
競技エントリーリスト リスト出力日付：2022/08/16 16:12:10 Page:1
******************************
* 男子対校 100m *
******************************
127人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 2 林 申雅(3) ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 大塚 10.65 1
9 8 渡邉 瑛斗(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ 男子 大　阪 大塚 10.70 2
7 636 池内 優史(3) ｲｹｳﾁ ﾕｳｼ 男子 大　阪 藤井寺 10.79 3
48 29 前川 瑠偉(2) ﾏｴｶﾜ ﾙｲ 男子 大　阪 大塚 10.87 4
6 229 岡田 優作(3) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｻｸ 男子 大　阪 今宮工科 10.96 5
57 133 杉田 善(2) ｽｷﾞﾀ ｾﾞﾝ 男子 大　阪 生野 11.07 6
28 563 新山 陽斗(2) ﾆｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 高石 11.10 7
108 699 松村 悠希(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 11.12 8
60 414 浦上 大和(2) ｳﾗｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ 男子 大　阪 夕陽丘 11.22 9
96 660 樋口 誠一郎(1) ﾋｸﾞﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 三国丘 11.29 10
65 403 酒井 翔生(2) ｻｶｲ ｼｮｳｷ 男子 大　阪 高津 11.33 11
17 355 和島 優羽(3) ﾜｼﾞﾏ ﾕｳﾊ 男子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 11.35 12
4 573 畠山 晴希(3) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 狭山 11.40 13

100 697 尾﨑 瑛多(1) ｵｻﾞｷ ｴｲﾀ 男子 大　阪 泉陽 11.40 14
19 380 吉川 直惟斗(2) ﾖｼｶﾜ ﾅｲﾄ 男子 大　阪 清水谷 11.44 15
71 134 竹本 八紘(2) ﾀｹﾓﾄ ﾔﾋﾛ 男子 大　阪 生野 11.45 16
35 45 河野 斡也(2) ｶﾜﾉ ｱﾂﾔ 男子 大　阪 八尾 11.46 17
36 538 足立 雅典(2) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 11.46 18
34 399 後藤 健太(2) ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 高津 11.47 19
79 215 森 大輝(2) ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 河南 11.49 20
88 138 伊藤 優汰(1) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 生野 11.49 21
5 431 北垣 拓也(3) ｷﾀｶﾞｷ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 堺 11.50 22
26 218 葛城 悠太(2) ｶﾂﾗｷﾞ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 天王寺 11.52 23
110 699 竹下 稜将(1) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 高津 11.55 24
64 548 佐生 拓摩(2) ｻｿｳ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 泉大津 11.56 25
8 364 金城 裕真(3) ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 金岡 11.57 26
11 418 小渡 歩(3) ｺﾜﾀﾘ ﾒｸﾞﾙ 男子 大　阪 日新 11.59 27
37 435 信田 誠(2) ｼﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 住吉 11.60 28
120 628 佐藤 優平(1) ｻﾄｳ ﾕｳﾍｲ 男子 大　阪 八尾 11.60 29
56 519 鈴木 流羽(2) ｽｽﾞｷ ﾘｳ 男子 大　阪 鳳 11.61 30
70 256 山内 勇人(2) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 阿倍野 11.62 31
23 220 東 光春(2) ﾋｶﾞｼ ﾐﾂﾊﾙ 男子 大　阪 天王寺 11.65 32
53 550 文山 湧月(2) ﾌﾐﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 男子 大　阪 泉大津 11.65 33
55 558 大岸 智輝(2) ｵｵｷﾞｼ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 みどり清朋 11.67 34
27 480 吉田 晴太郎(2) ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 男子 大　阪 東住吉 11.68 35
74 254 木村 紘基(2) ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 阿倍野 11.68 36
46 451 松田 晃河(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｶﾞ 男子 大　阪 八尾翠翔 11.70 37
77 479 山村 拓未(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 東住吉 11.71 38
50 257 山下 由悟(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 阿倍野 11.73 39
51 577 松本 陽太(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 狭山 11.73 40
12 232 中川 愛翔(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 男子 大　阪 今宮工科 11.74 41
24 478 好金 空良(2) ﾖｼｶﾈ ｿﾗ 男子 大　阪 岸和田 11.74 42
66 51 松山 璃大(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｵ 男子 大　阪 八尾 11.74 43
20 146 岡 勇晴(2) ｵｶ ｲﾊﾙ 男子 大　阪 佐野 11.76 44
76 488 森下 柊海(2) ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳ 男子 大　阪 岸和田 11.76 45
39 379 松阪 梨世(2) ﾏﾂｻｶ ﾘﾝｾｲ 男子 大　阪 清水谷 11.81 46
84 613 宮本 和樹(1) ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 山本 11.81 47
95 650 田中 亮太(1) ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 天王寺 11.83 48
2 278 末竹 政行(3) ｽｴﾀｹ ﾏｻﾕｷ 男子 大　阪 堺工科 11.85 49
81 492 浅井 優冴(2) ｱｻｲ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 貝塚南 11.85 50
86 708 川上 大琥(1) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 大　阪 和泉 11.86 51
3 584 下台 新(3) ｼﾓﾀﾞｲ ｱﾗﾀ 男子 大　阪 佐野工科 11.88 52
21 378 藤井 隆太(2) ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ 男子 大　阪 清水谷 11.89 53
31 440 山本 烈(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾂ 男子 大　阪 堺 11.89 54
67 449 玉置 伶次(2) ﾀﾏｵｷ ﾚｲｼﾞ 男子 大　阪 八尾翠翔 11.90 55
78 464 小川 亮輔(2) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 信太 11.90 56
97 905 杉本 章悟(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 高石 11.90 57
102 723 ｺﾞｰﾚｱﾝ ｸｧﾝ ｺﾞｰﾚｱﾝ ｸｧﾝ 男子 大　阪 八尾翠翔 11.90 58
114 909 米澤 佑真(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高石 11.90 59
10 218 小ヶ倉 駿(3) ｺｶﾞｸﾗ ｼｭﾝ 男子 大　阪 美原 11.91 60
98 859 高見 侃汰(1) ﾀｶﾐ ｶﾝﾀ 男子 大　阪 河南 11.94 61
62 531 香月 雅斗(2) ｶﾂｷ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 山本 11.97 62
41 164 石井 陽翔(2) ｲｼｲ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 泉陽 11.98 63
105 666 廣岡 克敏(1) ﾋﾛｵｶ ｶﾂﾄ 男子 大　阪 岸和田産業 11.98 64
18 191 鍋島 佳昂(2) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾖｼﾀｶ 男子 大　阪 山本 11.99 65
69 314 巽 稜輝(2) ﾀﾂﾐ ｲｽﾞｷ 男子 大　阪 布施 12.00 66
89 805 森脇 陽美(1) ﾓﾘﾜｷ ﾊﾙﾐ 男子 大　阪 登美丘 12.00 67
30 565 山本 麗央(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵ 男子 大　阪 みどり清朋 12.01 68
124 598 小森 生睦(1) ｺﾓﾘ ｲﾁｶ 男子 大　阪 みどり清朋 12.06 69
73 193 山﨑 諒(2) ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳ 男子 大　阪 三国丘 12.07 70
91 800 小川 光生(1) ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 登美丘 12.07 71
111 821 小西 広晟(1) ｺﾆｼ ﾋﾛﾏｻ 男子 大　阪 東百舌鳥 12.08 72
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85 586 永﨑 嵩人(1) ﾅｶﾞｻｷ ﾀｶﾋﾄ 男子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 12.09 73
90 782 田中 陸登(1) ﾀﾅｶ ﾐﾁﾄ 男子 大　阪 金岡 12.09 74
118 714 小林 冬磨(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾏ 男子 大　阪 和泉 12.10 75
68 479 南 直太朗(2) ﾐﾅﾐ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 大　阪 岸和田 12.12 76
25 507 丸林 貴哉(2) ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 男子 大　阪 東百舌鳥 12.14 77
104 676 中 俊祐(1) ﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 藤井寺 12.14 78
42 547 安栗 佑希斗(2) ｱﾝｸﾞﾘ ﾕｷﾄ 男子 大　阪 泉大津 12.16 79
44 305 八巻 健悟(2) ﾔﾏｷ ｹﾝｺﾞ 男子 大　阪 和泉 12.16 80
119 743 森 優樹(1) ﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 大　阪 三国丘 12.17 81
58 416 安田 友碧(2) ﾔｽﾀﾞ ﾄｱ 男子 大　阪 夕陽丘 12.18 82
99 914 加減 一輝(1) ｶｹﾞﾝ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 日根野 12.19 83
112 702 田辺 航平(1) ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 男子 大　阪 金剛 12.20 84
82 448 星山 虎太郎(2) ﾎｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 男子 大　阪 泉北 12.22 85
59 317 吉川 烈央(2) ﾖｼｶﾜ ﾚｵ 男子 大　阪 布施 12.23 86
116 717 西川 千登(1) ﾆｼｶﾜ ｾﾝﾄ 男子 大　阪 美原 12.23 87
83 249 山本 一喜(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 大　阪 阪南 12.25 88
125 663 友成 爽介(1) ﾄﾓﾅﾘ ｿｳｽｹ 男子 大　阪 金剛 12.27 89
92 873 波元 海(1) ﾅﾐﾓﾄ ｶｲ 男子 大　阪 佐野工科 12.29 90
40 246 木村 優斗(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 阪南 12.30 91
49 217 吉田 悠真(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 河南 12.30 92
113 688 合田 連太朗(1) ｺﾞｳﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 布施 12.30 93
117 807 髙橋 惺駕 ﾀｶﾊｼ　ｾｲｶﾞ 男子 大　阪 長吉 12.30 94
122 745 山崎 陸斗(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 久米田 12.30 95
54 476 岩本 翼(2) ｲﾜﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 東住吉 12.31 96
101 779 小林 快士(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 男子 大　阪 金岡 12.31 97
80 505 中野 陽(2) ﾅｶﾉ ﾊﾙ 男子 大　阪 東百舌鳥 12.33 98
107 569 大橋 勇斗(1) ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 日新 12.34 99
43 248 藤田 隼斗(2) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 阪南 12.36 100
45 493 荒野 凌大朗(2) ｱﾗﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 貝塚南 12.38 101
103 777 住大 智規(1) ｽﾐﾀﾞｲ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 堺東 12.39 102
32 422 荷掛 響希(2) ﾆｶｹ ﾋﾋﾞｷ 男子 大　阪 堺西 12.40 103
121 786 清水 翔太(1) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 泉北 12.42 104
94 671 栗原 汰知(1) ｸﾘﾊﾗ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 枚岡樟風 12.46 105
72 447 藤原 柊(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳ 男子 大　阪 泉北 12.47 106
16 230 小谷 陸大(3) ｺﾀﾆ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 今宮工科 12.5 107
63 579 森下 星悟(2) ﾓﾘｼﾀ ｾｲｺﾞ 男子 大　阪 狭山 12.50 108
123 799 岡本 亜土(1) ｵｶﾓﾄ ｱﾄｳ 男子 大　阪 登美丘 12.50 109
61 495 植田 啓太(2) ｳｴﾀﾞ ｹｲﾀ 男子 大　阪 貝塚南 12.55 110
126 782 山本 闘将(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳｼｮｳ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 12.55 111
93 764 小西 陽斗(1) ｺﾆｼ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 堺 12.65 112
13 407 福田 空(3) ﾌｸﾀﾞ ｿﾗ 男子 大　阪 和泉総合 12.75 113
115 912 釜平 海凪(1) ｶﾏﾋﾗ ｶｲﾄ 男子 大　阪 長野 12.77 114
109 804 大窪 龍亜 ｵｵｸﾎﾞ　ﾘｭｳｱ 男子 大　阪 長吉 12.80 115
22 432 榎園 空大(2) ｴﾉｷｿﾞﾉ ｿﾗﾄ 男子 大　阪 今宮 12.90 116
33 434 高橋 蓮(2) ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 男子 大　阪 今宮 12.90 117
106 781 月岡 秀人(1) ﾂｷｵｶ ｼｭｳﾄ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 12.90 118
29 646 小浦 泰斗(2) ｺｳﾗ ﾀｲﾄ 男子 大　阪 岸和田産業 12.91 119
87 925 大石 陽向(1) ｵｵｲｼ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 藤井寺 12.92 120
52 420 辰巳 元徳(2) ﾀﾂﾐ ｹﾞﾝﾄｸ 男子 大　阪 堺西 12.94 121
14 242 久山 颯亜(3) ｸﾔﾏ ｼｮｱ 男子 大　阪 枚岡樟風 13.05 122
38 151 村中 雄弥(2) ﾑﾗﾅｶ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 佐野 13.06 123
75 569 國田 真裕(2) ｸﾆﾀ ﾏｻﾋﾛ 男子 大　阪 懐風館 13.14 124
15 794 井上 大樹(1) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｼﾞｭ 男子 大　阪 岸和田産業 13.34 125
47 499 星野 拓海(2) ﾎｼﾉ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 長野 13.97 126
127 826 石川 凛太郎(1) ｲｼｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 信太 14.28 127
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3 229 岡田 優作(3) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｻｸ 男子 大　阪 今宮工科 21.88 1
2 10 濱田 伊吹(3) ﾊﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 男子 大　阪 大塚 22.07 2
37 29 前川 瑠偉(2) ﾏｴｶﾜ ﾙｲ 男子 大　阪 大塚 22.17 3
62 47 田中 颯太(2) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 男子 大　阪 八尾 22.26 4
46 412 神田 陽尚(2) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 金剛 22.30 5
24 563 新山 陽斗(2) ﾆｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 高石 22.50 6
50 414 浦上 大和(2) ｳﾗｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ 男子 大　阪 夕陽丘 22.61 7
100 699 松村 悠希(1) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 22.65 8
54 403 酒井 翔生(2) ｻｶｲ ｼｮｳｷ 男子 大　阪 高津 22.67 9
57 536 中林 優心(2) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼ 男子 大　阪 登美丘 22.72 10
85 660 樋口 誠一郎(1) ﾋｸﾞﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 三国丘 22.72 11
4 462 渡邉 雅也(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 男子 大　阪 信太 22.74 12
21 218 葛城 悠太(2) ｶﾂﾗｷﾞ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 天王寺 22.81 13
79 138 伊藤 優汰(1) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 生野 22.87 14
98 139 小松 蒼波(1) ｺﾏﾂ ｱｵﾊﾞ 男子 大　阪 生野 22.90 15
33 446 大村 拓輝(2) ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 22.95 16
16 220 東 光春(2) ﾋｶﾞｼ ﾐﾂﾊﾙ 男子 大　阪 天王寺 23.08 17
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30 45 河野 斡也(2) ｶﾜﾉ ｱﾂﾔ 男子 大　阪 八尾 23.13 18
5 433 髙橋 匠哉(3) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 堺 23.14 19
14 380 吉川 直惟斗(2) ﾖｼｶﾜ ﾅｲﾄ 男子 大　阪 清水谷 23.15 20
11 355 和島 優羽(3) ﾜｼﾞﾏ ﾕｳﾊ 男子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 23.19 21
42 37 坂平 拓士(2) ｻｶﾋﾗ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 大塚 23.25 22
60 134 竹本 八紘(2) ﾀｹﾓﾄ ﾔﾋﾛ 男子 大　阪 生野 23.37 23
13 373 津曲 智幾(2) ﾂﾏｶﾞﾘ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 金岡 23.53 24
40 577 松本 陽太(2) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 狭山 23.55 25
39 641 島内 僚大(2) ｼﾏｳﾁ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 藤井寺 23.56 26
47 519 鈴木 流羽(2) ｽｽﾞｷ ﾘｳ 男子 大　阪 鳳 23.56 27
12 243 南野 勇人(3) ﾐﾅﾐﾉ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚岡樟風 23.58 28
23 167 白浜 隼人(2) ｼﾗﾊﾏ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 泉陽 23.59 29
70 479 山村 拓未(2) ﾔﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 東住吉 23.60 30
111 628 佐藤 優平(1) ｻﾄｳ ﾕｳﾍｲ 男子 大　阪 八尾 23.60 31
53 548 佐生 拓摩(2) ｻｿｳ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 泉大津 23.75 32
17 478 好金 空良(2) ﾖｼｶﾈ ｿﾗ 男子 大　阪 岸和田 23.76 33
7 232 中川 愛翔(3) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 男子 大　阪 今宮工科 23.78 34
19 150 松本 准典(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 佐野 23.80 35
55 449 玉置 伶次(2) ﾀﾏｵｷ ﾚｲｼﾞ 男子 大　阪 八尾翠翔 23.80 36
1 584 下台 新(3) ｼﾓﾀﾞｲ ｱﾗﾀ 男子 大　阪 佐野工科 23.81 37
59 256 山内 勇人(2) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 阿倍野 23.81 38
29 413 鬼防 京吾(2) ｷﾎﾞｳ ｷｮｳｺﾞ 男子 大　阪 金剛 23.98 39
26 300 岸本 大輝(2) ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 和泉 24.00 40
109 902 恋中 依生(1) ｺｲﾅｶ ｲｵ 男子 大　阪 高石 24.00 41
89 697 尾﨑 瑛多(1) ｵｻﾞｷ ｴｲﾀ 男子 大　阪 泉陽 24.01 42
118 787 光本 幸暉(1) ﾐﾂﾓﾄ ｺｳｷ 男子 大　阪 泉北 24.04 43
6 218 小ヶ倉 駿(3) ｺｶﾞｸﾗ ｼｭﾝ 男子 大　阪 美原 24.08 44
45 550 文山 湧月(2) ﾌﾐﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 男子 大　阪 泉大津 24.10 45
83 636 西田 琉聖(1) ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 夕陽丘 24.15 46
74 586 永﨑 嵩人(1) ﾅｶﾞｻｷ ﾀｶﾋﾄ 男子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 24.17 47
31 514 大木 陽斗(2) ｵｵｷ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 鳳 24.21 48
61 521 直江 翼(2) ﾅｵｴ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 鳳 24.24 49
8 219 野村 帝成(3) ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 美原 24.27 50
65 447 藤原 柊(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳ 男子 大　阪 泉北 24.27 51
15 378 藤井 隆太(2) ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ 男子 大　阪 清水谷 24.29 52
22 480 吉田 晴太郎(2) ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 男子 大　阪 東住吉 24.30 53
41 653 西 星輝(2) ﾆｼ ｾｲｷ 男子 大　阪 日根野 24.30 54
64 406 水野 涼(2) ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ 男子 大　阪 高津 24.30 55
69 488 森下 柊海(2) ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳ 男子 大　阪 岸和田 24.35 56
84 650 田中 亮太(1) ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 天王寺 24.37 57
82 782 田中 陸登(1) ﾀﾅｶ ﾐﾁﾄ 男子 大　阪 金岡 24.49 58
34 562 冨田 裕麻(2) ﾄﾐﾀ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高石 24.50 59
43 494 五十嵐 琉斗(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳﾄ 男子 大　阪 貝塚南 24.50 60
67 376 長倉 昇世(2) ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｾｲ 男子 大　阪 金岡 24.50 61
75 708 川上 大琥(1) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 男子 大　阪 和泉 24.50 62
116 915 水内 琉偉(1) ﾐｽﾞｳﾁ ﾙｲ 男子 大　阪 日根野 24.50 63
44 534 高橋 秀弥(2) ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾔ 男子 大　阪 登美丘 24.51 64
32 379 松阪 梨世(2) ﾏﾂｻｶ ﾘﾝｾｲ 男子 大　阪 清水谷 24.53 65
115 598 小森 生睦(1) ｺﾓﾘ ｲﾁｶ 男子 大　阪 みどり清朋 24.68 66
81 597 澤田 門土(1) ｻﾜﾀﾞ ﾓﾝﾄﾞ 男子 大　阪 みどり清朋 24.80 67
48 416 安田 友碧(2) ﾔｽﾀﾞ ﾄｱ 男子 大　阪 夕陽丘 24.85 68
63 454 高橋 勇冴(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 信太 24.85 69
18 507 丸林 貴哉(2) ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 男子 大　阪 東百舌鳥 24.86 70
66 193 山﨑 諒(2) ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳ 男子 大　阪 三国丘 24.89 71
91 777 住大 智規(1) ｽﾐﾀﾞｲ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 堺東 24.93 72
76 852 池本 龍聖(1) ｲｹﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 河南 24.95 73
92 676 中 俊祐(1) ﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 藤井寺 24.99 74
27 567 古池 奏翔(2) ﾌﾙｲｹ ｿｳﾄ 男子 大　阪 東住吉 25.00 75
36 566 米田 惺矢(2) ﾖﾈﾀﾞ ｾｲﾔ 男子 大　阪 みどり清朋 25.00 76
49 317 吉川 烈央(2) ﾖｼｶﾜ ﾚｵ 男子 大　阪 布施 25.00 77
78 746 山中 利玖(1) ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ 男子 大　阪 貝塚南 25.00 78
88 917 若林 亮太(1) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 日根野 25.00 79
90 723 ｺﾞｰﾚｱﾝ ｸｧﾝ ｺﾞｰﾚｱﾝ ｸｧﾝ 男子 大　阪 八尾翠翔 25.00 80
101 821 小西 広晟(1) ｺﾆｼ ﾋﾛﾏｻ 男子 大　阪 東百舌鳥 25.00 81
102 860 水本 琉偉(1) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ 男子 大　阪 河南 25.00 82
58 549 中村 優希(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉大津 25.04 83
71 505 中野 陽(2) ﾅｶﾉ ﾊﾙ 男子 大　阪 東百舌鳥 25.06 84
80 805 森脇 陽美(1) ﾓﾘﾜｷ ﾊﾙﾐ 男子 大　阪 登美丘 25.11 85
96 720 長﨑 琉成(1) ﾅｶﾞｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 阿倍野 25.12 86
110 721 野津 蓮司(1) ﾉﾂﾞ ﾚﾝｼﾞ 男子 大　阪 阿倍野 25.15 87
104 678 野﨑 洵平(1) ﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 岸和田 25.20 88
108 807 髙橋 惺駕 ﾀｶﾊｼ　ｾｲｶﾞ 男子 大　阪 長吉 25.20 89
72 249 山本 一喜(2) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 大　阪 阪南 25.25 90
77 791 中出 皓介(1) ﾅｶﾃﾞ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 佐野 25.31 91
107 717 西川 千登(1) ﾆｼｶﾜ ｾﾝﾄ 男子 大　阪 美原 25.36 92
117 734 久保田 康介(1) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 三国丘 25.42 93
25 422 荷掛 響希(2) ﾆｶｹ ﾋﾋﾞｷ 男子 大　阪 堺西 25.50 94
51 495 植田 啓太(2) ｳｴﾀﾞ ｹｲﾀ 男子 大　阪 貝塚南 25.50 95
103 689 谷口 敬太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 大　阪 布施 25.50 96
73 583 山田 純大(1) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 男子 大　阪 花園 25.53 97
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86 707 谷本 直生(1) ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 大　阪 和泉 25.65 98
93 692 田中 光(1) ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 男子 大　阪 堺上 25.76 99
38 217 吉田 悠真(2) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 河南 25.80 100
106 674 藤原 瑛(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 男子 大　阪 阪南 25.80 101
105 912 釜平 海凪(1) ｶﾏﾋﾗ ｶｲﾄ 男子 大　阪 長野 25.85 102
52 531 香月 雅斗(2) ｶﾂｷ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 山本 25.90 103
99 673 納富 拓未(1) ﾉｳﾄﾐ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 阪南 25.97 104
56 450 板橋 寛太(2) ｲﾀﾊﾞｼ ｶﾝﾀ 男子 大　阪 信太 26.00 105
87 691 峯﨑 大地(1) ﾐﾈｻｷ ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 布施 26.00 106
97 569 大橋 勇斗(1) ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 日新 26.00 107
112 872 舞島 大海(1) ﾏｲｼﾞﾏ ﾀｲｶｲ 男子 大　阪 佐野工科 26.00 108
94 661 勝真 秀太(1) ｶﾂﾏ ｼｭｳﾀ 男子 大　阪 今宮工科 26.26 109
20 431 伊藤 慎之介(2) ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 男子 大　阪 今宮 26.40 110
114 745 山崎 陸斗(1) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 久米田 26.50 111
68 433 光眞坊 多助(2) ｺｳｼﾝﾎﾞｳ ﾀｽｹ 男子 大　阪 今宮 26.70 112
95 704 三方 瑠宇偉(1) ﾐｶﾀ ﾙｳｲ 男子 大　阪 金剛 27.00 113
28 434 高橋 蓮(2) ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ 男子 大　阪 今宮 27.01 114
9 242 久山 颯亜(3) ｸﾔﾏ ｼｮｱ 男子 大　阪 枚岡樟風 27.02 115

