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2019年度 奈良県陸上競技選手権大会 兼 第74回 茨城国体選手選考会 2019年05月04日(祝土)：晴・05月05日(祝日)：晴
決勝記録一覧表(男子) 大会コード 19290001 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

石田　那月 10.46 的場　奏太 10.55 浦川　和希 10.57 島村　侑暉 10.61 森脇　蓮 10.66 福本　昴 10.72 木下　博貴 11.05 － －

大阪国際大･大阪 近畿大･三重 奈良陸協･奈良 天理大･奈良 天理大･奈良 奈良陸協･奈良 中京大･愛知 －

北川　慎一郎 21.45 南方　斗喜 21.51 佐藤　智博 21.52 前田　篤志 21.74 青木　滋音 22.00 岩永　知樹 22.32 － － － －

大阪国際大･大阪 岐阜協立大･和歌山 中京大･愛知 龍谷大･大阪 同志社大･愛知 岐阜協立大･岐阜 － －

河合　亜季 48.74 奥田　将基 49.98 － － － － － － － － － － － －

京都産業大･奈良 京都大職員TC･京都 － － － － － －

四方　悠瑚  1:53.48 荒堀　太一郎  1:54.19 篠原　直生  1:54.33 内藤　隆秀  1:56.74 森本　雄太  1:57.04 渡辺　諒  1:58.07 清水　康生  1:59.32 － －

立命館大･兵庫 智辯カレッジ高･奈良 奈良高･奈良 スターヒルズ･大阪 大阪長居ＡＣ･大阪 同志社大･岐阜 立命館大･京都 －

大森　駿斗  3:55.14 井上　亮真  3:58.14 今西　洸斗  3:58.83 上江洲　陸  3:59.59 原　陽宏  4:02.49 西中　新  4:04.94 山下　結  4:05.60 清水　浩介  4:06.29

智辯カレッジ高･奈良 びわこ学院大･兵庫 びわこ学院大･大阪 智辯カレッジ高･奈良 びわこ学院大･大阪 智辯カレッジ高･奈良 智辯カレッジ高･奈良 平城高･奈良

原　陽宏 15:08.81 岩本　直樹 15:24.95 粟井　駿平 15:26.62 堺　和也 15:37.19 谷河　幸祐 15:42.14 尼崎　達也 15:43.48 東野　祥士 15:45.82 丹井　遥人 15:46.48

びわこ学院大･大阪 びわこ学院大･大阪 奈良育英高･奈良 びわこ学院大･大阪 奈良高･奈良 奈良陸協･奈良 平城高･奈良 橿原高･奈良

木村　友哉 32:31.27 小西　晃矢 32:38.41 中村　太一 32:42.01 余村　直彦 33:51.16 浦川　格 34:02.00 鈴木　拓海 34:16.95 廣田　侑幹 34:42.35 大原　央己 35:03.30

鴻ノ池ＳＣ･奈良 びわこ学院大･滋賀 大阪長居ＡＣ･大阪 大阪走友会･大阪 びわこ学院大･奈良 びわこ学院大･京都 大阪長居ＡＣ･大阪 大和広陵高･奈良

二ノ宮　祐平 14.41 糸多　悠平 14.53 田中　尊之 14.64 内賀嶋　陽史 14.65 南　功朔 14.66 吉川　諒 14.76 － － － －

京都産業大･京都 ＲＯＢＬＥ･岐阜 大阪体育大･大阪 関西電力･大阪 天理大･奈良 奈良育英高･奈良 － －

西　康裕 51.35 中山　雄大 52.31 中西　光 52.34 中川　聖矢 53.40 長谷川　傑 54.45 西籔　優一 56.63 － － － －

びわスポ大･和歌山 富山陸協･富山 同志社大･大阪 大阪体育大･三重 中京大･岐阜 東大寺学園高･奈良 － －

浅田　翔  9:38.44 石田　淳人  9:39.91 稲数　浩也  9:41.25 柴田　裕平  9:41.28 岡本　和晃  9:50.06 小森　優祐  9:51.48 上農　大生  9:54.33 白髭　洋介 10:07.51

