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平成30年度 奈良県陸上競技選手権大会 兼 第73回 福井国体選手選考会 2018年05月04日(祝金)：晴・05月05日(祝土)：晴
決勝記録一覧表(男子) 大会コード 18290001 奈良市鴻ノ池陸上競技場(ならでんフィールド) 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 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

浦川　和希 10.58 増原　麟 10.66 米田　拓海(1) 10.84 島村　侑暉(2) 10.87 古池　勁太 10.91 喜多　政天(2) 10.97 井筒　錬(2) 10.99 福本　昴 11.20

奈良陸協 大阪:スターヒルズ 大阪教育大 天理大 愛知:ＰＯＷＡＲ ＭＡＸ 神戸大 大阪:大阪国際大 奈良陸協

石倉　大暉(4) 21.78 川西　梨恩(1) 22.28 森村　大樹(1) 22.32 天野　勝文(2) 22.38 濱田　敬文(4) 22.49 前田　盛翔 22.52 小林　雅志(3) 22.64 － －

大阪体育大 奈良育英高 びわスポ大 大阪体育大 奈良高専 滋賀:滋賀陸協 西の京高 －

梅谷　穗志亜(1) 48.58 河合　亜季(3) 48.67 前田　盛翔 49.50 寺前　凌(3) 49.98 真嶋　翔(4) 50.00 岩崎　立来(3) 53.89 － － － －

東海大 京都産業大 滋賀:滋賀陸協 大阪:大阪大 大阪:大阪体育大 奈良情報商業高 － －

牟田　直航(4) 1:54.74 四方　悠瑚(2) 1:54.79 長野　哲也(3) 1:55.97 内藤　隆秀 1:56.29 清水　康生(2) 1:58.26 岡村　樹(4) 1:59.50 西尾　俊哉(3) 2:04.08 － －

佐賀:立命館大 兵庫:立命館大 智辯カレッジ高 大阪:スターヒルズ 京都:立命館大 奈良学園大 橿原高 －

原　陽宏(2) 4:01.69 大森　駿斗　(1) 4:01.85 舩津　一帆(3) 4:02.66 中原　優人(1) 4:03.54 岩本　直樹(2) 4:06.00 粟井　駿平(1) 4:06.19 中西　将貴(2) 4:06.41 篠原　直生(2) 4:06.48

大阪:びわ学大 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 大阪:びわ学大 奈良育英高 奈良学園大 奈良高

今西　洸斗(3) 14:58.42 湯川　達矢(2) 15:04.02 尼崎　達也 15:07.20 佐藤　樹(2) 15:15.24 池中　貴史(3) 15:38.36 奥田　一星(3) 15:42.89 中村　太一 15:48.02 乗松　完冴(1) 15:48.80

大阪:びわ学大 和歌山:びわ学大 奈良陸協 奈良学園大 大阪教育大 奈良育英高 大阪:大阪長居ＡＣ 大阪経済大

三浦　悠斗(3) 31:37.34 堺　和也(3) 32:08.90 余村　直彦 33:26.64 鎌田　正行 33:48.47 － － － － － － － －

兵庫:びわ学大 大阪:びわ学大 大阪:大阪走友会 大阪:大阪長居ＡＣ － － － －

岡本　真太朗(3) 14.63 政岡　薫(3) 14.65 田中　尊之(1) 14.83 南　功朔(3) 14.87 大西　翔太(4) 15.12 永野間　陸(3) 15.28 小島　安滋(2) 15.31 宮奥　達也(3) 22.03

中京大 愛知:中京大 大阪:大阪体育大 天理大 大阪教育大 大阪:大阪府立大 愛知:愛知学院大 天理大

中西　佑輔 52.76 平田　尚之(4) 52.96 久保　理英 53.18 氷上　俊平(4) 53.83 明本　真弥(4) 55.59 後藤　夏輝(3) 56.09 － － － －