113 848 横谷 幸大(1) ﾖｺﾀﾆ ｺｳﾀ 男子 大　阪 泉北 27.50 116
35 499 星野 拓海(2) ﾎｼﾉ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 長野 28.03 117
10 794 井上 大樹(1) ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｼﾞｭ 男子 大　阪 岸和田産業 29.00 118
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28 28 野見 卓人(2) ﾉﾐ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 大塚 50.77 1
32 453 大六野 海斗(2) ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｶｲﾄ 男子 大　阪 信太 50.89 2
1 278 末竹 政行(3) ｽｴﾀｹ ﾏｻﾕｷ 男子 大　阪 堺工科 51.16 3
29 51 松山 璃大(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｵ 男子 大　阪 八尾 51.30 4
18 446 大村 拓輝(2) ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 51.60 5
9 150 松本 准典(2) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 佐野 51.65 6
55 664 室谷 尚汰(1) ﾑﾛﾔ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 鳳 52.00 7
8 24 梅本 樹(2) ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 大　阪 大塚 52.08 8
7 186 菅原 健太郎(2) ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 三国丘 52.30 9
59 139 小松 蒼波(1) ｺﾏﾂ ｱｵﾊﾞ 男子 大　阪 生野 52.50 10
4 243 南野 勇人(3) ﾐﾅﾐﾉ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚岡樟風 52.51 11
43 25 立石 悠真(2) ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 大塚 52.81 12
70 651 堂東 誠(1) ﾄﾞｳﾄｳ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 天王寺 53.00 13
37 253 川上 大城(2) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 阿倍野 53.02 14
27 194 村井 晴斗(2) ﾑﾗｲ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 山本 53.16 15
2 219 野村 帝成(3) ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 美原 53.18 16
12 300 岸本 大輝(2) ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 和泉 53.19 17
31 479 南 直太朗(2) ﾐﾅﾐ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 大　阪 岸和田 53.31 18
11 167 白浜 隼人(2) ｼﾗﾊﾏ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 泉陽 53.37 19
16 255 松村 一輝(2) ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 阿倍野 53.65 20
6 247 中西 航紀(2) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 男子 大　阪 阪南 53.68 21
22 534 高橋 秀弥(2) ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾔ 男子 大　阪 登美丘 53.89 22
5 373 津曲 智幾(2) ﾂﾏｶﾞﾘ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 金岡 54.00 23
13 372 青木 優空(2) ｱｵｷ ﾏｻﾀｶ 男子 大　阪 金岡 54.00 24
24 377 古川 颯太(2) ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ 男子 大　阪 金岡 54.00 25
30 404 小原 佑介(2) ｵﾊﾗ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 高津 54.00 26
38 168 砂田 琉惺(2) ｽﾅﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 泉陽 54.00 27
54 798 岡﨑 総太(1) ｵｶｻﾞｷ ｿｳﾀ 男子 大　阪 登美丘 54.17 28
34 377 西留 慧太(2) ﾆｼﾄﾞﾒ ｹｲﾄ 男子 大　阪 清水谷 54.26 29
49 597 澤田 門土(1) ｻﾜﾀﾞ ﾓﾝﾄﾞ 男子 大　阪 みどり清朋 54.32 30
36 258 吉田 煌希(2) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 男子 大　阪 阿倍野 54.36 31
56 695 枝 宏朗(1) ｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 大　阪 泉陽 54.41 32
21 494 五十嵐 琉斗(2) ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳﾄ 男子 大　阪 貝塚南 54.50 33
23 313 田川 大翔(2) ﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ 男子 大　阪 布施 54.60 34
3 354 加藤 八起(3) ｶﾄｳ ﾔｵｷ 男子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 54.66 35
20 653 西 星輝(2) ﾆｼ ｾｲｷ 男子 大　阪 日根野 55.00 36
25 412 神田 陽尚(2) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 金剛 55.00 37
50 636 西田 琉聖(1) ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 夕陽丘 55.00 38
66 686 前田 幸弥(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾔ 男子 大　阪 岸和田 55.00 39
68 851 権藤 飛羽(1) ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾜ 男子 大　阪 河南 55.00 40
35 549 中村 優希(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉大津 55.09 41
65 624 岩川 拓翔(1) ｲﾜｶﾜ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 八尾 55.16 42
48 684 髙橋 勇貴(1) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 大　阪 岸和田 55.20 43
26 419 石谷 柚輝(2) ｲｼﾀﾆ ﾕｽﾞｷ 男子 大　阪 日新 55.51 44
71 738 髙橋 雅棟(1) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾑﾈ 男子 大　阪 三国丘 55.65 45
15 514 大木 陽斗(2) ｵｵｷ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 鳳 55.70 46
17 188 曽根 煌大(2) ｿﾈ ｺｳﾀ 男子 大　阪 三国丘 55.96 47
19 564 森 謙伸(2) ﾓﾘ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 みどり清朋 56.00 48
47 746 山中 利玖(1) ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ 男子 大　阪 貝塚南 56.00 49
58 728 宮平 侑紀(1) ﾐﾔﾋﾗ ﾕｳｷ 男子 大　阪 八尾翠翔 56.00 50
61 700 金山 心朗(1) ｶﾅﾔﾏ ｺｺﾛ 男子 大　阪 高津 56.00 51
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******************************
* 男子対校 400m *
******************************
74人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
14 455 田代 ｱﾊﾏﾄﾞ(2) ﾀｼﾛ ｱﾊﾏﾄﾞ 男子 大　阪 信太 56.43 52
42 450 濵田 睦絆(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾑﾂｷ 男子 大　阪 八尾翠翔 56.50 53
46 791 中出 皓介(1) ﾅｶﾃﾞ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 佐野 56.50 54
52 900 井上 将太(1) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 高石 57.00 55
69 910 渡辺 崇玄(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 高石 57.00 56
45 692 酒井 悠来(1) ｻｶｲ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 高津 57.96 57
39 478 高橋 保人(2) ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾄ 男子 大　阪 東住吉 58.00 58
40 454 高橋 勇冴(2) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 信太 58.00 59
41 433 光眞坊 多助(2) ｺｳｼﾝﾎﾞｳ ﾀｽｹ 男子 大　阪 今宮 58.00 60
44 706 野口 寛仁(1) ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 和泉 58.00 61
53 707 谷本 直生(1) ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 大　阪 和泉 58.00 62
60 716 渡部 航翼(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 東住吉 58.00 63
63 603 松本 辰雄(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｵ 男子 大　阪 清水谷 58.00 64
67 830 坂本 裕規(1) ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 大　阪 佐野 58.33 65
51 656 平野 翔大(1) ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 天王寺 58.50 66
62 653 野口 駿平(1) ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 天王寺 58.50 67
57 692 田中 光(1) ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 男子 大　阪 堺上 58.77 68
64 637 高橋 虹輝(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男子 大　阪 夕陽丘 59.00 69
73 904 島田 亘理(1) ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾘ 男子 大　阪 高石 59.00 70
10 431 伊藤 慎之介(2) ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 男子 大　阪 今宮 59.20 71
33 318 脇本 祥太(2) ﾜｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 布施 59.20 72
72 690 藤原 雅仁(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 布施 59.50 73
74 604 義本 達也(1) ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 清水谷 59.86 74

