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 主　管:大阪高等学校体育連盟陸上競技部
 会　場:大阪市ヤンマーフィールド長居

 女子共通 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 阿倍野 030722007  尾上　晴子(2)

阿倍野
ｱﾍﾞﾉ (116) ｵﾉｳｴ ﾊﾙｺ
273301 030925028  塩瀬　詩(2)

阿倍野
(117) ｼｵｾ ｳﾀ

(  55.00) 031216022  寺家　颯希(2)
阿倍野

(119) ﾃﾗｲｴ ｻﾂｷ
040211002  堀　日和(2)

阿倍野
(120) ﾎﾘ ﾋﾖﾘ

030819021  森下　珠羽(2)
阿倍野

(121) ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳ
040416005  濵　渚紗(1)

阿倍野
(349) ﾊﾏ ﾅｷﾞｻ

2 上宮 030728005  金海　彩夏(2)
上宮

ｳｴﾉﾐﾔ (126) ｶﾅｳﾐ ｱﾔｶ
273307 031022021  髙井　菜月(2)

上宮
(127) ﾀｶｲ ﾅﾂｷ

(  56.00) 030713011  松本　菜那(2)
上宮

(128) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾅ
040612014  日高　美波(1)

上宮
(371) ﾋﾀﾞｶ ﾐﾅﾐ

041211014  藤村　紗凪(1)
上宮

(373) ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾅ
3 大谷 030706019  橋本　暖乃(2)

大谷
ｵｵﾀﾆ (139) ﾊｼﾓﾄ ﾉﾝﾉ
273311 040427029  宇野　菜々瀬(1)

大谷
(142) ｳﾉ ﾅﾅｾ

(  52.34) 050205014  杉本　詩織(1)
大谷

(144) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｵﾘ
040624015  髙島　綺璃華(1)

大谷
(145) ﾀｶｼﾏ ｷﾘｶ

040921012  竹内　優花(1)
大谷

(146) ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ
041025012  森田　晴菜(1)

大谷
(148) ﾓﾘﾀ ﾊﾙﾅ

4 関西福祉 030808025  谷脇　一花(2)
関西福祉

ｶﾝｻｲﾌｸｼ (247) ﾀﾆﾜｷ ｲﾁｶ
273316 040102007  廣瀬　知里(2)

関西福祉
(248) ﾋﾛｾ ﾁｻﾄ

(  59.80) 030501037  増井　心(2)
関西福祉

(249) ﾏｽｲ ｺｺﾛ
030920021  萬慶　雛(2)

関西福祉
(250) ﾏﾝｹｲ ﾋﾅ

050301022  田邊　彩華(1)
関西福祉

(333) ﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ
040810017  清水　瑞岬(1)

関西福祉
(403) ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ

5 近大附 030805020  西本　一葉(2)
近大附

ｷﾝﾀﾞｲﾌ (55) ﾆｼﾓﾄ ｶｽﾞﾊ
273319 030507011  國森　綾乃(2)

近大附
(57) ｸﾆﾓﾘ ｱﾔﾉ

(  49.03) 040502005  田中　佑果(1)
近大附

(60) ﾀﾅｶ ﾕｳｶ
041215004  豊西　遥香(1)

近大附
(61) ﾄﾖﾆｼ ﾊﾙｶ

040925001  澤村　美月(1)
近大附

(62) ｻﾜﾑﾗ ﾐﾂｷ
040605002  砂野　珠唯(1)

近大附
(63) ｽﾅﾉ ｼｭｳ
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 女子共通 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 東大阪大敬愛 030413010  河内　瀬桜(2)

東大阪大敬愛
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲ (18) ｶﾜﾁ ｾﾅ
273320 040222014  大津　有生(2)

東大阪大敬愛
(19) ｵｵﾂ ﾕｲ

(  46.88) 030803013  松本　桃佳(2)
東大阪大敬愛

(20) ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾓｶ
031220014  大谷　華未(2)

東大阪大敬愛
(21) ｵｵﾀﾆ ﾊﾅﾐ

040118012  土佐　美月(2)
東大阪大敬愛

(22) ﾄｻ ﾐﾂﾞｷ
050131012  長尾　菜美(1)

