竹　優大(1) ｻﾀｹ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290139005 男子中学1年 １００ｍ 男子中学 走幅跳
322 奈　良 平城中 139 三輪　成実(3) ﾐﾜ ﾅﾙﾐ 女子 290139006 女子中学3年 １００ｍ
323 奈　良 平城中 139 三輪　華音(2) ﾐﾜ ｶﾉﾝ 女子 290139007 女子中学2年 １００ｍ 女子中学 ２００ｍ