******************************
* 男子対校 800m *
******************************
88人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 417 久保 諒冴(3) ｸﾎﾞ ﾘｮｳｶﾞ 男子 大　阪 日新 1:56.36 1
3 118 赤田 隼人(3) ｱｶﾀ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 生野 1:56.67 2
6 553 綿谷 社(2) ﾜﾀﾀﾆ ﾔｼﾛ 男子 大　阪 泉大津 1:56.91 3
1 14 上 雄大(3) ｳｴ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 大塚 1:57.96 4
7 46 米澤 陽平(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 男子 大　阪 八尾 1:58.00 5
30 209 石田 真那斗(2) ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 男子 大　阪 河南 1:59.98 6
10 32 柳 琉雅(2) ﾔﾅｷﾞ ﾘｭｳｶﾞ 男子 大　阪 大塚 2:00.13 7
59 56 道野 尊琉(1) ﾐﾁﾉ ﾀｹﾙ 男子 大　阪 大塚 2:00.57 8
47 253 川上 大城(2) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 阿倍野 2:00.65 9
2 241 齋間 慎吾(3) ｻｲﾏ ｼﾝｺﾞ 男子 大　阪 枚岡樟風 2:00.80 10
52 535 中須賀 郁人(2) ﾅｶｽｶﾞ ｲｸﾄ 男子 大　阪 登美丘 2:02.95 11
53 221 谷 英直(2) ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾅｵ 男子 大　阪 美原 2:03.00 12
5 354 加藤 八起(3) ｶﾄｳ ﾔｵｷ 男子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 2:04.02 13
41 52 丸田 稀月(2) ﾏﾙﾀ ｷﾂﾞｷ 男子 大　阪 八尾 2:05.23 14
37 482 行松 裕起(2) ﾕｷﾏﾂ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 岸和田 2:05.45 15
22 223 春日 奏夢(2) ｶｽｶﾞ ｶﾅﾑ 男子 大　阪 天王寺 2:05.73 16
13 551 源 幸喜(2) ﾐﾅﾓﾄ ｺｳｷ 男子 大　阪 泉大津 2:05.77 17
19 224 加藤 嘉浩(2) ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 男子 大　阪 天王寺 2:06.02 18
68 695 枝 宏朗(1) ｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 男子 大　阪 泉陽 2:06.13 19
28 419 石谷 柚輝(2) ｲｼﾀﾆ ﾕｽﾞｷ 男子 大　阪 日新 2:06.79 20
9 189 北野 広樹(2) ｷﾀﾉ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 三国丘 2:07.00 21
46 258 吉田 煌希(2) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 男子 大　阪 阿倍野 2:07.06 22
32 239 大西 康太(2) ｵｵﾆｼ ｺｳﾀ 男子 大　阪 花園 2:07.48 23
49 149 添島 巧成(2) ｿｴｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 佐野 2:08.23 24
15 372 青木 優空(2) ｱｵｷ ﾏｻﾀｶ 男子 大　阪 金岡 2:08.51 25
42 318 脇本 祥太(2) ﾜｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 布施 2:08.92 26
29 415 村藤 一希(2) ﾑﾗﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 夕陽丘 2:08.94 27
21 187 小田 匠人(2) ｵﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 山本 2:09.53 28
58 684 髙橋 勇貴(1) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 男子 大　阪 岸和田 2:09.55 29
16 455 田代 ｱﾊﾏﾄﾞ(2) ﾀｼﾛ ｱﾊﾏﾄﾞ 男子 大　阪 信太 2:09.72 30
39 443 石戸 佑昂(2) ｲｼﾄﾞ ﾀｽｸ 男子 大　阪 八尾翠翔 2:10.00 31
51 450 濵田 睦絆(2) ﾊﾏﾀﾞ ﾑﾂｷ 男子 大　阪 八尾翠翔 2:10.00 32
62 739 谷川 隆之介(1) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 大　阪 三国丘 2:11.00 33
70 730 大西 晃人(1) ｵｵﾆｼ ｱｷﾄ 男子 大　阪 泉大津 2:11.00 34
44 377 西留 慧太(2) ﾆｼﾄﾞﾒ ｹｲﾄ 男子 大　阪 清水谷 2:11.59 35
23 400 井上 遙人(2) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 高津 2:12.00 36
74 637 高橋 虹輝(1) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 男子 大　阪 夕陽丘 2:12.00 37
18 513 東 遼(2) ｱｽﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 大　阪 鳳 2:12.54 38
43 405 勝山 慶大(2) ｶﾂﾔﾏ ｹｲﾀ 男子 大　阪 高津 2:12.80 39
8 212 志水 直樹(2) ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ 男子 大　阪 河南 2:13.37 40
33 183 国本 丈司(2) ｸﾆﾓﾄ ｼﾞｮｳｼﾞ 男子 大　阪 三国丘 2:14.00 41
54 446 西 敦弘(2) ﾆｼ ｱﾂﾋﾛ 男子 大　阪 泉北 2:14.12 42
31 645 戸口 仁(2) ﾄｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 男子 大　阪 岸和田産業 2:14.16 43
87 690 関 蒼一郎(1) ｾｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 岸和田 2:14.16 44
14 501 青木 風磨(2) ｱｵｷ ﾌｳﾏ 男子 大　阪 東百舌鳥 2:15.00 45
27 575 後藤 逞柾(2) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 狭山 2:15.00 46
57 142 奥野 陽成(1) ｵｸﾉ ﾖｳｾｲ 男子 大　阪 生野 2:15.00 47
71 631 茶木 悠希(1) ﾁｬｷ ﾕｳｷ 男子 大　阪 八尾 2:15.00 48
78 687 井口 蓮(1) ｲﾉｸﾁ ﾚﾝ 男子 大　阪 花園 2:15.00 49
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******************************
* 男子対校 800m *
******************************
88人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
81 710 梅澤 光(1) ｳﾒｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 男子 大　阪 東住吉 2:15.00 50
24 192 服部 海斗(2) ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ 男子 大　阪 山本 2:15.10 51
35 131 川端 真大(2) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏﾋﾛ 男子 大　阪 生野 2:15.34 52
55 665 森岡 玲於奈(1) ﾓﾘｵｶ ﾚｵﾅ 男子 大　阪 鳳 2:15.73 53
17 539 湊 悠祐(2) ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 登美丘 2:16.00 54
56 639 島 郁人(1) ｼﾏ ｲｸﾄ 男子 大　阪 夕陽丘 2:16.03 55
79 776 岡 祐輝(1) ｵｶ ﾕｳｷ 男子 大　阪 堺東 2:16.30 56
26 279 吉田 充希(2) ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 大　阪 堺工科 2:17.00 57
67 601 冷水 晴(1) ﾋﾔﾐｽﾞ ﾊﾙ 男子 大　阪 みどり清朋 2:17.00 58
36 803 田ﾉ尾 漣 ﾀﾉｵ　ﾚﾝ 男子 大　阪 長吉 2:18.00 59
61 847 千々岩 凌(1) ﾁﾁﾞｲﾜ ﾘｮｳ 男子 大　阪 鳳 2:18.88 60
66 696 尾篭 優希(1) ｵｺﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 2:19.92 61
11 561 奥野 陽太(2) ｵｸﾉ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 高石 2:20.00 62
20 564 星川 優成(2) ﾎｼｶﾜ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 高石 2:20.00 63
45 316 藤原 恵斗(2) ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲﾄ 男子 大　阪 布施 2:20.00 64
63 722 大松 司咲(1) ｵｵﾏﾂ ﾂｶｻ 男子 大　阪 八尾翠翔 2:20.00 65
73 716 渡部 航翼(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 東住吉 2:20.00 66
86 828 谷口 神(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 男子 大　阪 信太 2:20.00 67
72 611 辻井 大翔(1) ﾂｼﾞｲ ﾔﾏﾄ 男子 大　阪 山本 2:20.19 68
88 693 秋重 飛鳥(1) ｱｷｼｹﾞ ｱｽｶ 男子 大　阪 泉陽 2:20.58 69
82 663 服部 誠也(1) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾔ 男子 大　阪 今宮工科 2:20.60 70
25 307 矢部 瑞気(2) ﾔﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 男子 大　阪 和泉 2:21.60 71
80 717 石井 龍之介(1) ｲｼｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 大　阪 阿倍野 2:21.90 72
38 463 江縫 優太(2) ｴﾇｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 信太 2:23.00 73
48 387 辻本 悠太郎(2) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 久米田 2:23.00 74
77 903 坂本 和輝(1) ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 高石 2:25.00 75
83 884 岡本 優希(1) ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 大　阪 和泉総合 2:25.81 76
69 728 中西 誠治(1) ﾅｶﾆｼ ｾｲｼﾞ 男子 大　阪 岸和田産業 2:27.0 77
76 781 田代 英志(1) ﾀｼﾛ ｴｲｼ 男子 大　阪 金岡 2:27.00 78
50 439 笹山 颯汰(2) ｻｻﾔﾏ ｿｳﾀ 男子 大　阪 堺 2:27.86 79
75 748 岡村 有希也(1) ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 男子 大　阪 貝塚南 2:28.00 80
85 715 阪口 旺祐(1) ｻｶｸﾞﾁ ｵｳｽｹ 男子 大　阪 和泉 2:29.57 81
34 438 近藤 寿哉(2) ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 男子 大　阪 堺 2:30.00 82
60 857 桂山 泰知(1) ｶﾂﾗﾔﾏ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 河南 2:30.00 83
40 437 小谷 裕祐(2) ｺﾀﾆ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 堺 2:30.50 84
12 227 棚橋 誉高(2) ﾀﾅﾊｼ ﾎﾀﾞｶ 男子 大　阪 天王寺 2:32.04 85
64 919 嶋野 愛士(1) ｼﾏﾉ ﾏﾅﾄ 男子 大　阪 和泉 2:40.00 86
65 729 石川 大希(1) ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 岸和田産業 2:40.0 87
84 711 小屋畑 遼(1) ｺﾔﾊﾀ ﾊﾙ 男子 大　阪 東住吉 2:45.00 88

