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2019 奈良県記録会 2019年09月28日(土)：曇・09月29日(日)：晴
上位記録一覧表(男子) 大会コード 19290312 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

滝本　勇仁(2) 10.75(-0.9) 青木 光(2) 10.97(-0.9) 島村　侑暉(3) 10.99(-0.9) 石井　司 11.04(-0.3) 川口　大輝(1) 11.04(-0.3) 辻中　悠河(1) 11.09(-0.9) 今泉　蓮(2) 11.11(-0.3) 音村　篤海(1) 11.14(-0.3)

関西大･大阪 大阪体育大･大阪 天理大･奈良 神戸市消防局･兵庫 五條高･奈良 大阪国際大･京都 大和広陵高･奈良 天理大･奈良

戸崎　暢介 10.88(+1.3) 山本　義達(1) 10.93(+1.1) 角田　龍(1) 10.95(+1.1) 川口　大輝(1) 11.03(+1.1) 今泉　蓮(2) 11.07(+1.3) 阪口　颯良(3) 11.12(+1.3)

岐阜アスリート･岐阜 関西大･大阪 関西大･奈良 五條高･奈良 大和広陵高･奈良 添上高･奈良

高橋　ユージン(2) 11.07(+1.3) 大田　直樹(1) 11.12(+1.1)

岐阜工業高･岐阜 奈良高･奈良

石井　司 22.60(-1.8) 今泉　蓮(2) 22.62(-1.8) 川口　大輝(1) 22.87(-1.8) 角田　龍(1) 22.93(-1.8) 音村　篤海(1) 23.03(-1.8) 小林　雅志(1) 23.14(-1.8) 松島　昂輔(2) 23.16(-1.9) 塩田　響(3) 23.28(-1.8)

神戸市消防局･兵庫 大和広陵高･奈良 五條高･奈良 関西大･奈良 天理大･奈良 天理大･奈良 郡山高･奈良 添上高･奈良

岩崎 立来(1) 21.99(-0.6) 今泉　蓮(2) 22.39(-0.6) 阪口　颯良(3) 22.49(-0.6) 松田　悠士(2) 22.61(+0.8) 中野　真志(2) 22.70(-0.6) 石田　匠(2) 22.78(+0.8) 松島　昂輔(2) 22.84(+0.5)

大阪体育大･奈良 大和広陵高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 高田高･奈良 岐阜工業高･岐阜 郡山高･奈良

角田　龍(1) 22.49(+1.6)

関西大･奈良

岩崎 立来(1) 48.30 阪口　颯良(3) 50.15 上田　慎(1) 50.69 森本　奏多(3) 50.72 掃部　元章(2) 51.01 森脇　拓未(1) 51.46 古賀　光(1) 51.60 福島　裕麻(2) 51.62

大阪体育大･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 奈良高専･奈良 生駒高･奈良 奈良教育大･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良

山形　伸明(2)  1:59.44 佐々木　優  1:59.94 吉田　新汰(2)  2:00.14 岩木　邦明(1)  2:02.65 竹嶋　大晴(2)  2:05.82 阿片　雅玖人(2)  2:06.06 木下　隼(2)  2:07.85 寺坂　真矢  2:08.54

生駒高･奈良 スターヒルズ･大阪 高田商業高･奈良 香芝高･奈良 桜井高･奈良 畝傍高･奈良 奈良高専･奈良 奈良陸協･奈良

中谷　真規  4:10.76 竹嶋　大晴(2)  4:11.01 小島　翔之(3)  4:11.69 北  雄大(2)  4:12.70 杉目　一心(3)  4:13.20 眞鼻　大輝(1)  4:14.17 冨永　健太(1)  4:14.69 岩木　邦明(1)  4:16.01

大阪陸協･大阪 桜井高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 香芝高･奈良 添上高･奈良 一条高･奈良 香芝高･奈良

東田　直樹  9:38.70 松本　雄一郎(1)  9:46.47 大原　央己(3)  9:51.41 阿片　雅玖人(2) 10:06.89 鈴木　崚太郎(1) 10:12.02 竹村　尚浩(1) 10:15.96 江崎　英門(2) 11:26.00 田中　航平(2) 11:33.09

