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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
67 107 中村　健心(3) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 田原本北中 11.44 1
71 119 河島　大翔(3) ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 富雄南中 11.57 2
93 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 11.70 3
50 67 下村　亮太(2) ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 11.88 4
68 113 大倉　悠慎(3) ｵｵｸﾗ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 11.90 5
96 137 西川　瑞基(3) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 11.99 6
143 1208 川邉　悠暉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.00 7
48 67 菊池　晴?(2) ｷｸﾁ ｾﾅ 男子 奈　良 広陵中 12.02 8
29 46 梅垣　航大(2) ｳﾒｶﾞｷ ｺｳﾀ 男子 奈　良 三郷中 12.09 9
52 67 吉岡　誠将(2) ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 12.12 10
99 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.12 11
146 131 中川　翔志(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 奈　良 三笠中 12.12 12
31 51 石川　幸寛(2) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 12.13 13
94 137 今岡　雅俊(3) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.21 14
51 67 前側　健介(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 12.22 15
132 173 寺岡 蒼空(2) ﾃﾗｵｶ ｿﾗ 男子 奈　良 八木中 12.23 16
13 218 今井　剛琉(2) ｲﾏｲ ﾀｹﾙ 男子 京　都 北城陽中 12.26 17
95 137 代田　琥太郎(3) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.27 18
72 119 小林　礼穏(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵﾝ 男子 奈　良 富雄南中 12.30 19
110 161 宮岡　直澄(2) ﾐﾔｵｶ ﾅｵｽﾞﾐ 男子 奈　良 郡山中 12.34 20
147 131 大槻　陽翔(2) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 12.40 21
145 1216 林　春翔(1) ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.44 22
100 137 松永　啓汰(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.45 23
111 161 田口　耕輔(2) ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 12.50 24
148 131 梶本　颯生(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 奈　良 三笠中 12.52 25
2 25 小西　倭(2) ｺﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 西城陽中 12.58 26
69 113 川口　慶太(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 12.60 27
150 131 松山　拡樹(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 三笠中 12.65 28
85 120 植田　翔海(2) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 伏見中 12.67 29
3 28 西田　陽登(2) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 12.68 30

154 131 藪本　欧青(1) ﾔﾌﾞﾓﾄ ｵｳｾｲ 男子 奈　良 三笠中 12.68 31
104 137 西山　陽翔(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.70 32
129 173 北浦 陸玖(2) ｷﾀｳﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 八木中 12.71 33
19 218 長谷川　開士(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾄ 男子 京　都 北城陽中 12.74 34
56 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 12.74 35
18 218 奥村　風雅(1) ｵｸﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 男子 京　都 北城陽中 12.76 36
20 218 甲田　京誠(2) ｺｳﾀﾞ ｷｮｳｾｲ 男子 京　都 北城陽中 12.76 37
21 44 谷山　隼(2) ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上中学 12.78 38
7 32 矢野　尚隼(2) ﾔﾉ ﾅｵﾄ 男子 京　都 西城陽中 12.80 39

120 173 古家 伊織(1) ｺｲｴ ｲｵﾘ 男子 奈　良 八木中 12.81 40
109 137 渡邉　尚太(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.82 41
131 173 清水 大翔(2) ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 八木中 12.85 42
114 161 磯部　春太(2) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 郡山中 12.86 43
9 3 木村　友哉(1) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽中 12.90 44
22 44 藤井　樹生(2) ﾌｼﾞｲ ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 12.90 45
70 113 木下　裕貴(3) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 12.90 46
119 173 河内 瞭(1) ｶﾜﾁ ﾘｮｳ 男子 奈　良 八木中 12.92 47
49 67 嶋田　陽斗(2) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 広陵中 12.93 48
76 119 永松　陸(2) ﾅｶﾞﾏﾂ ﾘｸ 男子 奈　良 富雄南中 12.95 49
106 137 日浅　瑛護(1) ﾋｱｻ ｴｲｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.95 50
116 161 槇峰　遼馬(2) ﾏｷﾐﾈ ﾘｮｳﾏ 男子 奈　良 郡山中 12.96 51
149 131 竹内　唱人(2) ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾄ 男子 奈　良 三笠中 12.98 52
6 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 13.00 53
16 218 仲川　隼矢(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 男子 京　都 北城陽中 13.00 54
47 67 稲葉　励斗(2) ｲﾅﾊﾞ ﾊｸﾞﾄ 男子 奈　良 広陵中 13.04 55
134 230 中西 智哉(2) ﾅｶﾆｼ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.04 56
91 133 藤原　生弥(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｲｸﾔ 男子 奈　良 都南中 13.05 57
97 137 大家　光輝(2) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.07 58
1 22 奥　達哉(2) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 13.10 59
12 7 藤野　里空(1) ﾌｼﾞﾉ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽中 13.10 60
11 5 宅間　航大(1) ﾀｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽中 13.20 61
74 119 大門　真士(2) ﾀﾞｲﾓﾝ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 富雄南中 13.20 62
92 133 鳥井　晴日(1) ﾄﾘｲ ﾊﾙ 男子 奈　良 都南中 13.20 63
144 1240 山村　綾平(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.20 64
101 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.23 65
128 173 川澄 亮介(2) ｶﾜｽﾐ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 八木中 13.27 66
152 131 池田　海希(1) ｲｹﾀﾞ ｶｲｷ 男子 奈　良 三笠中 13.27 67
32 51 峯　憲伸(2) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 13.28 68
75 119 中谷　朔也(2) ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾔ 男子 奈　良 富雄南中 13.30 69
35 58 下　敏己(2) ｼﾓ ﾄｼｷ 男子 奈　良 香芝北中 13.34 70
98 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.35 71
58 107 田中　星光(2) ﾀﾅｶ ｾｲｱ 男子 奈　良 田原本北中 13.38 72
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61 107 村田　誠弥(2) ﾑﾗﾀ ｾｲﾔ 男子 奈　良 田原本北中 13.38 73
103 137 塩屋　聡慈(1) ｼｵﾔ ｿｳｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.39 74
53 107 遠藤　升太(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原本北中 13.49 75
4 29 橋本　瑛人(2) ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽中 13.50 76
14 218 北澤　知貴(2) ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 京　都 北城陽中 13.50 77
23 44 永原　海翔(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 男子 奈　良 上中学 13.50 78
81 119 野村　勇喜(1) ﾉﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 富雄南中 13.50 79
121 173 小林 侑聖(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 八木中 13.52 80
153 131 井上　瑛人(1) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 男子 奈　良 三笠中 13.54 81
40 67 秋山　照瑛(1) ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 広陵中 13.55 82
151 131 吉田　創一(2) ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁ 男子 奈　良 三笠中 13.56 83
135 230 竹内 悠真(1) ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.63 84
27 46 宮﨑　信乃輔(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 三郷中 13.67 85
43 67 南　隼人(1) ﾐﾅﾐ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 広陵中 13.68 86
34 58 髙橋　賢真(2) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 香芝北中 13.69 87
26 46 中瀬　航(1) ﾅｶｾ ｺｳ 男子 奈　良 三郷中 13.70 88
80 119 名越　悠貴(1) ﾅｺﾞｼ ﾕｳｷ 男子 奈　良 富雄南中 13.70 89
57 107 園田　蓮斗(2) ｿﾉﾀﾞ ﾚﾝﾄ 男子 奈　良 田原本北中 13.71 90
59 107 松本　琉生(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 13.71 91
105 137 野々垣　遙高(1) ﾉﾉｶﾞｷ ﾊﾙﾀｶ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.81 92
60 107 吉原　征哉(2) ﾖｼﾊﾗ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本北中 13.84 93
88 133 早水　俊喜(1) ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｭﾝｷ 男子 奈　良 都南中 13.86 94
24 44 綾野　壮真(2) ｱﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 奈　良 上中学 13.87 95
38 58 寺戸　翔大(2) ﾃﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 13.88 96
54 107 兼島　礼(2) ｶﾈｼﾏ ﾚｲ 男子 奈　良 田原本北中 13.96 97
45 67 村上　瞬介(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 13.97 98
115 161 中井　陽翔(2) ﾅｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 郡山中 13.98 99
39 58 栗巣　寿大(1) ｸﾘｽ ｼﾞｭｴﾙ 男子 奈　良 香芝北中 13.99 100
90 133 森岡　功有(1) ﾓﾘｵｶ ｸｳｱ 男子 奈　良 都南中 13.99 101
10 4 坂下　瞬大(1) ｻｶｼﾀ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 西城陽中 14.00 102
28 46 東　昊輝(1) ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 三郷中 14.00 103
73 119 末吉　海翔(2) ｽｴﾖｼ ｶｲﾄ 男子 奈　良 富雄南中 14.00 104
77 119 中村　大和(2) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 富雄南中 14.00 105
78 119 山下　晃輝(2) ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 富雄南中 14.00 106
82 119 藤川　大地(1) ﾌｼﾞｶﾜ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 富雄南中 14.00 107
87 128 山崎　暉斗(2) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 二名中 14.00 108
33 51 八重川　悠介(2) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 14.08 109
118 173 川田 継人(1) ｶﾜﾀ ｹｲﾄ 男子 奈　良 八木中 14.10 110
41 67 草田　悠智(1) ｸｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 広陵中 14.18 111
62 107 池田　凌(1) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 田原本北中 14.19 112
84 119 山本　隆太郎(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 富雄南中 14.20 113
112 161 櫻井　恵太(2) ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ 男子 奈　良 郡山中 14.21 114
122 173 坂本 輝歩星(1) ｻｶﾓﾄ ｷｱﾗ 男子 奈　良 八木中 14.21 115
42 67 西山　碧斗(1) ﾆｼﾔﾏ ｱｵﾄ 男子 奈　良 広陵中 14.31 116
117 173 上田 直也(1) ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 男子 奈　良 八木中 14.32 117
130 173 米田 有輝(2) ｺﾒﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 八木中 14.32 118
89 133 勝瀬　優心(1) ｶﾂｾ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 都南中 14.33 119
25 44 村島　夕星(1) ﾑﾗｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 上中学 14.36 120
15 218 高橋　悠馬(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 京　都 北城陽中 14.40 121
83 119 松場　光汰(1) ﾏﾂﾊﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 富雄南中 14.40 122
37 58 大森　宏一(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 14.46 123
17 218 蔦谷　龍斗(2) ﾂﾀﾔ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 北城陽中 14.50 124
44 67 村井　大希(1) ﾑﾗｲ ﾀｲｷ 男子 奈　良 広陵中 14.51 125
64 107 中　大地(1) ﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 田原本北中 14.52 126
123 173 島津 純平(1) ｼﾏﾂﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 八木中 14.57 127
55 107 木村　龍人(2) ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 14.77 128
66 107 吉中　豪(1) ﾖｼﾅｶ ｺﾞｳ 男子 奈　良 田原本北中 14.89 129
124 173 髙瀨 総真(1) ﾀｶｾ ｿｳﾏ 男子 奈　良 八木中 14.89 130
5 30 平島　滉太郎(2) ﾋﾗｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽中 14.90 131
30 51 日賀井　瑛太(1) ﾋｶﾞｲ ｴｲﾀ 男子 奈　良 都祁中 14.92 132
36 58 丸野　壱倖(2) ﾏﾙﾉ ｲｯｻ 男子 奈　良 香芝北中 14.93 133
8 2 片山　瑛斗(1) ｶﾀﾔﾏ ｴｲﾄ 男子 京　都 西城陽中 15.00 134
65 107 堀川　慶司(1) ﾎﾘｶﾜ ｹｲｼﾞ 男子 奈　良 田原本北中 15.00 135
79 119 金田　志優(1) ｶﾈﾀ ｼｭｳ 男子 奈　良 富雄南中 15.00 136
86 128 網野　拓海(2) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 二名中 15.00 137
127 173 芦原 廉斗(2) ｱｼﾊﾗ ﾚﾝﾄ 男子 奈　良 八木中 15.00 138
133 230 加藤　翔太(2) ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 15.18 139
126 173 藤井 律(1) ﾌｼﾞｲ ﾘﾂ 男子 奈　良 八木中 15.20 140
138 230 西尾　惺天(1) ﾆｼｵ ｾﾗ 男子 奈　良 斑鳩南中 15.24 141
46 67 弓場　一樹(1) ﾕﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 広陵中 15.41 142
125 173 直本 丈瑠(1) ﾅｵﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 八木中 16.00 143
141 230 本田　陽大(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 16.54 144
142 230 大西　由祐(1) ｵｵﾆｼ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 斑鳩南中 16.72 145
136 230 喜多 祐陽(1) ｷﾀ ﾕｳﾋ 男子 奈　良 斑鳩南中 16.78 146
63 107 辰巳　凌埜(1) ﾀﾂﾐ ﾘｮｳﾔ 男子 奈　良 田原本北中 17.64 147
113 161 松井　光輝(2) ﾏﾂｲ ｺｳｷ 男子 奈　良 郡山中 17.99 148
102 137 汲田　雅陽(1) ｸﾐﾀ ﾏｻﾊﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 149
107 137 村田　有一郎(1) ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 150
108 137 安池　優志(1) ﾔｽｲｹ ﾕｳｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 151
137 230 岡山　誠司(1) ｵｶﾔﾏ ｾｲｼﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 152
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************************************************
* 男子中学1日目 １００ｍ *
************************************************
154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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
139 230 武田　遥斗(1) ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 153
140 230 今村　颯太(1) ｲﾏﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 154

********************************************************************
* 男子中学1日目 １１０ｍＨ(0.914m) *
********************************************************************
13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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 16.21 1
8 58 戸石　業人(2) ﾄｲｼ ﾅﾘﾄ 男子 奈　良 香芝北中 16.43 2
2 28 西田　陽登(2) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 16.47 3
6 46 黒住　太一(2) ｸﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 三郷中 16.67 4
7 51 石川　幸寛(2) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 16.74 5
5 44 藤井　樹生(2) ﾌｼﾞｲ ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 17.20 6
1 22 奥　達哉(2) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 18.40 7
13 173 田中 一颯(2) ﾀﾅｶ ｲｯｻ 男子 奈　良 八木中 18.52 8
11 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 19.22 9
3 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 20.00 10
4 4 坂下　瞬大(1) ｻｶｼﾀ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 西城陽中 20.50 11
9 67 菊池　晴?(2) ｷｸﾁ ｾﾅ 男子 奈　良 広陵中 12
12 137 渡邉　尚太(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 13

********************************************
* 男子中学1日目 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 51 峯　憲伸(2) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 3m00 1
3 51 八重川　悠介(2) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 2m80 2
4 230 井元 香太郎(2) ｲﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 斑鳩南中 2m70 3
1 51 日賀井　瑛太(1) ﾋｶﾞｲ ｴｲﾀ 男子 奈　良 都祁中 2m10 4
6 230 小西　伸吾(1) ｺﾆｼ ｼﾝｺﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 1m80 5
5 230 東條 颯介(2) ﾄｳｼﾞｮｳ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 斑鳩南中 6

************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
201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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
174 1148 辻中　悠河(4) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ 男子 京　都 大阪国際大 10.40 1
173 1176 杉田　想一郎(3) ｽｷﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 大阪国際大 10.60 2
167 1185 二井 悠太(3) ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 大阪国際大 10.63 3
169 1188 山本 稔太(3) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾀ 男子 大　阪 大阪国際大 10.68 4
185 1702 井口　義人(6) ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 京都府立医科大 10.71 5
140 1886 佐々木　宏晃(M2) ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 男子 滋　賀 京都工芸繊維大 10.72 6
106 521 松宮　武蔵(2) ﾏﾂﾐﾔ ﾑｻｼ 男子 奈　良 奈良育英高 10.74 7
200 1287 平尾　裕希(9) ﾋﾗｵ ﾕｳｷ 男子 千　葉 東亜道路工業 10.75 8
138 1798 木村　天南(2) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 京都産業大 10.81 9
192 1500 山中　聡一郎(4) ﾔﾏﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 京都橘大 10.85 10
102 513 田原　歩睦(3) ﾀﾊﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 奈良育英高 10.86 11
170 1180 中間 雅人(3) ﾅｶﾏ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 10.90 12
107 522 松井 勇翔(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 10.97 13
139 1863 安井　涼(3) ﾔｽｲ ﾘｮｳ 男子 奈　良 京都工芸繊維大 10.99 14
143 1857 栗山　玲温(3) ｸﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ 男子 京　都 京都工芸繊維大 10.99 15
86 3785 西本　光汰(9) ﾆｼﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 大　阪 Across 11.00 16
189 1343 松本　光司(5) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 大　阪 大阪医科薬科大 11.00 17
199 1494 佐々木 諒(9) ｻｻｷ ﾘｮｳ 男子 大　阪 スターヒルズ 11.00 18
150 2017 杉浦　宏我(1) ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 大阪公立大 11.03 19
166 1166 石井 克樹(3) ｲｼｲ ｶﾂｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.06 20
198 1470 杢家 弘樹(9) ﾓｯｶ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 スターヒルズ 11.07 21
33 2279 建口　愛斗(2) ﾀﾃｸﾞﾁ ｱｲﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.08 22
193 4380 山口　恭平(9) ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 男子 愛　知 POWERMAX 11.08 23
161 1186 前川 樹 (3) ﾏｴｶﾜ ｲﾂｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.09 24
34 2322 山﨑　翔(3) ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 京　都 西城陽高 11.10 25
82 2715 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 辰野 11.11 26
75 2667 松浦　大悟(9) ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 京　都 立命館大学陸上競技同 11.15 27
159 1139 石塚 友貴(4) ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｷ 男子 滋　賀 大阪国際大 11.16 28
79 1129 濱　宏平(9) ﾊﾏ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 アトレティカ 11.17 29
109 524 原　駿翔(1) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 11.19 30
2 106 石塚　春輝(9) ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｷ 男子 滋　賀 HST 11.20 31

163 1206 古谷 皆人(2) ﾌﾙﾀﾆ ﾐﾅﾄ 男子 京　都 大阪国際大 11.20 32
16 2251 井上　嵩二朗(1) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11.21 33
58 2230 寺下　健治(9) ﾃﾗｼﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 京　都 Soleil.AC 11.21 34
165 1211 宗石 悠希(2) ﾑﾈｲｼ ﾕｳｷ 男子 高　知 大阪国際大 11.21 35
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************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
201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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
31 2271 藤井 暖(3) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.22 36
59 2666 田村　優介(3) ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.24 37
77 1130 西岡　勇人(9) ﾆｼｵｶ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 アトレティカ 11.25 38
60 2602 井本　恭輔(2) ｲﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.26 39
65 1484 角田　陽都(2) ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 11.27 40
105 520 福本　陽己(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.29 41
84 1447 上谷　意織　　(9) ｳｴﾀﾆ ｲｵﾘ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.30 42
132 238 角田　龍(4) ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 関西大 11.30 43
136 2252 西岡　貴星翔(1) ﾆｼｵｶ ｷﾗﾄ 男子 大　阪 関西大 11.30 44
158 2094 藤本　真吾(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 男子 京　都 佛教大 11.30 45
104 518 戸島　清太(2) ﾄｼﾏ ｾｲﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 11.31 46
3 100 松村　翔(9) ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳ 男子 滋　賀 HST 11.32 47

141 2351 森川　敬友(1) ﾓﾘｶﾜ ｹｲｽｹ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.34 48
62 4522 田原　奏太朗(2) ﾀﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ 男子 京　都 京都橘高 11.35 49
24 2267 秦野　暁人(1) ﾊﾀﾉ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.36 50
51 2656 由良　旺雅(1) ﾕﾗ ｵｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高 11.36 51
36 1666 清水　悠平(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 11.38 52
154 2212 宮本　奨大(1) ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.38 53
162 1179 中野 隼(3) ﾅｶﾉ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 大阪国際大 11.38 54
179 2322 藤原　健跳(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 奈良教育大 11.38 55
18 2254 米澤　樹(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽高 11.39 56
76 147 大塚　雅也(9) ｵｵﾂｶ ﾏｻﾔ 男子 大　阪 KURC 11.40 57
78 1118 上田　達也(9) ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 アトレティカ 11.40 58
103 517 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 11.40 59
135 309 辺見　俊輝(2) ﾍﾝﾐ ﾄｼｷ 男子 福　井 関西大 11.40 60
152 1121 中川　翔太(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.40 61
164 1197 呉原 昌希(2) ｸﾚﾊﾗ ｼｮｳｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.40 62
176 1146 田崎　将真(4) ﾀｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 11.40 63
48 2078 山崎　光(9) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 男子 京　都 Gloria.AC 11.43 64
196 95 早川　佳佑(4) ﾊﾔｶﾜ ｹｲｽｹ 男子 愛　知 愛知大 11.43 65
89 157 福岡　大生(9) ﾌｸｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 兵　庫 NMR 11.44 66
90 360 森澤　祐介(9) ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 NMR 11.44 67
14 2280 成田 天馬(2) ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 西城陽高 11.45 68
133 277 伊藤　大晟(3) ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 関西大 11.45 69
12 2275 小寺 奏多(2) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 11.47 70
11 2274 小口 遥大(2) ｺｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 西城陽高 11.48 71
22 2259 左近充　武人(1) ｻｺﾝｼﾞｭｳ ﾀｹﾄ 男子 京　都 西城陽高 11.48 72
26 2262 宮野　佑生(1) ﾐﾔﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 11.48 73
91 3577 仙石 樹(9) ｾﾝｺﾞｸ ｲﾂｷ 男子 兵　庫 復刻AC 11.48 74
171 1192 伊崎　健太郎(2) ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 大阪国際大 11.48 75
66 1477 亀石 理穏(2) ｶﾒｲｼ ﾘｵﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 11.49 76
15 2281 畚野 湧成(2) ﾌｺﾞﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 11.50 77
134 269 櫻井　健太(3) ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 関西大 11.50 78
157 2095 齋藤　拳(1) ｻｲﾄｳ ｹﾝ 男子 和歌山 佛教大 11.50 79
177 1230 濱田　竜宣(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｷ 男子 大　阪 大阪国際大 11.50 80
178 1178 田中　大督(3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 大阪国際大 11.50 81
186 1245 田中　大貴(3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 大和大 11.50 82
188 1312 岡本　涼(4) ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 大　阪 阪南大 11.50 83
94 550 木村　公響(1) ｷﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 王寺工業高 11.51 84
142 1865 山本　想真(3) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 男子 大　阪 京都工芸繊維大 11.51 85
187 1313 亀川　凌汰(4) ｶﾒｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 阪南大 11.58 86
85 1440 富田　尊博(9) ﾄﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.59 87
92 128 淵田　翔(2) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 奈　良 二名中 11.60 88
129 733 川崎　玲央(3) ｶﾜｻｷ ﾚｵ 男子 京　都 京都大 11.60 89
137 2264 山本　郁斗(1) ﾔﾏﾓﾄ ｲｸﾄ 男子 大　阪 関西大 11.60 90
197 1190 中谷　太一(4) ﾅｶﾔ ﾀｲﾁ 男子 愛　知 愛知大 11.60 91
130 2428 岡田　雅也(1) ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 男子 京　都 京都大 11.62 92
32 2329 吉岡　涼夏(3) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 11.63 93
50 2653 亀井　舜(9) ｶﾒｲ ｼｭﾝ 男子 京　都 SFIDA.AC 11.63 94
181 2330 寺本　翔(1) ﾃﾗﾓﾄ ｶｹﾙ 男子 兵　庫 奈良教育大 11.65 95
118 151 多郷　欣優(2) ﾀｺﾞｳ ﾖｼﾏｻ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.66 96
131 678 芦田　開(M2) ｱｼﾀﾞ ｶｲ 男子 京　都 京都大 11.66 97
116 148 岡田　航弥(2) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.67 98
191 1503 吉田　勇(4) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 男子 京　都 京都橘大 11.68 99
108 523 岡西　璃輝(1) ｵｶﾆｼ ﾘｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.69 100
72 1483 池永　唯人(2) ｲｹﾅｶﾞﾕｲﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 11.70 101
98 354 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.70 102
145 1861 櫻井　春誓(3) ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾁ 男子 北海道 京都工芸繊維大 11.70 103
201 364 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.70 104
190 1347 谷口　遼(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪医科薬科大 11.72 105
57 2697 辻本　昊聖(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｾｲ 男子 京　都 南陽高 11.73 106
111 647 竹内　芳樹(1) ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.77 107
151 1118 山﨑　奨(2) ﾔﾏｻｷ ﾀｽｸ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.80 108
156 2100 岡本　啓志(1) ｵｶﾓﾄ ｹｲｼ 男子 京　都 佛教大 11.80 109
61 2322 須田　勇太(2) ｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.81 110
9 2283 堀 幹太朗(2) ﾎﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11.83 111
17 2252 岡田　航(1) ｵｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.84 112
27 2264 村瀬　悠月(1) ﾑﾗｾ ﾕﾂﾞｷ 男子 京　都 西城陽高 11.89 113
83 1464 新居　秀明(9) ﾆｲ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.89 114
113 650 吉村　陽(1) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙ 男子 奈　良 奈良育英高 11.90 115
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************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
201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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
147 1632 西村　知朗(2) ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾛｳ 男子 京　都 京都府立大 11.90 116
153 1122 長島　聖(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.90 117
180 2331 永山　翔貴(1) ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳｷ 男子 奈　良 奈良教育大 11.90 118
63 4501 福田　悠翔(3) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京都橘高 11.95 119
1 3005 前野　貴昭() ﾏｴﾉ ﾀｶｱｷ 男子 滋　賀 滋賀陸協 11.96 120
7 2290 井上 創(2) ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 京　都 西城陽高 11.99 121
13 2277 阪上 弘貴(2) ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 男子 京　都 西城陽高 12.00 122
64 1479 田中 芳樹(2) ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 男子 京　都 北嵯峨高 12.00 123
87 1154 井上　翔大(9) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 Across 12.00 124
88 3461 本間　大亮(9) ﾎﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 Across 12.00 125
183 2326 貝出　智亮(1) ｶｲﾃﾞ ﾄﾓｱｷ 男子 奈　良 奈良教育大 12.00 126
184 2327 青谷　悠平(1) ｱｵﾀﾆ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 奈良教育大 12.00 127
122 630 米山　勇人(1) ﾖﾈﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.01 128
81 1137 呉　沢哲(9) ｵｳ ﾃｯﾁｮﾙ 男子 大　阪 アトレティカ 12.03 129
168 1175 坂本 高誼(3) ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 男子 高　知 大阪国際大 12.03 130
52 2657 黒田　大貴(1) ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 南陽高 12.05 131
93 1243 神野　洋介(9) ｼﾞﾝﾉ ﾖｳｽｹ 男子 奈　良 奈良陸協 12.08 132
99 359 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.08 133
23 2261 藤井　飛和(1) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 西城陽高 12.10 134
8 2278 﨑嶋 悠友(2) ｻｷｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.11 135

117 150 澤邊　風雅(2) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.13 136
182 2325 吉田　一貴(1) ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 奈良教育大 12.13 137
21 2258 小倉　叶夢(1) ｵｸﾞﾗ ﾄﾑ 男子 京　都 西城陽高 12.14 138
123 655 山口　翔真(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.14 139
6 2289 長尾 爽司(2) ﾅｶﾞｵ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 12.15 140
54 2660 日出　恭史郎(1) ﾋﾉﾃﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 京　都 南陽高 12.15 141
146 1866 萬治　周平(2) ﾏﾝｼﾞ ｼｭｳﾍｲ 男子 京　都 京都工芸繊維大 12.17 142
35 2284 前田　脩真(2) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 12.19 143
115 668 原　駿稀(1) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 奈　良 奈良育英高 12.20 144
100 361 宇山　周(1) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.29 145
125 127 板倉　啓太(2) ｲﾀｸﾗ ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 12.29 146
155 1751 安原　侑汰(2) ﾔｽﾊﾗ ﾕｳﾀ 男子 京　都 龍谷大 12.29 147
101 368 二階堂　進悟(1) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.30 148
194 3007 中溝　大介(9) ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 大阪マスターズ 12.30 149
55 2661 松山　和史(1) ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 南陽高 12.31 150
74 2441 中島　太郎(9) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾛｳ 男子 京　都 立命館大学陸上競技同 12.31 151
195 1271 大塚　友賀(9) ｵｵﾂｶ ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良陸協 12.31 152
53 2658 川端　泰成(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 南陽高 12.35 153
120 545 胎中　隆太(1) ﾀｲﾅｶ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.37 154
29 2266 下村　泰生(1) ｼﾓﾑﾗ ﾀｲｷ 男子 京　都 西城陽高 12.38 155
149 1304 平西　幸貴(2) ﾋﾗﾆｼ ｺｳｷ 男子 大　阪 大阪公立大 12.38 156
4 837 梅木　康孝(9) ｳﾒｷ ﾔｽﾀｶ 男子 滋　賀 湖南AC 12.39 157

114 651 山口　成琉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙ 男子 奈　良 奈良育英高 12.40 158
160 1207 本多 凌生(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 大阪国際大 12.40 159
172 1213 祐島　陸人(2) ﾕｳｼﾏ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 12.40 160
30 2301 平田　叶大(1) ﾋﾗﾀ ｶﾅﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 12.43 161
119 543 岡本　泰地(1) ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.43 162
97 673 藤岡　彰良(1) ﾌｼﾞｵｶ ｱｷﾗ 男子 奈　良 王寺工業高 12.44 163
175 2418 広瀬　祐大(1) ﾋﾛｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 大阪国際大 12.45 164
70 1493 水上　惠介(1) ﾐｽﾞｶﾐ ｹｲｽｹ 男子 京　都 北嵯峨高 12.46 165
67 1481 阿久津 蓮(2) ｱｸﾂ ﾚﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 12.50 166
68 1485 亀田　昇吾(2) ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 北嵯峨高 12.50 167
121 625 巽　悠祇(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｼ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.50 168
148 2025 田中　昇一(1) ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁ 男子 奈　良 大阪産業大 12.50 169
144 2353 東　洸生(1) ｱｽﾞﾏ ｺｳｾｲ 男子 京　都 京都工芸繊維大 12.51 170
20 2257 粟野　翔貴(1) ｱﾜﾉ ｼｮｳｷ 男子 京　都 西城陽高 12.57 171
110 525 花岡　拓実(1) ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 奈良育英高 12.59 172
69 1489 加藤　烈(2) ｶﾄｳ ﾚﾂ 男子 京　都 北嵯峨高 12.60 173
112 649 中矢　大翔(1) ﾅｶﾔ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 12.60 174
28 2269 森　悠介(1) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 西城陽高 12.70 175
71 1492 土井　力哉(1) ﾄﾞｲ ﾘｷﾔ 男子 京　都 北嵯峨高 12.83 176
56 2668 平川　雄大(1) ﾋﾗｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 南陽高 12.99 177
124 783 塩山　源大(1) ｼｵﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ 男子 奈　良 奈良大附属高 13.10 178
96 670 生田　詩音(1) ｲｸﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 王寺工業高 13.46 179
128 1323 大原　泰志(1) ｵｵﾊﾗ ﾀｲｼ 男子 奈　良 KOYO A.C. 13.50 180
95 669 飯田　陽翔(1) ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 王寺工業高 13.77 181
73 1480 西村　達樹(2) ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ 男子 京　都 北嵯峨高 14.00 182
126 1298 青木　重憲(9) ｱｵｷ ｼｹﾞﾉﾘ 男子 奈　良 KOYO A.C. 15.00 183
127 1326 西口　響(2) ﾆｼｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 男子 奈　良 KOYO A.C. 16.00 184
5 2288 浜辺 恵吾(2) ﾊﾏﾍﾞ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 185
10 2285 山下 晃弘(2) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 186
19 2255 筑紫　公秀(1) ﾂｸｼ ｷﾐﾋﾃﾞ 男子 京　都 西城陽高 187
25 2268 岩崎　壱星(1) ｲﾜｻｷ ｲｯｾｲ 男子 京　都 西城陽高 188
37 1676 大渡　傳人(1) ｵｵﾜﾀﾘ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 北稜高 189
38 1680 鈴木　煌雅(1) ｽｽﾞｷ ｺｳｶﾞ 男子 京　都 北稜高 190
39 1678 木曽尾　光星(1) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 191
40 1688 笹井　透真(1) ｻｻｲ ﾄｳﾏ 男子 京　都 北稜高 192
41 1679 栗山　晄輔(1) ｸﾘﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 京　都 北稜高 193
42 1686 松山　陸(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 男子 京　都 北稜高 194
43 1685 角川　遼(1) ｽﾐｶﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 195
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44 1684 武内　宙輝(1) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 男子 京　都 北稜高 196
45 1683 山﨑　蒼太(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 197
46 1687 小松　駿太(1) ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 北稜高 198
47 1682 山代　壱意(1) ﾔﾏｼﾛ ｲﾁｲ 男子 京　都 北稜高 199
49 4158 菊地　憧(9) ｷｸﾁ ｼｮｳ 男子 京　都 Gloria.AC 200
80 3751 末道　洸希(9) ｽｴﾐﾁ ｺｳｷ 男子 大　阪 アトレティカ 201

********************************************************************************
* 男子高校・一般1日目 １１０ｍＨ(1.067m) *
********************************************************************************
18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 2289 長尾 爽司(2) ﾅｶﾞｵ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 12.43 1
15 3577 仙石 樹(9) ｾﾝｺﾞｸ ｲﾂｷ 男子 兵　庫 復刻AC 14.82 2
5 2256 高橋　歩夢(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 男子 京　都 西城陽高 15.55 3
14 2715 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 辰野 15.65 4
16 738 五十嵐　聖(2) ｲｶﾗｼ ﾋｼﾞﾘ 男子 京　都 京都大 15.74 5
12 2696 山室　風雅(2) ﾔﾏﾑﾛ ﾌｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高 15.96 6
3 2278 﨑嶋 悠友(2) ｻｷｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽高 16.31 7
17 1751 安原　侑汰(2) ﾔｽﾊﾗ ﾕｳﾀ 男子 京　都 龍谷大 16.31 8
6 2260 永井　悠右(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 西城陽高 17.14 9
1 2286 辻野 真宙(2) ﾂｼﾞﾉ ﾏﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 18.64 10
4 2287 北島 伸一郎(2) ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11
7 2263 村田　泰輝(1) ﾑﾗﾀ ﾄｳｷ 男子 京　都 西城陽高 12
8 1672 鶴田　龍成(2) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 13
9 1680 鈴木　煌雅(1) ｽｽﾞｷ ｺｳｶﾞ 男子 京　都 北稜高 14
10 1679 栗山　晄輔(1) ｸﾘﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 京　都 北稜高 15
11 2660 日出　恭史郎(1) ﾋﾉﾃﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 京　都 南陽高 16
13 1487 北相模　蓮(2) ｷﾀｻｶﾞﾐ ﾚﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 17
18 2326 貝出　智亮(1) ｶｲﾃﾞ ﾄﾓｱｷ 男子 奈　良 奈良教育大 18

********************************************************
* 男子高校・一般1日目 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
6 648 山瀬　雄大(1) ﾔﾏｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈良育英高 4m20 1
3 2009 辻井　亮太(9) ﾂｼﾞｲ ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 アラキスポーツ 4m00 2
4 1478 三木　志門(2) ﾐｷ ｼﾓﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 3m80 3
7 655 山口　翔真(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 3m60 4
5 1491 竹井　大翔(1) ﾀｹｲ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 2m90 5
1 1677 川添　勇吹(1) ｶﾜｿﾞｴ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 北稜高 6
2 1681 中村　響大(1) ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳ 男子 京　都 北稜高 7

************************************************
* 女子中学1日目 １００ｍ *
************************************************
81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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
69 173 今西 菜緒(2) ｲﾏﾆｼ ﾅｵ 女子 奈　良 八木中 11.33 1
52 128 髙木　ハナコ(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 奈　良 二名中 12.50 2
1 5701 山口　華穂(3) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾎ 女子 滋　賀 多賀中 12.98 3
34 113 堀　亜実香(3) ﾎﾘ ｱﾐｶ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 13.07 4
40 119 藤井　夏子(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾂｺ 女子 奈　良 富雄南中 13.07 5
31 67 松井　奏澄(2) ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 13.17 6
16 46 北　ひより(2) ｷﾀ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 三郷中 13.18 7
41 119 ボクホベン　莉咲ジェ ﾎﾞｸﾎﾍﾞﾝ ﾘｻｼﾞｪｰﾝ 女子 奈　良 富雄南中 13.32 8
32 107 中村　千乃(2) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾉ 女子 奈　良 田原本北中 13.37 9
51 128 吉川　瑠依(3) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 二名中 13.50 10
6 218 菊岡　栞里(2) ｷｸｵｶ ｼｵﾘ 女子 京　都 北城陽中 13.60 11
59 161 山崎　琴音(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 13.76 12
19 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 13.79 13
5 218 覚幸　結香(2) ｶｸｺｳ ﾕｲｶ 女子 京　都 北城陽中 13.80 14
33 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 13.84 15
39 118 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 飛鳥中 13.89 16
58 133 有山　彩那(2) ｱﾘﾔﾏ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 都南中 13.95 17
28 67 蒲原　愛里(2) ｶﾏﾊﾗ ｱｲﾘ 女子 奈　良 広陵中 13.97 18
44 128 西尾　江梨佳(2) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 14.00 19
45 128 林　舞桜(2) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 奈　良 二名中 14.00 20
61 161 森田　由奈(2) ﾓﾘﾀ ﾕﾅ 女子 奈　良 郡山中 14.02 21
75 579 粉家　愛美(2) ｺﾔ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.06 22
68 173 今井 美沙希(2) ｲﾏｲ ﾐｻｷ 女子 奈　良 八木中 14.10 23
60 161 村田　沙奈(2) ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 女子 奈　良 郡山中 14.16 24
54 133 髙橋　穂椛(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 都南中 14.18 25
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************************************************
* 女子中学1日目 １００ｍ *
************************************************
81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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
55 133 北岡　万昊(2) ｷﾀｵｶ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 都南中 14.18 26
9 218 稲岡　瀬奈(1) ｲﾅｵｶ ｾﾅ 女子 京　都 北城陽中 14.20 27
42 119 辰巳　穂空(1) ﾀﾂﾐ ﾎﾉｱ 女子 奈　良 富雄南中 14.20 28
76 576 大友　絢(1) ｵｵﾄﾓ ｱﾔ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.22 29
37 113 江角　輝音(1) ｴｽﾐ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 14.26 30
73 230 荒牧 美羽(2) ｱﾗﾏｷ ﾐｳ 女子 奈　良 斑鳩南中 14.29 31
8 218 橋本　一花(2) ﾊｼﾓﾄ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 14.30 32
20 58 葛本　凛夏(1) ｸｽﾞﾓﾄ ﾘﾝｶ 女子 奈　良 香芝北中 14.32 33
2 1 窪田　莉奈(1) ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽中 14.38 34
3 2 平野　愛佳(1) ﾋﾗﾉ ｱｲｶ 女子 京　都 西城陽中 14.40 35
15 46 寺川　瑠唯(2) ﾃﾗｶﾞﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 三郷中 14.45 36
53 133 立花　紗彩(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔ 女子 奈　良 都南中 14.45 37
17 51 勝部　紗来(1) ｶﾂﾍﾞ ｻﾗ 女子 奈　良 都祁中 14.58 38
49 128 菅原　栞奈(1) ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 二名中 14.60 39
50 128 松野　由羽(1) ﾏﾂﾉ ﾕｳ 女子 奈　良 二名中 14.60 40
57 133 西森　埜乃(1) ﾆｼﾓﾘ ﾉﾉ 女子 奈　良 都南中 14.64 41
71 173 岡本 萌杏(2) ｵｶﾓﾄ ﾓｱ 女子 奈　良 八木中 14.67 42
13 44 駒井　和夏(1) ｺﾏｲ ﾜｶ 女子 奈　良 上中学 14.71 43
10 44 光枝　花歩(1) ﾐﾂｴﾀﾞ ｶﾎ 女子 奈　良 上中学 14.78 44
4 218 浅井　羚雫(2) ｱｻｲ ﾚﾅ 女子 京　都 北城陽中 14.80 45
47 128 長沼　莉子(1) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｺ 女子 奈　良 二名中 14.80 46
77 577 久保　希(1) ｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.95 47
43 119 松井　くるみ(1) ﾏﾂｲ ｸﾙﾐ 女子 奈　良 富雄南中 15.00 48
56 133 奈良　莉杏(1) ﾅﾗ ﾘｱﾝ 女子 奈　良 都南中 15.00 49
78 580 佐伯　有衣琳(1) ｻｴｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 15.02 50
30 67 橋本　莉乙(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 女子 奈　良 広陵中 15.07 51
38 113 西　暁帆(1) ﾆｼ ｱｷﾎ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 15.11 52
11 44 廣瀬　愛理(1) ﾋﾛｾ ｱｲﾘ 女子 奈　良 上中学 15.14 53
70 173 岩谷 咲季(2) ｲﾜﾀﾆ ｻｷ 女子 奈　良 八木中 15.20 54
81 131 谷澤　美羽(1) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾐｳ 女子 奈　良 三笠中 15.21 55
79 131 杉本　華凪(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 15.22 56
14 46 安原　美咲(1) ﾔｽﾊﾗ ﾐｻｷ 女子 奈　良 三郷中 15.28 57
22 67 池田 奈菜未(1) ｲｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 15.31 58
29 67 辰巳　穂乃歌(2) ﾀﾂﾐ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 広陵中 15.37 59
12 44 寺田　芽生(1) ﾃﾗﾀﾞ ﾒｲ 女子 奈　良 上中学 15.43 60
48 128 東谷　悠(1) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 15.50 61
23 67 笹井　晟愛(1) ｻｻｲ ｾﾅ 女子 奈　良 広陵中 15.59 62
25 67 野澤　彩良(1) ﾉｻﾞﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 広陵中 15.73 63
26 67 堀内　梨乃(1) ﾎﾘｳﾁ ﾘﾉ 女子 奈　良 広陵中 15.76 64
72 173 三橋 美月(2) ﾐﾂﾊｼ ﾐﾂﾞｷ 女子 奈　良 八木中 15.82 65
18 51 北出　陽咲(1) ｷﾀﾃﾞ ﾋｻｷ 女子 奈　良 都祁中 15.90 66
21 67 荒木　陽暖(1) ｱﾗｷ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 広陵中 15.92 67
80 131 三宅　真緒(1) ﾐﾔｹ ﾏｵ 女子 奈　良 三笠中 15.98 68
64 161 吉田　琴(3) ﾖｼﾀﾞ ｺﾄ 女子 奈　良 郡山中 15.99 69
24 67 田村　奈菜(1) ﾀﾑﾗ ﾅﾅ 女子 奈　良 広陵中 16.06 70
66 173 太 麻衣(1) ﾌﾄﾘ ﾏｲ 女子 奈　良 八木中 16.12 71
74 230 横田 心優(2) ﾖｺﾀ ﾐｳ 女子 奈　良 斑鳩南中 16.20 72
63 161 奥谷　夏光(3) ｵｸﾀﾆ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 郡山中 16.26 73
62 161 桝井　春美(3) ﾏｽｲ ﾊﾙﾐ 女子 奈　良 郡山中 16.50 74
65 173 上山 涼帆(1) ｳｴﾔﾏ ｽｽﾞﾎ 女子 奈　良 八木中 16.55 75
67 173 村井 陽菜乃(1) ﾑﾗｲ ﾋﾅﾉ 女子 奈　良 八木中 16.55 76
7 218 兒玉　一華(2) ｺﾀﾞﾏ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 17.00 77
27 67 向井　ひより(1) ﾑｶｲ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 広陵中 17.77 78
35 113 福本　千風優(2) ﾌｸﾓﾄ ﾁﾌﾕ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 79
36 113 粟木原　涼(1) ｱﾜｷﾊﾗ ﾘｮｳ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘中 80
46 128 立川　奈那(2) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 奈　良 二名中 81

********************************************************************
* 女子中学1日目 １００ｍＨ(0.762m) *
********************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 119 林　美央里(2) ﾊﾔｼ ﾐｵﾘ 女子 奈　良 富雄南中 15.41 1
3 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 15.42 2
7 119 幸前　杏奈(3) ｺｳｾﾞﾝ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 富雄南中 15.97 3
9 161 山崎　琴音(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 16.45 4
11 576 大友　絢(1) ｵｵﾄﾓ ｱﾔ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 17.02 5
10 173 槇尾 莉音(2) ﾏｷｵ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 八木中 17.03 6
1 46 瓜生　千乃(2) ｳﾘｳ ﾁﾉ 女子 奈　良 三郷中 17.07 7
5 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 17.24 8
6 118 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 飛鳥中 18.25 9
2 46 北　ひより(2) ｷﾀ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 三郷中 10
4 107 中村　千乃(2) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾉ 女子 奈　良 田原本北中 11
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************************************************************
* 女子高校・一般1日目 １００ｍ *
************************************************************
63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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
62 526 高橋　茉柚(1) ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ 女子 大　阪 大阪成蹊大学 11.84 1
30 7904 瀧野　未来(2) ﾀｷﾉ ﾐｸ 女子 京　都 京都橘高 11.88 2
31 7908 森本　海咲希(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ 女子 京　都 京都橘高 11.92 3
32 7906 福井　彩乃(2) ﾌｸｲ ｱﾔﾉ 女子 京　都 京都橘高 12.13 4
33 7914 河野　桃々(1) ｺｳﾉ ﾓﾓ 女子 京　都 京都橘高 12.16 5
63 529 菅原　真桜(1) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ 女子 宮　城 大阪成蹊大学 12.18 6
24 7922 和田　深蒼(3) ﾜﾀﾞ ﾐｻｵ 女子 京　都 京都橘高 12.22 7
34 7911 井関　梨乃(1) ｲｾｷ ﾘﾉ 女子 京　都 京都橘高 12.25 8
25 7905 寺下　玲奈(2) ﾃﾗｼﾀ ﾚﾅ 女子 京　都 京都橘高 12.27 9
7 6242 湫　実音(2) ﾇﾏ ﾐｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 12.30 10
60 524 黒田　結生(1) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ 女子 京　都 大阪成蹊大学 12.39 11
59 523 山根　千歩(1) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ 女子 広　島 大阪成蹊大学 12.40 12
10 6208 森井　彩月(1) ﾓﾘｲ ｻﾂｷ 女子 京　都 西城陽高 12.45 13
29 7903 小野田　菜七(2) ｵﾉﾀﾞ ﾅﾅ 女子 京　都 京都橘高 12.45 14
16 6230 村田　奈津実(3) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ 女子 京　都 西城陽高 12.46 15
58 522 宮崎　佳乃(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉ 女子 岐　阜 大阪成蹊大学 12.49 16
8 6237 上山　莉奈(2) ｳｴﾔﾏ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 12.56 17
27 7902 イベル　聖羅(2) ｲﾍﾞﾙ ｾﾗ 女子 京　都 京都橘高 12.62 18
55 321 三好　紗椰(3) ﾐﾖｼ ｻﾔ 女子 京　都 京都大 12.71 19
28 7901 伊佐　乃亜(2) ｲｻ ﾉｱ 女子 京　都 京都橘高 12.74 20
57 40 平尾　莉子(3) ﾋﾗｵ ﾘｺ 女子 兵　庫 園田学園女子大 12.78 21
26 7907 堀　彩里沙(2) ﾎﾘ ｱﾘｻ 女子 京　都 京都橘高 12.84 22
36 7912 楠　奈那(1) ｸｽﾉｷ ﾅﾅ 女子 京　都 京都橘高 12.95 23
39 7923 假屋　千佳(3) ｶﾘﾔ ﾁｶ 女子 京　都 京都橘高 13.00 24
61 525 石田　悠月(1) ｲｼﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 静　岡 大阪成蹊大学 13.00 25
17 6228 湫　真音(3) ﾇﾏ ﾏｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 13.02 26
47 3584 新藤　有夏(9) ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 女子 兵　庫 復刻AC 13.05 27
2 6243 向井　里莉(2) ﾑｶｲ ﾘﾘ 女子 京　都 西城陽高 13.07 28
9 6203 四方　るな(1) ｼｶﾀ ﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.07 29
38 7916 三好　優衣(1) ﾐﾖｼ ﾕｲ 女子 京　都 京都橘高 13.20 30
45 1119 佐下　亜未(9) ｻｶ ｱﾐ 女子 大　阪 アトレティカ 13.20 31
6 6236 上田　阿子(2) ｳｴﾀﾞ ｱｺ 女子 京　都 西城陽高 13.30 32
52 67 川口　愛央(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良学園登美ヶ丘高 13.30 33
53 323 森尾　美月(3) ﾓﾘｵ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 京都大 13.30 34
5 6241 中山　瑞佳(2) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｶ 女子 京　都 西城陽高 13.45 35
11 6206 三田井　希心(1) ﾐﾀｲ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 西城陽高 13.45 36
35 7915 橋本　舞(1) ﾊｼﾓﾄ ﾏｲ 女子 京　都 京都橘高 13.50 37
13 6205 辻井　理菜(1) ﾂｼﾞｲ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.53 38
54 907 中野　直子(2) ﾅｶﾉ ﾅｵｺ 女子 京　都 京都大 13.56 39
4 6238 北山　陽菜(2) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.58 40
43 5476 山村　咲喜(1) ﾔﾏﾑﾗ ｻｷ 女子 京　都 北嵯峨高 13.64 41
37 7913 合志　知優(1) ｺｳｼ ﾁﾋﾛ 女子 京　都 京都橘高 13.80 42
12 6202 佐尾山　雅奏(1) ｻｵﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 女子 京　都 西城陽高 13.81 43
56 906 平松　藍(1) ﾋﾗﾏﾂ ﾗﾝ 女子 京　都 京都大 13.83 44
41 5469 黒川　未結(2) ｸﾛｶﾜ ﾐﾕ 女子 京　都 北嵯峨高 13.86 45
48 249 尾﨑　彩華(2) ｵｻﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 奈良育英高 13.90 46
14 6204 谷村　日菜乃(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西城陽高 13.95 47
44 5470 彦惣　怜(2) ﾋｺｿｳ ﾚｲ 女子 京　都 北嵯峨高 14.00 48
1 6235 池田　ののか(2) ｲｹﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 14.02 49
50 313 夕田　珠来(1) ﾕｳﾀﾞ ﾐｸ 女子 奈　良 奈良育英高 14.22 50
51 354 小森　咲帆(1) ｺﾓﾘ ｻｷﾎ 女子 奈　良 奈良育英高 14.46 51
23 2682 佐藤　望(9) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 Soleil.AC 14.50 52
49 312 中井　琴葉(1) ﾅｶｲ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 奈良育英高 14.85 53
42 5472 志田　美遥(1) ｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 京　都 北嵯峨高 14.90 54
40 5475 玉生　芽依(1) ﾀﾏｷ ﾒｲ 女子 京　都 北嵯峨高 15.00 55
46 1143 中脇　千晶(9) ﾅｶﾜｷ ﾁｱｷ 女子 大　阪 アトレティカ 15.07 56
3 6239 筑紫 美月(2) ﾂｸｼ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 西城陽高 57
15 6207 三好　くるみ(1) ﾐﾖｼ ｸﾙﾐ 女子 京　都 西城陽高 58
18 5624 山田　碧美(1) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ 女子 京　都 北稜高 59
19 5626 今井　野々香(1) ｲﾏｲ ﾉﾉｶ 女子 京　都 北稜高 60
20 5621 山中　杏香(1) ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｶ 女子 京　都 北稜高 61
21 5627 荻野　凜子(1) ｵｷﾞﾉ ﾘﾝｺ 女子 京　都 北稜高 62
22 5625 湯浅　そよ葉(1) ﾕｱｻ ｿﾖﾖ 女子 京　都 北稜高 63

********************************************************************************
* 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) *
********************************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 6237 上山　莉奈(2) ｳｴﾔﾏ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 14.14 1
9 7902 イベル　聖羅(2) ｲﾍﾞﾙ ｾﾗ 女子 京　都 京都橘高 14.36 2
10 7901 伊佐　乃亜(2) ｲｻ ﾉｱ 女子 京　都 京都橘高 14.50 3
12 37 津田　妃茉里(3) ﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 14.76 4
15 1009 山名　彩香(1) ﾔﾏﾅ ｱﾔｶ 女子 兵　庫 関西大 15.28 5
11 7912 楠　奈那(1) ｸｽﾉｷ ﾅﾅ 女子 京　都 京都橘高 15.74 6
14 1024 平岡　雪乃(2) ﾋﾗｵｶ ﾕｷﾉ 女子 京　都 京都大 16.13 7
2 6241 中山　瑞佳(2) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｶ 女子 京　都 西城陽高 16.17 8
5 6205 辻井　理菜(1) ﾂｼﾞｲ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 17.03 9
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********************************************************************************
* 女子高校・一般1日目 １００ｍＨ(0.838m) *
********************************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
6 6231 石田　寧(3) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 17.84 10
4 6203 四方　るな(1) ｼｶﾀ ﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 17.95 11
13 70 北中　真央(2) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良大附属高 18.95 12
1 6235 池田　ののか(2) ｲｹﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 13
7 6232 松浦　真珠(3) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 14
8 5623 滝本　桜子(1) ﾀｷﾓﾄ ｻｸﾗｺ 女子 京　都 北稜高 15

********************************************************
* 女子高校・一般1日目 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
5 1231 日浦　遥(9) ﾋｳﾗ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 Yellow Poles 3m10 1
3 5473 横堀　紀凪(1) ﾖｺﾎﾞﾘ ｶｽﾞﾅ 女子 京　都 北嵯峨高 2m60 2
4 5474 田原　海花(1) ﾀﾊﾗ ﾐｶ 女子 京　都 北嵯峨高 2m00 3
1 5617 堀ノ内　香奈(3) ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾅ 女子 京　都 北稜高 4
2 5622 小松　和(2) ｺﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 北稜高 5
6 73 西田　和乃花(2) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 6

**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
365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 4721 中島 悠太(3) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ 男子 愛　知 TSM 11.14 1
1 4716 神谷 流星(3) ｶﾐﾔ ﾘｭｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 11.18 2

301 150 萩原　彪河(3) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 天理北中 11.20 3
52 25 安髙　琉乃介(2) ｱﾀﾞｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 山科中 11.31 4
302 150 小畑　仁人(3) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 11.38 5
278 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 11.57 6
271 128 淵田　翔(2) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 奈　良 二名中 11.60 7
351 131 佐々木　大樹(3) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 三笠中 11.68 8
9 8635 川田　明幸(2) ｶﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 愛　知 TSM岡崎 11.70 9

153 34 米田　侑生(3) ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 大淀中 11.70 10
10 8633 森川　陽介(3) ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｽｹ 男子 愛　知 TSM岡崎 11.72 11
191 63 濱口　彪峨(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 香芝西中 11.78 12
333 1187 橋川　青空(2) ﾊｼｶﾜ ｱｸｾ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 11.78 13
335 1191 菱本　嘉人(2) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 11.79 14
174 58 熊川　大翔(3) ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 香芝北中 11.84 15
323 184 柳　宗辰(3) ﾔﾅｷﾞ ｼｭｳﾀﾂ 男子 奈　良 桜井西中 11.86 16
220 67 下村　亮太(2) ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 11.88 17
338 1196 安川　義修(1) ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾏｻ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 11.89 18
202 65 村井　蓮(2) ﾑﾗｲ ﾚﾝ 男子 奈　良 香芝中 11.90 19
212 65 渡邉　拓(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 男子 奈　良 香芝中 11.90 20
140 134 前田　朔太朗(2) ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾀﾛｳ 男子 兵　庫 甲武中 11.95 21
176 58 中岡　亮太(3) ﾅｶｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 11.95 22
106 31 星野　百福(2) ﾎｼﾉ ﾓﾓﾌｸ 男子 京　都 寺戸中 11.96 23
2 4719 富成 煌暉(3) ﾄﾐﾅﾘ ｺｳｷ 男子 愛　知 TSM 11.97 24
15 4 吉宮　悠(2) ﾖｼﾐﾔ ﾕｳ 男子 京　都 立命館中 11.98 25
151 25 スマ－リー　はいだ(2 ｽﾏｰﾘｰ ﾊｲﾀﾞ 男子 奈　良 吉野中 12.00 26
343 1208 川邉　悠暉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 12.00 27
218 67 菊池　晴?(2) ｷｸﾁ ｾﾅ 男子 奈　良 広陵中 12.02 28
4 4728 浮田 兆 (1) ｳｷﾀ ｷｻﾞｼ 男子 愛　知 TSM 12.04 29