東大阪大敬愛
(37) ﾅｶﾞｵ ﾅﾐ

7 高津 030716012  左貫　楓果(2)
高津

ｺｳﾂﾞ (161) ｻﾇｷ ﾌｳｶ
273323 031221021  福山　萌菜(2)

高津
(163) ﾌｸﾔﾏ ﾓｴﾅ

(  55.50) 030514026  松井　理美(2)
高津

(164) ﾏﾂｲ ｻﾄﾐ
030618023  吉田　百芙(2)

高津
(165) ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓ

040618005  田畑　日陽里(1)
高津

(358) ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾖﾘ
041216025  山本　花蓮(1)

高津
(359) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ

8 清水谷 030718033  石川　木音(2)
清水谷

ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ (184) ｲｼｶﾜ ﾓﾈ
273327 030720017  植田　紗妃(2)

清水谷
(185) ｳｴﾀﾞ ｻｷ

(  53.82) 040223012  木下　瑛琳(2)
清水谷

(186) ｷﾉｼﾀ ｴﾘ
030408029  下辻　春奈(2)

清水谷
(187) ｼﾓﾂｼﾞ ﾊﾙﾅ

040131020  松下　明香里(2)
清水谷

(188) ﾏﾂｼﾀ ｱｶﾘ
040516007  藤村　瑞歩(1)

清水谷
(369) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ

9 住吉 030413002  中道　咲空(2)
住吉

ｽﾐﾖｼ (103) ﾅｶﾐﾁ ｻﾗ
273334 031221022  中咲　杏花里(2)

住吉
(104) ﾅｶｻｷ ｱｶﾘ

(  54.50) 030423024  谷川　彩有(2)
住吉

(105) ﾀﾆｶﾞﾜ ｱﾕ
030507019  崎原　舞(2)

住吉
(106) ｻｷﾊﾗ ﾏｲ

030825002  稲垣　乙羽(2)
住吉

(107) ｲﾅｶﾞｷ ｵﾄﾊ
031027013  水杉　朱里(2)

住吉
(108) ﾐｽﾞｽｷﾞ ｱｶﾘ

10 相愛 030630019  松林　心優(2)
相愛

ｿｳｱｲ (191) ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ
273340 040107014  和田　真穂(2)

相愛
(192) ﾜﾀﾞ ﾏﾎ

(  58.00) 030130014  柴田　桃花(2)
相愛

(193) ｼﾊﾞﾀ ﾓﾓﾊ
050104010  高橋　杏奈(1)

相愛
(325) ﾀｶﾊｼ ｱﾝﾅ

041108008  松本　柚乃(1)
相愛

(326) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｽﾞﾉ
041108018  松本　咲乃(1)

相愛
(327) ﾏﾂﾓﾄ ｻｷﾉ
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2020/08/11 10:28主  催:大阪陸上競技協会

 主　管:大阪高等学校体育連盟陸上競技部
 会　場:大阪市ヤンマーフィールド長居

 女子共通 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 大商大 031016019  三宅　彩菜(2)

大商大
ﾀﾞｲｼｮｳﾀﾞｲ (69) ﾐﾔｹ ｱﾔﾅ
273341 030920017  二ノ宮　沙那(2)

大商大
(70) ﾆﾉﾐﾔ ｻﾅ

(  51.00) 040923001  川上　穂華(1)
大商大

(72) ｶﾜｶﾐ ﾎﾉｶ
040802013  田中　冴花(1)

大商大
(73) ﾀﾅｶ ｻｴｶ

041114010  森本　琴音(1)
大商大

(74) ﾓﾘﾓﾄ ｺﾄﾈ
041011002  西岡　愛理(1)

大商大
(335) ﾆｼｵｶ ｱｲﾘ

12 ＯＢＦ 030504017  中井　千尋(2)
ＯＢＦ

ｵｵｻｶﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ (196) ﾅｶｲ ﾁﾋﾛ
273345 030824021  三田　夏愛(2)