TEAM奈良･奈良 畝傍高･奈良 大和広陵高･奈良 畝傍高･奈良 畝傍高･奈良 畝傍高･奈良 高田商業高･奈良 畝傍高･奈良

中谷　真規 15:55.82 東田　直樹 16:05.11 久保田　将章(2) 16:12.73 藤田　拓実(2) 16:14.49 眞鼻　大輝(1) 16:24.88 安達　裕輝 16:31.19 大石　柊介(2) 16:36.10 田端　映空(1) 16:39.42

大阪陸協･大阪 TEAM奈良･奈良 畝傍高･奈良 郡山高･奈良 添上高･奈良 NRF･奈良 東大寺学園高･奈良 香芝高･奈良

川村　海陸(3) 17.34(-0.6) 河内　悠二朗(1) 18.16(-0.6) 松本　陸(2) 18.27(-0.6) 髙橋　孝輔(1) 19.60(-0.6)

添上高･奈良 畝傍高･奈良 添上高･奈良 一条高･奈良

東野　耕大(2) 14.70(+0.8) 松本　陸(2) 16.90(+0.8) 川村　海陸(3) 17.07(+0.8) 小野　敦寛(1) 17.07(+0.8) 小林　祐介(1) 17.44(+0.9) 国土　将也(1) 17.54(+0.9) 山本　優成(1) 18.47(+0.9)

関西大･兵庫 添上高･奈良 添上高･奈良 奈良大附属高･奈良 東大寺学園高･奈良 東大寺学園高･奈良 添上高･奈良

細野　颯人(3) 53.97 尾川　翔一 55.03 西谷　眞人(1) 57.85 今北　悠太(2)  1:01.07 酒井　崇徳(2)  1:01.20 上田　慎(1)  1:01.32 中村　玲央(2)  1:02.38 泉岡　孝輝(2)  1:02.98

岐阜工業高･岐阜 京都陸協･京都 奈良高･奈良 奈良大附属高･奈良 奈良大附属高･奈良 添上高･奈良 岐阜工業高･岐阜 大和広陵高･奈良

久保田　将章(2) 10:27.42 大島　雄晴(1) 10:45.22 福田　駿(2) 11:04.01 竹内　元哉(2) 11:23.24 前田　永久(2) 11:24.37 岡田　将貴(2) 12:17.51 上山　敬大(2) 12:26.73 小西　涼斗(1) 12:31.66

畝傍高･奈良 畝傍高･奈良 十津川高･奈良 大阪市立大･三重 西の京高･奈良 十津川高･奈良 十津川高･奈良 十津川高･奈良

中谷　寛冴 23:16.17 上野　雄輝(1) 25:31.11 谷口  文博 26:19.60 中嶋　恵太(2) 28:29.75

大阪陸協･大阪 摂南大･奈良 大阪陸協･大阪 奈良大附属高･奈良

甲南大 41.53 生駒高 43.48 五條高Ａ 43.91 高田高Ａ 44.07 大和広陵高 44.26 一条高Ａ 44.39 桜井高 45.38 平城高Ｂ 45.90

山村　景大(2) 谷川　侑生(2) 亀田　倖聖(1) 鎌森　誠志(2) 泉岡　孝輝(2) 井上　直哉(2) 今敷　夕豊(2) 冨田　大智(2)

細見　懸念人(1) 掃部　元章(2) 石川　真也(2) 村上　諒汰(2) 今泉　蓮(2) 井上　大和(2) 辰巳　将太朗(2) 荒木　駿(2)

播本　裕也(2) 矢川　志温(2) 吉川　澪司(2) 外輪　賢悟(2) 田中　大靖(1) 岸本　太陽(1) 武田　海里(2) 福本　清貴(2)

葛川　智博(2) 若松　大耀(2) 川口　大輝(1) 北村　悠太(2) 仲嶋　心(1) 木村　亜悠夢(2) 西野　勇眞(2) 篠原　史弥(1)

龍谷大  3:27.38 生駒高  3:28.54 岐阜工業高Ａ  3:29.74 大和広陵高Ａ  3:30.69 五條高  3:33.94 平城高Ａ  3:34.87 登美ケ丘高  3:36.01 岐阜工業高Ｂ  3:36.30

坂口　諒次(1) 掃部　元章(2) 松田　光琉(2) 泉岡　孝輝(2) 井村　剛(2) 柿木　優汰(2) 青山　哲也(1) 由良　陽平(1)

清水　卓斗(4) 阿部　航季(2) 石田　匠(2) 今泉　蓮(2) 山内　佑馬(2) 福本　清貴(2) 藤井　颯太(2) 山下　佳祐(1)