********************************
* 男子対校 1500m *
********************************
83人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 11 吉山 誠(3) ﾖｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 大塚 3:59.00 1
7 13 植木 崇百(3) ｳｴｷ ﾀｹﾄ 男子 大　阪 大塚 4:00.10 2
20 50 前田 充輝(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｷ 男子 大　阪 八尾 4:03.00 3
5 417 久保 諒冴(3) ｸﾎﾞ ﾘｮｳｶﾞ 男子 大　阪 日新 4:05.00 4
15 132 喜多 健二(2) ｷﾀ ｹﾝｼﾞ 男子 大　阪 生野 4:08.00 5
27 129 岡 優成(2) ｵｶ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 生野 4:10.00 6
29 209 石田 真那斗(2) ｲｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ 男子 大　阪 河南 4:12.35 7
2 241 齋間 慎吾(3) ｻｲﾏ ｼﾝｺﾞ 男子 大　阪 枚岡樟風 4:15.00 8
16 135 唐治谷 耕大(2) ﾄｼﾞﾀﾆ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 生野 4:15.00 9
39 36 川東 冬聖(2) ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾄｱ 男子 大　阪 大塚 4:18.69 10
30 222 角光 廉(2) ｶｸﾐﾂ ﾚﾝ 男子 大　阪 天王寺 4:19.09 11
43 221 谷 英直(2) ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾅｵ 男子 大　阪 美原 4:20.00 12
45 629 鮫島 伶緒(1) ｻﾒｼﾞﾏ ﾚｵ 男子 大　阪 八尾 4:20.00 13
8 54 深山 裕大(2) ﾌｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 八尾 4:20.23 14
25 169 髙藤 夕真(2) ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 泉陽 4:20.33 15
41 496 日髙 彪駕(2) ﾋﾀﾞｶ ﾋｭｳｶﾞ 男子 大　阪 貝塚南 4:26.00 16
46 642 梅川 心平(1) ｳﾒｶﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 天王寺 4:26.04 17
33 482 行松 裕起(2) ﾕｷﾏﾂ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 岸和田 4:26.44 18
40 149 添島 巧成(2) ｿｴｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 佐野 4:27.16 19
48 688 宗田 澄海(1) ｿｳﾀﾞ ｽｶｲ 男子 大　阪 岸和田 4:29.73 20
22 187 下之園 太智(2) ｼﾓﾉｿﾉ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 三国丘 4:30.03 21
26 375 那須野 遼(2) ﾅｽﾉ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡 4:31.00 22
9 212 志水 直樹(2) ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ 男子 大　阪 河南 4:31.28 23
18 187 小田 匠人(2) ｵﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 山本 4:31.34 24
11 398 横峯 和輝(2) ﾖｺﾐﾈ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 高津 4:32.00 25
38 163 新崎 盛真(2) ｱﾗｻｷ ｾｲﾏ 男子 大　阪 泉陽 4:33.91 26
44 446 西 敦弘(2) ﾆｼ ｱﾂﾋﾛ 男子 大　阪 泉北 4:34.96 27
19 652 稲葉 寿颯(2) ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭｳｻﾞ 男子 大　阪 日根野 4:35.00 28
55 661 道端 陸斗(1) ﾐﾁﾊﾞﾀ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 岸和田 4:35.00 29
80 913 鴛原 基(1) ｵｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 男子 大　阪 日根野 4:36.00 30
36 213 中岡 丈翔(2) ﾅｶｵｶ ﾀｹﾄ 男子 大　阪 河南 4:37.03 31
68 792 廣野 太陽(1) ﾋﾛﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 佐野 4:38.37 32
76 807 松下 岳冬(1) ﾏﾂｼﾀ ﾀｹﾄ 男子 大　阪 富田林 4:38.86 33
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********************************
* 男子対校 1500m *
********************************
83人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
34 443 石戸 佑昂(2) ｲｼﾄﾞ ﾀｽｸ 男子 大　阪 八尾翠翔 4:40.00 34
37 516 鷺 壮真(2) ｻｷﾞ ｿｳﾏ 男子 大　阪 鳳 4:40.00 35
42 578 宮下 大和(2) ﾐﾔｼﾀ ﾔﾏﾄ 男子 大　阪 狭山 4:40.00 36
4 434 冨田 元気(3) ﾄﾐﾀ ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 堺 4:40.12 37
21 147 坂田 陸翔(2) ｻｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 佐野 4:40.62 38
31 647 木田 恵翔(2) ｷﾀﾞ ｹｲﾄ 男子 大　阪 岸和田産業 4:40.8 39
66 784 森 知暉(1) ﾓﾘ ﾄﾓｱｷ 男子 大　阪 金岡 4:41.53 40
1 429 甲斐 健太郎(3) ｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 堺 4:42.45 41
52 640 福嶋 守人(1) ﾌｸｼﾏ ｼｭｳﾄ 男子 大　阪 夕陽丘 4:42.79 42
13 539 湊 悠祐(2) ﾐﾅﾄ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 登美丘 4:45.00 43
14 190 中西 悠良(2) ﾅｶﾆｼ ﾁｶﾗ 男子 大　阪 三国丘 4:45.00 44
53 713 吉田 仁樹(1) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｷ 男子 大　阪 和泉 4:45.87 45
77 638 藤岡 諒成(1) ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 夕陽丘 4:45.92 46
28 279 吉田 充希(2) ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｷ 男子 大　阪 堺工科 4:46.00 47
10 523 藤代 春祐(2) ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 鳳 4:47.00 48
35 502 城戸 陽登(2) ｷﾄﾞ ｱｷﾄ 男子 大　阪 東百舌鳥 4:48.00 49
60 741 深井 涼太郎(1) ﾌｶｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 三国丘 4:49.04 50
75 663 服部 誠也(1) ﾊｯﾄﾘ ｾｲﾔ 男子 大　阪 今宮工科 4:49.77 51
54 696 尾篭 優希(1) ｵｺﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 4:49.95 52
12 501 青木 風磨(2) ｱｵｷ ﾌｳﾏ 男子 大　阪 東百舌鳥 4:50.00 53
57 911 大北 寛斗(1) ｵｵｷﾀ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 長野 4:50.00 54
71 717 石井 龍之介(1) ｲｼｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 大　阪 阿倍野 4:50.86 55
58 827 小林 真也(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 信太 4:52.50 56
79 877 山下 誠仁(1) ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 狭山 4:54.41 57
17 564 星川 優成(2) ﾎｼｶﾜ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 高石 5:00.00 58
23 401 岡山 泰知(2) ｵｶﾔﾏ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 高津 5:00.00 59
24 524 細井 優冴(2) ﾎｿｲ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 鳳 5:00.00 60
51 727 松本 悠吾(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 八尾翠翔 5:00.00 61
74 710 梅澤 光(1) ｳﾒｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 男子 大　阪 東住吉 5:00.00 62
6 428 尾髙 颯大(3) ｵﾀﾞｶ ｿｳﾀ 男子 大　阪 堺 5:00.05 63
63 709 篠原 健汰(1) ｼﾉﾊﾗ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 和泉 5:00.50 64
69 776 岡 祐輝(1) ｵｶ ﾕｳｷ 男子 大　阪 堺東 5:01.87 65
50 615 山口 隼輝(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｷ 男子 大　阪 山本 5:01.88 66
72 716 井上 裕太(1) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 和泉 5:06.76 67
61 748 岡村 有希也(1) ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾔ 男子 大　阪 貝塚南 5:07.00 68
67 648 瀬川 結喜(1) ｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 大　阪 天王寺 5:07.00 69
81 604 義本 達也(1) ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 清水谷 5:09.19 70
59 901 川楠 建(1) ｶﾜｸｽ ﾀｹﾙ 男子 大　阪 高石 5:10.00 71
62 907 谷口 啓太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 大　阪 高石 5:10.00 72
56 923 福田 瑛(1) ﾌｸﾀﾞ ﾖｳ 男子 大　阪 伯太 5:15.00 73
70 732 吉野 柊葉(1) ﾖｼﾉ ﾄｳﾊ 男子 大　阪 泉大津 5:15.72 74
47 803 田村 慎之介(1) ﾀﾑﾗ ｼﾝﾉｽｹ 男子 大　阪 登美丘 5:27.00 75
73 602 大薗 龍生(1) ｵｵｿﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 みどり清朋 5:27.00 76
32 803 田ﾉ尾 漣 ﾀﾉｵ　ﾚﾝ 男子 大　阪 長吉 5:30.00 77
83 783 牧角 刻斗(1) ﾏｷｽﾞﾐ ｺｸﾄ 男子 大　阪 金岡 5:30.00 78
49 802 木場 翔(1) ｷﾊﾞ ｼｮｳ 男子 大　阪 登美丘 5:45.00 79
64 876 覚堂 立輝(1) ｶｸﾄﾞｳ ﾘﾂｷ 男子 大　阪 狭山 5:45.77 80
65 715 南野 陽太(1) ﾐﾅﾐﾉ ﾊﾙﾀ 男子 大　阪 東住吉 6:00.00 81
82 713 中川 煌大(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 東住吉 6:00.00 82
78 829 鳥井 心平(1) ﾄﾘｲ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 信太 6:06.80 83

********************************
* 男子対校 3000m *
********************************
41人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 125 立野 晴士(3) ﾀﾃﾉ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 生野 8:45.00 1
1 11 吉山 誠(3) ﾖｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 大塚 8:52.43 2
4 13 植木 崇百(3) ｳｴｷ ﾀｹﾄ 男子 大　阪 大塚 8:58.43 3
2 120 大島 賢人(3) ｵｵｼﾏ ｹﾝﾄ 男子 大　阪 生野 9:00.00 4
6 128 安藤 那起(2) ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 男子 大　阪 生野 9:09.63 5
20 182 中島 尚生(2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵ 男子 大　阪 三国丘 9:25.00 6
28 51 土上 琉我(1) ﾂﾁｶﾞﾐ ﾘｭｳｶﾞ 男子 大　阪 大塚 9:25.31 7
10 169 髙藤 夕真(2) ﾀｶﾌｼﾞ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 泉陽 9:30.00 8
14 517 佐古 大樹(2) ｻｺ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 鳳 9:30.00 9
22 520 寺脇 大翔(2) ﾃﾗﾜｷ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 鳳 9:30.00 10
37 632 山澤 陵真(1) ﾔﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 男子 大　阪 八尾 9:30.00 11
12 184 吉中 琉(2) ﾖｼﾅｶ ﾘｭｳ 男子 大　阪 三国丘 9:35.00 12
15 185 問口 拓真(2) ﾄｲｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 三国丘 9:35.00 13
13 225 杉江 碧響(2) ｽｷﾞｴ ｱｵﾄ 男子 大　阪 天王寺 9:38.00 14
18 53 神本 康介(2) ｶﾐﾓﾄ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 八尾 9:39.99 15
5 553 綿谷 社(2) ﾜﾀﾀﾆ ﾔｼﾛ 男子 大　阪 泉大津 9:40.00 16
7 551 源 幸喜(2) ﾐﾅﾓﾄ ｺｳｷ 男子 大　阪 泉大津 9:40.00 17
9 228 中川 尋雄(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｵ 男子 大　阪 天王寺 9:50.00 18
11 375 那須野 遼(2) ﾅｽﾉ ﾘｮｳ 男子 大　阪 金岡 10:00.00 19
21 163 新崎 盛真(2) ｱﾗｻｷ ｾｲﾏ 男子 大　阪 泉陽 10:00.00 20
23 496 日髙 彪駕(2) ﾋﾀﾞｶ ﾋｭｳｶﾞ 男子 大　阪 貝塚南 10:00.00 21
24 484 山崎 友喜(2) ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ 男子 大　阪 岸和田 10:00.00 22
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********************************
* 男子対校 3000m *
********************************
41人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
30 713 吉田 仁樹(1) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｷ 男子 大　阪 和泉 10:00.00 23
25 688 宗田 澄海(1) ｿｳﾀﾞ ｽｶｲ 男子 大　阪 岸和田 10:00.32 24
31 689 栗林 武蹴(1) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 男子 大　阪 岸和田 10:12.21 25
16 374 長友 克樹(2) ﾅｶﾞﾄﾓ ﾖｼｷ 男子 大　阪 金岡 10:18.00 26
35 792 廣野 太陽(1) ﾋﾛﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 佐野 10:18.20 27
27 797 岩熊 要(1) ｲﾜｸﾏ ｶﾅﾒ 男子 大　阪 登美丘 10:30.00 28
40 913 鴛原 基(1) ｵｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 男子 大　阪 日根野 10:30.00 29
39 710 谷村 宥哉(1) ﾀﾆﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 和泉 10:30.61 30
36 658 松野 泰知(1) ﾏﾂﾉ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 天王寺 10:38.00 31
26 625 岡本 蓮音(1) ｵｶﾓﾄ ﾚﾝﾄ 男子 大　阪 八尾 10:45.00 32
8 147 坂田 陸翔(2) ｻｶﾀ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 佐野 10:48.20 33
32 911 大北 寛斗(1) ｵｵｷﾀ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 長野 11:00.00 34
34 855 菊池 竜太朗(1) ｷｸﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 河南 11:00.00 35
41 693 秋重 飛鳥(1) ｱｷｼｹﾞ ｱｽｶ 男子 大　阪 泉陽 11:00.00 36
38 638 藤岡 諒成(1) ﾌｼﾞｵｶ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 夕陽丘 11:08.80 37
19 502 城戸 陽登(2) ｷﾄﾞ ｱｷﾄ 男子 大　阪 東百舌鳥 11:17.00 38
29 727 松本 悠吾(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 八尾翠翔 11:30.00 39
17 463 江縫 優太(2) ｴﾇｲ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 信太 12:00.00 40
33 854 植村 和翔(1) ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 男子 大　阪 河南 12:00.00 41

************************************************************
* 男子対校 110mH(1.067m/9.14m) *
************************************************************
19人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 133 杉田 善(2) ｽｷﾞﾀ ｾﾞﾝ 男子 大　阪 生野 15.05 1
18 140 前園 幸伸(1) ﾏｴｿﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 男子 大　阪 生野 15.70 2
2 536 長谷川 椋大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 15.94 3
10 25 立石 悠真(2) ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 大塚 16.18 4
3 538 足立 雅典(2) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 16.20 5
17 44 小野 明育(1) ｵﾉ ｱｽｸ 男子 大　阪 大塚 16.26 6
7 192 一森 翔太朗(2) ｲﾁﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 三国丘 16.70 7
15 141 島田 亮汰(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 生野 16.75 8
5 246 木村 優斗(2) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 阪南 16.79 9
6 31 南川 陸(2) ﾐﾅﾐｶﾞﾜ ﾘｸ 男子 大　阪 大塚 17.00 10
12 677 船谷 冠太(1) ﾌﾅﾀﾆ ｶﾝﾀ 男子 大　阪 岸和田 17.00 11
16 649 田中 充(1) ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 男子 大　阪 天王寺 17.00 12
1 383 安岡 慧(3) ﾔｽｵｶ ｹｲ 男子 大　阪 久米田 17.2 13
13 793 三皷 悠太(1) ﾐﾂﾂﾞﾐ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 佐野 17.89 14
9 444 植田 修矢(2) ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 大　阪 八尾翠翔 18.00 15
11 659 南 遼(1) ﾐﾅﾐ ﾘｮｳ 男子 大　阪 天王寺 19.00 16
4 151 村中 雄弥(2) ﾑﾗﾅｶ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 佐野 20.00 17
19 737 隅埜 湊太(1) ｽﾐﾉ ｿｳﾀ 男子 大　阪 三国丘 20.46 18
14 742 福地 晃大(1) ﾌｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 三国丘 23.00 19