243 106 泉谷　礼哉(2) ｲｽﾞﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本中 12.04 30
324 184 大木　笙太郎(2) ｵｵｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 桜井西中 12.06 31
46 5 磯野　晃希(3) ｲｿﾉ ｺｳｷ 男子 京　都 洛北附属中 12.08 32
166 46 梅垣　航大(2) ｳﾒｶﾞｷ ｺｳﾀ 男子 奈　良 三郷中 12.09 33
133 882 出口 蒼涼(1) ﾃﾞｸﾞﾁ ｿｳｽｹ 男子 大　阪 住吉中 12.10 34
222 67 吉岡　誠将(2) ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 12.12 35
282 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.12 36
171 51 石川　幸寛(2) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 12.13 37
309 152 西村　優汰(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理西中 12.15 38
115 5 大澤　悠真(3) ｵｵｻﾜ ﾕｳﾏ 男子 京　都 南陽高附属中 12.19 39
93 218 今井　剛琉(2) ｲﾏｲ ﾀｹﾙ 男子 京　都 北城陽中 12.20 40
50 12 橋本　康希(3) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ 男子 京　都 山科中 12.21 41
279 137 今岡　雅俊(3) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.21 42
147 11 鍵本　優弥(2) ｶｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 御所中 12.22 43
221 67 前側　健介(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 12.22 44
342 1194 増成　岳瑠(2) ﾏｽﾅﾘ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 12.22 45
120 281 森　啓貴(3) ﾓﾘ ｹｲﾀ 男子 大　阪 高槻中 12.25 46
53 23 馬渕　璃羽(2) ﾏﾌﾞﾁ ﾘｳ 男子 京　都 山科中 12.26 47
28 14 小林　凛久(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 男子 京　都 西京附属中 12.29 48
29 16 中村　擢秀(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾎ 男子 京　都 西京附属中 12.29 49
51 15 松田　陸暉(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｷ 男子 京　都 山科中 12.30 50
132 882 星 千輝(2) ﾎｼ ｾﾝｷ 男子 大　阪 住吉中 12.30 51
175 58 岡　健斗(3) ｵｶ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 香芝北中 12.30 52
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**************************************
* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
365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 39 塩﨑　礼彬(3) ｼｵｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 男子 京　都 立命館中 12.34 53
315 161 宮岡　直澄(2) ﾐﾔｵｶ ﾅｵｽﾞﾐ 男子 奈　良 郡山中 12.34 54
311 157 山崎　大悟(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 12.35 55
61 43 荒木　翔(1) ｱﾗｷ ｼｮｳ 男子 京　都 山科中 12.37 56
21 20 岡田　真宥(3) ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 12.39 57
114 6 砂津　琉華(3) ｽﾅﾂﾞ ﾙｶ 男子 京　都 南陽高附属中 12.40 58
203 65 川畑　海晴(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 香芝中 12.40 59
312 157 田原　奏(2) ﾀﾊﾗ ｶﾅﾃﾞ 男子 奈　良 天理南中 12.40 60
352 131 大槻　陽翔(2) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 12.40 61
136 134 坂本　悠真(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 兵　庫 甲武中 12.41 62
245 106 山本　大翔(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 田原本中 12.45 63
99 20 中野　翔太(1) ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 寺戸中 12.48 64
316 161 田口　耕輔(2) ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 12.50 65
108 38 粟津　恭良(2) ｱﾜﾂﾞ ﾀｶﾗ 男子 京　都 寺戸中 12.51 66
353 131 梶本　颯生(2) ｶｼﾞﾓﾄ ﾊﾔｾ 男子 奈　良 三笠中 12.52 67
299 150 吉川　雄太(2) ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理北中 12.53 68
195 65 立岡　夢都(2) ﾀﾂｵｶ ﾕﾒﾄ 男子 奈　良 香芝中 12.55 69
82 25 小西　倭(2) ｺﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 西城陽中 12.58 70
68 88 古澤　心翔(2) ﾌﾙｻﾜ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 太秦中 12.60 71
70 88 北川　友悠(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 男子 京　都 太秦中 12.60 72
109 36 牧下　雅人(2) ﾏｷｼﾀ ﾏｻﾄ 男子 京　都 寺戸中 12.61 73
237 96 西前　英泰(1) ﾆｼﾏｴ ｴｲﾀ 男子 奈　良 片塩中 12.62 74
326 184 仲川　瑠輝(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾙｷ 男子 奈　良 桜井西中 12.65 75
354 131 松山　拡樹(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 三笠中 12.65 76
63 60 西田　凌久(2) ﾆｼﾀﾞ ﾘｸ 男子 京　都 樫原中 12.66 77
325 184 小倉　翔斗(2) ｺｸﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 桜井西中 12.66 78
265 120 植田　翔海(2) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 伏見中 12.67 79
83 28 西田　陽登(2) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 12.68 80
231 96 木村　正汰(1) ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 12.68 81
357 131 藪本　欧青(1) ﾔﾌﾞﾓﾄ ｵｳｾｲ 男子 奈　良 三笠中 12.68 82
290 137 西山　陽翔(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.70 83
91 209 吉田 陽太(1) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 久御山中 12.72 84
280 137 隠村　亮仁(3) ｵﾉﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.72 85
98 218 長谷川　開士(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾄ 男子 京　都 北城陽中 12.74 86
20 20 西岡　侑海(3) ﾆｼｵｶ ﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 12.76 87
96 218 奥村　風雅(1) ｵｸﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 男子 京　都 北城陽中 12.76 88
313 157 西　純矢(1) ﾆｼ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 奈　良 天理南中 12.76 89
154 44 谷山　隼(2) ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上中学 12.78 90
11 45 三木　有論(3) ﾐｷ ｱﾛﾝ 男子 京　都 加茂川中 12.80 91
85 32 矢野　尚隼(2) ﾔﾉ ﾅｵﾄ 男子 京　都 西城陽中 12.80 92
359 73 中村　大和(3) ﾅｶﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.80 93
365 161 小椋　敬介(2) ｵｸﾞﾗ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 郡山中 12.80 94
137 134 中村　凜太朗(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 甲武中 12.81 95
105 33 清水　星冴(2) ｼﾐｽﾞ ｾｲｺﾞ 男子 京　都 寺戸中 12.82 96
297 137 渡邉　尚太(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.82 97
121 281 河村　知暉(3) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 高槻中 12.84 98
318 161 磯部　春太(2) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 郡山中 12.86 99
62 57 吉田　健大(2) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ 男子 京　都 樫原中 12.88 100
225 96 當麻　陸斗(2) ﾄｳﾏ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 片塩中 12.88 101
87 3 木村　友哉(1) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽中 12.90 102
155 44 藤井　樹生(2) ﾌｼﾞｲ ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 12.90 103
303 152 竹田　誠市(2) ﾀｹﾀﾞ ｾｲｲﾁ 男子 奈　良 天理西中 12.90 104
360 73 松村　史悠(2) ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 12.90 105
119 281 岡屋　俊佑(3) ｵｶﾔ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 高槻中 12.93 106
219 67 嶋田　陽斗(2) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 広陵中 12.93 107
57 33 上野　翔晟(1) ｳｴﾉ ｼｮｳｾｲ 男子 京　都 山科中 12.95 108
122 281 佐野　邑介(2) ｻﾉ ｵｳｽｹ 男子 大　阪 高槻中 12.95 109
292 137 日浅　瑛護(1) ﾋｱｻ ｴｲｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園中 12.95 110
310 157 橋本　涼(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 奈　良 天理南中 12.96 111
226 96 仲井　悠真(2) ﾅｶｲ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 12.97 112
19 20 門　藍斗(3) ｶﾄﾞ ｱｲﾄ 男子 京　都 春日丘中 12.98 113
84 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 13.00 114
94 218 仲川　隼矢(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 男子 京　都 北城陽中 13.00 115
149 25 橋本　幸大(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 吉野中 13.00 116
197 65 岩田　一樹(2) ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 香芝中 13.00 117
201 65 塚本　祥真(2) ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 13.00 118
12 14 今村　響(2) ｲﾏﾑﾗ ｷｮｳ 男子 京　都 加茂川中 13.01 119
276 133 藤原　生弥(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｲｸﾔ 男子 奈　良 都南中 13.05 120
107 41 板谷　涼央(2) ｲﾀﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 男子 京　都 寺戸中 13.07 121
22 20 曽和　隼(2) ｿﾜ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 春日丘中 13.10 122
30 4 押田　浩輝(2) ｵｼﾀﾞ ｺｳｷ 男子 京　都 西京附属中 13.10 123
67 88 藤田　瑞希(2) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 13.10 124
90 7 藤野　里空(1) ﾌｼﾞﾉ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽中 13.10 125
196 65 植田　拓海朗(2) ｳｴﾀﾞ ﾀﾐｵ 男子 奈　良 香芝中 13.10 126
204 65 西田　晃仁(2) ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 奈　良 香芝中 13.10 127
244 106 藤岡　涼来(2) ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｸ 男子 奈　良 田原本中 13.10 128
181 58 上杉　莉玖(1) ｳｴｽｷﾞ ﾘｸ 男子 奈　良 香芝北中 13.11 129
139 134 濵　英汰(2) ﾊﾏ ｴｲﾀ 男子 兵　庫 甲武中 13.13 130
267 120 谷口　秀憲(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男子 奈　良 伏見中 13.15 131
158 44 若崎　剛志(1) ﾜｶｻｷ ﾂﾖｼ 男子 奈　良 上中学 13.16 132
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248 106 西尾　樹早(1) ﾆｼｵ ｲｯｻ 男子 奈　良 田原本中 13.17 133
247 106 村上　太一(1) ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 田原本中 13.18 134
49 9 洞谷　和寿(2) ﾎﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ 男子 京　都 洛北附属中 13.20 135
60 37 多賀　結音(1) ﾀｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 山科中 13.20 136
89 5 宅間　航大(1) ﾀｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽中 13.20 137
277 133 鳥井　晴日(1) ﾄﾘｲ ﾊﾙ 男子 奈　良 都南中 13.20 138
339 1257 山本　大雅(1) ﾔﾏﾓﾄ ｵｵｶﾞ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.20 139
344 1240 山村　綾平(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 13.20 140
185 58 米澤　大悟(1) ﾖﾈｻﾞﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 香芝北中 13.23 141
283 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.23 142
128 281 山崎　絋旦(1) ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｱｷ 男子 大　阪 高槻中 13.24 143
268 120 日高　光太郎(1) ﾋﾀﾞｶ ｺｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 伏見中 13.27 144
355 131 池田　海希(1) ｲｹﾀﾞ ｶｲｷ 男子 奈　良 三笠中 13.27 145
101 22 山根　聡太郎(1) ﾔﾏﾈ ｿｳﾀﾛｳ 男子 京　都 寺戸中 13.28 146
246 106 森村　宏生(2) ﾓﾘﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 田原本中 13.29 147
74 88 熊谷　壮真(2) ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾏ 男子 京　都 太秦中 13.30 148
362 73 石川　鉄平(2) ｲｼｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.30 149
135 134 有原　崇真(2) ｱﾘﾊﾗ ｿｳﾏ 男子 兵　庫 甲武中 13.31 150
142 134 江川　凜祐(1) ｴｶﾞﾜ ﾘﾝｽｹ 男子 兵　庫 甲武中 13.31 151
37 8 涌田　英吾(1) ﾜｸﾀ ｴｲｺﾞ 男子 京　都 大枝中 13.32 152
331 1182 サウター　玲音(1) ｻｳﾀｰ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.33 153
337 1195 松本　漣悟(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝｺﾞ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.33 154
281 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.35 155
298 150 仙田　望生(2) ｾﾝﾀﾞ ｼｽﾞｷ 男子 奈　良 天理北中 13.36 156
340 1314 吉川　虎央(1) ﾖｼｶﾜ ﾄﾗﾁｶ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.36 157
116 8 橋本　正宣(3) ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 13.38 158
256 107 田中　星光(2) ﾀﾅｶ ｾｲｱ 男子 奈　良 田原本北中 13.38 159
258 107 村田　誠弥(2) ﾑﾗﾀ ｾｲﾔ 男子 奈　良 田原本北中 13.38 160
327 184 椋野　晴斗(1) ﾑｸﾉ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 桜井西中 13.39 161
47 16 坂田　頼謙(2) ｻｶﾀ ﾖﾘｱｷ 男子 京　都 洛北附属中 13.46 162
336 1193 法用　琉斗(1) ﾎｳﾖｳ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.46 163
130 882 池野 太一(2) ｲｹﾉ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 住吉中 13.47 164
131 882 林 初心(2) ﾊﾔｼ ｿｳｺﾞ 男子 大　阪 住吉中 13.47 165
134 882 田中 莉久(1) ﾀﾅｶ ﾘｸ 男子 大　阪 住吉中 13.47 166
306 152 松田　凪翔(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 男子 奈　良 天理西中 13.47 167
148 11 黒田　虎聖(1) ｸﾛﾀﾞ ﾄﾗｷﾖ 男子 奈　良 御所中 13.48 168
253 107 遠藤　升太(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原本北中 13.49 169
156 44 永原　海翔(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 男子 奈　良 上中学 13.50 170
209 65 清光　理央(1) ｷﾖﾐﾂ ﾘｵ 男子 奈　良 香芝中 13.50 171
210 65 水月　大翔(3) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 13.50 172
211 65 都秋　和斗(3) ﾂｱｷ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 香芝中 13.50 173
227 96 中川　碧(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｸ 男子 奈　良 片塩中 13.50 174
361 73 志野　篤哉(2) ｼﾉ ｱﾂﾔ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.50 175
356 131 井上　瑛人(1) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 男子 奈　良 三笠中 13.54 176
213 67 秋山　照瑛(1) ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 広陵中 13.55 177
65 5 勅使川原　季(1) ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾐﾉﾙ 男子 京　都 樫原中 13.56 178
100 21 平野　佑馬(1) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾏ 男子 京　都 寺戸中 13.57 179
167 46 木村　祐翔(2) ｷﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 三郷中 13.59 180
24 20 山本　瑛太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾀ 男子 京　都 春日丘中 13.60 181
58 34 大平原　凌輝(1) ｵｵﾋﾗﾊﾗ ﾘｷ 男子 京　都 山科中 13.60 182
76 88 大杉　斗真(1) ｵｵｽｷﾞ ﾄｳﾏ 男子 京　都 太秦中 13.60 183
125 281 原田　智吏(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ 男子 大　阪 高槻中 13.60 184
178 58 大村　悠真(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 香芝北中 13.61 185
329 230 竹内 悠真(1) ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 斑鳩南中 13.63 186
31 7 野村　航平(1) ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 西京附属中 13.64 187
363 73 岡野　高顕(1) ｵｶﾉ ﾀｶｱｷ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.64 188
192 63 髙谷　真音(1) ﾀｶﾔ ﾏｵﾄ 男子 奈　良 香芝西中 13.66 189
164 46 宮﨑　信乃輔(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 三郷中 13.67 190
364 73 田村　奏太朗(1) ﾀﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 13.67 191
173 58 髙橋　賢真(2) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 香芝北中 13.69 192
163 46 中瀬　航(1) ﾅｶｾ ｺｳ 男子 奈　良 三郷中 13.70 193
314 157 冬木　塁(1) ﾌﾕｷ ﾙｲ 男子 奈　良 天理南中 13.70 194
257 107 松本　琉生(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 13.71 195
188 63 幸田　大和(2) ｺｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 香芝西中 13.72 196
264 111 山本　嶺央(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵ 男子 奈　良 一条高附中 13.74 197
341 1328 志水　遼介(2) ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.74 198
6 4736 諸田 礼(1) ﾓﾛﾀ ﾗｲ 男子 愛　知 TSM 13.75 199
54 28 堀本　愛翔(2) ﾎﾘﾓﾄ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 山科中 13.75 200
189 63 髙垣　太幹(1) ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 香芝西中 13.78 201
97 218 田中　湊太(1) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 男子 京　都 北城陽中 13.80 202
14 1 杉本　京太郎(2) ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 立命館中 13.81 203
172 52 谷　崇良(2) ﾀﾆ ﾀｶﾗ 男子 奈　良 山添中 13.81 204
291 137 野々垣　遙高(1) ﾉﾉｶﾞｷ ﾊﾙﾀｶ 男子 奈　良 東大寺学園中 13.81 205
300 150 石田　亜樹(2) ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 奈　良 天理北中 13.81 206
32 1 木村　有汰(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 京　都 大枝中 13.82 207
187 63 浅野　椋音(2) ｱｻﾉ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 香芝西中 13.83 208
273 133 早水　俊喜(1) ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｭﾝｷ 男子 奈　良 都南中 13.86 209
8 4738 吉川 遼(1) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 愛　知 TSM 13.87 210

157 44 綾野　壮真(2) ｱﾔﾉ ｿｳﾏ 男子 奈　良 上中学 13.87 211
42 15 武田　尊真(1) ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ 男子 京　都 大枝中 13.88 212
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345 1142 藤本　英汰(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲﾀ 男子 奈　良 六条AC 13.88 213
123 281 水口　颯人(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 高槻中 13.89 214
102 23 辻村　桜大(1) ﾂｼﾞﾑﾗ ｵｳﾀ 男子 京　都 寺戸中 13.90 215
159 44 奥野　隼(1) ｵｸﾉ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上中学 13.90 216
305 152 澤　大瑚(1) ｻﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理西中 13.90 217
236 96 塚由　絋大(1) ﾂｶﾖｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 片塩中 13.93 218
127 281 増田　拓斗(1) ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 高槻中 13.95 219
254 107 兼島　礼(2) ｶﾈｼﾏ ﾚｲ 男子 奈　良 田原本北中 13.96 220
216 67 村上　瞬介(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 13.97 221
182 58 栗巣　寿大(1) ｸﾘｽ ｼﾞｭｴﾙ 男子 奈　良 香芝北中 13.99 222
275 133 森岡　功有(1) ﾓﾘｵｶ ｸｳｱ 男子 奈　良 都南中 13.99 223
73 88 林　優樹(2) ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 14.00 224
88 4 坂下　瞬大(1) ｻｶｼﾀ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 西城陽中 14.00 225
126 281 小山　健真(1) ｺﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 高槻中 14.00 226
272 128 山崎　暉斗(2) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 二名中 14.00 227
7 4737 山本 一真(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 男子 愛　知 TSM 14.02 228

103 27 益田　壮琉(1) ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 男子 京　都 寺戸中 14.02 229
169 46 山﨑　侑真(2) ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 三郷中 14.02 230
17 14 山岡　勇登(1) ﾔﾏｵｶ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 立命館中 14.04 231
16 5 今田　翔聖(1) ｲﾏﾀﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 京　都 立命館中 14.07 232
78 110 崎村　拓真(1) ｻｷﾑﾗ ﾀｸﾏ 男子 京　都 田辺中 14.07 233
304 152 貞岡　源(1) ｻﾀﾞｵｶ ｹﾞﾝ 男子 奈　良 天理西中 14.07 234
183 58 那谷　朔太郎(1) ﾅﾀﾆ ｻｸﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝北中 14.09 235
229 96 川童　晴真(1) ｶﾜｺ ﾊﾙﾏ 男子 奈　良 片塩中 14.10 236
206 65 藤原　遼輔(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 香芝中 14.11 237
214 67 草田　悠智(1) ｸｻﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 広陵中 14.18 238
259 107 池田　凌(1) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 田原本北中 14.19 239
287 137 栗原　由侑(1) ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 14.19 240
66 8 増田　和旺(1) ﾏｽﾀﾞ ﾅｵ 男子 京　都 樫原中 14.20 241
110 26 北島　海斗(1) ｷﾀｼﾞﾏ ｶｲﾄ 男子 京　都 寺戸中 14.20 242
317 161 櫻井　恵太(2) ｻｸﾗｲ ｹｲﾀ 男子 奈　良 郡山中 14.21 243
320 183 深水　星臣(2) ﾌｶﾐ ｾｵﾝ 男子 奈　良 桜井東中 14.21 244
250 106 一政　吏集(1) ｲﾁﾏｻ ﾘﾂﾄ 男子 奈　良 田原本中 14.22 245
144 134 栗屋　岳弘(1) ｸﾘﾔ ﾀｹﾋﾛ 男子 兵　庫 甲武中 14.29 246
224 96 岡田　阿星(2) ｵｶﾀﾞ ｱｾｲ 男子 奈　良 片塩中 14.29 247
38 10 遠藤　璃久(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 男子 京　都 大枝中 14.30 248
71 88 能塒　睦(2) ﾉﾄ ﾑﾂﾑ 男子 京　都 太秦中 14.30 249
75 88 齋木　翔(1) ｻｲｷ ｼｮｳ 男子 京　都 太秦中 14.30 250
205 65 栗原　俊(1) ｸﾘﾊﾗ ｼｭﾝ 男子 奈　良 香芝中 14.32 251
230 96 北川　裕惺(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 片塩中 14.32 252
274 133 勝瀬　優心(1) ｶﾂｾ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 都南中 14.33 253
124 281 窪田　悠吾(2) ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 高槻中 14.35 254
249 106 川邊　徠斗(1) ｶﾜﾍﾞ ﾗｲﾄ 男子 奈　良 田原本中 14.35 255
35 4 加藤　頼人(1) ｶﾄｳ ﾗｲﾄ 男子 京　都 大枝中 14.37 256
80 110 藤林　天馬(1) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 田辺中 14.38 257
118 12 八木　昌幸(3) ﾔｷﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 京　都 南陽高附属中 14.38 258
117 7 藤田　柚貴(3) ﾌｼﾞﾀ ﾕｽﾞｷ 男子 京　都 南陽高附属中 14.39 259
77 88 岡本　光生(1) ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｷ 男子 京　都 太秦中 14.40 260
334 1189 東浦　迅(1) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｼﾞﾝ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 14.43 261
113 14 髙瀬　蒼人(1) ﾀｶｾ ｱｵﾄ 男子 京　都 南陽高附属中 14.44 262
55 30 繁田　大勝(1) ｼｹﾞﾀ ﾀｲｼｮｳ 男子 京　都 山科中 14.45 263
179 58 大森　宏一(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 14.46 264
321 183 山本　昭輝(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 奈　良 桜井東中 14.49 265
69 88 勝岡　月絆(2) ｶﾂｵｶ ﾙﾅ 男子 京　都 太秦中 14.50 266
72 88 中川　拓海(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 14.50 267
199 65 平野　悠登(2) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝中 14.50 268
328 184 梅谷　伊呂(1) ｳﾒﾀﾆ ｲﾛ 男子 奈　良 桜井西中 14.50 269
111 11 山野　竜太郎(2) ﾔﾏﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 京　都 南陽高附属中 14.51 270
215 67 村井　大希(1) ﾑﾗｲ ﾀｲｷ 男子 奈　良 広陵中 14.51 271
285 137 葛城　飛夏(1) ｶﾂﾗｷﾞ ﾋﾅﾂ 男子 奈　良 東大寺学園中 14.51 272
261 107 中　大地(1) ﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 田原本北中 14.52 273
5 4731 木下 寛人(1) ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾄ 男子 愛　知 TSM 14.53 274
92 209 奥野　結斗(1) ｵｸﾉ ﾕｳﾄ 男子 京　都 久御山中 14.56 275
307 152 柳下　羚(1) ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾚｲ 男子 奈　良 天理西中 14.56 276
59 36 大塚　蒼生(1) ｵｵﾂｶ ｱｵｲ 男子 京　都 山科中 14.57 277
358 106 宮川　侑聖(2) ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 田原本中 14.59 278
56 31 地福　伊真(1) ｼﾞﾌｸ ｲｻﾅ 男子 京　都 山科中 14.60 279
252 106 矢追　佑(1) ﾔｵｲ ﾀｽｸ 男子 奈　良 田原本中 14.64 280
104 43 田中　佑磨(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 男子 京　都 寺戸中 14.67 281
162 44 森野　直哉(1) ﾓﾘﾉ ﾅｵﾔ 男子 奈　良 上中学 14.68 282
26 20 西川　英志(1) ﾆｼｶﾜ ｴｲｼ 男子 京　都 春日丘中 14.69 283
251 106 水野　航之介(1) ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾉｽｹ 男子 奈　良 田原本中 14.69 284
194 63 山中　瑛太(1) ﾔﾏﾅｶ ｴｲﾀ 男子 奈　良 香芝西中 14.71 285
234 96 佐々木　周一(1) ｻｻｷ ｼｭｳｲﾁ 男子 奈　良 片塩中 14.73 286
143 134 江口　琉喜(1) ｴｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 男子 兵　庫 甲武中 14.75 287
255 107 木村　龍人(2) ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 14.77 288
160 44 八幡　凌駕(1) ﾔﾜﾀ ﾘｮｳｶﾞ 男子 奈　良 上中学 14.78 289
332 1184 島田　理生(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 14.78 290
138 134 野原　悠介(2) ﾉﾊﾗ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 甲武中 14.85 291
145 134 高田　柊大(1) ﾀｶﾀﾞｼｭｳﾀ 男子 兵　庫 甲武中 14.85 292
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* 男子中学 １００ｍ *
**************************************
365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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
184 58 布施　大和(1) ﾌｾ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 香芝北中 14.88 293
263 107 吉中　豪(1) ﾖｼﾅｶ ｺﾞｳ 男子 奈　良 田原本北中 14.89 294
207 65 芳田　昊汰(1) ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 14.90 295
269 125 長浜　聖那(1) ﾅｶﾞﾊﾏ ｾﾅ 男子 奈　良 田原中 14.90 296
177 58 丸野　壱倖(2) ﾏﾙﾉ ｲｯｻ 男子 奈　良 香芝北中 14.93 297
293 137 前田　蒼大郎(1) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 14.93 298
161 44 松井　秀樹(1) ﾏﾂｲ ｼｭｳｷ 男子 奈　良 上中学 14.96 299
86 2 片山　瑛斗(1) ｶﾀﾔﾏ ｴｲﾄ 男子 京　都 西城陽中 15.00 300
150 25 髙樋　尚史(2) ﾀｶﾋ ﾅｵﾌﾐ 男子 奈　良 吉野中 15.00 301
262 107 堀川　慶司(1) ﾎﾘｶﾜ ｹｲｼﾞ 男子 奈　良 田原本北中 15.00 302
270 128 網野　拓海(2) ｱﾐﾉ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 二名中 15.00 303
190 63 中川　聖琉(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 男子 奈　良 香芝西中 15.01 304
235 96 田中　煌晟(1) ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 男子 奈　良 片塩中 15.01 305
112 15 仁田　桜雅(2) ﾆｯﾀ ｵｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 15.03 306
200 65 古塚　剛(2) ﾌﾙﾂｶ ﾂﾖｼ 男子 奈　良 香芝中 15.07 307
64 3 岡田　康太朗(1) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 樫原中 15.09 308
266 120 西川　悠太(1) ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 伏見中 15.13 309
36 6 古川　輝一(1) ﾌﾙｶﾜ ｷｲﾁ 男子 京　都 大枝中 15.15 310
319 183 今阪　泰成(2) ｲﾏｻｶ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 桜井東中 15.15 311
141 134 今里　哉斗(1) ｲﾏｻﾞﾄ ｶﾅﾄ 男子 兵　庫 甲武中 15.23 312
186 63 福田　蒼太朗(2) ﾌｸﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝西中 15.23 313
322 183 細川　開斗(1) ﾎｿｶﾜ ｶｲﾄ 男子 奈　良 桜井東中 15.26 314
40 13 宮本　清歩(1) ﾐﾔﾓﾄ ｾｲﾎ 男子 京　都 大枝中 15.31 315
146 134 小畑　璃空(1) ｺﾊﾞﾀﾘｸ 男子 兵　庫 甲武中 15.31 316
81 110 松村　泰地(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 京　都 田辺中 15.32 317
170 47 安治　隼平(2) ｱｼﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 奈　良 斑鳩中 15.37 318
79 110 兼松　凌吾(1) ｶﾈﾏﾂ ﾘｮｳｺﾞ 男子 京　都 田辺中 15.39 319
295 137 森島　尚陽(1) ﾓﾘｼﾏ ﾅｵﾊﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 15.39 320
217 67 弓場　一樹(1) ﾕﾊﾞ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 広陵中 15.41 321
198 65 中村　颯太(2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 15.50 322
41 14 大町　京(1) ｵｵﾏﾁ ｷｮｳ 男子 京　都 大枝中 15.53 323
228 96 麻野　恵叶(1) ｱｻﾉ ｹｲﾄ 男子 奈　良 片塩中 15.54 324
238 96 山内　陸也(1) ﾔﾏｳﾁ ﾘｸﾅﾘ 男子 奈　良 片塩中 15.55 325
168 46 三野　友陽(2) ｻﾝﾉ ﾕｳﾋ 男子 奈　良 三郷中 15.61 326
233 96 佐々木　琥太朗(1) ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 片塩中 15.70 327
232 96 坂井　晄真(1) ｻｶｲ ｺｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 15.77 328
48 11 森　大雅(1) ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 男子 京　都 洛北附属中 15.80 329
208 65 畑中　慶太(1) ﾊﾀﾅｶ ｹｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 16.00 330
308 152 北村　真叶(1) ｷﾀﾑﾗ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 天理西中 16.00 331
180 58 亀本　快歩(1) ｶﾒﾓﾄ ｶｲﾄ 男子 奈　良 香芝北中 16.30 332
23 20 三好　晏広(2) ﾐﾖｼ ﾔｽﾋﾛ 男子 京　都 春日丘中 16.44 333
330 230 本田　陽大(1) ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 16.54 334
289 137 鈴木　尊琉(1) ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 16.80 335
193 63 毛利　羅於(1) ﾓｳﾘ ﾗｵ 男子 奈　良 香芝西中 16.85 336
39 11 寺下　太陽(1) ﾃﾗｼﾀ ﾀｲﾖｳ 男子 京　都 大枝中 16.94 337
152 25 阪口　大雅(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 吉野中 17.00 338
288 137 酒井　綜佑(1) ｻｶｲ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園中 17.32 339
260 107 辰巳　凌埜(1) ﾀﾂﾐ ﾘｮｳﾔ 男子 奈　良 田原本北中 17.64 340
129 281 中野　太嗣(1) ﾅｶﾉ ﾀｲｼ 男子 大　阪 高槻中 18.00 341
95 218 大野　千喜(1) ｵｵﾉ ﾁﾕｷ 男子 京　都 北城陽中 19.50 342
13 16 藤井　草馬(2) ﾌｼﾞｲ ｿｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 343
25 20 阿部　蕾樹(1) ｱﾍﾞ ﾗｲｷ 男子 京　都 春日丘中 344
27 20 吉澤　佳生(1) ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 男子 京　都 春日丘中 345
33 2 西　琉之介(2) ﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 大枝中 346
34 3 藤田　拓大(2) ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 男子 京　都 大枝中 347
43 32 今村 優大(3) ｲﾏﾑﾗﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 洛南中 348
44 6 田口 晴陽(2) ﾀｸﾞﾁﾊﾙﾋ 男子 京　都 洛南中 349
45 7 尾崎 宥斗(2) ｵｻﾞｷﾕｳﾄ 男子 京　都 洛南中 350
165 46 東　昊輝(1) ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 三郷中 351
223 96 安達　颯真(2) ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 352
239 98 小田　陽斗(2) ｵﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 高田中 353
240 98 吉阪　正悟(2) ﾖｼｻｶ ｼｮｳｺﾞ 男子 奈　良 高田中 354
241 98 惣田　湧大(1) ｿｳﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 高田中 355
242 98 濱本　愛一郎(1) ﾊﾏﾓﾄ ｱｲｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 高田中 356
284 137 安部　雄貴(1) ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 357
286 137 汲田　雅陽(1) ｸﾐﾀ ﾏｻﾊﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 358
294 137 村田　有一郎(1) ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 359
296 137 安池　優志(1) ﾔｽｲｹ ﾕｳｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 360
346 66 辰巳　瑞樹(2) ﾀﾂﾐ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 上牧中 361
347 66 藤村　樹希(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ｲﾂｷ 男子 奈　良 上牧中 362
348 66 吉川　翔大(1) ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 上牧中 363
349 66 中垣　遥翔(1) ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 上牧中 364
350 66 百谷　政洋(1) ﾋｬｸﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 上牧中 365
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* 男子中学 ２００ｍ *
**************************************
151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 14 今村　響(2) ｲﾏﾑﾗ ｷｮｳ 男子 京　都 加茂川中 2.90 1

120 137 前田　蒼大郎(1) ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 14.93 2
121 137 森島　尚陽(1) ﾓﾘｼﾏ ﾅｵﾊﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 15.39 3
118 137 酒井　綜佑(1) ｻｶｲ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園中 17.32 4
108 107 中村　健心(3) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 田原本北中 23.07 5
110 128 淵田　翔(2) ﾌﾁﾀﾞ ｶｹﾙ 男子 奈　良 二名中 23.30 6
10 3 奥村　晃大(2) ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西京附属中 23.35 7
145 1208 川邉　悠暉(2) ｶﾜﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 23.86 8
135 184 柳　宗辰(3) ﾔﾅｷﾞ ｼｭｳﾀﾂ 男子 奈　良 桜井西中 23.87 9
50 35 田上　智哉(2) ﾀｶﾞﾐ ﾄﾓｷ 男子 京　都 寺戸中 24.03 10
71 58 戸石　業人(2) ﾄｲｼ ﾅﾘﾄ 男子 奈　良 香芝北中 24.15 11
141 1187 橋川　青空(2) ﾊｼｶﾜ ｱｸｾ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 24.21 12
143 1191 菱本　嘉人(2) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 24.22 13
20 14 橋本　悠希(3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 山科中 24.50 14
62 34 米田　侑生(3) ﾖﾈﾀﾞ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 大淀中 24.50 15
86 65 渡邉　拓(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 男子 奈　良 香芝中 24.50 16
114 137 今岡　雅俊(3) ｲﾏｵｶ ﾏｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 24.50 17
47 31 星野　百福(2) ﾎｼﾉ ﾓﾓﾌｸ 男子 京　都 寺戸中 24.62 18
89 67 菊池　晴?(2) ｷｸﾁ ｾﾅ 男子 奈　良 広陵中 24.84 19
92 67 吉岡　誠将(2) ﾖｼｵｶ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 広陵中 24.84 20
90 67 下村　亮太(2) ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 24.92 21
26 43 荒木　翔(1) ｱﾗｷ ｼｮｳ 男子 京　都 山科中 25.00 22
61 25 スマ－リー　はいだ(2 ｽﾏｰﾘｰ ﾊｲﾀﾞ 男子 奈　良 吉野中 25.00 23
17 5 磯野　晃希(3) ｲｿﾉ ｺｳｷ 男子 京　都 洛北附属中 25.02 24
53 5 大澤　悠真(3) ｵｵｻﾜ ﾕｳﾏ 男子 京　都 南陽高附属中 25.15 25
52 6 砂津　琉華(3) ｽﾅﾂﾞ ﾙｶ 男子 京　都 南陽高附属中 25.19 26
43 218 今井　剛琉(2) ｲﾏｲ ﾀｹﾙ 男子 京　都 北城陽中 25.20 27
144 1196 安川　義修(1) ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾏｻ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 25.26 28
136 184 大木　笙太郎(2) ｵｵｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 桜井西中 25.30 29
27 60 西田　凌久(2) ﾆｼﾀﾞ ﾘｸ 男子 京　都 樫原中 25.50 30
31 88 北川　友悠(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 男子 京　都 太秦中 25.50 31
59 11 鍵本　優弥(2) ｶｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 御所中 25.50 32
60 11 金村　蒼太(3) ｶﾅﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 御所中 25.50 33
80 65 村井　蓮(2) ﾑﾗｲ ﾚﾝ 男子 奈　良 香芝中 25.50 34
128 157 山崎　大悟(3) ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理南中 25.50 35
91 67 前側　健介(2) ﾏｴｶﾞﾜ ｹﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 25.53 36
115 137 隠村　亮仁(3) ｵﾉﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 男子 奈　良 東大寺学園中 25.73 37
137 184 小倉　翔斗(2) ｺｸﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 桜井西中 25.75 38
146 1216 林　春翔(1) ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 25.80 39
99 96 西前　英泰(1) ﾆｼﾏｴ ｴｲﾀ 男子 奈　良 片塩中 25.88 40
40 25 小西　倭(2) ｺﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 京　都 西城陽中 25.90 41
29 88 古澤　心翔(2) ﾌﾙｻﾜ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 太秦中 26.00 42
56 882 竹田 一貴(1) ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 住吉中 26.00 43
93 96 當麻　陸斗(2) ﾄｳﾏ ﾘｸﾄ 男子 奈　良 片塩中 26.09 44
41 3 木村　友哉(1) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽中 26.10 45
119 137 西山　陽翔(1) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 26.14 46
138 184 仲川　瑠輝(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾙｷ 男子 奈　良 桜井西中 26.18 47
44 218 奥村　風雅(1) ｵｸﾑﾗ ﾌｳｶﾞ 男子 京　都 北城陽中 26.20 48
46 218 長谷川　開士(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｶｲﾄ 男子 京　都 北城陽中 26.20 49
63 44 谷山　隼(2) ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 上中学 26.20 50
22 33 上野　翔晟(1) ｳｴﾉ ｼｮｳｾｲ 男子 京　都 山科中 26.25 51
125 150 吉川　雄太(2) ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理北中 26.30 52
127 157 橋本　涼(3) ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 奈　良 天理南中 26.30 53
19 9 洞谷　和寿(2) ﾎﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ 男子 京　都 洛北附属中 26.35 54
96 96 木村　正汰(1) ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 26.44 55
109 120 植田　翔海(2) ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 伏見中 26.45 56
11 1 木村　有汰(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 京　都 大枝中 26.74 57
25 37 多賀　結音(1) ﾀｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 山科中 26.80 58
18 16 坂田　頼謙(2) ｻｶﾀ ﾖﾘｱｷ 男子 京　都 洛北附属中 26.90 59
82 65 西田　晃仁(2) ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾄ 男子 奈　良 香芝中 26.95 60
149 131 藪本　欧青(1) ﾔﾌﾞﾓﾄ ｵｳｾｲ 男子 奈　良 三笠中 26.96 61
34 88 熊谷　壮真(2) ｸﾏｶﾞｲ ｿｳﾏ 男子 京　都 太秦中 27.00 62
66 46 黒住　太一(2) ｸﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 三郷中 27.00 63
67 58 下　敏己(2) ｼﾓ ﾄｼｷ 男子 奈　良 香芝北中 27.02 64
88 67 稲葉　励斗(2) ｲﾅﾊﾞ ﾊｸﾞﾄ 男子 奈　良 広陵中 27.03 65
104 106 西尾　樹早(1) ﾆｼｵ ｲｯｻ 男子 奈　良 田原本中 27.03 66
79 63 中井　蒼士(1) ﾅｶｲ ｿｳｼ 男子 奈　良 香芝西中 27.08 67
73 58 上杉　莉玖(1) ｳｴｽｷﾞ ﾘｸ 男子 奈　良 香芝北中 27.32 68
49 38 粟津　恭良(2) ｱﾜﾂﾞ ﾀｶﾗ 男子 京　都 寺戸中 27.33 69
13 8 涌田　英吾(1) ﾜｸﾀ ｴｲｺﾞ 男子 京　都 大枝中 27.47 70
23 34 大平原　凌輝(1) ｵｵﾋﾗﾊﾗ ﾘｷ 男子 京　都 山科中 27.50 71
150 161 小椋　敬介(2) ｵｸﾞﾗ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 郡山中 27.50 72
54 281 芦澤　修平(2) ｱｼｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 男子 大　阪 高槻中 27.53 73
113 133 藤原　生弥(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｲｸﾔ 男子 奈　良 都南中 27.57 74
124 150 仙田　望生(2) ｾﾝﾀﾞ ｼｽﾞｷ 男子 奈　良 天理北中 27.67 75
103 106 村上　太一(1) ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 田原本中 27.69 76
130 157 西　純矢(1) ﾆｼ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 奈　良 天理南中 27.76 77
140 1182 サウター　玲音(1) ｻｳﾀｰ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 27.84 78
102 106 森村　宏生(2) ﾓﾘﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 田原本中 27.91 79
81 65 川畑　海晴(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 香芝中 27.92 80
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7 7 福田　麻博(1) ﾌｸﾀﾞ ﾏﾋﾛ 男子 京　都 立命館中 27.93 81
6 12 南　理仁(1) ﾐﾅﾐ ﾘﾋﾄ 男子 京　都 立命館中 27.96 82
64 46 中瀬　航(1) ﾅｶｾ ｺｳ 男子 奈　良 三郷中 27.98 83
28 88 藤田　瑞希(2) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 28.00 84
57 882 白石 星流(1) ｼﾗｲｼ ｾﾅ 男子 大　阪 住吉中 28.00 85
65 46 宮﨑　信乃輔(1) ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 三郷中 28.00 86
87 67 南　隼人(1) ﾐﾅﾐ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 広陵中 28.30 87
70 58 寺戸　翔大(2) ﾃﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 28.32 88
48 41 板谷　涼央(2) ｲﾀﾀﾞﾆ ﾘｮｳ 男子 京　都 寺戸中 28.41 89
33 88 林　優樹(2) ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 28.50 90
129 157 上田　永遠(1) ｳｴﾀﾞ ﾄﾜ 男子 奈　良 天理南中 28.50 91
5 11 片山　遥斗(1) ｶﾀﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 立命館中 28.61 92

112 133 勝瀬　優心(1) ｶﾂｾ ﾕｳｼﾝ 男子 奈　良 都南中 28.64 93
131 161 中井　陽翔(2) ﾅｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 郡山中 28.65 94
101 96 結城　宗汰(1) ﾕｳｷ ｿｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 28.69 95
83 65 栗原　俊(1) ｸﾘﾊﾗ ｼｭﾝ 男子 奈　良 香芝中 28.72 96
36 88 大杉　斗真(1) ｵｵｽｷﾞ ﾄｳﾏ 男子 京　都 太秦中 28.80 97
84 65 藤原　遼輔(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 香芝中 28.90 98
21 30 繁田　大勝(1) ｼｹﾞﾀ ﾀｲｼｮｳ 男子 京　都 山科中 29.00 99
30 88 勝岡　月絆(2) ｶﾂｵｶ ﾙﾅ 男子 京　都 太秦中 29.00 100
32 88 能塒　睦(2) ﾉﾄ ﾑﾂﾑ 男子 京　都 太秦中 29.00 101
35 88 齋木　翔(1) ｻｲｷ ｼｮｳ 男子 京　都 太秦中 29.00 102
37 88 岡本　光生(1) ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｷ 男子 京　都 太秦中 29.00 103
45 218 田中　湊太(1) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 男子 京　都 北城陽中 29.00 104
55 281 増田　拓斗(1) ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 高槻中 29.00 105
78 63 幸田　大和(2) ｺｳﾀﾞ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 香芝西中 29.00 106
111 128 山崎　暉斗(2) ﾔﾏｻｷ ｱｷﾄ 男子 奈　良 二名中 29.00 107
95 96 川童　晴真(1) ｶﾜｺ ﾊﾙﾏ 男子 奈　良 片塩中 29.17 108
148 131 井上　瑛人(1) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ 男子 奈　良 三笠中 29.29 109
142 1189 東浦　迅(1) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｼﾞﾝ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 29.42 110
77 63 浅野　椋音(2) ｱｻﾉ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 香芝西中 29.50 111
85 65 芳田　昊汰(1) ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 29.50 112
133 183 深水　星臣(2) ﾌｶﾐ ｾｵﾝ 男子 奈　良 桜井東中 29.58 113
24 36 大塚　蒼生(1) ｵｵﾂｶ ｱｵｲ 男子 京　都 山科中 29.75 114
14 10 遠藤　璃久(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 男子 京　都 大枝中 29.83 115
107 107 吉中　豪(1) ﾖｼﾅｶ ｺﾞｳ 男子 奈　良 田原本北中 30.01 116
69 58 大森　宏一(2) ｵｵﾓﾘ ｺｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 30.31 117
117 137 葛城　飛夏(1) ｶﾂﾗｷﾞ ﾋﾅﾂ 男子 奈　良 東大寺学園中 30.45 118
68 58 丸野　壱倖(2) ﾏﾙﾉ ｲｯｻ 男子 奈　良 香芝北中 30.59 119
106 107 中　大地(1) ﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 田原本北中 30.77 120
58 134 今里　哉斗(1) ｲﾏｻﾞﾄ ｶﾅﾄ 男子 兵　庫 甲武中 30.94 121
8 20 西川　英志(1) ﾆｼｶﾜ ｴｲｼ 男子 京　都 春日丘中 31.32 122

134 183 山本　昭輝(1) ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 奈　良 桜井東中 31.49 123
42 209 菰田　陽貴(1) ｺﾓﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 京　都 久御山中 31.58 124
39 110 松村　泰地(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾁ 男子 京　都 田辺中 32.08 125
94 96 麻野　恵叶(1) ｱｻﾉ ｹｲﾄ 男子 奈　良 片塩中 32.14 126
139 230 大西　由祐(1) ｵｵﾆｼ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 斑鳩南中 32.40 127
38 110 兼松　凌吾(1) ｶﾈﾏﾂ ﾘｮｳｺﾞ 男子 京　都 田辺中 32.82 128
97 96 佐々木　琥太朗(1) ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 片塩中 33.07 129
100 96 山内　陸也(1) ﾔﾏｳﾁ ﾘｸﾅﾘ 男子 奈　良 片塩中 33.50 130
105 107 辰巳　凌埜(1) ﾀﾂﾐ ﾘｮｳﾔ 男子 奈　良 田原本北中 35.64 131
2 16 藤井　草馬(2) ﾌｼﾞｲ ｿｳﾏ 男子 京　都 加茂川中 132
3 15 木村　宗右(2) ｷﾑﾗ ｿｳｽｹ 男子 京　都 加茂川中 133
4 14 山岡　勇登(1) ﾔﾏｵｶ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 立命館中 134
9 20 吉澤　佳生(1) ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 男子 京　都 春日丘中 135
12 6 古川　輝一(1) ﾌﾙｶﾜ ｷｲﾁ 男子 京　都 大枝中 136
15 13 宮本　清歩(1) ﾐﾔﾓﾄ ｾｲﾎ 男子 京　都 大枝中 137
16 15 武田　尊真(1) ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ 男子 京　都 大枝中 138
51 14 髙瀬　蒼人(1) ﾀｶｾ ｱｵﾄ 男子 京　都 南陽高附属中 139
72 58 亀本　快歩(1) ｶﾒﾓﾄ ｶｲﾄ 男子 奈　良 香芝北中 140
74 58 那谷　朔太郎(1) ﾅﾀﾆ ｻｸﾀﾛｳ 男子 奈　良 香芝北中 141
75 58 布施　大和(1) ﾌｾ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 香芝北中 142
76 58 米澤　大悟(1) ﾖﾈｻﾞﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 香芝北中 143
98 96 塚由　絋大(1) ﾂｶﾖｼ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 片塩中 144
116 137 安部　雄貴(1) ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 145
122 137 安池　優志(1) ﾔｽｲｹ ﾕｳｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 146
123 137 渡邉　尚太(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 147
126 152 中村　優大(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 天理西中 148
132 183 今阪　泰成(2) ｲﾏｻｶ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 桜井東中 149
147 66 吉川　翔大(1) ﾖｼｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 上牧中 150
151 66 百谷　政洋(1) ﾋｬｸﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 男子 奈　良 上牧中 151
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--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
46 161 槇峰　遼馬(2) ﾏｷﾐﾈ ﾘｮｳﾏ 男子 奈　良 郡山中 27.80 1
37 150 小畑　仁人(3) ｵﾊﾞﾀ ｷﾐﾄ 男子 奈　良 天理北中 51.21 2
36 150 萩原　彪河(3) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 天理北中 51.74 3
1 4722 水野 賢仁 (3) ﾐｽﾞﾉ ﾀｶﾋﾄ 男子 愛　知 TSM 53.69 4
19 15 松田　陸暉(3) ﾏﾂﾀﾞ ﾘｷ 男子 京　都 山科中 53.81 5
18 12 橋本　康希(3) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｷ 男子 京　都 山科中 54.61 6
48 1194 増成　岳瑠(2) ﾏｽﾅﾘ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 55.35 7
16 4 藤井　実楽(3) ﾌｼﾞｲ ﾐﾗｸ 男子 京　都 洛北附属中 56.90 8
15 3 永山　涼太郎(3) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 洛北附属中 57.90 9
50 131 佐々木　大樹(3) ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 三笠中 57.91 10
25 32 矢野　尚隼(2) ﾔﾉ ﾅｵﾄ 男子 京　都 西城陽中 58.00 11
32 65 横田　寛人(2) ﾖｺﾀ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 58.00 12
33 106 山本　大翔(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 田原本中 58.19 13
2 8635 川田　明幸(2) ｶﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 愛　知 TSM岡崎 58.50 14
52 131 大槻　陽翔(2) ｵｵﾂｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 三笠中 58.52 15
8 1 木村　有汰(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 京　都 大枝中 58.70 16
5 13 川上　稜輝(2) ｶﾜｶﾐ ﾘｮｳｷ 男子 京　都 加茂川中 58.99 17
21 88 古澤　心翔(2) ﾌﾙｻﾜ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 太秦中 59.00 18
28 882 池野 太一(2) ｲｹﾉ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 住吉中 59.00 19
29 882 川﨑 勇真(1) ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 住吉中 59.00 20
45 157 田原　奏(2) ﾀﾊﾗ ｶﾅﾃﾞ 男子 奈　良 天理南中 59.00 21
3 8650 山本　翔馬(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 愛　知 TSM岡崎 59.58 22
17 9 洞谷　和寿(2) ﾎﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾄｼ 男子 京　都 洛北附属中 59.80 23
53 161 丸尾　真太(2) ﾏﾙｵ ｼﾝﾀ 男子 奈　良 郡山中 59.80 24
47 1182 サウター　玲音(1) ｻｳﾀｰ ﾘｵﾝ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 59.99 25
24 205 佐藤　樹(1) ｻﾄｳ ｲﾂｷ 男子 京　都 長岡第二中 1:00.82 26
49 1253 米田　圭甫(3) ｺﾒﾀﾞ ｹｲﾎ 男子 奈　良 高樋クラブ 1:03.11 27
35 150 石田　亜樹(2) ｲｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 奈　良 天理北中 1:03.19 28
30 11 岸田　拓眞(1) ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 御所中 1:03.34 29
11 10 遠藤　璃久(1) ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸ 男子 京　都 大枝中 1:03.40 30
7 20 吉澤　佳生(1) ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 男子 京　都 春日丘中 1:04.95 31
26 281 原田　健吾(2) ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 大　阪 高槻中 1:05.00 32
51 131 中川　翔志(3) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳｼ 男子 奈　良 三笠中 1:09.59 33
6 10 上田　凜空(1) ｳｴﾀﾞ ﾘｸ 男子 京　都 立命館中 1:09.85 34
23 88 林　優樹(2) ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 男子 京　都 太秦中 1:10.00 35
27 281 中瀬　悠利(1) ﾅｶｾ ﾕｳﾘ 男子 大　阪 高槻中 1:10.00 36
12 15 武田　尊真(1) ﾀｹﾀﾞ ﾄｳﾏ 男子 京　都 大枝中 1:10.28 37
20 88 藤田　瑞希(2) ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 男子 京　都 太秦中 1:12.00 38
22 88 勝岡　月絆(2) ｶﾂｵｶ ﾙﾅ 男子 京　都 太秦中 1:15.00 39
4 40 中瀬　来(3) ﾅｶｾ ﾗｲ 男子 京　都 加茂川中 40
9 2 西　琉之介(2) ﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 大枝中 41
10 8 涌田　英吾(1) ﾜｸﾀ ｴｲｺﾞ 男子 京　都 大枝中 42
13 32 今村 優大(3) ｲﾏﾑﾗﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 洛南中 43
14 6 田口 晴陽(2) ﾀｸﾞﾁﾊﾙﾋ 男子 京　都 洛南中 44
31 52 田中　悠温(2) ﾀﾅｶ ﾕｵﾝ 男子 奈　良 山添中 45
34 137 村田　有一郎(1) ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 46
38 152 有田　晴(2) ｱﾘﾀ ﾊﾙ 男子 奈　良 天理西中 47
39 152 大谷　聖弥(2) ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 天理西中 48
40 152 加藤　竜惺(2) ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 天理西中 49
41 152 澤　大瑚(1) ｻﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 天理西中 50
42 152 松田　凪翔(1) ﾏﾂﾀﾞ ﾅｷﾞﾄ 男子 奈　良 天理西中 51
43 152 主森　瑛太(1) ﾄﾉﾓﾘ ｴｲﾀ 男子 奈　良 天理西中 52
44 152 西村　優汰(1) ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 天理西中 53
54 30 平島　滉太郎(2) ﾋﾗｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽中 54

**********************************************************
* 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) *
**********************************************************
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 4717 坂井 大一 (3) ｻｶｲ ﾀｲﾁ 男子 愛　知 TSM 14.64 1
10 88 浜田　瞬(3) ﾊﾏﾀﾞﾄｷ 男子 京　都 太秦中 14.70 2
3 4734 樋口　諒(3) ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 愛　知 TSM 15.54 3
2 4720 中島 昂大(3) ﾅｶｼﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 愛　知 TSM 15.97 4
23 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 16.21 5
8 23 馬渕　璃羽(2) ﾏﾌﾞﾁ ﾘｳ 男子 京　都 山科中 16.27 6
21 58 戸石　業人(2) ﾄｲｼ ﾅﾘﾄ 男子 奈　良 香芝北中 16.43 7
14 28 西田　陽登(2) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 16.47 8
20 46 黒住　太一(2) ｸﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 三郷中 16.67 9
9 57 吉田　健大(2) ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ 男子 京　都 樫原中 17.47 10
18 134 中村　凜太朗(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 甲武中 17.81 11
13 22 奥　達哉(2) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 18.40 12
5 3 奥村　晃大(2) ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西京附属中 18.50 13
4 16 中村　擢秀(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾎ 男子 京　都 西京附属中 18.64 14
19 134 濵　英汰(2) ﾊﾏ ｴｲﾀ 男子 兵　庫 甲武中 18.81 15
25 107 松本　琉生(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 18.91 16
17 281 芦澤　修平(2) ｱｼｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 男子 大　阪 高槻中 19.31 17
11 88 北川　友悠(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 男子 京　都 太秦中 19.50 18
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**********************************************************
* 男子中学 １１０ｍＨ(0.914m) *
**********************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
24 107 園田　蓮斗(2) ｿﾉﾀﾞ ﾚﾝﾄ 男子 奈　良 田原本北中 19.75 19
12 88 大杉　斗真(1) ｵｵｽｷﾞ ﾄｳﾏ 男子 京　都 太秦中 20.00 20
22 65 平野　悠登(2) ﾋﾗﾉ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝中 20.00 21
15 4 坂下　瞬大(1) ｻｶｼﾀ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 西城陽中 20.50 22
7 6 古川　輝一(1) ﾌﾙｶﾜ ｷｲﾁ 男子 京　都 大枝中 21.38 23
16 43 田中　佑磨(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 男子 京　都 寺戸中 21.61 24
6 4 加藤　頼人(1) ｶﾄｳ ﾗｲﾄ 男子 京　都 大枝中 25
26 137 安池　優志(1) ﾔｽｲｹ ﾕｳｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 渡邉　尚太(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 27

**********************************
* 男子中学 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 106 泉谷　礼哉(2) ｲｽﾞﾀﾆ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本中 3m10 1
2 51 峯　憲伸(2) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 3m00 2
3 51 八重川　悠介(2) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 2m80 3
5 106 岡西　太機(1) ｵｶﾆｼ ﾀｲｷ 男子 奈　良 田原本中 2m20 4
1 51 日賀井　瑛太(1) ﾋｶﾞｲ ｴｲﾀ 男子 奈　良 都祁中 2m10 5
6 230 小西　伸吾(1) ｺﾆｼ ｼﾝｺﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 1m80 6

**********************************
* 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 40 中瀬　来(3) ﾅｶｾ ﾗｲ 男子 京　都 加茂川中 1m85 1
4 20 西岡　侑海(3) ﾆｼｵｶ ﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 1m76 2
16 58 戸石　業人(2) ﾄｲｼ ﾅﾘﾄ 男子 奈　良 香芝北中 1m59 3
11 134 坂本　悠真(2) ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾏ 男子 兵　庫 甲武中 1m50 4
3 20 川西　優斗(3) ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾄ 男子 京　都 春日丘中 1m45 5
6 20 阿部　蕾樹(1) ｱﾍﾞ ﾗｲｷ 男子 京　都 春日丘中 1m45 6
14 51 峯　憲伸(2) ﾐﾈ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 都祁中 1m45 7
10 281 河村　知暉(3) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 高槻中 1m40 8
20 131 松山　拡樹(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 三笠中 1m40 9
5 20 岡野　真斗(2) ｵｶﾉ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 春日丘中 1m35 10
15 51 八重川　悠介(2) ﾔｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 都祁中 1m35 11
13 51 日賀井　瑛太(1) ﾋｶﾞｲ ｴｲﾀ 男子 奈　良 都祁中 1m30 12
12 134 栗屋　岳弘(1) ｸﾘﾔ ﾀｹﾋﾛ 男子 兵　庫 甲武中 1m25 13
18 230 喜多 祐陽(1) ｷﾀ ﾕｳﾋ 男子 奈　良 斑鳩南中 1m25 14
7 2 片山　瑛斗(1) ｶﾀﾔﾏ ｴｲﾄ 男子 京　都 西城陽中 1m20 15
8 3 木村　友哉(1) ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 京　都 西城陽中 1m20 16
9 4 坂下　瞬大(1) ｻｶｼﾀ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 西城陽中 1m20 17
2 45 三木　有論(3) ﾐｷ ｱﾛﾝ 男子 京　都 加茂川中 18
17 98 谷口　拓耶(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 男子 奈　良 高田中 19
19 66 辰巳　瑞樹(2) ﾀﾂﾐ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 上牧中 20
21 66 中垣　遥翔(1) ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 上牧中 21

