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第１３回山田隆記念陸上競技大会
主　管:奈良市陸上競技協会
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
1 奈　良 都祁中 51 秋野　樹羅(3) ｱｷﾉ ｼﾞｭﾗ 男子 290051001 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
2 奈　良 都祁中 51 今岡　永遠(3) ｲﾏｵｶ ﾄﾜ 男子 290051002 男子共通 １００ｍ 男子中学 走高跳
3 奈　良 都祁中 51 大西　健太(3) ｵｵﾆｼ ｹﾝﾀ 男子 290051003 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
4 奈　良 都祁中 51 中森　諒(3) ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 290051004 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
5 奈　良 都祁中 51 村田　大地(3) ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 男子 290051005 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
6 奈　良 都祁中 51 矢野川　葵空(3) ﾔﾉｶﾞﾜ ｿﾗ 男子 290051006 男子共通 １００ｍ 男子中学 走高跳
7 奈　良 都祁中 51 石川　幸寛(2) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 290051007 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
8 奈　良 都祁中 51 峯　憲伸(2) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 290051008 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
9 奈　良 都祁中 51 八重川　悠介(2) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290051009 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
10 奈　良 都祁中 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 290051010 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
11 奈　良 都祁中 51 倉西　陽愛(3) ｸﾗﾆｼ ﾋﾅ 女子 290051011 女子共通 １００ｍ 女子中学 円盤投(1.000kg)
12 奈　良 都祁中 51 平谷　未零(3) ﾋﾗﾀﾆ ﾐﾚｲ 女子 290051012 女子中学 走高跳 女子中学 走幅跳
13 奈　良 都祁中 51 日賀井　瑛太(1) ﾋｶﾞｲ ｴｲﾀ 男子 290051013 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
14 奈　良 都祁中 51 勝部　紗来(1) ｶﾂﾍﾞ ｻﾗ 女子 290051014 女子共通 １００ｍ 女子共通 ８００ｍ
15 奈　良 都祁中 51 北出　陽咲(1) ｷﾀﾃﾞ ﾋｻｷ 女子 290051015 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
16 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 大倉　悠慎(3) ｵｵｸﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 290113001 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
17 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 川口　慶太(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 290113002 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
18 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 木下　裕貴(3) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 男子 290113003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
19 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 伊豆蔵　航太(2) ｲｽﾞｸﾗ ｺｳﾀ 男子 290113004 男子共通 １００ｍ
20 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 113 堀　亜実香(3) ﾎﾘ ｱﾐｶ 女子 290113005 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
21 奈　良 育英西中 114 今西　佑奈(2) ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾅ 女子 290114001 女子共通 １００ｍ
22 奈　良 育英西中 114 佐藤　梨乃(2) ｻﾄｳ ﾘﾉ 女子 290114002 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
23 奈　良 育英西中 114 服部　奈緒(2) ﾊｯﾄﾘ ﾅｵ 女子 290114003 女子共通 ８００ｍ
24 奈　良 飛鳥中 118 南方　佑介(3) ﾐﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 男子 290118001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
25 奈　良 飛鳥中 118 安達　裕翔(3) ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 290118002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
26 奈　良 飛鳥中 118 大木　悠平(3) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 290118003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ 男子共通 ８００ｍ
27 奈　良 飛鳥中 118 反田　琉留子(3) ﾀﾝﾀﾞ ﾙﾙﾈ 女子 290118004 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
28 奈　良 飛鳥中 118 大西　穗佳(3) ｵｵﾆｼ ﾎﾉｶ 女子 290118005 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
29 奈　良 飛鳥中 118 山田　菜鈴(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾅｽｽﾞ 女子 290118006 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
30 奈　良 富雄南中 119 河島　大翔(3) ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 290119001 男子共通 １００ｍ
31 奈　良 富雄南中 119 天雲　悠斗(3) ﾃﾝｸﾓ ﾕｳﾄ 男子 290119002 男子共通 １００ｍ
32 奈　良 富雄南中 119 吹春　諒(3) ﾌｷﾊﾙ ﾘｮｳ 男子 290119003 男子共通 １００ｍ
33 奈　良 富雄南中 119 松井　洸翔(3) ﾏﾂｲ ﾋﾛﾄ 男子 290119004 男子共通 １００ｍ
34 奈　良 富雄南中 119 山田　晴虹(3) ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｺｳ 男子 290119005 男子共通 １５００ｍ
35 奈　良 富雄南中 119 山本　寛大(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾝﾀ 男子 290119006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
36 奈　良 富雄南中 119 幸前　杏奈(3) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 290119007 女子中学 走高跳
37 奈　良 富雄南中 119 櫻井　育美(3) ｻｸﾗｲ ｲｸﾐ 女子 290119008 女子共通 １００ｍ
38 奈　良 富雄南中 119 永島　優花(3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｶ 女子 290119009 女子中学 走高跳
39 奈　良 富雄南中 119 前田　みやび(3) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾔﾋﾞ 女子 290119010 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
40 奈　良 富雄南中 119 青木　翔真(2) ｱｵｷ ｼｮｳﾏ 男子 290119011 男子共通 １００ｍ