大阪経済大･奈良 奈良育英高･奈良 大阪教育大･兵庫 京都大･兵庫 蒼穹クラブ･京都 近畿大･大阪 平城高･奈良 天理高･奈良

鈴木　大 21:11.86 中尾　心哉 24:08.73 片岡　俊 26:26.58 藤井　修平 26:42.51 辻本　始 27:49.78 鎗居　憲正 29:18.66 小田切　悠采 30:15.78 － －

龍谷大･奈良 NGR 智辯カレッジ高･奈良 奈良陸協･奈良 榛生昇陽高･奈良 奈良陸協･奈良 東大寺学園高･奈良 東大寺学園高･奈良 －

大阪国際大･大阪 40.83 奈良育英高Ａ 41.83 添上高 42.72 高田高 42.76 奈良育英高Ｂ 42.79 東大寺学園高Ａ 43.26 平城高 43.55 奈良高 43.73

岩崎　義起 NGR 亀井　遼平 大坂　駿平 北村　悠太 神橋　拓真 若松　駿 吉岡　拓海 原田　悠生

石田　那月 吉川　諒 塩田　響 中野　真志 古井　大貴 西籔　優一 柿木　優汰 安井　涼

北川　慎一郎 宮川　公輔 松田　悠士 森井　颯太 中矢　智也 髙橋　颯太 村井　壮太 西岡田　航大

谷本　駿一 川西　梨恩 松井　泰誠 村上　諒汰 浦岡　亮太 星野　恵介 西村　祥吾 大住　映樹

畝傍高  3:22.07 平城高  3:22.29 生駒高  3:24.62 添上高Ａ  3:26.70 高田高  3:27.95 五條高  3:30.71 東大寺学園高  3:34.32 － －

高瀬　友佑 吉岡　拓海 掃部　元章 下村　嶺弥 村上　諒汰 西村　剛一 星野　恵介 －

植川　遥貴 池田　昌史 片山　倫太朗 合田　孝輔 竹村　友佑 寺尾　直斗 今村　仁陽

中村　晃大 東野　祥士 林　寿樹 松井　泰誠 村田　憲哉 吉川　澪司 金　義起

近本　悠真 清水　浩介 土屋　真飛 松田　悠士 山口　拓翔 保澤　信 梶田　圭吾

大神　正己 2ｍ01 境内　航 2ｍ01 後藤　昂 2ｍ01 辻本　泰河 2ｍ01 千賀　拓 1ｍ98 上田　裕紀 1ｍ95 伊藤　禎康 1ｍ95 同順：芹川　晃希 1ｍ95

大阪国際大･奈良 ＴＥＡＭ奈良･奈良 神戸大･愛知 大阪国際大･奈良 奈良陸協･奈良 スターヒルズ･大阪 奈良陸協･奈良 奈良育英高･奈良

芹川　晃希 1ｍ95

奈良育英高･奈良

山方　諒平 5ｍ00 千賀　一輝 4ｍ60 － － － － 中村　命 4ｍ60 本池　直樹 4ｍ50 鈴木　彪真 4ｍ50 森本　和也 4ｍ40

大阪陸協･大阪 天理大･大阪 － － Goririse･大阪 橿原高･奈良 添上高･奈良 天理大･奈良

春田　郁哉 4ｍ60

甲南大･大阪

高橋　遼 4ｍ60

桃陰クラブ･大阪

松本　彗佑   7ｍ67(+0.9) 中島　貴大   7ｍ43(＋2.6) 中川　剛史   7ｍ22(+1.4) 松兼　央八   7ｍ18(+1.0) 神橋　拓真   7ｍ00(+2.2) 八木　一晃   7ｍ00(+1.8) 松井　泰誠   6ｍ98(+2.2) 西島　豪   6ｍ94(+0.4)

同志社大･奈良 =GR 駿河台大AC･埼玉 びわスポ大･奈良 天理大･大阪 奈良育英高･奈良 大阪教育大･奈良 添上高･奈良 天理大･大阪

公認7ｍ20(+2.0) 公認6ｍ68(+0.5) 公認6ｍ52(+0.3)