ＯＢＦ
(197) ﾐﾀ ﾅﾂﾒ

(1:10.00) 041222024  吉井　彩夏(1)
ＯＢＦ

(360) ﾖｼｲ ｱﾔｶ
050211012  河合　舞羽(1)

ＯＢＦ
(361) ｶﾜｲ ﾏｳ

13 日新 030917005  齋藤　維佳(2)
日新

ﾆｯｼﾝ (86) ｻｲﾄｳ ﾕｲｶ
273349 030606015  坂　莉緒奈(2)

日新
(87) ｻｶ ﾘｵﾅ

(  55.00) 040722016  永松　咲羽(1)
日新

(309) ﾅｶﾞﾏﾂ ｻﾜ
050206009  文本　暁恵(1)

日新
(310) ﾌﾐﾓﾄ ｱｷｴ

14 花園 030512014  中村　絵美(2)
花園

ﾊﾅｿﾞﾉ (286) ﾅｶﾑﾗ ｴﾐ
273350 040818012  岩井　美樹(1)

花園
(305) ｲﾜｲ ﾐｷ

(  56.00) 050306001  上久　ちひろ(1)
花園

(306) ｳｴﾋｻ ﾁﾋﾛ
041113013  鈴木　麗那(1)

花園
(307) ｽｽﾞｷ ﾚﾅ

040405001  吉村　理桜(1)
花園

(308) ﾖｼﾑﾗ ﾘｵ
15 阪南 030504014  大住　真菜(2)

阪南
ﾊﾝﾅﾝ (202) ｵｵｽﾐ ﾏﾅ
273351 031101014  小西　彩月(2)

阪南
(203) ｺﾆｼ ｻﾂｷ

(  55.00) 040106014  増野　モナ(2)
阪南

(204) ﾏｽﾉ ﾓﾅ
041229011  山本　咲奈(1)

阪南
(351) ﾔﾏﾓﾄ ｻﾅ

041220005  米本　萌(1)
阪南

(352) ﾖﾈﾓﾄ ﾓｴ
16 東住吉 030711023  武田　姫奈(2)

東住吉
ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ (271) ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅ
273354 030714004  横守　美海(2)

東住吉
(272) ﾖｺﾓﾘ ﾐｳ

(  55.00) 040414019  大矢　香凛(1)
東住吉

(342) ｵｵﾔ ｶﾘﾝ
041203014  木村　凛(1)

東住吉
(343) ｷﾑﾗ ﾘﾝ

041207015  金銅　瑠菜(1)
東住吉

(345) ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ
050115008  中村　茅那(1)

東住吉
(347) ﾅｶﾑﾗ ﾁﾅ
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 主　管:大阪高等学校体育連盟陸上競技部
 会　場:大阪市ヤンマーフィールド長居

 女子共通 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
17 桃山学院 031130008  旗手　里恋(2)

桃山学院
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ (276) ﾊﾀﾃ ﾘｺ
273363 041015018  翁　妃名子(1)

桃山学院
(380) ｵｷﾅ ﾋﾅｺ

(  51.00) 040727001  安田　優菜(1)
桃山学院

(381) ﾔｽﾀﾞ ﾕﾅ
040830012  村上　翠咲(1)

桃山学院
(383) ﾑﾗｶﾐ ﾐｻｷ

040810001  安井　千夏(1)
桃山学院

(385) ﾔｽｲ ﾁﾅﾂ
041111017  久吉　光(1)

桃山学院
(401) ﾋｻﾖｼ ﾋｶﾘ

18 八尾 040320008  荻野　柚月(2)
八尾

ﾔｵ (39) ｵｷﾞﾉ ﾕﾂﾞｷ
273364 030604003  柳澤　萌衣(2)

八尾
(42) ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾒｲ

(  52.00) 030808022  岡　栞里(2)
八尾

(43) ｵｶ ｼｵﾘ
031103006  金谷　菜々実(2)

八尾
(44) ｶﾅﾀﾆ ﾅﾅﾐ

041122014  井指　友結(1)
八尾

(302) ｲｻｼ ﾕｲ
040909013  辻井　里奈(1)

