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第２回 強化・普及記録会 2018年04月14日(土)　天候：晴後曇
上位記録一覧表(一般男子) 大会コード 18290302 奈良市鴻ノ池陸上競技場 競技場コード 291010

氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

浦川　和希 10.81(-0.5) 島村　侑暉 10.84(-0.5) 中井　脩介 11.03(-0.5) 福本　昴 11.09(-0.5) 仲井　志文 11.22(-0.5) － －

奈良陸協 天理大 奈良教育大 奈良陸協 奈良教育大 －

森下　詢也 11.22(+0.1)

五條高

島村　侑暉 21.81(+2.6) 今仲　輝 21.91(+2.6) 福本　昴 22.38(+2.6) 森下　詢也 22.45(+2.6) 濱田　敬文 22.63(+1.1) － －

天理大 智辯カレッジ高 奈良陸協 五條高 奈良高専 －

梅田　朔也 22.63(+2.6)

添上高

今仲　輝 49.42 岩崎　立来 49.95 菊地　捷斗 50.32 池田　昌史 50.51 岡本　拓也 51.41 西岡田　航大 51.65

智辯カレッジ高 奈良情報商業高 天理大 平城高 平城高 奈良高

森谷　公亮 1.56.66 中窪　祐季 1.59.16 西尾　俊哉 2.00.47 田中　瑠汰 2.02.87 伊藤　尽 2.03.77 清水　浩介 2.03.97

大阪教育大 智辯カレッジ高 橿原高 添上高 高田高 平城高

松本　駿 3.59.92 中原　優人 4.01.11 大森　駿斗 4.01.49 中田　千太郎 4.04.38 篠原　直生 4.04.94 江守　勇貴 4.15.39

智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 奈良高 奈良高

池中　貴史 8.34.19 岡田　健志 8.35.21 舩津　一帆 8.41.98 坂本　智基 8.50.88 土坂　舜 8.52.25 西中　新 8.53.34

大阪教育大 奈良陸協 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高

梅田　朔也 15.38(-2.0) 松井　泰誠 16.01(-2.0) 澤　秀貴 16.97(-2.0) 佐藤　肇 17.56(-2.0) 川村　海陸 20.32(-2.0) － －

添上高 添上高 五條高 天理高 添上高 －

山本　匠海 59.11 東浦　陸人 59.12 藤田　達矢 59.17 浦　陸登 59.84 合田　孝輔 1.01.18 松井　知博 1.03.10

高円高 大和広陵高 桜井高 高田高 添上高 添上高

五條高 43.02 高田高 43.44 奈良大附属高 43.96 平城高 44.17 添上高 44.39 奈良高 44.85

鎌倉 上中 岩本 川端 塩田 安井

森下 宮本 吉川 岡本 阪口 中尾

澤 浦 林原 吉岡 松田 大住映

音村 福嶋 増田 池田 髙橋 大住圭

平城高 43.59 添上高 44.10 奈良高 44.30 奈良大附属高 44.32 生駒高 46.14 － －

川端 塩田 安井 岩本 林 －

池田 阪口 中尾 吉川 岡本 －

吉岡 松田 大住映 林原 淺原 －

岡本 髙橋 西岡田 増田 津田 －

伊藤　禎康 1ｍ95 千賀　拓 1ｍ95 泉井　佑介 1ｍ95 油谷　圭輝 1ｍ70 柴田　海翔 1ｍ70 海江田　祥瑛 1ｍ65

奈良陸協 奈良陸協 奈良陸協 高取国際高 奈良高専 添上高

柴田　海翔 1ｍ75 西田　丈訓 1ｍ60 柏原　巡 1ｍ60 － － － － － －

奈良高専 一条高 一条高 － － －

巽　悠貴 1ｍ60

奈良高

德永　優樹 4ｍ40 松浦　裕樹 4ｍ10 鈴木　彪真 4ｍ10 本池　直樹 3ｍ80 立花　玖士 3ｍ80 村井　壮太 3ｍ70

添上高 法隆寺国際高 添上高 橿原高 Yellow Poles 平城高

鈴木　彪真 4ｍ10 立花　玖士 4ｍ00 － － － － － － － －

添上高 Yellow Poles － － － －

吉川　隆太 7ｍ02(+3.6) 渡辺　駿平 6ｍ81(+0.8) 藤田　康平 6ｍ80(+1.0) 梅田　朔也 6ｍ28(-1.0) 宇和川　弘基 6ｍ24(-1.8) 髙橋　光輝 6ｍ13(-0.1)