三重:ＵＬＴＩＭＡＴＥ 大阪:大阪体育大 京都:Ｇｌｏｒｉａ-ＡＣ 大阪:関西学院大 大阪:大阪体育大 愛知:愛知学院大 － －

原　陽宏(2) 9:26.41 坂本　洸朔(3) 9:39.69 藤田　竣也(M1) 9:54.51 谷川　啓斗(3) 9:56.54 西中　新(2) 9:57.33 貴船　爽平(3) 10:05.68 土坂　舜(3) 10:07.53 本田　晋一朗(3) 10:09.53

大阪:びわ学大 大阪教育大 兵庫:神戸大 奈良高 智辯カレッジ高 平城高 智辯カレッジ高 奈良学園高

田中　達也 21:36.44 古川　誠也(3) 21:45.22 孫田　礼人 21:46.35 鈴木　大(3) 21:51.73 当麻　尊裕(2) 23:50.75 森本　雅人(3) 24:32.56 林　祐太(2) 24:36.43 小林 剛之 24:57.28

奈良陸協 GR 京都:大阪大 GR 徳島:小松島市陸協 GR 智辯カレッジ高 GR 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 東大寺学園高 大阪:満天クラブ

大阪:大阪国際大 40.99 奈良育英高Ａ 42.22 同志社大 42.92 東大寺学園高 43.09 高田高 43.21 五條高 43.31 奈良育英高Ｂ 43.78 － －

岩崎　義起(1) GR 亀井　遼平(2) 中川　友太(3) 西籔　優一(3) 上中　健弥(3) 鎌倉　孝太郎(3) 中矢　智也(1) －

石田　那月(3) 尾上　泰暉(3) 後岡　直樹(2) 高橋　颯太(2) 宮本　悠希(3) 森下　詢也(3) 和田　凜(2) －

北川　慎一郎(3) 角田　龍(3) 松村　拓哉(M1) 川上　晃右(2) 浦　陸登(3) 保澤　信(2) 下西　康生(1) －

中村　大地　(4) 川西　梨恩(1) 松本　彗佑(1) 梶　慎介(2) 福嶋　翔也(3) 音村　篤海　(3) 森田　健太郎(2) －

添上高 3:21.84 大阪大 3:23.20 帝塚山高 3:24.28 奈良高 3:24.44 東大寺学園高 3:26.24 法隆寺国際高 3:28.17 橿原高 3:29.30 平城高 3:29.41

杉田　拓海(3) 杉田　幸輝(3) 松岡　優介(3) 西岡田　航大(2) 高橋　颯太(2) 中西　功(3) 水本　好祐(3) 岡本　拓也(3)

阪口　颯良(2) 井筒　功貴(M1) 吉村　隼輝(3) 白井　利樹(3) 西籔　優一(3) 山田　康雅(2) 西尾　俊哉(3) 清水　浩介(2)

上田　樹(3) 片山　虎之助(3) 前田　航図(3) 東川　直央(3) 西川　祥多(2) 松浦　裕樹(3) 中西　輝琉(2) 今井　創太郎(3)

梅田　朔也(3) 岩松　尚杜(4) 菅田　大輝(3) 森脇　拓未(3) 齋藤　岳(2) 松岡　仁(3) 松永　翔吾(3) 池田　昌史(2)

竹村　慎之介 2ｍ05 梅田　朔也(3) 1ｍ93 － － － － － － 大神　正己(3) 1ｍ93 境内　航 1ｍ93 辻本　泰河(3) 1ｍ90

奈良陸協 添上高 － － － 大阪国際大 奈良陸協 添上高

泉井　佑介 1ｍ93

奈良陸協

千賀　拓 1ｍ93

奈良陸協

伊藤　禎康 1ｍ93

奈良陸協

中村　命 4ｍ80 徳永　優樹(3) 4ｍ70 高橋　遼 4ｍ50 村山　尊輪(3) 4ｍ40 萬関　聡 4ｍ30 福原　健斗(2) 4ｍ10 岡本　直樹 4ｍ10 － －

