
No 氏名 性別 学年 所属予定 種目 選考基準

1 寒川　建之介 男 成年 奈良陸協 やり投 国体入賞

2 鈴木　夢 女 大４ 甲南大 走高跳 日本選手権出場

3 野志　侑希 女 大４ 武庫川女子大 棒高跳 日本選手権出場

4 梅谷　穂志亜 男 大３ 東海大 400ｍ 日本学生選手権入賞

5 樋口　陸人 男 大３ 法政大 110ｍＨ 日本選手権出場/日本学生選手権入賞/日本学生個人入賞

6 松本　彗佑 男 大３ 同志社大 走幅跳 日本学生個人入賞

7 堀尾　咲月 女 大３ 京都産業大 3000ｍSC 日本学生個人入賞

8 篠原　直生 男 大１ 神戸大 800ｍ 全国IH出場

9 荒堀　太一郎 男 大１ 関西学院大 1500ｍ 全国IH出場

10 福原　健斗 男 大１ 関西大 棒高跳 全国IH出場

11 大西　龍武 男 大１ 天理大 ハンマー投 全国IH出場/U18日本選手権入賞

12 三浦　愛華 女 大１ 園田学園女子大 100ｍ 全国IH出場/U18日本選手権入賞

13 上島　優里 女 大１ 関西大 三段跳 U18日本選手権出場

14 岩本　真波 女 大１ 大阪体育大 砲丸投 全国IH出場/国体入賞/U20日本選手権入賞

15 茨本　菜々子 女 大１ 明治国際医療大 砲丸投 U20日本選手権出場/全国選抜入賞

16 奥村　梨里佳 女 大１ 九州共立大 ハンマー投 全国IH優勝/U20日本選手権入賞

17 大森　駿斗 男 高３ 智辯カレッジ高 1500ｍ/3000ｍ 全国IH出場/全国選抜入賞

18 吉川　諒 男 高３ 奈良育英高 110ｍＨ U18日本選手権出場/全国高校選抜入賞

19 中尾　心哉 男 高３ 智辯カレッジ高 3000ｍＷ 全国高校選抜入賞

20 中谷　知博 男 高３ 智辯カレッジ高 10kmＷ U20日本選手権入賞

21 吉野　壱圭 男 高３ 添上高 やり投 全国IH出場/国体入賞/U18日本選手権入賞

22 松井　泰誠 男 高３ 添上高 走幅跳/110ｍＨ/五種競技 U18日本選手権出場/全国高校選抜優勝

23 小出　佳奈 女 高３ 智辯カレッジ高 3000ｍＷ/5kmＷ 全国高校選抜入賞/U20日本選手権入賞

24 辻内　杏奈 女 高３ 奈良高 走高跳 全国IH出場

25 今西　あかり 女 高２ 添上高 砲丸投 U18日本選手権出場

26 郷　颯冴 男 高１ 奈良育英高 100ｍ 全中出場/JO標準記録突破

27 山村　将士 男 高１ 奈良育英高 200ｍ/400ｍ 全中出場

28 奥谷　拓征 男 高１ 奈良育英高 200ｍ 全中出場

29 近森　遥斗 男 高１ 智辯カレッジ高 1500ｍ 全中出場

30 福西　伸哉 男 高１ 奈良情報商業高 110ｍＨ 全中出場

31 田原　歩睦 男 高１ 奈良育英高 110ｍＨ 全中優勝/JO標準記録突破

32 永禮　湧基 男 高１ 高田高 走高跳 全中出場/JO入賞

33 浦東　海翔 男 高１ 橿原高 棒高跳 全中出場

34 山本　夢影 男 高１ 橿原高 棒高跳 全中出場

35 脇本　誠也 男 高１ 添上高 走幅跳 全中出場/JO標準記録突破

36 杉江　遥大 男 高１ 西の京高 砲丸投 全中出場

37 今西　健佑 男 高１ 智辯学園高 砲丸投 全中出場

38 門田　大樹 男 高１ 添上高 砲丸投/円盤投 全中出場/JO標準記録突破

39 林田　悠希 女 高１ 添上高 100ｍ 全中出場/JO標準記録突破

40 丸山　優空 女 高１ 添上高 100ｍＨ 全中出場/JO標準記録突破
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41 山下　璃子 女 高１ 添上高 走高跳 全中出場

42 蓑田　凪彩 女 高１ 添上高 砲丸投 全中出場

43 武田　光里 女 高１ 添上高 砲丸投 全中出場

44 後藤　百乃 女 高１ 国際高 砲丸投 全中出場

45 水谷　和佳奈 女 高１ 添上高 砲丸投 全中出場

46 西岡　祥穂 女 高１ 智辯カレッジ高 円盤投 JO標準記録突破

47 大西　勧也 男 中３ 白鳳中 走幅跳 JO入賞

48 南　こはる 女 中３ 奈良学園登美ヶ丘中 100ｍ JO標準記録突破

49 奥田　陽美 女 中３ 上牧中 100ｍ 全中出場/JO標準記録突破

50 釣本　陽香 女 中３ 郡山南中 100ｍＨ/走幅跳 全中出場/JO標準記録突破

51 嶋本　美海 女 中３ 斑鳩南中 砲丸投 全中出場/JO標準記録突破

52 田中　寧々 女 中２ 上中 走幅跳 JO標準記録突破