**********************************
* 男子中学 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
6 8633 森川　陽介(3) ﾓﾘｶﾜ ﾖｳｽｹ 男子 愛　知 TSM岡崎 6m63 1
45 11 金村　蒼太(3) ｶﾅﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 御所中 6m05 2
7 20 門　藍斗(3) ｶﾄﾞ ｱｲﾄ 男子 京　都 春日丘中 5m88 3
80 161 宮岡　直澄(2) ﾐﾔｵｶ ﾅｵｽﾞﾐ 男子 奈　良 郡山中 5m77 4
81 161 田口　耕輔(2) ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 男子 奈　良 郡山中 5m60 5
8 20 曽和　隼(2) ｿﾜ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 春日丘中 5m59 6
86 1191 菱本　嘉人(2) ﾋｼﾓﾄ ﾖｼﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 5m50 7
30 32 保田　潤也(2) ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 京　都 寺戸中 5m44 8
12 3 奥村　晃大(2) ｵｸﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西京附属中 5m36 9
35 281 森　啓貴(3) ﾓﾘ ｹｲﾀ 男子 大　阪 高槻中 5m35 10
46 44 藤井　樹生(2) ﾌｼﾞｲ ｲﾂｷ 男子 奈　良 上中学 5m33 11
14 7 野村　航平(1) ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 西京附属中 5m24 12
11 16 中村　擢秀(3) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾎ 男子 京　都 西京附属中 5m20 13
18 14 橋本　悠希(3) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 山科中 5m20 14
27 218 仲川　隼矢(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 男子 京　都 北城陽中 5m20 15
29 33 清水　星冴(2) ｼﾐｽﾞ ｾｲｺﾞ 男子 京　都 寺戸中 5m16 16
19 25 安髙　琉乃介(2) ｱﾀﾞｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 山科中 5m10 17
52 63 濱口　彪峨(1) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 香芝西中 5m10 18
59 96 中川　碧(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｸ 男子 奈　良 片塩中 5m09 19
33 8 橋本　正宣(3) ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 5m05 20
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**********************************
* 男子中学 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
36 281 水口　颯人(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 高槻中 5m04 21
57 67 嶋田　陽斗(2) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 広陵中 5m04 22
53 65 立岡　夢都(2) ﾀﾂｵｶ ﾕﾒﾄ 男子 奈　良 香芝中 4m95 23
79 157 冬木　塁(1) ﾌﾕｷ ﾙｲ 男子 奈　良 天理南中 4m95 24
43 11 巽　真人(2) ﾀﾂﾐ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 御所中 4m91 25
47 44 永原　海翔(2) ﾅｶﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 男子 奈　良 上中学 4m87 26
87 1314 吉川　虎央(1) ﾖｼｶﾜ ﾄﾗﾁｶ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4m86 27
13 4 押田　浩輝(2) ｵｼﾀﾞ ｺｳｷ 男子 京　都 西京附属中 4m80 28
24 205 佐藤　樹(1) ｻﾄｳ ｲﾂｷ 男子 京　都 長岡第二中 4m73 29
89 1142 藤本　英汰(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｴｲﾀ 男子 奈　良 六条AC 4m72 30
10 20 佐藤　拳士朗(2) ｻﾄｳ ｹﾝｼﾛｳ 男子 京　都 春日丘中 4m70 31
67 107 田中　星光(2) ﾀﾅｶ ｾｲｱ 男子 奈　良 田原本北中 4m70 32
38 281 山崎　絋旦(1) ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｱｷ 男子 大　阪 高槻中 4m67 33
41 134 有原　崇真(2) ｱﾘﾊﾗ ｿｳﾏ 男子 兵　庫 甲武中 4m64 34
63 96 結城　宗汰(1) ﾕｳｷ ｿｳﾀ 男子 奈　良 片塩中 4m62 35
82 161 磯部　春太(2) ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 奈　良 郡山中 4m58 36
15 4 加藤　頼人(1) ｶﾄｳ ﾗｲﾄ 男子 京　都 大枝中 4m53 37
85 1184 島田　理生(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4m53 38
28 42 大菅　哲平(2) ｵｵｽｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 京　都 寺戸中 4m52 39
20 88 能塒　睦(2) ﾉﾄ ﾑﾂﾑ 男子 京　都 太秦中 4m50 40
74 137 日浅　瑛護(1) ﾋｱｻ ｴｲｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園中 4m50 41
65 107 木村　龍人(2) ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 田原本北中 4m47 42
66 107 園田　蓮斗(2) ｿﾉﾀﾞ ﾚﾝﾄ 男子 奈　良 田原本北中 4m47 43
88 1216 林　春翔(1) ﾊﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4m46 44
37 281 原田　智吏(2) ﾊﾗﾀﾞ ﾁｻﾄ 男子 大　阪 高槻中 4m45 45
23 88 岡本　光生(1) ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｷ 男子 京　都 太秦中 4m30 46
68 125 瀬戸　健瑠(1) ｾﾄ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 田原中 4m30 47
51 63 髙垣　太幹(1) ﾀｶｶﾞｷ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 香芝西中 4m25 48
92 131 池田　海希(1) ｲｹﾀﾞ ｶｲｷ 男子 奈　良 三笠中 4m25 49
76 152 貞岡　源(1) ｻﾀﾞｵｶ ｹﾞﾝ 男子 奈　良 天理西中 4m24 50
55 67 村上　瞬介(1) ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 広陵中 4m23 51
58 96 岡田　阿星(2) ｵｶﾀﾞ ｱｾｲ 男子 奈　良 片塩中 4m22 52
22 88 齋木　翔(1) ｻｲｷ ｼｮｳ 男子 京　都 太秦中 4m20 53
34 7 藤田　柚貴(3) ﾌｼﾞﾀ ﾕｽﾞｷ 男子 京　都 南陽高附属中 4m20 54
39 882 影山 照平(2) ｶｹﾞﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 男子 大　阪 住吉中 4m20 55
73 137 野々垣　遙高(1) ﾉﾉｶﾞｷ ﾊﾙﾀｶ 男子 奈　良 東大寺学園中 4m20 56
49 58 寺戸　翔大(2) ﾃﾗﾄ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 4m18 57
31 9 塚田　悠介(2) ﾂｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 南陽高附属中 4m15 58
32 15 仁田　桜雅(2) ﾆｯﾀ ｵｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 4m07 59
69 137 葛城　飛夏(1) ｶﾂﾗｷﾞ ﾋﾅﾂ 男子 奈　良 東大寺学園中 4m07 60
2 4731 木下 寛人(1) ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾄ 男子 愛　知 TSM 4m02 61
4 4737 山本 一真(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 男子 愛　知 TSM 4m01 62
25 209 西川　陽貴(1) ﾆｼｶﾜ ﾊﾙｷ 男子 京　都 久御山中 4m01 63
21 88 中川　拓海(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 4m00 64
3 4736 諸田 礼(1) ﾓﾛﾀ ﾗｲ 男子 愛　知 TSM 3m95 65
71 137 栗原　由侑(1) ｸﾘﾊﾗ ﾕｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 3m93 66
78 152 中村　優大(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 天理西中 3m92 67
77 152 柳下　羚(1) ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾚｲ 男子 奈　良 天理西中 3m91 68
5 4738 吉川 遼(1) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 愛　知 TSM 3m81 69
1 4729 尾関 柊空(1) ｵｾﾞｷ ｼｭｳｸ 男子 愛　知 TSM 3m77 70
84 230 西尾　惺天(1) ﾆｼｵ ｾﾗ 男子 奈　良 斑鳩南中 3m77 71
61 96 坂井　晄真(1) ｻｶｲ ｺｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 3m60 72
72 137 鈴木　尊琉(1) ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 3m58 73
26 209 山内　康原(1) ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾊﾙ 男子 京　都 久御山中 3m50 74
40 882 田中 友(1) ﾀﾅｶ ﾄﾓ 男子 大　阪 住吉中 3m50 75
17 13 宮本　清歩(1) ﾐﾔﾓﾄ ｾｲﾎ 男子 京　都 大枝中 3m49 76
42 134 小畑　璃空(1) ｺﾊﾞﾀﾘｸ 男子 兵　庫 甲武中 3m42 77
83 184 梅谷　伊呂(1) ｳﾒﾀﾆ ｲﾛ 男子 奈　良 桜井西中 3m40 78
16 11 寺下　太陽(1) ﾃﾗｼﾀ ﾀｲﾖｳ 男子 京　都 大枝中 3m29 79
90 1252 猪野　隆貴(3) ｲｲﾉ ﾘｭｳｷ 男子 奈　良 高樋クラブ 2m95 80
9 20 岡野　真斗(2) ｵｶﾉ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 春日丘中 81
44 11 黒田　虎聖(1) ｸﾛﾀﾞ ﾄﾗｷﾖ 男子 奈　良 御所中 82
48 46 東　昊輝(1) ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 三郷中 83
50 58 栗巣　寿大(1) ｸﾘｽ ｼﾞｭｴﾙ 男子 奈　良 香芝北中 84
54 67 南　隼人(1) ﾐﾅﾐ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 広陵中 85
56 67 稲葉　励斗(2) ｲﾅﾊﾞ ﾊｸﾞﾄ 男子 奈　良 広陵中 86
60 96 北川　裕惺(1) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 片塩中 87
62 96 佐々木　周一(1) ｻｻｷ ｼｭｳｲﾁ 男子 奈　良 片塩中 88
64 98 村木　琥音(1) ﾑﾗｷ ｸｵﾝ 男子 奈　良 高田中 89
70 137 汲田　雅陽(1) ｸﾐﾀ ﾏｻﾊﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 90
75 137 安池　優志(1) ﾔｽｲｹ ﾕｳｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 91
91 66 藤村　樹希(2) ﾌｼﾞﾑﾗ ｲﾂｷ 男子 奈　良 上牧中 92
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**********************************
* 男子中学 三段跳 *
**********************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 6 吉野　倫五(3) ﾖｼﾉ ﾘﾝｺﾞ 男子 京　都 洛北附属中 13m86 1
17 51 石川　幸寛(2) ｲｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 都祁中 12m18 2
5 20 曽和　隼(2) ｿﾜ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 春日丘中 11m38 3
21 1193 法用　琉斗(1) ﾎｳﾖｳ ﾘｭｳﾄ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 11m05 4
12 281 河村　知暉(3) ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 高槻中 10m85 5
3 15 木村　宗右(2) ｷﾑﾗ ｿｳｽｹ 男子 京　都 加茂川中 10m81 6
18 58 髙橋　賢真(2) ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾝ 男子 奈　良 香芝北中 10m63 7
4 5 今田　翔聖(1) ｲﾏﾀﾞ ﾃﾝｾｲ 男子 京　都 立命館中 10m00 8
9 5 宅間　航大(1) ﾀｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽中 10m00 9
10 7 藤野　里空(1) ﾌｼﾞﾉ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽中 10m00 10
6 7 野村　航平(1) ﾉﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 西京附属中 9m70 11
11 42 大菅　哲平(2) ｵｵｽｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 男子 京　都 寺戸中 9m57 12
16 46 桑原　達也(2) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ 男子 奈　良 三郷中 9m23 13
8 2 片山　瑛斗(1) ｶﾀﾔﾏ ｴｲﾄ 男子 京　都 西城陽中 9m10 14
14 134 野原　悠介(2) ﾉﾊﾗ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 甲武中 8m71 15
1 40 中瀬　来(3) ﾅｶｾ ﾗｲ 男子 京　都 加茂川中 16
2 45 三木　有論(3) ﾐｷ ｱﾛﾝ 男子 京　都 加茂川中 17
13 882 星 千輝(2) ﾎｼ ｾﾝｷ 男子 大　阪 住吉中 18
15 11 巽　真人(2) ﾀﾂﾐ ﾏﾅﾄ 男子 奈　良 御所中 19
19 96 仲井　悠真(2) ﾅｶｲ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 20
20 1184 島田　理生(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｵ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 21

****************************************************
* 男子中学 砲丸投(5.000kg) *
****************************************************
40人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
40 73 中井　勇仁(2) ﾅｶｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 80m00 1
29 137 辻本　周(3) ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 11m35 2
26 107 吉原　征哉(2) ﾖｼﾊﾗ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本北中 10m90 3
16 52 藤本　惇矢(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ 男子 奈　良 山添中 10m65 4
14 34 津田　航海(1) ﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 男子 奈　良 大淀中 10m52 5
32 152 村上　響(3) ﾑﾗｶﾐ ﾋﾋﾞｷ 男子 奈　良 天理西中 9m74 6
31 152 桶田　優亜(2) ｵｹﾀﾞ ﾕｳｱ 男子 奈　良 天理西中 9m31 7
37 1257 山本　大雅(1) ﾔﾏﾓﾄ ｵｵｶﾞ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 8m98 8
21 63 布施　直輝(2) ﾌｾ ﾅｵｷ 男子 奈　良 香芝西中 8m90 9
17 52 谷　崇良(2) ﾀﾆ ﾀｶﾗ 男子 奈　良 山添中 8m76 10
33 157 山本　耕生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 8m75 11
36 1190 東浦　漸(1) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｾﾞﾝ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 8m73 12
2 22 富永　一颯(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 山科中 8m71 13
20 63 寺澤　宗祐(2) ﾃﾗｻﾜ ｼｭｳｽｹ 男子 奈　良 香芝西中 8m70 14
23 65 吉田　柊優弥(2) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 8m60 15
11 134 松浦　生登(2) ﾏﾂｳﾗ ｲｸﾄ 男子 兵　庫 甲武中 7m87 16
10 281 尾西　悠万(2) ｵﾆｼ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高槻中 7m67 17
27 125 上岡　優司(2) ｳｴｵｶ ﾏｻｼ 男子 奈　良 田原中 7m60 18
6 22 奥　達哉(2) ｵｸ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 西城陽中 7m50 19
7 28 西田　陽登(2) ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽中 7m50 20
28 133 早水　俊喜(1) ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｭﾝｷ 男子 奈　良 都南中 7m50 21
12 11 上山　諒太朗(1) ｳｴﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 御所中 7m49 22
4 110 崎村　拓真(1) ｻｷﾑﾗ ﾀｸﾏ 男子 京　都 田辺中 7m06 23
8 5 宅間　航大(1) ﾀｸﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 西城陽中 7m00 24
3 31 地福　伊真(1) ｼﾞﾌｸ ｲｻﾅ 男子 京　都 山科中 6m96 25
1 3 南　和宏(2) ﾐﾅﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 立命館中 6m92 26
34 157 岡本　士苑(1) ｵｶﾓﾄ ｼｵﾝ 男子 奈　良 天理南中 6m80 27
5 110 藤林　天馬(1) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 田辺中 6m65 28
19 58 大村　悠真(2) ｵｵﾑﾗ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 香芝北中 6m59 29
9 7 藤野　里空(1) ﾌｼﾞﾉ ﾘｸ 男子 京　都 西城陽中 6m50 30
35 161 松井　光輝(2) ﾏﾂｲ ｺｳｷ 男子 奈　良 郡山中 5m67 31
25 106 矢追　佑(1) ﾔｵｲ ﾀｽｸ 男子 奈　良 田原本中 5m64 32
22 63 上赤　洸翔(1) ｶﾐｱｶ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝西中 5m00 33
38 1329 仲野　琥珀(3) ﾅｶﾉ ｺﾊｸ 男子 奈　良 高樋クラブ 3m10 34
13 25 髙樋　尚史(2) ﾀｶﾋ ﾅｵﾌﾐ 男子 奈　良 吉野中 35
15 46 東　昊輝(1) ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 男子 奈　良 三郷中 36
18 52 北浦　悠希(1) ｷﾀｳﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 山添中 37
24 98 竹株　賀士(1) ﾀｹｶﾌﾞ ﾖｼｱｷ 男子 奈　良 高田中 38
30 137 造勇　亮太(1) ｿﾞｳﾕｳ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 39
39 131 池田　海希(1) ｲｹﾀﾞ ｶｲｷ 男子 奈　良 三笠中 40

****************************************************
* 男子中学 円盤投(1.500kg) *
****************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 137 中村　行雲(3) ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾓ 男子 奈　良 東大寺学園中 35m32 1
22 137 永野　太一(3) ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 33m75 2
9 52 藤本　惇矢(2) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾂﾔ 男子 奈　良 山添中 31m73 3
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****************************************************
* 男子中学 円盤投(1.500kg) *
****************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
26 152 竹田　誠市(2) ﾀｹﾀﾞ ｾｲｲﾁ 男子 奈　良 天理西中 31m40 4
20 107 吉原　征哉(2) ﾖｼﾊﾗ ﾕｷﾔ 男子 奈　良 田原本北中 30m20 5
17 106 辰巳　凛空(3) ﾀﾂﾐ ﾘｸ 男子 奈　良 田原本中 29m96 6
12 63 寺澤　宗祐(2) ﾃﾗｻﾜ ｼｭｳｽｹ 男子 奈　良 香芝西中 26m00 7
19 107 兼島　礼(2) ｶﾈｼﾏ ﾚｲ 男子 奈　良 田原本北中 25m80 8
15 65 吉田　柊優弥(2) ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 奈　良 香芝中 24m00 9
1 20 山本　瑛太(2) ﾔﾏﾓﾄ ｴｲﾀ 男子 京　都 春日丘中 23m98 10
13 63 布施　直輝(2) ﾌｾ ﾅｵｷ 男子 奈　良 香芝西中 23m89 11
27 157 山本　耕生(2) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 天理南中 23m50 12
10 52 乾　優太(1) ｲﾇｲ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 山添中 22m53 13
32 1255 東　暖太(2) ﾋｶﾞｼ ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 高樋クラブ 20m81 14
31 1257 山本　大雅(1) ﾔﾏﾓﾄ ｵｵｶﾞ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 20m61 15
11 58 下　敏己(2) ｼﾓ ﾄｼｷ 男子 奈　良 香芝北中 20m27 16
6 34 津田　航海(1) ﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 男子 奈　良 大淀中 20m00 17
28 157 岡本　士苑(1) ｵｶﾓﾄ ｼｵﾝ 男子 奈　良 天理南中 18m50 18
3 134 江川　凜祐(1) ｴｶﾞﾜ ﾘﾝｽｹ 男子 兵　庫 甲武中 18m09 19
18 106 川邊　徠斗(1) ｶﾜﾍﾞ ﾗｲﾄ 男子 奈　良 田原本中 18m04 20
14 63 上赤　洸翔(1) ｶﾐｱｶ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝西中 18m00 21
29 183 細川　開斗(1) ﾎｿｶﾜ ｶｲﾄ 男子 奈　良 桜井東中 15m82 22
21 107 堀川　慶司(1) ﾎﾘｶﾜ ｹｲｼﾞ 男子 奈　良 田原本北中 15m01 23
16 67 秋山　照瑛(1) ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 広陵中 14m60 24
2 12 山田　蒼太(1) ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 樫原中 10m00 25
4 11 栗原　亘希(2) ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 御所中 26
5 11 上山　諒太朗(1) ｳｴﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 御所中 27
7 46 梅垣　航大(2) ｳﾒｶﾞｷ ｺｳﾀ 男子 奈　良 三郷中 28
8 46 桑原　達也(2) ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ 男子 奈　良 三郷中 29
24 137 大原　慧士(2) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 30
25 137 造勇　亮太(1) ｿﾞｳﾕｳ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 31
30 1190 東浦　漸(1) ﾋｶﾞｼｳﾗ ｾﾞﾝ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 32
33 66 濱田　悠太(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 上牧中 33

**************************************
* 男子中学 四種競技 *
**************************************
37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 4718 髙島 悠生 (3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 2170 1
29 137 橋本　蓮(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 2078 2
8 20 岡田　真宥(3) ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 2025 3
25 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 1894 4
27 137 代田　琥太郎(3) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 1757 5
22 134 中村　旬(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 兵　庫 甲武中 1676 6
7 8636 許田　響(2) ｷｮﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 愛　知 TSM岡崎 1600 7
4 4733 セントンゴ シャリフ ｾﾝﾄﾝｺﾞ ｼｬﾘﾌﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 1590 8
31 137 大家　光輝(2) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 1425 9
3 4725 小櫻 泰成(2) ｺｻﾞｸﾗ ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 1370 10
6 4732 小木曽 蒼真(1) ｺｷﾞｿ ｿｳﾏ 男子 愛　知 TSM 1346 11
5 4730 加藤 光起(1) ｶﾄｳ ｺｳｷ 男子 愛　知 TSM 1300 12
2 4724 伊藤 隼人(2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 1156 13
21 10 山崎　侑吾(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 719 14
9 14 大町　京(1) ｵｵﾏﾁ ｷｮｳ 男子 京　都 大枝中 15
10 33 清水 獅王(3) ｼﾐｽﾞｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 16
11 110 村上　優羽(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 男子 京　都 田辺中 17
12 110 奥山　大翔(2) ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 田辺中 18
13 110 大垣 翔太(2) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 19
14 110 藤井　那成(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 20
15 110 中須賀 蒼唯(2) ﾅｶｽｶﾞ ｱｵｲ 男子 京　都 田辺中 21
16 110 清水 建蔵(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 22
17 110 大谷 一紘(2) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 23
18 110 中村　柊介(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｹ 男子 京　都 田辺中 24
19 110 齊ノ内 天真(1) ｻｲﾉｳﾁ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 田辺中 25
20 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 26
23 11 前川　颯翔(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 御所中 27
24 47 岸本　拓己(1) ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 斑鳩中 28
26 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 29
28 137 西川　瑞基(3) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 30
30 137 村井　俊斗(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 31
32 137 大原　慧士(2) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 32
33 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 33
34 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 34
35 137 松永　啓汰(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 35
36 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 36
37 137 石原　颯大(1) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 37
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********************************************************************
* 男子中学 四種競技 男中１１０ｍＨ *
********************************************************************
37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 4718 髙島 悠生 (3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 4724 伊藤 隼人(2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 2
3 4725 小櫻 泰成(2) ｺｻﾞｸﾗ ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 3
4 4733 セントンゴ シャリフ ｾﾝﾄﾝｺﾞ ｼｬﾘﾌﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 4
5 4730 加藤 光起(1) ｶﾄｳ ｺｳｷ 男子 愛　知 TSM 5
6 4732 小木曽 蒼真(1) ｺｷﾞｿ ｿｳﾏ 男子 愛　知 TSM 6
7 8636 許田　響(2) ｷｮﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 愛　知 TSM岡崎 7
8 20 岡田　真宥(3) ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 8
9 14 大町　京(1) ｵｵﾏﾁ ｷｮｳ 男子 京　都 大枝中 9
10 33 清水 獅王(3) ｼﾐｽﾞｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 10
11 110 村上　優羽(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 奥山　大翔(2) ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 大垣 翔太(2) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 中須賀 蒼唯(2) ﾅｶｽｶﾞ ｱｵｲ 男子 京　都 田辺中 15
16 110 清水 建蔵(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 16
17 110 大谷 一紘(2) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 17
18 110 中村　柊介(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｹ 男子 京　都 田辺中 18
19 110 齊ノ内 天真(1) ｻｲﾉｳﾁ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 田辺中 19
20 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 20
21 10 山崎　侑吾(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 21
22 134 中村　旬(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 兵　庫 甲武中 22
23 11 前川　颯翔(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 御所中 23
24 47 岸本　拓己(1) ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 斑鳩中 24
25 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 25
26 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 代田　琥太郎(3) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 西川　瑞基(3) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 137 橋本　蓮(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 29
30 137 村井　俊斗(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 30
31 137 大家　光輝(2) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 31
32 137 大原　慧士(2) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 32
33 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 33
34 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 34
35 137 松永　啓汰(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 35
36 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 36
37 137 石原　颯大(1) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 37

******************************************************************
* 男子中学 四種競技 男中ﾕｰｽ砲丸投 *
******************************************************************
37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 4718 髙島 悠生 (3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 4724 伊藤 隼人(2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 2
3 4725 小櫻 泰成(2) ｺｻﾞｸﾗ ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 3
4 4733 セントンゴ シャリフ ｾﾝﾄﾝｺﾞ ｼｬﾘﾌﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 4
5 4730 加藤 光起(1) ｶﾄｳ ｺｳｷ 男子 愛　知 TSM 5
6 4732 小木曽 蒼真(1) ｺｷﾞｿ ｿｳﾏ 男子 愛　知 TSM 6
7 8636 許田　響(2) ｷｮﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 愛　知 TSM岡崎 7
8 20 岡田　真宥(3) ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 8
9 14 大町　京(1) ｵｵﾏﾁ ｷｮｳ 男子 京　都 大枝中 9
10 33 清水 獅王(3) ｼﾐｽﾞｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 10
11 110 村上　優羽(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 奥山　大翔(2) ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 大垣 翔太(2) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 中須賀 蒼唯(2) ﾅｶｽｶﾞ ｱｵｲ 男子 京　都 田辺中 15
16 110 清水 建蔵(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 16
17 110 大谷 一紘(2) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 17
18 110 中村　柊介(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｹ 男子 京　都 田辺中 18
19 110 齊ノ内 天真(1) ｻｲﾉｳﾁ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 田辺中 19
20 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 20
21 10 山崎　侑吾(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 21
22 134 中村　旬(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 兵　庫 甲武中 22
23 11 前川　颯翔(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 御所中 23
24 47 岸本　拓己(1) ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 斑鳩中 24
25 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 25
26 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 代田　琥太郎(3) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 西川　瑞基(3) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 137 橋本　蓮(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 29
30 137 村井　俊斗(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 30
31 137 大家　光輝(2) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 31
32 137 大原　慧士(2) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 32
33 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 33
34 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 34
35 137 松永　啓汰(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 35
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******************************************************************
* 男子中学 四種競技 男中ﾕｰｽ砲丸投 *
******************************************************************
37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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
36 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 36
37 137 石原　颯大(1) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 37

****************************************************
* 男子中学 四種競技 走高跳 *
****************************************************
37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 4718 髙島 悠生 (3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 4724 伊藤 隼人(2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 2
3 4725 小櫻 泰成(2) ｺｻﾞｸﾗ ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 3
4 4733 セントンゴ シャリフ ｾﾝﾄﾝｺﾞ ｼｬﾘﾌﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 4
5 4730 加藤 光起(1) ｶﾄｳ ｺｳｷ 男子 愛　知 TSM 5
6 4732 小木曽 蒼真(1) ｺｷﾞｿ ｿｳﾏ 男子 愛　知 TSM 6
7 8636 許田　響(2) ｷｮﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 愛　知 TSM岡崎 7
8 20 岡田　真宥(3) ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 8
9 14 大町　京(1) ｵｵﾏﾁ ｷｮｳ 男子 京　都 大枝中 9
10 33 清水 獅王(3) ｼﾐｽﾞｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 10
11 110 村上　優羽(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 奥山　大翔(2) ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 大垣 翔太(2) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 中須賀 蒼唯(2) ﾅｶｽｶﾞ ｱｵｲ 男子 京　都 田辺中 15
16 110 清水 建蔵(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 16
17 110 大谷 一紘(2) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 17
18 110 中村　柊介(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｹ 男子 京　都 田辺中 18
19 110 齊ノ内 天真(1) ｻｲﾉｳﾁ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 田辺中 19
20 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 20
21 10 山崎　侑吾(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 21
22 134 中村　旬(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 兵　庫 甲武中 22
23 11 前川　颯翔(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 御所中 23
24 47 岸本　拓己(1) ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 斑鳩中 24
25 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 25
26 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 代田　琥太郎(3) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 西川　瑞基(3) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 137 橋本　蓮(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 29
30 137 村井　俊斗(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 30
31 137 大家　光輝(2) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 31
32 137 大原　慧士(2) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 32
33 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 33
34 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 34
35 137 松永　啓汰(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 35
36 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 36
37 137 石原　颯大(1) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 37
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1 4718 髙島 悠生 (3) ﾀｶｼﾏ ﾕｳｾｲ 男子 愛　知 TSM 1
2 4724 伊藤 隼人(2) ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 愛　知 TSM 2
3 4725 小櫻 泰成(2) ｺｻﾞｸﾗ ﾀｲｾｲ 男子 愛　知 TSM 3
4 4733 セントンゴ シャリフ ｾﾝﾄﾝｺﾞ ｼｬﾘﾌﾀｲｶﾞ 男子 愛　知 TSM 4
5 4730 加藤 光起(1) ｶﾄｳ ｺｳｷ 男子 愛　知 TSM 5
6 4732 小木曽 蒼真(1) ｺｷﾞｿ ｿｳﾏ 男子 愛　知 TSM 6
7 8636 許田　響(2) ｷｮﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 男子 愛　知 TSM岡崎 7
8 20 岡田　真宥(3) ｵｶﾀﾞ ｼﾝﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 8
9 14 大町　京(1) ｵｵﾏﾁ ｷｮｳ 男子 京　都 大枝中 9
10 33 清水 獅王(3) ｼﾐｽﾞｼｮｳ 男子 京　都 洛南中 10
11 110 村上　優羽(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 男子 京　都 田辺中 11
12 110 奥山　大翔(2) ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 田辺中 12
13 110 大垣 翔太(2) ｵｵｶﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 田辺中 13
14 110 藤井　那成(2) ﾌｼﾞｲ ﾅﾙ 男子 京　都 田辺中 14
15 110 中須賀 蒼唯(2) ﾅｶｽｶﾞ ｱｵｲ 男子 京　都 田辺中 15
16 110 清水 建蔵(2) ｼﾐｽﾞ ｹﾝｿﾞｳ 男子 京　都 田辺中 16
17 110 大谷 一紘(2) ｵｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 田辺中 17
18 110 中村　柊介(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｹ 男子 京　都 田辺中 18
19 110 齊ノ内 天真(1) ｻｲﾉｳﾁ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 田辺中 19
20 31 増田　翔大(2) ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 西城陽中 20
21 10 山崎　侑吾(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 南陽高附属中 21
22 134 中村　旬(2) ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 兵　庫 甲武中 22
23 11 前川　颯翔(1) ﾏｴｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 御所中 23
24 47 岸本　拓己(1) ｷｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 斑鳩中 24
25 107 兒島　一誠(2) ｺｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 田原本北中 25
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26 137 稲田　陽紀(3) ｲﾅﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 26
27 137 代田　琥太郎(3) ｼﾛﾀ ｺﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 27
28 137 西川　瑞基(3) ﾆｼｶﾜ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 28
29 137 橋本　蓮(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 29
30 137 村井　俊斗(3) ﾑﾗｲ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 東大寺学園中 30
31 137 大家　光輝(2) ｵｵｲｴ ｺｳｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 31
32 137 大原　慧士(2) ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 男子 奈　良 東大寺学園中 32
33 137 金野　凌大(2) ｷﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 33
34 137 西村　光琉(2) ﾆｼﾑﾗ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 東大寺学園中 34
35 137 松永　啓汰(2) ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 35
36 137 山﨑　祐弥(2) ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 東大寺学園中 36
37 137 石原　颯大(1) ｲｼﾊﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 37

**************************************************
* 男子高校・一般 １００ｍ *
**************************************************
406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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
342 1148 辻中　悠河(4) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ 男子 京　都 大阪国際大 10.40 1
314 285 濱田　澪(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ 男子 大　阪 関西大 10.49 2
356 1702 井口　義人(6) ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 京都府立医科大 10.71 3
362 913 正田　陽人(2) ﾏｻﾀﾞ ﾖﾋﾄ 男子 大　阪 大阪経済大 10.72 4
373 994 松井　洋輔(2) ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ 男子 兵　庫 兵庫教育大 10.73 5
1 1287 平尾　裕希(9) ﾋﾗｵ ﾕｳｷ 男子 千　葉 東亜道路工業 10.75 6

353 1338 森永　悠斗(1) ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 大阪学院大 10.80 7
332 848 高瀬　一晟　(1) ﾀｶｾ ｲｯｾｲ 男子 大　阪 天理大 10.83 8
329 832 茶圓　裕希(2) ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 天理大 10.85 9
349 1174 阪口 颯良(3) ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ 男子 奈　良 大阪国際大 10.85 10
67 6796 栗本 由紀(9) ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 赤兎馬AC 10.90 11
340 1180 中間 雅人(3) ﾅｶﾏ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 大阪国際大 10.90 12
153 1473 溝腰　好高(9) ﾐｿﾞｺｼ ﾖｼﾀｶ 男子 大　阪 スターヒルズ 10.95 13
72 3651 泉　佑真(3) ｲｽﾞﾐ ﾕｳﾏ 男子 京　都 花園高 10.96 14
140 4118 佐藤　吏(2) ｻﾄｳ ﾂｶｻ 男子 京　都 京都廣学館高 10.96 15
192 324 神戸　奏汰(2) ｺｳﾍﾞ ｿｳﾀ 男子 大　阪 枚方津田高 10.97 16
273 522 松井 勇翔(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 10.97 17
171 155 丸尾　勇人(3) ﾏﾙｵ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 10.99 18
315 1857 栗山　玲温(3) ｸﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ 男子 京　都 京都工芸繊維大 10.99 19
364 910 桑野　航汰(2) ｸﾜﾉ ｺｳﾀ 男子 大　阪 大阪経済大 10.99 20
204 3784 堀口　柚貴(9) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｽﾞｷ 男子 大　阪 Across 11.00 21
323 1121 中川　翔太(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.00 22
371 902 濱田　光貴(3) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 男子 大　阪 大阪経済大 11.00 23
393 1343 松本　光司(5) ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 大　阪 大阪医科薬科大 11.00 24
400 6013 伊藤　渉(5) ｲﾄｳ ｼｮｳ 男子 三　重 近大高専 11.00 25
172 157 堀田　雅斗(2) ﾎｯﾀ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.01 26
241 245 尾上　倖大(2) ｵﾉｳｴ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 五條高 11.01 27
27 1673 中田　凱斗(2) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 男子 京　都 北稜高 11.02 28
318 2017 杉浦　宏我(1) ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｶﾞ 男子 奈　良 大阪公立大 11.03 29
144 4138 北村　翔太(1) ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 京都廣学館高 11.05 30
24 2318 小西　瑛士(3) ｺﾆｼ ｴｲｼﾞ 男子 京　都 西城陽高 11.06 31
377 2334 滝本恵果(1) ﾀｷﾓﾄ ｹｲｶ 男子 大　阪 追手門学院大 11.07 32
2 4380 山口　恭平(9) ﾔﾏｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 男子 愛　知 POWERMAX 11.08 33

196 298 竹之内　順也(2) ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 大　阪 大産大附属高 11.08 34
304 690 藤田雄大(M1) ﾌｼﾞﾀﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 京都大 11.10 35
185 2715 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 辰野 11.11 36
97 1766 阿形　悠真(1) ｱｶﾞﾀ ﾕｳﾏ 男子 京　都 鳥羽高 11.13 37
343 1150 出水　駿佑(4) ﾃﾞﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 大阪国際大 11.16 38
344 1151 出水　颯真(4) ﾃﾞﾐｽﾞ ｿｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 11.16 39
365 901 谷　純太朗(3) ﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 大阪経済大 11.16 40
111 1331 安東　光月(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 男子 京　都 桃山高 11.17 41
63 2692 武本　翔聖(2) ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｾｲ 男子 京　都 南陽高 11.19 42
275 524 原　駿翔(1) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 11.19 43
36 3320 太田　陸(2) ｵｵﾀ ﾘｸ 男子 京　都 塔南高 11.20 44
40 2324 西中　斎(9) ﾆｼﾅｶ ｲﾂｷ 男子 京　都 Gloria.AC 11.20 45
182 3 山本　大翔(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 男子 大　阪 東海大仰星高 11.20 46
228 1178 西川　涼(2) ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 奈　良 ならスポＡC 11.20 47
313 292 深井　翔太郎(2) ﾌｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 関西大 11.20 48
319 1110 勢力　竜里(4) ｾｲﾘｷ ﾘｭｳﾘ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.20 49
322 1119 谷口　哲也(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 男子 京　都 大阪成蹊大学 11.20 50
336 1656 金森　雄亮(2) ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 佛教大 11.20 51
366 921 田村　奏人(1) ﾀﾑﾗ ｶﾅﾄ 男子 大　分 大阪経済大 11.20 52
381 1697 吉原　翔太(4) ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ 男子 滋　賀 滋賀大 11.20 53
3 3103 米田　航大(9) ﾖﾈﾀﾞｺｳﾀﾞｲ 男子 滋　賀 滋賀陸協 11.21 54
16 2251 井上　嵩二朗(1) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11.21 55
68 2230 寺下　健治(9) ﾃﾗｼﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 京　都 Soleil.AC 11.21 56
149 1344 橋谷　俊平(9) ﾊｼﾀﾆ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 11.21 57
22 2271 藤井 暖(3) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.22 58
316 2350 北村　駿(1) ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 京　都 京都工芸繊維大 11.22 59
374 995 藤江　昂史(2) ﾌｼﾞｴ ﾀｶﾌﾐ 男子 兵　庫 兵庫教育大 11.22 60
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300 2717 古井　理也(9) ｺｲ ﾏｻﾔ 男子 高　知 MMG 11.23 61
70 2666 田村　優介(3) ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.24 62
402 314 中川　陽司(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ 男子 三　重 近大高専 11.24 63
81 2879 田中　和音(6) ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾈ 男子 京　都 京医AC 11.26 64
110 1330 山内　雄磨(2) ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾏ 男子 京　都 桃山高 11.26 65
130 1484 角田　陽都(2) ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 11.27 66
206 1606 中田　剣(9) ﾅｶﾀ ﾂﾄﾑ 男子 大　阪 MDPV 11.28 67
308 1470 松下　貴則(2) ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾉﾘ 男子 大　阪 関西外国語大 11.28 68
137 4103 寺崎　晃基(3) ﾃﾗｻｷ ｺｳｷ 男子 京　都 京都廣学館高 11.29 69
272 520 福本　陽己(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.29 70
326 808 中藤　立紀(4) ﾅｶﾌｼﾞ ﾘﾂｷ 男子 奈　良 天理大 11.29 71
327 818 三木　稜士(3) ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ 男子 大　阪 天理大 11.29 72
271 519 濱口　亮太(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 11.30 73
310 238 角田　龍(4) ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 関西大 11.30 74
330 843 本村　和也(2) ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 天理大 11.30 75
331 840 迫田　唯斗(2) ｻｺﾀﾞ ﾕｲﾄ 男子 奈　良 天理大 11.30 76
360 912 田中　俊輔(2) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 大阪経済大 11.30 77
363 915 山根　汰一(2) ﾔﾏﾈ ﾀｲﾁ 男子 兵　庫 大阪経済大 11.30 78
372 890 田邉　一真(4) ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 大阪経済大 11.30 79
98 1767 西畑　太喜(1) ﾆｼﾊﾀ ﾀｲｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.31 80
220 3134 中井　彬人(2) ﾅｶｲ ｱｷﾄ 男子 兵　庫 市伊丹高 11.31 81
270 518 戸島　清太(2) ﾄｼﾏ ｾｲﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 11.31 82
138 4116 岩本　光太朗(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 京都廣学館高 11.32 83
60 2656 由良　旺雅(1) ﾕﾗ ｵｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高 11.36 84
46 2209 山脇　千颯(2) ﾔﾏﾜｷ ﾁﾊﾔ 男子 京　都 城陽高 11.37 85
156 325 青山　武暉(2) ｱｵﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 大　阪 高槻高 11.37 86
258 179 森口　翔太(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 一条高 11.37 87
5 218 永阪　聡大(9) ﾅｶﾞｻｶ ｿｳﾀ 男子 滋　賀 チームRCK 11.38 88
25 1666 清水　悠平(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 11.38 89
75 3666 水田　優貴(1) ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｷ 男子 京　都 花園高 11.38 90
145 2776 大前　壮太朗(2) ｵｵﾏｴ ｿｳﾀﾛｳ 男子 京　都 亀岡高 11.38 91
350 2322 藤原　健跳(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 奈良教育大 11.38 92
18 2254 米澤　樹(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽高 11.39 93
56 2181 高木　亮司(2) ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 男子 京　都 莵道高 11.39 94
288 159 岡田　智志(1) ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 男子 奈　良 奈良学園高 11.39 95
37 3321 多田　颯汰(2) ﾀﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 塔南高 11.40 96
104 1751 林　正純(2) ﾊﾔｼ ﾏｻｽﾞﾐ 男子 京　都 鳥羽高 11.40 97
136 4102 玉村　悠登(3) ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京都廣学館高 11.40 98
188 2355 植田　司朗(9) ｳｴﾀﾞｼﾛｳ 男子 大　阪 TeamATOM 11.40 99
269 517 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 11.40 100
306 1534 戸澤　悠介(4) ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 摂南大 11.40 101
307 1547 渡邊　翼(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 摂南大 11.40 102
338 2097 小西　大輝(1) ｺﾆｼ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 佛教大 11.40 103
345 1146 田崎　将真(4) ﾀｻｷ ｼｮｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 11.40 104
376 1485 田中吹輝(2) ﾀﾅｶ ﾌﾌﾞｷ 男子 大　阪 追手門学院大 11.40 105
73 3668 髙田　怜(1) ﾀｶﾀﾞ ﾚﾝ 男子 京　都 花園高 11.41 106
295 1160 矢部　亨(2) ﾔﾍﾞ ﾄｵﾙ 男子 奈　良 奈良高専 11.41 107
143 4137 松村　央斗(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 京都廣学館高 11.43 108
384 95 早川　佳佑(4) ﾊﾔｶﾜ ｹｲｽｹ 男子 愛　知 愛知大 11.43 109
95 1764 西宮　大貴(1) ﾆｼﾐﾔ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.44 110
168 151 秋田　陸(2) ｱｷﾀ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 11.44 111
222 157 福岡　大生(9) ﾌｸｵｶ ﾀﾞｲｷ 男子 兵　庫 NMR 11.44 112
223 360 森澤　祐介(9) ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 NMR 11.44 113
311 277 伊藤　大晟(3) ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 関西大 11.45 114
368 2416 麻生　海斗(1) ｱｿｳ ｶｲﾄ 男子 大　阪 大阪経済大 11.45 115
383 2121 出雲　滉己(1) ｲｽﾞﾓ ｺｳｷ 男子 滋　賀 滋賀大 11.45 116
64 2693 合原　慧(2) ｱｲﾊﾗ ｹｲ 男子 京　都 南陽高 11.46 117
14 2275 小寺 奏多(2) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 11.47 118
47 2202 杉本　瑠斗(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 城陽高 11.47 119
13 2274 小口 遥大(2) ｺｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 西城陽高 11.48 120
20 2262 宮野　佑生(1) ﾐﾔﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 11.48 121
341 1192 伊崎　健太郎(2) ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 大阪国際大 11.48 122
404 297 田中　大馳(2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 男子 三　重 近大高専 11.48 123
15 2281 畚野 湧成(2) ﾌｺﾞﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 11.50 124
31 2142 鈴木　俊瑛(2) ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 男子 京　都 京都工学院高 11.50 125
109 1792 土井　創嵐(3) ﾄﾞｲ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 11.50 126
148 1342 田中　孝典(9) ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 11.50 127
309 2370 宮口　絹道(1) ﾐﾔｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 男子 大　阪 関西外国語大 11.50 128
312 269 櫻井　健太(3) ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 関西大 11.50 129
361 911 幸村　侑哉(2) ｺｳﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 兵　庫 大阪経済大 11.50 130
375 1477 福田寛和(4) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 男子 大　阪 追手門学院大 11.50 131
251 550 木村　公響(1) ｷﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 王寺工業高 11.51 132
193 295 川端　晃生(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 大産大附属高 11.52 133
389 1313 亀川　凌汰(4) ｶﾒｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 阪南大 11.52 134
390 1312 岡本　涼(4) ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 大　阪 阪南大 11.52 135
391 1310 上田　晴彦(3) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 男子 大　阪 阪南大 11.52 136
53 2217 利田　樹紀(1) ｶｶﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 京　都 城陽高 11.53 137
154 2342 平井　利明(9) ﾋﾗｲ ﾄｼｱｷ 男子 大　阪 チームもんごる 11.53 138
284 627 長谷川　優斗(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 11.53 139
227 1177 中村　颯希(2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾏ 男子 奈　良 ならスポＡC 11.54 140
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401 288 長田　怜士(3) ﾅｶﾞﾀ ﾚｲｼﾞ 男子 三　重 近大高専 11.54 141
191 323 川口　鉄生(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 男子 大　阪 枚方津田高 11.55 142
147 2783 増田　雄一郎(1) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 亀岡高 11.58 143
76 3677 森田　隼斗(2) ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 花園高 11.60 144
85 3275 片山　仁(2) ｶﾀﾔﾏ ｼﾞﾝ 男子 京　都 紫野高 11.60 145
86 3276 吉良　隆一(2) ｷﾗ ﾘｭｳｲﾁ 男子 京　都 紫野高 11.60 146
87 3277 野々村　将太朗(2) ﾉﾉﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛ 男子 京　都 紫野高 11.60 147
89 3290 西村　星都(1) ﾆｼﾑﾗ ｾｲﾄ 男子 京　都 紫野高 11.60 148
92 3294 武藤　研太(1) ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ 男子 京　都 紫野高 11.60 149
175 161 中村　涼太(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方高 11.60 150
231 186 秋野　樹輝(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 11.60 151
301 2168 岡田　亮太(1) ｵｶﾀﾞﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 神戸大 11.60 152
321 1118 山﨑　奨(2) ﾔﾏｻｷ ﾀｽｸ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.60 153
333 2445 田中　力稀(1) ﾀﾅｶ ﾘｷ 男子 岐　阜 龍谷大 11.60 154
347 1219 木村　元(1) ｷﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 男子 大　阪 大阪国際大 11.60 155
385 1190 中谷　太一(4) ﾅｶﾔ ﾀｲﾁ 男子 愛　知 愛知大 11.60 156
55 2241 森田　寛太(3) ﾓﾘﾀ ｶﾝﾀ 男子 京　都 城陽高 11.61 157
170 154 重野　伊吹(2) ｼｹﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 大　阪 枚方高 11.61 158
186 414 松田　遥斗(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 交野高 11.61 159
26 1671 堤　晴太郞(2) ﾂﾂﾐ ｾｲﾀﾛｳ 男子 京　都 北稜高 11.62 160
28 1676 大渡　傳人(1) ｵｵﾜﾀﾘ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 北稜高 11.62 161
174 159 越野　陸(2) ｺｼﾉ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 11.62 162
302 2428 岡田　雅也(1) ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 男子 京　都 京都大 11.62 163
320 1116 長井　智也(4) ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.65 164
19 2256 高橋　歩夢(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 男子 京　都 西城陽高 11.66 165
105 1752 森木　爽(2) ﾓﾘｷ ｿｳ 男子 京　都 鳥羽高 11.66 166
226 1176 渡邉　巡洋() ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 ならスポＡC 11.66 167
303 678 芦田　開(M2) ｱｼﾀﾞ ｶｲ 男子 京　都 京都大 11.66 168
254 108 山中　虎牙(2) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 大和広陵高 11.68 169
325 2209 川崎　侑真(1) ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.68 170
395 1503 吉田　勇(4) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 男子 京　都 京都橘大 11.68 171
274 523 岡西　璃輝(1) ｵｶﾆｼ ﾘｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.69 172
7 267 大道 裕造(9) ｵｵﾐﾁ ﾋﾛﾅﾘ 男子 滋　賀 Be-Style 11.70 173
66 6591 丸尾 章弘(9) ﾏﾙｵ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 赤兎馬AC 11.70 174
167 317 薮内　翼(9) ﾔﾌﾞｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 大教大AC 11.70 175
194 296 北林　諒士(2) ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 大産大附属高 11.70 176
248 602 山岡　寛太(1) ﾔﾏｵｶ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 五條高 11.70 177
261 354 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 11.70 178
396 2451 北浦　博行(9) ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 Live.fas 11.70 179
346 1215 大葉　遼(1) ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪国際大 11.71 180
34 3324 田井中　颯斗(2) ﾀｲﾅｶ ﾊﾔﾄ 男子 京　都 塔南高 11.72 181
65 2698 瀬尾　拓馬(2) ｾｵ ﾀｸﾏ 男子 京　都 南陽高 11.72 182
151 1334 上西　誉則(9) ｳｴﾆｼ ﾀｶﾉﾘ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 11.72 183
394 1347 谷口　遼(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪医科薬科大 11.72 184
190 322 川内　悠雅(2) ｶﾜｳﾁ ﾕｳｶﾞ 男子 大　阪 枚方津田高 11.73 185
69 4608 古川　真希(9) ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｷ 男子 京　都 Soleil.AC 11.75 186
335 1655 吉川　諒(3) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 佛教大 11.75 187
359 892 堀戸　智博(4) ﾎﾘﾄ ﾁﾋﾛ 男子 大　阪 大阪経済大 11.75 188
108 1791 池田　敏樹(3) ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.76 189
277 647 竹内　芳樹(1) ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 男子 奈　良 奈良育英高 11.77 190
35 3311 北山　暖(1) ｷﾀﾔﾏ ﾋﾅﾀ 男子 京　都 塔南高 11.80 191
44 1303 佐原　晃太郎(9) ｻﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 京都陸協 11.80 192
52 2204 應治　詩(2) ｵｳｼﾞ ｳﾀ 男子 京　都 城陽高 11.80 193
82 3270 小川　正太郎(2) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 11.80 194
88 3282 小川　幸毅(2) ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 男子 京　都 紫野高 11.80 195
91 3293 片山　昊大(1) ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 紫野高 11.80 196
165 316 宇和川　弘基(9) ｳﾜｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 大教大AC 11.80 197
173 158 出野　絃季(2) ﾃﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方高 11.80 198
203 3469 安部　慎之輔(9) ｱﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 大　阪 Across 11.80 199
71 2322 須田　勇太(2) ｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 11.81 200
177 650 庄野　太陽(1) ｼｮｳﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 枚方高 11.82 201
195 297 坂丸　智紀(2) ｻｶﾏﾙ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 大産大附属高 11.82 202
213 308 天野　裕翔(2) ｱﾏﾉ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 東高 11.82 203
12 2283 堀 幹太朗(2) ﾎﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 11.83 204
114 1315 島津　永五(1) ｼﾏﾂﾞ ｴｲｺﾞ 男子 京　都 桃山高 11.83 205
116 1320 山口　湧生(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 男子 京　都 桃山高 11.83 206
225 3562 松本　遼太(9) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 男子 兵　庫 復刻AC 11.83 207
17 2252 岡田　航(1) ｵｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 男子 京　都 西城陽高 11.84 208
45 2203 福田　善大(2) ﾌｸﾀﾞﾖｼﾋﾛ 男子 京　都 城陽高 11.85 209
120 3969 小牧　蒼翔(2) ｺﾏｷ ｱｵﾄ 男子 京　都 大谷高 11.85 210
184 1116 斉藤　真治(9) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 大　阪 アトレティカ 11.85 211
216 3137 中務　孝太(1) ﾅｶﾂｶｻ ｺｳﾀ 男子 兵　庫 市伊丹高 11.85 212
369 2291 河井　颯(1) ｶﾜｲ ﾊﾔﾃ 男子 大　阪 大阪経済大 11.85 213
6 220 中川　謙(9) ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 男子 滋　賀 チームRCK 11.86 214
10 2290 井上 創(2) ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 京　都 西城陽高 11.86 215
79 4097 小畑　幸平(4) ｵﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 京医AC 11.86 216
146 2782 原　優太郎(1) ﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 京　都 亀岡高 11.86 217
100 1769 中川　裕輝(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.89 218
176 164 田山　郁人(2) ﾀﾔﾏ ｲｸﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.89 219
201 1464 新居　秀明(9) ﾆｲ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.89 220
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291 1157 藤保　慈元(4) ﾌｼﾞﾔｽ ｼﾞｹﾞﾝ 男子 奈　良 奈良高専 11.89 221
200 864 場谷　竜之介(1) ﾊﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 大　阪 大産大附属高 11.90 222
212 313 萩森　洸太(2) ﾊｷﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 男子 大　阪 東高 11.90 223
224 448 浦田　祐輝(9) ｳﾗﾀ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 NMR 11.90 224
279 650 吉村　陽(1) ﾖｼﾑﾗ ﾊﾙ 男子 奈　良 奈良育英高 11.90 225
317 1632 西村　知朗(2) ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾛｳ 男子 京　都 京都府立大 11.90 226
324 1122 長島　聖(2) ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 11.90 227
405 299 田中　佑昇(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 三　重 近大高専 11.91 228
99 1768 菱田　哲学希(1) ﾋｼﾀﾞ ｱﾏｷ 男子 京　都 鳥羽高 11.92 229
183 3752 川端　将貴(9) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 大　阪 アトレティカ 11.92 230
202 1457 川口　裕也(9) ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 NEXUS-AC 11.92 231
51 2205 杉本　琉(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｲ 男子 京　都 城陽高 11.94 232
230 1021 杉田　幸輝(9) ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良陸協 11.94 233
178 667 渡部　海斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 大　阪 枚方高 11.95 234
244 250 高本　陽煌(2) ﾀｶﾓﾄ ﾖｳｷ 男子 奈　良 五條高 11.95 235
29 1688 笹井　透真(1) ｻｻｲ ﾄｳﾏ 男子 京　都 北稜高 11.96 236
106 1753 西山　直翔(2) ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄ 男子 京　都 鳥羽高 11.97 237
367 2505 北埜　一真(1) ｷﾀﾉ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 大阪経済大 11.97 238
209 4006 玉本　優輔(9) ﾀﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 大阪大学医学部 11.98 239
128 3972 塚村　勇太(2) ﾂｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 京　都 大谷高 11.99 240
39 3325 木ノ下 　優成(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 塔南高 12.00 241
42 1119 井田　悠(9) ｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 男子 京　都 京都陸協 12.00 242
57 2182 井上　知哉(2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 男子 京　都 莵道高 12.00 243
58 2188 今木　和真(1) ｲﾏｷ ｶｽﾞﾏ 男子 京　都 莵道高 12.00 244
90 3291 堀口　優大(1) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 紫野高 12.00 245
150 1336 中村　聡史(9) ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 12.00 246
166 322 板西　佑介(9) ｲﾀﾆｼ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 大教大AC 12.00 247
328 816 菊井　海稀(3) ｷｸｲ ｶｲｷ 男子 奈　良 天理大 12.00 248
352 2326 貝出　智亮(1) ｶｲﾃﾞ ﾄﾓｱｷ 男子 奈　良 奈良教育大 12.00 249
355 1326 依岡　朋紀(3) ﾖﾘｵｶ ﾄﾓｷ 男子 高　知 大阪学院大 12.00 250
379 1682 加藤　敦詞(4) ｶﾄｳ ｱﾂｼ 男子 滋　賀 滋賀大 12.00 251
382 1687 橋田　大輝(2) ﾊｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 滋　賀 滋賀大 12.00 252
285 630 米山　勇人(1) ﾖﾈﾔﾏ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.01 253
127 3993 前田　航太朗(2) ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 大谷高 12.03 254
155 323 日置　脩汰(2) ﾋｵｷ ｼｭｳﾀ 男子 大　阪 高槻高 12.03 255
339 1175 坂本 高誼(3) ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 男子 高　知 大阪国際大 12.03 256
205 1605 土橋　哉仁(9) ﾂﾁﾊｼ ﾄｼﾋﾄ 男子 大　阪 MDPV 12.04 257
249 610 吉田　侑右(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 五條高 12.04 258
50 2206 高田　佳祐(2) ﾀｶﾀﾞｹｲｽｹ 男子 京　都 城陽高 12.05 259
61 2657 黒田　大貴(1) ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 南陽高 12.05 260
96 1765 松村　勇輝(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 京　都 鳥羽高 12.05 261
49 2207 辰巳　和志(2) ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 城陽高 12.06 262
107 1754 平居　昊(2) ﾋﾗｲ ｺｳ 男子 京　都 鳥羽高 12.06 263
169 153 小谷　樹史(2) ｺﾀﾆ ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方高 12.06 264
208 4005 澤井　俊樹(9) ｻﾜｲ ﾄｼｷ 男子 大　阪 大阪大学医学部 12.06 265
358 1710 辰巳　開陸(3) ﾀﾂﾐ ｶｲﾘ 男子 京　都 京都府立医科大 12.06 266
247 598 西村　大和(1) ﾆｼﾑﾗ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 五條高 12.08 267
122 4457 古市　一颯(1) ﾌﾙｲﾁ ｲｯｻ 男子 京　都 大谷高 12.09 268
159 329 日垣　光世(1) ﾋｶﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻高 12.09 269
246 592 北川　文翔(1) ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾔﾄ 男子 奈　良 五條高 12.09 270
11 2278 﨑嶋 悠友(2) ｻｷｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽高 12.11 271
30 1685 角川　遼(1) ｽﾐｶﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 12.11 272
282 150 澤邊　風雅(2) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.13 273
351 2325 吉田　一貴(1) ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 奈良教育大 12.13 274
48 2208 森本　成海(2) ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾙ 男子 京　都 城陽高 12.14 275
115 1316 谷北　貴一(1) ﾀﾆｷﾀ ｷｲﾁ 男子 京　都 桃山高 12.14 276
286 655 山口　翔真(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.14 277
290 1152 木下　隼(5) ｷﾉｼﾀ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 奈良高専 12.14 278
357 1711 南山　大於起(3) ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾛｵｷ 男子 京　都 京都府立医科大 12.14 279
9 2289 長尾 爽司(2) ﾅｶﾞｵ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 12.15 280
62 2660 日出　恭史郎(1) ﾋﾉﾃﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 京　都 南陽高 12.15 281
207 4002 栗尾　蒼汰(9) ｸﾘｵ ｿｳﾀ 男子 大　阪 大阪大学医学部 12.15 282
214 720 中上　博揮(1) ﾅｶｳｴ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 東高 12.15 283
198 661 山下　陽向(1) ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 大産大附属高 12.17 284
102 1771 水谷　天軌(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｷ 男子 京　都 鳥羽高 12.18 285
23 2284 前田　脩真(2) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 12.19 286
84 3273 谷口　恵太(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 京　都 紫野高 12.20 287
94 3296 高田　翔太(1) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 紫野高 12.20 288
118 2383 武田玲央(9) ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ 男子 京　都 Liberta 12.20 289
197 299 増田　将達(2) ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 男子 大　阪 大産大附属高 12.20 290
211 4009 原田　祥也(9) ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾔ 男子 大　阪 大阪大学医学部 12.20 291
281 668 原　駿稀(1) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 奈　良 奈良育英高 12.20 292
386 6324 岡本　倫太朗(1) ｵｶﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 大和大 12.20 293
388 1243 前田　大輔(3) ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 奈　良 大和大 12.20 294
179 670 渡邊　凜星(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾄ 男子 大　阪 枚方高 12.22 295
77 3670 八木　明日夢(1) ﾔｷﾞ ｱｽﾑ 男子 京　都 花園高 12.24 296
370 2506 藤原　悠成(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 大阪経済大 12.24 297
257 107 森川　翔太(2) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 大和広陵高 12.25 298
264 364 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.25 299
32 2147 濱田　雄大(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 京都工学院高 12.27 300
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219 3135 渡辺　海斗(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 兵　庫 市伊丹高 12.27 301
250 646 和田　捺來(1) ﾜﾀﾞ ﾅﾂｷ 男子 奈　良 五條高 12.27 302
221 3138 中橋　亮介(1) ﾅｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 市伊丹高 12.28 303
262 359 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.28 304
158 328 円城寺　雅人(2) ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 高槻高 12.29 305
263 361 宇山　周(1) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.29 306
189 3007 中溝　大介(9) ﾅｶﾐｿﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 大阪マスターズ 12.30 307
233 188 川邊　煌希(2) ｶﾜﾍﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 12.30 308
268 663 坂下　紘太(1) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.30 309
348 2196 北本　雄士(1) ｷﾀﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 大阪国際大 12.30 310
74 3671 齋藤　悠馬(1) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 男子 京　都 花園高 12.31 311
210 4010 藤原　寛章(9) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 男子 大　阪 大阪大学医学部 12.31 312
229 1271 大塚　友賀(9) ｵｵﾂｶ ﾕｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良陸協 12.31 313
292 1153 笹川　航平(3) ｻｻｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 奈良高専 12.31 314
119 3990 田中　瑛斗(1) ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 男子 京　都 大谷高 12.32 315
126 3975 福田　鷹飛(2) ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾄ 男子 京　都 大谷高 12.33 316
139 4117 奥　滉平(2) ｵｸ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 京都廣学館高 12.33 317
387 2318 岡田　友徳(1) ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 男子 奈　良 大和大 12.35 318
164 987 羽柴　海凪(1) ﾊｼﾊﾞ ﾐﾅｷﾞ 男子 大　阪 高槻高 12.37 319
21 2266 下村　泰生(1) ｼﾓﾑﾗ ﾀｲｷ 男子 京　都 西城陽高 12.38 320
235 190 西出　将也(2) ﾆｼﾃﾞ ｼｮｳﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 12.38 321
293 1156 濱井　大葵(3) ﾊﾏｲ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 奈良高専 12.39 322
83 3272 塚本　岬(2) ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 男子 京　都 紫野高 12.40 323
93 3295 置田　仰人(1) ｵｷﾀ ｱｵﾄ 男子 京　都 紫野高 12.40 324
245 258 村上　真一郎(2) ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 五條高 12.40 325
280 651 山口　成琉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙ 男子 奈　良 奈良育英高 12.40 326
132 1489 加藤　烈(2) ｶﾄｳ ﾚﾂ 男子 京　都 北嵯峨高 12.41 327
142 4131 礒部　優(1) ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾙ 男子 京　都 京都廣学館高 12.43 328
253 673 藤岡　彰良(1) ﾌｼﾞｵｶ ｱｷﾗ 男子 奈　良 王寺工業高 12.44 329
133 1493 水上　惠介(1) ﾐｽﾞｶﾐ ｹｲｽｹ 男子 京　都 北嵯峨高 12.46 330
238 641 木的　祐真(1) ｷﾏﾄ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 奈情商・県商高 12.46 331
289 162 宮本　知隆(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 男子 奈　良 奈良学園高 12.48 332
135 1478 三木　志門(2) ﾐｷ ｼﾓﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 12.49 333
101 1770 小山　陸(1) ｺﾔﾏ ﾘｸ 男子 京　都 鳥羽高 12.50 334
131 1481 阿久津 蓮(2) ｱｸﾂ ﾚﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 12.50 335
242 246 川元　悠多(2) ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 五條高 12.50 336
243 247 吉川　太規(2) ｷｯｶﾜ ﾀｲｷ 男子 奈　良 五條高 12.50 337
256 768 吉田　悠玖(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 大和広陵高 12.50 338
265 365 清祐　恒太(1) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.50 339
266 366 黒松　慶斗(1) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.50 340
283 625 巽　悠祇(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｼ 男子 奈　良 奈良大附属高 12.50 341
392 61677 三木　諭(2) ﾐｷ ｻﾄｼ 男子 滋　賀 滋賀県立大 12.50 342
398 6302 黒田　丈一郎(9) ｸﾛﾀﾞ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 大阪陸協 12.50 343
399 6172 赤坂　直生(9) ｱｶｻｶ ﾅｵｷ 男子 大　阪 大阪陸協 12.50 344
125 4451 兒玉　観生(1) ｺﾀﾞﾏ ｶﾝｾｲ 男子 京　都 大谷高 12.52 345
267 370 萩原　大地(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 12.55 346
103 1772 森川　心翔(1) ﾓﾘｶﾜ ｼﾝﾄ 男子 京　都 鳥羽高 12.56 347
43 1302 竹内　海人(9) ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 男子 京　都 京都陸協 12.57 348
38 3310 藤田　悠希(1) ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 男子 京　都 塔南高 12.59 349
80 2039 杉谷　武人(2) ｽｷﾞﾀﾆ ﾀｹﾄ 男子 京　都 京医AC 12.59 350
276 525 花岡　拓実(1) ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 奈良育英高 12.59 351
59 2192 井本　奏輝(1) ｲﾓﾄ ｿｳｷ 男子 京　都 莵道高 12.60 352
112 1335 梅木　幹太(2) ｳﾒｷ ｶﾝﾀ 男子 京　都 桃山高 12.60 353
232 187 今西　柊憂(2) ｲﾏﾆｼ ｼｭｳ 男子 奈　良 奈情商・県商高 12.60 354
278 649 中矢　大翔(1) ﾅｶﾔ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 12.60 355
294 1159 森井　優天(2) ﾓﾘｲ ﾕﾀｶ 男子 奈　良 奈良高専 12.60 356
403 311 三村　龍輝(1) ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｷ 男子 三　重 近大高専 12.63 357
180 671 中川　夢月(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 男子 大　阪 枚方高 12.66 358
161 331 西森　礼人(1) ﾆｼﾓﾘ ｱﾔﾄ 男子 大　阪 高槻高 12.68 359
354 2012 廣峰　音弥(1) ﾋﾛﾐﾈ ｵﾄﾔ 男子 大　阪 大阪学院大 12.68 360
334 1652 馬場　涼輔(3) ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 佛教大 12.70 361
378 1689 尾野　弘直(4) ｵﾉ ﾋﾛﾅｵ 男子 滋　賀 滋賀大 12.75 362
160 330 藤本　晃弘(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 高槻高 12.77 363
117 1336 盧　奎炫(1) ﾉ ｷﾞｭﾋｮﾝ 男子 京　都 桃山高 12.80 364
187 416 吉本　佑羅(2) ﾖｼﾓﾄ ﾕﾗ 男子 大　阪 交野高 12.80 365
234 189 高山　優斗(2) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈情商・県商高 12.80 366
380 2387 荊木　勇登(4) ｲﾊﾞﾗｷ ﾕｳﾄ 男子 京　都 滋賀大 12.80 367
33 2150 柴田　慶吾(1) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 京都工学院高 12.82 368
255 769 林　龍乃介(1) ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 大和広陵高 12.82 369
152 1332 竹田　了平(9) ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 12.87 370
134 1492 土井　力哉(1) ﾄﾞｲ ﾘｷﾔ 男子 京　都 北嵯峨高 12.89 371
215 109 東山　叶多(9) ﾋｶﾞｼﾔﾏｶﾅﾀ 男子 兵　庫 尼崎市陸協 12.90 372
260 667 宮本　天斗(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾄ 男子 奈　良 一条高 12.99 373
236 191 冬木　将真(2) ﾌﾕｷ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈情商・県商高 13.00 374
157 327 髙橋 悠真(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高槻高 13.01 375
123 3991 岡田　大地(1) ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 京　都 大谷高 13.05 376
181 672 中山　稀生(1) ﾅｶﾔﾏ ｷﾅﾘ 男子 大　阪 枚方高 13.06 377
121 4452 西川　諒(1) ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 大谷高 13.07 378
217 3114 西藤　聖(1) ｻｲﾄｳ ﾋｼﾞﾘ 男子 兵　庫 市伊丹高 13.07 379
239 642 杉本　悠輝(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 13.07 380
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163 333 廣瀨　耀天(1) ﾋﾛｾ ｱｷﾀｶ 男子 大　阪 高槻高 13.09 381
287 783 塩山　源大(1) ｼｵﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ 男子 奈　良 奈良大附属高 13.10 382
78 4855 三浦　慶太(9) ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 男子 京　都 京都マスターズ 13.14 383
54 2220 渡邊　悠貴(1) ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳｷ 男子 京　都 城陽高 13.15 384
397 2450 中上　智瑛(9) ﾅｶｳｴ ﾄﾓｱｷ 男子 大　阪 Live.fas 13.23 385
259 666 三須磨　紘太(1) ﾐｽﾏ ｺｳﾀ 男子 奈　良 一条高 13.36 386
406 312 中谷　祐弥(1) ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾔ 男子 三　重 近大高専 13.41 387
199 836 平津　真利雄(1) ﾋﾗﾂ ﾏﾘｵ 男子 大　阪 大産大附属高 13.50 388
305 1568 近藤　元(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 男子 大　阪 摂南大 13.68 389
296 1305 西川　大樹(9) ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 KOYO A.C. 13.71 390
252 669 飯田　陽翔(1) ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 王寺工業高 13.77 391
237 640 掛橋　羅己(1) ｶｹﾊｼ ﾗｲ 男子 奈　良 奈情商・県商高 13.90 392
298 1325 長谷川　正人(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 男子 奈　良 KOYO A.C. 14.00 393
162 332 中田　昴星(1) ﾅｶﾀ ｽﾊﾞﾙ 男子 大　阪 高槻高 14.41 394
299 1324 松本　剛健(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳｹﾝ 男子 奈　良 KOYO A.C. 14.50 395
218 3142 川西　大和(1) ｶﾜﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 兵　庫 市伊丹高 15.00 396
297 1311 村山　裕樹(9) ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｷ 男子 奈　良 KOYO A.C. 15.09 397
4 3138 高橋　樹(9) ﾀｶﾊｼｲﾂｷ 男子 滋　賀 滋賀陸協 398
8 2286 辻野 真宙(2) ﾂｼﾞﾉ ﾏﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 399
41 4158 菊地　憧(9) ｷｸﾁ ｼｮｳ 男子 京　都 Gloria.AC 400
113 1338 木村　元汰(2) ｷﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 男子 京　都 桃山高 401
124 3998 向山　洸生(2) ﾑｺﾔﾏ ｺｳｷ 男子 京　都 大谷高 402
129 3996 三田　澪音(2) ｻﾝﾀﾞ ﾚﾉﾝ 男子 京　都 大谷高 403
141 4123 平山　凌大(2) ﾋﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 京都廣学館高 404
240 643 堂浦　蓮(1) ﾄﾞｳｳﾗ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈情商・県商高 405
337 2096 木村　一太(2) ｷﾑﾗ ｲﾁﾀ 男子 京　都 佛教大 406
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124 251 中西　龍司(2) ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳｼﾞ 男子 奈　良 五條高 11.82 1
158 1185 二井 悠太(3) ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 大阪国際大 21.41 2
165 1702 井口　義人(6) ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾄ 男子 京　都 京都府立医科大 21.87 3
168 910 桑野　航汰(2) ｸﾜﾉ ｺｳﾀ 男子 大　阪 大阪経済大 21.93 4
83 157 堀田　雅斗(2) ﾎｯﾀ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方高 21.98 5
149 690 藤田雄大(M1) ﾌｼﾞﾀﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 京都大 22.10 6
167 913 正田　陽人(2) ﾏｻﾀﾞ ﾖﾋﾄ 男子 大　阪 大阪経済大 22.10 7
73 4118 佐藤　吏(2) ｻﾄｳ ﾂｶｻ 男子 京　都 京都廣学館高 22.17 8
108 1443 伊藤　慎悟(9) ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 男子 大　阪 NEXUS-AC 22.17 9
97 415 山本　啓人(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ 男子 大　阪 交野高 22.23 10
13 2271 藤井 暖(3) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 22.25 11
44 2666 田村　優介(3) ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 22.28 12
76 1473 溝腰　好高(9) ﾐｿﾞｺｼ ﾖｼﾀｶ 男子 大　阪 スターヒルズ 22.30 13
1 3103 米田　航大(9) ﾖﾈﾀﾞｺｳﾀﾞｲ 男子 滋　賀 滋賀陸協 22.37 14
14 2318 小西　瑛士(3) ｺﾆｼ ｴｲｼﾞ 男子 京　都 西城陽高 22.37 15
104 298 竹之内　順也(2) ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 大　阪 大産大附属高 22.38 16
151 292 深井　翔太郎(2) ﾌｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 関西大 22.40 17
172 2450 田中　亜周(1) ﾀﾅｶ ｱｼｭｳ 男子 滋　賀 滋賀大 22.41 18
153 83 武富　聖人(M1) ﾀｹﾄﾐ ﾏｻﾄ 男子 奈　良 金沢大 22.43 19
38 2692 武本　翔聖(2) ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｾｲ 男子 京　都 南陽高 22.46 20
115 1178 西川　涼(2) ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 奈　良 ならスポＡC 22.46 21
42 6796 栗本 由紀(9) ｸﾘﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 京　都 赤兎馬AC 22.50 22
74 4136 中村　玲皇(1) ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 男子 京　都 京都廣学館高 22.58 23
7 2254 米澤　樹(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ｲﾂｷ 男子 京　都 西城陽高 22.71 24
10 2267 秦野　暁人(1) ﾊﾀﾉ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽高 22.71 25
85 159 越野　陸(2) ｺｼﾉ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 22.72 26
157 2143 西村　倫太郎(1) ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 龍谷大 22.75 27
145 2717 古井　理也(9) ｺｲ ﾏｻﾔ 男子 高　知 MMG 22.77 28
160 1164 井内　陽希(3) ｲｳﾁ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 大阪国際大 22.77 29
25 1091 大西　悠太(9) ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ 男子 京　都 京都陸協 22.78 30
23 2078 山崎　光(9) ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ 男子 京　都 Gloria.AC 22.79 31
72 4116 岩本　光太朗(2) ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 京都廣学館高 22.79 32
24 4159 東川　滉希(9) ﾋｶﾞｼｶﾜ ｺｳｷ 男子 京　都 Gloria.AC 22.80 33
164 1338 森永　悠斗(1) ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 大阪学院大 22.80 34
31 2204 應治　詩(2) ｵｳｼﾞ ｳﾀ 男子 京　都 城陽高 22.81 35
60 1751 林　正純(2) ﾊﾔｼ ﾏｻｽﾞﾐ 男子 京　都 鳥羽高 22.81 36
150 1475 岡村　拓明(2) ｵｶﾑﾗ ﾀｸｱｷ 男子 大　阪 関西外国語大 22.85 37
176 1503 吉田　勇(4) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 男子 京　都 京都橘大 22.94 38
131 517 天羽　蓮(2) ｱﾓｳ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 22.98 39
22 3322 片桐　脩太(2) ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾀ 男子 京　都 塔南高 23.00 40
152 1863 安井　涼(3) ﾔｽｲ ﾘｮｳ 男子 奈　良 京都工芸繊維大 23.00 41
166 911 幸村　侑哉(2) ｺｳﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 兵　庫 大阪経済大 23.00 42
82 154 重野　伊吹(2) ｼｹﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 大　阪 枚方高 23.02 43
163 2328 上野　将大(2) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈良教育大 23.02 44
75 4137 松村　央斗(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 京都廣学館高 23.03 45
27 2209 山脇　千颯(2) ﾔﾏﾜｷ ﾁﾊﾔ 男子 京　都 城陽高 23.04 46
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132 519 濱口　亮太(2) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 23.07 47
6 2280 成田 天馬(2) ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 西城陽高 23.10 48
86 161 中村　涼太(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方高 23.13 49
155 843 本村　和也(2) ﾓﾄﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 天理大 23.15 50
156 840 迫田　唯斗(2) ｻｺﾀﾞ ﾕｲﾄ 男子 奈　良 天理大 23.16 51
128 179 森口　翔太(2) ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 一条高 23.18 52
56 1766 阿形　悠真(1) ｱｶﾞﾀ ﾕｳﾏ 男子 京　都 鳥羽高 23.20 53
173 1245 田中　大貴(3) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 大和大 23.20 54
9 2259 左近充　武人(1) ｻｺﾝｼﾞｭｳ ﾀｹﾄ 男子 京　都 西城陽高 23.23 55
2 218 永阪　聡大(9) ﾅｶﾞｻｶ ｿｳﾀ 男子 滋　賀 チームRCK 23.25 56
39 2693 合原　慧(2) ｱｲﾊﾗ ｹｲ 男子 京　都 南陽高 23.26 57
117 186 秋野　樹輝(2) ｱｷﾉ ｼﾞｭｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 23.30 58
134 524 原　駿翔(1) ﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 23.30 59
102 295 川端　晃生(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 大産大附属高 23.31 60
139 159 岡田　智志(1) ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 男子 奈　良 奈良学園高 23.36 61
162 2321 永春　宏冶(2) ﾅｶﾞﾊﾙ ｺｳｼﾞ 男子 奈　良 奈良教育大 23.37 62
84 158 出野　絃季(2) ﾃﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方高 23.38 63
28 2202 杉本　瑠斗(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 城陽高 23.40 64
34 2181 高木　亮司(2) ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 男子 京　都 莵道高 23.42 65
57 1767 西畑　太喜(1) ﾆｼﾊﾀ ﾀｲｷ 男子 京　都 鳥羽高 23.43 66
49 3275 片山　仁(2) ｶﾀﾔﾏ ｼﾞﾝ 男子 京　都 紫野高 23.50 67
50 3276 吉良　隆一(2) ｷﾗ ﾘｭｳｲﾁ 男子 京　都 紫野高 23.50 68
51 3277 野々村　将太朗(2) ﾉﾉﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛ 男子 京　都 紫野高 23.50 69
52 3294 武藤　研太(1) ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ 男子 京　都 紫野高 23.50 70
47 3668 髙田　怜(1) ﾀｶﾀﾞ ﾚﾝ 男子 京　都 花園高 23.54 71
33 2241 森田　寛太(3) ﾓﾘﾀ ｶﾝﾀ 男子 京　都 城陽高 23.56 72
80 151 秋田　陸(2) ｱｷﾀ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 23.61 73
61 1752 森木　爽(2) ﾓﾘｷ ｿｳ 男子 京　都 鳥羽高 23.62 74
64 1315 島津　永五(1) ｼﾏﾂﾞ ｴｲｺﾞ 男子 京　都 桃山高 23.62 75
54 1764 西宮　大貴(1) ﾆｼﾐﾔ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 鳥羽高 23.65 76
96 414 松田　遥斗(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 交野高 23.65 77
15 1671 堤　晴太郞(2) ﾂﾂﾐ ｾｲﾀﾛｳ 男子 京　都 北稜高 23.74 78
100 323 川口　鉄生(2) ｶﾜｸﾞﾁ ﾃｯｼｮｳ 男子 大　阪 枚方津田高 23.75 79
40 2697 辻本　昊聖(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾃﾝｾｲ 男子 京　都 南陽高 23.76 80
135 647 竹内　芳樹(1) ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 男子 奈　良 奈良育英高 23.77 81
43 2230 寺下　健治(9) ﾃﾗｼﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 京　都 Soleil.AC 23.80 82
41 2698 瀬尾　拓馬(2) ｾｵ ﾀｸﾏ 男子 京　都 南陽高 23.84 83
161 2322 藤原　健跳(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 奈良教育大 23.84 84
4 2290 井上 創(2) ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 京　都 西城陽高 23.86 85