近藤　海斗(4) 大西　孝弥(2) 中村　玲央(2) 井上　大祐(1) 吉川　澪司(2) 岡崎　知史(2) 山本　壮生(2) 細江　耕平(1)

高橋　進(4) 山形　伸明(2) 小林　大起(2) 大西　広海(2) 川口　大輝(1) 冨田　大智(2) 石田　一(2) 長屋　匠真(1)

大神　正己(4) 2ｍ00 辻本　泰河(1) 1ｍ97 岡本　大輝(1) 1ｍ80 大坂　駿平(1) 1ｍ80 同順：福本　清貴(2) 1ｍ80 海江田　祥瑛(3) 1ｍ75 同順：星野　恵介(2) 1ｍ75 同順：堀　翔太朗(2) 1ｍ75

大阪国際大･奈良 大阪国際大･奈良 桜井高･奈良 添上高･奈良 平城高･奈良 添上高･奈良 東大寺学園高･奈良 岐阜工業高･岐阜

松岡　純也(1) 4ｍ00 青木　颯汰(2) 3ｍ90 井上　大祐(1) 3ｍ70

郡山高･奈良 法隆寺国際高･奈良 大和広陵高･奈良

鈴木　彪真(3) 4ｍ40 青木　颯汰(2) 4ｍ00 岸森　仁志(3) 4ｍ00 松岡　純也(1) 3ｍ90 井上　大祐(1) 3ｍ80

添上高･奈良 法隆寺国際高･奈良 関西大･奈良 郡山高･奈良 大和広陵高･奈良

佐藤　拓海(2) 6ｍ43(+0.4) 谷川　侑生(2) 6ｍ29(+1.9) 海江田　祥瑛(3) 6ｍ17(+1.3) 大坂　駿平(1) 6ｍ09(+1.7) 才原　参太(1) 6ｍ06(+1.0) 吉岡　和音(1) 6ｍ05(+1.7) 木村　亜悠夢(2) 6ｍ04(+2.2) 山下　秀一(2) 6ｍ00(+1.6)

添上高･奈良 生駒高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 高田高･奈良 郡山高･奈良 一条高･奈良 奈良高･奈良

公認6ｍ02(+0.4)

谷口　史(3) 14ｍ37(-0.5) 佐藤　拓海(2) 14ｍ35(+0.4) 海江田　祥瑛(3) 13ｍ30(+1.5) 西田　亮真(1) 12ｍ61(-0.3) 奥田　颯人(2) 12ｍ60(+0.4) 福井　大地(1) 12ｍ45( 0.0) 原田　樹己矢(2) 12ｍ44(+0.5) 福井　涼平(1) 12ｍ29(+0.1)

関西大･大阪 添上高･奈良 添上高･奈良 登美ケ丘高･奈良 奈良高･奈良 奈良大附属高･奈良 高田高･奈良 高取国際高･奈良

吉田　玲於(3)  12ｍ32

天理大･石川

小掠　太智(2)  12ｍ14 中井　大治(2)  11ｍ89 中西　陸斗(2)  11ｍ89 明石　駿汰(1)  11ｍ88 河　朗(2)  10ｍ03 兼島　聖(2)   9ｍ96 前更　予徹(1)   9ｍ33 北森　彰真(1)   9ｍ30

添上高･奈良 二階堂高･奈良 一条高･奈良 奈良高専･奈良 奈良高･奈良 西の京高･奈良 一条高･奈良 西の京高･奈良

三田　穂貴(1)  47ｍ99 米田　蓮太(3)  40ｍ16 小掠　太智(2)  32ｍ77 河　朗(2)  31ｍ25 清水　心斗(2)  30ｍ98 山中　郡(1)  29ｍ98 青木　和葉(2)  28ｍ93 大田　佑和(3)  28ｍ57

四国大･徳島 榛生昇陽高･奈良 添上高･奈良 奈良高･奈良 榛生昇陽高･奈良 奈良情報商業高･奈良 生駒高･奈良 添上高･奈良

堺　駿祐(3)  57ｍ25 堺　颯人(2)  54ｍ93 後藤　大悟(2)  45ｍ58 吉本　優大(2)  42ｍ85

天理大･奈良 天理大･奈良 近畿大･京都 天理大･奈良

大西　龍武(3)  53ｍ67 大田　佑和(3)  41ｍ51 峯田　蓮大(2)  36ｍ71 岡部　優作(2)  35ｍ14 木村　太一(2)  34ｍ43 中水　孝輔(2)  34ｍ15 市森　己佑矢(1)  31ｍ97 南　聡太(1)  24ｍ87