41 奈　良 富雄南中 119 岩﨑　友哉(2) ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾔ 男子 290119012 男子共通 ２００ｍ
42 奈　良 富雄南中 119 小林　礼穏(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾝ 男子 290119013 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
43 奈　良 富雄南中 119 大門　真士(2) ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｻﾄ 男子 290119014 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
44 奈　良 富雄南中 119 高井　篤生(2) ﾀｶｲ ｱﾂｷ 男子 290119015 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
45 奈　良 富雄南中 119 田村　浩大(2) ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 男子 290119016 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
46 奈　良 富雄南中 119 徳永　悠太(2) ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾀ 男子 290119017 男子共通 ３０００ｍ
47 奈　良 富雄南中 119 中谷　朔也(2) ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾔ 男子 290119018 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
48 奈　良 富雄南中 119 永松　陸(2) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｸ 男子 290119019 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
49 奈　良 富雄南中 119 中村　大和(2) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 290119020 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
50 奈　良 富雄南中 119 山下　晃輝(2) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 290119021 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
51 奈　良 富雄南中 119 林　美央里(2) ﾊﾔｼ ﾐｵﾘ 女子 290119022 女子共通 １００ｍ
52 奈　良 富雄南中 119 藤井　夏子(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 女子 290119023 女子共通 １００ｍ
53 奈　良 伏見中 120 井谷　中哉(3) ｲﾀﾆ ﾅｶﾔ 男子 290120001 男子共通 １００ｍ
54 奈　良 伏見中 120 岡　景翔(3) ｵｶ ｹｲﾄ 男子 290120002 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
55 奈　良 伏見中 120 永橋　陸(3) ﾅｶﾞﾊｼ ﾘｸ 男子 290120003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
56 奈　良 伏見中 120 松山　怜平(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 290120004 男子共通 １５００ｍ
57 奈　良 伏見中 120 丸井　楓介(3) ﾏﾙｲ ﾌｳｽｹ 男子 290120005 男子共通 ３０００ｍ
58 奈　良 伏見中 120 植田　翔海(2) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 290120006 男子共通 １００ｍ
59 奈　良 伏見中 120 黒田　真司(2) ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 290120007 男子共通 １５００ｍ
60 奈　良 伏見中 120 桑江　遼(2) ｸﾜｴ ﾘｮｳ 男子 290120008 男子共通 １５００ｍ
61 奈　良 伏見中 120 大東　なな佳(3) ｵｵﾋｶﾞｼ ﾅﾅｶ 女子 290120009 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
62 奈　良 伏見中 120 尾﨑　凛緒(3) ｵｻｷ ﾘｵ 女子 290120010 女子共通 １００ｍ
63 奈　良 伏見中 120 柴田　琉花(3) ｼﾊﾞﾀ ﾙｶ 女子 290120011 女子共通 ８００ｍ
64 奈　良 伏見中 120 鈴木　千晴(3) ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 女子 290120012 女子共通 １００ｍ
65 奈　良 伏見中 120 服部　心春(3) ﾊｯﾄﾘ ｺﾊﾙ 女子 290120013 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
66 奈　良 伏見中 120 藤川　麗奈(3) ﾌｼﾞｶﾜ ﾚﾅ 女子 290120014 女子共通 １００ｍ 女子中学 走高跳
67 奈　良 伏見中 120 船寄　紗生(3) ﾌﾅﾖｾ ｻｷ 女子 290120015 女子共通 ８００ｍ
68 奈　良 伏見中 120 山田　梨緒(3) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｵ 女子 290120016 女子共通 １００ｍ
69 奈　良 伏見中 120 田口　朱音(2) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 290120017 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
70 奈　良 伏見中 120 塚月　彩芭(2) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 290120018 女子共通 １００ｍ
71 奈　良 伏見中 120 藤原　菫(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｽﾐﾚ 女子 290120019 女子共通 ８００ｍ
72 奈　良 二名中 128 井ノ口　稜太(3) ｲﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 290128001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
73 奈　良 二名中 128 立川　大智(3) ﾀﾁｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 290128002 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
74 奈　良 二名中 128 宮川　裕介(3) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 290128003 男子共通 ８００ｍ
75 奈　良 二名中 128 堀　倫樹(3) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 290128004 男子共通 ８００ｍ
76 奈　良 二名中 128 小西　柾公(3) ｺﾆｼ ﾏｻﾀｶ 男子 290128005 男子共通 ３０００ｍ
77 奈　良 二名中 128 名倉　慎太朗(3) ﾅｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290128006 男子共通 ３０００ｍ
78 奈　良 二名中 128 網野　拓海(2) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 290128007
79 奈　良 二名中 128 淵田　翔(2) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 290128008 男子共通 １００ｍ
80 奈　良 二名中 128 井上　誠士郎(2) ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 290128009 男子共通 ３０００ｍ
81 奈　良 二名中 128 滝口　瑛太(2) ﾀｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ 男子 290128010 男子共通 ３０００ｍ
82 奈　良 二名中 128 山崎　暉斗(2) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 290128011
83 奈　良 二名中 128 井上　桜花(3) ｲﾉｳｴ ｻｸﾗ 女子 290128012 女子中学 走高跳 女子共通 １００ｍ
84 奈　良 二名中 128 大河内　愛恵(3) ｵｵｺｳﾁ ﾏﾅﾐ 女子 290128013 女子共通 ２００ｍ
85 奈　良 二名中 128 長岡　美未来(3) ﾅｶﾞｵｶ ﾐｻｷ 女子 290128014 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
86 奈　良 二名中 128 中條　光稀(3) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾐﾂｷ 女子 290128015 女子共通 ８００ｍ