107 864 場谷　竜之介(1) ﾊﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 大　阪 大産大附属高 23.90 86
95 1116 斉藤　真治(9) ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 男子 大　阪 アトレティカ 23.91 87
142 1313 茶山　健(9) ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 KOYO A.C. 23.91 88
136 148 岡田　航弥(2) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 奈　良 奈良大附属高 23.93 89
116 1021 杉田　幸輝(9) ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良陸協 23.95 90
114 1177 中村　颯希(2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾏ 男子 奈　良 ならスポＡC 23.98 91
11 2262 宮野　佑生(1) ﾐﾔﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 23.99 92
94 3752 川端　将貴(9) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 大　阪 アトレティカ 24.00 93
112 448 浦田　祐輝(9) ｳﾗﾀ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 NMR 24.00 94
144 5622 山本　　浩次(9) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 山　口 HSC 24.00 95
177 1505 黒田　翔生(2) ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｷ 男子 京　都 京都橘大 24.00 96
88 667 渡部　海斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 大　阪 枚方高 24.05 97
174 1313 亀川　凌汰(4) ｶﾒｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 阪南大 24.10 98
126 108 山中　虎牙(2) ﾔﾏﾅｶ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 大和広陵高 24.12 99
109 1605 土橋　哉仁(9) ﾂﾁﾊｼ ﾄｼﾋﾄ 男子 大　阪 MDPV 24.14 100
29 2206 高田　佳祐(2) ﾀｶﾀﾞｹｲｽｹ 男子 京　都 城陽高 24.17 101
99 322 川内　悠雅(2) ｶﾜｳﾁ ﾕｳｶﾞ 男子 大　阪 枚方津田高 24.19 102
46 2322 須田　勇太(2) ｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 24.21 103
103 297 坂丸　智紀(2) ｻｶﾏﾙ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 大産大附属高 24.22 104
159 1175 坂本 高誼(3) ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 男子 高　知 大阪国際大 24.26 105
87 650 庄野　太陽(1) ｼｮｳﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 枚方高 24.27 106
3 220 中川　謙(9) ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 男子 滋　賀 チームRCK 24.30 107

169 2505 北埜　一真(1) ｷﾀﾉ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 大阪経済大 24.30 108
170 2416 麻生　海斗(1) ｱｿｳ ｶｲﾄ 男子 大　阪 大阪経済大 24.30 109
171 2291 河井　颯(1) ｶﾜｲ ﾊﾔﾃ 男子 大　阪 大阪経済大 24.30 110
18 1688 笹井　透真(1) ｻｻｲ ﾄｳﾏ 男子 京　都 北稜高 24.32 111
138 157 森　悠斗(2) ﾓﾘ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良学園高 24.35 112
110 3137 中務　孝太(1) ﾅｶﾂｶｻ ｺｳﾀ 男子 兵　庫 市伊丹高 24.38 113
113 1176 渡邉　巡洋() ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ 男子 奈　良 ならスポＡC 24.44 114
111 3138 中橋　亮介(1) ﾅｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 市伊丹高 24.47 115
30 2205 杉本　琉(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾙｲ 男子 京　都 城陽高 24.49 116
36 2188 今木　和真(1) ｲﾏｷ ｶｽﾞﾏ 男子 京　都 莵道高 24.50 117
175 1347 谷口　遼(5) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪医科薬科大 24.50 118
90 669 山本　磨拓(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 大　阪 枚方高 24.57 119
154 2025 田中　昇一(1) ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁ 男子 奈　良 大阪産業大 24.58 120
48 3669 細見　勇翔(1) ﾎｿﾐ ﾕｳﾄ 男子 京　都 花園高 24.60 121
91 670 渡邊　凜星(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾄ 男子 大　阪 枚方高 24.63 122
12 2301 平田　叶大(1) ﾋﾗﾀ ｶﾅﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 24.80 123
81 153 小谷　樹史(2) ｺﾀﾆ ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方高 24.82 124
89 668 木村　大翔(1) ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方高 24.82 125
130 663 坂下　紘太(1) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 24.90 126
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69 1489 加藤　烈(2) ｶﾄｳ ﾚﾂ 男子 京　都 北嵯峨高 24.91 127
125 610 吉田　侑右(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 五條高 24.94 128
105 299 増田　将達(2) ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 男子 大　阪 大産大附属高 24.97 129
35 2182 井上　知哉(2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 男子 京　都 莵道高 25.00 130
45 2615 清田　大貴(2) ｷﾖﾀ ﾋﾛｷ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 25.00 131
70 1478 三木　志門(2) ﾐｷ ｼﾓﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 25.00 132
101 694 中尾　歩(1) ﾅｶｵ ｱﾕﾑ 男子 大　阪 枚方津田高 25.00 133
120 190 西出　将也(2) ﾆｼﾃﾞ ｼｮｳﾔ 男子 奈　良 奈情商・県商高 25.00 134
127 768 吉田　悠玖(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 大和広陵高 25.00 135
8 2258 小倉　叶夢(1) ｵｸﾞﾗ ﾄﾑ 男子 京　都 西城陽高 25.04 136
65 3984 中原　圭一朗(1) ﾅｶﾊﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 京　都 大谷高 25.08 137
53 3296 高田　翔太(1) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 紫野高 25.15 138
63 1754 平居　昊(2) ﾋﾗｲ ｺｳ 男子 京　都 鳥羽高 25.22 139
32 2218 木村　斗馬(1) ｷﾑﾗ ﾄｳﾏ 男子 京　都 城陽高 25.26 140
17 1678 木曽尾　光星(1) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 25.27 141
78 329 日垣　光世(1) ﾋｶﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻高 25.33 142
92 671 中川　夢月(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 男子 大　阪 枚方高 25.38 143
62 1753 西山　直翔(2) ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄ 男子 京　都 鳥羽高 25.42 144
79 330 藤本　晃弘(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 高槻高 25.42 145
106 730 上田　陽斗(1) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 大産大附属高 25.43 146
141 1162 上北　涼斗(2) ｳｴｷﾀ ﾘｮｳﾄ 男子 奈　良 奈良高専 25.43 147
37 2657 黒田　大貴(1) ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 南陽高 25.65 148
21 2150 柴田　慶吾(1) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 京都工学院高 25.72 149
119 188 川邊　煌希(2) ｶﾜﾍﾞ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 25.80 150
146 1022 上田　陽介(3) ｳｴﾀﾞﾖｳｽｹ 男子 大　阪 神戸大 25.87 151
147 1028 宮田　耕太郎(3) ﾐﾔﾀ ｺｳﾀﾛｳ 男子 兵　庫 神戸大 25.87 152
148 1027 平田　岳(3) ﾋﾗﾀ ｶﾞｸ 男子 大　阪 神戸大 25.87 153
178 1026 高見　哉多(3) ﾀｶﾐ ｶﾅﾀ 男子 大　阪 神戸大 25.87 154
122 641 木的　祐真(1) ｷﾏﾄ ﾕｳﾏ 男子 奈　良 奈情商・県商高 25.90 155
98 416 吉本　佑羅(2) ﾖｼﾓﾄ ﾕﾗ 男子 大　阪 交野高 26.19 156
68 4451 兒玉　観生(1) ｺﾀﾞﾏ ｶﾝｾｲ 男子 京　都 大谷高 26.24 157
59 1772 森川　心翔(1) ﾓﾘｶﾜ ｼﾝﾄ 男子 京　都 鳥羽高 26.48 158
129 657 戸津　春舞(1) ﾄﾂ ﾊﾙﾏ 男子 奈　良 一条高 26.56 159
26 2203 福田　善大(2) ﾌｸﾀﾞﾖｼﾋﾛ 男子 京　都 城陽高 26.59 160
137 625 巽　悠祇(1) ﾀﾂﾐ ﾕｳｼ 男子 奈　良 奈良大附属高 26.59 161
93 672 中山　稀生(1) ﾅｶﾔﾏ ｷﾅﾘ 男子 大　阪 枚方高 26.73 162
179 1499 桐　隆大(9) ｷﾘ ﾘｭｳﾀ 男子 大　阪 大阪陸協 26.91 163
118 187 今西　柊憂(2) ｲﾏﾆｼ ｼｭｳ 男子 奈　良 奈情商・県商高 26.97 164
121 640 掛橋　羅己(1) ｶｹﾊｼ ﾗｲ 男子 奈　良 奈情商・県商高 29.00 165
143 1325 長谷川　正人(2) ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 男子 奈　良 KOYO A.C. 30.00 166
77 324 櫻井 倫太郎(2) ｻｸﾗｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 高槻高 31.13 167
5 2275 小寺 奏多(2) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 168
16 1676 大渡　傳人(1) ｵｵﾜﾀﾘ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 北稜高 169
19 2142 鈴木　俊瑛(2) ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 男子 京　都 京都工学院高 170
20 2147 濱田　雄大(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 京都工学院高 171
55 1765 松村　勇輝(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 京　都 鳥羽高 172
58 1770 小山　陸(1) ｺﾔﾏ ﾘｸ 男子 京　都 鳥羽高 173
66 3976 松下　宗平(2) ﾏﾂｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 男子 京　都 大谷高 174
67 4452 西川　諒(1) ﾆｼｶﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 大谷高 175
71 4103 寺崎　晃基(3) ﾃﾗｻｷ ｺｳｷ 男子 京　都 京都廣学館高 176
123 643 堂浦　蓮(1) ﾄﾞｳｳﾗ ﾚﾝ 男子 奈　良 奈情商・県商高 177
133 522 松井 勇翔(2) ﾏﾂｲ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 178
140 1153 笹川　航平(3) ｻｻｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 奈良高専 179
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59 157 堀田　雅斗(2) ﾎｯﾀ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方高 48.21 1
58 155 丸尾　勇人(3) ﾏﾙｵ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方高 48.92 2
68 415 山本　啓人(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ 男子 大　阪 交野高 49.50 3
8 2271 藤井 暖(3) ﾌｼﾞｲ ﾊﾙ 男子 京　都 西城陽高 49.71 4
92 1798 木村　天南(2) ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 京都産業大 50.00 5
93 1799 杉浦　正吾(2) ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 京都産業大 50.00 6
94 1792 蛭子谷　大夢(2) ｴﾋﾞｽﾀﾆ ﾋﾛﾑ 男子 大　阪 京都産業大 50.00 7
42 1477 亀石 理穏(2) ｶﾒｲｼ ﾘｵﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 50.11 8
47 4102 玉村　悠登(3) ﾀﾏﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京都廣学館高 50.48 9
101 912 田中　俊輔(2) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 大阪経済大 50.50 10
102 915 山根　汰一(2) ﾔﾏﾈ ﾀｲﾁ 男子 兵　庫 大阪経済大 50.50 11
103 901 谷　純太朗(3) ﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 大阪経済大 50.50 12
104 890 田邉　一真(4) ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 大阪経済大 50.50 13
61 159 越野　陸(2) ｺｼﾉ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 50.51 14
110 298 伊藤　颯大(2) ｲﾄｳ ｿｳﾀ 男子 三　重 近大高専 50.66 15
37 1331 安東　光月(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷ 男子 京　都 桃山高 50.90 16
38 1309 大西　秀一(1) ｵｵﾆｼ ｼｭｳｲﾁ 男子 京　都 桃山高 50.90 17
41 1319 光山　春真(2) ﾐﾂﾔﾏ ﾊﾙﾏ 男子 京　都 桃山高 50.90 18
57 154 重野　伊吹(2) ｼｹﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 大　阪 枚方高 51.00 19
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112 43 井上　大誠(2) ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 51.00 20
100 1151 出水　颯真(4) ﾃﾞﾐｽﾞ ｿｳﾏ 男子 大　阪 大阪国際大 51.16 21
75 3571 富永　匠哉(9) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 男子 兵　庫 復刻AC 51.20 22
35 1751 林　正純(2) ﾊﾔｼ ﾏｻｽﾞﾐ 男子 京　都 鳥羽高 51.31 23
91 2404 小郷　翼(1) ｵｺﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 男子 兵　庫 関西大 51.50 24
5 2280 成田 天馬(2) ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 西城陽高 51.72 25
2 216 吉田　大介(9) ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 滋　賀 チームRCK 51.88 26
7 2267 秦野　暁人(1) ﾊﾀﾉ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽高 51.91 27
60 158 出野　絃季(2) ﾃﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方高 51.99 28
51 325 青山　武暉(2) ｱｵﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 大　阪 高槻高 52.00 29
97 2350 北村　駿(1) ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 京　都 京都工芸繊維大 52.12 30
4 2274 小口 遥大(2) ｺｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 西城陽高 52.32 31
25 3276 吉良　隆一(2) ｷﾗ ﾘｭｳｲﾁ 男子 京　都 紫野高 52.50 32
26 3277 野々村　将太朗(2) ﾉﾉﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛ 男子 京　都 紫野高 52.50 33
28 3291 堀口　優大(1) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 紫野高 52.50 34
96 2351 森川　敬友(1) ﾓﾘｶﾜ ｹｲｽｹ 男子 京　都 京都工芸繊維大 52.50 35
108 2454 尾﨑　拓真(9) ｵｻﾞｷ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 Live.fas 52.50 36
62 161 中村　涼太(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方高 52.76 37
74 864 場谷　竜之介(1) ﾊﾞﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 大　阪 大産大附属高 52.94 38
90 1472 山田　祥汰(2) ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 関西外国語大 52.95 39
95 1886 佐々木　宏晃(M2) ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 男子 滋　賀 京都工芸繊維大 53.00 40
98 1121 中川　翔太(2) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 53.00 41
99 829 鈴木　堅孝(3) ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 男子 奈　良 天理大 53.00 42
48 4120 高橋　怜生(2) ﾀｶﾊｼ ﾚｲ 男子 京　都 京都廣学館高 53.06 43
106 1247 仁茂田　雄也(2) ﾆﾓﾀ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 大和大 53.10 44
6 2252 岡田　航(1) ｵｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 男子 京　都 西城陽高 53.19 45
71 298 竹之内　順也(2) ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 大　阪 大産大附属高 53.20 46
82 364 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 53.28 47
36 1753 西山　直翔(2) ﾆｼﾔﾏ ﾅｵﾄ 男子 京　都 鳥羽高 53.32 48
3 2290 井上 創(2) ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 男子 京　都 西城陽高 53.47 49
24 3275 片山　仁(2) ｶﾀﾔﾏ ｼﾞﾝ 男子 京　都 紫野高 53.50 50
27 3290 西村　星都(1) ﾆｼﾑﾗ ｾｲﾄ 男子 京　都 紫野高 53.50 51
29 3293 片山　昊大(1) ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 紫野高 53.50 52
30 3294 武藤　研太(1) ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ 男子 京　都 紫野高 53.50 53
88 1313 茶山　健(9) ﾁｬﾔﾏ ﾀｹﾙ 男子 奈　良 KOYO A.C. 53.50 54
85 148 岡田　航弥(2) ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 奈　良 奈良大附属高 53.51 55
23 3662 仮屋薗　漣(1) ｶﾘﾔｿﾞﾉ ﾚﾝ 男子 京　都 花園高 53.59 56
78 249 高嶋　裕志(2) ﾀｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ 男子 奈　良 五條高 53.80 57
39 1315 島津　永五(1) ｼﾏﾂﾞ ｴｲｺﾞ 男子 京　都 桃山高 53.97 58
76 1969 山根 収(9) ﾔﾏﾈ ｵｻﾑ 男子 兵　庫 Kobe Athlete Club 54.23 59
84 663 坂下　紘太(1) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 54.52 60
50 323 日置　脩汰(2) ﾋｵｷ ｼｭｳﾀ 男子 大　阪 高槻高 54.70 61
1 218 永阪　聡大(9) ﾅｶﾞｻｶ ｿｳﾀ 男子 滋　賀 チームRCK 55.00 62
63 667 渡部　海斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 大　阪 枚方高 55.15 63
69 295 川端　晃生(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 大産大附属高 55.25 64
70 297 坂丸　智紀(2) ｻｶﾏﾙ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 大産大附属高 55.25 65
65 670 渡邊　凜星(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾄ 男子 大　阪 枚方高 55.42 66
22 3664 長谷川　稜(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 花園高 55.46 67
46 1492 土井　力哉(1) ﾄﾞｲ ﾘｷﾔ 男子 京　都 北嵯峨高 55.47 68
89 5622 山本　　浩次(9) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 男子 山　口 HSC 55.55 69
32 1764 西宮　大貴(1) ﾆｼﾐﾔ ﾀﾞｲｷ 男子 京　都 鳥羽高 55.80 70
34 1770 小山　陸(1) ｺﾔﾏ ﾘｸ 男子 京　都 鳥羽高 55.85 71
15 2188 今木　和真(1) ｲﾏｷ ｶｽﾞﾏ 男子 京　都 莵道高 55.99 72
19 2661 松山　和史(1) ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 南陽高 56.05 73
18 2658 川端　泰成(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 南陽高 56.19 74
45 1485 亀田　昇吾(2) ｶﾒﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 北嵯峨高 56.26 75
111 311 三村　龍輝(1) ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｷ 男子 三　重 近大高専 56.39 76
11 1681 中村　響大(1) ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳ 男子 京　都 北稜高 56.63 77
77 191 冬木　将真(2) ﾌﾕｷ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈情商・県商高 56.80 78
53 328 円城寺　雅人(2) ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 高槻高 56.91 79
16 2189 川畑　宗大(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｿｳﾀ 男子 京　都 莵道高 56.99 80
72 299 増田　将達(2) ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 男子 大　阪 大産大附属高 57.04 81
64 669 山本　磨拓(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 大　阪 枚方高 57.13 82
56 153 小谷　樹史(2) ｺﾀﾆ ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方高 57.36 83
40 1318 中谷　一翔(1) ﾅｶﾀﾆ ｲﾁｶ 男子 京　都 桃山高 57.38 84
9 1677 川添　勇吹(1) ｶﾜｿﾞｴ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 北稜高 57.74 85
54 331 西森　礼人(1) ﾆｼﾓﾘ ｱﾔﾄ 男子 大　阪 高槻高 57.96 86
17 2192 井本　奏輝(1) ｲﾓﾄ ｿｳｷ 男子 京　都 莵道高 57.99 87
107 1501 両見　颯真(3) ﾘｮｳｹﾝ ｿｳﾏ 男子 京　都 京都橘大 58.00 88
31 3296 高田　翔太(1) ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 紫野高 58.50 89
79 769 林　龍乃介(1) ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 大和広陵高 58.50 90
80 768 吉田　悠玖(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 奈　良 大和広陵高 58.50 91
81 107 森川　翔太(2) ﾓﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 大和広陵高 58.50 92
20 3666 水田　優貴(1) ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｷ 男子 京　都 花園高 58.90 93
49 1337 岸本　淳(9) ｷｼﾓﾄ ｱﾂｼ 男子 大　阪 OSAKA.T.C 59.00 94
109 1499 桐　隆大(9) ｷﾘ ﾘｭｳﾀ 男子 大　阪 大阪陸協 59.09 95
55 151 秋田　陸(2) ｱｷﾀ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方高 59.27 96
105 1689 尾野　弘直(4) ｵﾉ ﾋﾛﾅｵ 男子 滋　賀 滋賀大 59.47 97
52 327 髙橋 悠真(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高槻高 59.63 98
21 3670 八木　明日夢(1) ﾔｷﾞ ｱｽﾑ 男子 京　都 花園高 59.78 99
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44 1487 北相模　蓮(2) ｷﾀｻｶﾞﾐ ﾚﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 1:00.10 100
67 672 中山　稀生(1) ﾅｶﾔﾏ ｷﾅﾘ 男子 大　阪 枚方高 1:00.32 101
14 2210 片岡　勇樹(2) ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 男子 京　都 城陽高 1:00.62 102
73 730 上田　陽斗(1) ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 大産大附属高 1:00.89 103
43 1481 阿久津 蓮(2) ｱｸﾂ ﾚﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 1:01.00 104
66 671 中川　夢月(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾑﾂｷ 男子 大　阪 枚方高 1:01.74 105
83 368 二階堂　進悟(1) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 1:09.00 106
10 1680 鈴木　煌雅(1) ｽｽﾞｷ ｺｳｶﾞ 男子 京　都 北稜高 107
12 1686 松山　陸(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 男子 京　都 北稜高 108
13 2150 柴田　慶吾(1) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 京都工学院高 109
33 1767 西畑　太喜(1) ﾆｼﾊﾀ ﾀｲｷ 男子 京　都 鳥羽高 110
86 545 胎中　隆太(1) ﾀｲﾅｶ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 奈良大附属高 111
87 157 森　悠斗(2) ﾓﾘ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈良学園高 112
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59 247 玉田　匠(9) ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 大阪府庁 1:53.00 1
39 4259 淺田　明道(9) ｱｻﾀﾞ ｱｷﾐﾁ 男子 京　都 Soleil.AC 1:53.17 2
100 1270 嵐　健太(5) ｱﾗｼ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 大阪公立大 1:53.50 3
109 43 井上　大誠(2) ｲﾉｳｴ ﾀｲｾｲ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 1:56.00 4
101 900 尾川　颯太(3) ｵｶﾞﾜ ｿｳﾀ 男子 大　阪 大阪経済大 1:57.00 5
3 3005 前野　貴昭() ﾏｴﾉ ﾀｶｱｷ 男子 滋　賀 滋賀陸協 1:58.84 6
4 3101 長谷川　大智(9) ﾊｾｶﾞﾜﾀﾞｲﾁ 男子 滋　賀 滋賀陸協 1:59.00 7
50 1491 辻本　広大(9) ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 スターヒルズ 1:59.00 8
51 1469 山崎　竜暉(9) ﾔﾏｻｷ ﾘｭｳｷ 男子 大　阪 スターヒルズ 1:59.00 9
62 2652 片岡　佑太(9) ｶﾀｵｶ ﾕｳﾀ 男子 兵　庫 Kobe Athlete Club 1:59.00 10
98 1534 戸澤　悠介(4) ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 摂南大 1:59.00 11
104 1309 日上　雄喜(2) ﾋｶﾞﾐ ﾕｳｷ 男子 京　都 大阪経済法科大 1:59.00 12
2 3030 笠川 葵(9) ｶｻｶﾜ ｱｵｲ 男子 滋　賀 滋賀陸協 1:59.81 13
40 2615 清田　大貴(2) ｷﾖﾀ ﾋﾛｷ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 1:59.99 14
41 4094 生地　耕(4) ｲｸﾁ ｺｳ 男子 京　都 京医AC 2:00.00 15
58 1429 若林　聡勝(9) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ 男子 大　阪 Across 2:00.83 16
105 1692 堀内 毅(3) ﾎﾘｳﾁ ﾀｹｼ 男子 滋　賀 滋賀大 2:01.12 17
61 3551 近藤 克典(9) ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ 男子 兵　庫 復刻AC 2:02.72 18
57 692 田所　翔夢(1) ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳﾏ 男子 大　阪 枚方津田高 2:02.75 19
47 1477 亀石 理穏(2) ｶﾒｲｼ ﾘｵﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 2:03.00 20
87 556 山本　麟太郎(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 一条高 2:03.00 21
36 2183 北村　卓海(2) ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 京　都 莵道高 2:04.00 22
32 1675 松浦　旬生(2) ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 京　都 北稜高 2:04.23 23
33 1687 小松　駿太(1) ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 北稜高 2:05.30 24
14 3 永山　涼太郎(3) ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 洛北附属中 2:05.39 25
99 1859 上松　優弥(4) ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 京都工芸繊維大 2:05.88 26
43 3968 石川　峻伍(2) ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ 男子 京　都 大谷高 2:06.51 27
12 32 今村 優大(3) ｲﾏﾑﾗﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 洛南中 2:06.95 28
91 663 坂下　紘太(1) ｻｶｼﾀ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 2:06.99 29
97 1220 堀毛　雄翔(3) ﾎﾘｹ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:08.55 30
45 3979 橋本　拓実(2) ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 京　都 大谷高 2:08.89 31
5 3109 市井　祐雅(9) ｲﾁｲﾕｳﾏ 男子 滋　賀 滋賀陸協 2:09.48 32
68 58 岡　泰地(3) ｵｶ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 2:10.00 33
86 135 木嶋　斗弥(2) ｷｼﾞﾏ ﾄｳﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 2:10.36 34
92 543 岡本　泰地(1) ｵｶﾓﾄ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 奈良大附属高 2:11.35 35
28 218 北澤　知貴(2) ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 京　都 北城陽中 2:12.00 36
88 356 坂元　一耀(2) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 2:12.00 37
42 3971 梶塚　滉介(2) ｶｼﾞﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 男子 京　都 大谷高 2:12.64 38
48 1486 山本　慈尊(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾀｶ 男子 京　都 北嵯峨高 2:12.81 39
37 2189 川畑　宗大(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｿｳﾀ 男子 京　都 莵道高 2:12.99 40
52 281 佐野　邑介(2) ｻﾉ ｵｳｽｹ 男子 大　阪 高槻中 2:13.79 41
35 2179 林　翔太(2) ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 莵道高 2:15.00 42
56 169 佐々木　大智(2) ｻｻｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 枚方高 2:15.00 43
64 44 宇治本　啓(1) ｳｼﾞﾓﾄ ｹｲ 男子 奈　良 上中学 2:15.00 44
65 47 北田　優(2) ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 男子 奈　良 斑鳩中 2:15.00 45
66 47 松村　優也(2) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 斑鳩中 2:15.00 46
90 363 金子　誠ノ介(1) ｶﾈｺ ｾｲﾉｽｹ 男子 奈　良 東大寺学園高 2:16.44 47
16 26 島田　勝麻(2) ｼﾏﾀﾞ ｶﾂﾏ 男子 京　都 山科中 2:16.50 48
34 2146 野村　明翔(1) ﾉﾑﾗ ｱｷﾄ 男子 京　都 京都工学院高 2:16.63 49
67 58 中條　雄翔(3) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝北中 2:17.24 50
31 39 中村　和貴(2) ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 京　都 寺戸中 2:17.28 51
95 1195 松本　漣悟(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝｺﾞ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 2:17.58 52
9 14 小林　凛久(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 男子 京　都 西京附属中 2:18.17 53
82 107 遠藤　升太(2) ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ 男子 奈　良 田原本北中 2:18.55 54
38 2190 村上　晴哉(1) ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾔ 男子 京　都 莵道高 2:18.99 55
1 8650 山本　翔馬(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 愛　知 TSM岡崎 2:20.55 56
72 58 吉中　聖翔(2) ﾖｼﾅｶ ｱｷﾄ 男子 奈　良 香芝北中 2:21.82 57
25 29 橋本　瑛人(2) ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾄ 男子 京　都 西城陽中 2:22.00 58
29 218 高橋　悠馬(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 京　都 北城陽中 2:22.00 59
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94 549 山口　稜(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 奈　良 奈良学園高 2:22.30 60
93 158 横谷　友紀(2) ﾖｺﾀﾆ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良学園高 2:24.13 61
18 21 草木　颯一郎(2) ｸｻｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 山科中 2:24.50 62
96 1201 大木　悠平(3) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 2:24.95 63
15 11 名取　右京(3) ﾅﾄﾘ ｳｷｮｳ 男子 京　都 山科中 2:25.00 64
69 58 阿久根　志優(2) ｱｸﾈ ｼｭｳ 男子 奈　良 香芝北中 2:25.30 65
44 3964 鶴田　健介(1) ﾂﾙﾀ ｹﾝｽｹ 男子 京　都 大谷高 2:25.94 66
85 157 上田　永遠(1) ｳｴﾀﾞ ﾄﾜ 男子 奈　良 天理南中 2:26.70 67
19 27 松宗　慶一郎(2) ﾏﾂﾑﾈ ｹｲｲﾁﾛｳ 男子 京　都 山科中 2:26.75 68
26 209 小嶋　泰雅(2) ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 男子 京　都 久御山中 2:27.00 69
49 4126 田中　龍空(2) ﾀﾅｶ ﾘｭｳｸ 男子 京　都 京都廣学館高 2:27.32 70
84 152 寺田　悠祐(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 天理西中 2:28.00 71
89 360 足立　圭悟(1) ｱﾀﾞﾁ ｹｲｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 2:28.00 72
20 28 堀本　愛翔(2) ﾎﾘﾓﾄ ﾏﾅﾄ 男子 京　都 山科中 2:28.40 73
24 88 西川　晴貴(1) ﾆｼｶﾜ ﾊﾙｷ 男子 京　都 太秦中 2:30.00 74
63 11 弓田　和哉(2) ﾕﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 御所中 2:30.00 75
108 73 坂本　春介(2) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:30.00 76
53 281 原田　健吾(2) ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 大　阪 高槻中 2:30.10 77
83 133 森岡　功有(1) ﾓﾘｵｶ ｸｳｱ 男子 奈　良 都南中 2:30.31 78
107 106 宮川　侑聖(2) ﾐﾔｶﾜ ﾕｳｾｲ 男子 奈　良 田原本中 2:30.42 79
55 332 中田　昴星(1) ﾅｶﾀ ｽﾊﾞﾙ 男子 大　阪 高槻高 2:31.19 80
60 3142 川西　大和(1) ｶﾜﾆｼ ﾔﾏﾄ 男子 兵　庫 市伊丹高 2:31.54 81
8 20 谷口　侑(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳ 男子 京　都 春日丘中 2:32.11 82
77 65 宮田　怜治(1) ﾐﾔﾀ ﾚｲｼﾞ 男子 奈　良 香芝中 2:33.00 83
21 38 橋本　楓文(1) ﾊｼﾓﾄ ﾌｳｱ 男子 京　都 山科中 2:35.00 84
75 65 植田　拓海朗(2) ｳｴﾀﾞ ﾀﾐｵ 男子 奈　良 香芝中 2:35.00 85
76 65 岩田　一樹(2) ｲﾜﾀ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 香芝中 2:35.00 86
71 58 松浦　夢空(2) ﾏﾂｳﾗ ﾑｸ 男子 奈　良 香芝北中 2:35.18 87
70 58 白井　琉陽(2) ｼﾗｲ ﾘｭｳﾋ 男子 奈　良 香芝北中 2:35.55 88
6 8 山本　晃生(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 京　都 立命館中 2:36.00 89
80 106 水野　航之介(1) ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾉｽｹ 男子 奈　良 田原本中 2:36.73 90
73 58 千葉　晴翔(1) ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 香芝北中 2:36.78 91
7 20 岡本　爽楽(2) ｵｶﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 春日丘中 2:38.33 92
17 22 富永　一颯(2) ﾄﾐﾅｶﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 山科中 2:40.00 93
23 44 小澤　隼稀(1) ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｷ 男子 京　都 山科中 2:40.00 94
54 281 中瀬　悠利(1) ﾅｶｾ ﾕｳﾘ 男子 大　阪 高槻中 2:40.00 95
30 25 島田　一磨(1) ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 京　都 寺戸中 2:45.00 96
22 39 前田　憲吾(1) ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 京　都 山科中 2:50.00 97
27 209 中山　駿稀(1) ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝｷ 男子 京　都 久御山中 2:50.11 98
81 106 岡本　理人(1) ｵｶﾓﾄ ﾐﾁﾄ 男子 奈　良 田原本中 2:51.07 99
78 65 竹田　圭佑(1) ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 香芝中 2:52.00 100
10 3 藤田　拓大(2) ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 男子 京　都 大枝中 101
11 11 寺下　太陽(1) ﾃﾗｼﾀ ﾀｲﾖｳ 男子 京　都 大枝中 102
13 6 田口 晴陽(2) ﾀｸﾞﾁﾊﾙﾋ 男子 京　都 洛南中 103
46 3978 吉田　悠人(2) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋﾄ 男子 京　都 大谷高 104
74 58 平尾　颯一(1) ﾋﾗｵ ｿｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 105
79 98 内村　悠煌(1) ｳﾁﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 高田中 106
102 2136 東　亮佑(4) ｱｽﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 大阪経済法科大 107
103 2139 山田　浩令(4) ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 男子 京　都 大阪経済法科大 108
106 66 藤永　琳久(2) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｸ 男子 奈　良 上牧中 109
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124 1881 佐藤　智樹(2) ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 男子 京　都 京都教育大 4:00.00 1
125 2310 愚川　瑛晨(1) ｸﾞｶﾜ ｴｲｷ 男子 京　都 京都教育大 4:00.00 2
56 1497 辻本　聖一朗(9) ﾂｼﾞﾓﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 スターヒルズ 4:05.00 3
98 128 宮川　裕介(3) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 4:10.00 4
61 317 財津　志仁(3) ｻﾞｲﾂ ﾕｷﾄ 男子 大　阪 枚方津田高 4:10.61 5
109 230 安村　悠祇(3) ﾔｽﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 4:12.72 6
66 262 住山　祐耶(9) ｽﾐﾔﾏ ﾕｳﾔ 男子 兵　庫 Grlab兵庫 4:14.04 7
127 1117 船越　涼雅(2) ﾌﾅｺｼ ﾘｮｳｶﾞ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 4:15.00 8
135 1290 松浦　航平(9) ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 奈良陸協 4:15.00 9
6 2357 佐藤　煉(2) ｻﾄｳ ﾚﾝ 男子 滋　賀 草津中 4:15.63 10