八尾
(303) ﾂｼﾞｲ ﾘﾅ

19 八尾翠翔 040510019  伊佐　皇鈴(1)
八尾翠翔

ﾔｵｽｲｼｮｳ (353) ｲｻ ﾐﾚｲ
273366 040915015  伊東　彩美(1)

八尾翠翔
(354) ｲﾄｳ ｱﾔﾐ

(  57.00) 050226007  内本　未羽(1)
八尾翠翔

(355) ｳﾁﾓﾄ ﾐｳ
040413015  馬詰　麻由(1)

八尾翠翔
(356) ｳﾏﾂﾞﾒ ﾏﾕ

040610004  佐々木　璃子(1)
八尾翠翔

(357) ｻｻｷ ﾘｺ
20  教育ｾﾝﾀｰ附 031021014  大野　桜空(2)

 教育ｾﾝﾀｰ附
ｷｮｳｲｸｾﾝﾀｰﾌ (208) ｵｵﾉ ｻｸﾗ
273369 030709003  篠﨑　七海(2)

 教育ｾﾝﾀｰ附
(209) ｼﾉｻﾞｷ ﾅﾅﾐ

(  50.00) 030812006  森山　未来(2)
 教育ｾﾝﾀｰ附

(210) ﾓﾘﾔﾏ ﾐｷ
050102011  髙橋　藍(1)

 教育ｾﾝﾀｰ附
(293) ﾀｶﾊｼ ｱｲ

040403008  高峰　レイ(1)
 教育ｾﾝﾀｰ附

(294) ﾀｶﾐﾈ ﾚｲ
041027010  多田　悠未(1)

 教育ｾﾝﾀｰ附
(295) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾐ

21 夕陽丘 031226022  坂本　陽菜(2)
夕陽丘

ﾕｳﾋｶﾞｵｶ (288) ｻｶﾓﾄ ﾋﾅ
273371 040226018  竹内　咲良(2)

夕陽丘
(289) ﾀｹｳﾁ ｻｸﾗ

(  56.00) 030824020  米岡　由真(2)
夕陽丘

(290) ﾖﾈｵｶ ﾕﾏ
040629005  高橋　美羽(1)

夕陽丘
(331) ﾀｶﾊｼ ﾐｳ

040719013  渡邉　七海(1)
夕陽丘

(332) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅﾐ
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 主　管:大阪高等学校体育連盟陸上競技部
 会　場:大阪市ヤンマーフィールド長居

 女子共通 ４×１００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
22  みどり清朋 030804019  北埜　紗衣(2)

 みどり清朋
ﾐﾄﾞﾘｾｲﾎｳ (221) ｷﾀﾉ ｻｴ
273375 041102019  西辺　梨紗(1)

 みどり清朋
(316) ﾆｼﾍﾞ ﾘｻ

(  55.00) 040603012  加藤　心花(1)
 みどり清朋

(317) ｶﾄｳ ﾐﾌｧ
050113014  西本　結衣(1)

 みどり清朋
(318) ﾆｼﾓﾄ ﾕｲ

040620008  村西　亜梨沙(1)
 みどり清朋

(319) ﾑﾗﾆｼ ｱﾘｻ
041011008  若竹　玲泉(1)

 みどり清朋
(320) ﾜｶﾀｹ ﾚﾐ

23  プール学院 031213013  北山　綾樹(2)
 プール学院

ﾌﾟｰﾙｶﾞｸｲﾝ (233) ｷﾀﾔﾏ ｱﾔｷ
273376 040116016  山中　望暖(2)

 プール学院
(234) ﾔﾏﾅｶ ﾐﾊﾙ

(  57.00) 041030010  井上　心音(1)
 プール学院

(311) ｲﾉｳｴ ｺｺﾈ
040407012  古宅　陽向(1)

 プール学院
(312) ｺﾔｹ ﾋﾅﾀ

040407013  古宅　陽和(1)
 プール学院

(313) ｺﾔｹ ﾋﾖﾘ
050314012  髙﨑　千春(1)