伊藤　陸 15ｍ55(+1.5) 西澤　明生 14ｍ79(-1.9) 杉岡　優磨 14ｍ79(-1.2) 山本　樹 14ｍ44(-1.3) 中村　遼太郎 14ｍ28(+0.7) 河田　悠希 14ｍ20(+0.5) 山下　太貴 14ｍ10(+1.0) 松下　翔一 13ｍ96(+0.8)

近大高専･三重 村中医療器･京都 ｉＭＡＲｅ･東京 天理大･大阪 奈良大附属高･奈良 天理大･兵庫 大阪国際大AC･京都 秋田市陸協･秋田

北川　広也  14ｍ93 花田　優平  14ｍ42 下浦　大輝  14ｍ25 内海　祐樹  13ｍ00 森澤　航  12ｍ82 井澤　克弥  12ｍ58 岡西　巧光  12ｍ41 吉本　優大  11ｍ96

京都産業大･兵庫 重心道ＡＣ･奈良 大阪体育大･奈良 関西大･奈良 至学館大･愛知 天理大･奈良 龍谷大･奈良 天理大･奈良

中西　陸斗  12ｍ51 小掠　太智  11ｍ87 吉川　智彰  11ｍ84 飼原　朗允  11ｍ82 谷水　芳紀  11ｍ68 中井　大治  11ｍ40 中嶋　大遥  11ｍ26 東　優成  10ｍ89

一条高･奈良 添上高･奈良 智辯カレッジ高･奈良 東大寺学園高･奈良 智辯カレッジ高･奈良 二階堂高･奈良 二名中･奈良 天理高･奈良

花田　優平  51ｍ10 東　直輝  46ｍ45 梶谷　達郎  45ｍ63 増田　直樹  45ｍ30 後藤　優汰  44ｍ78 竹村　勇二  42ｍ77 小椋　太貴  42ｍ70 瀧島　一輝  39ｍ46

重心道ＡＣ･奈良 NGR 大阪教育大･滋賀 京都教育大･兵庫 関西大･奈良 大阪体育大･大阪 龍谷大･奈良 びわスポ大･奈良 京都産業大･兵庫

森脇　幸一郎  40ｍ25 森本　勝也  36ｍ27 米田　蓮太  35ｍ96 小掠　太智  34ｍ32 河　朗  30ｍ46 青木　和葉  28ｍ29 原田　悠生  27ｍ64 森岡　紳之輔  26ｍ41

郡山高･奈良 奈良情報商業高･奈良 榛生昇陽高･奈良 添上高･奈良 奈良高･奈良 生駒高･奈良 奈良高･奈良 香芝高･奈良

木村　太一  61ｍ30 佐々木　海聖  58ｍ24 堺　駿祐  57ｍ36 辻村　周平太  54ｍ83 岩波　健輔  54ｍ70 辰巳　空斗  53ｍ73 堺　颯人  53ｍ68 小川　直勇  52ｍ53

京都産業大･京都 岐阜協立大･大阪 天理大･奈良 京都産業大･兵庫 天理大･奈良 天理大･奈良 天理大･奈良 京都産業大･奈良

大西　龍武  55ｍ89 大田　佑和  44ｍ47 峯田　蓮大  40ｍ32 井上　優亮  37ｍ00 中水　孝輔  35ｍ24 木村　太一  31ｍ95 － － － －

大和広陵高･奈良 添上高･奈良 奈良大附属高･奈良 高取国際高･奈良 奈良大附属高･奈良 法隆寺国際高･奈良 － －

寒川　建之介  73ｍ02 西川　涼平  67ｍ74 松谷　直峻  67ｍ71 藤垣　諒  65ｍ62 宮川　大夢  64ｍ12 三浦　雅貴  62ｍ72 矢田　雅輝  61ｍ30 吉野　壱圭  61ｍ00

奈良陸協･奈良 NGR 鴻ノ池ＳＣ･奈良 天理大･奈良 至学館大･愛知 京都産業大･奈良 京都産業大･大阪 京都産業大･大阪 添上高･奈良

森本　公人  7011点 泉井　佑介  5845点 中島　貴心  5737点 平島　敬也  5671点 梅田　朔弥  5554点 山本　麟太郎  5074点 五十嵐　隆皓  4945点 安部　巴稀  4072点