奈良大附属高 龍谷大 大阪産業大 添上高 大阪教育大 添上高

公認6ｍ65(+0.1)

泉井　佑介 13ｍ28(+1.7) 大住　圭樹 12ｍ83(+1.3) 春田　亮 12ｍ53(+1.6) 吉川　翔希 12ｍ50(+1.0) 河﨑　拓真 12ｍ41(+0.7) 東浦　拓真 12ｍ33(+1.2)

奈良陸協 奈良高 一条高 一条高 橿原高 一条高

神野　洋介 9ｍ55 － － － － － － － － － －

奈良陸協 － － － － －

岡部　元紀 14ｍ08 西嶋　将也 13ｍ41 東川　大樹 10ｍ68 松本　遥太 10ｍ27 成田　和陽 9ｍ57 山形　理人 8ｍ90

一条高 添上高 橿原高 桜井高 王寺工業高 香芝高

花田　優平 50ｍ06 増田　直樹 40ｍ20 神野　洋介 29ｍ18 － － － － － －

重心道ＡＣ 関西大 奈良陸協 － － －

西嶋　将也 43ｍ13 森本　勝也 36ｍ42 杉田　敬一 33ｍ33 守屋　葉 33ｍ10 小椋　太智 30ｍ75 音村　翔吾 29ｍ82

添上高 奈良情報商業高 橿原高 奈良高 添上高 五條高

堺　颯人 47ｍ67 － － － － － － － － － －

天理大 － － － － －

新崎　匠真 55ｍ67 中西　耕大 51ｍ21 大西　龍武 44ｍ21 清水　右揮 41ｍ29 岡本　優輝 36ｍ86 大田　佑和 35ｍ75

高取国際高 高取国際高 大和広陵高 大和広陵高 奈良大附属高 添上高

植村　浩至 63ｍ24 向井　亨 48ｍ28 宮本　匠 47ｍ66 藤田　祥太朗 45ｍ47 水谷　悠 44ｍ71 臼谷　匡史 44ｍ28

奈良陸協 平城高 高田高 奈良高 奈良朱雀高 添上高

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 審判長 安井　亨
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第２回 強化・普及記録会 2018年04月14日(土)　天候：晴後曇
上位記録一覧表(一般女子) 大会コード 18290302 奈良市鴻ノ池陸上競技場 競技場コード 291010

氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

荒木　希実 12.37(+0.2) 花光　葵 12.72(+0.2) 福山　紗彩 12.78(+0.2) 中西　愛果 12.98(+0.2) 田中　佑茉 13.05(+0.2) － －

奈良教育大 法隆寺国際高 添上高 添上高 添上高 －

辰巳　加奈子 13.05(+0.2)

法隆寺国際

三浦　愛華 25.75(+1.3) 花光　葵 26.03(+1.3) 辰己　加奈子 26.78(+1.3) 中島　凜香 27.24(+1.3) 今井　未奈 27.40(+1.0) 杉本　彩恵 27.56(+1.3)

添上高 法隆寺国際高 法隆寺国際高 添上高 添上高 高田商業高

中西　愛果 1.00.03 佐藤　香奈 1.00.30 三宅　歩優夏 1.01.38 河原﨑　史織 1.01.48 田中　佑茉 1.02.42 三浦　愛華 1.02.56

添上高 平城高 添上高 平城高 添上高 添上高

今里　有希 2.24.21 松実　萌 2.24.53 近藤　瑠奈 2.26.45 寺川　あみ 2.27.50 増井　彩月 2.30.78 上井　和奏 2.31.02