 プール学院
(314) ﾀｶｻｷ ﾁﾊﾙ

24 生野 031004005  河本　瑞華(2)
生野

ｲｸﾉ (81) ｶﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｶ
273401 031229013  児玉　かえで(2)

生野
(84) ｺﾀﾞﾏ ｶｴﾃﾞ

(  48.47) 030930015  藤原　帆彩(2)
生野

(86) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾎﾉｶ
031117004  前原　ゆい(2)

生野
(87) ﾏｴﾊﾗ ﾕｲ

030625028  南　日菜子(2)
生野

(88) ﾐﾅﾐ ﾋﾅｺ
040629001  浅本　涼香(1)

生野
(90) ｱｻﾓﾄ ｽｽﾞｶ

25 和泉 030710007  保田　果乃(2)
和泉

ｲｽﾞﾐ (139) ﾔｽﾀﾞ ｶﾉ
273402 031128012  大務　友紀(2)

和泉
(140) ｵｵﾂｶ ﾕｷ

(  57.00) 031222018  小牧　心愛(2)
和泉

(141) ｺﾏｷ ｺｺﾅ
040607003  齊藤　なごみ(1)

和泉
(405) ｻｲﾄｳ ﾅｺﾞﾐ

041107002  赤坂　美空(1)
和泉

(407) ｱｶｻｶ ﾐｸ
041105014  奈良　心華(1)

和泉
(408) ﾅﾗ ﾓﾄｶ

26 泉大津 030904028  中村　なぎさ(2)
泉大津

ｲｽﾞﾐｵｵﾂ (162) ﾅｶﾑﾗ ﾅｷﾞｻ
273403 041029001  金本　萌愛(1)

泉大津
(474) ｶﾅﾓﾄ ﾓｴ

(  57.00) 041018022  誉田　想(1)
泉大津

(475) ｺﾝﾀﾞ ｿｳ
041229001  長谷川　叶月(1)

泉大津
(495) ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾞｷ
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27 上宮太子 031219028  池田　雛姫(2)

上宮太子
ｳｴﾉﾐﾔﾀｲｼ (294) ｲｹﾀﾞ ﾋﾅｷ
273406 031204006  長谷　葵(2)

上宮太子
(295) ﾊｾ ｱｵｲ

(  58.17) 030801025  武田　実夏(2)
上宮太子

(296) ﾀｹﾀﾞ ﾐﾅﾂ
041006009  的場　千明(1)

上宮太子
(297) ﾏﾄﾊﾞ ﾁｱｷ

040510021  上田　茉咲(1)
上宮太子

(471) ｳｴﾀﾞ ﾏｻｷ
040512013  田中　沙希(1)

上宮太子
(473) ﾀﾅｶ ｻｷ

28 大塚 030411021  中田　茉希(2)
大塚

ｵｵﾂｶ (22) ﾅｶﾀ ﾏﾐ
273407 040221005  樋口　綾音(2)

大塚
(23) ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ

(  47.00) 030724010  福田　七海(2)
大塚

(25) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾐ
040225017  水谷　結花(2)

大塚
(27) ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｶ

041115003  奥田　萌佳(1)
大塚

(29) ｵｸﾀﾞ ﾓｴｶ
040806017  塚本　稀愛来(1)

大塚
(34) ﾂｶﾓﾄ ｷｱﾗ

29 鳳 030701007  煙草谷　ほのか(2)
鳳

ｵｵﾄﾘ (152) ﾀﾊﾞｺﾔ ﾎﾉｶ
273408 031217013  乕田　柚奈(2)

鳳
(153) ﾄﾗﾀﾞ ﾕｽﾞﾅ

(  54.99) 030830004  堀　青空(2)
鳳

(154) ﾎﾘ ｱｵｿﾞﾗ
030728002  松下　彩季(2)

鳳
(156) ﾏﾂｼﾀ ｻｷ

030921002  山本　萌絵(2)
鳳

(159) ﾔﾏﾓﾄ ﾓｴ
040429011  益田　結以(1)

鳳
(383) ﾏｽﾀﾞ ﾕｲ

30 河南 030604014  岡田　知佳(2)
河南

ｶﾅﾝ (229) ｵｶﾀﾞ ﾁｶ
273412 031001009  奥野　沙菜(2)