87 奈　良 二名中 128 吉川　瑠依(3) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 290128016 女子共通 １００ｍ
88 奈　良 二名中 128 髙木　ハナコ(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 290128017
89 奈　良 二名中 128 繁野　陽依(3) ｼｹﾞﾉ ﾋﾖﾘ 女子 290128018 女子共通 ８００ｍ
90 奈　良 二名中 128 江島　遥香(2) ｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 290128019
91 奈　良 二名中 128 西尾　江梨佳(2) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 290128020 女子中学 走高跳 女子中学 砲丸投(2.721kg)
92 奈　良 二名中 128 林　舞桜(2) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 290128021
93 奈　良 二名中 128 寄能　百々果(2) ｷﾉｳ ﾓﾓｶ 女子 290128022 女子共通 ２００ｍ
94 奈　良 二名中 128 立川　奈那(2) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 290128023
95 奈　良 二名中 128 吉川　桜空(2) ﾖｼｶﾜ ｻﾗ 女子 290128024 女子共通 ８００ｍ
96 奈　良 二名中 128 安達　悠(2) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 290128025
97 奈　良 二名中 128 柏木　陵佑(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 290128026 男子共通 １００ｍ
98 奈　良 二名中 128 松原　稔晃(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ 男子 290128027 男子共通 １００ｍ
99 奈　良 二名中 128 宮武　大翔(1) ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾄ 男子 290128028 男子共通 １００ｍ
100 奈　良 二名中 128 長沼　莉子(1) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｺ 女子 290128029 女子共通 １００ｍ
101 奈　良 二名中 128 山口　花莉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅﾘ 女子 290128030 女子共通 １００ｍ
102 奈　良 二名中 128 東谷　悠(1) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾊﾙｶ 女子 290128031 女子共通 １００ｍ
103 奈　良 二名中 128 菅原　栞奈(1) ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 女子 290128032 女子共通 １００ｍ
104 奈　良 三笠中 131 佐々木　大樹(3) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 290131001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
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第１３回山田隆記念陸上競技大会
主　管:奈良市陸上競技協会
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
105 奈　良 三笠中 131 土阪　一隼(3) ﾄﾞｻｶ ｶｽﾞﾄ 男子 290131002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
106 奈　良 三笠中 131 中川　翔志(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 290131003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
107 奈　良 三笠中 131 大槻　陽翔(2) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 290131004 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
108 奈　良 三笠中 131 梶本　颯生(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 290131005 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
109 奈　良 三笠中 131 松山　拡樹(2) ﾏﾂﾔﾏ ｺｳｷ 男子 290131006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
110 奈　良 三笠中 131 石原　暖子(3) ｲｼﾊﾗ ﾊﾙｺ 女子 290131007 女子共通 １００ｍ
111 奈　良 三笠中 131 今岸　梨音(3) ｲﾏｷﾞｼ ﾘｵﾝ 女子 290131008 女子共通 １００ｍ
112 奈　良 三笠中 131 大谷　花夏(3) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅｶ 女子 290131009 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
113 奈　良 三笠中 131 米澤　アニカ(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾆｶ 女子 290131010 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
114 奈　良 三笠中 131 武田　咲花(3) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 290131011 女子共通 １００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
115 奈　良 三笠中 131 西村　陽奈(3) ﾆｼﾑ ﾋﾅ 女子 290131012 女子共通 １００ｍ 女子中学 砲丸投(2.721kg)
116 奈　良 三笠中 131 宮本　りい(3) ﾐﾔﾓﾄ ﾘｲ 女子 290131013 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
117 奈　良 三笠中 131 大谷　杏花(2) ｵｵﾀﾆ ｷｮｳｶ 女子 290131014 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
118 奈　良 三笠中 131 杉本　華凪(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 290131015 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
119 奈　良 三笠中 131 峠田　紗奈(2) ﾄｵﾀﾞ ｻﾅ 女子 290131016 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
120 奈　良 三笠中 131 原　愛美(2) ﾊﾗ ﾏﾅﾐ 女子 290131017 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
121 奈　良 三笠中 131 三棹　芽依(2) ﾐｻｵ ﾒｲ 女子 290131018 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
122 奈　良 都南中 133 髙橋　穂椛(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 290133001 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
123 奈　良 都南中 133 立花　紗彩(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔ 女子 290133002 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
124 奈　良 都南中 133 北岡　万昊(2) ｷﾀｵｶ ﾏﾋﾛ 女子 290133003 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
125 奈　良 都南中 133 横山　結生(3) ﾖｺﾔﾏ  ﾕｲ 女子 290133004 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
126 奈　良 都南中 133 小池　七美(2) ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 女子 290133005 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
127 奈　良 都南中 133 前田 葵月(2) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾞ 女子 290133006 女子中学 走幅跳 女子共通 １００ｍ
128 奈　良 教育大付属中 134 高野　心海(3) ﾀｶﾉ ｺｺﾐ 女子 290134001 女子共通 １００ｍ