郡山高 橿原高 奈良育英 高田商業高 智辯ｶﾚｯｼﾞ高 添上高

羽田　媛乃 4.47.59 中西　さくら 4.47.89 池島　和子 4.50.08 川島　真夕 4.53.30 塚本　真衣 4.56.55 小出　佳奈 4.57.26

智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高

加藤　妃奈乃 10.32.29 衣笠　愛未 10.32.43 松実　唯 10.37.52 藤本　亜未 10.43.37 田垣内　渓 11.10.85 田中　花歩 11.16.86

郡山高 平城高 橿原高 奈良育英高 添上高 添上高

坂口　理沙子 14.85(-1.0) 福山　紗彩 14.93(-1.0) 辻井　美緒 15.18(-1.0) 荒木　希実 15.28(-1.0) － － 山田　優那 17.60(-1.0)

同志社大 添上高 平城高 奈良教育大 － 添上高

山中　亜耶 15.28(-1.0)

univ.ＡＣ

辻井　美緒 1.01.99 竹谷　優衣 1.12.75 神　わかな 1.18.64 山下　月那 1.18.88 － － － －

平城高 高田商業高 奈良大附属高 香芝高 － －

添上高 48.79 法隆寺国際高 51.03 平城高 53.21 － － － － － －

福山 山口 今中 － － －

三浦 花光 辻井 － － －

中西 大浦 河原﨑 － － －

田中 辰巳 只野 － － －

添上高 49.07 平城高 54.02 － － － － － － － －

福山 今中 － － － －

三浦 辻井 － － － －

中西 河原﨑 － － － －

田中 只野 － － － －

鈴木　夢 1ｍ66 石黒　樹子 1ｍ59 新名　彩乃 1ｍ56 村岡　望羽 1ｍ53 田中　愛莉 1ｍ53 松田　彩花 1ｍ53

甲南大 添上高 添上高 添上高 橿原高 智辯カレッジ高

石黒　樹子 1ｍ65 鈴木　夢 1ｍ65 新名　彩乃 1ｍ59 松田　彩花 1ｍ50 堀内　愛維 1ｍ50 荻田　るな 1ｍ45

添上高 甲南大 添上高 智辯カレッジ高 添上高 生駒高

疋田　なつき 3ｍ00 日浦　遥 2ｍ90 龍　結愛 2ｍ40 峰本　千聖 1ｍ90 － － － －

奈良陸協 添上高 奈良大附属高 西の京高 － －

黒田　愛香 3ｍ30 疋田　なつき 3ｍ10 日浦　遥 2ｍ90 龍　結愛 2ｍ40 峰本　千聖 2ｍ00 － －

園田学園女子大 奈良陸協 添上高 奈良大附属高 西の京高 －

辻中　凜乃 5ｍ16(-1.3) 町田　つかさ 5ｍ15(+0.8) 松井　雅 4ｍ97(+1.2) 村岡　望羽 4ｍ92(+2.1) 吉田　彩花 4ｍ91(-1.4) 石黒　樹子 4ｍ84(+0.5)

天理大 天理大 天理大 添上高 奈良情報商業高 添上高

公認4ｍ8(+0.5)

中川　綾子 10ｍ80(+1.1) 中田　萌香 9ｍ80(+1.2) 浦手　彩加 9ｍ45(+1.5) 西本　愛菜 9ｍ44(+2.6) － － － －

奈良高 奈良北高 橿原高 橿原高 － －

公認9ｍ30(+1.5)