河南
(230) ｵｸﾉ ｻﾅ

(  54.00) 040131022  清玄寺　菜生(2)
河南

(232) ｾｲｹﾞﾝｼﾞ ﾅﾐ
031129011  濵田　志歩(2)

河南
(233) ﾊﾏﾀﾞ ｼﾎ

040306009  泰山　心美(2)
河南

(234) ﾔｽﾔﾏ ｺｺﾐ
050110013  有馬　紗彩(1)

河南
(401) ｱﾘﾏ ｻﾔ

31 岸和田 040101003  赤江　萌(2)
岸和田

ｷｼﾜﾀﾞ (253) ｱｶｴ ﾓｴ
273413 031224021  木谷　はる(2)

岸和田
(255) ｷﾀﾆ ﾊﾙ

(  52.17) 040109018  原田　柊香(2)
岸和田

(257) ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｶ
030926010  南　咲里(2)

岸和田
(258) ﾐﾅﾐ ｻﾘ

040621006  清水　里瑚(1)
岸和田

(455) ｼﾐｽﾞ ﾘｺ
040411007  池本　真歩(1)

岸和田
(456) ｲｹﾓﾄ ﾏﾎ
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連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
32 久米田 040804006  入谷　桃(1)

久米田
ｸﾒﾀﾞ (485) ｲﾘﾀﾆ ﾓﾓ
273415 041009005  武田　栞奈(1)

久米田
(486) ﾀｹﾀﾞ ｶﾝﾅ

(  55.00) 041217010  本田　芽生(1)
久米田

(487) ﾎﾝﾀﾞ ﾒｲ
040814004  向井　瑠花(1)

久米田
(488) ﾑｶｲ ﾙｶ

33 堺西 030818005  安部　綾音(2)
堺西

ｻｶｲﾆｼ (180) ｱﾍﾞ ｱﾔﾈ
273422 031230004  岡田　葵(2)

堺西
(181) ｵｶﾀﾞ ｱｵｲ

(  57.00) 040126008  中田　実和(2)
堺西

(182) ﾅｶﾀ ﾐﾜ
030621006  松尾　望(2)

堺西
(183) ﾏﾂｵ ﾉｿﾞﾐ

040719001  上野　葉月(1)
堺西

(453) ｳｴﾉ ﾊﾂﾞｷ
041228015  落合　優萌(1)

堺西
(454) ｵﾁｱｲ ﾕﾒﾎ

34 堺東 030415009  久保　芹梨奈(2)
堺東

ｻｶｲﾋｶﾞｼ (225) ｸﾎﾞ ｾﾘﾅ
273423 041201003  川上　琴羽(1)

堺東
(447) ｶﾜｶﾐ ｺﾄﾊ

(  56.00) 050303015  花岡　綾乃(1)
堺東

(448) ﾊﾅｵｶ ｱﾔﾉ
041124015  吉田　心優(1)

堺東
(449) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾕ

35 狭山 030514006  足立　涼音(2)
狭山

ｻﾔﾏ (358) ｱﾀﾞﾁ ｽｽﾞﾈ
273427 030623008  後藤　花音(2)

狭山
(360) ｺﾞﾄｳ ｶﾉﾝ

(  57.00) 030503001  長岡　朋花(2)
狭山

(361) ﾅｶﾞｵｶ ﾄﾓｶ
030827019  西野　鈴菜(2)

狭山
(362) ﾆｼﾉ ｽｽﾞﾅ

040406011  角野　満桜(1)
狭山

(481) ｶﾄﾞﾉ ﾏｵ
040802008  松﨑　陽子(1)

狭山
(483) ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｳｺ

36 信太 040227004  柳本　愛那(2)
信太

ｼﾉﾀﾞ (239) ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏﾅ
273429 030804023  渡邊　眞季(2)

信太
(240) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ

(  58.00) 030506001  久保　夏実(2)
信太

(410) ｸﾎﾞ ﾅﾂﾐ
041102008  西村　端璃依(1)