129 奈　良 教育大付属中 134 平川　結心(3) ﾋﾗｶﾜ ﾕﾅ 女子 290134002 女子共通 ８００ｍ
130 奈　良 教育大付属中 134 門脇　凛乃(2) ｶﾄﾞﾜｷ ﾘﾝﾉ 女子 290134003 女子共通 １００ｍ
131 奈　良 教育大付属中 134 河合　美柚香(2) ｶﾜｲ ﾐﾕｶ 女子 290134004 女子共通 １００ｍ
132 奈　良 教育大付属中 134 中井　悠雅(3) ﾅｶｲ ﾕｳｶﾞ 男子 290134005 男子共通 ３０００ｍ
133 奈　良 教育大付属中 134 鈴木　斗翔(3) ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 男子 290134006 男子共通 ２００ｍ
134 奈　良 教育大付属中 134 三枝　大月(2) ｻｴｸﾞｻ ﾀﾂｷ 男子 290134007 男子共通 １００ｍ
135 奈　良 教育大付属中 134 岡田　雄大(2) ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290134008 男子共通 ８００ｍ
136 奈　良 教育大付属中 134 前田　格(2) ﾏｴﾀﾞ ｲﾀﾙ 男子 290134009 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
137 奈　良 教育大付属中 134 田村　健太郎(2) ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 290134010 男子共通 １００ｍ
138 奈　良 教育大付属中 134 北田　徹(2) ｷﾀﾀﾞ ﾄｵﾙ 男子 290134011 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
139 奈　良 教育大付属中 134 尾下　遥香(1) ｵｼﾀ ﾊﾙｶ 女子 290134012 女子共通 １００ｍ
140 奈　良 教育大付属中 134 滝　鈴菜(1) ﾀｷ ｽｽﾞﾅ 女子 290134013 女子共通 １００ｍ
141 奈　良 教育大付属中 134 白旗　伶成(1) ｼﾗﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 男子 290134014 男子共通 １００ｍ
142 奈　良 東大寺学園中 137 青木　捷亮(3) ｱｵｷ ﾄｼｱｷ 男子 290137001 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
143 奈　良 東大寺学園中 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 290137002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
144 奈　良 東大寺学園中 137 今岡　雅俊(3) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 290137003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
145 奈　良 東大寺学園中 137 岩田　侑樹(3) ｲﾜﾀ ﾕｳｷ 男子 290137004
146 奈　良 東大寺学園中 137 岡﨑　大知(3) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 290137005 男子共通 ８００ｍ
147 奈　良 東大寺学園中 137 隠村　亮仁(3) ｵﾉﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 男子 290137006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
148 奈　良 東大寺学園中 137 川崎　達雄(3) ｶﾜｻｷ ﾀﾂｵ 男子 290137007 男子共通 ３０００ｍ
149 奈　良 東大寺学園中 137 酒井　優志(3) ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 男子 290137008
150 奈　良 東大寺学園中 137 佐々木　馨太郎(3) ｻｻｷ ｹｲﾀﾛｳ 男子 290137009 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
151 奈　良 東大寺学園中 137 代田　琥太郎(3) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 290137010 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ 男子中学 走高跳
152 奈　良 東大寺学園中 137 竹中　源晴(3) ﾀｹﾅｶ ﾓﾄﾊﾙ 男子 290137011
153 奈　良 東大寺学園中 137 田中　拓真(3) ﾀﾅｶ ﾀｸﾏ 男子 290137012 男子共通 ３０００ｍ
154 奈　良 東大寺学園中 137 辻本　周(3) ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ 男子 290137013 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
155 奈　良 東大寺学園中 137 永野　太一(3) ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 男子 290137014 男子中学 円盤投(1.500kg) 男子中学 砲丸投(5.000kg)
156 奈　良 東大寺学園中 137 中村　行雲(3) ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾓ 男子 290137015 男子中学 円盤投(1.500kg) 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 走高跳
157 奈　良 東大寺学園中 137 西川　蒼史(3) ﾆｼｶﾜ ｿｳｼ 男子 290137016 男子中学 円盤投(1.500kg) 男子中学 砲丸投(5.000kg)
158 奈　良 東大寺学園中 137 西川　瑞基(3) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 290137017 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳 男子中学 走高跳
159 奈　良 東大寺学園中 137 橋本　蓮(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 290137018 男子共通 １００ｍ 男子中学 走高跳
160 奈　良 東大寺学園中 137 早田　考佑(3) ﾊﾔﾀ ｺｳｽｹ 男子 290137019 男子共通 ８００ｍ 男子共通 １００ｍ
161 奈　良 東大寺学園中 137 福島　崇史(3) ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 男子 290137020 男子共通 ３０００ｍ
162 奈　良 東大寺学園中 137 村井　俊斗(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 290137021 男子中学 走幅跳 男子共通 ４００ｍ
163 奈　良 東大寺学園中 137 渡辺　琉太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 290137022 男子共通 ３０００ｍ
164 奈　良 東大寺学園中 137 大家　光輝(2) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 290137023 男子共通 ４００ｍ 男子共通 １００ｍ
165 奈　良 東大寺学園中 137 大原　慧士(2) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 290137024
166 奈　良 東大寺学園中 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 290137025 男子共通 １００ｍ
167 奈　良 東大寺学園中 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 290137026 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
168 奈　良 東大寺学園中 137 福冨　慎太郎(2) ﾌｸﾄﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290137027 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
169 奈　良 東大寺学園中 137 伏見　歩夢(2) ﾌｼﾐ ｱﾕﾑ 男子 290137028
170 奈　良 東大寺学園中 137 松永　啓汰(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 290137029 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
171 奈　良 東大寺学園中 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 290137030 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ 男子共通 ４００ｍ
172 奈　良 東大寺学園中 137 井口　雄仁(1) ｲｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 男子 290137031
173 奈　良 東大寺学園中 137 石原　颯大(1) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 290137032