仲　優姫 12ｍ73 岩本　真波 12ｍ46 五十川　利心 12ｍ03 吉田　佳奈 9ｍ96 福本　菜摘 9ｍ93 永尾　友希 9ｍ66

添上高 添上高 智辯カレッジ高 一条高 郡山高 智辯カレッジ高

新井　悠衣 36ｍ06 山下　未夢 35ｍ50 上田　ひかり 32ｍ34 岩本　真波 31ｍ91 平塚　怜子 31ｍ75 山内　希美 30ｍ82

添上高 橿原高 智辯カレッジ高 添上高 橿原高 智辯カレッジ高

寺川　青空 46ｍ06 根津　未来 37ｍ04 亀井　菜凪 36ｍ01 脇山　未来 33ｍ98 － － － －

添上高 高取国際高 高取国際高 添上高 － －

須河　綾乃 44ｍ36 萬本　未有 37ｍ47 田中　あいお 36ｍ66 有村　夏穂 34ｍ47 新井　悠衣 33ｍ59 日浦　遥 32ｍ20

奈良陸協 榛生昇陽高 橿原高 橿原高 添上高 添上高

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 審判長 安井　亨
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第２回 強化・普及記録会 2018年04月14日(土)　天候：晴後曇
上位記録一覧表(中学男子) 大会コード 18290302 奈良市鴻ノ池陸上競技場 競技場コード 291010

氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

古賀　光 11.72(-1.4) 大坂　駿平 11.96(-1.4) 岸本　太陽 12.07(-1.4) 和田　藤咲 12.16(-1.4) 上田　慎 12.18(-1.4) 山川　直也 12.30(-0.4)

新庄 王寺 都祁 新庄 天理南 天理北

玉置　晴太郎 24.39(+1.5) 高井　翼 24.51(+1.5) 山川　直也 24.63(+1.5) 佐々木　祥吾 24.90(+2.3) 石川　楓介 24.95(+2.4) 大谷　祥一朗 25.39(+1.5)

三笠 王寺 天理北 三笠 王寺 下市

松本　蒼生 59.44 森本　心 1.04.55 － － － － － － － －

新庄 天理南 － － － －

國谷　和飛 2.07.52 浅井　良介 2.14.08 廣田　智樹 2.14.22 上平　遥大 2.16.27 中西　優希 2.18.65 嘉味本　謙信 2.19.05

香芝東 王寺 王寺 香芝西 三笠 鴻ノ池ＳＣ

津老　爽吾 4.39.17 川島　直也 4.42.56 蔀　晃太 4.45.84 西村　公佑 4.48.23 大浜　旨充 4.49.61 岩井　一真 4.50.00

王寺 王寺 香芝西 香芝東 香芝西 香芝東

倉橋　慶 9.29.49 山下　桂汰 9.59.94 有馬　瞬人 10.28.32 － － － － － －

香芝東 香芝西 香芝西 － － －

今中　一輝 15.67(-1.6) 油谷　陽輝 17.15(-1.6) 寺本　陽 17.86(-1.6) 福西　伸哉 17.87(-1.6) 海原　紬希 18.23(-1.6) 南　暁大 18.72(-1.6)

香芝西 大宇陀 河合第二 都祁 王寺 三郷

王寺Ａ 45.83 新庄Ａ 46.30 三笠 47.52 王寺Ｂ 48.08 智辯カレッジ 48.21 新庄Ｂ 50.89

渡邉 亀田 米谷 辰巳 川村 北川

大坂 古賀 佐々木 石川 中井 村田

海原 和田 玉置 寺川 長田 花内

高井 松本 平川 津老 千葉 鳴海

王寺Ａ 46.42 三笠 47.46 王寺Ｂ 18.82 － － － － － －

渡邉 米谷 辰巳 － － －

大坂 佐々木 石川 － － －

海原 玉置 寺川 － － －

高井 平川 津老 － － －

大坂　駿平 1ｍ80 森口　大誠 1ｍ63 永禮　湧基 1ｍ60 西村　亮佑 1ｍ40 － － － －

王寺 三郷 三郷 天理南 － －

大坂　駿平 1ｍ75 森口　大誠 1ｍ66 永禮　湧基 1ｍ60 － － － － － －

王寺 三郷 三郷 － － －

原口　篤志 3ｍ30 山本　夢影 3ｍ10 木村　蓮 2ｍ50 大石　融 2ｍ20 － － － －

伏見 郡山南 三郷 三郷 － －

原口　篤志 3ｍ30 山本　夢影 3ｍ10 大石　融 2ｍ40 木村　蓮 2ｍ30 － － － －

伏見 郡山南 三郷 三郷 － －

岸本　太陽 5ｍ89(+1.5) 脇本　誠也 5ｍ71(+3.4) 石井　貴大 5ｍ06(+1.2) 中村　一翔 5ｍ04(+2.4) 萬谷　雅久 4ｍ73(+1.8) 早世　歩夢 4ｍ22(+1.4)