信太
(411) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾘｲ

050210009  植村　望愛(1)
信太

(412) ｳｴﾑﾗ ﾉｱ
040922010  岡崎　莉子(1)

信太
(413) ｵｶｻﾞｷ ﾘｺ
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連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
37 清教学園 030803017  乾　友里愛(2)

清教学園
ｾｲｷｮｳｶﾞｸｴﾝ (190) ｲﾇｲ ﾕﾘｱ
273433 031021020  井上　ひなた(2)

清教学園
(191) ｲﾉｳｴ ﾋﾅﾀ

(  58.00) 030711034  正木　日向子(2)
清教学園

(197) ﾏｻｷ ﾋﾅｺ
040826023  藤井　志乃(1)

清教学園
(430) ﾌｼﾞｲ ｼﾉ

040710002  前田　夏歩(1)
清教学園

(431) ﾏｴﾀﾞ ﾅﾂﾎ
040501024  松田　悠(1)

清教学園
(433) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙｶ

38 清風南海 030731012  阪本　晴香(2)
清風南海

ｾｲﾌｳﾅﾝｶｲ (324) ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｶ
273434 030620017  難波　萌花(2)

清風南海
(325) ﾅﾝﾊﾞ ﾓｴｶ

(  58.00) 040312011  二階堂　衣里子(2)
清風南海

(326) ﾆｶｲﾄﾞｳ ｴﾘｺ
040330016  松廣　優奈(2)

清風南海
(328) ﾏﾂﾋﾛ ﾕﾅ

041119009  中島　史織(1)
清風南海

(490) ﾅｶｼﾞﾏ ｼｵﾘ
040823005  雪本　明莉(1)

清風南海
(493) ﾕｷﾓﾄ ｱｶﾘ

39 泉北 030425011  越智　楓彩(2)
泉北

ｾﾝﾎﾞｸ (118) ｵﾁ ﾌｳｱ
273436 030912003  冨永　瑞生(2)

泉北
(120) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｽﾞｷ

(  52.30) 040611006  穴吹　しおり(1)
泉北

(393) ｱﾅﾌﾞｷ ｼｵﾘ
040802019  嘉祥寺　華凜(1)

泉北
(396) ｶｼｮｳｼﾞ ｶﾘﾝ

040904011  加藤　涼花(1)
泉北

(397) ｶﾄｳ ﾘｮｳｶ
040715010  川口　知夏(1)

泉北
(398) ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾅﾂ

40 泉陽 030517001  野口　七菜(2)
泉陽

ｾﾝﾖｳ (111) ﾉｸﾞﾁ ﾅﾅ
273437 030609008  村木　菜生子(2)

泉陽
(112) ﾑﾗｷ ﾅｵｺ

(  48.94) 040713016  山口　祐羽里(1)
泉陽

(386) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾘ
040412008  加藤　彩春(1)

泉陽
(388) ｶﾄｳ ｲﾛﾊ

040522004  大浦　菜緒(1)
泉陽

(389) ｵｵｳﾗ ﾅｵ
050125009  山川　穣(1)

泉陽
(391) ﾔﾏｶﾜ ﾐﾉﾘ

41 大体大浪商 030804021  上野　夏美(2)
大体大浪商

ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲﾅﾐｼｮｳ (51) ｳｴﾉ ﾅﾂﾐ
273439 030725006  園原　樹那(2)

大体大浪商
(52) ｿﾉﾊﾗ ｼﾞｭﾅ

(  53.00) 030628010  宮繁　愛葉(2)
大体大浪商

(53) ﾐﾔｼｹﾞ ｲﾄﾊ
041123014  太田　日向(1)

大体大浪商
(67) ｵｵﾀ ﾋﾅ

050217015  楠井　菜摘(1)
大体大浪商

(68) ｸｽｲ ﾅﾂﾐ
050218014  藤田　愛香(1)

大体大浪商
(374) ﾌｼﾞﾀ ｱｲｶ
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42  帝塚山泉ヶ丘 030729019  窪田　倖己(2)