ダイサン･大阪 NGR ＴＥＡＭ奈良･奈良 大阪体育大･大阪 京都大･福岡 中京大･奈良 中京大･岐阜 京都大･群馬 大阪教育大･兵庫

11.22/+0.3-6m86/+1.9-12m42-1m86-49.41 11.78/+0.3-6m65/+2.0-8m48-1m95-55.31 11.62/+0.3-6m16/-0.1-10m11-1m71-53.40 11.37/-0.6-6m29/-0.9-9m57-1m74-54.98 11.30/-0.6-6m59/+0.1-8m98-1m86-51.31 11.39/-0.6-6m11/+1.1-8m55-1m77-52.76 11.86/-0.6-5m79/+0.4-7m96-1m71-52.58 12.00/+0.3-5m62/+2.7-7m00-1m50-53.92

15.42/-0.6-37m43-4m00-55m08-4:57.96 15.87/-0.6-27m15-3m40-40m00-4:49.12 15.98/-0.8-26m03-3m40-40m56-4:44.81 16.87/-0.6-29m64-3m90-45m38-5:30.24 15.71/-0.8-19m00-2m80-33m40-5:09.29 27.83/-0.8-27m95-3m80-34m95-4:46.87 16.37/-0.6-23m08-NM-36m08-4:36.90 20.17/-0.8-21m34-NM-25m64-4:36.11

凡例  NGR:大会新記録 =GR:大会タイ記録

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 中井　光 　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 山岡　道弘 招集所審判長 富岡　嘉成
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2019年度 奈良県陸上競技選手権大会 兼 第74回 茨城国体選手選考会 2019年05月04日(祝土)：晴・05月05日(祝日)：晴
決勝記録一覧表(女子) 大会コード 19290001 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

三浦　愛華 11.81 三宅　真理奈 11.84 高山　綺音 11.95 土佐　美月 12.14 藤原　沙耶 12.17 林田　悠希 12.24 亀山　雛子 12.33 － －

添上高･奈良 NAR･NGR 甲南大･岡山 甲南大･大阪 東大阪大敬愛高･大阪 園田学園女子大･兵庫 式下中･奈良 秋田大･秋田 －

鈴木　塔子 24.55 杉浦　七海 24.57 関西　薫 24.63 治武　杏祈 25.02 片山　栞里 25.04 菊岡　萌々 25.43 水口　萌 25.44 尾上　梨香 25.84

甲南大･三重 甲南大･愛知 大阪国際大･京都 東大阪大敬愛高･大阪 甲南大･愛知 東京女子体育大･奈良 東大阪大敬愛高･大阪 甲南大･兵庫

逢坂　友利子 57.86 中西　愛果 58.11 西田　美菜 58.43 風呂谷　茉優 59.74 岡野　紗季 59.76 中野　すず  1:01.20 － － － －

東大阪大･大阪 添上高･奈良 立命館大･大阪 京都産業大･奈良 東大阪大･大阪 添上高･奈良 － －

有廣　璃々香  2:09.87 神薗　芽衣子  2:10.64 水口　杏  2:16.23 窪　美咲  2:16.68 原口　由子  2:18.14 木村　菜摘  2:20.43 片岡　千遥  2:20.78 大津　有生  2:22.18

東大阪大敬愛高･大阪 東大阪大･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･大阪 東大阪大･大阪 畝傍高･奈良 東大阪大敬愛高･大阪

菅原　彩乃  4:33.23 神薗　芽衣子  4:40.63 堀尾　咲月  4:42.25 豊田　理瑚  4:43.82 中西　さくら  4:45.47 高岡　真香  4:46.13 上畑　真由  4:48.54 川島　真夕  4:53.05

びわこ学院大･滋賀 東大阪大･大阪 京都産業大･奈良 京都産業大･滋賀 智辯カレッジ高･奈良 びわこ学院大･京都 ＵＡＣ･和歌山 智辯カレッジ高･奈良

吉村　唯 17:36.34 高岡　真香 17:37.84 藤本　華奈 17:42.02 松井　沙樹 18:39.87 平田　由佳 18:42.21 松実　唯 18:49.76 田中　花歩 18:53.83 木村　美王 19:16.13