************************************
* 男子対校 4×100m *
************************************
41チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 0 大塚 ｵｵﾂｶ 大　阪 40.49 270021 1
33 0 泉陽 ｾﾝﾖｳ 大　阪 42.69 270033 2
18 0 生野 ｲｸﾉ 大　阪 42.80 270018 3
14 0 八尾 ﾔｵ 大　阪 43.50 270014 4
34 0 高石 ﾀｶｲｼ 大　阪 43.90 270034 5
38 0 藤井寺 ﾌｼﾞｲﾃﾞﾗ 大　阪 43.91 270038 6
41 0 堺 ｻｶｲ 大　阪 44.34 270041 7
1 0 阿倍野 ｱﾍﾞﾉ 大　阪 44.47 270001 8
4 0 高津 ｺｳﾂﾞ 大　阪 44.50 270004 9
7 0 天王寺 ﾃﾝﾉｳｼﾞ 大　阪 44.50 270007 10
24 0 金岡 ｶﾅｵｶ 大　阪 44.50 270024 11
39 0 三国丘 ﾐｸﾆｶﾞｵｶ 大　阪 44.50 270039 12
15 0 八尾翠翔 ﾔｵｽｲｼｮｳ 大　阪 44.67 270015 13
19 0 和泉 ｲｽﾞﾐ 大　阪 44.80 270019 14
23 0 貝塚南 ｶｲﾂﾞｶﾐﾅﾐ 大　阪 45.00 270023 15
25 0 河南 ｶﾅﾝ 大　阪 45.00 270025 16
26 0 岸和田 ｷｼﾜﾀﾞ 大　阪 45.00 270026 17
35 0 登美丘 ﾄﾐｵｶ 大　阪 45.20 270035 18
40 0 美原 ﾐﾊﾗ 大　阪 45.22 270040 19
5 0 清水谷 ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ 大　阪 45.24 270005 20
37 0 日根野 ﾋﾈﾉ 大　阪 45.27 270037 21
20 0 泉大津 ｲｽﾞﾐｵｵﾂ 大　阪 45.30 270020 22
22 0 鳳 ｵｵﾄﾘ 大　阪 45.41 270022 23
12 0 枚岡樟風 ﾋﾗｵｶｼｮｳﾌｳ 大　阪 45.46 270012 24
16 0 山本 ﾔﾏﾓﾄ 大　阪 45.67 270016 25
31 0 信太 ｼﾉﾀﾞ 大　阪 45.74 270031 26
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************************************
* 男子対校 4×100m *
************************************
41チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
28 0 金剛 ｺﾝｺﾞｳ 大　阪 45.98 270028 27
11 0 東住吉 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ 大　阪 46.00 270011 28
17 0 みどり清朋 ﾐﾄﾞﾘｾｲﾎｳ 大　阪 46.00 270017 29
9 0 花園 ﾊﾅｿﾞﾉ 大　阪 46.43 270009 30
29 0 佐野 ｻﾉ 大　阪 46.45 270029 31
6 0 住吉 ｽﾐﾖｼ 大　阪 46.50 270006 32
10 0 阪南 ﾊﾝﾅﾝ 大　阪 46.62 270010 33
32 0 泉北 ｾﾝﾎﾞｸ 大　阪 46.69 270032 34
30 0 狭山 ｻﾔﾏ 大　阪 46.83 270030 35
2 0 今宮 ｲﾏﾐﾔ 大　阪 47.00 270002 36
13 0 布施 ﾌｾ 大　阪 47.00 270013 37
36 0 東百舌鳥 ﾋｶﾞｼﾓｽﾞ 大　阪 47.00 270036 38
8 0 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ ｵｵｻｶﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 大　阪 47.22 270008 39
3 0 今宮工科 ｲﾏﾐﾔｺｳｶ 大　阪 48.36 270003 40
27 0 久米田 ｸﾒﾀﾞ 大　阪 50.00 270027 41

************************************
* 男子対校 4×400m *
************************************
39チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 0 大塚 ｵｵﾂｶ 大　阪 3:19.30 270021 1
13 0 八尾 ﾔｵ 大　阪 3:25.00 270013 2
18 0 生野 ｲｸﾉ 大　阪 3:29.00 270018 3
34 0 登美丘 ﾄﾐｵｶ 大　阪 3:29.29 270034 4
1 0 阿倍野 ｱﾍﾞﾉ 大　阪 3:30.02 270001 5
14 0 八尾翠翔 ﾔｵｽｲｼｮｳ 大　阪 3:33.60 270014 6
24 0 金岡 ｶﾅｵｶ 大　阪 3:35.00 270024 7
26 0 岸和田 ｷｼﾜﾀﾞ 大　阪 3:35.00 270026 8
32 0 泉陽 ｾﾝﾖｳ 大　阪 3:35.88 270032 9
37 0 三国丘 ﾐｸﾆｶﾞｵｶ 大　阪 3:36.77 270037 10
6 0 天王寺 ﾃﾝﾉｳｼﾞ 大　阪 3:38.00 270006 11
36 0 日根野 ﾋﾈﾉ 大　阪 3:38.60 270036 12
12 0 布施 ﾌｾ 大　阪 3:39.00 270012 13
28 0 佐野 ｻﾉ 大　阪 3:39.28 270028 14
22 0 鳳 ｵｵﾄﾘ 大　阪 3:39.82 270022 15
2 0 今宮工科 ｲﾏﾐﾔｺｳｶ 大　阪 3:40.00 270002 16
3 0 高津 ｺｳﾂﾞ 大　阪 3:40.00 270003 17
10 0 東住吉 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ 大　阪 3:40.00 270010 18
25 0 河南 ｶﾅﾝ 大　阪 3:40.00 270025 19
38 0 美原 ﾐﾊﾗ 大　阪 3:40.00 270038 20
29 0 狭山 ｻﾔﾏ 大　阪 3:40.38 270029 21
15 0 山本 ﾔﾏﾓﾄ 大　阪 3:40.67 270015 22
4 0 清水谷 ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ 大　阪 3:41.14 270004 23
30 0 信太 ｼﾉﾀﾞ 大　阪 3:43.04 270030 24
39 0 堺 ｻｶｲ 大　阪 3:43.43 270039 25
11 0 枚岡樟風 ﾋﾗｵｶｼｮｳﾌｳ 大　阪 3:43.46 270011 26
5 0 住吉 ｽﾐﾖｼ 大　阪 3:44.00 270005 27
20 0 泉大津 ｲｽﾞﾐｵｵﾂ 大　阪 3:44.00 270020 28
9 0 阪南 ﾊﾝﾅﾝ 大　阪 3:44.68 270009 29
33 0 高石 ﾀｶｲｼ 大　阪 3:45.00 270033 30
16 0 夕陽丘 ﾕｳﾋｶﾞｵｶ 大　阪 3:45.59 270016 31
19 0 和泉 ｲｽﾞﾐ 大　阪 3:46.00 270019 32
8 0 花園 ﾊﾅｿﾞﾉ 大　阪 3:48.02 270008 33
31 0 泉北 ｾﾝﾎﾞｸ 大　阪 3:49.41 270031 34
17 0 みどり清朋 ﾐﾄﾞﾘｾｲﾎｳ 大　阪 3:50.00 270017 35
23 0 貝塚南 ｶｲﾂﾞｶﾐﾅﾐ 大　阪 3:50.00 270023 36
35 0 東百舌鳥 ﾋｶﾞｼﾓｽﾞ 大　阪 3:50.00 270035 37
7 0 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ ｵｵｻｶﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 大　阪 4:00.00 270007 38
27 0 久米田 ｸﾒﾀﾞ 大　阪 4:50.00 270027 39

**********************************
* 男子対校 走高跳 *
**********************************
19人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 1 伊藤 瀬奈(3) ｲﾄｳ ｾﾅ 男子 大　阪 大塚 2m01 1
8 536 中林 優心(2) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼ 男子 大　阪 登美丘 1m92 2
3 413 鬼防 京吾(2) ｷﾎﾞｳ ｷｮｳｺﾞ 男子 大　阪 金剛 1m86 3
12 44 小野 明育(1) ｵﾉ ｱｽｸ 男子 大　阪 大塚 1m80 4
2 447 尾方 智崇(2) ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾀｶ 男子 大　阪 八尾翠翔 1m75 5
5 451 松田 晃河(2) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｶﾞ 男子 大　阪 八尾翠翔 1m75 6
14 612 広岡 凰雅(1) ﾋﾛｵｶ ｵｳｶﾞ 男子 大　阪 山本 1m74 7
6 197 田中 優輝(2) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 大　阪 三国丘 1m65 8
10 582 佐藤 仁(1) ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 男子 大　阪 花園 1m65 9
15 686 前田 幸弥(1) ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾔ 男子 大　阪 岸和田 1m65 10
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**********************************
* 男子対校 走高跳 *
**********************************
19人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
7 537 野尻 晴春(2) ﾉｼﾞﾘ ﾊﾙ 男子 大　阪 登美丘 1m60 11
9 238 東 隼斗(2) ｱｽﾞﾏ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 花園 1m60 12
13 927 村田 芳和音(1) ﾑﾗﾀ ｶﾅﾄ 男子 大　阪 堺東 1m60 13
16 46 小浜 優太(1) ｺﾊﾏ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 大塚 1m60 14
11 793 三皷 悠太(1) ﾐﾂﾂﾞﾐ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 佐野 1m50 15
18 789 桒島 悠人(1) ｸﾜｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 佐野 1m50 16
4 566 森本 優斗(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 高石 1m45 17
17 754 塚田 健斗(1) ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 大　阪 東住吉総合 1m45 18
19 865 松岡 志恩(1) ﾏﾂｵｶ ｼｵﾝ 男子 大　阪 河南 1m40 19

**********************************
* 男子対校 棒高跳 *
**********************************
6人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 8 渡邉 瑛斗(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ 男子 大　阪 大塚 5m23 1
1 5 北田 琉偉(3) ｷﾀﾀﾞ ﾙｲ 男子 大　阪 大塚 5m22 2
4 7 和辻 雄大(3) ﾜﾂｼﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 大塚 4m80 3
3 230 小谷 陸大(3) ｺﾀﾆ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 今宮工科 4m40 4
5 787 成清 天翔(1) ﾅﾘｷﾖ ｱｷﾄ 男子 大　阪 今宮工科 2m00 5
6 664 前田 直哉(1) ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 男子 大　阪 今宮工科 2m00 6

**********************************
* 男子対校 走幅跳 *
**********************************
54人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 573 畠山 晴希(3) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 狭山 6m82 1
3 462 渡邉 雅也(3) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 男子 大　阪 信太 6m66 2
28 148 角谷 優月(2) ｽﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ 男子 大　阪 佐野 6m53 3
1 12 中戸 俊哉(3) ﾅｶﾄ ｼｭﾝﾔ 男子 大　阪 大塚 6m42 4
44 53 西村 陽輝(1) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 大塚 6m41 5
53 55 松本 琉壱(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾙｲ 男子 大　阪 大塚 6m39 6
4 432 関 優磨(3) ｾｷ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 堺 6m37 7
20 217 中村 拓夢(2) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾑ 男子 大　阪 天王寺 6m32 8
12 303 信野 麗音(2) ｼﾝﾉ ﾚｵﾝ 男子 大　阪 和泉 6m29 9
43 659 辻 惺凪(1) ﾂｼﾞ ｾｲﾅ 男子 大　阪 三国丘 6m29 10
17 449 荒木 海人(2) ｱﾗｷ ｶｲﾄ 男子 大　阪 信太 6m26 11
9 576 茶谷 悠貴(2) ﾁｬﾀﾆ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 狭山 6m19 12
5 480 和田 陽希(2) ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 岸和田 6m15 13
15 315 長重 颯太(2) ﾅｶﾞｼｹﾞ ｿｳﾀ 男子 大　阪 布施 6m10 14
45 581 髙坂 健太郎(1) ｺｳｻｶ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 花園 6m04 15
37 728 宮平 侑紀(1) ﾐﾔﾋﾗ ﾕｳｷ 男子 大　阪 八尾翠翔 6m00 16
26 302 坂本 卓弥(2) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 和泉 5m99 17
21 537 野尻 晴春(2) ﾉｼﾞﾘ ﾊﾙ 男子 大　阪 登美丘 5m96 18
54 920 道済 惇(1) ﾄﾞｳｻｲ ｼﾞｭﾝ 男子 大　阪 伯太 5m91 19
38 820 日置 優雅(1) ﾋｵｷ ﾕｳｶﾞ 男子 大　阪 東百舌鳥 5m90 20
6 193 堀越 拳斗(2) ﾎﾘｺｼ ｹﾝﾄ 男子 大　阪 山本 5m86 21
19 257 山下 由悟(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 阿倍野 5m78 22
8 146 岡 勇晴(2) ｵｶ ｲﾊﾙ 男子 大　阪 佐野 5m77 23
16 248 藤田 隼斗(2) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 阪南 5m76 24
29 705 潮田 晃良(1) ｳｼｵﾀﾞ ｱｷﾗ 男子 大　阪 和泉 5m73 25
24 136 中尾 貴徳(2) ﾅｶｵ ﾀｶﾉﾘ 男子 大　阪 生野 5m71 26
22 166 金永 悠希(2) ｶﾈﾅｶﾞ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 5m69 27
27 559 加藤 海凪(2) ｶﾄｳ ﾐﾅｷﾞ 男子 大　阪 みどり清朋 5m67 28
13 219 谷口 由真(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 天王寺 5m62 29
18 240 山本 崇斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 男子 大　阪 花園 5m60 30
52 705 赤塚 悟(1) ｱｶﾂｶ ｻﾄﾙ 男子 大　阪 高津 5m58 31
25 254 木村 紘基(2) ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 阿倍野 5m56 32
47 678 野﨑 洵平(1) ﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 岸和田 5m50 33
49 703 樋口 幸久(1) ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾋｻ 男子 大　阪 高津 5m48 34
31 671 栗原 汰知(1) ｸﾘﾊﾗ ﾀｲﾁ 男子 大　阪 枚岡樟風 5m46 35
41 740 西浦 稜太(1) ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 三国丘 5m45 36
48 595 池本 響波(1) ｲｹﾓﾄ ｵﾄﾊ 男子 大　阪 みどり清朋 5m33 37
51 596 米田 陸人(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 みどり清朋 5m30 38
23 191 馬場 将吾(2) ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 三国丘 5m22 39
33 908 古木 啓二朗(1) ﾌﾙｷ ｹｲｼﾞﾛｳ 男子 大　阪 高石 5m15 40
39 666 廣岡 克敏(1) ﾋﾛｵｶ ｶﾂﾄ 男子 大　阪 岸和田産業 5m03 41
7 445 内山 稜斗(2) ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 5m00 42
10 481 久原 悠平(2) ｸﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 大　阪 岸和田 5m00 43
11 525 栁川 朋希(2) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 鳳 5m00 44
14 447 尾方 智崇(2) ｵｶﾞﾀ ﾄﾓﾀｶ 男子 大　阪 八尾翠翔 5m00 45
42 796 高尾 優星(1) ﾀｶｵ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 貝塚 5m00 46
46 924 岩谷 碧空(1) ｲﾜﾔ ｿﾗ 男子 大　阪 泉北 4m91 47
36 652 西川 大晴(1) ﾆｼｶﾜ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 天王寺 4m85 48
30 850 井上 陽響(1) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 河南 4m70 49
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**********************************
* 男子対校 走幅跳 *
**********************************
54人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
35 849 末吉 翔輝(1) ｽｴﾖｼ ﾄｷ 男子 大　阪 河南 4m70 50
34 809 木村 啓二(1) ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ 男子 大　阪 生野 4m60 51
32 665 山本 煌颯(1) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｻ 男子 大　阪 今宮工科 4m50 52
50 780 芝元 遼晟(1) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 金岡 4m50 53
40 899 池川 惺斗(1) ｲｹｶﾞﾜ ｾｲﾄ 男子 大　阪 高石 4m40 54