大阪:チームマル籠 添上高 大阪:桃陰クラブ 一条高 大阪:チームマル籠 一条高 Yellow Poles －

松浦　裕樹(3) 4ｍ10

法隆寺国際高

吉川　隆太(3) 6ｍ97(+1.3) 村上　霞茉(1) 6ｍ96(+3.1) 冨浦　直人(4) 6ｍ87(+0.5) 品田　直宏 6ｍ81(+0.4) 八木　一晃(4) 6ｍ77(+0.8) 尾上　泰暉(3) 6ｍ76(-0.4) 野本　祐成(3) 6ｍ74(+2.2) 藤田　康平(2) 6ｍ68(+1.6)

奈良大附属高 北海道:岐阜経済大 *F3 関西学院大 岐阜:岐阜経大ＡＣ 龍谷大 奈良育英高 愛媛:岐阜経済大 *F3 大阪産業大

公認6ｍ93(-0.2) 公認6ｍ69(-0.1)

香嶋　隼斗(2) 15ｍ44(-1.3) 井上　洸(3) 15ｍ10(-0.2) 山下　太貴(4) 14ｍ92(+0.5) 北浦　拓(3) 14ｍ87(+1.0) 山本　樹(3) 14ｍ33(+1.4) 辻本　嘉和(4) 14ｍ30(-1.9) 寺本　樹(3) 14ｍ28(+2.0) 梶　慎介(2) 14ｍ09(+1.8)

兵庫:福岡大 大阪産業大 京都:大阪国際大 東大寺学園高 大阪:天理大 大阪:関西大 奈良高 東大寺学園高

山田　壮太郎 15ｍ16 下浦　大輝(1) 13ｍ89 山崎　優太(4) 13ｍ62 小掠　太貴(3) 13ｍ37 木下　隼一 12ｍ82 岡西　巧(1) 12ｍ15 井澤　克弥(2) 11ｍ98 中嶋 義貴(4) 10ｍ97

東京:東京陸協 大阪体育大 愛知:至学館大 びわスポ大 奈良陸協 龍谷大 天理大 大阪市立大

岡部　元紀(3) 13ｍ70 西嶋　将也(3) 12ｍ59 松下　昂由(2) 12ｍ59 芦田　充(3) 12ｍ51 重吉　振一郎(2) 11ｍ72 飼原　朗允(2) 11ｍ29 松本　拓真(3) 11ｍ21 東　優成(2) 10ｍ68

一条高 添上高 *F8 東大寺学園高 *F8 東大寺学園高 西大和学園高 東大寺学園高 奈良高 天理高

花田　優平 48ｍ33 岩野　祐希(4) 43ｍ75 吉本　寛希 42ｍ53 増田　直樹(1) 42ｍ04 清水　大宝(3) 39ｍ03 竹村　勇二(3) 38ｍ26 吉本　功 33ｍ03 中嶋 義貴(4) 32ｍ03

重心道ＡＣ 愛知:至学館大 鴻ノ池ＳＣ 関西大 びわスポ大 龍谷大 鴻ノ池ＳＣ 大阪市立大

平塚　健太郎(3) 45ｍ90 西嶋　将也(3) 44ｍ43 芦田　充(3) 42ｍ23 森脇　幸一郎(2) 39ｍ34 土山　宙将(3) 35ｍ89 森本　勝也(2) 35ｍ21 杉田　敬一(3) 34ｍ27 小掠　太智(1) 33ｍ71

郡山高 添上高 東大寺学園高 郡山高 東大寺学園高 奈良情報商業高 橿原高 添上高

佐々木　海聖(3) 57ｍ88 清水　樹(4) 57ｍ02 篠田　大貴(M2) 56ｍ89 桂田　瑞貴(2) 56ｍ64 堺　駿祐(2) 56ｍ57 山田　航(2) 53ｍ37 田中　亮伍(2) 52ｍ70 吉岡　大樹(2) 52ｍ19