神戸学院大･兵庫 びわこ学院大･京都 奈良県立医科大･奈良 神戸学院大･兵庫 びわこ学院大･大阪 橿原高･奈良 添上高･奈良 大阪長居ＡＣ･大阪

坂口　理沙子 14.17 山中　亜耶 14.23 植田　麻香 14.59 玉井　奈那 14.62 辻井　美緒 14.87 萬谷　呂稀 15.02 近藤　茜 15.03 田中　千香里 15.90

同志社大･奈良 univ.ac･奈良 奈良育英高･奈良 大阪教育大･愛媛 大阪教育大･奈良 東大阪大･大阪 関西学院大･奈良 添上高･奈良

逢坂　友利子  1:02.66 辻井　美緒  1:04.36 木村　菜摘  1:05.32 大谷　望  1:06.52 渡辺　美黎亜  1:07.00 山田　優那  1:07.01 有村　友葵  1:09.58 湯上　華奈子  1:14.19

東大阪大･大阪 大阪教育大･奈良 東大阪大･大阪 同志社大･大阪 東大阪大･大阪 添上高･奈良 橿原高･奈良 龍谷大･滋賀

大井　千鶴 10:57.67 松尾　明音 11:37.93 － － － － － － － － － － － －

NARA-Xｱｽﾘｰﾂ･奈良 京都産業大･大阪 － － － － － －

福田　菜月 26:37.26 南　笑里 28:45.28 山田　弥幸 30:04.82 山本　詩桜 33:55.53 － － － － － － － －

神戸大･奈良 大阪国際大･奈良 奈良育英高･奈良 高田商業高･奈良 － － － －

帝塚山高 48.11 東大阪大･大阪 48.12 添上高 48.61 東大阪大敬愛高･大阪 49.48 高取国際高 49.50 奈良育英高 49.89 高田高 50.91 奈良高 52.21

泉川　文乃 逢坂　友利子 中西　愛果 土佐　美月 桝田　未生 北島　佑華 松川　琴美 近田　侑奈

玉井　理子 岡野　紗季 三浦　愛華 野口　陽香里 大久保　花帆 植田　麻香 米田　帆奈 辻内　杏奈

可児　愛友里 大西　愛永 田中　佑茉 大津　有生 中室　瞳 樋口　海奈 森田　実来 北岡　幸峰

小原　夢美 川田　朱夏 中野　すず 野口　明花里 倉本　藍 上島　優里 金田　麻友子 中川　公里

東大阪大敬愛高Ａ･大阪  3:45.75 東大阪大･大阪  3:49.88 東大阪大敬愛高Ｂ･大阪  3:52.96 添上高Ａ  3:59.36 済美高Ａ･岐阜  4:06.53 添上高Ｂ  4:10.90 帝塚山高  4:12.47 済美高Ｂ･岐阜  4:20.35

田和　りな 岡野　紗季 河内　瀬桜 三浦　愛華 森　樺音 寺川　千晴 泉川　文乃 梅村　希衣

舩曵　瑠花 逢坂　友利子 水口　杏 中野　すず 古田　楓 山田　優那 丸山　蒼空 渡邉　葉月

水口　萌 大西　愛永 大津　有生 田中　佑茉 宮崎　佳乃 三宅　歩優夏 吉森　たから 社本　遥香

有廣　璃々香 畑田　星来 野口　陽香里 中西　愛果 脇田　あやな 安井　瑠美 阿部　愛美 西村　優紀

秦　澄美鈴 1ｍ76 鈴木　夢 1ｍ71 － － 小笠原　早矢楓 1ｍ65 － － 日高　水樹 1ｍ65 時任　美保子 1ｍ65 新名　彩乃 1ｍ60

シバタ工業(株)･兵庫 甲南大･奈良 － 甲南大･愛知 － 神戸大･京都 甲南大･滋賀 環太平洋大･奈良

辻　愛 1ｍ71 岩下　美桜 1ｍ65 辻内　杏奈 1ｍ60

スクアドラ･奈良 大阪教育大･大阪 奈良高･奈良

塩崎　泉 3ｍ80 野志　侑希 3ｍ60 篠崎　稔里 3ｍ40 黒田　愛香 3ｍ40 新田　陽菜 3ｍ30 大倉　由佳 3ｍ20 疋田　なつき 3ｍ10 龍　陽愛 3ｍ00