**********************************
* 男子対校 三段跳 *
**********************************
20人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 6 竹内 快斗(3) ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 男子 大　阪 大塚 14m44 1
11 148 角谷 優月(2) ｽﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ 男子 大　阪 佐野 13m51 2
2 534 岩井 歩夢(2) ｲﾜｲ ｱﾕﾑ 男子 大　阪 大阪わかば 13m19 3
14 52 徳野 利三郎(1) ﾄｸﾉ ﾘｻﾌﾞﾛｳ 男子 大　阪 大塚 13m02 4
12 705 潮田 晃良(1) ｳｼｵﾀﾞ ｱｷﾗ 男子 大　阪 和泉 12m93 5
9 302 坂本 卓弥(2) ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 和泉 12m89 6
8 136 中尾 貴徳(2) ﾅｶｵ ﾀｶﾉﾘ 男子 大　阪 生野 12m77 7
6 377 古川 颯太(2) ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ 男子 大　阪 金岡 12m65 8
16 820 日置 優雅(1) ﾋｵｷ ﾕｳｶﾞ 男子 大　阪 東百舌鳥 12m56 9
7 166 金永 悠希(2) ｶﾈﾅｶﾞ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 12m43 10
20 915 水内 琉偉(1) ﾐｽﾞｳﾁ ﾙｲ 男子 大　阪 日根野 12m41 11
18 46 小浜 優太(1) ｺﾊﾏ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 大塚 12m35 12
17 595 池本 響波(1) ｲｹﾓﾄ ｵﾄﾊ 男子 大　阪 みどり清朋 12m02 13
10 559 加藤 海凪(2) ｶﾄｳ ﾐﾅｷﾞ 男子 大　阪 みどり清朋 11m92 14
4 303 信野 麗音(2) ｼﾝﾉ ﾚｵﾝ 男子 大　阪 和泉 11m67 15
5 240 山本 崇斗(2) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 男子 大　阪 花園 11m50 16
3 480 和田 陽希(2) ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 岸和田 11m49 17
13 858 和田 陽葵(1) ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 河南 11m00 18
15 861 吉本 涼史(1) ﾖｼﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 男子 大　阪 河南 11m00 19
19 862 小池 俊祐(1) ｺｲｹ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 河南 11m00 20

****************************************************
* 男子対校 砲丸投(6.000kg) *
****************************************************
20人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 27 築山 真也(2) ﾂｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 大塚 13m73 1
2 211 佐田谷 雄(2) ｻﾀﾞﾀﾆ ﾕｳ 男子 大　阪 河南 10m91 2
11 804 仲川 優(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 男子 大　阪 登美丘 10m00 3
14 725 姜 俊(1) ﾁｬﾝ ｼﾞｭﾝ 男子 大　阪 八尾翠翔 10m00 4
6 448 外薗 拓斗(2) ｿﾄｿﾞﾉ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 9m86 5
5 408 岩元 英明(2) ｲﾜﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 男子 大　阪 和泉総合 9m82 6
17 856 田中 謙信(1) ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 河南 9m80 7
7 533 小林 暖和(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 登美丘 9m50 8
16 667 瀬脇 月透(1) ｾﾜｷ ﾙｳﾄ 男子 大　阪 大塚 9m45 9
3 589 小林 飛翔(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 佐野工科 9m00 10
9 677 船谷 冠太(1) ﾌﾅﾀﾆ ｶﾝﾀ 男子 大　阪 岸和田 9m00 11
13 806 山中 翔太(1) ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 登美丘 9m00 12
20 726 鶴田 陽音(1) ﾂﾙﾀ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 9m00 13
18 805 ｻｰﾚﾅｽ ｶｪﾙ ｻｰﾚﾅｽ　ｶｪﾙ 男子 大　阪 長吉 8m50 14
12 775 山本 周雅(1) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｶﾞ 男子 大　阪 夕陽丘 7m87 15
10 646 小山 叶斗(1) ｺﾔﾏ ｶﾅﾄ 男子 大　阪 天王寺 6m50 16
15 647 城前 亘誠(1) ｼﾞｮｳﾏｴ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 天王寺 6m50 17
19 703 樋口 幸久(1) ﾋｸﾞﾁ ﾕｷﾋｻ 男子 大　阪 高津 6m49 18
1 537 上野山 和希(3) ｳｴﾉﾔﾏ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 6m00 19
8 662 木匠 陸翔(1) ｷﾂｲ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 今宮工科 5m15 20

****************************************************
* 男子対校 円盤投(1.750kg) *
****************************************************
16人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 3 川上 蓮太郎(3) ｶﾜｶﾐ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 大塚 46m29 1
9 522 福永 凌佑(2) ﾌｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 鳳 35m72 2
8 33 平岡 倖太(2) ﾋﾗｵｶ ｺｳﾀ 男子 大　阪 大塚 32m92 3
3 535 山本 爽(3) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 28m00 4
12 605 増田 悠吾(1) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 27m00 5
4 211 佐田谷 雄(2) ｻﾀﾞﾀﾆ ﾕｳ 男子 大　阪 河南 26m42 6
16 667 瀬脇 月透(1) ｾﾜｷ ﾙｳﾄ 男子 大　阪 大塚 25m17 7
5 540 増弘 彪冴(2) ﾏｽﾋﾛ ﾋｭｳｶﾞ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 25m00 8
10 533 小林 暖和(2) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 登美丘 25m00 9
11 599 草宮 康生(1) ｸｻﾐﾔ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 みどり清朋 24m40 10
13 863 塔本 明日風(1) ﾄｳﾓﾄ ｱｽｶ 男子 大　阪 河南 23m00 11
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****************************************************
* 男子対校 円盤投(1.750kg) *
****************************************************
16人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 244 三好 元(3) ﾐﾖｼ ｹﾞﾝ 男子 大　阪 枚岡樟風 22m08 12
7 485 舟橋 一真(2) ﾌﾅﾊｼ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 岸和田 20m26 13
14 806 山中 翔太(1) ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 登美丘 20m00 14
6 145 伊藤 優太(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 佐野 19m82 15
15 600 川口 遙希(1) ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 みどり清朋 17m11 16

************************************************************
* 男子対校 ハンマー投(6.000kg) *
************************************************************
10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 145 伊藤 優太(2) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 佐野 47m51 1
2 27 築山 真也(2) ﾂｷﾔﾏ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 大塚 46m04 2
3 436 勝本 健斗(2) ｶﾂﾓﾄ ｹﾝﾄ 男子 大　阪 堺 29m39 3
5 497 福本 拓未(2) ﾌｸﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 貝塚南 29m31 4
10 736 笑喜 崚平(1) ｼｮｳｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 大　阪 三国丘 26m13 5
4 409 堀川 海璃(2) ﾎﾘｶﾜ ｶｲﾘ 男子 大　阪 和泉総合 25m22 6
8 788 上野 泰輔(1) ｳｴﾉ ﾀｲｽｹ 男子 大　阪 佐野 20m89 7
9 766 吉岡 柊飛(1) ﾖｼｵｶ ｼｭｳﾄ 男子 大　阪 堺 20m00 8
7 918 赤坂 淳紀(1) ｱｶｻｶ ｱﾂｷ 男子 大　阪 日根野 19m00 9
6 700 宮本 悠希(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 16m23 10

****************************************************
* 男子対校 やり投(0.800kg) *
****************************************************
26人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 301 後藤 悠太(2) ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 和泉 45m15 1
12 137 吉野 鷹(2) ﾖｼﾉ ﾀｶﾔ 男子 大　阪 生野 45m03 2
13 38 佐藤 謙眞(2) ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 大塚 43m63 3
9 538 松﨑 大和(2) ﾏﾂｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 男子 大　阪 登美丘 40m39 4
2 383 安岡 慧(3) ﾔｽｵｶ ｹｲ 男子 大　阪 久米田 40m00 5
14 376 長倉 昇世(2) ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｾｲ 男子 大　阪 金岡 39m00 6
10 190 長森 遼(2) ﾅｶﾞﾓﾘ ﾘｮｳ 男子 大　阪 山本 37m00 7
18 916 山田 琉葵(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾙｷ 男子 大　阪 日根野 35m89 8
20 790 辻 宥人(1) ﾂｼﾞ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 佐野 35m51 9
15 188 谷川 睦翔(2) ﾀﾆｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 山本 35m00 10
21 863 塔本 明日風(1) ﾄｳﾓﾄ ｱｽｶ 男子 大　阪 河南 35m00 11
7 219 谷口 由真(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 天王寺 34m58 12
17 583 山田 純大(1) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 男子 大　阪 花園 33m24 13
6 485 舟橋 一真(2) ﾌﾅﾊｼ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 岸和田 33m14 14
26 789 桒島 悠人(1) ｸﾜｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 佐野 32m57 15
3 535 山本 爽(3) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 30m00 16
4 540 増弘 彪冴(2) ﾏｽﾋﾛ ﾋｭｳｶﾞ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 30m00 17
11 48 城野 廉人(2) ｼﾞｮｳﾉ ﾚﾝﾄ 男子 大　阪 八尾 25m00 18
19 605 増田 悠吾(1) ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 25m00 19
23 906 武田 幸和(1) ﾀｹﾀﾞ ﾕｷｶｽﾞ 男子 大　阪 高石 25m00 20
24 725 姜 俊(1) ﾁｬﾝ ｼﾞｭﾝ 男子 大　阪 八尾翠翔 25m00 21
25 726 鶴田 陽音(1) ﾂﾙﾀ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 25m00 22
22 747 清中 聖一朗(1) ｷﾖﾅｶ ｾｲｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 貝塚南 21m00 23
5 646 小浦 泰斗(2) ｺｳﾗ ﾀｲﾄ 男子 大　阪 岸和田産業 20m00 24
1 244 三好 元(3) ﾐﾖｼ ｹﾞﾝ 男子 大　阪 枚岡樟風 18m85 25
16 457 札野 晴生(2) ﾌﾀﾞﾉ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 信太 18m53 26