岐阜:岐阜経済大 天理大 岐阜:岐阜経済大 秋田:岐阜経済大 天理大 岐阜:岐阜経済大 島根:岐阜経済大 びわスポ大

新崎　匠真(3) 54ｍ12 中西　耕大(3) 50ｍ18 大西　龍武(2) 46ｍ24 片山　柊樹(3) 46ｍ06 清水　右揮(3) 41ｍ23 大田　佑和(2) 35ｍ42 井上　優亮(2) 33ｍ88 土山　宙将(3) 33ｍ22

高取国際高 高取国際高 大和広陵高 西の京高 大和広陵高 添上高 高取国際高 東大寺学園高

八木　一憲 70ｍ53 西川　涼平 68ｍ77 森　湧規 60ｍ43 宮川　大夢(1) 60ｍ01 福井　聖也(3) 57ｍ38 石田　康登 56ｍ53 鍋島　尚輝(2) 56ｍ24 川村　亮太(1) 54ｍ61

愛知:みかん山 鴻ノ池ＳＣ 奈良陸協 京都産業大 天理大 奈良陸協 岐阜:岐阜経済大 天理大

檀野　俊 6499点 松村　拓哉(M1) 5680点 松井　そら(3) 5627点 山田　真一 5171点 藤岡　英一(2) 4235点 大所　眞吾(4) 3460点 － － － －

京都:京都大学職員TC 同志社大 京都:京都大 大阪:紫郊クラブ 大阪:大阪教育大 大阪:大阪教育大 － －

11.50(+2.6)-6m23(-1.6)-12m20-1m70-54.45 11.38(+2.6)-5m82(+0.1)-10m08-1m61-52.88 11.60(+2.6)-6m23(-2.3)-10m03-1m64-53.52 11.87(+2.6)-6m03(+1.0)-9m57-1m61-55.77 11.98(+2.6)-5m60(-2.2)-8m19-NM-55.43 11.72(+2.6)-5m55(+1.1)-9m21-1m58-55.67

16.54(-1.4)-40m99-4m00-57m88-4:45.84 16.26(-1.4)-28m72-3m40-48m21-5:03.00 16.25(-1.4)-28m48-3m00-48m21-5:00.61 17.81(-1.4)-27m58-3m60-40m36-5:13.49 19.54(-1.4)-22m32-2m90-42m13-4:51.48 19.45(-1.4)-19m24-2m00-8m07-DNF

凡例  GR:大会記録 *F3:３回目が公認最高 *F8:2番目の記録による順位

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 総　　務 中窪　章二 　ﾄﾗｯｸ審判長 安達　昌広 　跳躍審判長 米村　雅幸 　混成審判長 上田　忠和

主　管 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 　ｽﾀｰﾄ審判長 平田　淳一 投てき審判長 吉川　元祥 招集所審判長 富岡　嘉成
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平成30年度 奈良県陸上競技選手権大会 兼 第73回 福井国体選手選考会 2018年05月04日(祝金)：晴・05月05日(祝土)：晴
決勝記録一覧表(女子) 大会コード 18290001 奈良市鴻ノ池陸上競技場(ならでんフィールド) 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 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

高山　綺音(1) 12.02 木村　瑞穂(4) 12.08 三浦　愛華(2) 12.15 鈴木　塔子(2) 12.19 岩永　梨沙(3) 12.21 澤谷　柚花(1) 12.25 玉井　理子(2) 12.34 花光　葵(3) 12.37

大阪:甲南大 大阪:甲南大 添上高 三重:甲南大 沖縄:大阪成蹊大 岡山:甲南大 帝塚山高 法隆寺国際高

柳谷　朋美(2) 24.68 玉井　理子(2) 25.39 大西　愛永(3) 25.66 西田　美菜(2) 25.68 掛川　栞(2) 25.71 三浦　愛華(2) 26.26 吉岡　里紗(2) 26.49