126 1466 前田　啓太(3) ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ 男子 奈　良 関西外国語大 4:17.00 11
41 1675 松浦　旬生(2) ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 京　都 北稜高 4:18.29 12
47 3271 白川　太貴(2) ｼﾗｶﾜ ﾀｲｷ 男子 京　都 紫野高 4:18.50 13
48 3274 井手本　渚(2) ｲﾃﾞﾓﾄ ﾅｷﾞｻ 男子 京　都 紫野高 4:18.50 14
50 3280 西山　智裕(2) ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 男子 京　都 紫野高 4:18.50 15
42 1687 小松　駿太(1) ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 北稜高 4:19.00 16
99 128 堀　倫樹(3) ﾎﾘ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 二名中 4:20.00 17
128 844 谷口　誠弥(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 奈　良 天理大 4:20.00 18
49 3279 渡邉　輝(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙ 男子 京　都 紫野高 4:20.50 19
60 3755 岡本　直征(9) ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 男子 大　阪 アトレティカ 4:21.28 20
120 1220 堀毛　雄翔(3) ﾎﾘｹ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:22.02 21
129 1694 谷口　真貴(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ 男子 兵　庫 滋賀大 4:22.66 22
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85 65 綛谷　耕平(3) ｶｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 香芝中 4:24.00 23
2 4714 大河内 椋介(3) ｵｵｺｳﾁ ﾘｮｳｽｹ 男子 愛　知 TSM 4:24.15 24
86 65 土肥　春輝(3) ﾄﾞｲ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝中 4:25.00 25
3 4726 髙島 崚央(2) ﾀｶｼﾏ ﾘｮｵ 男子 愛　知 TSM 4:25.26 26
55 6886 原田　眸矢(2) ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 男子 京　都 HAC 4:25.52 27
53 3974 廣田　知(2) ﾋﾛﾀ ｻﾄﾙ 男子 京　都 大谷高 4:25.92 28
115 1155 寺田　洋大(3) ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 奈良高専 4:29.44 29
43 2144 三谷　翔真(2) ﾐﾀﾆ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 京都工学院高 4:30.00 30
44 2101 田中　耀惺(1) ﾀﾅｶ ﾖｳｾｲ 男子 京　都 京都工学院高 4:30.00 31
73 47 北田　優(2) ｷﾀﾀﾞ ﾕｳ 男子 奈　良 斑鳩中 4:30.00 32
74 47 山本　湊介(2) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 斑鳩中 4:30.00 33
95 128 井上　誠士郎(2) ｲﾉｳｴ ｾｲｼﾞﾛｳ 男子 奈　良 二名中 4:30.00 34
96 128 滝口　瑛太(2) ﾀｷｸﾞﾁ ｴｲﾀ 男子 奈　良 二名中 4:30.00 35
97 128 柏木　陵佑(1) ｶｼﾜｷﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 奈　良 二名中 4:30.00 36
100 128 名倉　慎太朗(3) ﾅｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 二名中 4:30.00 37
62 320 西山　人和(3) ﾆｼﾔﾏ ﾄﾜ 男子 大　阪 枚方津田高 4:30.41 38
116 1161 山田　智也(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 奈良高専 4:34.12 39
51 3281 福田　恭介(2) ﾌｸﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 男子 京　都 紫野高 4:35.00 40
79 65 森田　頼人(2) ﾓﾘﾀ ﾗｲﾄ 男子 奈　良 香芝中 4:35.00 41
113 1152 木下　隼(5) ｷﾉｼﾀ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 奈良高専 4:35.96 42
114 1150 勝浪　琢磨(3) ｶﾂﾅﾐ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 奈良高専 4:38.00 43
30 9 中村　蒼空(2) ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ 男子 京　都 男山第二中 4:38.98 44
5 3109 市井　祐雅(9) ｲﾁｲﾕｳﾏ 男子 滋　賀 滋賀陸協 4:40.00 45
84 65 清光　理央(1) ｷﾖﾐﾂ ﾘｵ 男子 奈　良 香芝中 4:40.00 46
121 1219 福島　将貴(2) ﾌｸｼﾏ ﾏｻｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 4:40.50 47
26 110 望月　優太(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 京　都 田辺中 4:40.61 48
10 32 今村 優大(3) ｲﾏﾑﾗﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 洛南中 4:42.77 49
15 51 井上　晃輔(2) ｲﾉｳｴ ｵｳｽｹ 男子 京　都 樫原中 4:45.00 50
19 88 榊間　慶斗(3) ｻｶｷﾏｹｲﾄ 男子 京　都 太秦中 4:45.00 51
70 25 橋本　幸大(2) ﾊｼﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 吉野中 4:45.00 52
117 1285 山田　光希(1) ﾔﾏﾀﾞ ｺｵｷ 男子 奈　良 奈良高専 4:45.28 53
68 11 岸田　拓眞(1) ｷｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 御所中 4:47.88 54
110 768 早川　諒(1) ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳ 男子 奈　良 大和広陵高 4:48.00 55
111 777 上田　和弥(1) ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 大和広陵高 4:48.00 56
59 324 櫻井 倫太郎(2) ｻｸﾗｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 高槻高 4:48.82 57
118 1195 松本　漣悟(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾝｺﾞ 男子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4:49.69 58
20 88 藤井　拓実(2) ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 4:50.00 59
22 88 西川　晴貴(1) ﾆｼｶﾜ ﾊﾙｷ 男子 京　都 太秦中 4:50.00 60
33 218 北澤　知貴(2) ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 京　都 北城陽中 4:50.00 61
132 73 松田　侑大(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4:50.00 62
54 1490 鈴木　雄登(1) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 4:51.00 63
37 10 伊藤　悠陽(3) ｲﾄｳ ﾕｳﾋ 男子 京　都 寺戸中 4:51.27 64
1 1088 伊東　航汰(1) ｲﾄｳ ｺｳﾀ 男子 岐　阜 済美高 4:52.20 65
8 2 西　琉之介(2) ﾆｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 京　都 大枝中 4:52.97 66
24 110 木原　陸(2) ｷﾊﾗ ﾘｸ 男子 京　都 田辺中 4:54.94 67
21 88 松山　悠(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳ 男子 京　都 太秦中 4:55.00 68
23 88 岩﨑　大芽(1) ｲﾜｻｷ ﾀｲｶﾞ 男子 京　都 太秦中 4:55.00 69
131 73 藤原　敬人(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾄ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4:55.69 70
133 73 碇　亮晟(1) ｲｶﾘ ﾘｮｳｾｲ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 4:56.23 71
67 11 栗原　亘希(2) ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 御所中 4:57.27 72
25 110 鷺森　皓(2) ｻｷﾞﾓﾘ ｺｳ 男子 京　都 田辺中 4:57.89 73
18 10 森田　翔星(1) ﾓﾘﾀ ｼｮｳｾｲ 男子 京　都 樫原中 4:58.00 74
112 549 山口　稜(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 男子 奈　良 奈良学園高 4:58.79 75
16 1 阿久津　琉(1) ｱｸﾂ ﾕｽﾞﾙ 男子 京　都 樫原中 4:59.00 76
35 218 近藤　匠真(1) ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 北城陽中 4:59.00 77
58 281 小山　健真(1) ｺﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 高槻中 4:59.71 78
17 9 丸山　瑛史(1) ﾏﾙﾔﾏ ｱｷﾌﾐ 男子 京　都 樫原中 5:00.00 79
102 165 兼久　義洋(2) ｶﾈﾋｻ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 奈良学園中 5:00.27 80
93 120 桝井　匠(1) ﾏｽｲ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 伏見中 5:00.77 81
105 165 杉岡　侑樹(1) ｽｷﾞｵｶ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良学園中 5:03.74 82
91 107 村田　誠弥(2) ﾑﾗﾀ ｾｲﾔ 男子 奈　良 田原本北中 5:04.00 83
52 3977 岸田　幸樹(1) ｷｼﾀﾞ ｺｳｷ 男子 京　都 大谷高 5:05.31 84
123 1254 榎本　要(2) ｴﾉﾓﾄ ｶﾅﾒ 男子 奈　良 高樋クラブ 5:05.71 85
87 96 安達　颯真(2) ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾏ 男子 奈　良 片塩中 5:06.00 86
107 165 新口　真生(1) ﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ 男子 奈　良 奈良学園中 5:06.56 87
12 24 高橋　光輝(2) ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｷ 男子 京　都 山科中 5:09.32 88
34 218 高橋　悠馬(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 男子 京　都 北城陽中 5:10.00 89
119 1201 大木　悠平(3) ｵｵｷ ﾕｳﾍｲ 男子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 5:10.92 90
77 52 田中　蓮(1) ﾀﾅｶ ﾚﾝ 男子 奈　良 山添中 5:12.45 91
28 110 池永　晃崇(1) ｲｹﾅｶﾞ ｱｷﾀｶ 男子 京　都 田辺中 5:13.34 92
36 218 橋爪　陽太(1) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾖｳﾀ 男子 京　都 北城陽中 5:15.00 93
38 37 桝井　佑人(2) ﾏｽｲ ﾕｳﾄ 男子 京　都 寺戸中 5:15.80 94
31 209 坂　孝太郎(1) ｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 久御山中 5:15.85 95
7 9 米谷　友良(1) ﾖﾈﾀﾆ ﾄﾓﾖｼ 男子 京　都 立命館中 5:16.00 96
88 96 田中　煌晟(1) ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 男子 奈　良 片塩中 5:16.00 97
76 52 稲久保　依知(2) ｲﾅｸﾎﾞ ｲﾁ 男子 奈　良 山添中 5:16.08 98
94 120 樅山　創思(1) ﾓﾐﾔﾏ ｿｳｼ 男子 奈　良 伏見中 5:16.39 99
14 41 谷内　颯(1) ﾔﾁ ﾊﾔﾃ 男子 京　都 山科中 5:18.00 100
104 165 五十川　慶太(2) ｲｿｶﾞﾜ ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園中 5:18.63 101
4 4729 尾関 柊空(1) ｵｾﾞｷ ｼｭｳｸ 男子 愛　知 TSM 5:18.82 102
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46 4717 奥田　誠(9) ｵｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 男子 京　都 京都マスターズ 5:19.18 103
63 882 黒井 涼生(1) ｸﾛｲ ﾘｮｳ 男子 大　阪 住吉中 5:20.00 104
64 882 竹野 天太朗(1) ﾀｹﾉ ﾃﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 住吉中 5:20.00 105
69 11 弓田　和哉(2) ﾕﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 男子 奈　良 御所中 5:20.00 106
57 281 芝田　駿斗(2) ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 高槻中 5:20.10 107
29 110 久野　柑太(1) ｸﾉ ｶﾝﾀ 男子 京　都 田辺中 5:20.19 108
13 40 廣嵜　奏(1) ﾋﾛｻｷ ｿｳ 男子 京　都 山科中 5:22.00 109
81 65 宮田　怜治(1) ﾐﾔﾀ ﾚｲｼﾞ 男子 奈　良 香芝中 5:22.00 110
40 13 畑中　優学(3) ﾊﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 男子 京　都 南陽高附属中 5:23.59 111
27 110 長津 悠道(2) ﾅｶﾞﾂ ﾊﾙﾐﾁ 男子 京　都 田辺中 5:24.55 112
45 2148 早川　元都(1) ﾊﾔｶﾜ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 京都工学院高 5:25.30 113
75 47 前川　竣(1) ﾏｴｶﾞﾜ ｼｭﾝ 男子 奈　良 斑鳩中 5:30.00 114
134 73 山口　想示(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳｼ 男子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:30.00 115
72 44 金子　慶大(1) ｶﾈｺ ｹｲﾀ 男子 奈　良 上中学 5:31.00 116
11 10 清水　太智(1) ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 男子 京　都 洛北附属中 5:38.02 117
80 65 塚本　祥真(2) ﾂｶﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 香芝中 5:40.00 118
108 165 岡澤　瑛太(1) ｵｶｻﾞﾜ ｴｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園中 5:41.09 119
92 107 池田　凌(1) ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 奈　良 田原本北中 5:46.34 120
82 65 竹田　圭佑(1) ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 奈　良 香芝中 5:47.00 121
90 106 一政　吏集(1) ｲﾁﾏｻ ﾘﾂﾄ 男子 奈　良 田原本中 5:52.00 122
32 209 中山　駿稀(1) ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝｷ 男子 京　都 久御山中 5:59.44 123
65 882 辻 一(1) ﾂｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 男子 大　阪 住吉中 6:00.00 124
71 25 阪口　大雅(1) ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 奈　良 吉野中 6:00.00 125
122 1324 松本　剛健(1) ﾏﾂﾓﾄ ｺﾞｳｹﾝ 男子 奈　良 KOYO A.C. 6:00.00 126
106 165 岡島　羚空 (1) ｵｶｼﾞﾏ ﾚｸ 男子 奈　良 奈良学園中 6:07.56 127
39 24 小西　俊輔(2) ｺﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 寺戸中 6:29.29 128
83 65 畑中　慶太(1) ﾊﾀﾅｶ ｹｲﾀ 男子 奈　良 香芝中 6:30.00 129
9 3 藤田　拓大(2) ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾄ 男子 京　都 大枝中 130
78 58 中岡　亮太(3) ﾅｶｵｶ ﾘｮｳﾀ 男子 奈　良 香芝北中 131
89 98 植田　芯ノ介(2) ｳｴﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 男子 奈　良 高田中 132
101 137 田口　智喜(1) ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 男子 奈　良 東大寺学園中 133
103 165 小田　直太朗(2) ｵﾀﾞ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良学園中 134
130 66 藤永　琳久(2) ﾌｼﾞﾅｶﾞ ﾘｸ 男子 奈　良 上牧中 135
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103 496 門脇　睦樹(3) ｶﾄﾞﾜｷ ﾑﾂｷ 男子 奈　良 奈良育英高 8:40.00 1
104 497 中嶋　和羽(3) ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾊ 男子 奈　良 奈良育英高 8:40.00 2
105 499 葛城　渚(2) ｶﾂﾗｷﾞ ﾅｷﾞｻ 男子 奈　良 奈良育英高 8:40.00 3
106 500 松尾　侍弦(2) ﾏﾂｵ ｼﾞｹﾞﾝ 男子 奈　良 奈良育英高 8:40.00 4
125 38 高橋　佑治(3) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:40.00 5
128 47 川嶋　望叶(2) ｶﾜｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:40.00 6
129 48 谷村　祐太郎(2) ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:40.00 7
132 53 南　月人(1) ﾐﾅﾐ ﾂｷﾄ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:40.00 8
133 54 山本　聖琉(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:40.00 9
126 41 長田　悠吾(3) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:50.00 10
127 44 岩井　航(2) ｲﾜｲ ﾜﾀﾙ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:50.00 11
131 52 土肥　星太(1) ﾄﾞｲ ｾｲﾀ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 8:50.00 12
3 35 衣川　凌(3) ｷﾇｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 立命館中 8:53.53 13
27 7635 瀨古　優太(9) ｾｺ ﾕｳﾀ 男子 京　都 亀岡クラブ 8:58.06 14
116 1284 古岡　誠也(1) ﾌﾙｵｶ ｾｲﾔ 男子 奈　良 奈良高専 8:58.81 15
2 3101 長谷川　大智(9) ﾊｾｶﾞﾜﾀﾞｲﾁ 男子 滋　賀 滋賀陸協 8:59.00 16

107 501 生駒　大智(2) ｲｺﾏ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 奈良育英高 9:00.00 17
108 502 叶井　暖人(3) ｶﾉｲ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 9:00.00 18
109 503 福西　颯太(3) ﾌｸﾆｼ ｿｳﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 9:00.00 19
110 504 竹ノ下　虎瞳(2) ﾀｹﾉｼﾀ ｺﾄﾞｳ 男子 奈　良 奈良育英高 9:00.00 20
111 505 奥田　颯太(1) ｵｸﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 9:00.00 21
112 506 藤田　颯斗(1) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 奈良育英高 9:00.00 22
114 508 山本　航希(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良育英高 9:00.00 23
34 410 上田　寛太(2) ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 男子 大　阪 交野高 9:02.62 24
130 51 高橋　一虎(1) ﾀｶﾊｼ ｲｯｺｳ 男子 奈　良 智辯カレッジ高 9:15.00 25
28 6895 平城　光基(9) ﾍｲｼﾞｮｳ ｺｳｷ 男子 京　都 精華AC 9:18.05 26
1 4727 猪熊 凌摂(3) ｲﾉｸﾏ ﾘｮｳﾄ 男子 愛　知 TSM 9:26.06 27
38 58 岡　泰地(3) ｵｶ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 9:30.00 28
45 58 岡　健斗(3) ｵｶ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 香芝北中 9:30.00 29
113 507 藤原　歩(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 奈良育英高 9:30.00 30
53 63 奥田　瑞輝(3) ｵｸﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 男子 奈　良 香芝西中 9:34.40 31
75 120 澤田　倫太朗(1) ｻﾜﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 奈　良 伏見中 9:35.00 32
99 230 五島　珀(3) ｺﾞｼﾏ ﾊｸ 男子 奈　良 斑鳩南中 9:37.70 33
50 63 佐藤　豊(3) ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 男子 奈　良 香芝西中 9:40.00 34
51 63 熊本　春来(3) ｸﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 香芝西中 9:40.00 35
54 65 森田　頼人(2) ﾓﾘﾀ ﾗｲﾄ 男子 奈　良 香芝中 9:45.00 36
58 65 綛谷　耕平(3) ｶｾﾀﾆ ｺｳﾍｲ 男子 奈　良 香芝中 9:45.00 37
100 1204 岡村　大樹(9) ｵｶﾑﾗ ﾀｲｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC 9:45.00 38
124 844 谷口　誠弥(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲﾔ 男子 奈　良 天理大 9:45.00 39
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123 2211 前口　将志(1) ﾏｴｸﾞﾁ ﾏｻｼ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 9:47.04 40
60 65 都秋　和斗(3) ﾂｱｷ ｶｽﾞﾄ 男子 奈　良 香芝中 9:50.00 41
40 58 阿久根　志優(2) ｱｸﾈ ｼｭｳ 男子 奈　良 香芝北中 9:54.30 42
67 67 飯干　颯大(2) ｲｲﾎｼ ｿｳﾀ 男子 奈　良 広陵中 9:54.62 43
17 110 望月　優太(2) ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 男子 京　都 田辺中 9:57.45 44
82 137 岡﨑　大知(3) ｵｶｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 9:58.58 45
32 649 西川　大晴(1) ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｾｲ 男子 大　阪 枚方高 10:00.00 46
37 58 中條　雄翔(3) ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 香芝北中 10:00.00 47
39 58 斉藤　燈(3) ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾙ 男子 奈　良 香芝北中 10:00.00 48
43 58 吉中　聖翔(2) ﾖｼﾅｶ ｱｷﾄ 男子 奈　良 香芝北中 10:00.00 49
44 58 熊川　大翔(3) ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 男子 奈　良 香芝北中 10:00.00 50
73 120 黒田　真司(2) ｸﾛﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 男子 奈　良 伏見中 10:00.00 51
81 120 松山　怜平(3) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 男子 奈　良 伏見中 10:00.00 52
25 1357 増田　優斗(9) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 京　都 京都陸協 10:01.00 53
10 8 増田　和旺(1) ﾏｽﾀﾞ ﾅｵ 男子 京　都 樫原中 10:06.00 54
115 1281 石谷　仁(1) ｲｼﾀﾆ ｼﾞﾝ 男子 奈　良 奈良高専 10:07.90 55
6 51 井上　晃輔(2) ｲﾉｳｴ ｵｳｽｹ 男子 京　都 樫原中 10:10.00 56
22 218 蔦谷　龍斗(2) ﾂﾀﾔ ﾘｭｳﾄ 男子 京　都 北城陽中 10:10.00 57
59 65 水月　大翔(3) ﾐﾂﾞｷ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 10:10.00 58
30 168 水間　功人(2) ﾐｽﾞﾏ ｺｳﾄ 男子 大　阪 枚方高 10:12.53 59
15 110 木原　陸(2) ｷﾊﾗ ﾘｸ 男子 京　都 田辺中 10:14.83 60
11 88 榊間　慶斗(3) ｻｶｷﾏｹｲﾄ 男子 京　都 太秦中 10:20.00 61
57 65 横田　寛人(2) ﾖｺﾀ ﾋﾛﾄ 男子 奈　良 香芝中 10:20.00 62
61 65 生駒　力爽(3) ｲｺﾏ ﾘｷｻ 男子 奈　良 香芝中 10:20.00 63
72 67 野瀬　悠一郎(3) ﾉｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 広陵中 10:20.00 64
76 120 桝井　匠(1) ﾏｽｲ ﾀｸﾐ 男子 奈　良 伏見中 10:20.00 65
80 120 樅山　創思(1) ﾓﾐﾔﾏ ｿｳｼ 男子 奈　良 伏見中 10:20.00 66
31 170 武本　裕生(2) ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 枚方高 10:25.42 67
29 167 掛川　航(2) ｶｹｶﾞﾜ ｺｳ 男子 大　阪 枚方高 10:25.71 68
85 165 兼久　義洋(2) ｶﾈﾋｻ ﾖｼﾋﾛ 男子 奈　良 奈良学園中 10:26.89 69
16 110 鷺森　皓(2) ｻｷﾞﾓﾘ ｺｳ 男子 京　都 田辺中 10:29.19 70
26 2179 林　翔太(2) ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 莵道高 10:30.00 71
48 63 宮脇　一惺(3) ﾐﾔﾜｷ ｲｯｾｲ 男子 奈　良 香芝西中 10:30.00 72
49 63 金谷　星斗(3) ｶﾅﾔ ｷﾗﾄ 男子 奈　良 香芝西中 10:30.00 73
52 63 酒井　隆之介(3) ｻｶｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 香芝西中 10:30.00 74
102 178 花房 大和(2) ﾊﾅﾌｻ ﾔﾏﾄ 男子 奈　良 一条高 10:30.00 75
4 1 大塚　脩生(3) ｵｵﾂｶ ｼｭｳ 男子 京　都 洛北附属中 10:30.10 76
36 44 猪上　智人(2) ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 男子 奈　良 上中学 10:30.78 77
9 4 髙木　煌士(1) ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 男子 京　都 樫原中 10:31.00 78
84 137 渡辺　琉太(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園中 10:38.00 79
12 88 藤井　拓実(2) ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ 男子 京　都 太秦中 10:40.00 80
13 88 松山　悠(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳ 男子 京　都 太秦中 10:45.00 81
74 120 桑江　遼(2) ｸﾜｴ ﾘｮｳ 男子 奈　良 伏見中 10:50.00 82
77 120 永廣　大貴(1) ﾅｶﾞﾋﾛ ﾀﾞｲｷ 男子 奈　良 伏見中 10:50.00 83
79 120 仲井　大悟(1) ﾅｶｲ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 奈　良 伏見中 10:50.00 84
33 1121 井　晴暉(9) ｲ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 アトレティカ 10:52.50 85
19 110 池永　晃崇(1) ｲｹﾅｶﾞ ｱｷﾀｶ 男子 京　都 田辺中 10:54.02 86
5 2 川口　光翔(3) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｽｶ 男子 京　都 洛北附属中 10:59.10 87

120 1254 榎本　要(2) ｴﾉﾓﾄ ｶﾅﾒ 男子 奈　良 高樋クラブ 10:59.93 88
14 88 岩﨑　大芽(1) ｲﾜｻｷ ﾀｲｶﾞ 男子 京　都 太秦中 11:00.00 89
47 58 平尾　颯一(1) ﾋﾗｵ ｿｳｲﾁ 男子 奈　良 香芝北中 11:00.00 90
68 67 小切間　大翔(2) ｺｷﾞﾘﾏ ﾀｲﾄ 男子 奈　良 広陵中 11:00.00 91
69 67 永井　仁(2) ﾅｶﾞｲ ｼﾞﾝ 男子 奈　良 広陵中 11:00.00 92
70 67 前側　佑介(2) ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 広陵中 11:00.00 93
71 67 三好　雄也(2) ﾐﾖｼ ﾕｳﾔ 男子 奈　良 広陵中 11:00.00 94
117 1251 辻　和真(3) ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 奈　良 高樋クラブ 11:07.73 95
55 65 中村　颯太(2) ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 香芝中 11:08.00 96
88 165 杉岡　侑樹(1) ｽｷﾞｵｶ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈良学園中 11:08.57 97
35 2268 野瀬　義明(9) ﾉｾ ﾖｼｱｷ 男子 大　阪 大阪マスターズ 11:13.00 98
21 209 坂　孝太郎(1) ｻｶ ｺｳﾀﾛｳ 男子 京　都 久御山中 11:18.29 99
8 2 梅野　陽成(1) ｳﾒﾉ ﾋﾅﾘ 男子 京　都 樫原中 11:20.00 100
18 110 長津 悠道(2) ﾅｶﾞﾂ ﾊﾙﾐﾁ 男子 京　都 田辺中 11:22.18 101
87 165 五十川　慶太(2) ｲｿｶﾞﾜ ｹｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園中 11:23.03 102
86 165 小田　直太朗(2) ｵﾀﾞ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 奈　良 奈良学園中 11:28.93 103
56 65 古塚　剛(2) ﾌﾙﾂｶ ﾂﾖｼ 男子 奈　良 香芝中 11:30.00 104
62 67 木村　聡介(1) ｷﾑﾗ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 広陵中 11:30.00 105
64 67 平岡　大典(1) ﾋﾗｵｶ ﾏｻﾉﾘ 男子 奈　良 広陵中 11:30.00 106
66 67 吉水　祐人(1) ﾖｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 広陵中 11:30.00 107
42 58 松浦　夢空(2) ﾏﾂｳﾗ ﾑｸ 男子 奈　良 香芝北中 11:39.13 108
41 58 白井　琉陽(2) ｼﾗｲ ﾘｭｳﾋ 男子 奈　良 香芝北中 11:39.62 109
119 1253 米田　圭甫(3) ｺﾒﾀﾞ ｹｲﾎ 男子 奈　良 高樋クラブ 11:40.44 110
7 55 丸野　優真(2) ﾏﾙﾉ ﾕｳﾏ 男子 京　都 樫原中 11:45.00 111
20 110 久野　柑太(1) ｸﾉ ｶﾝﾀ 男子 京　都 田辺中 11:45.51 112
63 67 髙井　陽斗(1) ﾀｶｲ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 広陵中 12:00.00 113
65 67 森川　晴翔(1) ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 広陵中 12:00.00 114
83 137 佐々木　馨太郎(3) ｻｻｷ ｹｲﾀﾛｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 12:38.46 115
78 120 荒木　煕務(1) ｱﾗｷ ﾋﾛﾑ 男子 奈　良 伏見中 13:30.00 116
118 1252 猪野　隆貴(3) ｲｲﾉ ﾘｭｳｷ 男子 奈　良 高樋クラブ 14:16.00 117
121 1255 東　暖太(2) ﾋｶﾞｼ ﾋﾅﾀ 男子 奈　良 高樋クラブ 14:27.57 118
122 1329 仲野　琥珀(3) ﾅｶﾉ ｺﾊｸ 男子 奈　良 高樋クラブ 15:06.00 119
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******************************************
* 男子共通 ３０００ｍ *
******************************************
133人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
101 176 清原　尚(2) ｷﾖﾊﾗ ﾀｶｼ 男子 奈　良 一条高 20:40.00 120
23 1675 松浦　旬生(2) ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ 男子 京　都 北稜高 121
24 1687 小松　駿太(1) ｺﾏﾂ ｼｭﾝﾀ 男子 京　都 北稜高 122
46 58 千葉　晴翔(1) ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 香芝北中 123
89 165 岡島　羚空 (1) ｵｶｼﾞﾏ ﾚｸ 男子 奈　良 奈良学園中 124
90 165 新口　真生(1) ﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ 男子 奈　良 奈良学園中 125
91 165 岡澤　瑛太(1) ｵｶｻﾞﾜ ｴｲﾀ 男子 奈　良 奈良学園中 126
92 230 東條 颯介(2) ﾄｳｼﾞｮｳ ｿｳｽｹ 男子 奈　良 斑鳩南中 127
93 230 渡場 海惺(2) ﾜﾀｼﾊﾞ ｶｲｾｲ 男子 奈　良 斑鳩南中 128
94 230 岡山　誠司(1) ｵｶﾔﾏ ｾｲｼﾞ 男子 奈　良 斑鳩南中 129
95 230 安村　龍祇(1) ﾔｽﾑﾗ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 斑鳩南中 130
96 230 横路　湊人(1) ﾖｺｼﾞ ﾐﾅﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 131
97 230 武田　遥斗(1) ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 斑鳩南中 132
98 230 今村　颯太(1) ｲﾏﾑﾗ ｿｳﾀ 男子 奈　良 斑鳩南中 133

**********************************************************
* 男子共通 １１０ｍＨ(0.991m) *
**********************************************************
5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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 288 長田　怜士(3) ﾅｶﾞﾀ ﾚｲｼﾞ 男子 三　重 近大高専 14.18 1
5 314 中川　陽司(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｼ 男子 三　重 近大高専 14.64 2
1 2 河井　啓悟(3) ｶﾜｲ ｹｲｺﾞ 男子 岐　阜 県岐阜商高 14.72 3
3 4134 田崎　天柊(1) ﾀｻｷ ｱｼｭｳ 男子 京　都 京都廣学館高 15.43 4
2 4121 湊口　碧斗(2) ﾐﾅﾄｸﾞﾁ ｱｵﾄ 男子 京　都 京都廣学館高 5

**********************************************************************
* 男子高校・一般 １１０ｍＨ(1.067m) *
**********************************************************************
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 1763 石本　澄空(1) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 15.23 1
6 2279 建口　愛斗(2) ﾀﾃｸﾞﾁ ｱｲﾄ 男子 京　都 西城陽高 15.35 2
19 6172 赤坂　直生(9) ｱｶｻｶ ﾅｵｷ 男子 大　阪 大阪陸協 15.42 3
14 520 福本　陽己(2) ﾌｸﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 奈　良 奈良育英高 15.47 4
4 2256 高橋　歩夢(1) ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾑ 男子 京　都 西城陽高 15.55 5
7 1680 鈴木　煌雅(1) ｽｽﾞｷ ｺｳｶﾞ 男子 京　都 北稜高 15.71 6
10 2696 山室　風雅(2) ﾔﾏﾑﾛ ﾌｳｶﾞ 男子 京　都 南陽高 15.96 7
9 2201 奥村　優一朗(2) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 城陽高 15.98 8
17 818 三木　稜士(3) ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ 男子 大　阪 天理大 16.29 9
3 2278 﨑嶋 悠友(2) ｻｷｼﾏ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 西城陽高 16.31 10
2 2289 長尾 爽司(2) ﾅｶﾞｵ ｿｳｼ 男子 京　都 西城陽高 16.41 11
16 1110 勢力　竜里(4) ｾｲﾘｷ ﾘｭｳﾘ 男子 大　阪 大阪成蹊大学 16.50 12
18 1314 藤田　浩登(4) ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 阪南大 16.53 13
12 4119 上鶴　悠人(2) ｶﾐﾂﾞﾙ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 京都廣学館高 16.71 14
8 1679 栗山　晄輔(1) ｸﾘﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 京　都 北稜高 16.93 15
5 2260 永井　悠右(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 西城陽高 17.14 16
13 365 清祐　恒太(1) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 17.20 17
1 2286 辻野 真宙(2) ﾂｼﾞﾉ ﾏﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 18.64 18
15 162 宮本　知隆(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 男子 奈　良 奈良学園高 19.03 19

**********************************************************************
* 男子高校・一般 ４００ｍＨ(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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
14 294 岡崎　煌(2) ｵｶｻﾞｷ ｺｳ 男子 三　重 近大高専 55.58 1
11 550 木村　公響(1) ｷﾑﾗ ｺｳｷ 男子 奈　良 王寺工業高 58.28 2
5 3291 堀口　優大(1) ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 紫野高 58.50 3
3 2260 永井　悠右(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 西城陽高 59.28 4
6 3293 片山　昊大(1) ｶﾀﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 京　都 紫野高 59.50 5
12 152 藤井　陽(2) ﾌｼﾞｲ ﾖｳ 男子 奈　良 奈良大附属高 1:00.63 6
9 164 田山　郁人(2) ﾀﾔﾏ ｲｸﾄ 男子 大　阪 枚方高 1:01.00 7
4 2660 日出　恭史郎(1) ﾋﾉﾃﾞ ｷｮｳｼﾛｳ 男子 京　都 南陽高 1:03.09 8
8 333 廣瀨　耀天(1) ﾋﾛｾ ｱｷﾀｶ 男子 大　阪 高槻高 1:03.25 9
7 1487 北相模　蓮(2) ｷﾀｻｶﾞﾐ ﾚﾝ 男子 京　都 北嵯峨高 1:04.43 10
1 88 浜田　瞬(3) ﾊﾏﾀﾞﾄｷ 男子 京　都 太秦中 1:05.00 11
10 669 山本　磨拓(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 大　阪 枚方高 1:05.00 12
2 2252 岡田　航(1) ｵｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 男子 京　都 西城陽高 1:06.00 13
13 783 塩山　源大(1) ｼｵﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ 男子 奈　良 奈良大附属高 1:10.58 14
15 297 田中　大馳(2) ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 男子 三　重 近大高専 15
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**********************************************
* 男子共通 ４×１００ｍ *
**********************************************
74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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
73 0 三笠 奈　良 47.43 290073 1
74 0 郡山中 奈　良 49.00 290074 2
72 0 上牧中 奈　良 57.00 290072 3
4 0 Gloria-AC 京　都 4:16.0 260004 4
3 0 京都廣学館高 京　都 4:23.6 260003 5
46 0 西城陽高 京　都 4:29.2 260046 6
54 0 塔南高 京　都 4:30.0 260054 7
51 0 北稜高A 京　都 4:31.5 260051 8
20 0 城陽高Ａ 京　都 4:32.3 260020 9
29 0 花園高 京　都 4:33.3 260029 10
1 0 OSAKA.T.C 大　阪 4:37.5 270001 11
2 0 南陽高 京　都 4:38.9 260002 12
59 0 北嵯峨高 京　都 4:40.0 260059 13
66 0 奈良育英高 奈　良 4:40.0 290066 14
50 0 Liberta 京　都 4:42.0 260050 15
45 0 枚方津田高 大　阪 4:43.0 270045 16
5 0 桃山高A 京　都 4:49.0 260005 17
6 0 桃山高B 京　都 4:49.0 260006 18
70 0 紫野高 京　都 4:49.7 260070 19
13 0 大和大 奈　良 4:53.0 290013 20
10 0 莵道高 京　都 4:54.9 260010 21
24 0 TSM 愛　知 4:55.0 230024 22
17 0 市伊丹高 兵　庫 4:58.1 280017 23
61 0 高槻高A 大　阪 4:58.2 270061 24
69 0 大和広陵高 奈　良 4:60.0 290069 25
23 0 大阪大学医学部 大　阪 4:61.7 270023 26
35 0 山科中A 京　都 4:63.8 260035 27
32 0 広陵中A 奈　良 4:66.7 290032 28
62 0 高槻高B 大　阪 4:70.0 270062 29
40 0 甲武中 兵　庫 4:70.7 280040 30
39 0 桜井西中 奈　良 4:71.7 290039 31
8 0 立命館中A 京　都 4:75.2 260008 32
63 0 高槻中A 大　阪 4:80.9 270063 33
47 0 香芝A 奈　良 4:85.0 290047 34
68 0 TSM岡崎 愛　知 4:85.0 230068 35
9 0 立命館中B 京　都 4:85.5 260009 36
49 0 田原本中 奈　良 4:93.9 290049 37
41 0 加茂川中 京　都 4:94.3 260041 38
30 0 洛北附属中 京　都 4:98.0 260030 39
38 0 田原本北中 奈　良 4:98.8 290038 40
64 0 高槻中B 大　阪 5:00.0 270064 41
42 0 上中A 奈　良 5:04.1 290042 42
14 0 住吉中Ａ 大　阪 5:04.5 270014 43
15 0 住吉中Ｂ 大　阪 5:04.5 270015 44
16 0 住吉中Ｃ 大　阪 5:04.5 270016 45
33 0 広陵中B 奈　良 5:20.0 290033 46
44 0 天理南中 奈　良 5:23.0 290044 47
36 0 山科中B 京　都 5:25.0 260036 48
37 0 大枝中 京　都 5:28.7 260037 49
31 0 都南中 奈　良 5:30.4 290031 50
60 0 香芝西中 奈　良 5:33.4 290060 51
71 0 京都工学院高 京　都 5:35.0 260071 52
48 0 香芝Ｂ 奈　良 5:50.0 290048 53
25 0 南陽高附属中 京　都 5:64.7 260025 54
7 0 春日丘中 京　都 260007 55
11 0 奈良高専A 奈　良 290011 56
12 0 奈良高専B 奈　良 290012 57
18 0 大谷高A 京　都 260018 58
19 0 大谷高B 京　都 260019 59
21 0 城陽高Ｂ 京　都 260021 60
22 0 城陽高C 京　都 260022 61
26 0 天理西中A 奈　良 290026 62
27 0 天理西中B 奈　良 290027 63
28 0 天理西中C 奈　良 290028 64
34 0 高田中 奈　良 290034 65
43 0 上中B 奈　良 290043 66
52 0 北稜高B 京　都 260052 67
53 0 北稜高C 京　都 260053 68
55 0 滋賀大A 滋　賀 250055 69
56 0 滋賀大B 滋　賀 250056 70
57 0 滋賀大C 滋　賀 250057 71
58 0 滋賀大D 滋　賀 250058 72
65 0 阪南大 大　阪 270065 73
67 0 三郷中 奈　良 290067 74
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* 男子高校・一般 棒高跳 *
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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 1240 原口　篤志(1) ﾊﾗｸﾞﾁ ｱﾂｼ 男子 大　阪 東大阪大 5m45 1
2 132 吉田　陸哉(3) ﾖｼﾀﾞ ﾘｸﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 5m00 2
8 1241 井上　大祐(1) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 東大阪大 4m90 3
9 263 福原　健斗(3) ﾌｸﾊﾗ ｹﾝﾄ 男子 奈　良 関西大 4m90 4
3 137 長野　董也(1) ﾅｶﾞﾉ ﾄｳﾔ 男子 奈　良 王寺工業高 4m60 5
1 1234 中村　陸来(9) ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 男子 奈　良 Yellow Poles 4m20 6
4 648 山瀬　雄大(1) ﾔﾏｾ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 奈良育英高 4m20 7
5 655 山口　翔真(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾏ 男子 奈　良 奈良大附属高 3m60 8
6 1158 前田　純志(3) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 男子 奈　良 奈良高専 3m40 9

**********************************************
* 男子高校・一般 走高跳 *
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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
24 1879 板東　帝太(2) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｵｳﾀ 男子 香　川 京都教育大 2m05 1
8 1682 山代　壱意(1) ﾔﾏｼﾛ ｲﾁｲ 男子 京　都 北稜高 1m97 2
23 1874 山前　諒真(3) ﾔﾏﾏｴ ﾘｮｳﾏ 男子 福　井 京都教育大 1m97 3
13 1792 土井　創嵐(3) ﾄﾞｲ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 1m93 4
15 2398 長澤　涼介(9) ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 紫郊クラブ 1m90 5
12 1791 池田　敏樹(3) ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ 男子 京　都 鳥羽高 1m87 6
26 1340 土井　陽向(1) ﾄﾞｲ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 大阪学院大 1m85 7
19 164 田山　郁人(2) ﾀﾔﾏ ｲｸﾄ 男子 大　阪 枚方高 1m80 8
25 2326 貝出　智亮(1) ｶｲﾃﾞ ﾄﾓｱｷ 男子 奈　良 奈良教育大 1m80 9
27 2387 荊木　勇登(4) ｲﾊﾞﾗｷ ﾕｳﾄ 男子 京　都 滋賀大 1m80 10
1 2287 北島 伸一郎(2) ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 1m75 11
2 2263 村田　泰輝(1) ﾑﾗﾀ ﾄｳｷ 男子 京　都 西城陽高 1m75 12
5 2284 前田　脩真(2) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾏ 男子 京　都 西城陽高 1m75 13
16 4115 堀　魁晟(2) ﾎﾘ ｶｲｾｲ 男子 京　都 京都廣学館高 1m75 14
18 4133 西窪　蒼太(1) ﾆｼｸﾎﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 京都廣学館高 1m75 15
21 1241 倉西　一弘(9) ｸﾗﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 奈　良 奈良陸協 1m75 16
3 2264 村瀬　悠月(1) ﾑﾗｾ ﾕﾂﾞｷ 男子 京　都 西城陽高 1m70 17
4 2329 吉岡　涼夏(3) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 1m70 18
6 1666 清水　悠平(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 1m70 19
14 1317 土岡　智輝(1) ﾂﾁｵｶ ﾄﾓｷ 男子 京　都 桃山高 1m70 20
17 4131 礒部　優(1) ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾙ 男子 京　都 京都廣学館高 1m70 21
20 3140 伊藤　司(1) ｲﾄｳ ﾂｶｻ 男子 兵　庫 市伊丹高 1m65 22
10 1769 中川　裕輝(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 男子 京　都 鳥羽高 1m60 23
7 1672 鶴田　龍成(2) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 1m55 24
22 366 黒松　慶斗(1) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 1m50 25
11 1771 水谷　天軌(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｷ 男子 京　都 鳥羽高 1m40 26
9 2219 多田　壮太(1) ﾀﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 城陽高 27

**********************************************
* 男子高校・一般 走幅跳 *
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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
116 1312 畑中　慎也(9) ﾊﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 トータルスポーツ 7m40 1
107 848 高瀬　一晟　(1) ﾀｶｾ ｲｯｾｲ 男子 大　阪 天理大 7m35 2
17 1666 清水　悠平(3) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾍｲ 男子 京　都 北稜高 7m14 3
103 1865 山本　想真(3) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 男子 大　阪 京都工芸繊維大 7m05 4
70 2715 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 辰野 7m00 5
92 1019 前村　土温(3) ﾏｴﾑﾗ ﾄｵﾝ 男子 大　阪 神戸大 6m88 6
86 518 戸島　清太(2) ﾄｼﾏ ｾｲﾀ 男子 奈　良 奈良育英高 6m81 7
87 523 岡西　璃輝(1) ｵｶﾆｼ ﾘｷ 男子 奈　良 奈良育英高 6m74 8
99 1549 濱本　竜多(2) ﾊﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 男子 大　阪 摂南大 6m70 9
108 1170 海江田　祥瑛(3) ｶｲｴﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 男子 奈　良 大阪国際大 6m68 10
111 1311 植益　亮(4) ｳｴﾏｽ ﾘｮｳ 男子 奈　良 阪南大 6m68 11
114 299 田中　佑昇(2) ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 男子 三　重 近大高専 6m68 12
15 2329 吉岡　涼夏(3) ﾖｼｵｶ ｽｽﾞｶ 男子 京　都 西城陽高 6m65 13
102 1886 佐々木　宏晃(M2) ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 男子 滋　賀 京都工芸繊維大 6m65 14
97 1552 安藤　駿輔(3) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 京　都 摂南大 6m64 15
78 555 森　明徳(1) ﾓﾘ ｱｷﾉﾘ 男子 奈　良 一条高 6m62 16
95 1548 建畠　友哉(4) ﾀﾃﾊﾀ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 摂南大 6m60 17
98 1571 吉歳　匠吾(3) ﾖｼﾄｼ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 摂南大 6m59 18
16 2279 建口　愛斗(2) ﾀﾃｸﾞﾁ ｱｲﾄ 男子 京　都 西城陽高 6m57 19
41 3290 西村　星都(1) ﾆｼﾑﾗ ｾｲﾄ 男子 京　都 紫野高 6m55 20
18 1676 大渡　傳人(1) ｵｵﾜﾀﾘ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 北稜高 6m53 21
105 810 畚野　翔太(4) ﾌｺﾞﾉ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 天理大 6m53 22
90 151 多郷　欣優(2) ﾀｺﾞｳ ﾖｼﾏｻ 男子 奈　良 奈良大附属高 6m52 23
104 800 岡田　雅之(4) ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 京　都 天理大 6m50 24
106 813 吉井　圭太(4) ﾖｼｲ ｹｲﾀ 男子 奈　良 天理大 6m50 25
113 2451 北浦　博行(9) ｷﾀｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 男子 大　阪 Live.fas 6m50 26
43 1763 石本　澄空(1) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 6m47 27
6 2281 畚野 湧成(2) ﾌｺﾞﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 6m46 28
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36 3676 吉島　樟真(2) ﾖｼｼﾞﾏ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 花園高 6m46 29
44 1765 松村　勇輝(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 京　都 鳥羽高 6m45 30
94 2308 大橋　星太(1) ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 京都教育大 6m43 31
2 2285 山下 晃弘(2) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 6m40 32

110 1484 小原有季斗(2) ｺﾊﾗ ﾕｷﾄ 男子 大　阪 追手門学院大 6m40 33
33 2054 藤谷　俊太郎(9) ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 Soleil.AC 6m39 34
74 250 高本　陽煌(2) ﾀｶﾓﾄ ﾖｳｷ 男子 奈　良 五條高 6m32 35
79 354 奥田　優人(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 6m30 36
48 1316 谷北　貴一(1) ﾀﾆｷﾀ ｷｲﾁ 男子 京　都 桃山高 6m29 37
100 2373 白川　拓実(1) ｼﾗｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 関西外国語大 6m26 38
45 1768 菱田　哲学希(1) ﾋｼﾀﾞ ｱﾏｷ 男子 京　都 鳥羽高 6m24 39
10 2261 藤井　飛和(1) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 西城陽高 6m17 40
112 2402 吉村　要(1) ﾖｼﾑﾗ ｶﾅﾒ 男子 京　都 大阪医科薬科大 6m12 41
35 3662 仮屋薗　漣(1) ｶﾘﾔｿﾞﾉ ﾚﾝ 男子 京　都 花園高 6m11 42
24 2201 奥村　優一朗(2) ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 京　都 城陽高 6m10 43
40 3282 小川　幸毅(2) ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 男子 京　都 紫野高 6m10 44
60 1483 池永　唯人(2) ｲｹﾅｶﾞﾕｲﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 6m09 45
22 1683 山﨑　蒼太(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 6m07 46
101 1863 安井　涼(3) ﾔｽｲ ﾘｮｳ 男子 奈　良 京都工芸繊維大 6m00 47
69 668 木村　大翔(1) ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方高 5m94 48
93 716 中村郁仁(4) ﾅｶﾑﾗｲｸﾄ 男子 京　都 京都大 5m94 49
68 650 庄野　太陽(1) ｼｮｳﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 枚方高 5m91 50
65 2772 筑波　知暉(2) ﾁｸﾅﾐ ﾄﾓｷ 男子 京　都 亀岡高 5m87 51
27 2217 利田　樹紀(1) ｶｶﾞﾀ ｲﾂｷ 男子 京　都 城陽高 5m86 52
59 1479 田中 芳樹(2) ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 男子 京　都 北嵯峨高 5m86 53
39 3270 小川　正太郎(2) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 5m85 54
7 2257 粟野　翔貴(1) ｱﾜﾉ ｼｮｳｷ 男子 京　都 西城陽高 5m81 55
62 4121 湊口　碧斗(2) ﾐﾅﾄｸﾞﾁ ｱｵﾄ 男子 京　都 京都廣学館高 5m74 56
109 2506 藤原　悠成(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 大阪経済大 5m74 57
25 2208 森本　成海(2) ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾙ 男子 京　都 城陽高 5m73 58
77 541 木村　一心(1) ｷﾑﾗ ｲｯｼﾝ 男子 奈　良 大和広陵高 5m73 59
91 628 山本　陽大(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 奈良大附属高 5m73 60
75 596 田中　蓮叶(1) ﾀﾅｶ ﾚﾝﾄ 男子 奈　良 五條高 5m71 61
37 3667 下間　頼之(1) ｼﾓﾂﾏ ﾖﾘﾕｷ 男子 京　都 花園高 5m68 62
63 4132 松井　陽暉(1) ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 男子 京　都 京都廣学館高 5m67 63
80 361 宇山　周(1) ｳﾔﾏ ｱﾏﾈ 男子 奈　良 東大寺学園高 5m59 64
11 2268 岩崎　壱星(1) ｲﾜｻｷ ｲｯｾｲ 男子 京　都 西城陽高 5m58 65
66 330 藤本　晃弘(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 男子 大　阪 高槻高 5m58 66
96 1568 近藤　元(3) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 男子 大　阪 摂南大 5m58 67
67 333 廣瀨　耀天(1) ﾋﾛｾ ｱｷﾀｶ 男子 大　阪 高槻高 5m57 68
71 694 中尾　歩(1) ﾅｶｵ ｱﾕﾑ 男子 大　阪 枚方津田高 5m55 69
76 611 芝田　丞多朗(1) ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 男子 奈　良 五條高 5m54 70
81 364 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 5m50 71
85 370 萩原　大地(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 5m50 72
29 2220 渡邊　悠貴(1) ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳｷ 男子 京　都 城陽高 5m48 73
12 2264 村瀬　悠月(1) ﾑﾗｾ ﾕﾂﾞｷ 男子 京　都 西城陽高 5m47 74
56 3982 古川　智深(2) ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾐ 男子 京　都 大谷高 5m43 75
31 2661 松山　和史(1) ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 南陽高 5m41 76
32 2668 平川　雄大(1) ﾋﾗｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 南陽高 5m41 77
30 2191 吉本　尊(1) ﾖｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 男子 京　都 莵道高 5m39 78
64 4139 梅﨑　涼太(1) ｳﾒｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 男子 京　都 京都廣学館高 5m39 79
72 661 山下　陽向(1) ﾔﾏｼﾀ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 大産大附属高 5m34 80
54 3965 小川　瑞礼(1) ｵｶﾞﾜ ﾐﾗｲ 男子 京　都 大谷高 5m32 81
55 3985 竹村　俊哉(1) ﾀｹﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 男子 京　都 大谷高 5m29 82
88 651 山口　成琉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾙ 男子 奈　良 奈良育英高 5m25 83
57 3972 塚村　勇太(2) ﾂｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 男子 京　都 大谷高 5m24 84
73 836 平津　真利雄(1) ﾋﾗﾂ ﾏﾘｵ 男子 大　阪 大産大附属高 5m23 85
13 2269 森　悠介(1) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 西城陽高 5m20 86
42 3295 置田　仰人(1) ｵｷﾀ ｱｵﾄ 男子 京　都 紫野高 5m20 87
115 312 中谷　祐弥(1) ﾅｶﾀﾆ ﾕｳﾔ 男子 三　重 近大高専 5m06 88
89 668 原　駿稀(1) ﾊﾗ ﾄｼｷ 男子 奈　良 奈良育英高 5m00 89
38 4855 三浦　慶太(9) ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 男子 京　都 京都マスターズ 4m58 90
52 3988 岡本　悠吾(1) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 男子 京　都 大谷高 4m47 91
1 3138 高橋　樹(9) ﾀｶﾊｼｲﾂｷ 男子 滋　賀 滋賀陸協 92
3 2287 北島 伸一郎(2) ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 93
4 2277 阪上 弘貴(2) ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 男子 京　都 西城陽高 94
5 2280 成田 天馬(2) ﾅﾘﾀ ﾃﾝﾏ 男子 京　都 西城陽高 95
8 2259 左近充　武人(1) ｻｺﾝｼﾞｭｳ ﾀｹﾄ 男子 京　都 西城陽高 96
9 2260 永井　悠右(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 西城陽高 97
14 2301 平田　叶大(1) ﾋﾗﾀ ｶﾅﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 98
19 1680 鈴木　煌雅(1) ｽｽﾞｷ ｺｳｶﾞ 男子 京　都 北稜高 99
20 1681 中村　響大(1) ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳ 男子 京　都 北稜高 100
21 1679 栗山　晄輔(1) ｸﾘﾔﾏ ｺｳｽｹ 男子 京　都 北稜高 101
23 2760 岩佐　健吾(9) ｲﾜｻ ｹﾝｺﾞ 男子 京　都 京都陸協 102
26 2216 小松　麗生(1) ｺﾏﾂ ﾚｲ 男子 京　都 城陽高 103
28 2219 多田　壮太(1) ﾀﾀﾞ ｿｳﾀ 男子 京　都 城陽高 104
34 2764 井手　俊吾(3) ｲﾃﾞ ｼｭﾝｺﾞ 男子 京　都 同志社陸上競技同好会 105
46 1769 中川　裕輝(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 男子 京　都 鳥羽高 106
47 1752 森木　爽(2) ﾓﾘｷ ｿｳ 男子 京　都 鳥羽高 107
49 4203 河原 幹を太郎(9) ｶﾜﾊﾗ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 Liberta 108
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**********************************************
* 男子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
50 2728 水谷 泰誠(9) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｲｾｲ 男子 京　都 Liberta 109
51 3989 中尾　知誠(1) ﾅｶｵ ﾄﾓﾀｶ 男子 京　都 大谷高 110
53 4455 松原　英太郎(1) ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴｲﾀﾛｳ 男子 京　都 大谷高 111
58 3970 松本　祥真(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 京　都 大谷高 112
61 1491 竹井　大翔(1) ﾀｹｲ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 113
82 365 清祐　恒太(1) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 114
83 366 黒松　慶斗(1) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 115
84 368 二階堂　進悟(1) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 116

**********************************************
* 男子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
46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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
31 2715 平松　祐司(9) ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 男子 大　阪 辰野 15m62 1
41 1559 堀　修典(3) ﾎﾘ ｼｭｳｽｹ 男子 大　阪 摂南大 15m22 2
16 2335 菅原　慎平(9) ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 京　都 Gloria.AC 15m18 3
11 1673 中田　凱斗(2) ﾅｶﾀ ｶｲﾄ 男子 京　都 北稜高 15m11 4
42 1547 渡邊　翼(4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 摂南大 14m96 5
28 148 在津　壮真(3) ｻﾞｲﾂ ｿｳﾏ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 14m69 6
44 613 春田 亮(4) ﾊﾙﾀ ﾘｮｳ 男子 奈　良 同志社大 14m58 7
1 2285 山下 晃弘(2) ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ 男子 京　都 西城陽高 14m34 8
40 2308 大橋　星太(1) ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾀ 男子 京　都 京都教育大 14m29 9
39 1022 上田　陽介(3) ｳｴﾀﾞﾖｳｽｹ 男子 大　阪 神戸大 14m14 10
46 300 西田　陸人(2) ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 三　重 近大高専 14m04 11
2 2275 小寺 奏多(2) ｺﾃﾞﾗ ｶﾅﾀ 男子 京　都 西城陽高 14m03 12
33 2259 山下　太貴(9) ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｷ 男子 大　阪 大阪国際大AC 14m03 13
18 2054 藤谷　俊太郎(9) ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 Soleil.AC 14m00 14
34 312 水津　陸人(2) ｽｲﾂﾞ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 東高 13m85 15
10 1672 鶴田　龍成(2) ﾂﾙﾀ ﾘｭｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 13m82 16
43 800 岡田　雅之(4) ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 京　都 天理大 13m58 17
3 2281 畚野 湧成(2) ﾌｺﾞﾉ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 西城陽高 13m56 18
37 359 服部　成真(2) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾏ 男子 奈　良 東大寺学園高 13m49 19
14 1682 山代　壱意(1) ﾔﾏｼﾛ ｲﾁｲ 男子 京　都 北稜高 13m22 20
4 2257 粟野　翔貴(1) ｱﾜﾉ ｼｮｳｷ 男子 京　都 西城陽高 13m21 21
25 1768 菱田　哲学希(1) ﾋｼﾀﾞ ｱﾏｷ 男子 京　都 鳥羽高 13m20 22
6 2261 藤井　飛和(1) ﾌｼﾞｲ ﾄﾜ 男子 京　都 西城陽高 13m02 23
17 1119 井田　悠(9) ｲﾀﾞ ﾊﾙｶ 男子 京　都 京都陸協 13m00 24
26 1792 土井　創嵐(3) ﾄﾞｲ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 13m00 25
35 1261 平岩　雅司(9) ﾋﾗｲﾜ ﾏｻｼ 男子 奈　良 奈良陸協 13m00 26
29 316 宇和川　弘基(9) ｳﾜｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 大教大AC 12m99 27
27 1338 木村　元汰(2) ｷﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 男子 京　都 桃山高 12m86 28
12 1678 木曽尾　光星(1) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 12m78 29
38 149 坂本　興紀(2) ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 12m63 30
7 2268 岩崎　壱星(1) ｲﾜｻｷ ｲｯｾｲ 男子 京　都 西城陽高 12m55 31
32 694 中尾　歩(1) ﾅｶｵ ｱﾕﾑ 男子 大　阪 枚方津田高 12m53 32
21 3270 小川　正太郎(2) ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 京　都 紫野高 12m50 33
22 3282 小川　幸毅(2) ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 男子 京　都 紫野高 12m50 34
30 668 木村　大翔(1) ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方高 12m44 35
36 541 木村　一心(1) ｷﾑﾗ ｲｯｼﾝ 男子 奈　良 大和広陵高 12m20 36
20 3675 浦松　晃大(2) ｳﾗﾏﾂ ｺｳﾀ 男子 京　都 花園高 12m02 37
15 2142 鈴木　俊瑛(2) ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 男子 京　都 京都工学院高 12m01 38
9 2266 下村　泰生(1) ｼﾓﾑﾗ ﾀｲｷ 男子 京　都 西城陽高 11m89 39
23 3295 置田　仰人(1) ｵｷﾀ ｱｵﾄ 男子 京　都 紫野高 11m50 40
19 3671 齋藤　悠馬(1) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 男子 京　都 花園高 11m29 41
5 2258 小倉　叶夢(1) ｵｸﾞﾗ ﾄﾑ 男子 京　都 西城陽高 42
8 2269 森　悠介(1) ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 西城陽高 43
13 1683 山﨑　蒼太(1) ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 男子 京　都 北稜高 44
24 1763 石本　澄空(1) ｲｼﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 鳥羽高 45
45 293 上田　望笑(3) ｳｴﾀﾞ ﾉｴﾙ 男子 三　重 近大高専 46

****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(6.000kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
9 129 中嶋　大遥(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 14m67 1
2 1667 松村　大輔(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 13m85 2
12 644 吉田　翔維(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲ 男子 奈　良 奈情商・県商高 12m47 3
1 2288 浜辺 恵吾(2) ﾊﾏﾍﾞ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 西城陽高 12m15 4
22 292 廣川　滉生(3) ﾋﾛｶﾜ ｺｳｷ 男子 三　重 近大高専 11m66 5
17 370 萩原　大地(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 11m65 6
18 542 梅野　雅顕(1) ｳﾒﾉ ﾏｻｱｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 11m23 7
19 544 鬼追　心(1) ｵﾆｵｲ ｼﾝ 男子 奈　良 奈良大附属高 10m86 8
23 313 俵　鉄宗(1) ﾀﾜﾗ ﾃﾂｼｭｳ 男子 三　重 近大高専 10m78 9
24 301 日裏　和志(3) ﾋｳﾗ ｶｽﾞｼ 男子 三　重 近大高専 10m67 10
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****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(6.000kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 2786 越智　陸斗(1) ｵﾁ ﾘｸﾄ 男子 京　都 亀岡高 10m07 11
20 1154 竹田　時英(3) ﾀｹﾀﾞ ﾄｷﾋﾃﾞ 男子 奈　良 奈良高専 9m46 12
7 4458 樋口　寛之(1) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 男子 京　都 大谷高 9m00 13
13 591 岡　勇輝(1) ｵｶ ﾕｳｷ 男子 奈　良 五條高 8m59 14
10 329 日垣　光世(1) ﾋｶﾞｷ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 高槻高 8m43 15
6 4456 末永　哲也(1) ｽｴﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 男子 京　都 大谷高 8m24 16
14 364 北山　樹(1) ｷﾀﾔﾏ ﾀﾂｷ 男子 奈　良 東大寺学園高 7m50 17
11 137 辻本　周(3) ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｭｳ 男子 奈　良 東大寺学園中 7m30 18
3 1684 武内　宙輝(1) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 男子 京　都 北稜高 7m06 19
4 2143 加藤　銀河(2) ｶﾄｳ ｷﾞﾝｶﾞ 男子 京　都 京都工学院高 20
5 1771 水谷　天軌(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｷ 男子 京　都 鳥羽高 21
15 365 清祐　恒太(1) ｷﾖｽｹ ｺｳﾀ 男子 奈　良 東大寺学園高 22
16 366 黒松　慶斗(1) ｸﾛﾏﾂ ｹｲﾄ 男子 奈　良 東大寺学園高 23
21 1159 森井　優天(2) ﾓﾘｲ ﾕﾀｶ 男子 奈　良 奈良高専 24
25 1480 西村　達樹(2) ﾆｼﾑﾗ ﾀﾂｷ 男子 京　都 北嵯峨高 25