******************************
* 女子対校 100m *
******************************
85人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 7 塚本 稀愛来(3) ﾂｶﾓﾄ ｷｱﾗ 女子 大　阪 大塚 12.32 1
7 2 奥田 萌佳(3) ｵｸﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 大　阪 大塚 12.39 2
53 48 川畑 心春(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺﾊﾙ 女子 大　阪 生野 12.60 3
56 22 合澤 舞(1) ｱｲｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 大　阪 大塚 12.67 4
6 174 多田 悠未(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾐ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 12.92 5
43 190 吉田 美月(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 女子 大　阪 清水谷 13.02 6
54 359 松下 優(1) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ 女子 大　阪 岸和田 13.02 7
2 210 伊佐 皇鈴(3) ｲｻ ﾐﾚｲ 女子 大　阪 八尾翠翔 13.03 8
38 232 平田 ゆい花(2) ﾋﾗﾀ ﾕｲｶ 女子 大　阪 堺東 13.18 9
12 107 日笠 芽衣(2) ﾋｶｻ ﾒｲ 女子 大　阪 八尾 13.22 10
15 257 奥野 菜那(2) ｵｸﾉ ﾅﾅ 女子 大　阪 鳳 13.35 11
1 212 馬詰 麻由(3) ｳﾏﾂﾞﾒ ﾏﾕ 女子 大　阪 八尾翠翔 13.38 12
11 194 芝本 優衣(2) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｲ 女子 大　阪 金岡 13.38 13
73 369 赤沢 有希(1) ｱｶｻﾞﾜ ﾕﾉ 女子 大　阪 阿倍野 13.39 14
39 227 斗谷 日々希(2) ﾊｶﾘﾀﾞﾆ ﾋﾋﾞｷ 女子 大　阪 泉北 13.43 15
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******************************
* 女子対校 100m *
******************************
85人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
23 110 渡部 夏奏(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 女子 大　阪 岸和田 13.46 16
42 274 池田 詩朋(2) ｲｹﾀﾞ ｼﾎ 女子 大　阪 富田林 13.50 17
50 302 勝山 れんか(1) ｶﾂﾔﾏ ﾚﾝｶ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 13.52 18
51 344 迫間 弘佳(1) ﾊｻﾞﾏ ﾋﾛｶ 女子 大　阪 天王寺 13.52 19
13 144 山本 陽依(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ 女子 大　阪 花園 13.58 20
52 427 酒巻 美咲(1) ｻｶﾏｷ ﾐｻｷ 女子 大　阪 信太 13.60 21
25 215 島岡 真保(2) ｼﾏｵｶ ﾏﾎ 女子 大　阪 堺西 13.61 22
76 310 松下 吏花(1) ﾏﾂｼﾀ ﾘｶ 女子 大　阪 清水谷 13.64 23
14 264 岩村 咲綾(2) ｲﾜﾑﾗ ｻｱﾔ 女子 大　阪 登美丘 13.67 24
41 126 寺田 花渚(2) ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾅ 女子 大　阪 河南 13.70 25
37 142 棚瀬 和(2) ﾀﾅｾ ﾎﾉｶ 女子 大　阪 花園 13.71 26
71 324 下山 あかり(1) ｼﾓﾔﾏ ｱｶﾘ 女子 大　阪 八尾 13.75 27
74 406 池田 衣里(1) ｲｹﾀﾞ ｲｻﾄ 女子 大　阪 泉北 13.80 28
40 292 苅田 結都(2) ｶﾘﾀ ﾕｽﾞ 女子 大　阪 狭山 13.81 29
16 250 髙森 愛菜(2) ﾀｶﾓﾘ ﾏﾅ 女子 大　阪 東百舌鳥 13.86 30
9 187 浦 知世(2) ｳﾗ ﾄﾓﾖ 女子 大　阪 清水谷 13.88 31
17 267 切畑 来愛(2) ｷﾘﾊﾀ ｸﾚｱ 女子 大　阪 登美丘 13.89 32
67 409 峯村 彩加(1) ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 大　阪 泉北 13.91 33
18 249 阪上 玲衣(2) ｻｶｳｴ ﾚｲ 女子 大　阪 東百舌鳥 13.94 34
65 378 本間 さやの(1) ﾎﾝﾏ ｻﾔﾉ 女子 大　阪 岸和田産業 13.98 35
46 123 竹田 奈々子(2) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 大　阪 河南 13.99 36
75 360 加山 智尋(1) ｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ 女子 大　阪 岸和田 13.99 37
32 291 金森 葉流(2) ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙ 女子 大　阪 狭山 14.00 38
48 374 須波 紗雪(2) ｽﾜ ｻﾕｷ 女子 大　阪 山本 14.00 39
61 381 藤原 菜々子(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅｺ 女子 大　阪 泉大津 14.00 40
64 373 村井 菜月美(1) ﾑﾗｲ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 八尾翠翔 14.00 41
80 394 中岡 依央莉(1) ﾅｶｵｶ ｲｵﾘ 女子 大　阪 堺 14.02 42
69 380 小平 鈴奈(1) ｺﾋﾗ ｽｽﾞﾅ 女子 大　阪 泉大津 14.09 43
72 277 井上 蘭(1) ｲﾉｳｴ ﾗﾝ 女子 大　阪 富田林 14.14 44
81 439 伊藤 桃佳(1) ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 河南 14.16 45
28 147 紙屋 光虹(2) ｶﾐﾔ ﾐｸ 女子 大　阪 阪南 14.20 46
30 314 田仲 彩音(2) ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 山本 14.20 47
4 172 小椋 寿音(3) ｵｸﾞﾗ ｺﾄﾈ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 14.21 48
29 242 出野上 結莉(2) ﾃﾞﾉｶﾞﾐ ﾕｲﾘ 女子 大　阪 長野 14.21 49
44 119 山下 桜奈(2) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 山本 14.23 50
36 265 梅垣 美咲(2) ｳﾒｶﾞｷ ﾐｻｷ 女子 大　阪 登美丘 14.24 51
31 127 前島 有稀(2) ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｷ 女子 大　阪 天王寺 14.30 52
57 330 福井 心衣(1) ﾌｸｲ ｺｺｲ 女子 大　阪 夕陽丘 14.34 53
19 129 池上 舞(2) ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲ 女子 大　阪 佐野 14.37 54
79 426 岩岡 美来(1) ｲﾜｵｶ ﾐｸ 女子 大　阪 堺上 14.39 55
83 328 松本 実桜(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 女子 大　阪 八尾 14.40 56
26 125 寺西 葵(2) ﾃﾗﾆｼ ｱｵｲ 女子 大　阪 天王寺 14.44 57
55 458 平光 樹(1) ﾋﾗﾐﾂ ｲﾂｷ 女子 大　阪 高石 14.50 58
60 457 原井 望来(1) ﾊﾗｲ ﾐｸ 女子 大　阪 高石 14.50 59
34 46 田倉 歩実(2) ﾀｸﾗ ｱﾐ 女子 大　阪 生野 14.53 60
63 389 渡部 夢菜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒﾅ 女子 大　阪 三国丘 14.54 61
8 217 山口 美咲(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 女子 大　阪 堺西 14.58 62
5 278 誉田 想(3) ｺﾝﾀﾞ ｿｳ 女子 大　阪 泉大津 14.60 63
68 403 佐藤 心菜(1) ｻﾄｳ ｺｺﾅ 女子 大　阪 金岡 14.66 64
59 367 髙井 心菜(1) ﾀｶｲ ｺｺﾅ 女子 大　阪 泉陽 14.68 65
27 199 菊本 佳奈(2) ｷｸﾓﾄ ｶﾅ 女子 大　阪 久米田 14.70 66
47 213 上村 さくら(2) ｳｴﾑﾗ ｻｸﾗ 女子 大　阪 堺西 14.70 67
62 357 松本 紘奈(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾅ 女子 大　阪 花園 14.85 68
70 370 長命 ゆきの(1) ﾁｮｳﾒｲ ﾕｷﾉ 女子 大　阪 阿倍野 14.88 69
77 435 小倉 桃(1) ｵｸﾞﾗ ﾓﾓ 女子 大　阪 鳳 14.95 70
45 159 陰山 凛菜(2) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾅ 女子 大　阪 布施 15.00 71
66 358 田中 美羽(1) ﾀﾅｶ ﾐﾜ 女子 大　阪 布施 15.00 72
78 404 道脇 麻朝(1) ﾐﾁﾜｷ ﾏｱｻ 女子 大　阪 金岡 15.08 73
20 199 松宮 優奈(2) ﾏﾂﾐﾔ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 夕陽丘 15.11 74
33 285 曽根 紗花(2) ｿﾈ ｻﾔｶ 女子 大　阪 懐風館 15.20 75
21 148 西尾 紗夏(2) ﾆｼｵ ｽｽﾞﾅ 女子 大　阪 阪南 15.24 76
24 198 巣山 友莉(2) ｽﾔﾏ ﾕﾘ 女子 大　阪 夕陽丘 15.26 77
82 345 平原 依蕗(1) ﾋﾗﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 女子 大　阪 みどり清朋 15.35 78
49 202 武田 怜杏(2) ﾀｹﾀﾞ ﾚｱ 女子 大　阪 久米田 15.50 79
84 347 塩路 さくら(1) ｼｵｼﾞ ｻｸﾗ 女子 大　阪 みどり清朋 15.67 80
10 238 三好 芹奈(2) ﾐﾖｼ ｾﾘﾅ 女子 大　阪 信太 15.82 81
22 236 西川 庵(2) ﾆｼｶﾜ ｲｵﾘ 女子 大　阪 信太 15.96 82
58 372 矢野 はるか(1) ﾔﾉ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 阿倍野 16.01 83
85 303 榎元 愛心(1) ｴﾉﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 大　阪 みどり清朋 16.67 84
35 286 山口 実咲(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 女子 大　阪 懐風館 16.68 85

******************************
* 女子対校 200m *
******************************
68人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 7 塚本 稀愛来(3) ﾂｶﾓﾄ ｷｱﾗ 女子 大　阪 大塚 25.42 1
30 15 田中 美羽(2) ﾀﾅｶ ﾐｳ 女子 大　阪 大塚 25.92 2
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******************************
* 女子対校 200m *
******************************
68人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
6 2 奥田 萌佳(3) ｵｸﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 大　阪 大塚 25.94 3
8 279 長谷川 叶月(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾞｷ 女子 大　阪 泉大津 26.63 4
29 92 西村 菜々香(2) ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｶ 女子 大　阪 泉陽 26.77 5
5 174 多田 悠未(3) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾐ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 27.05 6
34 232 平田 ゆい花(2) ﾋﾗﾀ ﾕｲｶ 女子 大　阪 堺東 27.21 7
17 107 日笠 芽衣(2) ﾋｶｻ ﾒｲ 女子 大　阪 八尾 27.22 8
23 124 野中 彩葉(2) ﾉﾅｶ ｱﾔﾊ 女子 大　阪 河南 27.29 9
49 359 松下 優(1) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ 女子 大　阪 岸和田 27.30 10
53 382 赤木 広子(1) ｱｶｷﾞ ﾋﾛｺ 女子 大　阪 三国丘 27.33 11
12 113 南 紗希(2) ﾐﾅﾐ ｻｷ 女子 大　阪 岸和田 27.60 12
37 190 吉田 美月(2) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 女子 大　阪 清水谷 27.71 13
20 257 奥野 菜那(2) ｵｸﾉ ﾅﾅ 女子 大　阪 鳳 27.74 14
35 227 斗谷 日々希(2) ﾊｶﾘﾀﾞﾆ ﾋﾋﾞｷ 女子 大　阪 泉北 27.78 15
9 171 岩本 茉奈美(2) ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 大　阪 堺上 27.79 16
1 210 伊佐 皇鈴(3) ｲｻ ﾐﾚｲ 女子 大　阪 八尾翠翔 28.00 17
64 310 松下 吏花(1) ﾏﾂｼﾀ ﾘｶ 女子 大　阪 清水谷 28.02 18
25 110 渡部 夏奏(2) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ 女子 大　阪 岸和田 28.17 19
59 324 下山 あかり(1) ｼﾓﾔﾏ ｱｶﾘ 女子 大　阪 八尾 28.25 20
26 215 島岡 真保(2) ｼﾏｵｶ ﾏﾎ 女子 大　阪 堺西 28.28 21
16 194 芝本 優衣(2) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｲ 女子 大　阪 金岡 28.31 22
61 406 池田 衣里(1) ｲｹﾀﾞ ｲｻﾄ 女子 大　阪 泉北 28.38 23
15 187 浦 知世(2) ｳﾗ ﾄﾓﾖ 女子 大　阪 清水谷 28.47 24
3 211 伊東 彩美(3) ｲﾄｳ ｱﾔﾐ 女子 大　阪 八尾翠翔 28.50 25
45 291 村上 葵(1) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 大　阪 日新 28.50 26
55 405 濵田 珈乙郁 ﾊﾏﾀﾞ　ｶｵﾙ 女子 大　阪 長吉 28.50 27
62 349 髙橋 佳暖(1) ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 女子 大　阪 鳳 28.50 28
44 344 迫間 弘佳(1) ﾊｻﾞﾏ ﾋﾛｶ 女子 大　阪 天王寺 28.82 29
60 369 赤沢 有希(1) ｱｶｻﾞﾜ ﾕﾉ 女子 大　阪 阿倍野 28.82 30
46 427 酒巻 美咲(1) ｻｶﾏｷ ﾐｻｷ 女子 大　阪 信太 28.91 31
36 292 苅田 結都(2) ｶﾘﾀ ﾕｽﾞ 女子 大　阪 狭山 28.94 32
38 136 木下 知咲(2) ｷﾉｼﾀ ﾁｻｷ 女子 大　阪 美原 29.00 33
40 123 竹田 奈々子(2) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｺ 女子 大　阪 河南 29.00 34
48 392 黒部 菜花(1) ｸﾛﾍﾞ ﾅﾉｶ 女子 大　阪 久米田 29.00 35
57 373 村井 菜月美(1) ﾑﾗｲ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 八尾翠翔 29.00 36
11 216 田中 遥菜(2) ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 堺西 29.04 37
21 102 西谷 美空(2) ﾆｼﾀﾆ ﾐｸ 女子 大　阪 三国丘 29.06 38
32 142 棚瀬 和(2) ﾀﾅｾ ﾎﾉｶ 女子 大　阪 花園 29.12 39
51 367 禰宜元 美月(1) ﾈｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 女子 大　阪 東住吉 29.36 40
18 144 山本 陽依(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ 女子 大　阪 花園 29.38 41
28 127 前島 有稀(2) ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｷ 女子 大　阪 天王寺 29.56 42
56 389 渡部 夢菜(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒﾅ 女子 大　阪 三国丘 29.56 43
10 217 山口 美咲(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 女子 大　阪 堺西 29.68 44
22 250 髙森 愛菜(2) ﾀｶﾓﾘ ﾏﾅ 女子 大　阪 東百舌鳥 29.68 45
68 231 今村 友音(2) ｲﾏﾑﾗ ﾕﾉ 女子 大　阪 堺東 29.69 46
27 147 紙屋 光虹(2) ｶﾐﾔ ﾐｸ 女子 大　阪 阪南 29.80 47
43 128 森田 咲良(2) ﾓﾘﾀ ｻｸﾗ 女子 大　阪 天王寺 29.92 48
4 278 誉田 想(3) ｺﾝﾀﾞ ｿｳ 女子 大　阪 泉大津 30.00 49
13 283 西川 凜(2) ﾆｼｶﾜ ﾘﾝ 女子 大　阪 高石 30.00 50
19 108 伊藤 仁希(2) ｲﾄｳ ﾆｷ 女子 大　阪 八尾 30.00 51
39 202 咲花 京(2) ｻｷﾊﾅ ﾁｶ 女子 大　阪 今宮 30.00 52
50 458 平光 樹(1) ﾋﾗﾐﾂ ｲﾂｷ 女子 大　阪 高石 30.00 53
63 438 西尾 清花(1) ﾆｼｵ ｻﾔｶ 女子 大　阪 河南 30.00 54
47 315 大岡 千暁(1) ｵｵｵｶ ﾁｱｷ 女子 大　阪 山本 30.19 55
33 225 百木 文菜(2) ﾓﾓｷ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 東住吉 30.24 56
31 46 田倉 歩実(2) ﾀｸﾗ ｱﾐ 女子 大　阪 生野 30.29 57
14 246 麻野 結琳(2) ｱｻﾉ ﾕｲﾘ 女子 大　阪 東百舌鳥 30.43 58
42 175 中島 夢音(2) ﾅｶｼﾏ ﾒｲ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 30.46 59
7 284 川本 鈴奈(3) ｶﾜﾓﾄ ﾚｲﾅ 女子 大　阪 懐風館 30.69 60
58 403 佐藤 心菜(1) ｻﾄｳ ｺｺﾅ 女子 大　阪 金岡 30.76 61
65 435 小倉 桃(1) ｵｸﾞﾗ ﾓﾓ 女子 大　阪 鳳 31.00 62
67 334 城者 真侑(1) ｼﾞｮｳｼｬ ﾏﾕ 女子 大　阪 夕陽丘 31.04 63
54 436 折田 明日葉(1) ｵﾘﾀ ｱｽﾊ 女子 大　阪 泉北 31.39 64
41 284 高岡 凛理(2) ﾀｶｵｶ ﾘﾘ 女子 大　阪 みどり清朋 31.65 65
66 404 道脇 麻朝(1) ﾐﾁﾜｷ ﾏｱｻ 女子 大　阪 金岡 31.85 66
24 148 西尾 紗夏(2) ﾆｼｵ ｽｽﾞﾅ 女子 大　阪 阪南 32.32 67
52 367 髙井 心菜(1) ﾀｶｲ ｺｺﾅ 女子 大　阪 泉陽 32.37 68