都祁 天理南 河合第二 都祁 大宇陀 天理北

公認5ｍ01(+1.2)

杉江　遥大 9ｍ34 北森　彰真 8ｍ93 和田　航太朗 8ｍ53 渡邊　達也 8ｍ45 中村　駿輔 8ｍ12 岸本　飛伊斗 5ｍ71

三笠 都祁 王寺 三郷 三郷 大宇陀

大坂　駿平 10ｍ12 － － － － － － － － － －

王寺 － － － － －

谷田　陸人 24ｍ88 北　駿介 18ｍ64 岸本　飛伊斗 11ｍ02 － － － － － －

都祁 葛上 大宇陀 － － －

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 審判長 安井　亨
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第２回 強化・普及記録会 2018年04月14日(土)　天候：晴後曇
上位記録一覧表(中学女子) 大会コード 18290302 奈良市鴻ノ池陸上競技場 競技場コード 291010

氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

高橋　愛理 13.36(-2.0) 松本　桃佳 13.38(+0.3) 清水　麻衣 13.56(-2.0) 長尾　菜美 13.63(-2.0) 石田　心 13.75(+0.3) 西岡　美咲 13.79(-2.0)

天理北 富雄南 三笠 河合第二 三笠 大宇陀

長尾　菜美 27.43(+2.9) 高橋　愛理 27.70(+2.6) 西岡　美咲 27.79(+2.6) 木村　晴奈 28.28(+2.6) 松葉　優希 28.31(+2.6) 竹嶋　沙来 28.35(+2.9)

河合第二 天理北 大宇陀 河合第二 三笠 王寺

松本　奏 2.29.01 上村　紗也佳 2.31.20 森　美友 2.38.89 興倉　和花 2.39.65 中谷　萌乃未 2.39.75 松久保　里奈 2.41.87

下市 河合第二 天理北 王寺 智辯カレッジ 都祁

縄田　雅 5.00.37 南村　和奏 5.08.07 卯野　陽葉里 5.10.48 中野　美月 5.11.17 上村　紗也佳 5.12.94 前川　美空 5.14.37

香芝西 香芝東 香芝西 香芝東 河合第二 天理南

石田　心 16.31(-4.0) 津島　夢芽 17.47(-1.2) 松本　桃佳 17.52(-4.0) 西川　美咲 18.06(-1.2) 中西　華 18.29(-4.0) 天根　千晴 18.44(-1.2)

三笠 三笠 富雄南 河合第二 大宇陀 大宇陀

三笠Ａ 52.43 河合第二Ａ 53.38 大宇陀 53.72 三笠Ｂ 53.90 河合第二Ｂ 55.55 三郷 57.14

柳本 宮﨑 向本 津島 近藤 小池

清水 長尾 西岡 鈴木 西川 藤本

石田 木村 部谷 松葉 福永 田中

田中 田中 三田 武田 松井 足立

河合第二Ｂ 52.44 三笠Ａ 52.49 大宇陀 53.48 三笠Ｂ 54.11 三郷 57.60 － －

近藤 柳本 向本 津島 小池 －

西川 清水 西岡 鈴木 藤本 －

福永 石田 部谷 松葉 田中 －

松井 田中 三田 武田 足立 －

中西　華 1ｍ48 東本　萌香 1ｍ30 乾　珠双楽 1ｍ30 辻　良美 1ｍ30 畑中　萌衣 1ｍ20 天根　千晴 1ｍ20

大宇陀 三郷 三笠 郡山南 三笠 大宇陀

中西　華 1ｍ45 乾　珠双楽 1ｍ30 辻　良美 1ｍ30 畑中　萌衣 1ｍ20 － － 天根　千晴 1ｍ20

大宇陀 三笠 郡山南 三笠 － 大宇陀

東本　萌香 1ｍ20

三郷

岸本　みかさ 2ｍ40 － － － － － － － － － －

伏見 － － － － －

岸本　みかさ 2ｍ50 － － － － － － － － － －

伏見 － － － － －

乾谷　こころ 4ｍ81(+2.9) 池田　侑加 4ｍ72(+1.8) 清水　麻衣 4ｍ70(+0.6) 向本　実結 4ｍ70(+2.0) 下林　怜 4ｍ44(+2.4) 近藤　朱里 4ｍ19(+0.4)