大和広陵高･奈良 添上高･奈良 奈良大附属高･奈良 十津川高･奈良 法隆寺国際高･奈良 奈良大附属高･奈良 高取国際高･奈良 高取国際高･奈良

吉野　壱圭(2)  64ｍ91 臼谷　匡史(3)  53ｍ07 竹本　匠吾(1)  52ｍ19 若林　誠也(2)  50ｍ37 吉村　洸祐(2)  46ｍ40 岡田　秀太(2)  43ｍ53 山本　一創(1)  43ｍ43 吉田　直斗(2)  42ｍ62

添上高･奈良 添上高･奈良 天理大･奈良 十津川高･奈良 高田高･奈良 高田高･奈良 添上高･奈良 西の京高･奈良

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 総　　務 葛本　義人 　ﾄﾗｯｸ審判長 安達　昌広 　跳躍審判長 中森　徹 招集所審判長 富岡　嘉成

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 吉村　寿正
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2019 奈良県記録会 2019年09月28日(土)：曇・09月29日(日)：晴
上位記録一覧表(女子) 大会コード 19290312 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(3) 11.97(+1.2) 宮本　まきの 12.27(+1.2) 藤本　彩花(1) 12.89(+1.4) 田中　佑茉(3) 13.00(+1.2) 中野　すず(2) 13.03(+1.2) 三山　瑠菜(1) 13.09(+1.2) 桝田　未生(2) 13.17(+1.2) 大久保　花帆(2) 13.19(+1.2)

添上高･奈良 RUNJOURNEY･兵庫 園田学園女子大･兵庫 添上高･奈良 添上高･奈良 大和広陵高･奈良 高取国際高･奈良 高取国際高･奈良

田中　佑茉(3) 12.95(-0.1) 辻井　美緒(1) 13.06(+1.6) 松川　琴美(1) 13.12(-0.1) 三山　瑠菜(1) 13.23(-0.1) 新免　菜央(1) 13.26(-0.1) － － 中室　瞳(2) 13.29(-0.1) 向井　奈穂(2) 13.34(-0.1)

添上高･奈良 大阪教育大･奈良 高田高･奈良 大和広陵高･奈良 添上高･奈良 － 高取国際高･奈良 添上高･奈良

安井　瑠美(2) 13.26(+1.6) 谷川　珠央(2) 13.34(+1.6)

添上高･奈良 生駒高･奈良

松川　琴美(1) 27.20(-1.5) 谷川　珠央(2) 27.66(-1.5) 山村　巴月(2) 27.91(-1.5) 木村　晴奈(1) 28.56(-0.1) 髙橋　季実香(2) 28.78(-1.5) 松本　真奈(1) 28.86(-0.1) 髙村　恋那(1) 29.03(-0.1) 永澤　悠(2) 29.04(-1.5)

高田高･奈良 生駒高･奈良 登美ケ丘高･奈良 高田高･奈良 高田商業高･奈良 郡山高･奈良 法隆寺国際高･奈良 平城高･奈良

田中　佑茉(3) 26.02(+0.7) 中野　すず(2) 26.12(+0.7) 寺川　千晴(2) 26.56(+0.7) 大久保　花帆(2) 26.71(+0.7) 同順：三宅　歩優夏(3)26.71(-0.4) 桝田　未生(2) 26.78(+0.7) 安井　瑠美(2) 26.88(+0.7) 向井　奈穂(2) 27.14(+0.7)

添上高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 高取国際高･奈良 添上高･奈良 高取国際高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良

中野　すず(2) 59.30 田中　佑茉(3)  1:00.95 寺川　千晴(2)  1:01.00 砂本　恵奈(2)  1:01.65 安井　瑠美(2)  1:01.92 田中　千香里(1)  1:02.15 山田　優那(2)  1:02.20 三宅　歩優夏(3)  1:02.41

添上高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 生駒高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良

砂本　恵奈(2)  2:26.94 吉川　稀琳(1)  2:35.49 田中　佐季(2)  2:35.95 常俊　光里(1)  2:36.41 濱谷　和香(1)  2:36.47 内山　愛菜(1)  2:37.17 達中　なつみ(1)  2:37.37 山村　和佐(1)  2:40.29