筑波大･愛知 武庫川女子大･奈良 至学館高･愛知 園田学園女子大･兵庫 田原本中･奈良 田原本中･奈良 奈良陸協･奈良 日本女子体育大･奈良

川原　把菜 5ｍ92(+2.2) 三住　さつき 5ｍ63(+3.2) 上島　優里 5ｍ51(+3.0) 岡本　真悠子 5ｍ50(+2.5) 松井　雅 5ｍ43(+1.6) 辻中　凜乃 5ｍ42(+0.2) 大津　裕貴野 5ｍ35(+1.6) 釣本　陽香 5ｍ22(+0.6)

関西学院大･兵庫 天理大･大阪 奈良育英高･奈良 京都教育大･京都 天理大･奈良 天理大･奈良 畝傍高･奈良 郡山南中･奈良

公認5ｍ88(+1.6) 公認5ｍ46(+1.9) 公認5ｍ44(+1.6) 公認5ｍ30(+0.2)

上島　優里 11ｍ51(-0.2) 大津　裕貴野 10ｍ90(+1.5) 中野　すず 10ｍ72( 0.0) 森　涼楓 10ｍ37(-0.7) － － － － － － － －

奈良育英高･奈良 畝傍高･奈良 添上高･奈良 高田高･奈良 － － － －

秋田　茜  13ｍ39 岩本　真波  13ｍ14 上谷　詩織  12ｍ50 茨本　菜々子  11ｍ97 木虎　莉奈  11ｍ38 五十川　利心  11ｍ33 瀬貝　彩加  10ｍ95 吉田　佳奈  10ｍ80

九州共立大･奈良 添上高･奈良 東大阪大･大阪 添上高･奈良 東大阪大･大阪 智辯カレッジ高･奈良 大阪国際大･奈良 一条高･奈良

石川　京奈  43ｍ13 上谷　詩織  38ｍ65 桝田　玲奈  37ｍ67 兒嶋　怜奈  37ｍ12 新井　悠衣  37ｍ08 木虎　莉奈  36ｍ49 横山　優花  35ｍ63 山内　希美  34ｍ87

天理大･奈良 東大阪大･大阪 郡山高･奈良 園田学園女子大･兵庫 添上高･奈良 東大阪大･大阪 京都大･奈良 智辯カレッジ高･奈良

奥村　梨里佳  54ｍ30 増田　たまみ  53ｍ71 吉川　奈緒  52ｍ30 根津　未来  47ｍ45 寺川　青空  44ｍ26 藤城　瑠菜  42ｍ99 亀井　菜凪  42ｍ55 田中　若奈  41ｍ83

添上高･奈良 加古川市陸協･兵庫 奈良陸協･奈良 高取国際高･奈良 天理大･奈良 兵庫県農高･兵庫 高取国際高･奈良 びわスポ大･滋賀

須河　綾乃  51ｍ47 加藤　瑞生  45ｍ07 榊原　梨子  44ｍ82 中村　怜  43ｍ06 中尾　美咲  35ｍ04 井原　樹里  34ｍ41 岩橋　春日  33ｍ58 松本　杏実  32ｍ93

奈良陸協･奈良 重心道ＡＣ･奈良 至学館大･愛知 東大阪大敬愛高･大阪 橿原高･奈良 東大阪大敬愛高･大阪 東大阪大敬愛高･大阪 智辯カレッジ高･奈良

八尾　果奈実  4506点 山田　紗和子  4466点 萬　玲奈  4442点 安達　杏香  4207点 石橋　奈月  4205点 太田　杏優  4033点 勝埜　末瀬  3929点 谷口　蘭  3911点

