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第１回 強化長距離記録会 2019年10月05日(土)　天候：晴
上位記録一覧表 大会コード 19290315 奈良県立橿原公苑陸上競技場 競技場コード 292010

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

中村　健心 2.37.71 田中　啓太 2.42.60 駒田　陸帆 2.48.07 松田　祥平 2.48.61 矢追　颯太 2.49.91 河内　大輝 2.54.43 石橋　孝太郎 2.55.68 東條　朔弥 2.56.87

三宅陸上クラブ 下市陸上クラブ 三宅陸上クラブ 三宅陸上クラブ 三宅陸上クラブ 三宅陸上クラブ フィールドキッズ 三碓陸上クラブ

安村 悠祇 4.58.88 中川 樹 5.02.24 原田 眸矢 5.03.45 増田 和暉 5.05.68 徳永 悠太 5.10.14 東條 颯介 5.14.10 増成 岳瑠 5.14.93 天雲 悠斗 5.16.66

kawai走愛ＲＣ 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 フィールドキッズ 三碓陸上クラブ

佐古 安衣 2.30.01 夏木 美希 2.38.53 田中 心陽 2.43.40 井上 愛梨 2.47.00 髙田 侑奈 2.50.70 丹羽 夏音 2.50.84 丹羽 美海 2.54.26 中西 翠 2.57.10

五條陸協 五條陸協 五條陸協 五條陸協 フィールドキッズ フィールドキッズ フィールドキッズ フィールドキッズ

仁賀　あかり 5.03.06 江島　遥香 5.13.78 中西　葵 5.27.13 今中　星奈 5.30.32 櫻井　育美 5.34.42 瀬田　百華 5.36.36 島田　紗優 5.38.56 田畑　晴み 5.40.02

三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ フィールドキッズ フィールドキッズ 三碓陸上クラブ 三宅陸上クラブ フィールドキッズ フィールドキッズ

末留　颯楽 1.56.39 稲葉　健 1.57.38 安井　優生 2.04.35 坂倉　幸之介 2.07.29 	長谷川　貴司 2.09.28 日裏　和志 2.11.95 － － － －

智辯カレッジ高 兵庫教育大･兵庫 智辯カレッジ高 智辯和歌山高･和歌山 一条高 下市陸上クラブ － －

井上　大誠 4.35.31 谷村　祐太郎 4.39.19 花牟禮　知樹 4.46.75 松本　侑樹 4.48.51 前田　雄士 4.57.48 祝部　真生 5.08.57 田中　友也 5.12.24 長尾　修平 5.13.57

二名中 kawai走愛ＲＣ 橿原中 二名中 西脇中･和歌山 西脇中･和歌山 西脇中･和歌山 西脇中･和歌山

丹井　遥斗 8.53.72 山本　太陽 9.00.66 外義　一挙 9.02.92 柏木　優希 9.08.04 藤田　響 9.09.98 津川　貴司 9.11.81 林　龍正 9.17.66 谷利　智哉 9.18.49

橿原高 天理高 鴻ﾉ池ＳＣ 二名中 福泉･大阪 日新ＡＣ･大阪 福泉･大阪 京都陸協･京都

大森　駿斗 14.42.49 坂本　智基 14.44.32 中原　優人 14.47.96 中田　千太郎 14.49.61 山本　芳弘 14.55.55 赤井　大樹 15.12.66 倉橋　慶 15.14.05 森田　隼也 15.14.83

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 奈良陸協 ＮＡＲＡ-Ｘ 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高

池﨑　萌絵 2.17.10 藤森　あい 2.31.38 鎗本　優来 2.39.58 阪上　菜名 2.39.75 松浦　天音 2.44.13 清水　彩名 2.44.73 － － － －

智辯カレッジ高 二名中 二名中 二名中 kawai走愛ＲＣ 八木中 － －

羽野　有香 5.27.92 大前　奈々葉 5.32.41 石谷　瑠渚 5.36.93 折田　優希 5.37.11 山東　美空 5.56.10 永澤　悠 6.00.83 岡村　瑞希 6.05.70 － －

一条高 王寺中 西脇中･和歌山 西脇中･和歌山 西脇中･和歌山 平城高 平城高 －

土谷　朱里 10.10.89 松実　唯 10.14.14 小出　佳奈 10.19.39 川島　真夕 10.19.45 中西　さくら 10.22.32 縄田　雅 10.28.39 林　杏奈 10.32.00 奥山　紗帆 10.32.67

智辯カレッジ高 橿原高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 智辯カレッジ高 香芝西中 智辯カレッジ高 奈良女子大

田中　花歩 19.14.80 増田　優歩 19.41.64 久德　明日香 19.57.83 中野　美月 20.03.40 北　静香 20.19.91 新子　晴菜 22.32.55 － － － －

添上高 奈良学園高 高田高 高田高 添上高 高田高 － －

梅本　温加 6.53.37 中西　澄海 7.59.08 桂木　美桜 8.00.46 近藤　有寿 8.01.46 尾崎　咲穂 8.10.56 － － － － － －

kawai走愛ＲＣ 香芝北中 斑鳩南中 香芝北中 香芝北中 － － －

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 村元　雅弘
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