174 奈　良 東大寺学園中 137 葛城　飛夏(1) ｶﾂﾗｷﾞ ﾋﾅﾂ 男子 290137033
175 奈　良 東大寺学園中 137 栗原　由侑(1) ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 男子 290137034
176 奈　良 東大寺学園中 137 阪本　聖基(1) ｻｶﾓﾄ ｷﾖｷ 男子 290137035
177 奈　良 東大寺学園中 137 塩屋　聡慈(1) ｼｵﾔ ｿｳｼ 男子 290137036
178 奈　良 東大寺学園中 137 髙橋　総一朗(1) ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 290137037
179 奈　良 東大寺学園中 137 田口　智喜(1) ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 男子 290137038
180 奈　良 東大寺学園中 137 蔦田　清隆(1) ﾂﾀﾀﾞ ｷﾖﾀｶ 男子 290137039
181 奈　良 東大寺学園中 137 富田　那穂(1) ﾄﾐﾀ ﾅｵ 男子 290137040
182 奈　良 東大寺学園中 137 西山　陽翔(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 290137041
183 奈　良 東大寺学園中 137 野々垣　遙高(1) ﾉﾉｶﾞｷ ﾊﾙﾀｶ 男子 290137042
184 奈　良 東大寺学園中 137 野村　亮介(1) ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 290137043
185 奈　良 東大寺学園中 137 日浅　瑛護(1) ﾋｱｻ ｴｲｺﾞ 男子 290137044
186 奈　良 東大寺学園中 137 前田　蒼大郎(1) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 290137045
187 奈　良 東大寺学園中 137 村田　有一郎(1) ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 290137046
188 奈　良 天理西中 152 有田　晴(2) ｱﾘﾀ ﾊﾙ 男子 290152001 男子共通 ８００ｍ
189 奈　良 天理西中 152 大谷　聖弥(2) ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾔ 男子 290152002 男子共通 ８００ｍ
190 奈　良 天理西中 152 桶田　優亜(2) ｵｹﾀﾞ ﾕｳｱ 男子 290152003 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子共通 １００ｍ
191 奈　良 天理西中 152 加藤　竜惺(2) ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 290152004 男子共通 ８００ｍ
192 奈　良 天理西中 152 竹田　誠市(2) ﾀｹﾀﾞ ｾｲｲﾁ 男子 290152005 男子中学 砲丸投(5.000kg) 男子中学 円盤投(1.500kg)
193 奈　良 天理西中 152 寺田　悠祐(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 290152006 男子共通 ８００ｍ
194 奈　良 天理西中 152 福田 青生(2) ﾌｸﾀﾞ ｱｵ 女子 290152007 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
195 奈　良 天理西中 152 山中　姫乃(2) ﾔﾏﾅｶ ﾋﾒﾉ 女子 290152008 女子共通 １００ｍ
196 奈　良 天理西中 152 梶岡　蒼菜(2) ｶｼﾞｵｶ ｿﾅ 女子 290152009 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
197 奈　良 天理西中 152 貞岡　源(1) ｻﾀﾞｵｶ ｹﾞﾝ 男子 290152010 男子共通 １００ｍ
198 奈　良 天理西中 152 澤　大瑚(1) ｻﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 290152011 男子共通 １００ｍ
199 奈　良 天理西中 152 松田　凪翔(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 男子 290152012 男子共通 １００ｍ
200 奈　良 天理西中 152 柳下　羚(1) ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾚｲ 男子 290152013 男子共通 １００ｍ
201 奈　良 天理西中 152 北村　真叶(1) ｷﾀﾑﾗ ﾏﾅﾄ 男子 290152014 男子共通 １００ｍ
202 奈　良 天理西中 152 主森　瑛太(1) ﾄﾉﾓﾘ ｴｲﾀ 男子 290152015 男子共通 １００ｍ
203 奈　良 天理西中 152 中村　優大(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290152016 男子共通 １００ｍ
204 奈　良 天理西中 152 西村　優汰(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 290152017 男子共通 １００ｍ
205 奈　良 天理西中 152 西田　愛那(1) ﾆｼｵｶ ｱｲﾅ 女子 290152018 女子共通 １００ｍ
206 奈　良 育英西高 256 松本　葵(2) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵｲ 女子 290927001 女子共通 １００ｍ
207 奈　良 育英西高 257 上垣　心結(2) ｳｴｶﾞｷ ﾐﾕｳ 女子 290927002 女子共通 ２００ｍ
208 奈　良 育英西高 258 辻岡　真依(2) ﾂｼﾞｵｶﾏｲ 女子 290927003 女子共通 ８００ｍ
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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
209 奈　良 育英西高 259 田邊　美海(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾐｳﾐ 女子 290927004 女子共通 １００ｍ
210 奈　良 育英西高 260 島田　彩芭(2) ｼﾏﾀﾞ ｲﾛﾊ 女子 290927005 女子共通 １００ｍ
211 奈　良 育英西高 261 勝間　千花(1) ｶﾂﾏ ﾁｶ 女子 290927006 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
212 奈　良 育英西高 262 行徳　小百合(1) ｷﾞｮｳﾄｸ ｻﾕﾘ 女子 290927007 女子共通 １００ｍ
213 奈　良 東大寺学園高 347 石田　匠(3) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 290929001 男子高校 砲丸投(6.000kg)
214 奈　良 東大寺学園高 348 尾嵜　玄空(3) ｵｻﾞｷ ﾊﾙｸ 男子 290929002
215 奈　良 東大寺学園高 349 金光　将英(3) ｶﾈﾐﾂ ｼｮｳｴｲ 男子 290929003 男子共通 ２００ｍ
216 奈　良 東大寺学園高 350 木津　周汰(3) ｷﾂﾞ ｼｭｳﾀ 男子 290929004 男子高校 走幅跳 男子高校 砲丸投(6.000kg) 男子共通 １００ｍ
217 奈　良 東大寺学園高 351 式見　真一郎(3) ｼｷﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 290929005
218 奈　良 東大寺学園高 352 園中　麻陽(3) ｿﾉﾅｶ ﾏｵ 男子 290929006 男子共通 １５００ｍ
219 奈　良 東大寺学園高 353 深瀬　太陽(3) ﾌｶｾ ﾀｲﾖｳ 男子 290929007 男子共通 ４００ｍ 男子共通 ８００ｍ
220 奈　良 東大寺学園高 354 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 290929008 男子共通 １００ｍ 男子高校 走幅跳
221 奈　良 東大寺学園高 355 笠井　龍生(2) ｶｻｲ ﾘｭｳｾｲ 男子 290929009
222 奈　良 東大寺学園高 356 坂元　一耀(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 男子 290929010
223 奈　良 東大寺学園高 357 真貝　竜一郎(2) ｼﾝｶﾞｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 男子 290929011 男子高校 砲丸投(6.000kg)
224 奈　良 東大寺学園高 358 西村　優平(2) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 290929012 男子高校 円盤投(1.750kg) 男子高校 砲丸投(6.000kg)
225 奈　良 東大寺学園高 359 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 290929013 男子共通 １００ｍ 男子高校 走幅跳
226 奈　良 東大寺学園高 360 足立　圭悟(1) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺﾞ 男子 290929014 男子共通 ３０００ｍ