都祁 富雄南 三笠 大宇陀 新庄 河合第二

公認4ｍ77(+1.9) 公認4ｍ29(+1.2)

今西　あかり 14ｍ80 三田　樹梨香 13ｍ63 西本　朱里 10ｍ35 今久保　美樹 9ｍ52 藤岡　綾耶 8ｍ98 柴田　千夏 8ｍ53

天理南 大宇陀 都祁 王寺 ナラスポＲＣ 王寺

太田　遥日 29ｍ41 岩本　千聖 27ｍ95 松原　夢姫 21ｍ24 井上　花菜 20ｍ77 今久保　美樹 20ｍ11 － －

大宇陀 郡山南 河合第二 王寺 王寺 －

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 審判長 安井　亨
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第２回 強化・普及記録会 2018年04月14日(土)　天候：晴後曇
上位記録一覧表(小学生男女) 大会コード 18290302 奈良市鴻ノ池陸上競技場 競技場コード 291010

氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

村山　和駿 13.94 福嶋　大陸 14.27 米田　侑生 14.84 塩入　洸 14.86 瀧岡　英多 14.90 吉田　健太郎 14.99

三碓陸上クラブ ミルキーウェイ ミルキーウェイ 天理Ｔ＆Ｆ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ

米田　有佑 5.20.77 原田　眸矢 5.28.44 山森　魁人 5.31.82 瀧岡　英多 5.31.83 吉田　健太郎 5.34.97 東條　颯介 5.41.60

三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ

三碓陸上クラブＡ 56.94 三碓陸上クラブＣ 1.00.95 三碓陸上クラブＢ 1.03.96 三碓陸上クラブＤ 1.04.92 ミルキーウェイ 1.12.02 － －

三國 吉田 大野 山森 木村 －

村山 原嶋 吉田 大門 髙橋 －

瀧岡 天雲 川口 中川 阿波秀 －

酒井 東條 宇治本 高井 阿波結 －

村山　和駿 4ｍ35 大野　元暉 3ｍ65 川口　由一郎 3ｍ63 吉田　悠玖 3ｍ60 米田　有佑 3ｍ59 三國　純輝 3ｍ44

三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ

市川　はるな 14.73 日夏　愛恵 15.03 藤川　奈々 15.15 山本　りな 15.42 早見　瑠唯 15.48 村田　望 15.51

ミルキーウェイ 三碓陸上クラブ ミルキーウェイ ミルキーウェイ 天理Ｔ＆Ｆ ミルキーウェイ

花坂　陽葵 4.59.85 今西　紗楽 5.43.06 角田　麗衣 5.45.74 日夏　愛恵 5.46.37 久保田　優希 5.51.99 仁賀　あかり 5.57.22

下市陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ

ミルキーウェイＡ 57.70 三碓陸上クラブＡ 59.83 ミルキーウェイＢ 1.01.81 三碓陸上クラブＢ 1.06.08 ミルキーウェイＣ 1.08.99 － －

木村 井上 津波 櫻井 村田 －

市川 今西 松田 竹下 市川 －

山本 久保田 加賀見 角田 米田 －

村田 日夏 米田 林 髙橋 －

今西　紗楽 3ｍ47 竹下　まどか 3ｍ41 久保田　優希 3ｍ23 林　舞桜 3ｍ11 福田　青生 2ｍ91 大門　文音 2ｍ65

三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ ＫＡＷＡＳＰＯ 三碓陸上クラブ

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 審判長 安井　亨
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