石川:大阪成蹊大 帝塚山高 大阪:東大阪大敬愛高 大阪:立命館大 愛知:愛知学院大 添上高 大阪:大阪成蹊女子高

佐藤　朋子(4) 56.78 逢坂　友利子(3) 57.85 西田　美菜(2) 58.71 小出　若菜(3) 58.91 風呂谷　茉優(3) 59.21 渡辺　美黎亜(3) 1:00.00 中森　導(3) 1:02.08 有廣　璃々香(2) 1:04.40

岐阜:岐阜経済大 大阪:東大阪大 大阪:立命館大 大阪:東大阪大敬愛高 添上高 大阪:東大阪大敬愛高 香芝高 大阪:東大阪大敬愛高

有廣　璃々香(2) 2:15.95 小出　彩音(3) 2:16.34 窪　美咲(2) 2:17.17 中西　さくら(2) 2:20.67 神薗　芽衣子(1) 2:22.07 片岡　千遥(3) 2:22.12 逸見　亜優(3) 2:29.57

大阪:東大阪大敬愛高 大阪:東大阪大敬愛高 大阪:東大阪大敬愛高 智辯カレッジ高 大阪:東大阪大 田原本北中 大阪:東大阪大敬愛高

菅原　彩乃(2) 4:36.63 有廣　璃々香(2) 4:41.80 中西　さくら(2) 4:42.27 池島　和子(2) 4:48.78 小出　佳奈(1) 4:49.78 上畑　真由(2) 4:51.33 衣笠　愛未(2) 4:52.47 加藤　妃奈乃(3) 4:52.48

滋賀:びわ学大 大阪:東大阪大敬愛高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 和歌山:ＵＡＣ 平城高 郡山高

上畑　真由(2) 17:19.53 平田　由佳(3) 17:59.54 加藤　妃奈乃(3) 18:05.69 澤山　佳世(3) 18:15.07 藤山　あや香 18:23.43 藤本　華奈(4) 18:42.53 木村　美王 19:00.32 田垣内　渓(3) 19:28.93

和歌山:ＵＡＣ 大阪:びわ学大 郡山高 大阪芸術大 大阪:大阪長居ＡＣ 奈良県立医大 大阪:大阪長居ＡＣ 添上高

坂口　理沙子(M1) 14.48 萬谷　呂稀(3) 14.64 中村　麗奈(2) 14.75 藤森　栞菜(2) 15.03 山中　亜那 15.16 福山　紗彩(3) 15.44

同志社大 大阪:東大阪大敬愛高 大阪:大阪成蹊大 北海道:大阪成蹊大 ｕｎｉｖ.ＡＣ 添上高

徳永　弥栄(3) 59.86 宮出　彩花(3) 1:00.27 辻井　美緒(3) 1:01.48 逢坂　友利子(3) 1:02.07 柴山　亜沙美(2) 1:03.97 萬谷　呂稀(3) 1:05.76 渡辺　美黎亜(3) 1:06.00

大阪:東大阪大敬愛高 GR 大阪:東大阪大敬愛高 GR 平城高 大阪:東大阪大 愛知:大阪成蹊大 大阪:東大阪大敬愛高 大阪:東大阪大敬愛高

堀尾　咲月(1) 11:15.56 大井　千鶴 11:24.02

京都産業大 ＮＡＲＡ-Ｘ

南　笑里(3) 25:54.92 福田　菜月 25:57.00 林　杏奈(2) 27:59.65

奈良育英高 神戸大 智辯カレッジ高

大阪:東大阪大 47.83 添上高 48.34 奈良育英高Ａ 48.73 大阪:東大阪大敬愛高Ａ 49.00 帝塚山高 49.83 奈良育英高Ｂ 49.85 法隆寺国際高 50.08

川西　もも(1) 福山　紗彩(3) 植田　麻香(2) 萬谷　呂稀(3) 泉川　文乃(2) 磯田　素楽(3) 山口　愛生(3)