227 奈　良 東大寺学園高 361 宇山　周(1) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 290929015 男子共通 １００ｍ 男子高校 走幅跳
228 奈　良 東大寺学園高 362 柿原　荘太朗(1) ｶｷﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 男子 290929016 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
229 奈　良 東大寺学園高 363 金子　誠ノ介(1) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 男子 290929017 男子共通 １５００ｍ 男子共通 ８００ｍ
230 奈　良 東大寺学園高 364 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 290929018 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
231 奈　良 東大寺学園高 365 清祐　恒太(1) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 290929019
232 奈　良 東大寺学園高 366 黒松　慶斗(1) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 290929020 男子共通 １００ｍ
233 奈　良 東大寺学園高 367 澤西　和太郎(1) ｻﾜﾆｼ ﾜﾀﾛｳ 男子 290929021 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
234 奈　良 東大寺学園高 368 二階堂　進悟(1) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 290929022 男子高校 円盤投(1.750kg)
235 奈　良 東大寺学園高 369 西岡　孝泰(1) ﾆｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 男子 290929023
236 奈　良 東大寺学園高 370 萩原　大地(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 290929024 男子高校 砲丸投(6.000kg) 男子高校 円盤投(1.750kg)
237 奈　良 東大寺学園高 371 星野　舜太(1) ﾎｼﾉ ｼｭﾝﾀ 男子 290929025
238 奈　良 東大寺学園高 663 坂下　紘太(1) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀ 男子 290929026
239 奈　良 東大寺学園高 664 曽山　奉宏(1) ｿﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 男子 290929027 男子共通 １５００ｍ
240 奈　良 奈良育英高 242 中村　碧音(2) ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾈ 女子 290930001 女子共通 ８００ｍ
241 奈　良 奈良育英高 243 三瀬　乃愛(2) ﾐｾ ﾉｱ 女子 290930002 女子共通 ８００ｍ
242 奈　良 奈良育英高 244 吉田　美杏(2) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾞｱﾝ 女子 290930003 女子共通 ８００ｍ
243 奈　良 奈良育英高 245 石井 日和(1) ｲｼｲ ﾋﾖﾘ 女子 290930004 女子共通 ８００ｍ
244 奈　良 奈良育英高 246 高江 和奏(1) ﾀｶｴ ﾜｶﾅ 女子 290930005 女子共通 ８００ｍ
245 奈　良 奈良育英高 247 谷口 里桜(1) ﾀﾆｸﾞﾁﾘｵ 女子 290930006 女子共通 ８００ｍ
246 奈　良 奈良育英高 248 森内 佳都世(1) ﾓﾘｳﾁ ｶﾂﾖ 女子 290930007 女子共通 ８００ｍ
247 奈　良 奈良育英高 502 叶井　暖人(3) ｶﾉｲ ﾊﾙﾄ 男子 290930008 男子共通 ３０００ｍ
248 奈　良 奈良育英高 522 松井 勇翔(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 290930009 男子共通 ２００ｍ
249 奈　良 奈良大附属高 138 浅野　慎太郎(3) ｱｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 290931001 男子共通 ４００ｍ
250 奈　良 奈良大附属高 142 反田　嘉洸(3) ﾀﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男子 290931002 男子共通 ８００ｍ
251 奈　良 奈良大附属高 143 豊田　琉斗(3) ﾄﾖﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 男子 290931003 男子高校 走幅跳
252 奈　良 奈良大附属高 144 西本　晴風(3) ﾆｼﾓﾄ ﾊﾙｶ 男子 290931004 男子高校 走幅跳
253 奈　良 奈良大附属高 146 細川　慧悟(3) ﾎｿｶﾜ ｹｲｺﾞ 男子 290931005 男子共通 １００ｍ
254 奈　良 奈良大附属高 148 岡田　航弥(2) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 290931006 男子共通 １００ｍ 男子共通 ４００ｍ
255 奈　良 奈良大附属高 149 坂本　興紀(2) ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 男子 290931007 男子高校 走幅跳
256 奈　良 奈良大附属高 150 澤邊　風雅(2) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 290931008 男子共通 １００ｍ
257 奈　良 奈良大附属高 152 藤井　陽(2) ﾌｼﾞｲ ﾖｳ 男子 290931009 男子共通 ４００ｍ
258 奈　良 奈良大附属高 542 梅野　雅顕(1) ｳﾒﾉ ﾏｻｱｷ 男子 290931010 男子高校 砲丸投(6.000kg)
259 奈　良 奈良大附属高 543 岡本　泰地(1) ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾁ 男子 290931011 男子共通 ４００ｍ
260 奈　良 奈良大附属高 544 鬼追　心(1) ｵﾆｵｲ ｼﾝ 男子 290931012 男子高校 砲丸投(6.000kg) 男子高校 円盤投(1.750kg)
261 奈　良 奈良大附属高 545 胎中　隆太(1) ﾀｲﾅｶ ﾘｭｳﾀ 男子 290931013 男子共通 １００ｍ
262 奈　良 奈良大附属高 546 原嶋　斗真(1) ﾊﾗｼﾏ ﾄｳﾏ 男子 290931014 男子共通 １００ｍ 男子共通 ８００ｍ
263 奈　良 奈良大附属高 625 巽　悠祇(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｼ 男子 290931015 男子共通 １００ｍ
264 奈　良 奈良大附属高 626 野村　悠貴(1) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 290931016 男子共通 １００ｍ
265 奈　良 奈良大附属高 627 長谷川　優斗(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 男子 290931017 男子共通 １００ｍ
266 奈　良 奈良大附属高 70 北中　真央(2) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 290931018 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
267 奈　良 奈良大附属高 73 西田　和乃花(2) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 290931019 女子共通 ２００ｍ 女子高校 走幅跳
268 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 127 板倉　啓太(2) ｲﾀｸﾗ ｹｲﾀ 男子 290935001 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
269 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 128 藤井　素晴(1) ﾌｼﾞｲ ｽﾊﾞﾙ 男子 290935002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
270 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 129 山本　涼太(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 290935003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
271 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 67 川口　愛央(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 290935004 女子共通 １００ｍ 女子高校 走幅跳
272 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1141 佐竹　優大(2) ｻﾀｹ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 290938001 男子共通 １００ｍ