 帝塚山泉ヶ丘
ﾃﾂﾞｶﾔﾏｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ (348) ｸﾎﾞﾀ ｺｺ
273442 040129017  小泉　美依(2)

 帝塚山泉ヶ丘
(349) ｺｲｽﾞﾐ ﾐｲ

(  52.00) 030407018  白石　菜々子(2)
 帝塚山泉ヶ丘

(350) ｼﾗｲｼ ﾅﾅｺ
030721011  中野　綾海(2)

 帝塚山泉ヶ丘
(351) ﾅｶﾉ ｱﾔﾐ

040403015  霧山　紗永(1)
 帝塚山泉ヶ丘

(352) ｷﾘﾔﾏ ｻｴ
43 登美丘 040101004  岡田　華央(2)

登美丘
ﾄﾐｵｶ (274) ｵｶﾀﾞ ｶｵ
273443 031007029  戸水　真帆(2)

登美丘
(276) ﾄﾐｽﾞ ﾏﾎ

(  52.16) 040308005  西川　颯(2)
登美丘

(277) ﾆｼｶﾜ ｻﾂｷ
031209001  馬場　仁美(2)

登美丘
(279) ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾄﾐ

040604006  登山　菜月(1)
登美丘

(438) ﾄﾔﾏ ﾅﾂｷ
041029011  東野　楓(1)

登美丘
(439) ﾋｶﾞｼﾉ ｶｴﾃﾞ

44 長野 031108006  井川　ふらの(2)
長野

ﾅｶﾞﾉ (95) ｲｶﾜ ﾌﾗﾉ
273445 040312002  折田　すず花(2)

長野
(96) ｵﾘﾀ ｽｽﾞｶ

(  53.00) 040201005  川上　桃花(2)
長野

(97) ｶﾜｶﾐ ﾓﾓｶ
030303033  阪田　桃香(2)

長野
(98) ｻｶﾀ ﾓﾓｶ

031122003  山岸　朱里(2)
長野

(101) ﾔﾏｷﾞｼ ｱｶﾘ
040618006  松崎　由莉(1)

長野
(469) ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｲﾘ

45 羽衣学園 030915016  生田　岬(2)
羽衣学園

ﾊｺﾞﾛﾓｶﾞｸｴﾝ (286) ｲｸﾀ ﾐｻｷ
273451 030529021  尾園　丹理(2)

羽衣学園
(289) ｵｿﾞﾉ ｱｶﾘ

(1:00.00) 040104019  柿元　美咲(2)
羽衣学園

(290) ｶｷﾓﾄ ﾐｻｷ
030612025  田中　萌佳(2)

羽衣学園
(291) ﾀﾅｶ ﾎﾉｶ

031202021  山田　陽葉(2)
羽衣学園

(292) ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾊ
46 初芝立命館 030905008  島野　日菜(2)

初芝立命館
ﾊﾂｼﾊﾞﾘﾂﾒｲｶﾝ (333) ｼﾏﾉ ﾋﾅ
273452 030420021  中谷　萌利(2)

初芝立命館
(334) ﾅｶﾔ ﾓｴﾘ

(  57.10) 040502008  松永　聖莉(1)
初芝立命館

(463) ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾄﾘ
040621003  森元　七色(1)

初芝立命館
(464) ﾓﾘﾓﾄ ﾅﾅﾐ

040730001  酒井　優恵(1)
初芝立命館

(465) ｻｶｲ ﾕﾒ
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連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
47 三国丘 040127014  川村　美紗貴(2)

三国丘
ﾐｸﾆｶﾞｵｶ (205) ｶﾜﾑﾗ ﾐｻｷ
273464 030511011  森原　弥久(2)

三国丘
(207) ﾓﾘﾊﾗ ﾐｸ

(  53.50) 030709018  山田　美月(2)
三国丘

(208) ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ
040520012  岡﨑　百花(1)

三国丘
(368) ｵｶｻﾞｷ ﾓﾓｶ

040819017  野間　千永(1)
三国丘

(416) ﾉﾏ ﾁｴ
050112014  中屋　茉莉(1)

三国丘
(418) ﾅｶﾔ ﾏﾘ