武庫川女子大･兵庫 東大阪大･大阪 滋賀陸協･滋賀 武庫川女子大･兵庫 園田学園女子大･兵庫 武庫川女子大･長野 武庫川女子大･京都 一条高･奈良

16.00/+0.5-1m52-9m76-26.35/+1.0 15.94/+0.3-1m40-10m76-27.05/+1.0 15.36/+0.8-1m52-8m35-26.82/+1.0 15.71/+0.8-1m46-9m60-26.58/+1.7 16.48/+0.8-1m58-9m94-29.02/+1.7 16.99/+0.5-1m43-10m80-27.90/+0.8 16.95/+0.8-1m34-9m70-27.03/+1.7 16.05/+0.8-1m52-9m21-28.14/+1.0

5m48/+0.7-29m05-2:28.32 4m71/-0.4-43m59-2:27.29 5m05/+0.3-31m32-2:23.30 4m65/-0.3-30m56-2:31.31 4m79/+0.1-39m80-2:38.41 4m77/+0.8-41m96-2:49.70 4m72/-0.4-28m68-2:27.68 4m89/-0.5-25m30-2:42.67

凡例  NAR:県新記録 NGR:大会新記録

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 中井　光 　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 山岡　道弘 招集所審判長 富岡　嘉成
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2019年度 奈良県陸上競技選手権大会 兼 第74回 茨城国体選手選考会 2019年05月04日(祝土)：晴・05月05日(祝日)：晴
決勝記録一覧表(小学生) 大会コード 19290001 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

萩原　彪河 13.33 寺田　奏生 13.41 中村　健心 13.47 山本　快斗 13.54 米田　侑生 13.62 大倉　悠慎 14.15 西山　弘晃 14.17 松村　史悠 14.29

天理TRACK&FIELD･奈良 桜井ＡＣ･奈良 三宅陸上クラブ･奈良 フィールドキッズ･奈良 ミルキーウェイ･奈良 ﾋﾟｰｸ･奈良 桜井ＡＣ･奈良 桜井ＡＣ･奈良

三宅陸上クラブ 54.09 桜井ＡＣ 55.30 鴻ノ池ＳＣ 56.29 三碓陸上クラブ  1:00.29 耳成南陸上ｸﾗﾌﾞ  1:00.70

泉谷　礼哉 丸西　瑛志朗 野殿　碧 河島　大翔 西岡　航平

矢追　颯太 松村　史悠 鈴木　斗翔 天雲　悠斗 内田　陽朗

藤林　秀匡 西山　弘晃 石橋　慧大 東條　颯介 福本　颯人

中村　健心 寺田　奏生 川邉　悠暉 高井　篤生 松本　剛綺

市川　遥南 13.36 西本　真琴 13.86 村田　望 14.14 綿井　友紀 14.24 櫻井　育美 14.42 筒水　真央 14.43 木村　真子 14.44 中岡　心愛 14.48

ミルキーウェイ･奈良 耳成南陸上ｸﾗﾌﾞ･奈良 ミルキーウェイ･奈良 フィールドキッズ･奈良 三碓陸上クラブ･奈良 耳成南陸上ｸﾗﾌﾞ･奈良 ミルキーウェイ･奈良 ミルキーウェイ･奈良

ミルキーウェイ 54.91 耳成南陸上ｸﾗﾌﾞ 56.41 フィールドキッズ 57.54 三宅陸上クラブ 58.07 新沢ＡＣ 59.60 三碓陸上クラブ  1:00.28 鴻ノ池ＳＣ  1:00.32 ＫＡＷＡＳＰＯ  1:00.84

木村　真子 中坪　なごみ 今中　星奈 瀬田　百華 小松　果歩 林　舞桜 粉家　愛美 田原　美優

市川　遥南 西本　真琴 丹羽　夏音 山下　なつき 湊谷　和 櫻井　育美 三輪　華音 田中　あかり

松田　朱里 筒水　真央 中西　葵 梅本　有利 藤本　杏奈 仁賀　あかり 植田　愛彩 山本　実生

村田　望 山本　真緒 綿井　友紀 中村　千乃 山田　桃香 有山　彩那 岡本　彩椰 福田　青生

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 中井　光 　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 山岡　道弘 招集所審判長 富岡　嘉成

８位
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