273 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1143 橋川　青空(2) ﾊｼｶﾜ ｱｸｾ 男子 290938002 男子共通 １００ｍ
274 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1144 菱本　嘉人(2) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 290938003 男子共通 １００ｍ
275 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1146 増成　岳瑠(2) ﾏｽﾅﾘ ﾀｹﾙ 男子 290938004 男子共通 １００ｍ
276 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1203 松本　漣悟(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝｺﾞ 男子 290938005 男子共通 ８００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
277 奈　良 ならスポＡＣ(中) 610 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 290938006 女子共通 １００ｍ
278 奈　良 ならスポＡＣ(中) 613 島田　紗優(3) ｼﾏﾀﾞ ｻﾕ 女子 290938007 女子共通 ８００ｍ
279 奈　良 ならスポＡＣ(中) 615 丹羽　夏音(2) ﾆﾜ ﾅﾂﾈ 女子 290938008 女子中学 砲丸投(2.721kg) 女子中学 円盤投(1.000kg)
280 奈　良 ならスポＡＣ(中) 618 村上　蒼彩(2) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 290938009 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
281 奈　良 ならスポＡＣ(中) 619 山口　心緒(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 290938010 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
282 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1 サウター　玲音(1) ｻｳﾀｰ ﾘｵﾝ 男子 290938011 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ 男子共通 ４００ｍ
283 奈　良 ならスポＡＣ(中) 2 島田　理生(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ 男子 290938012 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
284 奈　良 ならスポＡＣ(中) 5 東浦　迅(1) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｼﾞﾝ 男子 290938013 男子共通 １００ｍ 男子中学 走幅跳
285 奈　良 ならスポＡＣ(中) 6 東浦　漸(1) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｾﾞﾝ 男子 290938014 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
286 奈　良 ならスポＡＣ(中) 7 法用　琉斗(1) ﾎｳﾖｳ ﾘｭｳﾄ 男子 290938015 男子共通 ２００ｍ 男子中学 走高跳
287 奈　良 ならスポＡＣ(中) 9 山本　大雅(1) ﾔﾏﾓﾄ ｵｵｶﾞ 男子 290938016 男子共通 １００ｍ 男子中学 砲丸投(5.000kg)
288 奈　良 ならスポＡＣ(中) 10 髙天　滉太(3) ﾀｶﾏ ｺｳﾀ 男子 290938017 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
289 奈　良 ならスポＡＣ(中) 2 髙田　侑奈(1) ﾀｶﾀ ﾕｳﾅ 女子 290938018 女子共通 ２００ｍ 女子共通 ８００ｍ
290 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4 鍋島　ここね(1) ﾅﾍﾞｼﾏ ｺｺﾈ 女子 290938019 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
291 奈　良 ならスポＡＣ(中) 5 丹羽　美海(1) ﾆﾜ ﾐﾅﾐ 女子 290938020 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
292 奈　良 ならスポＡＣ(中) 6 藤山　花希(1) ﾌｼﾞﾔﾏ ﾊﾅﾉ 女子 290938021 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
293 奈　良 ならスポＡＣ(中) 7 堀　葵衣(1) ﾎﾘ ｱｵｲ 女子 290938022 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
294 奈　良 ならスポＡＣ(中) 8 堀野　菜日(1) ﾎﾘﾉ ﾅﾉｶ 女子 290938023 女子共通 １００ｍ 女子共通 ２００ｍ
295 奈　良 ならスポＡＣ(中) 9 武内　琴音(1) ﾀｹｳﾁ ｺﾄﾈ 女子 290938024 女子共通 １００ｍ 女子中学 走幅跳
296 奈　良 フィールドキッズ 0 泉　健一朗(6) ｲｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁﾛｳ 男子 290941001 男子小学 １００ｍ
297 奈　良 フィールドキッズ 0 澤嶋　興志郎(6) ｻﾜｼﾏ ｺｳｼﾛｳ 男子 290941002 男子小学 １００ｍ
298 奈　良 フィールドキッズ 0 高峰　啓(6) ﾀｶﾐﾈ ﾊｼﾞﾒ 男子 290941003 男子小学 １００ｍ
299 奈　良 フィールドキッズ 0 田畑　有誠(6) ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｾｲ 男子 290941004 男子小学 １００ｍ
300 奈　良 フィールドキッズ 0 玉森　海翔(6) ﾀﾏﾓﾘ ｶｲﾄ 男子 290941005 男子小学 １００ｍ
301 奈　良 フィールドキッズ 0 花木　将人(6) ﾊﾅｷ ﾏｻﾄ 男子 290941006 男子小学 １００ｍ
302 奈　良 フィールドキッズ 0 藤岡　奏磨(6) ﾌｼﾞｵｶ ｿｳﾏ 男子 290941007 男子小学 １００ｍ
303 奈　良 フィールドキッズ 0 井口　幸柊(5) ｲｸﾞﾁ ﾕｷﾄ 男子 290941008 男子小学 １００ｍ
304 奈　良 フィールドキッズ 0 中谷　優志(5) ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｼ 男子 290941009 男子小学 １００ｍ
305 奈　良 フィールドキッズ 0 野々口　蓮心(5) ﾉﾉｸﾞﾁ ﾚﾝﾄ 男子 290941010 男子小学 １００ｍ
306 奈　良 フィールドキッズ 0 法用　璃久(5) ﾎｳﾖｳ ﾘｸ 男子 290941011 男子小学 １００ｍ
307 奈　良 フィールドキッズ 0 海野　晃大(4) ｳﾝﾉ ｺｳﾀﾞｲ 男子 290941012 男子小学 １００ｍ
308 奈　良 フィールドキッズ 0 後藤　優朋(4) ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 男子 290941013 男子小学 １００ｍ
309 奈　良 フィールドキッズ 0 寺岡　大翔(4) ﾃﾗｵｶ ﾋﾛﾄ 男子 290941014 男子小学 １００ｍ
310 奈　良 フィールドキッズ 0 堀　日向(4) ﾎﾘ ﾋﾅﾀ 男子 290941015 男子小学 １００ｍ
311 奈　良 フィールドキッズ 0 山下　成悠(4) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾊﾙ 男子 290941016 男子小学 １００ｍ
312 奈　良 フィールドキッズ 0 岡崎　航大(3) ｵｶｻﾞｷ ｺｳﾀ 男子 290941017 男子小学 １００ｍ



Page:4
2022/04/28 15:51 

第１３回山田隆記念陸上競技大会
主　管:奈良市陸上競技協会
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場

連番 都道府県 所属団体 No 氏名 カナ 性別 ＤＢ 出場種目１ 出場種目２ 出場種目３
313 奈　良 フィールドキッズ 0 久保田　豪(3) ｸﾎﾞﾀ ｺﾞｳ 男子 290941018 男子小学 １００ｍ
314 奈　良 フィールドキッズ 0 竹田　遥人(3) ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 290941019 男子小学 １００ｍ
315 奈　良 フィールドキッズ 0 武田　一毅(3) ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 290941020 男子小学 １００ｍ
316 奈　良 フィールドキッズ 0 田村　薫(3) ﾀﾑﾗ ｶｵﾙ 男子 290941021 男子小学 １００ｍ
317 奈　良 フィールドキッズ 0 丹羽　優侍(3) ﾆﾜ ﾕｳｼﾞ 男子 290941022 男子小学 １００ｍ
318 奈　良 フィールドキッズ 0 福本　悠斗(3) ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 290941023 男子小学 １００ｍ