岡野　紗希(3) 三浦　愛華(2) 村田　理緒奈(3) 畑田　星来(3) 玉井　理子(2) 樋口　海奈(2) 花光　葵(3)

逢坂　友利子(3) 中西　愛果(2) 南　鈴菜(2) 小出　若菜(3) 阿部　愛美(2) 大西　香凜(1) 大浦　朋華(2)

川田　朱夏(1) 田中　佑茉(2) 森村　愛未(3) 舩曵　瑠花(2) 小原　夢美(1) 北島　佑華(2) 辰己　加奈子(3)

大阪:東大阪大敬愛高Ａ 3:46.85 大阪:東大阪大 3:50.87 大阪:東大阪大敬愛高Ｂ 3:54.99 平城高 3:56.35 添上高 3:58.97 大阪:東大阪大敬愛高Ｃ 4:03.93 帝塚山高 4:20.57 高田商業高 4:21.47

徳永　弥栄(3) 岡野　紗希(3) 田和　りな(2) 河原崎　史織(3) 三宅　歩優夏(2) 野口　陽香里(1) 泉川　文乃(2) 嶋越　月菜(2)

宮出　彩花(3) 神薗　芽衣子(1) 渡辺　美黎亜(3) 辻井　美緒(3) 田中　佑茉(2) 水口　杏(1) 丸山　蒼空(1) 寺川　あみ(2)

小出　彩音(3) 逢坂　友利子(3) 小出　若菜(3) 佐藤　香奈(3) 中西　愛果(2) 水口　萌(1) 吉森　たから(2) 吉川　真由(2)

大西　愛永(3) 川田　朱夏(1) 有廣　璃々香(2) 辻井　菜緒(3) 風呂谷　茉優(3) 永田　はなの(1) 阿部　愛美(2) 杉本　彩恵(3)

鈴木　夢(2) 1ｍ66 石黒　樹子(2) 1ｍ66 辻　愛 1ｍ60 辻内　杏奈(1) 1ｍ60 波田野　瑠花(2) 1ｍ55 新名　彩乃(3) 1ｍ55 村岡　望羽(1) 1ｍ55 吉原　陽菜(3) 1ｍ50

甲南大 添上高 スクアドラ 奈良高 福島:大阪成蹊大 添上高 添上高 田原本北中

塩崎　泉 3ｍ40 日浦　遥(3) 3ｍ30 野志　侑希(2) 3ｍ20 龍　陽愛(2) 3ｍ00 吉本　ひばり(3) 2ｍ90 大倉　由佳(2) 2ｍ90

愛知:至学館高 添上高 武庫川女子大 日本女子体育大 大阪:東大阪大敬愛高 田原本中

黒田　愛香(1) 3ｍ20 疋田　なつき 3ｍ00

園田女子大 奈良陸協

藤野　茜(4) 5ｍ71(-0.2) 野口　理帆(1) 5ｍ69(+1.8) 水野　舞音(3) 5ｍ68(+1.3) 椹木　亜美(2) 5ｍ58(+2.5) 平林　茉里子(2) 5ｍ52(+0.4) 平子　侑(2) 5ｍ32(+1.4) 西川　日茉梨(3) 5ｍ28(+2.8) 松井　雅(2) 5ｍ21(+1.9)

兵庫:東京学芸大 岡山:大阪成蹊大 静岡:岐阜経済大 京都:大阪成蹊大 *F2 愛媛:大阪成蹊大 静岡:岐阜経済大 橿原中 *F6 天理大

公認5ｍ55(-0.5) 公認5ｍ11(-0.5)

上梨　ライム(3) 12ｍ26(+2.2) 河瀬　真央(4) 11ｍ90(-0.1) 松岡　優果(2) 11ｍ76(+3.7) 清水　ちはる(4) 11ｍ64(+1.9) 川野　怜奈(2) 11ｍ12(+0.2) 内田　奈緒子(3) 11ｍ10(+0.9) 中川　綾子(3) 10ｍ90(-0.2) 磯田　素楽(3) 10ｍ86(+1.1)