生駒高･奈良 高田高･奈良 平城高･奈良 生駒高･奈良 桜井高･奈良 平城高･奈良 五條高･奈良 香芝高･奈良

田中　花歩(3)  5:05.49 山﨑　真帆(1)  5:06.67 廣瀬　瑠華(2)  5:08.92 上井　和奏(2)  5:11.70 那須　羽(2)  5:19.58 岡本　明香里(2)  5:20.41 羽野　有香(2)  5:22.66 田中　佐季(2)  5:23.06

添上高･奈良 法隆寺国際高･奈良 奈良女子大･奈良 添上高･奈良 奈良女子大･奈良 添上高･奈良 一条高･奈良 平城高･奈良

奥山　紗帆(4) 10:46.76 田中　花歩(3) 10:49.03 中島　結菜(1) 10:49.28 片岡　千遥(1) 10:56.05 片岡　千尋(1) 11:11.09 堀内　志保(1) 11:15.09 山﨑　真帆(1) 11:21.38 上井　和奏(2) 11:33.00

奈良女子大･奈良 添上高･奈良 畝傍高･奈良 畝傍高･奈良 畝傍高･奈良 畝傍高･奈良 法隆寺国際高･奈良 添上高･奈良

矢田　涼乃(1) 16.87(-1.8) 井上　菜桜(2) 18.92(-1.8) 村上　ちひろ(2) 19.15(-1.8) 中島　杏菜(1) 21.37(-1.8) － － － － － － － －

園田学園女子大･兵庫 一条高･奈良 奈良北高･奈良 一条高･奈良 － － － －

田中　千香里(1) 15.69(+0.7) 石田　心(1) 15.73(+1.7) 山田　優那(2) 17.17(+0.7) 吉田　里彩(1) 21.99(+0.7) － － － － － － － －

添上高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 生駒高･奈良 － － － －

辻井　美緒(1)  1:04.04 杉浦　葵(2)  1:07.00 小岩　祐璃(2)  1:08.35 田中　千香里(1)  1:08.39 山田　優那(2)  1:09.21 三宅　歩優夏(3)  1:10.37 澁谷　美有  1:11.08 角谷　遥(2)  1:12.51

大阪教育大･奈良 関西大･京都 大阪国際大･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 愛知陸協･愛知 添上高･奈良

高取国際高 50.24 郡山高 51.43 高田高 52.61 畝傍高 52.65 奈良高 52.69 平城高 52.90 香芝高 54.43 五條高 55.13

松山　菜々美(1) 下野　千寿(2) 森　涼楓(2) 野村　明日香(2) 近田　侑奈(2) 松田　想加(1) 杉浦　杏(1) 樋口　千景(1)

大久保　花帆(2) 松本　真奈(1) 松川　琴美(1) 吉村　優希(1) 辻内　杏奈(2) 白波瀬　優奈(2) 西田　澪奈(1) 曽田　麗羅(1)

中室　瞳(2) 関　麻衣子(1) 吉岡　理子(2) 福田　真衣(2) 阪上　萌結(2) 永澤　悠(2) 曽田　光羅(1) 村島　凜(2)

桝田　未生(2) 板山　琴音(2) 木村　晴奈(1) 今西　智美(2) 北岡　幸峰(2) 岡村　瑞希(2) 岡　妃奈乃(2) 諏訪原　夕貴(2)

郡山高  4:23.88 平城高  4:24.77 － － － － － － － － － － － －

下野　千寿(2) 永澤　悠(2) － － － － － －

中村　華(1) 白波瀬　優奈(2) － － － － － －

滝森　沙桜里(1) 岡村　瑞希(2) － － － － － －

松本　真奈(1) 田中　佐季(2) － － － － － －

石黒　樹子(3) 1ｍ66 村岡　望羽(2) 1ｍ54 吉原　陽菜(1) 1ｍ40 野村　明日香(2) 1ｍ40 岡　妃奈乃(2) 1ｍ40 大海　静里奈(2) 1ｍ35 桑原　莉奈(2) 1ｍ30 勝井　南帆(2) 1ｍ30