319 奈　良 フィールドキッズ 0 宮嵜　恒太朗(3) ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 男子 290941024 男子小学 １００ｍ
320 奈　良 フィールドキッズ 0 渡邉　水翔(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾅﾄ 男子 290941025 男子小学 １００ｍ
321 奈　良 フィールドキッズ 0 稲塚　由汰(2) ｲﾅﾂｶ ﾕｳﾀ 男子 290941026 男子小学 １００ｍ
322 奈　良 フィールドキッズ 0 柿沼　旬(2) ｶｷﾇﾏ ｼｭﾝ 男子 290941027 男子小学 １００ｍ
323 奈　良 フィールドキッズ 0 弘田　一樹(2) ﾋﾛﾀ ｶｽﾞｷ 男子 290941028 男子小学 １００ｍ
324 奈　良 フィールドキッズ 0 山野　凌大(2) ﾔﾏﾉ ﾘｮｳﾀﾞｲ 男子 290941029 男子小学 １００ｍ
325 奈　良 フィールドキッズ 0 後藤　羚(1) ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 男子 290941030 男子小学 １００ｍ
326 奈　良 フィールドキッズ 0 高田　洸(1) ﾀｶﾀﾞ ｺｳ 男子 290941031 男子小学 １００ｍ
327 奈　良 フィールドキッズ 0 富山　太智(1) ﾄﾐﾔﾏ ﾀｲﾁ 男子 290941032 男子小学 １００ｍ
328 奈　良 フィールドキッズ 0 宮嵜　陽介(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 男子 290941033 男子小学 １００ｍ
329 奈　良 フィールドキッズ 0 池信　希咲(6) ｲｹﾉﾌﾞ ｷｻ 女子 290941034 女子小学 １００ｍ
330 奈　良 フィールドキッズ 0 小原　未宇(6) ｵﾊﾞﾗ ﾐｳ 女子 290941035 女子小学 １００ｍ
331 奈　良 フィールドキッズ 0 美田村　咲花(6) ﾐﾀﾑﾗ ｻﾜﾅ 女子 290941036 女子小学 １００ｍ
332 奈　良 フィールドキッズ 0 大竹　亜羽琳(5) ｵｵﾀｹ ｱｳﾘ 女子 290941037 女子小学 １００ｍ
333 奈　良 フィールドキッズ 0 柿沼　朱里(5) ｶｷﾇﾏ ｼﾞｭﾘ 女子 290941038 女子小学 １００ｍ
334 奈　良 フィールドキッズ 0 川上　彩恵(5) ｶﾜｶﾐ ｻｴ 女子 290941039 女子小学 １００ｍ
335 奈　良 フィールドキッズ 0 佐竹　笑瑚(5) ｻﾀｹ ﾆｺ 女子 290941040 女子小学 １００ｍ
336 奈　良 フィールドキッズ 0 橋川　珠空(5) ﾊｼｶﾜ ﾐﾝｸ 女子 290941041 女子小学 １００ｍ
337 奈　良 フィールドキッズ 0 藤山　咲来(5) ﾌｼﾞﾔﾏ ｻｷ 女子 290941042 女子小学 １００ｍ
338 奈　良 フィールドキッズ 0 三輪　安里(5) ﾐﾜ ｱﾝﾘ 女子 290941043 女子小学 １００ｍ
339 奈　良 フィールドキッズ 0 山下　咲菜(5) ﾔﾏｼﾀ ｻﾅ 女子 290941044 女子小学 １００ｍ
340 奈　良 フィールドキッズ 0 芦生　はんな(4) ｱｼｳ ﾊﾝﾅ 女子 290941045 女子小学 １００ｍ
341 奈　良 フィールドキッズ 0 足立　結海(4) ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾐ 女子 290941046 女子小学 １００ｍ
342 奈　良 フィールドキッズ 0 小川　零奈(4) ｵｶﾞﾜ ﾚﾅ 女子 290941047 女子小学 １００ｍ
343 奈　良 フィールドキッズ 0 酒井　菜帆(4) ｻｶｲ ﾅﾎ 女子 290941048 女子小学 １００ｍ
344 奈　良 フィールドキッズ 0 成冨　幸花(4) ﾅﾘﾄﾐ ｻﾁｶ 女子 290941049 女子小学 １００ｍ
345 奈　良 フィールドキッズ 0 井口　桜(3) ｲｸﾞﾁ ｻｸﾗ 女子 290941050 女子小学 １００ｍ
346 奈　良 フィールドキッズ 0 太田　麗(3) ｵｵﾀ ｳﾗﾗ 女子 290941051 女子小学 １００ｍ
347 奈　良 フィールドキッズ 0 栗田　梨央奈(2) ｸﾘﾀ ﾘｵﾅ 女子 290941052 女子小学 １００ｍ
348 奈　良 フィールドキッズ 0 長尾　芽依(2) ﾅｶﾞｵ ﾒｲ 女子 290941053 女子小学 １００ｍ
349 奈　良 フィールドキッズ 0 成冨　柚香(2) ﾅﾘﾄﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 290941054 女子小学 １００ｍ
350 奈　良 フィールドキッズ 0 菱井　紬季(2) ﾋｼｲ ﾂﾑｷﾞ 女子 290941055 女子小学 １００ｍ
351 奈　良 フィールドキッズ 0 広瀬　杏莉(2) ﾋﾛｾ ｱﾝﾘ 女子 290941056 女子小学 １００ｍ
352 奈　良 フィールドキッズ 0 山下　杏菜(2) ﾔﾏｼﾀ ｱﾝﾅ 女子 290941057 女子小学 １００ｍ
353 奈　良 フィールドキッズ 0 福本　紗和(1) ﾌｸﾓﾄ ｻﾜ 女子 290941058 女子小学 １００ｍ
354 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1205 小野　龍之介(3) ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 290942001 男子共通 ８００ｍ
355 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1208 川邉　悠暉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 290942002 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
356 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1215 濱田　大雅(3) ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 男子 290942003 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
357 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1216 林　春翔(1) ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 290942004 男子共通 １００ｍ 男子共通 ２００ｍ
358 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1217 樋口　歩(3) ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 男子 290942005 男子共通 ８００ｍ
359 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1219 福島　将貴(2) ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ 男子 290942006 男子共通 ４００ｍ
360 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1220 堀毛　雄翔(3) ﾎﾘｹ ﾕｳﾄ 男子 290942007 男子共通 ８００ｍ 男子共通 ３０００ｍ
361 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1221 増田　和暉(2) ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 290942008 男子共通 ３０００ｍ
362 奈　良 鴻ノ池SC(中) 1222 三浦　康貴(3) ﾐｳﾗ ｺｳｷ 男子 290942009 男子共通 １００ｍ
363 奈　良 鴻ノ池SC(中) 576 大友　絢(1) ｵｵﾄﾓ ｱﾔ 女子 290942010 女子共通 １００ｍ
364 奈　良 鴻ノ池SC(中) 577 久保　希(1) ｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 女子 290942011 女子共通 １００ｍ
365 奈　良 鴻ノ池SC(中) 580 佐伯　有衣琳(1) ｻｴｷ ｱｲﾘ 女子 290942012 女子共通 １００ｍ
366 奈　良 鴻ノ池SC(中) 584 藤原　奈桜(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵ 女子 290942013 女子共通 ８００ｍ
367 奈　良 鴻ノ池SC(小) 0 德田　郁(5) ﾄｸﾀﾞ ｲｸ 女子 290945001 女子小学 １００ｍ
368 奈　良 鴻ノ池SC(小) 0 鳥井　心乃(5) ﾄﾘｲ ｺｺ 女子 290945002 女子小学 １００ｍ
369 奈　良 鴻ノ池SC(小) 0 佐伯　心南(5) ｻｴｷ ｺｺﾅ 女子 290945003 女子小学 １００ｍ
370 奈　良 鴻ノ池SC(小) 0 春名　葵生(4) ﾊﾙﾅ ｷｷ 女子 290945004 女子小学 １００ｍ
371 奈　良 鴻ノ池SC(小) 0 野殿　岳(6) ﾉﾄﾞﾉ ﾀｹﾙ 男子 290945005 男子小学 １００ｍ
372 奈　良 鴻ノ池SC(小) 0 林　颯大(5) ﾊﾔｼ ｿｳﾀﾞｲ 男子 290945006 男子小学 １００ｍ
373 奈　良 鴻ノ池SC(小) 0 髙木　大地(5) ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 290945007 男子小学 １００ｍ
374 奈　良 三碓小 0 福島　百葉(6) ﾌｸｼﾏ ﾓﾓﾊ 女子 290963001 女子小学 １００ｍ