岐阜:大阪成蹊大 *F0 岐阜:大阪成蹊大 大阪:大阪成蹊大 *F6 埼玉:大阪成蹊大 岐阜経済大 一条高 奈良高 奈良育英高

公認記録なし 公認11ｍ63(-1.5)

秋田　茜(2) 13ｍ12 上谷　詩織(1) 12ｍ77 仲　優姫(3) 12ｍ26 五十川　利心(2) 11ｍ87 岩本　真波(2) 11ｍ87 茨本　菜々子(2) 11ｍ22 吉田　佳奈(2) 10ｍ70 山本　涼音(1) 9ｍ77

九州共立大 大阪:東大阪大 添上高 智辯カレッジ高 *F8 添上高 *F8 添上高 一条高 大阪:東大阪大敬愛高

山本　実果 43ｍ73 石川　京奈(3) 41ｍ90 辻村　柚月(2) 37ｍ41 上谷　詩織(1) 36ｍ16 横山　優花(4) 35ｍ94 山下　未夢(2) 35ｍ85 田中　友貴(1) 35ｍ11 新井　悠衣(2) 35ｍ09

兵庫:コンドーテック 天理大 西の京高 大阪:東大阪大 京都大 橿原高 東大阪大 添上高

白木　七星(1) 47ｍ83 寺川　青空(3) 47ｍ05 河野　結恵(3) 47ｍ03 奥村　梨里佳(2) 45ｍ50 水野　杏香(4) 44ｍ64 玉田　唯(2) 44ｍ63 今野　絵梨香(1) 43ｍ86 田中　若奈(2) 39ｍ99

岐阜:岐阜経済大 添上高 天理大 添上高 愛知:至学館大 京都:岐阜経済大 岐阜:岐阜経済大 びわスポ大

山内　愛(1) 53ｍ14 須河　綾乃 49ｍ87 田中　来夢(4) 48ｍ87 小山　あかね(4) 47ｍ71 田中　友貴(1) 40ｍ39 中村　怜(1) 39ｍ97 田上　優美(3) 36ｍ12 田中　あいお(3) 35ｍ72

大阪:長谷川体育施設 奈良陸協 岡山:大阪成蹊大 大阪成蹊大 東大阪大 大阪:東大阪大敬愛高 大阪:大阪桐蔭高 橿原高

川西　もも(1) 4404点 萬　杏菜(4) 4192点 安達　杏香(1) 4141点 勝埜　未瀬(3) 4115点 大村　美空(2) 3930点 永並　真歩(4) 3799点 籏瀬　亜衣(1) 3376点 堀内　愛維(3) 3250点

大阪:東大阪大 滋賀:園田女子大 兵庫:武庫川女子大 京都:武庫川女子大 兵庫:園田女子大 大阪:大阪教育大 大阪:東大阪大 添上高

16.10(-0.2)-1m49-8m63-26.52(+2.1) 15.23(+0.4)-1m46-9m02-27.73(+2.1) 15.54(+0.4)-1m43-9m41-27.40(+2.2) 16.19(-0.2)-1m40-10m19-27.19(+2.2) 15.52(-0.2)-1m40-9m08-27.88(+2.2) 17.28(+0.4)-1m40-8m44-27.39(+2.2) 16.57(+0.4)-1m40-8m36-30.11(+2.1) 19.28(+0.4)-1m46-7m03-28.50(+2.1)

4m87(+1.6)-35m55-2:22.20 4m92(-1.3)-36m28-2:41.74 4m67(+2.2)-29m82-2:28.65 4m78(-3.1)-29m42-2:28.83 4m31(+2.5)-29m13-2:29.90 4m71(-0.8)-25m73-2:26.58 4m19(+2.0)-31m71-2:50.39 4m51(+1.7)-26m30-2:42.84