****************************************************************
* 男子高校・一般 砲丸投(7.260kg) *
****************************************************************
5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 1087 井澤　克弥(9) ｲｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 男子 奈　良 奈良教員クラブ 13m12 1
1 129 中嶋　大遥(3) ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 大阪桐蔭高 13m00 2
5 1248 竹中　康晴(2) ﾀｹﾅｶ ｺｳｾｲ 男子 兵　庫 大和大 11m96 3
4 1239 山岸　健太(1) ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 東大阪大 11m75 4
2 1204 森　貞樹(9) ﾓﾘ ｻﾀﾞｷ 男子 大　阪 八尾市陸協 7m00 5

****************************************************************
* 男子高校・一般 円盤投(1.750kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
5 4128 遠山　篤志(2) ﾄｵﾔﾏ ｱﾂｼ 男子 京　都 京都廣学館高 38m16 1
15 292 廣川　滉生(3) ﾋﾛｶﾜ ｺｳｷ 男子 三　重 近大高専 35m82 2
13 544 鬼追　心(1) ｵﾆｵｲ ｼﾝ 男子 奈　良 奈良大附属高 34m57 3
17 301 日裏　和志(3) ﾋｳﾗ ｶｽﾞｼ 男子 三　重 近大高専 33m27 4
16 313 俵　鉄宗(1) ﾀﾜﾗ ﾃﾂｼｭｳ 男子 三　重 近大高専 32m73 5
14 1154 竹田　時英(3) ﾀｹﾀﾞ ﾄｷﾋﾃﾞ 男子 奈　良 奈良高専 31m53 6
4 3272 塚本　岬(2) ﾂｶﾓﾄ ﾐｻｷ 男子 京　都 紫野高 31m50 7
1 1667 松村　大輔(3) ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 男子 京　都 北稜高 29m99 8
10 644 吉田　翔維(1) ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲ 男子 奈　良 奈情商・県商高 29m80 9
3 2143 加藤　銀河(2) ｶﾄｳ ｷﾞﾝｶﾞ 男子 京　都 京都工学院高 28m82 10
11 670 生田　詩音(1) ｲｸﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 王寺工業高 28m72 11
12 542 梅野　雅顕(1) ｳﾒﾉ ﾏｻｱｷ 男子 奈　良 奈良大附属高 28m54 12
7 691 小谷　泰誠(1) ｺﾀﾆ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 枚方津田高 28m20 13
8 137 永野　太一(3) ﾅｶﾞﾉ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園中 27m98 14
9 137 中村　行雲(3) ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾓ 男子 奈　良 東大寺学園中 26m50 15
6 4135 田口　晴規(1) ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 京都廣学館高 24m66 16
2 1684 武内　宙輝(1) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 男子 京　都 北稜高 17

****************************************************************
* 男子高校・一般 円盤投(2.000kg) *
****************************************************************
1人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 1239 山岸　健太(1) ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 東大阪大 28m42 1

****************************************************************
* 男子高校・一般 やり投(0.800kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
52 7110 谷場　雅之() ﾀﾆﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 大　阪 大阪陸協 63m68 1
19 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 63m55 2
44 699 山野陽集(M1) ﾔﾏﾉﾖｳｼｭｳ 男子 京　都 京都大 61m34 3
24 1484 角田　陽都(2) ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 57m08 4
46 842 西田　大地(2) ﾆｼﾀﾞ ﾀｲﾁ 男子 奈　良 天理大 55m07 5
27 3875 舩井　翔平(9) ﾌﾅｲ ｼｮｳﾍｲ 男子 大　阪 アトレティカ 50m82 6
45 272 久富　亮(3) ﾋｻﾄﾐ ﾘｮｳ 男子 大　阪 関西大 50m00 7
47 1186 前川 樹 (3) ﾏｴｶﾜ ｲﾂｷ 男子 大　阪 大阪国際大 50m00 8
48 1167 岡本 斗真(3) ｵｶﾓﾄ ﾄｳﾏ 男子 京　都 大阪国際大 50m00 9
49 1184 福沢 光希(3) ﾌｸｻﾜ ﾃﾙｷ 男子 大　阪 大阪国際大 50m00 10
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****************************************************************
* 男子高校・一般 やり投(0.800kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 2255 筑紫　公秀(1) ﾂｸｼ ｷﾐﾋﾃﾞ 男子 京　都 西城陽高 49m29 11
26 4110 出島　可惟(3) ﾃﾞｼﾞﾏ ｶｲ 男子 京　都 京都廣学館高 48m11 12
39 667 宮本　天斗(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾄ 男子 奈　良 一条高 47m80 13
51 1331 波多野　快斗(2) ﾊﾀﾉ ｶｲﾄ 男子 京　都 大阪学院大 44m45 14
1 2283 堀 幹太朗(2) ﾎﾘ ｶﾝﾀﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 43m54 15
9 1684 武内　宙輝(1) ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 男子 京　都 北稜高 42m64 16
28 691 小谷　泰誠(1) ｺﾀﾆ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 枚方津田高 41m59 17
43 545 胎中　隆太(1) ﾀｲﾅｶ ﾘｭｳﾀ 男子 奈　良 奈良大附属高 41m18 18
14 2210 片岡　勇樹(2) ｶﾀｵｶ ﾕｳｷ 男子 京　都 城陽高 40m95 19
38 673 藤岡　彰良(1) ﾌｼﾞｵｶ ｱｷﾗ 男子 奈　良 王寺工業高 39m08 20
18 3273 谷口　恵太(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 京　都 紫野高 38m80 21
22 4000 森本　昊(1) ﾓﾘﾓﾄ ｿﾗ 男子 京　都 大谷高 38m13 22
7 1686 松山　陸(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｸ 男子 京　都 北稜高 37m49 23
37 670 生田　詩音(1) ｲｸﾀ ｼｵﾝ 男子 奈　良 王寺工業高 36m68 24
35 601 村井　章一郎(1) ﾑﾗｲ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 五條高 36m00 25
20 3999 古畑　稜介(1) ｺﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 京　都 大谷高 35m75 26
25 1483 池永　唯人(2) ｲｹﾅｶﾞﾕｲﾄ 男子 京　都 北嵯峨高 34m19 27
3 2251 井上　嵩二朗(1) ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 男子 京　都 西城陽高 32m28 28
30 189 高山　優斗(2) ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 奈情商・県商高 32m00 29
33 593 佐々木　乙雲(1) ｻｻｷ ﾂｸﾓ 男子 奈　良 五條高 32m00 30
31 642 杉本　悠輝(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 奈　良 奈情商・県商高 31m00 31
41 370 萩原　大地(1) ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 男子 奈　良 東大寺学園高 29m94 32
13 3325 木ノ下 　優成(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｳｾｲ 男子 京　都 塔南高 28m32 33
42 150 澤邊　風雅(2) ｻﾜﾍﾞ ﾌｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良大附属高 27m29 34
6 1678 木曽尾　光星(1) ｷｿｵ ｺｳｾｲ 男子 京　都 北稜高 25m07 35
21 3986 松井　勘介(1) ﾏﾂｲ ｶﾝｽｹ 男子 京　都 大谷高 24m98 36
36 669 飯田　陽翔(1) ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 奈　良 王寺工業高 22m00 37
17 2218 木村　斗馬(1) ｷﾑﾗ ﾄｳﾏ 男子 京　都 城陽高 21m59 38
34 599 三谷　修平(1) ﾐﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 男子 奈　良 五條高 21m59 39
11 2143 加藤　銀河(2) ｶﾄｳ ｷﾞﾝｶﾞ 男子 京　都 京都工学院高 20m52 40
2 2277 阪上 弘貴(2) ｻｶｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 男子 京　都 西城陽高 41
5 1677 川添　勇吹(1) ｶﾜｿﾞｴ ｲﾌﾞｷ 男子 京　都 北稜高 42
8 1685 角川　遼(1) ｽﾐｶﾜ ﾘｮｳ 男子 京　都 北稜高 43
10 1682 山代　壱意(1) ﾔﾏｼﾛ ｲﾁｲ 男子 京　都 北稜高 44
12 2147 濱田　雄大(1) ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 京　都 京都工学院高 45
15 2207 辰巳　和志(2) ﾀﾂﾐ ｶｽﾞｼ 男子 京　都 城陽高 46
16 2216 小松　麗生(1) ｺﾏﾂ ﾚｲ 男子 京　都 城陽高 47
23 4458 樋口　寛之(1) ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 男子 京　都 大谷高 48
29 137 橋本　蓮(3) ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 男子 奈　良 東大寺学園中 49
32 258 村上　真一郎(2) ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 奈　良 五條高 50
40 368 二階堂　進悟(1) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 男子 奈　良 東大寺学園高 51
50 1888 古田　七海(3) ﾌﾙﾀ ﾅﾅﾐ 男子 奈　良 奈良教育大 52
53 292 廣川　滉生(3) ﾋﾛｶﾜ ｺｳｷ 男子 三　重 近大高専 53
54 301 日裏　和志(3) ﾋｳﾗ ｶｽﾞｼ 男子 三　重 近大高専 54

**************************************
* 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
56 71 薬師寺　愛葉(1) ﾔｸｼｼﾞｱｲﾊ 女子 京　都 京都光華中 12.31 1
51 71 今井　凛々心(3) ｲﾏｲﾘﾘﾅ 女子 京　都 京都光華中 12.51 2
54 71 岩出　麻央(2) ｲﾜﾃﾞﾏｵ 女子 京　都 京都光華中 12.60 3
189 96 市川　遥南(3) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 奈　良 片塩中 12.61 4
14 11 大石　佐和(3) ｵｵｲｼ ｻﾜ 女子 京　都 西京附属中 12.74 5
84 6 岡崎　美佐希(3) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 京　都 西城陽中 12.76 6
191 96 中岡　心愛(2) ﾅｶｵｶ ｺｺﾅ 女子 奈　良 片塩中 12.76 7
53 71 川野　心菜(2) ｶﾜﾉｺｺﾅ 女子 京　都 京都光華中 12.79 8
231 157 立川　くらら(3) ﾀﾃｶﾜ ｸﾗﾗ 女子 奈　良 天理南中 12.85 9
171 65 栗原　空(2) ｸﾘﾊﾗ ｿﾗ 女子 奈　良 香芝中 12.88 10
3 18 谷脇　杏実(2) ﾀﾆﾜｷ ｱﾐ 女子 京　都 加茂川中 12.95 11
2 39 中川　真綾(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｱﾔ 女子 京　都 加茂川中 12.98 12
55 71 中井　穂之香(1) ﾅｶｲﾎﾉｶ 女子 京　都 京都光華中 13.00 13
98 8 馬場　蒼(3) ﾊﾞﾊﾞ ｱｵｲ 女子 京　都 寺戸中 13.01 14
229 152 山中　姫乃(2) ﾔﾏﾅｶ ﾋﾒﾉ 女子 奈　良 天理西中 13.06 15
76 110 戸崎 羽南(3) ﾄｻﾞｷ ﾊﾅ 女子 京　都 田辺中 13.16 16
188 67 松井　奏澄(2) ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 13.17 17
149 46 北　ひより(2) ｷﾀ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 三郷中 13.18 18
249 569 村上　蒼彩(2) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 13.20 19
153 58 福岡　佐紀(2) ﾌｸｵｶ ｻｷ 女子 奈　良 香芝北中 13.23 20
52 71 緒方　萌花(3) ｵｶﾞﾀﾓｶ 女子 京　都 京都光華中 13.26 21
77 110 ??川 乃愛(3) ﾖｼｶﾜ ﾉｱ 女子 京　都 田辺中 13.28 22
203 107 中村　千乃(2) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾉ 女子 奈　良 田原本北中 13.37 23
4 17 安中　真依(1) ﾔｽﾅｶ ﾏｲ 女子 京　都 加茂川中 13.43 24
75 110 栗田 史香(3) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 13.43 25
152 58 西田　琴音(2) ﾆｼﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 香芝北中 13.44 26
7 3 山本　沙代子(2) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾖｺ 女子 京　都 立命館中 13.48 27

220 128 吉川　瑠依(3) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 二名中 13.50 28
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**************************************
* 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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 4074 村田 愛奈 (3) ﾑﾗﾀ ｱｲﾅ 女子 愛　知 TSM 13.51 29
92 218 菊岡　栞里(2) ｷｸｵｶ ｼｵﾘ 女子 京　都 北城陽中 13.60 30
96 36 森作　美玲(2) ﾓﾘｻｸ ﾐﾚｲ 女子 京　都 寺戸中 13.72 31
190 96 市川　愛理(2) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾘ 女子 奈　良 片塩中 13.75 32
232 157 中嶋　楽夢音(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾑﾈ 女子 奈　良 天理南中 13.75 33
12 20 人見　くらら(2) ﾋﾄﾐ ｸﾗﾗ 女子 京　都 春日丘中 13.80 34
91 218 覚幸　結香(2) ｶｸｺｳ ﾕｲｶ 女子 京　都 北城陽中 13.80 35
70 88 北村　真唯(1) ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ 女子 京　都 太秦中 13.85 36
142 44 橋谷　奏乃(2) ﾊｼﾀﾆ ｶﾉ 女子 奈　良 上中学 13.90 37
48 45 平元　美成(1) ﾋﾗﾓﾄ ﾐﾅﾙ 女子 京　都 山科中 13.92 38
35 25 形谷　光稀(1) ｶﾀﾀﾆ ﾐﾂｷ 女子 京　都 大枝中 13.93 39
138 44 岡市　百花(2) ｵｶｲﾁ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 上中学 13.95 40
227 133 有山　彩那(2) ｱﾘﾔﾏ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 都南中 13.95 41
106 281 茂見　百合子(3) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 13.97 42
185 67 蒲原　愛里(2) ｶﾏﾊﾗ ｱｲﾘ 女子 奈　良 広陵中 13.97 43
192 96 涌田　百亜奈(2) ﾜｸﾀﾞ ﾓｱﾅ 女子 奈　良 片塩中 13.98 44
236 161 森田　由奈(2) ﾓﾘﾀ ﾕﾅ 女子 奈　良 郡山中 14.02 45
247 560 鍋島　ここね(1) ﾅﾍﾞｼﾏ ｺｺﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 14.05 46
250 579 粉家　愛美(2) ｺﾔ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.06 47
73 110 中橋 芽依(3) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 14.08 48
205 111 春名　葵代(1) ﾊﾙﾅ ｷﾖ 女子 奈　良 一条高附中 14.08 49
228 150 上野　乃愛(1) ｳｴﾉ ﾉｱ 女子 奈　良 天理北中 14.08 50
234 157 東口　実暖(2) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾐﾊﾙ 女子 奈　良 天理南中 14.10 51
111 281 黄俊　百叶(2) ｷﾄｼ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 高槻中 14.11 52
99 39 中埜　野乃美(2) ﾅｶﾉ ﾉﾉﾐ 女子 京　都 寺戸中 14.15 53
108 281 高田　菜々(2) ﾀｶﾀﾞ ﾅﾅ 女子 大　阪 高槻中 14.15 54
125 882 北田 聖(2) ｷﾀﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 女子 大　阪 住吉中 14.17 55
126 882 嶋田 十和(2) ｼﾏﾀﾞ ﾄﾜ 女子 大　阪 住吉中 14.17 56
123 882 蛭子 結美(2) ｴﾋﾞｽ ﾕﾐ 女子 大　阪 住吉中 14.18 57
124 882 甲斐 くらら(2) ｶｲ ｸﾗﾗ 女子 大　阪 住吉中 14.18 58
127 882 濱野 凪紗(2) ﾊﾏﾉ ﾅｷﾞｻ 女子 大　阪 住吉中 14.18 59
222 133 髙橋　穂椛(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 都南中 14.18 60
223 133 北岡　万昊(2) ｷﾀｵｶ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 都南中 14.18 61
204 111 髙田　侑奈(1) ﾀｶﾀ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 一条高附中 14.19 62
83 205 上田　瑠夏(2) ｳｴﾀﾞ ﾙﾅ 女子 京　都 長岡第二中 14.20 63
74 110 谷川 まひる(3) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾋﾙ 女子 京　都 田辺中 14.22 64
251 576 大友　絢(1) ｵｵﾄﾓ ｱﾔ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.22 65
105 281 森　悠珠(3) ﾓﾘ ﾕｽﾞ 女子 大　阪 高槻中 14.23 66
5 21 田中　月湖(1) ﾀﾅｶ ﾂｷｺ 女子 京　都 加茂川中 14.25 67
23 7 齊藤　弥生(2) ｻｲﾄｳ ﾔﾖｲ 女子 京　都 大枝中 14.25 68
197 106 小林　愛菜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 女子 奈　良 田原本中 14.27 69
119 281 住田　陽香(1) ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻中 14.28 70
246 230 荒牧 美羽(2) ｱﾗﾏｷ ﾐｳ 女子 奈　良 斑鳩南中 14.29 71
79 10 柳生　莉心(2) ﾔｷﾞｭｳ ﾘｺ 女子 京　都 男山第二中 14.32 72
90 209 寺川　愛生(2) ﾃﾗｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 京　都 久御山中 14.37 73
97 35 徳山　結(2) ﾄｸﾔﾏ ﾕｲ 女子 京　都 寺戸中 14.37 74
100 43 前原　紗帆(2) ﾏｴﾊﾗ ｻﾎ 女子 京　都 寺戸中 14.37 75
156 63 山地　一樺(2) ﾔﾏﾁﾞ ｲﾁｶ 女子 奈　良 香芝西中 14.38 76
64 88 鵜島　夕月(2) ｳｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 太秦中 14.40 77
85 2 平野　愛佳(1) ﾋﾗﾉ ｱｲｶ 女子 京　都 西城陽中 14.40 78
94 218 橋本　一花(2) ﾊｼﾓﾄ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 14.40 79
137 25 ??田　夏菜(1) ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 吉野中 14.40 80
244 184 峯　愛咲(1) ﾐﾈ ｱｲｻ 女子 奈　良 桜井西中 14.43 81
15 3 櫻井　美すず(2) ｻｸﾗｲ ﾐｽｽﾞ 女子 京　都 西京附属中 14.44 82
148 46 寺川　瑠唯(2) ﾃﾗｶﾞﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 三郷中 14.45 83
221 133 立花　紗彩(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔ 女子 奈　良 都南中 14.45 84
155 63 外山　侑奈(2) ﾄﾔﾏ ﾕﾅ 女子 奈　良 香芝西中 14.46 85
210 114 田中　那奈(1) ﾀﾅｶ ﾅﾅ 女子 奈　良 育英西中 14.46 86
128 134 酒井　帆菜(2) ｻｶｲ ﾊﾝﾅ 女子 兵　庫 甲武中 14.48 87
107 281 鈴木　杏梨(3) ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ 女子 大　阪 高槻中 14.49 88
63 88 木村　芽日花(2) ｷﾑﾗ ﾒｲｶ 女子 京　都 太秦中 14.50 89
116 281 何川　美衣奈(1) ﾅﾆｶﾜ ﾐｲﾅ 女子 大　阪 高槻中 14.50 90
134 25 香井　ことの(1) ｶｶﾞｲ ｺﾄﾉ 女子 奈　良 吉野中 14.50 91
139 44 藤井　美月(2) ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾞｷ 女子 奈　良 上中学 14.50 92
172 65 梅田　彩朱花(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 14.50 93
159 63 中里　有愛(2) ﾅｶｻﾞﾄ ﾕﾒ 女子 奈　良 香芝西中 14.53 94
58 7 西山　みそら(2) ﾆｼﾔﾏ ﾐｿﾗ 女子 京　都 樫原中 14.55 95
168 63 平戸　花奏(1) ﾋﾗﾄ ｶﾅﾃﾞ 女子 奈　良 香芝西中 14.57 96
240 183 奥谷　心菜(2) ｵｸﾀﾆ ｺｺﾅ 女子 奈　良 桜井東中 14.57 97
248 556 武内　琴音(1) ﾀｹｳﾁ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 14.57 98
150 51 勝部　紗来(1) ｶﾂﾍﾞ ｻﾗ 女子 奈　良 都祁中 14.58 99
65 88 宮原　一花(2) ﾐﾔﾊﾗ ｲﾁｶ 女子 京　都 太秦中 14.60 100
121 281 坂本　夏葵(1) ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 大　阪 高槻中 14.60 101
218 128 菅原　栞奈(1) ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 二名中 14.60 102
219 128 松野　由羽(1) ﾏﾂﾉ ﾕｳ 女子 奈　良 二名中 14.60 103
20 18 妹尾　明咲(3) ｾﾉｵ ﾒｲｻ 女子 京　都 大枝中 14.63 104
199 106 長谷川　彩衣(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 女子 奈　良 田原本中 14.64 105
226 133 西森　埜乃(1) ﾆｼﾓﾘ ﾉﾉ 女子 奈　良 都南中 14.64 106
47 25 濱田　唯(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 山科中 14.66 107
213 120 藤川　明日香(1) ﾌｼﾞｶﾜ ｱｽｶ 女子 奈　良 伏見中 14.68 108
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89 209 達谷　愛桜(1) ﾀﾂﾔ ｲｵ 女子 京　都 久御山中 14.69 109
230 152 中川　杏海(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｱｽﾞﾐ 女子 奈　良 天理西中 14.70 110
21 3 北川　咲来(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾗ 女子 京　都 大枝中 14.72 111
33 15 劉　言玉(1) ﾘｭｳ ﾔﾝﾕｳ 女子 京　都 大枝中 14.73 112
80 1 冨山　すみれ(1) ﾄﾐﾔﾏ ｽﾐﾚ 女子 京　都 男山第二中 14.76 113
173 65 李　実(1) ｲ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 香芝中 14.77 114
254 545 島木　優奈(1) ｼﾏｷ ﾕﾅ 女子 奈　良 六条AC 14.79 115
217 128 長沼　莉子(1) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｺ 女子 奈　良 二名中 14.80 116
22 6 呉山 ことね(2) ｸﾚﾔﾏ ｺﾄﾈ 女子 京　都 大枝中 14.82 117
163 63 中村　芽唯(1) ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 女子 奈　良 香芝西中 14.87 118
196 106 梅本　実佳(2) ｳﾒﾓﾄ ﾐｶ 女子 奈　良 田原本中 14.88 119
211 120 田口　朱音(2) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 奈　良 伏見中 14.90 120
224 133 小池　七美(2) ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 都南中 14.90 121
267 73 窪田　陽菜(2) ｸﾎﾞﾀ ﾋﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 14.90 122
177 65 山本　萌奈(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾅ 女子 奈　良 香芝中 14.92 123
120 281 濱中　七美(1) ﾊﾏﾅｶ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 高槻中 14.93 124
147 46 瓜生　千乃(2) ｳﾘｳ ﾁﾉ 女子 奈　良 三郷中 14.95 125
252 577 久保　希(1) ｸﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 14.95 126
110 281 青木　凛子(2) ｱｵｷ ﾘﾝｺ 女子 大　阪 高槻中 14.96 127
158 63 河上　絢音(2) ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 香芝西中 14.97 128
31 13 田口　莉大(1) ﾀｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 京　都 大枝中 14.98 129
198 106 吉田　裕香(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 田原本中 14.98 130
61 88 小南　柚香(3) ｺﾐﾅﾐﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 15.00 131
115 281 川端　藍(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｲ 女子 大　阪 高槻中 15.00 132
132 25 本田　美海(2) ﾎﾝﾀﾞ ﾐｳ 女子 奈　良 吉野中 15.00 133
157 63 西岡　美紅(2) ﾆｼｵｶ ﾐｸ 女子 奈　良 香芝西中 15.00 134
170 65 村上　咲月(2) ﾑﾗｶﾐ ｻﾂｷ 女子 奈　良 香芝中 15.00 135
225 133 奈良　莉杏(1) ﾅﾗ ﾘｱﾝ 女子 奈　良 都南中 15.00 136
266 73 小嶺　葵(3) ｺﾐﾈ ｱｵｲ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.00 137
88 209 井亦　藍那(2) ｲﾏﾀ ｱｲﾅ 女子 京　都 久御山中 15.01 138
253 580 佐伯　有衣琳(1) ｻｴｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 15.02 139
207 114 佐藤　梨乃(2) ｻﾄｳ ﾘﾉ 女子 奈　良 育英西中 15.04 140
46 5 竹ノ内　優花(1) ﾀｹﾉｳﾁ ﾕｳｶ 女子 京　都 洛北附属中 15.07 141
187 67 橋本　莉乙(2) ﾊｼﾓﾄ ﾘｵ 女子 奈　良 広陵中 15.07 142
9 7 中野　菫(1) ﾅｶﾉ ｽﾐﾚ 女子 京　都 立命館中 15.10 143
44 2 平岡　悠(2) ﾋﾗｵｶ ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛北附属中 15.10 144
11 20 下家　璃依(2) ｼﾓｹ ﾘｲ 女子 京　都 春日丘中 15.11 145
95 46 阿辺山　綾乃(2) ｱﾍﾞﾔﾏ ｱﾔﾉ 女子 京　都 寺戸中 15.12 146
206 114 今西　佑奈(2) ｲﾏﾆｼ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 育英西中 15.13 147
25 9 杉田　桜子(2) ｽｷﾞﾀ ｻｸﾗｺ 女子 京　都 大枝中 15.19 148
67 88 山本　ほのか(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 15.20 149
154 58 寺戸　瑠奈(1) ﾃﾗﾄ ﾙﾅ 女子 奈　良 香芝北中 15.20 150
216 125 安藤　未来(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｸ 女子 奈　良 田原中 15.20 151
265 131 谷澤　美羽(1) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾐｳ 女子 奈　良 三笠中 15.21 152
263 131 杉本　華凪(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 15.22 153
37 27 三輪　侑莉子(1) ﾐﾜ ﾕﾘｺ 女子 京　都 大枝中 15.25 154
145 46 安原　美咲(1) ﾔｽﾊﾗ ﾐｻｷ 女子 奈　良 三郷中 15.28 155
10 46 原田　奈歩(3) ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾎ 女子 京　都 立命館中 15.30 156
30 12 鈴木　楓菜(1) ｽｽﾞｷ ﾌｳﾅ 女子 京　都 大枝中 15.30 157
57 44 武川　真奈(1) ﾀｹｶﾞﾜ ﾏﾅ 女子 京　都 樫原中 15.30 158
59 51 谷内　穂(1) ﾔﾁ ﾎﾉｶ 女子 京　都 樫原中 15.30 159
60 52 薮田　未琶(1) ﾔﾌﾞﾀ ﾐﾜ 女子 京　都 樫原中 15.30 160
235 157 嶋岡　由布妃(1) ｼﾏｵｶ ﾕｳﾋ 女子 奈　良 天理南中 15.30 161
180 67 池田 奈菜未(1) ｲｹﾀﾞ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 15.31 162
49 47 浅尾　夏帆(1) ｱｻｵ ｶﾎ 女子 京　都 山科中 15.32 163
209 114 志馬　菜月(1) ｼﾒ ﾅﾂｷ 女子 奈　良 育英西中 15.32 164
186 67 辰巳　穂乃歌(2) ﾀﾂﾐ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 広陵中 15.37 165
43 1 淵田　真央(3) ﾌﾁﾀﾞ ﾏｵ 女子 京　都 洛北附属中 15.40 166
66 88 吉崎　茜(2) ﾖｼｻﾞｷ ｱｶﾈ 女子 京　都 太秦中 15.40 167
268 73 吉田　明日香(2) ﾖｼﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.43 168
162 63 備後　実優(1) ﾋﾞﾝｺﾞ ﾐﾕ 女子 奈　良 香芝西中 15.44 169
78 12 清野　幸那(2) ｷﾖﾉ ﾕｷﾅ 女子 京　都 男山第二中 15.46 170
129 134 竹中　彩純(1) ﾀｹﾅｶ ｱｽﾐ 女子 兵　庫 甲武中 15.48 171
50 48 伊原　莉菜(1) ｲﾊﾗ ﾘﾅ 女子 京　都 山科中 15.50 172
62 88 嶋田　暖(1) ｼﾏﾀﾞ ﾉﾝ 女子 京　都 太秦中 15.50 173
71 88 松尾　光莉(1) ﾏﾂｵ ﾋｶﾘ 女子 京　都 太秦中 15.50 174
122 882 鎌苅 絢音(1) ｶﾏｶﾘ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 住吉中 15.50 175
133 25 藤田　佳穂(2) ﾌｼﾞﾀ ｶﾎ 女子 奈　良 吉野中 15.50 176
131 25 平　妃奈乃(2) ﾀｲﾗ ﾋﾅﾉ 女子 奈　良 吉野中 15.55 177
241 183 馬場井　希佳(1) ﾊﾞﾊﾞｲ ﾉﾉｶ 女子 奈　良 桜井東中 15.58 178
181 67 笹井　晟愛(1) ｻｻｲ ｾﾅ 女子 奈　良 広陵中 15.59 179
19 12 宮部　空(1) ﾐﾔﾍﾞ ｿﾗ 女子 京　都 西京附属中 15.61 180
269 73 荒木　清花(1) ｱﾗｷ ｻﾔｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 15.62 181
169 63 吉村　結菜(1) ﾖｼﾑﾗ ﾕｲﾅ 女子 奈　良 香芝西中 15.64 182
245 184 中西　愛來(1) ﾅｶﾆｼ ｱｲﾗ 女子 奈　良 桜井西中 15.65 183
212 120 塚月　彩芭(2) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 伏見中 15.66 184
18 10 饒波　咲良(1) ﾉﾅﾐ ｻｸﾗ 女子 京　都 西京附属中 15.67 185
164 63 倉見　風妃(1) ｸﾗﾐ ﾌｷ 女子 奈　良 香芝西中 15.71 186
118 281 西村　美紀(1) ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 女子 大　阪 高槻中 15.73 187
183 67 野澤　彩良(1) ﾉｻﾞﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 広陵中 15.73 188
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140 44 杉山　花音(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 上中学 15.74 189
176 65 高田　知里(1) ﾀｶﾀﾞ ﾁｻﾄ 女子 奈　良 香芝中 15.75 190
194 96 森井　彩名(1) ﾓﾘｲ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 片塩中 15.75 191
184 67 堀内　梨乃(1) ﾎﾘｳﾁ ﾘﾉ 女子 奈　良 広陵中 15.76 192
165 63 下村　彩月(1) ｼﾓﾑﾗ ｻｷ 女子 奈　良 香芝西中 15.79 193
32 14 宮岡　奈央(1) ﾐﾔｵｶ ﾅｵ 女子 京　都 大枝中 15.80 194
117 281 宮﨑　万優梨(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕﾘ 女子 大　阪 高槻中 15.81 195
81 13 赤塚　光(2) ｱｶﾂｶ ﾋｶﾘ 女子 京　都 男山第二中 15.83 196
130 134 松下　美涼(1) ﾏﾂｼﾀ ﾐｽｽﾞ 女子 兵　庫 甲武中 15.84 197
45 4 下司　千紘(1) ｹﾞｼ ﾁﾋﾛ 女子 京　都 洛北附属中 15.86 198
13 20 籔田　果楓(1) ﾔﾌﾞﾀ ｶｴﾃﾞ 女子 京　都 春日丘中 15.87 199
86 209 坂本　杏(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾝ 女子 京　都 久御山中 15.88 200
151 51 北出　陽咲(1) ｷﾀﾃﾞ ﾋｻｷ 女子 奈　良 都祁中 15.90 201
201 106 長尾　悠沙(1) ﾅｶﾞｵ ﾕｳｻ 女子 奈　良 田原本中 15.90 202
242 184 亀内　ひかる(1) ｶﾒｳﾁ ﾋｶﾙ 女子 奈　良 桜井西中 15.91 203
179 67 荒木　陽暖(1) ｱﾗｷ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 広陵中 15.92 204
17 4 木村　愛來(1) ｷﾑﾗ ｱｺ 女子 京　都 西京附属中 15.95 205
264 131 三宅　真緒(1) ﾐﾔｹ ﾏｵ 女子 奈　良 三笠中 15.98 206
239 161 吉田　琴(3) ﾖｼﾀﾞ ｺﾄ 女子 奈　良 郡山中 15.99 207
87 209 小嶋　ゆうり(1) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾘ 女子 京　都 久御山中 16.00 208
109 281 前田　若菜(2) ﾏｴﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 大　阪 高槻中 16.00 209
114 281 板東　愛実(1) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 女子 大　阪 高槻中 16.00 210
135 25 西浦　苺花(1) ﾆｼｳﾗ ｲﾁｶ 女子 奈　良 吉野中 16.00 211
136 25 山口　穂花(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 吉野中 16.00 212
174 65 細井　琉愛音(1) ﾎｿｲ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 香芝中 16.00 213
182 67 田村　奈菜(1) ﾀﾑﾗ ﾅﾅ 女子 奈　良 広陵中 16.06 214
101 21 佐々木　莉子(1) ｻｻｷ ﾘｺ 女子 京　都 寺戸中 16.08 215
161 63 野志　綾那(1) ﾉｼ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 香芝西中 16.08 216
208 114 佐藤　一愛(1) ｻﾄｳ ﾁﾅﾘ 女子 奈　良 育英西中 16.10 217
69 88 白尾　優衣花(2) ｼﾗｵ ﾕｲｶ 女子 京　都 太秦中 16.20 218
200 106 鎌田　美乃里(1) ｶﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 田原本中 16.21 219
214 120 下出　明日香(1) ｼﾓﾃﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 伏見中 16.22 220
102 23 桝本　空(1) ﾏｽﾓﾄ ｿﾗ 女子 京　都 寺戸中 16.24 221
238 161 奥谷　夏光(3) ｵｸﾀﾆ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 郡山中 16.26 222
178 65 西奥　ももの(1) ﾆｼｵｸ ﾓﾓﾉ 女子 奈　良 香芝中 16.27 223
104 6 福西　彩乃(3) ﾌｸﾆｼ ｱﾔﾉ 女子 京　都 南陽高附属中 16.28 224
8 5 竹谷　百合子(2) ﾀｹﾀﾆ ﾕﾘｺ 女子 京　都 立命館中 16.30 225

233 157 山際　桜空(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 天理南中 16.30 226
34 24 井上　千帆(1) ｲﾉｳｴ ﾁﾎ 女子 京　都 大枝中 16.39 227
68 88 北村　璃子(2) ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ 女子 京　都 太秦中 16.40 228
146 46 後藤　結芽(1) ｺﾞﾄｳ ﾕﾒ 女子 奈　良 三郷中 16.40 229
36 26 上田　帆夏(1) ｳｴﾀﾞ ﾊﾝﾅ 女子 京　都 大枝中 16.48 230
237 161 桝井　春美(3) ﾏｽｲ ﾊﾙﾐ 女子 奈　良 郡山中 16.50 231
16 6 定金　実果子(2) ｻﾀﾞｶﾈ ﾐｶｺ 女子 京　都 西京附属中 16.54 232
202 106 梅本　琴羽(1) ｳﾒﾓﾄ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 田原本中 16.56 233
175 65 河本　真雪(1) ｶﾜﾓﾄ ﾏｼﾛ 女子 奈　良 香芝中 16.64 234
193 96 澤近　蓮(1) ｻﾜﾁｶ ﾚﾝ 女子 奈　良 片塩中 16.74 235
160 63 石原　未歩(1) ｲｼﾊﾗ ﾐﾎ 女子 奈　良 香芝西中 16.76 236
28 10 盆子原　里沙(1) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾘｻ 女子 京　都 大枝中 16.80 237
103 7 平原　礼名(1) ﾋﾗﾊﾗ ﾚｲﾅ 女子 京　都 南陽高附属中 16.80 238
215 120 岩井田　桃菜(1) ｲﾜｲﾀﾞ ﾓﾓﾅ 女子 奈　良 伏見中 16.80 239
166 63 西岡　祐奈(1) ﾆｼｵｶ ﾕﾅ 女子 奈　良 香芝西中 16.87 240
270 73 坂本　このは(1) ｻｶﾓﾄ ｺﾉﾊ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 16.90 241
93 218 兒玉　一華(2) ｺﾀﾞﾏ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 17.00 242
112 281 谷口　瑚子(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｺ 女子 大　阪 高槻中 17.00 243
82 3 下西　風嘉(1) ｼﾓﾆｼ ﾌｳｶ 女子 京　都 男山第二中 17.13 244
26 4 塩貝　純礼(1) ｼｵｶﾞｲ ｽﾐﾚ 女子 京　都 大枝中 17.18 245
167 63 末弘　珠梨(1) ｽｴﾋﾛ ｼﾞｭﾘ 女子 奈　良 香芝西中 17.18 246
113 281 後藤　結伊(1) ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 女子 大　阪 高槻中 17.19 247
243 184 田中　結奈(1) ﾀﾅｶ ﾕﾅ 女子 奈　良 桜井西中 17.19 248
29 11 森川　千歳(1) ﾓﾘｶﾜ ﾁﾄｾ 女子 京　都 大枝中 17.29 249
195 96 吉村　心逢(1) ﾖｼﾑﾗ ﾐｵ 女子 奈　良 片塩中 17.29 250
27 5 谷口　杏奈(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 女子 京　都 大枝中 18.40 251
6 33 西村　玲奈(3) ﾆｼﾑﾗ ﾚﾅ 女子 京　都 加茂川中 252
24 8 西　葉夏(2) ﾆｼ ﾊﾅ 女子 京　都 大枝中 253
38 21 宝門 優果(2) ﾎｳﾓﾝﾕｳｶ 女子 京　都 洛南中 254
39 23 竹村 奏音(2) ﾀｹﾑﾗｿﾖﾈ 女子 京　都 洛南中 255
40 24 横山 日咲(2) ﾖｺﾔﾏﾋｻｷ 女子 京　都 洛南中 256
41 53 長谷川　蘭(1) ﾊｾｶﾞﾜﾗﾝ 女子 京　都 洛南中 257
42 54 森崎　茉依(1) ﾓﾘｻｷﾏｲ 女子 京　都 洛南中 258
72 88 大鳴　美桜(1) ｵｵﾅﾙ ﾐｵ 女子 京　都 太秦中 259
141 44 北岡　愛菜(2) ｷﾀｵｶ ｱｲﾅ 女子 奈　良 上中学 260
143 44 間島　和香菜(1) ﾏｼﾏ ﾜｶﾅ 女子 奈　良 上中学 261
144 44 松本　美星(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾎｼ 女子 奈　良 上中学 262
255 66 橋本　侑奈(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 女子 奈　良 上牧中 263
256 66 瀧本　明莉(2) ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 奈　良 上牧中 264
257 66 上別府　彩名(2) ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 上牧中 265
258 66 谷川　心羽(2) ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｺﾊ 女子 奈　良 上牧中 266
259 66 岡崎　芽莉(1) ｵｶｻﾞｷ ﾒﾘ 女子 奈　良 上牧中 267
260 66 佐々木　衣澄(1) ｻｻｷ ｲｽﾞﾐ 女子 奈　良 上牧中 268
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261 66 橋本　明依(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｲ 女子 奈　良 上牧中 269
262 66 米川　瑠那(1) ﾖﾈｶﾜ ﾙﾅ 女子 奈　良 上牧中 270

**************************************
* 女子中学 ２００ｍ *
**************************************
106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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
69 65 栗原　空(2) ｸﾘﾊﾗ ｿﾗ 女子 奈　良 香芝中 26.95 1
62 46 北　ひより(2) ｷﾀ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 三郷中 27.08 2
35 6 岡崎　美佐希(3) ｵｶｻﾞｷ ﾐｻｷ 女子 京　都 西城陽中 27.10 3
41 8 馬場　蒼(3) ﾊﾞﾊﾞ ｱｵｲ 女子 京　都 寺戸中 27.61 4
5 18 谷脇　杏実(2) ﾀﾆﾜｷ ｱﾐ 女子 京　都 加茂川中 27.68 5
32 110 戸崎 羽南(3) ﾄｻﾞｷ ﾊﾅ 女子 京　都 田辺中 27.70 6
100 569 村上　蒼彩(2) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 27.70 7
25 71 廣野　凛乙(1) ﾋﾛﾉﾘｸ 女子 京　都 京都光華中 27.86 8
10 3 山本　沙代子(2) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾖｺ 女子 京　都 立命館中 28.20 9
86 128 吉川　瑠依(3) ﾖｼｶﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 二名中 28.20 10
74 67 松井　奏澄(2) ﾏﾂｲ ｶﾅﾐ 女子 奈　良 広陵中 28.50 11
84 128 立川　奈那(2) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 奈　良 二名中 28.50 12
63 58 福岡　佐紀(2) ﾌｸｵｶ ｻｷ 女子 奈　良 香芝北中 28.55 13
3 13 岩佐　実咲(2) ｲﾜｻ ﾐｻｷ 女子 京　都 加茂川中 28.75 14
39 218 菊岡　栞里(2) ｷｸｵｶ ｼｵﾘ 女子 京　都 北城陽中 28.90 15
21 45 平元　美成(1) ﾋﾗﾓﾄ ﾐﾅﾙ 女子 京　都 山科中 29.00 16
31 88 北村　真唯(1) ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ 女子 京　都 太秦中 29.00 17
83 128 西尾　江梨佳(2) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 29.00 18
37 209 寺川　愛生(2) ﾃﾗｶﾞﾜ ｱｵｲ 女子 京　都 久御山中 29.17 19
101 579 粉家　愛美(2) ｺﾔ ﾏﾅﾐ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 29.26 20
38 218 覚幸　結香(2) ｶｸｺｳ ﾕｲｶ 女子 京　都 北城陽中 29.30 21
6 17 安中　真依(1) ﾔｽﾅｶ ﾏｲ 女子 京　都 加茂川中 29.41 22
18 22 須佐見　彩花(2) ｽｻﾐ ｱﾔｶ 女子 京　都 山科中 29.50 23
91 150 上野　乃愛(1) ｳｴﾉ ﾉｱ 女子 奈　良 天理北中 29.52 24
59 44 駒井　和夏(1) ｺﾏｲ ﾜｶ 女子 奈　良 上中学 29.53 25
99 560 鍋島　ここね(1) ﾅﾍﾞｼﾏ ｺｺﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 29.53 26
75 111 春名　葵代(1) ﾊﾙﾅ ｷﾖ 女子 奈　良 一条高附中 29.72 27
42 39 中埜　野乃美(2) ﾅｶﾉ ﾉﾉﾐ 女子 京　都 寺戸中 29.75 28
40 218 橋本　一花(2) ﾊｼﾓﾄ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 29.80 29
87 133 髙橋　穂椛(2) ﾀｶﾊｼ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 都南中 29.84 30
44 281 森　悠珠(3) ﾓﾘ ﾕｽﾞ 女子 大　阪 高槻中 29.85 31
67 63 田邊　姫衣(1) ﾀﾅﾍﾞ ﾒｲ 女子 奈　良 香芝西中 29.87 32
93 161 森田　由奈(2) ﾓﾘﾀ ﾕﾅ 女子 奈　良 郡山中 29.90 33
26 7 西山　みそら(2) ﾆｼﾔﾏ ﾐｿﾗ 女子 京　都 樫原中 30.00 34
27 88 木村　芽日花(2) ｷﾑﾗ ﾒｲｶ 女子 京　都 太秦中 30.00 35
53 25 香井　ことの(1) ｶｶﾞｲ ｺﾄﾉ 女子 奈　良 吉野中 30.00 36
54 25 ??田　夏菜(1) ﾖｼﾀﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 吉野中 30.00 37
36 1 窪田　莉奈(1) ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽中 30.10 38
61 46 寺川　瑠唯(2) ﾃﾗｶﾞﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 三郷中 30.15 39
77 114 田中　那奈(1) ﾀﾅｶ ﾅﾅ 女子 奈　良 育英西中 30.22 40
47 281 何川　美衣奈(1) ﾅﾆｶﾜ ﾐｲﾅ 女子 大　阪 高槻中 30.23 41
51 281 住田　陽香(1) ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻中 30.23 42
45 281 黄俊　百叶(2) ｷﾄｼ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 高槻中 30.42 43
28 88 宮原　一花(2) ﾐﾔﾊﾗ ｲﾁｶ 女子 京　都 太秦中 30.50 44
65 63 山地　一樺(2) ﾔﾏﾁﾞ ｲﾁｶ 女子 奈　良 香芝西中 30.53 45
43 43 前原　紗帆(2) ﾏｴﾊﾗ ｻﾎ 女子 京　都 寺戸中 30.54 46
33 10 柳生　莉心(2) ﾔｷﾞｭｳ ﾘｺ 女子 京　都 男山第二中 30.55 47
80 120 藤川　明日香(1) ﾌｼﾞｶﾜ ｱｽｶ 女子 奈　良 伏見中 30.77 48
71 65 山本　萌奈(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾅ 女子 奈　良 香芝中 30.90 49
1 25 髙木　優梨(1) ﾀｶｷﾞ ﾕﾘ 女子 京　都 加茂川中 30.94 50
92 152 西田　愛那(1) ﾆｼﾀﾞ ｱｲﾅ 女子 奈　良 天理西中 30.98 51
76 114 佐藤　梨乃(2) ｻﾄｳ ﾘﾉ 女子 奈　良 育英西中 30.99 52
17 1 淵田　真央(3) ﾌﾁﾀﾞ ﾏｵ 女子 京　都 洛北附属中 31.00 53
52 281 濱中　七美(1) ﾊﾏﾅｶ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 高槻中 31.00 54
90 150 池田　愛那(1) ｲｹﾀﾞ ｱｲﾅ 女子 奈　良 天理北中 31.16 55
56 44 光枝　花歩(1) ﾐﾂｴﾀﾞ ｶﾎ 女子 奈　良 上中学 31.18 56
85 128 長沼　莉子(1) ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｺ 女子 奈　良 二名中 31.20 57
13 6 呉山 ことね(2) ｸﾚﾔﾏ ｺﾄﾈ 女子 京　都 大枝中 31.34 58
20 44 原野　心海(1) ﾊﾗﾉ ｺｺﾐ 女子 京　都 山科中 31.50 59
11 20 小山　心羽(2) ｺﾔﾏ ｺｺﾊ 女子 京　都 春日丘中 31.51 60
64 58 寺戸　瑠奈(1) ﾃﾗﾄ ﾙﾅ 女子 奈　良 香芝北中 31.53 61
34 1 冨山　すみれ(1) ﾄﾐﾔﾏ ｽﾐﾚ 女子 京　都 男山第二中 31.63 62
95 183 奥谷　心菜(2) ｵｸﾀﾆ ｺｺﾅ 女子 奈　良 桜井東中 31.67 63
88 133 小池　七美(2) ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 女子 奈　良 都南中 31.83 64
19 23 岩室　凛(2) ｲﾜﾑﾛ ﾘﾝ 女子 京　都 山科中 32.00 65
23 47 浅尾　夏帆(1) ｱｻｵ ｶﾎ 女子 京　都 山科中 32.00 66
24 50 山中　希々嘉(1) ﾔﾏﾅｶ ﾉﾉｶ 女子 京　都 山科中 32.00 67
68 63 祐谷　恋姫(1) ﾕｳﾔ ｺﾋﾒ 女子 奈　良 香芝西中 32.00 68
97 184 片山　すみれ(1) ｶﾀﾔﾏ ｽﾐﾚ 女子 奈　良 桜井西中 32.16 69
79 120 塚月　彩芭(2) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 伏見中 32.44 70
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22 46 河波　優月(1) ｶﾜﾅﾐ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 山科中 32.50 71
58 44 寺田　芽生(1) ﾃﾗﾀﾞ ﾒｲ 女子 奈　良 上中学 32.58 72
4 22 久保　さくら(1) ｸﾎﾞ ｻｸﾗ 女子 京　都 加茂川中 32.62 73
60 46 安原　美咲(1) ﾔｽﾊﾗ ﾐｻｷ 女子 奈　良 三郷中 32.65 74
78 120 田口　朱音(2) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 奈　良 伏見中 32.66 75
48 281 後藤　莉佳(1) ｺﾞﾄｳ ﾘｶ 女子 大　阪 高槻中 32.74 76
55 44 杉山　花音(2) ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 上中学 32.90 77
46 281 板東　愛実(1) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 女子 大　阪 高槻中 33.00 78
49 281 有年　叶夏(1) ｱﾘﾄｼ ｶﾅ 女子 大　阪 高槻中 33.00 79
50 281 西村　美紀(1) ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 女子 大　阪 高槻中 33.00 80
70 65 細井　琉愛音(1) ﾎｿｲ ﾘｵﾝ 女子 奈　良 香芝中 33.21 81
104 131 杉本　華凪(2) ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾅ 女子 奈　良 三笠中 33.40 82
81 120 下出　明日香(1) ｼﾓﾃﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 伏見中 33.76 83
96 183 馬場井　希佳(1) ﾊﾞﾊﾞｲ ﾉﾉｶ 女子 奈　良 桜井東中 33.86 84
29 88 北村　璃子(2) ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ 女子 京　都 太秦中 34.00 85
30 88 白尾　優衣花(2) ｼﾗｵ ﾕｲｶ 女子 京　都 太秦中 34.00 86
94 161 吉田　琴(3) ﾖｼﾀﾞ ｺﾄ 女子 奈　良 郡山中 34.90 87
82 120 岩井田　桃菜(1) ｲﾜｲﾀﾞ ﾓﾓﾅ 女子 奈　良 伏見中 35.17 88
2 24 古賀　美杏(1) ｺｶﾞ ﾐｱﾝ 女子 京　都 加茂川中 89
7 21 田中　月湖(1) ﾀﾅｶ ﾂｷｺ 女子 京　都 加茂川中 90
8 27 関谷　愛花(1) ｾｷﾔ ﾏﾅｶ 女子 京　都 加茂川中 91
9 11 東良　明音(2) ﾋｶﾞｼﾗ ｱｶﾈ 女子 京　都 加茂川中 92
12 20 人見　くらら(2) ﾋﾄﾐ ｸﾗﾗ 女子 京　都 春日丘中 93
14 7 齊藤　弥生(2) ｻｲﾄｳ ﾔﾖｲ 女子 京　都 大枝中 94
15 4 塩貝　純礼(1) ｼｵｶﾞｲ ｽﾐﾚ 女子 京　都 大枝中 95
16 26 上田　帆夏(1) ｳｴﾀﾞ ﾊﾝﾅ 女子 京　都 大枝中 96
57 44 廣瀬　愛理(1) ﾋﾛｾ ｱｲﾘ 女子 奈　良 上中学 97
66 63 備後　実優(1) ﾋﾞﾝｺﾞ ﾐﾕ 女子 奈　良 香芝西中 98
72 67 田村　奈菜(1) ﾀﾑﾗ ﾅﾅ 女子 奈　良 広陵中 99
73 67 堀内　梨乃(1) ﾎﾘｳﾁ ﾘﾉ 女子 奈　良 広陵中 100
89 133 西森　埜乃(1) ﾆｼﾓﾘ ﾉﾉ 女子 奈　良 都南中 101
98 184 峯　愛咲(1) ﾐﾈ ｱｲｻ 女子 奈　良 桜井西中 102
102 66 福井　寧々(2) ﾌｸｲ ﾈﾈ 女子 奈　良 上牧中 103
103 66 米川　瑠那(1) ﾖﾈｶﾜ ﾙﾅ 女子 奈　良 上牧中 104
105 131 三宅　真緒(1) ﾐﾔｹ ﾏｵ 女子 奈　良 三笠中 105
106 131 谷澤　美羽(1) ﾀﾆｻﾞﾜ ﾐｳ 女子 奈　良 三笠中 106
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* 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************
37人
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--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 4065 岡本　彩里(3) ｵｶﾓﾄ ｱｲﾘ 女子 愛　知 TSM 14.51 1
3 11463 山本　星姫(2) ﾔﾏﾓﾄ ｾｲﾗ 女子 愛　知 TSM岡崎 14.88 2
2 4074 村田 愛奈 (3) ﾑﾗﾀ ｱｲﾅ 女子 愛　知 TSM 15.06 3
17 110 ??川 乃愛(3) ﾖｼｶﾜ ﾉｱ 女子 京　都 田辺中 15.84 4
14 71 中井　穂之香(1) ﾅｶｲﾎﾉｶ 女子 京　都 京都光華中 15.89 5
33 128 立川　奈那(2) ﾀﾁｶﾜ ﾅﾅ 女子 奈　良 二名中 16.00 6
16 110 栗田 史香(3) ｸﾘﾀ ﾌﾐｶ 女子 京　都 田辺中 16.03 7
21 36 森作　美玲(2) ﾓﾘｻｸ ﾐﾚｲ 女子 京　都 寺戸中 16.54 8
26 44 田中　涼(2) ﾀﾅｶ ｽｽﾞ 女子 奈　良 上中学 16.98 9
32 128 西尾　江梨佳(2) ﾆｼｵ ｴﾘｶ 女子 奈　良 二名中 17.00 10
35 576 大友　絢(1) ｵｵﾄﾓ ｱﾔ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 17.02 11
27 46 瓜生　千乃(2) ｳﾘｳ ﾁﾉ 女子 奈　良 三郷中 17.07 12
31 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 17.24 13
7 3 櫻井　美すず(2) ｻｸﾗｲ ﾐｽｽﾞ 女子 京　都 西京附属中 17.58 14
24 134 小宮　瑠莉(1) ｺﾐﾔ ﾙﾘ 女子 兵　庫 甲武中 17.79 15
20 209 井亦　藍那(2) ｲﾏﾀ ｱｲﾅ 女子 京　都 久御山中 17.93 16
10 22 須佐見　彩花(2) ｽｻﾐ ｱﾔｶ 女子 京　都 山科中 18.00 17
30 96 市川　愛理(2) ｲﾁｶﾜ ｱｲﾘ 女子 奈　良 片塩中 18.75 18
28 63 矢野　優月(2) ﾔﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 香芝西中 18.81 19
11 28 西村　穂実(2) ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉﾐ 女子 京　都 山科中 19.00 20
34 150 池田　愛那(1) ｲｹﾀﾞ ｱｲﾅ 女子 奈　良 天理北中 19.13 21
29 63 中村　芽唯(1) ﾅｶﾑﾗ ﾒｲ 女子 奈　良 香芝西中 19.31 22
12 23 岩室　凛(2) ｲﾜﾑﾛ ﾘﾝ 女子 京　都 山科中 19.50 23
15 46 田中　莉瑚(1) ﾀﾅｶ ﾘｺ 女子 京　都 樫原中 19.50 24
8 12 宮部　空(1) ﾐﾔﾍﾞ ｿﾗ 女子 京　都 西京附属中 19.53 25
4 24 古賀　美杏(1) ｺｶﾞ ﾐｱﾝ 女子 京　都 加茂川中 19.84 26
25 25 山口　穂花(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 吉野中 20.00 27
13 24 堂芝　みちる(2) ﾄﾞｳｼﾊﾞ ﾐﾁﾙ 女子 京　都 山科中 20.10 28
18 2 平野　愛佳(1) ﾋﾗﾉ ｱｲｶ 女子 京　都 西城陽中 20.40 29
5 12 城　明子(2) ｼﾞｮｳ ｱｷｺ 女子 京　都 加茂川中 20.46 30
19 209 小嶋　ゆうり(1) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾘ 女子 京　都 久御山中 21.50 31
22 281 後藤　結伊(1) ｺﾞﾄｳ ﾕｲ 女子 大　阪 高槻中 21.63 32
6 33 西村　玲奈(3) ﾆｼﾑﾗ ﾚﾅ 女子 京　都 加茂川中 33
9 53 長谷川　蘭(1) ﾊｾｶﾞﾜﾗﾝ 女子 京　都 洛南中 34
23 134 神澤　詩花(2) ｶﾐｻﾞﾜ ｼｲｶ 女子 兵　庫 甲武中 35
36 66 橋本　侑奈(2) ﾊｼﾓﾄ ﾕﾅ 女子 奈　良 上牧中 36
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**********************************************************
* 女子中学 １００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************
37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 66 佐々木　衣澄(1) ｻｻｷ ｲｽﾞﾐ 女子 奈　良 上牧中 37