添上高･奈良 添上高･奈良 平城高･奈良 畝傍高･奈良 香芝高･奈良 十津川高･奈良 生駒高･奈良 法隆寺国際高･奈良

－ － － － － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － －

黒田　愛香(2) 3ｍ60 野田　真杜(1) 3ｍ20 － － － － － － － － － － － －

園田学園女子大･兵庫 添上高･奈良 － － － － － －

杉浦　杏(1) 4ｍ97(-0.8) 村岡　望羽(2) 4ｍ96(-1.5) 益田　晴香(2) 4ｍ85(+0.8) 鹿島　七星(1) 4ｍ77(-0.3) 森　涼楓(2) 4ｍ61(-0.3) 杉本　乙実(1) 4ｍ59(-0.7) 井上　菜桜(2) 4ｍ56(-1.2) 谷川　珠央(2) 4ｍ54(+0.4)

香芝高･奈良 添上高･奈良 生駒高･奈良 奈良高･奈良 高田高･奈良 奈良北高･奈良 一条高･奈良 生駒高･奈良

中野　すず(2) 11ｍ48(+0.9) 魚見　晏那(3) 11ｍ47(+2.2) 森　涼楓(2) 10ｍ53(+1.4) 杉浦　杏(1) 10ｍ31(+0.6) 益田　晴香(2) 10ｍ21(+1.2) 鹿島　七星(1) 10ｍ17(+0.6) 向本　美結(1) 10ｍ07(-0.9) 黒田　あい(2) 9ｍ99(+1.1)

添上高･奈良 武庫川女子大･福井 高田高･奈良 香芝高･奈良 生駒高･奈良 奈良高･奈良 香芝高･奈良 畝傍高･奈良

公認11ｍ37(+1.5)

岩本　真波(3)  13ｍ06 今西　あかり(1)  11ｍ50 茨本　菜々子(3)  11ｍ06 岸本　しなの(2)  10ｍ23 岩本　千聖(1)  10ｍ15 黒田　咲希(2)   9ｍ82 積　なつほ(1)   8ｍ47 脇山　未来(3)   8ｍ33

添上高･奈良 添上高･奈良 添上高･奈良 奈良大附属高･奈良 添上高･奈良 高取国際高･奈良 高田高･奈良 添上高･奈良

吉留　明夏里  43ｍ92 新井　悠衣(3)  35ｍ51 辻村　柚月(3)  34ｍ60 南　優希(1)  34ｍ15 岩本　千聖(1)  32ｍ93 岸本　しなの(2)  28ｍ23 木村　圭穂(1)  26ｍ32 山中　紗奈(1)  25ｍ15

三和建設AC･大阪 添上高･奈良 西の京高･奈良 高取国際高･奈良 添上高･奈良 奈良大附属高･奈良 桜井高･奈良 畝傍高･奈良

奥村　梨里佳(3)  52ｍ49 脇山　未来(3)  34ｍ05 南　優希(1)  30ｍ47 岸本　しなの(2)  24ｍ86 辰巳　伶奈(2)  21ｍ70 小林　愛佳(1)  19ｍ65 三木　綾菜(1)  18ｍ47 福本　尚美(1)  12ｍ63

添上高･奈良 添上高･奈良 高取国際高･奈良 奈良大附属高･奈良 奈良大附属高･奈良 十津川高･奈良 榛生昇陽高･奈良 奈良大附属高･奈良

岸本　しなの(2)  35ｍ23 新井　悠衣(3)  34ｍ03 中垣　十秋(2)  31ｍ92 野原　志穂(2)  31ｍ32 山本　結季音(2)  30ｍ80 古賀　成美(2)  28ｍ34 辰巳　伶奈(2)  25ｍ35 小林　愛佳(1)  13ｍ23

奈良大附属高･奈良 添上高･奈良 十津川高･奈良 榛生昇陽高･奈良 生駒高･奈良 西の京高･奈良 奈良大附属高･奈良 十津川高･奈良

加藤　結香(1)  3260点 杉本　菜摘(2)  3229点 － － － － － － － － － － － －

添上高･奈良 高取国際高･奈良 － － － － － －

19.75(-1.3)-1ｍ53-7ｍ49-28.00(+0.3) 18.91(-1.3)-1ｍ41-8ｍ73-29.45(+0.3) － － － － － －

4ｍ31(-1.2)-15ｍ52-2:29.62 4ｍ34(-0.5)-26ｍ31-2:42.57 － － － － － －

主　催 一般財団法人 奈良陸上競技協会 総　　務 葛本　義人 　ﾄﾗｯｸ審判長 安達　昌広 　跳躍審判長 中森　徹 招集所審判長 富岡　嘉成

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 吉村　寿正
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