凡例  GR:大会記録 *F0:公認記録なし *F2:２回目が公認最高 *F6:６回目が公認最高

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 総　　務 中窪　章二 　ﾄﾗｯｸ審判長 安達　昌広 　跳躍審判長 米村　雅幸 　混成審判長 上田　忠和

主　管 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 　ｽﾀｰﾄ審判長 平田　淳一 投てき審判長 吉川　元祥 招集所審判長 富岡　嘉成

７位 ８位１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位
日付 種　　目
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平成30年度 奈良県陸上競技選手権大会 兼 第73回 福井国体選手選考会 2018年05月04日(祝金)：晴・05月05日(祝土)：晴
決勝記録一覧表(小学生) 大会コード 18290001 奈良市鴻ノ池陸上競技場(ならでんフィールド) 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 氏名 / 所属 記録 氏名 / 所属 記録

服部　蓮太郎 11.78 村山　和駿 13.38 松本　悠佑 13.53 砂山　天 13.56 原　駿翔 14.00 木村　公響 14.12 瀧岡　英多 14.33 石橋　飛佑 14.34

桜井ＡＣ ＮＰ 三碓陸上クラブ 鴻ノ池ＳＣ 耳成南陸上クラブ 鴻ノ池ＳＣ 河合第二クラブ 三碓陸上クラブ 鴻ノ池ＳＣ

鴻ノ池ＳＣ 55.24 三碓陸上クラブ 55.42 三宅陸上クラブ 55.97 耳成南陸上クラブ 56.12 フィールドキッズ 58.98 河合第二クラブ 59.53

岡田　飛雄馬 吉田　健太郎 古賀　智寛 片岡　奏心 濱田　雄大 松本　璃久

津曲　翔太 村山　和駿 中村　健心 砂山　天 岡西　璃輝 木村　公響

松本　悠佑 瀧岡　英多 宇佐美　武志 今井　智也 濱田　大雅 高橋　宏輔

原　駿翔 酒井　龍斗 藤田　大登 濱谷　智翔 田中　涼太 山口　廉

平賀　こはる 14.24 吉田　小晏 14.34 太田垣　菜々 14.48 近藤　妃菜 14.53 梅本　悠菜 14.55 田仲　寧々 14.70 藤川　奈々 14.78 早見　瑠唯 14.84

鴻ノ池ＳＣ 三宅陸上クラブ 三碓陸上クラブ 耳成南陸上クラブ 新沢ＡＣ ＰＥＥＫ ミルキーウェイ 天理TRACK&FIELD

三碓陸上クラブ 56.95 ミルキーウェイ 57.01 鴻ノ池ＳＣ 57.60 耳成南陸上クラブ 58.87 フィールドキッズ 59.09 河合第二クラブ 59.10 三宅陸上クラブ 59.62 新沢ＡＣ 59.71

久保田　優希 木村　真子 岡本　彩楽 中坪　なごみ　 西川　帆留 竹内　朝華 瀬田　百華 藤本　杏奈

太田垣　菜々 市川　遥南 山本　愛結 近藤　妃菜 中西　葵 小島　花 吉田　小晏 梅本　悠菜

今西　紗楽 山本　莉菜 菅家　愛理 森田　澪　 綿井　友紀 松山　愛莉 石古　藍 湊谷　香純

日夏　愛恵 村田　望 平賀　こはる 田代　望央 松倉　綾音 山崎　日陽　 杉本　莉乃 山田　桃香

凡例  ＮＰ:奈良県小学生記録

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 総　　務 中窪　章二 　ﾄﾗｯｸ審判長 安達　昌広 　跳躍審判長 米村　雅幸 　混成審判長 上田　忠和

主　管 一般財団法人 奈良陸上競技協会 記録主任 堺　隆司 　ｽﾀｰﾄ審判長 平田　淳一 投てき審判長 吉川　元祥 招集所審判長 富岡　嘉成
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5/4 4×100ｍＲ
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女子

5/4
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5/4
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８位
日付 種　　目
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