**********************************
* 女子中学 棒高跳 *
**********************************
4人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 106 梅本　実佳(2) ｳﾒﾓﾄ ﾐｶ 女子 奈　良 田原本中 2m30 1
2 106 長谷川　彩衣(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 女子 奈　良 田原本中 1m80 2
3 106 鎌田　美乃里(1) ｶﾏﾀﾞ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 田原本中 1m80 3
4 106 長尾　悠沙(1) ﾅｶﾞｵ ﾕｳｻ 女子 奈　良 田原本中 1m70 4

**********************************
* 女子中学 走高跳 *
**********************************
23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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
10 209 坂本　杏(2) ｻｶﾓﾄ ｱﾝ 女子 京　都 久御山中 1m45 1
19 106 小林　愛菜(2) ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 女子 奈　良 田原本中 1m45 2
1 14 田水　美玖(2) ﾀﾐｽﾞ ﾐｸ 女子 京　都 加茂川中 1m30 3
11 209 渡邊　千夏(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁﾅﾂ 女子 京　都 久御山中 1m30 4
15 44 梶原　実桜(2) ｶｼﾞﾊﾗ ﾐｵ 女子 奈　良 上中学 1m30 5
3 4 木村　愛來(1) ｷﾑﾗ ｱｺ 女子 京　都 西京附属中 1m25 6
8 11 浅田　莉桜(2) ｱｻﾀﾞ ﾘｵ 女子 京　都 樫原中 1m25 7
9 3 下西　風嘉(1) ｼﾓﾆｼ ﾌｳｶ 女子 京　都 男山第二中 1m25 8
21 573 山口　心緒(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1m25 9
12 281 前田　若菜(2) ﾏｴﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 大　阪 高槻中 1m20 10
2 6 定金　実果子(2) ｻﾀﾞｶﾈ ﾐｶｺ 女子 京　都 西京附属中 1m15 11
14 25 西浦　苺花(1) ﾆｼｳﾗ ｲﾁｶ 女子 奈　良 吉野中 1m15 12
20 120 塚月　彩芭(2) ﾂｶｽﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 伏見中 1m10 13
4 3 北川　咲来(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾗ 女子 京　都 大枝中 14
5 9 杉田　桜子(2) ｽｷﾞﾀ ｻｸﾗｺ 女子 京　都 大枝中 15
6 26 上田　帆夏(1) ｳｴﾀﾞ ﾊﾝﾅ 女子 京　都 大枝中 16
7 23 竹村 奏音(2) ﾀｹﾑﾗｿﾖﾈ 女子 京　都 洛南中 17
13 134 村上　愛美(2) ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾋﾞ 女子 兵　庫 甲武中 18
16 58 寺戸　瑠奈(1) ﾃﾗﾄ ﾙﾅ 女子 奈　良 香芝北中 19
17 67 向井　ひより(1) ﾑｶｲ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 広陵中 20
18 98 吉村　妙香(2) ﾖｼﾑﾗ ﾀｴｶ 女子 奈　良 高田中 21
22 66 上別府　彩名(2) ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ｱﾔﾅ 女子 奈　良 上牧中 22
23 66 谷川　心羽(2) ﾀﾆｶﾞﾜ ｺｺﾊ 女子 奈　良 上牧中 23

**********************************
* 女子中学 走幅跳 *
**********************************
78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 71 細江　夏和(3) ﾎｿｴﾅﾅ 女子 京　都 京都光華中 5m35 1
19 71 細江　宥和(1) ﾎｿｴﾕｲ 女子 京　都 京都光華中 4m99 2
58 96 中岡　心愛(2) ﾅｶｵｶ ｺｺﾅ 女子 奈　良 片塩中 4m83 3
47 58 西田　琴音(2) ﾆｼﾀﾞ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 香芝北中 4m68 4
25 110 谷川 まひる(3) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏﾋﾙ 女子 京　都 田辺中 4m65 5
70 157 立川　くらら(3) ﾀﾃｶﾜ ｸﾗﾗ 女子 奈　良 天理南中 4m61 6
49 63 中里　有愛(2) ﾅｶｻﾞﾄ ﾕﾒ 女子 奈　良 香芝西中 4m59 7
76 573 山口　心緒(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｵ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 4m51 8
27 205 上田　瑠夏(2) ｳｴﾀﾞ ﾙﾅ 女子 京　都 長岡第二中 4m49 9
34 281 高田　菜々(2) ﾀｶﾀﾞ ﾅﾅ 女子 大　阪 高槻中 4m48 10
59 96 涌田　百亜奈(2) ﾜｸﾀﾞ ﾓｱﾅ 女子 奈　良 片塩中 4m44 11
24 110 中橋 芽依(3) ﾅｶﾊｼ ﾒｲ 女子 京　都 田辺中 4m35 12
33 281 鈴木　杏梨(3) ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ 女子 大　阪 高槻中 4m34 13
68 133 北岡　万昊(2) ｷﾀｵｶ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 都南中 4m27 14
10 7 齊藤　弥生(2) ｻｲﾄｳ ﾔﾖｲ 女子 京　都 大枝中 4m19 15
31 25 堂本　紗楽(1) ﾄﾞｳﾓﾄ ｻﾗ 女子 京　都 寺戸中 4m17 16
5 11 東良　明音(2) ﾋｶﾞｼﾗ ｱｶﾈ 女子 京　都 加茂川中 4m16 17
9 6 呉山 ことね(2) ｸﾚﾔﾏ ｺﾄﾈ 女子 京　都 大枝中 4m13 18
48 63 河上　絢音(2) ｶﾜｶﾐ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 香芝西中 4m13 19
66 128 松野　由羽(1) ﾏﾂﾉ ﾕｳ 女子 奈　良 二名中 4m10 20
71 157 中嶋　楽夢音(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾗﾑﾈ 女子 奈　良 天理南中 4m10 21
32 35 徳山　結(2) ﾄｸﾔﾏ ﾕｲ 女子 京　都 寺戸中 4m07 22
51 63 平戸　花奏(1) ﾋﾗﾄ ｶﾅﾃﾞ 女子 奈　良 香芝西中 4m00 23
77 556 武内　琴音(1) ﾀｹｳﾁ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 3m92 24
26 13 赤塚　光(2) ｱｶﾂｶ ﾋｶﾘ 女子 京　都 男山第二中 3m91 25
43 44 廣瀬　愛理(1) ﾋﾛｾ ｱｲﾘ 女子 奈　良 上中学 3m90 26
65 128 菅原　栞奈(1) ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 二名中 3m90 27
14 25 形谷　光稀(1) ｶﾀﾀﾆ ﾐﾂｷ 女子 京　都 大枝中 3m86 28
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**********************************
* 女子中学 走幅跳 *
**********************************
78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 10 饒波　咲良(1) ﾉﾅﾐ ｻｸﾗ 女子 京　都 西京附属中 3m84 29
53 65 高田　知里(1) ﾀｶﾀﾞ ﾁｻﾄ 女子 奈　良 香芝中 3m84 30
28 218 浅井　羚雫(2) ｱｻｲ ﾚﾅ 女子 京　都 北城陽中 3m80 31
46 51 勝部　紗来(1) ｶﾂﾍﾞ ｻﾗ 女子 奈　良 都祁中 3m79 32
39 44 岡市　百花(2) ｵｶｲﾁ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 上中学 3m76 33
63 106 吉田　裕香(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 田原本中 3m76 34
67 133 立花　紗彩(2) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾔ 女子 奈　良 都南中 3m72 35
2 26 山本　未來(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾗｲ 女子 京　都 加茂川中 3m70 36
52 65 村上　咲月(2) ﾑﾗｶﾐ ｻﾂｷ 女子 奈　良 香芝中 3m69 37
16 28 西村　穂実(2) ﾆｼﾑﾗ ﾎﾉﾐ 女子 京　都 山科中 3m65 38
69 133 奈良　莉杏(1) ﾅﾗ ﾘｱﾝ 女子 奈　良 都南中 3m65 39
42 44 光枝　花歩(1) ﾐﾂｴﾀﾞ ｶﾎ 女子 奈　良 上中学 3m61 40
15 25 濱田　唯(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾕｲ 女子 京　都 山科中 3m60 41
17 24 堂芝　みちる(2) ﾄﾞｳｼﾊﾞ ﾐﾁﾙ 女子 京　都 山科中 3m60 42
20 8 藤原　絢音(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔﾈ 女子 京　都 樫原中 3m60 43
38 25 藤田　佳穂(2) ﾌｼﾞﾀ ｶﾎ 女子 奈　良 吉野中 3m60 44
62 106 舟橋　礼(2) ﾌﾅﾊｼ ﾚｲ 女子 奈　良 田原本中 3m57 45
6 6 定金　実果子(2) ｻﾀﾞｶﾈ ﾐｶｺ 女子 京　都 西京附属中 3m50 46
35 281 西村　美紀(1) ﾆｼﾑﾗ ﾐｷ 女子 大　阪 高槻中 3m50 47
36 281 坂本　夏葵(1) ｻｶﾓﾄ ﾅﾂｷ 女子 大　阪 高槻中 3m50 48
75 230 平田 綾凛(2) ﾋﾗﾀ ｱﾔﾘ 女子 奈　良 斑鳩南中 3m48 49
41 44 高木　日葵(2) ﾀｶｷﾞ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 上中学 3m45 50
40 44 北岡　愛菜(2) ｷﾀｵｶ ｱｲﾅ 女子 奈　良 上中学 3m44 51
21 88 北村　璃子(2) ｷﾀﾑﾗ ﾘｺ 女子 京　都 太秦中 3m40 52
72 157 山際　桜空(2) ﾔﾏｷﾞﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 天理南中 3m40 53
64 106 梅本　琴羽(1) ｳﾒﾓﾄ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 田原本中 3m39 54
56 67 山口　結愛(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｱ 女子 奈　良 広陵中 3m34 55
22 88 白尾　優衣花(2) ｼﾗｵ ﾕｲｶ 女子 京　都 太秦中 3m30 56
55 67 米田　結依(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾕｲ 女子 奈　良 広陵中 3m27 57
54 67 長谷川　咲希(1) ﾊｾｶﾞﾜ ｻｷ 女子 奈　良 広陵中 3m24 58
11 9 杉田　桜子(2) ｽｷﾞﾀ ｻｸﾗｺ 女子 京　都 大枝中 3m22 59
30 30 河原　なのは(2) ｶﾜﾊﾗ ﾅﾉﾊ 女子 京　都 寺戸中 3m17 60
12 5 谷口　杏奈(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 女子 京　都 大枝中 3m15 61
13 15 劉　言玉(1) ﾘｭｳ ﾔﾝﾕｳ 女子 京　都 大枝中 3m07 62
50 63 末弘　珠梨(1) ｽｴﾋﾛ ｼﾞｭﾘ 女子 奈　良 香芝西中 3m02 63
29 218 兒玉　一華(2) ｺﾀﾞﾏ ｲﾁｶ 女子 京　都 北城陽中 3m00 64
73 161 奥谷　夏光(3) ｵｸﾀﾆ ﾅﾂﾐ 女子 奈　良 郡山中 2m89 65
60 96 澤近　蓮(1) ｻﾜﾁｶ ﾚﾝ 女子 奈　良 片塩中 2m58 66
23 88 北村　真唯(1) ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ 女子 京　都 太秦中 0m88 67
1 25 髙木　優梨(1) ﾀｶｷﾞ ﾕﾘ 女子 京　都 加茂川中 68
3 39 中川　真綾(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｱﾔ 女子 京　都 加茂川中 69
4 22 久保　さくら(1) ｸﾎﾞ ｻｸﾗ 女子 京　都 加茂川中 70
8 3 北川　咲来(2) ｷﾀｶﾞﾜ ｻﾗ 女子 京　都 大枝中 71
37 134 小宮　瑠莉(1) ｺﾐﾔ ﾙﾘ 女子 兵　庫 甲武中 72
44 46 安原　美咲(1) ﾔｽﾊﾗ ﾐｻｷ 女子 奈　良 三郷中 73
45 46 北　ひより(2) ｷﾀ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 三郷中 74
57 96 市川　遥南(3) ｲﾁｶﾜ ﾊﾙﾅ 女子 奈　良 片塩中 75
61 98 大武　真白(2) ｵｵﾀｹ ﾑｸ 女子 奈　良 高田中 76
74 184 亀内　ひかる(1) ｶﾒｳﾁ ﾋｶﾙ 女子 奈　良 桜井西中 77
78 66 瀧本　明莉(2) ﾀｷﾓﾄ ｱｶﾘ 女子 奈　良 上牧中 78

****************************************************
* 女子中学 砲丸投(2.721kg) *
****************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 71 原田　詩音(3) ﾊﾗﾀﾞｳﾀﾈ 女子 京　都 京都光華中 13m68 1
30 152 梶岡　蒼菜(2) ｶｼﾞｵｶ ｿﾅ 女子 奈　良 天理西中 12m95 2
33 561 丹羽　夏音(2) ﾆﾜ ﾅﾂﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 11m82 3
31 157 井川　友希名(2) ｲｶﾜ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 天理南中 11m07 4
18 25 橋田　梓(2) ﾊｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ 女子 奈　良 吉野中 10m17 5
24 106 舟橋　礼(2) ﾌﾅﾊｼ ﾚｲ 女子 奈　良 田原本中 9m65 6
29 150 高佐　詩風(2) ｺｳｻ ｼｲｶ 女子 奈　良 天理北中 9m54 7
23 106 丹波　歩奈(2) ﾀﾝﾊﾞ ｱﾕﾅ 女子 奈　良 田原本中 9m47 8
27 120 田口　朱音(2) ﾀｸﾞﾁ ｱｶﾈ 女子 奈　良 伏見中 8m51 9
10 3 坂戸　優芽(2) ｻｶﾄ ﾕﾒ 女子 京　都 樫原中 8m40 10
34 600 松本　按空(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾝｽﾞ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 8m15 11
6 2 平岡　悠(2) ﾋﾗｵｶ ﾊﾙｶ 女子 京　都 洛北附属中 7m90 12
11 9 宮﨑　小波(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｺﾅﾐ 女子 京　都 樫原中 7m50 13
32 157 山口　泉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｽﾞﾐ 女子 奈　良 天理南中 7m20 14
12 88 嶋田　暖(1) ｼﾏﾀﾞ ﾉﾝ 女子 京　都 太秦中 7m00 15
13 88 村上　瑠花(2) ﾑﾗｶﾐ ﾙｶ 女子 京　都 太秦中 7m00 16
14 88 吉崎　茜(2) ﾖｼｻﾞｷ ｱｶﾈ 女子 京　都 太秦中 7m00 17
28 128 東谷　悠(1) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 7m00 18
5 20 下家　璃依(2) ｼﾓｹ ﾘｲ 女子 京　都 春日丘中 6m97 19
15 209 小嶋　ゆうり(1) ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾘ 女子 京　都 久御山中 6m88 20
16 218 浅井　羚雫(2) ｱｻｲ ﾚﾅ 女子 京　都 北城陽中 6m30 21
21 51 北出　陽咲(1) ｷﾀﾃﾞ ﾋｻｷ 女子 奈　良 都祁中 6m12 22
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****************************************************
* 女子中学 砲丸投(2.721kg) *
****************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
17 281 深田　彩加(2) ﾌｶﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻中 5m00 23
22 63 多田　楓(1) ﾀﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 奈　良 香芝西中 5m00 24
1 28 善本　詠(1) ﾖｼﾓﾄ ｳﾀ 女子 京　都 加茂川中 25
2 20 板原　晴佳(1) ｲﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 女子 京　都 加茂川中 26
3 29 門上　明日香(2) ｶﾄﾞｶﾐ ｱｽｶ 女子 京　都 加茂川中 27
4 15 荒木　美依奈(2) ｱﾗｷ ﾐｲﾅ 女子 京　都 加茂川中 28
8 71 角間　愛心(2) ｶｸﾏｱｲﾐ 女子 京　都 京都光華中 29
9 71 眞宮　花恋(1) ｼﾝｸﾞｳｶﾚﾝ 女子 京　都 京都光華中 30
19 46 寺川　瑠唯(2) ﾃﾗｶﾞﾜ ﾙｲ 女子 奈　良 三郷中 31
20 51 勝部　紗来(1) ｶﾂﾍﾞ ｻﾗ 女子 奈　良 都祁中 32
25 107 中村　千乃(2) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾉ 女子 奈　良 田原本北中 33
26 107 久保　美優(2) ｸﾎﾞ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 田原本北中 34
35 66 石西　沙有(1) ｲｿﾆｼ ｻﾕ 女子 奈　良 上牧中 35
36 66 橋本　明依(1) ﾊｼﾓﾄ ｱｲ 女子 奈　良 上牧中 36

****************************************************
* 女子中学 円盤投(1.000kg) *
****************************************************
30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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
25 157 井川　友希名(2) ｲｶﾜ ﾕｷﾅ 女子 奈　良 天理南中 30m65 1
28 561 丹羽　夏音(2) ﾆﾜ ﾅﾂﾈ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 28m89 2
18 87 小田　愛央(3) ｵﾀ ﾏﾋﾛ 女子 奈　良 御杖中 28m53 3
20 106 丹波　歩奈(2) ﾀﾝﾊﾞ ｱﾕﾅ 女子 奈　良 田原本中 27m94 4
19 87 小田　心優(1) ｵﾀ ﾐﾋﾛ 女子 奈　良 御杖中 24m88 5
11 134 阿部　桜來(2) ｱﾍﾞｻｸﾗ 女子 兵　庫 甲武中 24m27 6
24 152 梶岡　蒼菜(2) ｶｼﾞｵｶ ｿﾅ 女子 奈　良 天理西中 22m65 7
10 12 清野　幸那(2) ｷﾖﾉ ﾕｷﾅ 女子 京　都 男山第二中 22m08 8
13 134 村上　愛美(2) ﾑﾗｶﾐ ｱｲﾋﾞ 女子 兵　庫 甲武中 22m06 9
3 9 山本　千陽(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾊﾙ 女子 京　都 西京附属中 22m00 10
7 71 角間　愛心(2) ｶｸﾏｱｲﾐ 女子 京　都 京都光華中 20m61 11
1 20 板原　晴佳(1) ｲﾀﾊﾗ ﾊﾙｶ 女子 京　都 加茂川中 19m63 12
2 29 門上　明日香(2) ｶﾄﾞｶﾐ ｱｽｶ 女子 京　都 加茂川中 19m36 13
6 71 山田　奈緒(3) ﾔﾏﾀﾞﾅｵ 女子 京　都 京都光華中 19m09 14
22 128 東谷　悠(1) ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 19m00 15
29 600 松本　按空(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱﾝｽﾞ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 18m28 16
23 150 高佐　詩風(2) ｺｳｻ ｼｲｶ 女子 奈　良 天理北中 18m08 17
27 157 山口　泉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｲｽﾞﾐ 女子 奈　良 天理南中 18m00 18
9 88 村上　瑠花(2) ﾑﾗｶﾐ ﾙｶ 女子 京　都 太秦中 17m00 19
8 12 金澤　杏凌(2) ｶﾅｻﾞﾜ ｱｲﾘ 女子 京　都 樫原中 16m00 20
5 10 盆子原　里沙(1) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾘｻ 女子 京　都 大枝中 15m48 21
15 51 北出　陽咲(1) ｷﾀﾃﾞ ﾋｻｷ 女子 奈　良 都祁中 14m27 22
16 63 多田　楓(1) ﾀﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 女子 奈　良 香芝西中 14m00 23
17 65 河本　真雪(1) ｶﾜﾓﾄ ﾏｼﾛ 女子 奈　良 香芝中 13m98 24
14 25 橋田　梓(2) ﾊｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ 女子 奈　良 吉野中 13m46 25
4 5 谷口　杏奈(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 女子 京　都 大枝中 26
12 134 河邊　悠(2) ｶﾜﾍﾞ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 甲武中 27
21 107 久保　美優(2) ｸﾎﾞ ﾐﾕｳ 女子 奈　良 田原本北中 28
26 157 東口　実暖(2) ﾋｶﾞｼｸﾞﾁ ﾐﾊﾙ 女子 奈　良 天理南中 29
30 66 石西　沙有(1) ｲｿﾆｼ ｻﾕ 女子 奈　良 上牧中 30

**************************************
* 女子中学 四種競技 *
**************************************
58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 4062 井坂 優里 (3) ｲｻｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 2844 1
23 11460 間瀬　奏波(2) ﾏｾ ｶﾅﾊ 女子 愛　知 TSM岡崎 2488 2
50 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 2454 3
22 11468 夏目　純佳(2) ﾅﾂﾒ ｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 2336 4
14 4090 松浦 怜未 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾚﾐ 女子 愛　知 TSM 2264 5
20 11456 黒柳　紗依(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻｴ 女子 愛　知 TSM岡崎 2257 6
2 4066 春日 乃亜 (3) ｶｽｶﾞ ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 2248 7
6 4079 渡邊　紗希(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 女子 愛　知 TSM 2248 8
12 4087 中馬 聡美(1) ﾁｭｳﾏﾝ ｻﾄﾐ 女子 愛　知 TSM 2042 9
7 4082 小松 由奈(1) ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 女子 愛　知 TSM 1944 10
5 4077 塩谷 心菜(2) ｼｵﾔ ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 1927 11
11 4086 髙? 心桃(1) ﾀｶｻｷ ｺﾓﾓ 女子 愛　知 TSM 1905 12
4 4076 小林 眞綺 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 女子 愛　知 TSM 1893 13
54 157 前家　妃夏(2) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 1800 14
19 11457 高塚　瞳衣(2) ﾀｶﾂｶ ﾒｲ 女子 愛　知 TSM岡崎 1750 15
44 227 西岡　愛稀(2) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 1738 16
21 11459 藤嶋　咲愛(2) ﾌｼﾞｼﾏ ｻｸﾗ 女子 愛　知 TSM岡崎 1721 17
58 552 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 1703 18
10 4085 神野 李空(1) ｼﾞﾝﾉ ｲｸ 女子 愛　知 TSM 1664 19
13 4088 中川 柚葵 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 女子 愛　知 TSM 1625 20
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**************************************
* 女子中学 四種競技 *
**************************************
58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 4080 加納 あかり(1) ｶﾉｳ ｱｶﾘ 女子 愛　知 TSM 1608 21
24 11462 森　稚渚(2) ﾓﾘ ﾜｶﾅ 女子 愛　知 TSM岡崎 1600 22
42 209 内田　悠月(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 1588 23
3 4075 紀國 佑香(2) ｷﾉｸﾆ ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 1461 24
45 281 茂見　百合子(3) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 1428 25
57 184 大谷　璃央(2) ｵｵﾀﾆ ﾘｵ 女子 奈　良 桜井西中 1342 26
52 65 李　実(1) ｲ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 香芝中 1320 27
56 161 村田　沙奈(2) ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 女子 奈　良 郡山中 1320 28
16 4092 村上 琥珀(1) ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 女子 愛　知 TSM 1273 29
55 161 山崎　琴音(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 1246 30
51 65 梅田　彩朱花(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 1200 31
8 4083 坂井 華 (1) ｻｶｲ ﾊﾅ 女子 愛　知 TSM 1000 32
9 4084 柴田 彩羽(1) ｼﾊﾞﾀ ｻﾜ 女子 愛　知 TSM 1000 33
17 4872 馬場　うか(1) ﾊﾞﾊﾞ ｳｶ 女子 愛　知 TSM 1000 34
46 281 村澤　友梨(2) ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻中 1000 35
15 4091 松村 奏那 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｿﾅ 女子 愛　知 TSM 916 36
41 2 片岡　優花(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｶ 女子 京　都 男山第二中 733 37
25 10 盆子原　里沙(1) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾘｻ 女子 京　都 大枝中 38
26 13 田口　莉大(1) ﾀｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 京　都 大枝中 39
27 14 宮岡　奈央(1) ﾐﾔｵｶ ﾅｵ 女子 京　都 大枝中 40
28 15 劉　言玉(1) ﾘｭｳ ﾔﾝﾕｳ 女子 京　都 大枝中 41
29 24 井上　千帆(1) ｲﾉｳｴ ﾁﾎ 女子 京　都 大枝中 42
30 25 形谷　光稀(1) ｶﾀﾀﾆ ﾐﾂｷ 女子 京　都 大枝中 43
31 27 三輪　侑莉子(1) ﾐﾜ ﾕﾘｺ 女子 京　都 大枝中 44
32 11 谷内 晴香(3) ﾔﾁﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 45
33 88 鵜島　夕月(2) ｳｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 太秦中 46
34 88 山本　ほのか(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 47
35 110 上田　美桜(2) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 48
36 110 青木　智樂(2) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 49
37 110 山本　恵梨華(2) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 50
38 110 村田　更紗(2) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 51
39 110 中川　美唯(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 52
40 110 服部　沙良(1) ﾊｯﾄﾘ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 53
43 209 達谷　愛桜(1) ﾀﾂﾔ ｲｵ 女子 京　都 久御山中 54
47 134 木下　結賀(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｲｶ 女子 兵　庫 甲武中 55
48 11 稲葉　陽菜(2) ｲﾅﾊﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 御所中 56
49 11 水野　友愛(2) ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ 女子 奈　良 御所中 57
53 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 58

********************************************************************
* 女子中学 四種競技 女中１００ｍＨ *
********************************************************************
58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 4062 井坂 優里 (3) ｲｻｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 4066 春日 乃亜 (3) ｶｽｶﾞ ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 2
3 4075 紀國 佑香(2) ｷﾉｸﾆ ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 3
4 4076 小林 眞綺 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 女子 愛　知 TSM 4
5 4077 塩谷 心菜(2) ｼｵﾔ ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 5
6 4079 渡邊　紗希(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 女子 愛　知 TSM 6
7 4082 小松 由奈(1) ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 4083 坂井 華 (1) ｻｶｲ ﾊﾅ 女子 愛　知 TSM 8
9 4084 柴田 彩羽(1) ｼﾊﾞﾀ ｻﾜ 女子 愛　知 TSM 9
10 4085 神野 李空(1) ｼﾞﾝﾉ ｲｸ 女子 愛　知 TSM 10
11 4086 髙? 心桃(1) ﾀｶｻｷ ｺﾓﾓ 女子 愛　知 TSM 11
12 4087 中馬 聡美(1) ﾁｭｳﾏﾝ ｻﾄﾐ 女子 愛　知 TSM 12
13 4088 中川 柚葵 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 女子 愛　知 TSM 13
14 4090 松浦 怜未 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾚﾐ 女子 愛　知 TSM 14
15 4091 松村 奏那 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｿﾅ 女子 愛　知 TSM 15
16 4092 村上 琥珀(1) ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 女子 愛　知 TSM 16
17 4872 馬場　うか(1) ﾊﾞﾊﾞ ｳｶ 女子 愛　知 TSM 17
18 4080 加納 あかり(1) ｶﾉｳ ｱｶﾘ 女子 愛　知 TSM 18
19 11457 高塚　瞳衣(2) ﾀｶﾂｶ ﾒｲ 女子 愛　知 TSM岡崎 19
20 11456 黒柳　紗依(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻｴ 女子 愛　知 TSM岡崎 20
21 11459 藤嶋　咲愛(2) ﾌｼﾞｼﾏ ｻｸﾗ 女子 愛　知 TSM岡崎 21
22 11468 夏目　純佳(2) ﾅﾂﾒ ｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 22
23 11460 間瀬　奏波(2) ﾏｾ ｶﾅﾊ 女子 愛　知 TSM岡崎 23
24 11462 森　稚渚(2) ﾓﾘ ﾜｶﾅ 女子 愛　知 TSM岡崎 24
25 10 盆子原　里沙(1) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾘｻ 女子 京　都 大枝中 25
26 13 田口　莉大(1) ﾀｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 京　都 大枝中 26
27 14 宮岡　奈央(1) ﾐﾔｵｶ ﾅｵ 女子 京　都 大枝中 27
28 15 劉　言玉(1) ﾘｭｳ ﾔﾝﾕｳ 女子 京　都 大枝中 28
29 24 井上　千帆(1) ｲﾉｳｴ ﾁﾎ 女子 京　都 大枝中 29
30 25 形谷　光稀(1) ｶﾀﾀﾆ ﾐﾂｷ 女子 京　都 大枝中 30
31 27 三輪　侑莉子(1) ﾐﾜ ﾕﾘｺ 女子 京　都 大枝中 31
32 11 谷内 晴香(3) ﾔﾁﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 32
33 88 鵜島　夕月(2) ｳｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 太秦中 33
34 88 山本　ほのか(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 34
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********************************************************************
* 女子中学 四種競技 女中１００ｍＨ *
********************************************************************
58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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
35 110 上田　美桜(2) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 35
36 110 青木　智樂(2) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 36
37 110 山本　恵梨華(2) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 37
38 110 村田　更紗(2) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 38
39 110 中川　美唯(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 39
40 110 服部　沙良(1) ﾊｯﾄﾘ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 40
41 2 片岡　優花(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｶ 女子 京　都 男山第二中 41
42 209 内田　悠月(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 42
43 209 達谷　愛桜(1) ﾀﾂﾔ ｲｵ 女子 京　都 久御山中 43
44 227 西岡　愛稀(2) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 44
45 281 茂見　百合子(3) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 45
46 281 村澤　友梨(2) ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻中 46
47 134 木下　結賀(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｲｶ 女子 兵　庫 甲武中 47
48 11 稲葉　陽菜(2) ｲﾅﾊﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 御所中 48
49 11 水野　友愛(2) ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ 女子 奈　良 御所中 49
50 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 50
51 65 梅田　彩朱花(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 51
52 65 李　実(1) ｲ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 香芝中 52
53 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 53
54 157 前家　妃夏(2) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 54
55 161 山崎　琴音(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 55
56 161 村田　沙奈(2) ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 女子 奈　良 郡山中 56
57 184 大谷　璃央(2) ｵｵﾀﾆ ﾘｵ 女子 奈　良 桜井西中 57
58 552 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 58

****************************************************
* 女子中学 四種競技 走高跳 *
****************************************************
58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 4062 井坂 優里 (3) ｲｻｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 4066 春日 乃亜 (3) ｶｽｶﾞ ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 2
3 4075 紀國 佑香(2) ｷﾉｸﾆ ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 3
4 4076 小林 眞綺 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 女子 愛　知 TSM 4
5 4077 塩谷 心菜(2) ｼｵﾔ ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 5
6 4079 渡邊　紗希(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 女子 愛　知 TSM 6
7 4082 小松 由奈(1) ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 4083 坂井 華 (1) ｻｶｲ ﾊﾅ 女子 愛　知 TSM 8
9 4084 柴田 彩羽(1) ｼﾊﾞﾀ ｻﾜ 女子 愛　知 TSM 9
10 4085 神野 李空(1) ｼﾞﾝﾉ ｲｸ 女子 愛　知 TSM 10
11 4086 髙? 心桃(1) ﾀｶｻｷ ｺﾓﾓ 女子 愛　知 TSM 11
12 4087 中馬 聡美(1) ﾁｭｳﾏﾝ ｻﾄﾐ 女子 愛　知 TSM 12
13 4088 中川 柚葵 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 女子 愛　知 TSM 13
14 4090 松浦 怜未 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾚﾐ 女子 愛　知 TSM 14
15 4091 松村 奏那 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｿﾅ 女子 愛　知 TSM 15
16 4092 村上 琥珀(1) ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 女子 愛　知 TSM 16
17 4872 馬場　うか(1) ﾊﾞﾊﾞ ｳｶ 女子 愛　知 TSM 17
18 4080 加納 あかり(1) ｶﾉｳ ｱｶﾘ 女子 愛　知 TSM 18
19 11457 高塚　瞳衣(2) ﾀｶﾂｶ ﾒｲ 女子 愛　知 TSM岡崎 19
20 11456 黒柳　紗依(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻｴ 女子 愛　知 TSM岡崎 20
21 11459 藤嶋　咲愛(2) ﾌｼﾞｼﾏ ｻｸﾗ 女子 愛　知 TSM岡崎 21
22 11468 夏目　純佳(2) ﾅﾂﾒ ｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 22
23 11460 間瀬　奏波(2) ﾏｾ ｶﾅﾊ 女子 愛　知 TSM岡崎 23
24 11462 森　稚渚(2) ﾓﾘ ﾜｶﾅ 女子 愛　知 TSM岡崎 24
25 10 盆子原　里沙(1) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾘｻ 女子 京　都 大枝中 25
26 13 田口　莉大(1) ﾀｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 京　都 大枝中 26
27 14 宮岡　奈央(1) ﾐﾔｵｶ ﾅｵ 女子 京　都 大枝中 27
28 15 劉　言玉(1) ﾘｭｳ ﾔﾝﾕｳ 女子 京　都 大枝中 28
29 24 井上　千帆(1) ｲﾉｳｴ ﾁﾎ 女子 京　都 大枝中 29
30 25 形谷　光稀(1) ｶﾀﾀﾆ ﾐﾂｷ 女子 京　都 大枝中 30
31 27 三輪　侑莉子(1) ﾐﾜ ﾕﾘｺ 女子 京　都 大枝中 31
32 11 谷内 晴香(3) ﾔﾁﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 32
33 88 鵜島　夕月(2) ｳｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 太秦中 33
34 88 山本　ほのか(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 34
35 110 上田　美桜(2) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 35
36 110 青木　智樂(2) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 36
37 110 山本　恵梨華(2) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 37
38 110 村田　更紗(2) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 38
39 110 中川　美唯(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 39
40 110 服部　沙良(1) ﾊｯﾄﾘ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 40
41 2 片岡　優花(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｶ 女子 京　都 男山第二中 41
42 209 内田　悠月(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 42
43 209 達谷　愛桜(1) ﾀﾂﾔ ｲｵ 女子 京　都 久御山中 43
44 227 西岡　愛稀(2) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 44
45 281 茂見　百合子(3) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 45
46 281 村澤　友梨(2) ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻中 46
47 134 木下　結賀(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｲｶ 女子 兵　庫 甲武中 47
48 11 稲葉　陽菜(2) ｲﾅﾊﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 御所中 48
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****************************************************
* 女子中学 四種競技 走高跳 *
****************************************************
58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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
49 11 水野　友愛(2) ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ 女子 奈　良 御所中 49
50 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 50
51 65 梅田　彩朱花(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 51
52 65 李　実(1) ｲ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 香芝中 52
53 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 53
54 157 前家　妃夏(2) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 54
55 161 山崎　琴音(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 55
56 161 村田　沙奈(2) ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 女子 奈　良 郡山中 56
57 184 大谷　璃央(2) ｵｵﾀﾆ ﾘｵ 女子 奈　良 桜井西中 57
58 552 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 58

************************************************************
* 女子中学 四種競技 女中砲丸投 *
************************************************************
58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 4062 井坂 優里 (3) ｲｻｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 4066 春日 乃亜 (3) ｶｽｶﾞ ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 2
3 4075 紀國 佑香(2) ｷﾉｸﾆ ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 3
4 4076 小林 眞綺 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 女子 愛　知 TSM 4
5 4077 塩谷 心菜(2) ｼｵﾔ ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 5
6 4079 渡邊　紗希(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 女子 愛　知 TSM 6
7 4082 小松 由奈(1) ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 4083 坂井 華 (1) ｻｶｲ ﾊﾅ 女子 愛　知 TSM 8
9 4084 柴田 彩羽(1) ｼﾊﾞﾀ ｻﾜ 女子 愛　知 TSM 9
10 4085 神野 李空(1) ｼﾞﾝﾉ ｲｸ 女子 愛　知 TSM 10
11 4086 髙? 心桃(1) ﾀｶｻｷ ｺﾓﾓ 女子 愛　知 TSM 11
12 4087 中馬 聡美(1) ﾁｭｳﾏﾝ ｻﾄﾐ 女子 愛　知 TSM 12
13 4088 中川 柚葵 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 女子 愛　知 TSM 13
14 4090 松浦 怜未 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾚﾐ 女子 愛　知 TSM 14
15 4091 松村 奏那 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｿﾅ 女子 愛　知 TSM 15
16 4092 村上 琥珀(1) ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 女子 愛　知 TSM 16
17 4872 馬場　うか(1) ﾊﾞﾊﾞ ｳｶ 女子 愛　知 TSM 17
18 4080 加納 あかり(1) ｶﾉｳ ｱｶﾘ 女子 愛　知 TSM 18
19 11457 高塚　瞳衣(2) ﾀｶﾂｶ ﾒｲ 女子 愛　知 TSM岡崎 19
20 11456 黒柳　紗依(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻｴ 女子 愛　知 TSM岡崎 20
21 11459 藤嶋　咲愛(2) ﾌｼﾞｼﾏ ｻｸﾗ 女子 愛　知 TSM岡崎 21
22 11468 夏目　純佳(2) ﾅﾂﾒ ｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 22
23 11460 間瀬　奏波(2) ﾏｾ ｶﾅﾊ 女子 愛　知 TSM岡崎 23
24 11462 森　稚渚(2) ﾓﾘ ﾜｶﾅ 女子 愛　知 TSM岡崎 24
25 10 盆子原　里沙(1) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾘｻ 女子 京　都 大枝中 25
26 13 田口　莉大(1) ﾀｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 京　都 大枝中 26
27 14 宮岡　奈央(1) ﾐﾔｵｶ ﾅｵ 女子 京　都 大枝中 27
28 15 劉　言玉(1) ﾘｭｳ ﾔﾝﾕｳ 女子 京　都 大枝中 28
29 24 井上　千帆(1) ｲﾉｳｴ ﾁﾎ 女子 京　都 大枝中 29
30 25 形谷　光稀(1) ｶﾀﾀﾆ ﾐﾂｷ 女子 京　都 大枝中 30
31 27 三輪　侑莉子(1) ﾐﾜ ﾕﾘｺ 女子 京　都 大枝中 31
32 11 谷内 晴香(3) ﾔﾁﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 32
33 88 鵜島　夕月(2) ｳｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 太秦中 33
34 88 山本　ほのか(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 34
35 110 上田　美桜(2) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 35
36 110 青木　智樂(2) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 36
37 110 山本　恵梨華(2) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 37
38 110 村田　更紗(2) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 38
39 110 中川　美唯(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 39
40 110 服部　沙良(1) ﾊｯﾄﾘ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 40
41 2 片岡　優花(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｶ 女子 京　都 男山第二中 41
42 209 内田　悠月(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 42
43 209 達谷　愛桜(1) ﾀﾂﾔ ｲｵ 女子 京　都 久御山中 43
44 227 西岡　愛稀(2) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 44
45 281 茂見　百合子(3) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 45
46 281 村澤　友梨(2) ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻中 46
47 134 木下　結賀(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｲｶ 女子 兵　庫 甲武中 47
48 11 稲葉　陽菜(2) ｲﾅﾊﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 御所中 48
49 11 水野　友愛(2) ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ 女子 奈　良 御所中 49
50 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 50
51 65 梅田　彩朱花(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 51
52 65 李　実(1) ｲ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 香芝中 52
53 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 53
54 157 前家　妃夏(2) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 54
55 161 山崎　琴音(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 55
56 161 村田　沙奈(2) ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 女子 奈　良 郡山中 56
57 184 大谷　璃央(2) ｵｵﾀﾆ ﾘｵ 女子 奈　良 桜井西中 57
58 552 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 58
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********************************************************
* 女子中学 四種競技 ２００ｍ *
********************************************************
58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 4062 井坂 優里 (3) ｲｻｶ ﾕﾘ 女子 愛　知 TSM 1
2 4066 春日 乃亜 (3) ｶｽｶﾞ ﾉｱ 女子 愛　知 TSM 2
3 4075 紀國 佑香(2) ｷﾉｸﾆ ﾕｶ 女子 愛　知 TSM 3
4 4076 小林 眞綺 (2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 女子 愛　知 TSM 4
5 4077 塩谷 心菜(2) ｼｵﾔ ｺｺﾅ 女子 愛　知 TSM 5
6 4079 渡邊　紗希(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷ 女子 愛　知 TSM 6
7 4082 小松 由奈(1) ｺﾏﾂ ﾕｳﾅ 女子 愛　知 TSM 7
8 4083 坂井 華 (1) ｻｶｲ ﾊﾅ 女子 愛　知 TSM 8
9 4084 柴田 彩羽(1) ｼﾊﾞﾀ ｻﾜ 女子 愛　知 TSM 9
10 4085 神野 李空(1) ｼﾞﾝﾉ ｲｸ 女子 愛　知 TSM 10
11 4086 髙? 心桃(1) ﾀｶｻｷ ｺﾓﾓ 女子 愛　知 TSM 11
12 4087 中馬 聡美(1) ﾁｭｳﾏﾝ ｻﾄﾐ 女子 愛　知 TSM 12
13 4088 中川 柚葵 (1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 女子 愛　知 TSM 13
14 4090 松浦 怜未 (1) ﾏﾂｳﾗ ﾚﾐ 女子 愛　知 TSM 14
15 4091 松村 奏那 (1) ﾏﾂﾑﾗ ｿﾅ 女子 愛　知 TSM 15
16 4092 村上 琥珀(1) ﾑﾗｶﾐ ｺﾊｸ 女子 愛　知 TSM 16
17 4872 馬場　うか(1) ﾊﾞﾊﾞ ｳｶ 女子 愛　知 TSM 17
18 4080 加納 あかり(1) ｶﾉｳ ｱｶﾘ 女子 愛　知 TSM 18
19 11457 高塚　瞳衣(2) ﾀｶﾂｶ ﾒｲ 女子 愛　知 TSM岡崎 19
20 11456 黒柳　紗依(2) ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻｴ 女子 愛　知 TSM岡崎 20
21 11459 藤嶋　咲愛(2) ﾌｼﾞｼﾏ ｻｸﾗ 女子 愛　知 TSM岡崎 21
22 11468 夏目　純佳(2) ﾅﾂﾒ ｱﾔｶ 女子 愛　知 TSM岡崎 22
23 11460 間瀬　奏波(2) ﾏｾ ｶﾅﾊ 女子 愛　知 TSM岡崎 23
24 11462 森　稚渚(2) ﾓﾘ ﾜｶﾅ 女子 愛　知 TSM岡崎 24
25 10 盆子原　里沙(1) ﾎﾞﾝｺﾊﾗ ﾘｻ 女子 京　都 大枝中 25
26 13 田口　莉大(1) ﾀｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 京　都 大枝中 26
27 14 宮岡　奈央(1) ﾐﾔｵｶ ﾅｵ 女子 京　都 大枝中 27
28 15 劉　言玉(1) ﾘｭｳ ﾔﾝﾕｳ 女子 京　都 大枝中 28
29 24 井上　千帆(1) ｲﾉｳｴ ﾁﾎ 女子 京　都 大枝中 29
30 25 形谷　光稀(1) ｶﾀﾀﾆ ﾐﾂｷ 女子 京　都 大枝中 30
31 27 三輪　侑莉子(1) ﾐﾜ ﾕﾘｺ 女子 京　都 大枝中 31
32 11 谷内 晴香(3) ﾔﾁﾊﾙｶ 女子 京　都 洛南中 32
33 88 鵜島　夕月(2) ｳｼﾞﾏ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 太秦中 33
34 88 山本　ほのか(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 女子 京　都 太秦中 34
35 110 上田　美桜(2) ｳｴﾀﾞ ﾐｵ 女子 京　都 田辺中 35
36 110 青木　智樂(2) ｱｵｷ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 36
37 110 山本　恵梨華(2) ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｶ 女子 京　都 田辺中 37
38 110 村田　更紗(2) ﾑﾗﾀ ｻﾗｻ 女子 京　都 田辺中 38
39 110 中川　美唯(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 39
40 110 服部　沙良(1) ﾊｯﾄﾘ ｻﾗ 女子 京　都 田辺中 40
41 2 片岡　優花(1) ｶﾀｵｶ ﾕｳｶ 女子 京　都 男山第二中 41
42 209 内田　悠月(2) ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 久御山中 42
43 209 達谷　愛桜(1) ﾀﾂﾔ ｲｵ 女子 京　都 久御山中 43
44 227 西岡　愛稀(2) ﾆｼｵｶ ｱｷ 女子 京　都 木津第二中 44
45 281 茂見　百合子(3) ｼｹﾞﾐ ﾕﾘｺ 女子 大　阪 高槻中 45
46 281 村澤　友梨(2) ﾑﾗｻﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 高槻中 46
47 134 木下　結賀(2) ｷﾉｼﾀ ﾕｲｶ 女子 兵　庫 甲武中 47
48 11 稲葉　陽菜(2) ｲﾅﾊﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 御所中 48
49 11 水野　友愛(2) ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｴ 女子 奈　良 御所中 49
50 51 秋野　紗羅(3) ｱｷﾉ ｼｬﾗ 女子 奈　良 都祁中 50
51 65 梅田　彩朱花(2) ｳﾒﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 香芝中 51
52 65 李　実(1) ｲ ﾐﾉﾘ 女子 奈　良 香芝中 52
53 107 西本　名甫(1) ﾆｼﾓﾄ ﾅﾎ 女子 奈　良 田原本北中 53
54 157 前家　妃夏(2) ﾏｴｲｴ ﾋﾅ 女子 奈　良 天理南中 54
55 161 山崎　琴音(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾄﾈ 女子 奈　良 郡山中 55
56 161 村田　沙奈(2) ﾑﾗﾀ ｼｬﾅ 女子 奈　良 郡山中 56
57 184 大谷　璃央(2) ｵｵﾀﾆ ﾘｵ 女子 奈　良 桜井西中 57
58 552 今中　星奈(2) ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女子 奈　良 ならスポＡＣ(中) 58
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15 1301 久保田　あみ(9) ｸﾎﾞﾀ ｱﾐ 女子 京　都 京都陸協 4.08 1
107 2034 松林　玲佳(9) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ 女子 高　知 MMG 11.69 2
125 9165 丸尾　陽咲(1) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 青山学院大 12.05 3
116 659 森脇　奈々(2) ﾓﾘﾜｷ ﾅﾅ 女子 大　阪 関西外国語大 12.14 4
130 39 峰本　エマ(3) ﾐﾈﾓﾄ ｴﾏ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.21 5
5 6242 湫　実音(2) ﾇﾏ ﾐｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 12.30 6

122 544 前田　朱音(3) ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 大　阪 大阪国際大 12.39 7
6 6208 森井　彩月(1) ﾓﾘｲ ｻﾂｷ 女子 京　都 西城陽高 12.45 8

112 967 小島　世菜(1) ｺｼﾞﾏ ｾﾅ 女子 広　島 京都教育大 12.50 9
21 7428 大槻　花音(2) ｵｵﾂｷｶﾉﾝ 女子 京　都 京都光華高 12.53 10
35 7125 廣瀬　杏奈(3) ﾋﾛｾ ｱﾝﾅ 女子 京　都 紫野高 12.55 11
65 1350 加藤　沙彩(9) ｶﾄｳ ｻｱﾔ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 12.62 12
129 701 池﨑　愛菜(1) ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 12.70 13
80 82 内山　澄玲(2) ｳﾁﾔﾏ ｽﾐﾚ 女子 大　阪 枚方高 12.72 14
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61 45 基山　今日(2) ﾓﾄﾔﾏ ｷｮｳ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.74 15
118 438 中島　杏奈(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 関西大 12.76 16
121 560 寺田　美保(4) ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾎ 女子 大　阪 大阪公立大 12.78 17
109 877 吉田　萌夏(2) ﾖｼﾀﾞ ﾓｶ 女子 京　都 京都教育大 12.88 18
59 37 津田　妃茉里(3) ﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.92 19
113 864 岡本　真悠子(M1) ｵｶﾓﾄ ﾏﾕｺ 女子 京　都 京都教育大 12.92 20
62 50 武村　美緒(2) ﾀｹﾑﾗ ﾐｵ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 12.94 21
108 2038 杉本　知佳(9) ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｶ 女子 高　知 MMG 12.96 22
52 6616 髙橋　夏実(2) ﾀｶﾊｼ ﾅﾂﾐ 女子 京　都 亀岡高 12.97 23
110 969 赤堀　もも(1) ｱｶﾎﾘ ﾓﾓ 女子 静　岡 京都教育大 13.00 24
123 371 平野　杏(3) ﾋﾗﾉ ｱﾝｽﾞ 女子 大　阪 大阪経済大 13.00 25
9 6228 湫　真音(3) ﾇﾏ ﾏｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 13.02 26
26 6524 廣瀬　莉佳(2) ﾋﾛｾ ﾘｶ 女子 京　都 南陽高 13.02 27
83 160 柳田　涼音(3) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 女子 大　阪 枚方津田高 13.02 28
90 3584 新藤　有夏(9) ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 女子 兵　庫 復刻AC 13.05 29
2 6243 向井　里莉(2) ﾑｶｲ ﾘﾘ 女子 京　都 西城陽高 13.07 30
27 6528 吉谷　湖子(2) ﾖｼﾀﾆ ｺｺ 女子 京　都 南陽高 13.08 31
120 518 吉村　知華(2) ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓｶ 女子 大　阪 大阪産業大 13.08 32
60 38 今西　虹那(3) ｲﾏﾆｼ ﾆﾅ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 13.09 33
40 5704 長手　春花(1) ﾅｶﾞﾃ ﾊﾙｶ 女子 京　都 鳥羽高 13.10 34
25 6523 森岡　真由子(2) ﾓﾘｵｶ ﾏﾕｺ 女子 京　都 南陽高 13.13 35
10 5619 桒嶋　天音(2) ｸﾜｼﾏ ｱﾏﾈ 女子 京　都 北稜高 13.14 36
54 5 長尾　菜美(3) ﾅｶﾞｵ ﾅﾐ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 13.17 37
55 19 長田　あいみ(2) ﾅｶﾞﾀ ｱｲﾐ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 13.18 38
126 557 藤田　吉乃(2) ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾉ 女子 大　阪 大和大 13.18 39
16 6151 中村　優羽(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 女子 京　都 城陽高 13.20 40
20 7427 森　未来(2) ﾓﾘﾐﾗｲ 女子 京　都 京都光華高 13.20 41
42 5741 神　ともみ(2) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 13.20 42
124 1060 吉村　優希(1) ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ 女子 大　阪 大阪経済大 13.20 43
57 22 吉田　美優(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 13.24 44
85 3105 角野　里奈(1) ｶｸﾉ ﾘﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高 13.25 45
23 7405 辻田　咲恭(1) ﾂｼﾞﾀｻﾕｷ 女子 京　都 京都光華高 13.29 46
1 3048 萬　玲奈(9) ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女子 滋　賀 滋賀陸協 13.30 47
37 5701 清原　三冬(1) ｷﾖﾊﾗ ﾐﾌﾕ 女子 京　都 鳥羽高 13.30 48
56 20 岸田　樹音(2) ｷｼﾀﾞ ｼﾞｭﾈ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 13.30 49
79 81 浅井　祐香(2) ｱｻｲ ﾕｶ 女子 大　阪 枚方高 13.32 50
51 5476 山村　咲喜(1) ﾔﾏﾑﾗ ｻｷ 女子 京　都 北嵯峨高 13.35 51
13 6056 須佐見　楓花(2) ｽｻﾐ ﾌｳｶ 女子 京　都 京都工学院高 13.40 52
43 5742 野口　奈央(2) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 13.40 53
63 52 松山　千穂(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾎ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 13.44 54
4 6241 中山　瑞佳(2) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｶ 女子 京　都 西城陽高 13.45 55
7 6206 三田井　希心(1) ﾐﾀｲ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 西城陽高 13.45 56
99 261 勝間　千花(1) ｶﾂﾏ ﾁｶ 女子 奈　良 育英西高 13.45 57
14 7187 笠谷　美空(2) ｶｻﾀﾆ ﾐｸ 女子 京　都 塔南高 13.48 58
49 5322 野中　詩織(2) ﾉﾅｶ ｼｵﾘ 女子 京　都 桃山高 13.48 59
19 6121 光島　紗良(1) ﾐﾂｼﾏ ｻﾗ 女子 京　都 莵道高 13.50 60
111 971 上木　杏香音(1) ｳｴｷ ｱｶﾈ 女子 島　根 京都教育大 13.50 61
115 871 是枝　和佳奈(3) ｺﾚｴﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 京　都 京都教育大 13.51 62
8 6205 辻井　理菜(1) ﾂｼﾞｲ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.53 63
3 6238 北山　陽菜(2) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 13.58 64
12 5621 山中　杏香(1) ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｶ 女子 京　都 北稜高 13.58 65
81 285 飴谷　映里(1) ｱﾒﾀﾆ ｴﾘ 女子 大　阪 交野高 13.58 66
70 188 村田　はるな(1) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 高槻高 13.59 67
127 973 仲野　舞(1) ﾅｶﾉ ﾏｲ 女子 大　阪 大和大 13.59 68
44 5743 九嶋　心結(2) ｸｼﾏ ﾐﾕ 女子 京　都 鳥羽高 13.60 69
45 5744 津田　実花(2) ﾂﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 京　都 鳥羽高 13.60 70
47 5746 前川　咲空(2) ﾏｴｶﾜ ｻﾗ 女子 京　都 鳥羽高 13.60 71
64 1330 森下　友加里(9) ﾓﾘｼﾀ ﾕｶﾘ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 13.60 72
89 3107 影山　ゆな(1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高 13.63 73
117 432 葛本　美羽(3) ｸｽﾞﾓﾄ ﾐｳ 女子 大　阪 関西大 13.65 74
69 180 板倉 歓奈(2) ｲﾀｸﾗ ｶﾝﾅ 女子 大　阪 高槻高 13.77 75
86 3108 梶田　梨津(1) ｶｼﾞﾀ ﾘﾂ 女子 兵　庫 市伊丹高 13.78 76
31 7141 朝山　日晴(1) ｱｻﾔﾏ ﾊﾙ 女子 京　都 紫野高 13.80 77
32 7142 藤原　碧(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 13.80 78
36 7128 山本　由(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ 女子 京　都 紫野高 13.80 79
53 6602 横井　瑶(1) ﾖｺｲ ﾖｳ 女子 京　都 亀岡高 13.81 80
97 87 表　綺香(2) ｵﾓﾃ ｱﾔｶ 女子 奈　良 一条高 13.81 81
48 5747 寺田　菜々(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾅ 女子 京　都 鳥羽高 13.83 82
50 5469 黒川　未結(2) ｸﾛｶﾜ ﾐﾕ 女子 京　都 北嵯峨高 13.86 83
96 58 和田　笑璃(2) ﾜﾀﾞ ｴﾐﾘ 女子 奈　良 大和広陵高 13.87 84
119 945 坂倉　希望(1) ｻｶｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 女子 大　阪 関西大 13.87 85
88 3111 波田　梨花(1) ﾊﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 兵　庫 市伊丹高 13.89 86
98 89 今田　佳那(2) ｲﾏﾀﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 一条高 13.89 87
103 249 尾﨑　彩華(2) ｵｻﾞｷ ｲﾛﾊ 女子 奈　良 奈良育英高 13.90 88
24 6522 小塚　美紀(2) ｺﾂﾞｶ ﾐｷ 女子 京　都 南陽高 14.00 89
38 5702 小西　那由(1) ｺﾆｼ ﾅﾕ 女子 京　都 鳥羽高 14.00 90
114 867 中尾　茜(4) ﾅｶｵ ｱｶﾈ 女子 京　都 京都教育大 14.00 91
84 195 川野　心葉(2) ｶﾜﾉ ｺｺﾊ 女子 大　阪 大産大附属高 14.08 92
29 7131 地蔵山　香乃(2) ｼﾞｿﾞｳﾔﾏ ｶﾉ 女子 京　都 紫野高 14.10 93
30 7140 古堤　櫻(1) ﾌﾙﾂﾞﾂﾐ ｻｸﾗ 女子 京　都 紫野高 14.10 94
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--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
33 7145 酒井　日和(1) ｻｶｲ ﾋﾖﾘ 女子 京　都 紫野高 14.10 95
82 298 高木　涼風(1) ﾀｶｷﾞ ｽｽﾞｶ 女子 大　阪 交野高 14.13 96
94 288 加藤　瑠璃(1) ｶﾄｳ ﾙﾘ 女子 奈　良 五條高 14.20 97
106 601 川本　栞(1) ｶﾜﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 奈　良 奈良高専 14.22 98
41 5705 細川　苺鈴(1) ﾎｿｶﾜ ﾏﾘﾝ 女子 京　都 鳥羽高 14.27 99
71 181 中村　亜依未(1) ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾐ 女子 大　阪 高槻高 14.28 100
17 6153 松谷　都和(1) ﾏﾂﾀﾆ ﾄﾜ 女子 京　都 城陽高 14.30 101
72 183 田中　優月希(1) ﾀﾅｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 大　阪 高槻高 14.31 102
77 189 藤本　怜花(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲｶ 女子 大　阪 高槻高 14.34 103
101 340 古林　環奈(1) ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 育英西高 14.36 104
91 3566 藤原　なつみ(9) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ 女子 兵　庫 復刻AC 14.42 105
67 175 田﨑 わこ(2) ﾀｻｷ ﾜｺ 女子 大　阪 高槻高 14.45 106
105 354 小森　咲帆(1) ｺﾓﾘ ｻｷﾎ 女子 奈　良 奈良育英高 14.46 107
28 2682 佐藤　望(9) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 Soleil.AC 14.50 108
58 33 牧野　由莉夏(1) ﾏｷﾉ ﾕﾘﾅ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 14.55 109
39 5703 永井　優月(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 鳥羽高 14.60 110
73 184 村田　悠華(1) ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻高 14.61 111
68 176 福田 茉桜(2) ﾌｸﾀﾞ ﾏｵ 女子 大　阪 高槻高 14.65 112
92 585 松本　由佳(9) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC 14.71 113
22 7404 福岡　梨沙(1) ﾌｸｵｶﾘｻ 女子 京　都 京都光華高 14.74 114
87 3109 柏原　菜那(1) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾅﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高 14.79 115
104 312 中井　琴葉(1) ﾅｶｲ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 奈良育英高 14.85 116
100 262 行徳　小百合(1) ｷﾞｮｳﾄｸ ｻﾕﾘ 女子 奈　良 育英西高 14.92 117
75 186 冨田　彩佳(1) ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻高 14.93 118
18 6154 小野　瑚拍(1) ｵﾉ ｺﾊｸ 女子 京　都 城陽高 14.99 119
74 185 椿　紗枝(1) ﾂﾊﾞｷ ｻｴ 女子 大　阪 高槻高 15.14 120
76 187 山岸　結花(1) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｶ 女子 大　阪 高槻高 15.19 121
34 7147 川上 葵生(1) ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 15.24 122
78 190 坂元　愛香(1) ｻｶﾓﾄ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 高槻高 15.29 123
11 5622 小松　和(2) ｺﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 北稜高 15.41 124
93 589 生駒　果月(9) ｲｺﾏ ｶﾂﾞｷ 女子 奈　良 奈良陸協 15.50 125
128 586 三輪　研子(9) ﾐﾜ ﾄｷｺ 女子 奈　良 鴻ノ池SC 15.50 126
95 289 銭谷　美佑(1) ｾﾞﾆﾀﾆ ﾐﾕ 女子 奈　良 五條高 15.78 127
102 362 吉田　芽生(1) ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 女子 奈　良 育英西高 16.04 128
46 5745 厚東　苺香(2) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 129
66 1345 田中　美紅(9) ﾀﾅｶ ﾐｸ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 130

**************************************************
* 女子高校・一般 ２００ｍ *
**************************************************
62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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
50 2034 松林　玲佳(9) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾚｲｶ 女子 高　知 MMG 24.14 1
59 9165 丸尾　陽咲(1) ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ 女子 京　都 青山学院大 25.00 2
5 6230 村田　奈津実(3) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ 女子 京　都 西城陽高 25.23 3
1 6242 湫　実音(2) ﾇﾏ ﾐｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 25.40 4
58 372 大林　由依(2) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 女子 大　阪 大阪経済大 25.56 5
56 544 前田　朱音(3) ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 大　阪 大阪国際大 25.70 6
2 6237 上山　莉奈(2) ｳｴﾔﾏ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 25.75 7
54 438 中島　杏奈(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 関西大 25.79 8
3 6208 森井　彩月(1) ﾓﾘｲ ｻﾂｷ 女子 京　都 西城陽高 25.82 9
19 7125 廣瀬　杏奈(3) ﾋﾛｾ ｱﾝﾅ 女子 京　都 紫野高 25.85 10
38 82 内山　澄玲(2) ｳﾁﾔﾏ ｽﾐﾚ 女子 大　阪 枚方高 26.32 11
39 160 柳田　涼音(3) ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｽｽﾞﾈ 女子 大　阪 枚方津田高 26.41 12
61 702 大西　陽愛(1) ｵｵﾆｼ ﾋﾅﾘ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 26.50 13
51 85 高垣　実夢(1) ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ 女子 兵　庫 園田学園女子大 26.63 14
6 6228 湫　真音(3) ﾇﾏ ﾏｵﾄ 女子 京　都 西城陽高 26.81 15
52 418 安藤　来望(4) ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ 女子 大　阪 関西大 26.84 16
55 560 寺田　美保(4) ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾎ 女子 大　阪 大阪公立大 26.86 17
15 6523 森岡　真由子(2) ﾓﾘｵｶ ﾏﾕｺ 女子 京　都 南陽高 26.87 18
29 1350 加藤　沙彩(9) ｶﾄｳ ｻｱﾔ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 26.90 19
57 371 平野　杏(3) ﾋﾗﾉ ｱﾝｽﾞ 女子 大　阪 大阪経済大 26.90 20
20 5704 長手　春花(1) ﾅｶﾞﾃ ﾊﾙｶ 女子 京　都 鳥羽高 26.93 21
4 6206 三田井　希心(1) ﾐﾀｲ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 西城陽高 27.00 22
21 5742 野口　奈央(2) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 27.03 23
48 547 奥田　陽美(2) ｵｸﾀﾞ ﾋﾐ 女子 奈　良 奈良高専 27.10 24
53 414 亀澤　舞(4) ｶﾒｻﾜ ﾏｲ 女子 大　阪 関西大 27.10 25
37 81 浅井　祐香(2) ｱｻｲ ﾕｶ 女子 大　阪 枚方高 27.14 26
11 6056 須佐見　楓花(2) ｽｻﾐ ﾌｳｶ 女子 京　都 京都工学院高 27.22 27
25 22 吉田　美優(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 27.32 28
8 5619 桒嶋　天音(2) ｸﾜｼﾏ ｱﾏﾈ 女子 京　都 北稜高 27.35 29
26 50 武村　美緒(2) ﾀｹﾑﾗ ﾐｵ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 27.40 30
27 51 釣本　陽香(2) ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 27.40 31
60 3584 新藤　有夏(9) ｼﾝﾄｳ ﾕｳｶ 女子 兵　庫 復刻AC 27.41 32
7 5617 堀ノ内　香奈(3) ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾅ 女子 京　都 北稜高 27.53 33
16 6528 吉谷　湖子(2) ﾖｼﾀﾆ ｺｺ 女子 京　都 南陽高 27.53 34
28 1330 森下　友加里(9) ﾓﾘｼﾀ ﾕｶﾘ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 27.60 35
47 261 勝間　千花(1) ｶﾂﾏ ﾁｶ 女子 奈　良 育英西高 27.67 36
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* 女子高校・一般 ２００ｍ *
**************************************************
62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 31 大石　心暖(2) ｵｵｲｼ ｺﾉﾝ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 27.80 37
41 3105 角野　里奈(1) ｶｸﾉ ﾘﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高 27.99 38
14 6124 高橋　明日香(1) ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 女子 京　都 莵道高 28.50 39
17 7141 朝山　日晴(1) ｱｻﾔﾏ ﾊﾙ 女子 京　都 紫野高 28.50 40
18 7142 藤原　碧(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 28.50 41
24 5476 山村　咲喜(1) ﾔﾏﾑﾗ ｻｷ 女子 京　都 北嵯峨高 28.53 42
32 177 宮﨑　遥加(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻高 28.74 43
42 3111 波田　梨花(1) ﾊﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 兵　庫 市伊丹高 28.78 44
43 3107 影山　ゆな(1) ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高 28.86 45
22 5745 厚東　苺香(2) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 28.96 46
40 195 川野　心葉(2) ｶﾜﾉ ｺｺﾊ 女子 大　阪 大産大附属高 28.96 47
46 58 和田　笑璃(2) ﾜﾀﾞ ｴﾐﾘ 女子 奈　良 大和広陵高 29.00 48
12 6151 中村　優羽(1) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 女子 京　都 城陽高 29.10 49
23 5323 辻　麻央(1) ﾂｼﾞ ﾏﾋﾛ 女子 京　都 桃山高 29.23 50
33 180 板倉 歓奈(2) ｲﾀｸﾗ ｶﾝﾅ 女子 大　阪 高槻高 30.00 51
34 181 中村　亜依未(1) ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾐ 女子 大　阪 高槻高 30.16 52
35 183 田中　優月希(1) ﾀﾅｶ ﾕﾂﾞｷ 女子 大　阪 高槻高 30.18 53
45 585 松本　由佳(9) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶ 女子 奈　良 鴻ノ池SC 30.63 54
44 3566 藤原　なつみ(9) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾂﾐ 女子 兵　庫 復刻AC 30.65 55
31 176 福田 茉桜(2) ﾌｸﾀﾞ ﾏｵ 女子 大　阪 高槻高 30.88 56
13 6154 小野　瑚拍(1) ｵﾉ ｺﾊｸ 女子 京　都 城陽高 31.10 57
36 186 冨田　彩佳(1) ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻高 32.05 58
49 611 梅嵜　文音(9) ｳﾒｻｷ ｱﾔﾈ 女子 奈　良 KOYO A.C. 34.92 59
9 5624 山田　碧美(1) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ 女子 京　都 北稜高 60
10 5625 湯浅　そよ葉(1) ﾕｱｻ ｿﾖﾖ 女子 京　都 北稜高 61
30 1345 田中　美紅(9) ﾀﾅｶ ﾐｸ 女子 大　阪 OSAKA.T.C 62

**************************************************
* 女子高校・一般 ４００ｍ *
**************************************************
45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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
40 437 井上　晴稀(2) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ 女子 京　都 関西大 56.85 1
1 71 今井　凛々心(3) ｲﾏｲﾘﾘﾅ 女子 京　都 京都光華中 59.00 2
39 430 立川　加乃(3) ﾀﾁｶﾜ ｶﾉ 女子 大　阪 関西大 59.00 3
43 702 大西　陽愛(1) ｵｵﾆｼ ﾋﾅﾘ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 59.00 4
7 6230 村田　奈津実(3) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ 女子 京　都 西城陽高 59.08 5
5 6241 中山　瑞佳(2) ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｶ 女子 京　都 西城陽高 59.88 6
44 31 大石　心暖(2) ｵｵｲｼ ｺﾉﾝ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 1:00.00 7
45 34 中島　栞菜(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 1:00.00 8
31 81 浅井　祐香(2) ｱｻｲ ﾕｶ 女子 大　阪 枚方高 1:00.34 9
21 5746 前川　咲空(2) ﾏｴｶﾜ ｻﾗ 女子 京　都 鳥羽高 1:00.39 10
4 6243 向井　里莉(2) ﾑｶｲ ﾘﾘ 女子 京　都 西城陽高 1:00.71 11
41 829 森　七海(3) ﾓﾘ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 滋賀大 1:00.78 12
20 5704 長手　春花(1) ﾅｶﾞﾃ ﾊﾙｶ 女子 京　都 鳥羽高 1:01.95 13
11 6124 高橋　明日香(1) ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 女子 京　都 莵道高 1:02.50 14
2 218 稲岡　瀬奈(1) ｲﾅｵｶ ｾﾅ 女子 京　都 北城陽中 1:03.00 15
26 5470 彦惣　怜(2) ﾋｺｿｳ ﾚｲ 女子 京　都 北嵯峨高 1:03.35 16
34 58 和田　笑璃(2) ﾜﾀﾞ ｴﾐﾘ 女子 奈　良 大和広陵高 1:04.00 17
32 58 田村　実彩(2) ﾀﾑﾗ ﾐｻ 女子 奈　良 香芝北中 1:04.65 18
10 6121 光島　紗良(1) ﾐﾂｼﾏ ｻﾗ 女子 京　都 莵道高 1:05.00 19
33 152 福田 青生(2) ﾌｸﾀﾞ ｱｵ 女子 奈　良 天理西中 1:05.00 20
36 89 今田　佳那(2) ｲﾏﾀﾞ ｶﾅ 女子 奈　良 一条高 1:05.54 21
13 6522 小塚　美紀(2) ｺﾂﾞｶ ﾐｷ 女子 京　都 南陽高 1:05.80 22
6 6202 佐尾山　雅奏(1) ｻｵﾔﾏ ｶﾅﾃﾞ 女子 京　都 西城陽高 1:06.33 23
30 189 藤本　怜花(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲｶ 女子 大　阪 高槻高 1:06.37 24
12 7413 黒木　こゆき(1) ｸﾛｷｺﾕｷ 女子 京　都 京都光華高 1:06.60 25
25 5475 玉生　芽依(1) ﾀﾏｷ ﾒｲ 女子 京　都 北嵯峨高 1:06.72 26
14 7131 地蔵山　香乃(2) ｼﾞｿﾞｳﾔﾏ ｶﾉ 女子 京　都 紫野高 1:07.50 27
15 7140 古堤　櫻(1) ﾌﾙﾂﾞﾂﾐ ｻｸﾗ 女子 京　都 紫野高 1:07.50 28
16 7141 朝山　日晴(1) ｱｻﾔﾏ ﾊﾙ 女子 京　都 紫野高 1:07.50 29
17 7142 藤原　碧(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 1:07.50 30
18 7145 酒井　日和(1) ｻｶｲ ﾋﾖﾘ 女子 京　都 紫野高 1:07.50 31
28 184 村田　悠華(1) ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻高 1:08.15 32
3 6235 池田　ののか(2) ｲｹﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 1:08.51 33
38 339 久保田　優希(1) ｸﾎﾞﾀ ﾕｷ 女子 奈　良 育英西高 1:09.37 34
22 5320 淺野　史帆(2) ｱｻﾉ ｼﾎ 女子 京　都 桃山高 1:09.79 35
23 5321 門　奈々実(2) ｶﾄﾞ ﾅﾅﾐ 女子 京　都 桃山高 1:09.79 36
27 175 田﨑 わこ(2) ﾀｻｷ ﾜｺ 女子 大　阪 高槻高 1:09.87 37
9 5627 荻野　凜子(1) ｵｷﾞﾉ ﾘﾝｺ 女子 京　都 北稜高 1:10.02 38
24 5325 上原　心希(1) ｳｴﾊﾗ ｺｺﾛ 女子 京　都 桃山高 1:10.11 39
29 187 山岸　結花(1) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｶ 女子 大　阪 高槻高 1:10.36 40
35 86 上田　彩珠花(2) ｳｴﾀﾞ ｱｽｶ 女子 奈　良 一条高 1:10.41 41
37 338 小野　ふく(1) ｵﾉ ﾌｸ 女子 奈　良 育英西高 1:10.47 42
19 7147 川上 葵生(1) ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 1:15.50 43
8 5621 山中　杏香(1) ﾔﾏﾅｶ ｷｮｳｶ 女子 京　都 北稜高 44
42 972 今津　瑠菜(1) ｲﾏﾂﾞ ﾙﾅ 女子 大　阪 大和大 45
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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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
56 128 髙木　ハナコ(3) ﾀｶｷﾞ ﾊﾅｺ 女子 奈　良 二名中 2:15.00 1
69 34 中島　栞菜(2) ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 2:15.00 2
5 20 鈴木　瑚青(2) ｽｽﾞｷ ｺｱ 女子 京　都 春日丘中 2:22.17 3
25 110 小林 美友(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 2:22.88 4
65 257 福岡　真悠莉(3) ﾌｸｵｶ ﾏﾕﾘ 女子 大　阪 東大阪大 2:23.23 5
27 218 稲岡　瀬奈(1) ｲﾅｵｶ ｾﾅ 女子 京　都 北城陽中 2:24.00 6
4 20 鈴木　あろは(2) ｽｽﾞｷ ｱﾛﾊ 女子 京　都 春日丘中 2:24.53 7
61 596 稲垣　水美(9) ｲﾅｶﾞｷ ﾐｽﾞﾐ 女子 奈　良 奈良陸協 2:25.85 8
37 0 松本　寿美(9) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 女子 大　阪 ＧＲｌａｂ 2:27.73 9
7 18 妹尾　明咲(3) ｾﾉｵ ﾒｲｻ 女子 京　都 大枝中 2:28.46 10
54 128 林　舞桜(2) ﾊﾔｼ ﾏｵ 女子 奈　良 二名中 2:30.00 11
55 128 安達　悠(2) ｱﾀﾞﾁ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 2:30.00 12
67 73 山本　悠(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:31.21 13
26 1 窪田　莉奈(1) ｸﾎﾞﾀ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽中 2:33.00 14
23 110 内藤　梨乃(1) ﾅｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 京　都 田辺中 2:33.88 15
39 882 蛭子 結美(2) ｴﾋﾞｽ ﾕﾐ 女子 大　阪 住吉中 2:35.00 16
62 286 植田　歩美(1) ｳｴﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 奈　良 五條高 2:36.00 17
32 5475 玉生　芽依(1) ﾀﾏｷ ﾒｲ 女子 京　都 北嵯峨高 2:36.57 18
24 110 永谷　いぶき(1) ﾅｶﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 女子 京　都 田辺中 2:39.03 19
28 34 追分　菜和(2) ｵｲﾜｹ ｻﾜ 女子 京　都 寺戸中 2:39.12 20
36 301 城谷　彩愛(1) ｼﾛﾀﾆ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 枚方高 2:40.00 21
40 150 北川　真悠(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ 女子 大　阪 東高 2:40.00 22
50 114 江郷　咲菜(1) ｴｺﾞｳ ｻﾅ 女子 奈　良 育英西中 2:40.34 23
46 58 武田　つぐみ(1) ﾀｹﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 女子 奈　良 香芝北中 2:41.95 24
63 299 新田　花音(1) ﾆｯﾀ ｶﾉﾝ 女子 奈　良 五條高 2:42.63 25
18 5 立原　実玖(2) ﾀﾃﾊﾗ ﾐｸ 女子 京　都 樫原中 2:45.00 26
38 4008 中谷　萌乃未(9) ﾅｶﾀﾆ ﾎﾉﾐ 女子 大　阪 大阪大学医学部 2:45.00 27
68 73 黒田　凛(2) ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 2:45.98 28
64 70 北中　真央(2) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良大附属高 2:46.67 29
14 40 岡本　優(1) ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 女子 京　都 山科中 2:47.00 30
3 20 小山　心羽(2) ｺﾔﾏ ｺｺﾊ 女子 京　都 春日丘中 2:47.54 31
21 110 亀岡　莉名(2) ｶﾒｵｶ ﾘﾅ 女子 京　都 田辺中 2:48.79 32
9 12 鈴木　楓菜(1) ｽｽﾞｷ ﾌｳﾅ 女子 京　都 大枝中 2:49.22 33
2 2 前田　菜月(2) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂｷ 女子 京　都 立命館中 2:50.34 34
1 3 山本　沙代子(2) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾖｺ 女子 京　都 立命館中 2:50.78 35
53 120 細川　咲月(1) ﾎｿｶﾜ ｻﾂｷ 女子 奈　良 伏見中 2:51.00 36
58 183 三橋　あずき(2) ﾐﾂﾊｼ ｱｽﾞｷ 女子 奈　良 桜井東中 2:51.30 37
8 11 森川　千歳(1) ﾓﾘｶﾜ ﾁﾄｾ 女子 京　都 大枝中 2:52.00 38
29 41 三輪　緩奈(2) ﾐﾜ ｶﾝﾅ 女子 京　都 寺戸中 2:52.41 39
15 44 原野　心海(1) ﾊﾗﾉ ｺｺﾐ 女子 京　都 山科中 2:53.00 40
30 38 多賀　円香(2) ﾀｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 女子 京　都 寺戸中 2:54.37 41
31 33 稻留　華恋(2) ｲﾅﾄﾞﾒ ｶﾚﾝ 女子 京　都 寺戸中 2:54.54 42
19 88 松尾　光莉(1) ﾏﾂｵ ﾋｶﾘ 女子 京　都 太秦中 2:55.00 43
52 120 上村　杏奈(1) ｳｴﾑﾗ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 伏見中 2:55.00 44
6 20 多田　愛唯(1) ﾀﾀﾞ ﾒｲ 女子 京　都 春日丘中 2:56.92 45
48 65 西奥　ももの(1) ﾆｼｵｸ ﾓﾓﾉ 女子 奈　良 香芝中 2:59.00 46
16 46 河波　優月(1) ｶﾜﾅﾐ ﾕﾂﾞｷ 女子 京　都 山科中 3:00.00 47
17 50 山中　希々嘉(1) ﾔﾏﾅｶ ﾉﾉｶ 女子 京　都 山科中 3:00.00 48
35 281 宮﨑　万優梨(1) ﾐﾔｻﾞｷ ﾏﾕﾘ 女子 大　阪 高槻中 3:00.00 49
41 25 平　妃奈乃(2) ﾀｲﾗ ﾋﾅﾉ 女子 奈　良 吉野中 3:00.00 50
33 281 青木　凛子(2) ｱｵｷ ﾘﾝｺ 女子 大　阪 高槻中 3:01.00 51
60 230 秀田　紗世(2) ﾋﾃﾞﾀ ｻﾖ 女子 奈　良 斑鳩南中 3:02.85 52
13 6 田村　侑美(1) ﾀﾑﾗ ﾕﾐ 女子 京　都 洛北附属中 3:03.64 53
34 281 後藤　莉佳(1) ｺﾞﾄｳ ﾘｶ 女子 大　阪 高槻中 3:04.05 54
51 120 吉田　優愛(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 伏見中 3:04.25 55
43 47 芳賀　心音(1) ﾊｶﾞ ｺｺﾈ 女子 奈　良 斑鳩中 3:05.00 56
44 47 村瀬　麻衣(1) ﾑﾗｾ ﾏｲ 女子 奈　良 斑鳩中 3:05.00 57
45 47 山中　ゆめ(1) ﾔﾏﾅｶ ﾕﾒ 女子 奈　良 斑鳩中 3:05.00 58
47 58 藤本　すず(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾞ 女子 奈　良 香芝北中 3:07.32 59
57 150 森田　美桜(1) ﾓﾘﾀ ﾐｵ 女子 奈　良 天理北中 3:07.74 60
59 183 河合　菊花(1) ｶﾜｲ ｷｸｶ 女子 奈　良 桜井東中 3:11.87 61
49 67 水野　結月(1) ﾐｽﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 広陵中 3:12.26 62
10 22 竹島 桃香(2) ﾀｹｼﾏﾓﾓｶ 女子 京　都 洛南中 63
11 51 薬師寺　来華(2) ﾔｸｼｼﾞﾗｲｶ 女子 京　都 洛南中 64
12 15 太田 美玖(3) ｵｵﾀﾐｸ 女子 京　都 洛南中 65
20 88 大鳴　美桜(1) ｵｵﾅﾙ ﾐｵ 女子 京　都 太秦中 66
22 110 藤岡　葵(1) ﾌｼﾞｵｶ ｱｵｲ 女子 京　都 田辺中 67
42 46 川村　多瑛子(1) ｶﾜﾑﾗ ﾀｴｺ 女子 奈　良 三郷中 68
66 66 岡崎　芽莉(1) ｵｶｻﾞｷ ﾒﾘ 女子 奈　良 上牧中 69

******************************************
* 女子共通 １５００ｍ *
******************************************
77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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
62 128 江島　遥香(2) ｴｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 女子 奈　良 二名中 4:45.00 1
65 128 山口　花莉(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾅﾘ 女子 奈　良 二名中 4:45.00 2
8 20 鈴木　あろは(2) ｽｽﾞｷ ｱﾛﾊ 女子 京　都 春日丘中 4:48.29 3
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30 110 小林 美友(3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女子 京　都 田辺中 4:55.08 4
73 273 高橋　優奈(1) ﾀｶﾊｼ ﾕﾅ 女子 奈　良 国際高 4:57.96 5
69 230 寺田 泉実(2) ﾃﾗﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 奈　良 斑鳩南中 4:58.86 6
1 106 近藤　かえ(3) ｺﾝﾄﾞｳ ｶｴ 女子 岐　阜 済美高 4:59.17 7
63 128 寄能　百々果(2) ｷﾉｳ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 二名中 5:00.00 8
3 115 吉田　優(3) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 女子 岐　阜 済美高 5:00.60 9
46 0 松本　寿美(9) ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 女子 大　阪 ＧＲｌａｂ 5:03.75 10
48 58 田村　実彩(2) ﾀﾑﾗ ﾐｻ 女子 奈　良 香芝北中 5:05.53 11
44 85 島村　綾花(2) ｼﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 大　阪 枚方高 5:05.96 12
2 107 佐々木　珠愛(3) ｻｻｷ ｼﾞｭﾗ 女子 岐　阜 済美高 5:06.72 13
28 110 内藤　梨乃(1) ﾅｲﾄｳ ﾘﾉ 女子 京　都 田辺中 5:09.58 14
21 41 石原　うらら(1) ｲｼﾊﾗ ｳﾗﾗ 女子 京　都 樫原中 5:10.00 15
5 415 山田　ゆい(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 女子 岐　阜 済美高 5:10.72 16
20 1 齊藤　蒼(2) ｻｲﾄｳ ｱｵｲ 女子 京　都 樫原中 5:12.00 17
23 45 伊達　唯里(1) ﾀﾞﾃ ﾕｲﾘ 女子 京　都 樫原中 5:14.00 18
71 69 奥田　夕楓(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 5:14.08 19
39 281 森　悠珠(3) ﾓﾘ ﾕｽﾞ 女子 大　阪 高槻中 5:14.98 20
43 181 中村　亜依未(1) ﾅｶﾑﾗ ｱｲﾐ 女子 大　阪 高槻高 5:15.00 21
35 7132 番浦　春陽(2) ﾊﾞﾝｳﾗ ﾊﾙﾋ 女子 京　都 紫野高 5:15.15 22
11 18 妹尾　明咲(3) ｾﾉｵ ﾒｲｻ 女子 京　都 大枝中 5:15.29 23
57 111 髙田　侑奈(1) ﾀｶﾀ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 一条高附中 5:17.06 24
12 8 西　葉夏(2) ﾆｼ ﾊﾅ 女子 京　都 大枝中 5:18.70 25
25 48 西田　梨央(1) ﾆｼﾀﾞ ﾘｵ 女子 京　都 樫原中 5:20.00 26
33 6122 白糸　藍里(1) ｼﾗｲﾄ ｱｲﾘ 女子 京　都 莵道高 5:20.00 27
74 73 山根　佑月(2) ﾔﾏﾈ ﾕﾂﾞｷ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:25.00 28
4 407 安藤　希良里(1) ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾘ 女子 岐　阜 済美高 5:26.60 29
31 5626 今井　野々香(1) ｲﾏｲ ﾉﾉｶ 女子 京　都 北稜高 5:28.00 30
54 67 井上　悠鈴(3) ｲﾉｳｴ ﾕｽﾞ 女子 奈　良 広陵中 5:29.00 31
53 67 細井　舞桜(2) ﾎｿｲ ﾏｵ 女子 奈　良 広陵中 5:30.00 32
64 128 吉川　桜空(2) ﾖｼｶﾜ ｻﾗ 女子 奈　良 二名中 5:30.00 33
27 110 藤岡　葵(1) ﾌｼﾞｵｶ ｱｵｲ 女子 京　都 田辺中 5:30.55 34
18 26 今木　麻優(2) ｲﾏｷ ﾏﾕ 女子 京　都 山科中 5:34.00 35
55 67 高井　涼那(3) ﾀｶｲ ﾘｮｳﾅ 女子 奈　良 広陵中 5:34.00 36
32 5627 荻野　凜子(1) ｵｷﾞﾉ ﾘﾝｺ 女子 京　都 北稜高 5:34.53 37
7 20 小山　心羽(2) ｺﾔﾏ ｺｺﾊ 女子 京　都 春日丘中 5:35.52 38
38 8573 中尾　優希(2) ﾅｶｵ ﾕｷ 女子 京　都 大谷高 5:38.45 39
10 20 多田　愛唯(1) ﾀﾀﾞ ﾒｲ 女子 京　都 春日丘中 5:38.89 40
58 114 服部　奈緒(2) ﾊｯﾄﾘ ﾅｵ 女子 奈　良 育英西中 5:39.11 41
19 27 吉澤　咲良(2) ﾖｼｻﾞﾜ ｻﾗ 女子 京　都 山科中 5:40.00 42
34 6123 村上　柚香(1) ﾑﾗｶﾐ ﾕｽﾞｶ 女子 京　都 莵道高 5:40.00 43
29 110 永谷　いぶき(1) ﾅｶﾞﾀﾆ ｲﾌﾞｷ 女子 京　都 田辺中 5:42.24 44
75 73 小倉　日菜多(2) ｺｸﾗ ﾋﾅﾀ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:45.00 45
77 73 稲垣　百花(1) ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 5:45.50 46
26 110 亀岡　莉名(2) ｶﾒｵｶ ﾘﾅ 女子 京　都 田辺中 5:48.16 47
60 120 上村　杏奈(1) ｳｴﾑﾗ ｱﾝﾅ 女子 奈　良 伏見中 5:50.00 48
61 120 細川　咲月(1) ﾎｿｶﾜ ｻﾂｷ 女子 奈　良 伏見中 5:50.00 49
67 157 嶋岡　由布妃(1) ｼﾏｵｶ ﾕｳﾋ 女子 奈　良 天理南中 5:50.00 50
17 7 野尻 茜(1) ﾉｼﾞﾘ ｱｶﾈ 女子 京　都 洛北附属中 5:50.21 51
49 58 武田　つぐみ(1) ﾀｹﾀﾞ ﾂｸﾞﾐ 女子 奈　良 香芝北中 5:52.19 52
68 183 三橋　あずき(2) ﾐﾂﾊｼ ｱｽﾞｷ 女子 奈　良 桜井東中 5:52.77 53
36 7143 下司　心萌(1) ｹﾞｼ ｺｺﾓ 女子 京　都 紫野高 5:55.55 54
6 609 松下　朋世(1) ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾖ 女子 岐　阜 済美高 5:57.51 55
41 281 永田　栞緒里(1) ﾅｶﾞﾀ ｼｵﾘ 女子 大　阪 高槻中 6:00.00 56
51 67 里内　芽咲(2) ｻﾄｳﾁ ﾒｲ 女子 奈　良 広陵中 6:00.00 57
52 67 竹村　美咲(2) ﾀｹﾑﾗ ﾐｻｷ 女子 奈　良 広陵中 6:00.00 58
56 67 西本　栞菜(3) ﾆｼﾓﾄ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 広陵中 6:00.00 59
59 120 吉田　優愛(1) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾅ 女子 奈　良 伏見中 6:00.00 60
70 258 辻岡　真依(2) ﾂｼﾞｵｶ ﾏｲ 女子 奈　良 育英西高 6:02.87 61
76 73 久保　妃那(2) ｸﾎﾞ ﾋﾅ 女子 奈　良 智辯奈良カレッジ 6:05.00 62
45 299 中野　葵(1) ﾅｶﾉ ｱｵｲ 女子 大　阪 交野高 6:10.23 63
40 281 深田　彩加(2) ﾌｶﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻中 6:22.00 64
42 281 有年　叶夏(1) ｱﾘﾄｼ ｶﾅ 女子 大　阪 高槻中 6:30.00 65
66 150 森田　美桜(1) ﾓﾘﾀ ﾐｵ 女子 奈　良 天理北中 6:32.65 66
72 74 松岡　明香里(1) ﾏﾂｵｶ ｱｶﾘ 女子 奈　良 奈良学園高 6:59.82 67
9 20 鈴木　瑚青(2) ｽｽﾞｷ ｺｱ 女子 京　都 春日丘中 68
13 4 塩貝　純礼(1) ｼｵｶﾞｲ ｽﾐﾚ 女子 京　都 大枝中 69
14 11 森川　千歳(1) ﾓﾘｶﾜ ﾁﾄｾ 女子 京　都 大枝中 70
15 12 鈴木　楓菜(1) ｽｽﾞｷ ﾌｳﾅ 女子 京　都 大枝中 71
16 52 今村　ひより(2) ｲﾏﾑﾗﾋﾖﾘ 女子 京　都 洛南中 72
22 43 太田　美宇(1) ｵｵﾀ ﾐｳ 女子 京　都 樫原中 73
24 47 中野　あすか(1) ﾅｶﾉ ｱｽｶ 女子 京　都 樫原中 74
37 8579 神谷　優花(1) ｶﾐﾔ ﾕｳｶ 女子 京　都 大谷高 75
47 44 坂本　依鞠(1) ｻｶﾓﾄ ｲﾏﾘ 女子 奈　良 上中学 76
50 58 藤本　すず(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ｽｽﾞ 女子 奈　良 香芝北中 77
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******************************************
* 女子共通 ３０００ｍ *
******************************************
18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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 240 坂本　有理佳(3) ｻｶﾓﾄ ﾕﾘｶ 女子 奈　良 奈良育英高 10:00.00 1
5 241 須郷田　百花(2) ｽｺﾞｳﾀﾞ ﾓﾓｶ 女子 奈　良 奈良育英高 10:00.00 2
6 242 中村　碧音(2) ﾅｶﾑﾗ ｱｵﾈ 女子 奈　良 奈良育英高 10:20.00 3
8 244 吉田　美杏(2) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾞｱﾝ 女子 奈　良 奈良育英高 10:20.00 4
10 246 高江　和奏(1) ﾀｶｴ ﾜｶﾅ 女子 奈　良 奈良育英高 10:20.00 5
12 248 森内　佳都世(1) ﾓﾘｳﾁ ｶﾂﾖ 女子 奈　良 奈良育英高 10:20.00 6
18 271 石野　帆奈(1) ｲｼﾉ ﾊﾝﾅ 女子 大　阪 東大阪大 10:34.10 7
7 243 三瀬　乃愛(2) ﾐｾ ﾉｱ 女子 奈　良 奈良育英高 10:40.00 8
9 245 石井　日和(1) ｲｼｲ ﾋﾖﾘ 女子 奈　良 奈良育英高 10:40.00 9
11 247 谷口　里桜(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｵ 女子 奈　良 奈良育英高 10:40.00 10
13 355 角田　麗衣(1) ﾂﾉﾀﾞ ﾚｲ 女子 奈　良 奈良育英高 10:40.00 11
14 69 奥田　夕楓(2) ｵｸﾀﾞ ﾕｳｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 11:03.29 12
17 262 宮崎　明音(2) ﾐﾔｻﾞｷ ｱｶﾈ 女子 大　阪 東大阪大 11:22.20 13
16 584 藤原　奈桜(3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵ 女子 奈　良 鴻ノ池SC(中) 11:30.00 14
1 5626 今井　野々香(1) ｲﾏｲ ﾉﾉｶ 女子 京　都 北稜高 11:36.00 15
3 120 渡邉　葵(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ 女子 奈　良 伏見中 12:25.27 16
2 120 藤原　菫(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｽﾐﾚ 女子 奈　良 伏見中 12:46.00 17
15 74 松岡　明香里(1) ﾏﾂｵｶ ｱｶﾘ 女子 奈　良 奈良学園高 15:39.43 18

**********************************************************************
* 女子高校・一般 １００ｍＨ(0.838m) *
**********************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
20 476 岡崎　汀(4) ｵｶｻﾞｷﾅｷﾞｻ 女子 鳥　取 甲南大 13.49 1
21 875 古屋　敦子(2) ﾌﾙﾔ ｱﾂｺ 女子 岡　山 京都教育大 13.95 2
23 875 古屋　敦子(2) ﾌﾙﾔ ｱﾂｺ 女子 岡　山 京都教育大 13.95 3
3 6237 上山　莉奈(2) ｳｴﾔﾏ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 14.14 4
25 663 白石　羽蘭(1) ｼﾗｲｼ ｳﾗﾝ 女子 大　阪 関西外国語大 14.21 5
9 5741 神　ともみ(2) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 15.04 6
7 7125 廣瀬　杏奈(3) ﾋﾛｾ ｱﾝﾅ 女子 京　都 紫野高 15.20 7
1 3048 萬　玲奈(9) ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女子 滋　賀 滋賀陸協 15.30 8
22 871 是枝　和佳奈(3) ｺﾚｴﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 京　都 京都教育大 15.31 9
24 871 是枝　和佳奈(3) ｺﾚｴﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 京　都 京都教育大 15.31 10
19 267 濵田　真帆(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾎ 女子 大　阪 東大阪大 15.84 11
11 5745 厚東　苺香(2) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 16.41 12
8 5701 清原　三冬(1) ｷﾖﾊﾗ ﾐﾌﾕ 女子 京　都 鳥羽高 16.46 13
10 5742 野口　奈央(2) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 16.46 14
6 6056 須佐見　楓花(2) ｽｻﾐ ﾌｳｶ 女子 京　都 京都工学院高 16.69 15
5 6205 辻井　理菜(1) ﾂｼﾞｲ ﾘﾅ 女子 京　都 西城陽高 17.03 16
12 24 乾　奈子(2) ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 17.58 17
4 6203 四方　るな(1) ｼｶﾀ ﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 17.95 18
18 547 奥田　陽美(2) ｵｸﾀﾞ ﾋﾐ 女子 奈　良 奈良高専 18.16 19
13 185 椿　紗枝(1) ﾂﾊﾞｷ ｻｴ 女子 大　阪 高槻高 19.08 20
16 357 太津　妃乃(1) ﾀﾞｽﾞ ﾋﾒﾉ 女子 奈　良 五條高 19.66 21
14 186 冨田　彩佳(1) ﾄﾐﾀ ｱﾔｶ 女子 大　阪 高槻高 20.00 22
15 187 山岸　結花(1) ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｶ 女子 大　阪 高槻高 20.00 23
2 6235 池田　ののか(2) ｲｹﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 京　都 西城陽高 24
17 340 古林　環奈(1) ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾅ 女子 奈　良 育英西高 25

**********************************************************************
* 女子高校・一般 ４００ｍＨ(0.762m) *
**********************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 5470 彦惣　怜(2) ﾋｺｿｳ ﾚｲ 女子 京　都 北嵯峨高 1:08.20 1
2 7412 西岡　亜美(1) ﾆｼｵｶｱﾐ 女子 京　都 京都光華高 1:12.35 2
3 7145 酒井　日和(1) ｻｶｲ ﾋﾖﾘ 女子 京　都 紫野高 1:12.50 3
5 70 北中　真央(2) ｷﾀﾅｶ ﾏｵ 女子 奈　良 奈良大附属高 1:14.09 4
1 11 大石　佐和(3) ｵｵｲｼ ｻﾜ 女子 京　都 西京附属中 5
6 6124 高橋　明日香(1) ﾀｶﾊｼ ｱｽｶ 女子 京　都 莵道高 6

**********************************************
* 女子共通 ４×１００ｍ *
**********************************************
50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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
50 161 郡山中 奈　良 53.50 290050 1
49 0 上牧中 奈　良 54.00 290049 2
31 0 香芝Ｂ 奈　良 1:00.00 290031 3
10 0 京都光華中 京　都 4:82.5 260010 4
6 0 京都教育大学 京　都 4:98.8 260006 5
1 0 南陽高 京　都 5:07.6 260001 6
11 0 TSM 愛　知 5:11.3 230011 7
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**********************************************
* 女子共通 ４×１００ｍ *
**********************************************
50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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 0 加茂川中A 京　都 5:26.1 260023 8
36 0 北嵯峨高 京　都 5:30.0 260036 9
8 0 市伊丹高 兵　庫 5:30.4 280008 10
45 0 TSM岡崎 愛　知 5:32.5 230045 11
40 0 高槻高 大　阪 5:34.1 270040 12
46 0 紫野高 京　都 5:35.9 260046 13
15 0 広陵中A 奈　良 5:40.0 290015 14
3 0 桃山高 京　都 5:40.3 260003 15
27 0 上中A 奈　良 5:41.0 290027 16
9 0 田辺中 京　都 5:47.9 260009 17
47 0 育英西高A 奈　良 5:48.0 290047 18
43 0 奈良育英高 奈　良 5:49.3 290043 19
44 0 三郷中 奈　良 5:49.7 290044 20
5 0 奈良高専 奈　良 5:51.5 290005 21
7 0 住吉中 大　阪 5:57.5 270007 22
22 0 甲武中 兵　庫 5:59.0 280022 23
17 0 山科中A 京　都 5:59.6 260017 24
14 0 都南中 奈　良 5:65.7 290014 25
2 0 奈良学園中 奈　良 5:67.6 290002 26
38 0 香芝西中A 奈　良 5:68.8 290038 27
32 0 田原本中 奈　良 5:69.5 290032 28
41 0 高槻中A 大　阪 5:71.7 270041 29
30 0 香芝A 奈　良 5:75.0 290030 30
28 0 上中B 奈　良 5:78.2 290028 31
39 0 香芝西中B 奈　良 5:79.7 290039 32
21 0 桜井西中 奈　良 5:82.9 290021 33
42 0 高槻中B 大　阪 5:89.7 270042 34
16 0 広陵中B 奈　良 5:90.0 290016 35
26 0 吉野中 奈　良 5:90.0 290026 36
13 0 洛北附属中 京　都 5:92.3 260013 37
18 0 山科中B 京　都 5:95.0 260018 38
29 0 天理南中 奈　良 5:95.0 290029 39
34 0 男山第二中 京　都 5:95.2 260034 40
48 0 育英西中 奈　良 5:96.7 290048 41
4 0 春日丘中 京　都 260004 42
12 0 天理西中 奈　良 290012 43
19 0 大枝中A 京　都 260019 44
20 0 大枝中B 京　都 260020 45
24 0 加茂川中Ｂ 京　都 260024 46
25 0 加茂川中Ｃ 京　都 260025 47
33 0 北稜高A 京　都 260033 48
35 0 滋賀大 滋　賀 250035 49
37 0 洛南中 京　都 260037 50

**********************************************
* 女子高校・一般 棒高跳 *
**********************************************
1人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 73 西田　和乃花(2) ﾆｼﾀﾞ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 奈良大附属高 1

**********************************************
* 女子高校・一般 走高跳 *
**********************************************
23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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
18 128 乾　愛里(2) ｲﾇｲ ｱｲﾘ 女子 奈　良 五條高 1m61 1
5 5621 山中　咲輝(2) ﾔﾏﾅｶ ｻｷ 女子 京　都 北稜高 1m60 2
22 970 田中　紅衣(1) ﾀﾅｶ ｱｲ 女子 京　都 京都教育大 1m60 3
16 3109 柏原　菜那(1) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾅﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高 1m57 4
4 6232 松浦　真珠(3) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 1m54 5
13 5703 永井　優月(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 鳥羽高 1m50 6
2 6207 三好　くるみ(1) ﾐﾖｼ ｸﾙﾐ 女子 京　都 西城陽高 1m48 7
12 7140 古堤　櫻(1) ﾌﾙﾂﾞﾂﾐ ｻｸﾗ 女子 京　都 紫野高 1m45 8
14 5743 九嶋　心結(2) ｸｼﾏ ﾐﾕ 女子 京　都 鳥羽高 1m45 9
15 24 乾　奈子(2) ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 1m45 10
9 6153 松谷　都和(1) ﾏﾂﾀﾆ ﾄﾜ 女子 京　都 城陽高 1m40 11
17 93 岡本　純佳(2) ｵｶﾓﾄ ｽﾐｶ 女子 奈　良 奈情商・県商高 1m40 12
20 547 奥田　陽美(2) ｵｸﾀﾞ ﾋﾐ 女子 奈　良 奈良高専 1m40 13
7 5625 湯浅　そよ葉(1) ﾕｱｻ ｿﾖﾖ 女子 京　都 北稜高 1m35 14
8 7172 ??田　文香(1) ﾖｼﾀﾞｱﾔｶ 女子 京　都 塔南高 1m35 15
11 7131 地蔵山　香乃(2) ｼﾞｿﾞｳﾔﾏ ｶﾉ 女子 京　都 紫野高 1m35 16
19 313 夕田　珠来(1) ﾕｳﾀﾞ ﾐｸ 女子 奈　良 奈良育英高 1m35 17
21 601 川本　栞(1) ｶﾜﾓﾄ ｼｵﾘ 女子 奈　良 奈良高専 1m35 18
10 2682 佐藤　望(9) ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 女子 京　都 Soleil.AC 1m30 19
1 168 佐藤　美穂(9) ｻﾄｳ ﾐﾎ 女子 岩　手 いしわり桜AC 1m20 20
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**********************************************
* 女子高校・一般 走高跳 *
**********************************************
23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 6231 石田　寧(3) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 21
6 5623 滝本　桜子(1) ﾀｷﾓﾄ ｻｸﾗｺ 女子 京　都 北稜高 22
23 6414 久山　絵里(9) ｸﾔﾏ ｴﾘ 女子 大　阪 大阪陸協 23

**********************************************
* 女子高校・一般 走幅跳 *
**********************************************
48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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
44 4554 河村　仁美(9) ｶﾜﾑﾗ ﾋﾄﾐ 女子 山　口 周南市役所 5m88 1
48 701 池﨑　愛菜(1) ｲｹｻﾞｷ ｱｲﾅ 女子 奈　良 智辯カレッジ高 5m73 2
13 7365 多胡　和泉(3) ﾀｺﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 花園高 5m72 3
33 6601 遠藤　鈴奏(1) ｴﾝﾄﾞｳ ｽｽﾞﾅ 女子 京　都 亀岡高 5m58 4
5 6231 石田　寧(3) ｲｼﾀﾞ ﾈｲ 女子 京　都 西城陽高 5m54 5
46 551 櫨山　わかば(2) ﾊｾﾞﾔﾏ ﾜｶﾊﾞ 女子 兵　庫 大阪国際大 5m54 6
9 5624 山田　碧美(1) ﾔﾏﾀﾞ ｱﾐ 女子 京　都 北稜高 5m46 7
23 5744 津田　実花(2) ﾂﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 京　都 鳥羽高 5m46 8
36 37 津田　妃茉里(3) ﾂﾀﾞ ﾋﾏﾘ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 5m42 9
16 5701 清原　三冬(1) ｷﾖﾊﾗ ﾐﾌﾕ 女子 京　都 鳥羽高 5m35 10
2 6236 上田　阿子(2) ｳｴﾀﾞ ｱｺ 女子 京　都 西城陽高 5m30 11
20 5741 神　ともみ(2) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 5m24 12
1 6238 北山　陽菜(2) ｷﾀﾔﾏ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 5m22 13
8 5623 滝本　桜子(1) ﾀｷﾓﾄ ｻｸﾗｺ 女子 京　都 北稜高 5m15 14
12 2903 坂田　美海(1) ｻｶﾀ ﾐｳﾅ 女子 京　都 同志社陸上競技同好会 5m13 15
22 5743 九嶋　心結(2) ｸｼﾏ ﾐﾕ 女子 京　都 鳥羽高 5m12 16
45 970 田中　紅衣(1) ﾀﾅｶ ｱｲ 女子 京　都 京都教育大 5m12 17
3 6204 谷村　日菜乃(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西城陽高 5m09 18
47 926 河口　くるみ(1) ｶﾜｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 女子 大　阪 大阪国際大 5m06 19
14 7363 新屋　有羽稀(1) ｼﾝﾔ ﾕｳｷ 女子 京　都 花園高 5m04 20
21 5742 野口　奈央(2) ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ 女子 京　都 鳥羽高 4m95 21
26 5747 寺田　菜々(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾅ 女子 京　都 鳥羽高 4m89 22
15 7128 山本　由(3) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ 女子 京　都 紫野高 4m85 23
10 6524 廣瀬　莉佳(2) ﾋﾛｾ ﾘｶ 女子 京　都 南陽高 4m82 24
11 6525 吉川　明空(2) ﾖｼｶﾜ ｱｶﾘ 女子 京　都 南陽高 4m82 25
41 189 藤本　怜花(1) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾚｲｶ 女子 大　阪 高槻高 4m81 26
28 5324 松山　優里(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾕﾘ 女子 京　都 桃山高 4m75 27
34 24 乾　奈子(2) ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 4m73 28
24 5745 厚東　苺香(2) ｺﾄｳ ﾏｲｶ 女子 京　都 鳥羽高 4m72 29
29 5326 鈴木　芙風(1) ｽｽﾞｷ ﾌｳ 女子 京　都 桃山高 4m66 30
27 5322 野中　詩織(2) ﾉﾅｶ ｼｵﾘ 女子 京　都 桃山高 4m59 31
32 8725 尾関　美桜(1) ｵｾﾞｷ ﾐｵ 女子 京　都 京都廣学館高 4m59 32
37 52 松山　千穂(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾁﾎ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 4m53 33
42 161 平野　江莉咲(2) ﾋﾗﾉ ｴﾘｻ 女子 大　阪 枚方津田高 4m48 34
6 5621 山中　咲輝(2) ﾔﾏﾅｶ ｻｷ 女子 京　都 北稜高 4m45 35
43 312 中井　琴葉(1) ﾅｶｲ ｺﾄﾊ 女子 奈　良 奈良育英高 4m45 36
19 5705 細川　苺鈴(1) ﾎｿｶﾜ ﾏﾘﾝ 女子 京　都 鳥羽高 4m42 37
38 175 田﨑 わこ(2) ﾀｻｷ ﾜｺ 女子 大　阪 高槻高 4m40 38
40 185 椿　紗枝(1) ﾂﾊﾞｷ ｻｴ 女子 大　阪 高槻高 4m31 39
35 33 牧野　由莉夏(1) ﾏｷﾉ ﾕﾘﾅ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 4m13 40
39 184 村田　悠華(1) ﾑﾗﾀ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 高槻高 4m00 41
7 5622 小松　和(2) ｺﾏﾂ ｲｽﾞﾐ 女子 京　都 北稜高 3m54 42
4 6207 三好　くるみ(1) ﾐﾖｼ ｸﾙﾐ 女子 京　都 西城陽高 43
17 5702 小西　那由(1) ｺﾆｼ ﾅﾕ 女子 京　都 鳥羽高 44
18 5703 永井　優月(1) ﾅｶﾞｲ ﾕｽﾞｷ 女子 京　都 鳥羽高 45
25 5746 前川　咲空(2) ﾏｴｶﾜ ｻﾗ 女子 京　都 鳥羽高 46
30 5473 横堀　紀凪(1) ﾖｺﾎﾞﾘ ｶｽﾞﾅ 女子 京　都 北嵯峨高 47
31 5474 田原　海花(1) ﾀﾊﾗ ﾐｶ 女子 京　都 北嵯峨高 48

**********************************************
* 女子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
9 5741 神　ともみ(2) ｺｳ ﾄﾓﾐ 女子 京　都 鳥羽高 12m18 1
21 428 上島　優里(3) ｳｴｼﾏ ﾕﾘ 女子 奈　良 関西大 11m98 2
1 3048 萬　玲奈(9) ﾖﾛｽﾞ ﾚﾅ 女子 滋　賀 滋賀陸協 11m87 3
20 863 竹田　有香里(M1) ﾀｹﾀﾞ ｱｶﾘ 女子 大　阪 京都教育大 11m84 4
2 6236 上田　阿子(2) ｳｴﾀﾞ ｱｺ 女子 京　都 西城陽高 11m68 5
14 51 釣本　陽香(2) ﾂﾘﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 大阪桐蔭高 11m45 6
10 5743 九嶋　心結(2) ｸｼﾏ ﾐﾕ 女子 京　都 鳥羽高 11m43 7
7 5701 清原　三冬(1) ｷﾖﾊﾗ ﾐﾌﾕ 女子 京　都 鳥羽高 11m14 8
11 5744 津田　実花(2) ﾂﾀﾞ ﾐﾊﾅ 女子 京　都 鳥羽高 10m97 9
13 22 吉田　美優(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 10m71 10
4 6232 松浦　真珠(3) ﾏﾂｳﾗ ﾏｼﾞｭ 女子 京　都 西城陽高 10m66 11
12 5747 寺田　菜々(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾅ 女子 京　都 鳥羽高 10m44 12
6 7363 新屋　有羽稀(1) ｼﾝﾔ ﾕｳｷ 女子 京　都 花園高 10m43 13
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**********************************************
* 女子高校・一般 三段跳 *
**********************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 6204 谷村　日菜乃(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾋﾅﾉ 女子 京　都 西城陽高 10m39 14
17 155 三﨑　はるな(2) ﾐｻｷ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 東高 10m24 15
16 153 原田　愛里(2) ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 大　阪 東高 10m00 16
5 6529 樋口　真央(2) ﾋｸﾞﾁ ﾏｵ 女子 京　都 南陽高 9m86 17
15 188 村田　はるな(1) ﾑﾗﾀ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 高槻高 9m81 18
19 93 岡本　純佳(2) ｵｶﾓﾄ ｽﾐｶ 女子 奈　良 奈情商・県商高 9m50 19
18 3109 柏原　菜那(1) ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾅﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高 9m00 20
8 5705 細川　苺鈴(1) ﾎｿｶﾜ ﾏﾘﾝ 女子 京　都 鳥羽高 21

****************************************************************
* 女子高校・一般 砲丸投(4.000kg) *
****************************************************************
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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 3 中原　鈴(3) ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 13m75 1
9 4 岸　海弥(3) ｷｼ ﾐｲﾔ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 12m31 2
12 36 澤野　玲奈(1) ｻﾜﾉ ﾚｲﾅ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 12m24 3
10 24 乾　奈子(2) ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 11m87 4
7 2 佐々木　莉呼(3) ｻｻｷ ﾘｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 11m02 5
14 267 濵田　真帆(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾎ 女子 大　阪 東大阪大 10m18 6
1 71 原田　詩音(3) ﾊﾗﾀﾞｳﾀﾈ 女子 京　都 京都光華中 10m00 7
11 25 上田　優(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｳ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 9m75 8
15 870 坂本　聡美(3) ｻｶﾓﾄ ｻﾄﾐ 女子 香　川 京都教育大 9m45 9
13 95 御前　愛梨(2) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈情商・県商高 9m20 10
3 5620 宮下　祭華(2) ﾐﾔｼﾀ ｻｲｶ 女子 京　都 北稜高 8m27 11
6 5702 小西　那由(1) ｺﾆｼ ﾅﾕ 女子 京　都 鳥羽高 7m32 12
4 7171 矢野　晴菜(1) ﾔﾉ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 塔南高 6m75 13
5 7147 川上 葵生(1) ｶﾜｶﾐ ｱｵｲ 女子 京　都 紫野高 5m60 14
2 6203 四方　るな(1) ｼｶﾀ ﾙﾅ 女子 京　都 西城陽高 15

****************************************************************
* 女子高校・一般 円盤投(1.000kg) *
****************************************************************
13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
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
9 2973 山本　実果(9) ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 女子 兵　庫 コンドーテック 47m99 1
6 3 中原　鈴(3) ﾅｶﾊﾗ ｽｽﾞ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 40m78 2
11 254 木虎　莉奈(4) ｷﾄﾗ ﾘﾅ 女子 大　阪 東大阪大 40m69 3
12 966 塩田　美羽(1) ｼｵﾀ ﾐｳ 女子 香　川 京都教育大 39m90 4
13 353 辻村　柚月(3) ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 女子 奈　良 天理大 37m57 5
7 4 岸　海弥(3) ｷｼ ﾐｲﾔ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 35m19 6
4 5620 宮下　祭華(2) ﾐﾔｼﾀ ｻｲｶ 女子 京　都 北稜高 33m79 7
8 36 澤野　玲奈(1) ｻﾜﾉ ﾚｲﾅ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 31m42 8
1 14 平井　羽菜(3) ﾋﾗｲ ﾊﾅ 女子 滋　賀 比叡山高 31m34 9
10 95 御前　愛梨(2) ﾐｻｷ ｱｲﾘ 女子 奈　良 奈情商・県商高 29m53 10
2 6239 筑紫 美月(2) ﾂｸｼ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 西城陽高 24m63 11
5 5472 志田　美遥(1) ｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 京　都 北嵯峨高 22m06 12
3 5617 堀ノ内　香奈(3) ﾎﾘﾉｳﾁ ｶﾅ 女子 京　都 北稜高 13

****************************************************************
* 女子高校・一般 やり投(0.600kg) *
****************************************************************
16人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 25 上田　優(2) ｳｴﾀﾞ ﾕｳ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 49m27 1
6 24 乾　奈子(2) ｲﾇｲ ﾅｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 48m04 2
15 2038 杉本　知佳(9) ｽｷﾞﾓﾄ ﾁｶ 女子 高　知 MMG 44m07 3
5 2 佐々木　莉呼(3) ｻｻｷ ﾘｺ 女子 大　阪 東大阪大敬愛高 41m55 4
2 6239 筑紫 美月(2) ﾂｸｼ ﾐﾂﾞｷ 女子 京　都 西城陽高 37m39 5
16 267 濵田　真帆(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾎ 女子 大　阪 東大阪大 31m30 6
4 8723 谷本　裕香理(2) ﾀﾆﾓﾄ ﾕｶﾘ 女子 京　都 京都廣学館高 31m24 7
1 88 小南　柚香(3) ｺﾐﾅﾐﾕｽﾞｶ 女子 京　都 太秦中 30m00 8
11 3110 竹内　千夏(1) ﾀｹｳﾁ ﾁｶ 女子 兵　庫 市伊丹高 28m60 9
9 179 橘田 明季奈(2) ｷﾂﾀﾞ ｱｷﾅ 女子 大　阪 高槻高 26m38 10
14 305 峯田　梨愛(1) ﾐﾈﾀ ﾘﾝﾅ 女子 奈　良 奈良大附属高 25m12 11
12 287 浦東　姫々菜(1) ｳﾗﾋｶﾞｼ ｺｺﾅ 女子 奈　良 五條高 24m83 12
13 71 酒井　柚季(2) ｻｶｲ ﾕｽﾞｷ 女子 奈　良 奈良大附属高 23m72 13
3 5472 志田　美遥(1) ｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ 女子 京　都 北嵯峨高 22m51 14
8 178 藏野 円香(2) ｸﾗﾉ ﾏﾄﾞｶ 女子 大　阪 高槻高 16m45 15
10 190 坂元　愛香(1) ｻｶﾓﾄ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 高槻高 10m00 16  