******************************
* 女子対校 400m *
******************************
34人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
11 44 酒匂 奏(2) ｻｺｳ ｶﾅﾃﾞ 女子 大　阪 生野 56.78 1
1 37 浅本 涼香(3) ｱｻﾓﾄ ｽｽﾞｶ 女子 大　阪 生野 56.84 2
2 279 長谷川 叶月(3) ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾞｷ 女子 大　阪 泉大津 1:00.00 3
31 50 至田 有佑実(1) ｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 大　阪 生野 1:01.00 4
13 92 西村 菜々香(2) ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｶ 女子 大　阪 泉陽 1:01.31 5
19 23 芦髙 愛桜(1) ｱｼﾀｶ ﾏｵ 女子 大　阪 大塚 1:01.40 6
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******************************
* 女子対校 400m *
******************************
34人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
9 124 野中 彩葉(2) ﾉﾅｶ ｱﾔﾊ 女子 大　阪 河南 1:01.54 7
18 338 伊藤 綾乃(1) ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 女子 大　阪 三国丘 1:01.84 8
4 122 岡野 菜々(2) ｵｶﾉ ﾅﾅ 女子 大　阪 河南 1:03.00 9
5 113 南 紗希(2) ﾐﾅﾐ ｻｷ 女子 大　阪 岸和田 1:03.03 10
12 100 吉良 夏穂(2) ｷﾗ ｶﾎ 女子 大　阪 三国丘 1:03.57 11
7 101 堀添 陽(2) ﾎﾘｿﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 大　阪 三国丘 1:04.82 12
3 171 岩本 茉奈美(2) ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ 女子 大　阪 堺上 1:04.84 13
23 33 福本 くるり(1) ﾌｸﾓﾄ ｸﾙﾘ 女子 大　阪 大塚 1:05.00 14
32 349 髙橋 佳暖(1) ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 女子 大　阪 鳳 1:05.00 15
8 135 増田 千夏(2) ﾏｽﾀﾞ ﾁﾅﾂ 女子 大　阪 天王寺 1:06.00 16
26 367 禰宜元 美月(1) ﾈｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ 女子 大　阪 東住吉 1:06.00 17
27 343 河野 彩名(1) ｺｳﾉ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 泉北 1:06.00 18
15 188 北野 由佳(2) ｷﾀﾉ ﾕｶ 女子 大　阪 清水谷 1:06.26 19
22 341 城 はなの(1) ｼﾞｮｳ ﾊﾅﾉ 女子 大　阪 天王寺 1:07.00 20
30 414 西尾 姫依(1) ﾆｼｵ ﾋﾖﾘ 女子 大　阪 登美丘 1:07.00 21
33 400 片上 侑紀(1) ｶﾀｶﾐ ﾕｷ 女子 大　阪 堺東 1:07.00 22
34 231 今村 友音(2) ｲﾏﾑﾗ ﾕﾉ 女子 大　阪 堺東 1:07.10 23
20 353 辻本 直緒(1) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵ 女子 大　阪 大塚 1:07.74 24
14 225 百木 文菜(2) ﾓﾓｷ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 東住吉 1:08.00 25
16 136 木下 知咲(2) ｷﾉｼﾀ ﾁｻｷ 女子 大　阪 美原 1:08.97 26
21 346 山本 悠翠(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾗ 女子 大　阪 阪南 1:09.00 27
25 308 難波 鈴(1) ﾅﾝﾊﾞ ｽｽﾞ 女子 大　阪 清水谷 1:09.00 28
24 371 吉田 梓紗(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ 女子 大　阪 和泉 1:10.00 29
17 191 矢野 友梨(2) ﾔﾉ ﾕｳﾘ 女子 大　阪 金岡 1:10.79 30
10 160 北野 里歩(2) ｷﾀﾉ ﾘﾎ 女子 大　阪 布施 1:12.00 31
28 298 吉本 彩也花(1) ﾖｼﾓﾄ ｻﾔｶ 女子 大　阪 布施 1:13.00 32
6 242 中辻 朱音(2) ﾅｶﾂｼﾞ ｱｶﾈ 女子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 1:15.00 33
29 410 中藤 睦美(1) ﾅｶﾄｳ ﾑﾂﾐ 女子 大　阪 藤井寺 1:20.00 34

******************************
* 女子対校 800m *
******************************
48人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
24 338 伊藤 綾乃(1) ｲﾄｳ ｱﾔﾉ 女子 大　阪 三国丘 2:19.11 1
44 36 若井 瑠菜(1) ﾜｶｲ ﾙﾅ 女子 大　阪 大塚 2:21.08 2
9 117 小南 奏花(2) ｺﾐﾅﾐ ｶﾅﾊ 女子 大　阪 岸和田 2:21.67 3
7 47 向井 莉衣南(2) ﾑｶｲ ﾘｲﾅ 女子 大　阪 生野 2:24.63 4
4 109 水島 かれん(2) ﾐｽﾞｼﾏ ｶﾚﾝ 女子 大　阪 八尾 2:27.03 5
22 21 森島 音和(2) ﾓﾘｼﾏ ｵﾄﾅ 女子 大　阪 大塚 2:29.59 6
28 360 谷元 佳恵(1) ﾀﾆﾓﾄ ｶｴ 女子 大　阪 高津 2:29.93 7
20 223 大久保 織(2) ｵｵｸﾎﾞ ｼｷ 女子 大　阪 東住吉 2:30.00 8
29 29 谷 萌々花(1) ﾀﾆ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 大塚 2:33.40 9
1 197 上門 夕乃(2) ｶﾐｶﾄﾞ ﾕﾉ 女子 大　阪 夕陽丘 2:35.00 10
8 135 岡田 祐里佳(2) ｵｶﾀﾞ ﾕﾘｶ 女子 大　阪 美原 2:35.00 11
11 132 竹田 愛梨(2) ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 大　阪 天王寺 2:35.00 12
13 132 舛本 来羽(2) ﾏｽﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 大　阪 佐野 2:35.03 13
5 143 西添 友梨(2) ﾆｼｿﾞｴ ﾕｳﾘ 女子 大　阪 花園 2:35.73 14
37 365 岩谷 紬生(1) ｲﾜﾀﾆ ﾂﾑｷﾞ 女子 大　阪 泉陽 2:37.85 15
31 338 笠谷 莉緒(1) ｶｻﾀﾆ ﾘｵ 女子 大　阪 天王寺 2:38.00 16
42 359 野村 未来(1) ﾉﾑﾗ ﾐｷ 女子 大　阪 布施 2:39.00 17
47 400 片上 侑紀(1) ｶﾀｶﾐ ﾕｷ 女子 大　阪 堺東 2:39.25 18
14 133 舛本 未来(2) ﾏｽﾓﾄ ﾐﾗｲ 女子 大　阪 佐野 2:39.40 19
40 304 原田 心夢(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾕ 女子 大　阪 みどり清朋 2:39.40 20
6 239 山本 琳子(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｺ 女子 大　阪 信太 2:39.62 21
2 106 岡田 歩巳(2) ｵｶﾀﾞ ｱｲ 女子 大　阪 三国丘 2:40.00 22
34 343 河野 彩名(1) ｺｳﾉ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 泉北 2:40.00 23
36 405 濵田 珈乙郁 ﾊﾏﾀﾞ　ｶｵﾙ 女子 大　阪 長吉 2:40.00 24
25 346 山本 悠翠(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾗ 女子 大　阪 阪南 2:40.76 25
18 200 倉邊 莉子(2) ｸﾗﾍﾞ ﾘｺ 女子 大　阪 久米田 2:42.00 26
32 387 古家 若葉(1) ﾌﾙﾔ ﾜｶﾊﾞ 女子 大　阪 三国丘 2:42.00 27
23 459 石山 恵美(1) ｲｼﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 女子 大　阪 日根野 2:43.00 28
21 186 岩倉 早希(2) ｲﾜｸﾗ ｻｷ 女子 大　阪 清水谷 2:43.14 29
19 191 矢野 友梨(2) ﾔﾉ ﾕｳﾘ 女子 大　阪 金岡 2:43.39 30
26 331 横田 葵(1) ﾖｺﾀ ｱｵｲ 女子 大　阪 夕陽丘 2:43.54 31
10 201 坂本 紗菜(2) ｻｶﾓﾄ ｻﾅ 女子 大　阪 久米田 2:45.00 32
12 133 多田 陽香(2) ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 天王寺 2:45.00 33
17 462 阿部 優(2) ｱﾍﾞ ﾕｳ 女子 大　阪 狭山 2:45.00 34
27 443 上 凛乃花(1) ｳｴ ﾘﾉｶ 女子 大　阪 河南 2:45.00 35
43 327 町田 葵(1) ﾏﾁﾀﾞ ｱｵｲ 女子 大　阪 八尾 2:45.00 36
48 372 阿部 桜子(1) ｱﾍﾞ ｻｸﾗｺ 女子 大　阪 美原 2:45.00 37
33 441 長谷川 陽菜(1) ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾅ 女子 大　阪 河南 2:49.00 38
16 241 塚谷 亜生(2) ﾂｶﾀﾆ ｱｲ 女子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 2:50.00 39
41 313 小野 優月(1) ｵﾉ ﾕﾂﾞｷ 女子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 2:50.00 40
30 308 難波 鈴(1) ﾅﾝﾊﾞ ｽｽﾞ 女子 大　阪 清水谷 2:50.53 41
45 371 橋原 杏奈(1) ﾊｼﾊﾗ ｱﾝﾅ 女子 大　阪 阿倍野 2:54.25 42
35 381 吉村 美羽(1) ﾖｼﾑﾗ ﾐｳ 女子 大　阪 布施 2:55.00 43
46 364 上野 遥(1) ｳｴﾉ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 今宮 2:55.00 44
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******************************
* 女子対校 800m *
******************************
48人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
15 258 宮﨑 優衣(2) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ 女子 大　阪 鳳 2:57.00 45
3 115 石川 稀歩来(2) ｲｼｶﾜ ｷｱﾗ 女子 大　阪 山本 3:00.00 46
38 410 中藤 睦美(1) ﾅｶﾄｳ ﾑﾂﾐ 女子 大　阪 藤井寺 3:00.00 47
39 437 芳 芽依果(1) ﾖｼ ﾒｲｶ 女子 大　阪 河南 3:00.00 48

********************************
* 女子対校 1500m *
********************************
43人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
20 14 白川 朝陽(2) ｼﾗｶﾜ ｱｻﾋ 女子 大　阪 大塚 4:31.56 1
10 103 浦田 美咲(2) ｳﾗﾀ ﾐｻｷ 女子 大　阪 三国丘 4:51.28 2
27 18 村上 憂姫(2) ﾑﾗｶﾐ ﾕｲｷ 女子 大　阪 大塚 4:52.60 3
39 36 若井 瑠菜(1) ﾜｶｲ ﾙﾅ 女子 大　阪 大塚 4:54.55 4
23 116 昼馬 和芭(2) ﾋﾙﾏ ｶｽﾞﾊ 女子 大　阪 岸和田 4:54.71 5
15 47 向井 莉衣南(2) ﾑｶｲ ﾘｲﾅ 女子 大　阪 生野 4:57.49 6
17 117 小南 奏花(2) ｺﾐﾅﾐ ｶﾅﾊ 女子 大　阪 岸和田 5:00.52 7
11 104 中本 こころ(2) ﾅｶﾓﾄ ｺｺﾛ 女子 大　阪 三国丘 5:03.00 8
8 91 中司 ひので(2) ﾅｶﾂｶｻ ﾋﾉﾃﾞ 女子 大　阪 泉陽 5:03.02 9
16 135 岡田 祐里佳(2) ｵｶﾀﾞ ﾕﾘｶ 女子 大　阪 美原 5:05.00 10
24 132 舛本 来羽(2) ﾏｽﾓﾄ ｸﾚﾊ 女子 大　阪 佐野 5:06.33 11
1 121 藤木 清圭(3) ﾌｼﾞｷ ｻﾔｶ 女子 大　阪 天王寺 5:09.94 12
19 131 前田 明咲(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 大　阪 佐野 5:11.85 13
25 133 舛本 未来(2) ﾏｽﾓﾄ ﾐﾗｲ 女子 大　阪 佐野 5:12.12 14
30 223 大久保 織(2) ｵｵｸﾎﾞ ｼｷ 女子 大　阪 東住吉 5:14.00 15
4 121 中村 美卯(2) ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ 女子 大　阪 河南 5:15.00 16
6 109 水島 かれん(2) ﾐｽﾞｼﾏ ｶﾚﾝ 女子 大　阪 八尾 5:15.00 17
22 272 宮浦 史佳(2) ﾐﾔｳﾗ ﾌﾐｶ 女子 大　阪 登美丘 5:22.00 18
38 351 菱田 英美(1) ﾋｼﾀﾞ ｴﾐ 女子 大　阪 生野 5:24.41 19
14 111 北川 優菜(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 八尾 5:30.00 20
40 440 岡田 優芽(1) ｵｶﾀﾞ ﾕﾒ 女子 大　阪 河南 5:32.00 21
31 186 岩倉 早希(2) ｲﾜｸﾗ ｻｷ 女子 大　阪 清水谷 5:37.29 22
29 90 中條 晴加(2) ﾅｶｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 泉陽 5:39.97 23
7 143 西添 友梨(2) ﾆｼｿﾞｴ ﾕｳﾘ 女子 大　阪 花園 5:40.00 24
35 339 小林 美桜(1) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 女子 大　阪 天王寺 5:40.00 25
36 365 岩谷 紬生(1) ｲﾜﾀﾆ ﾂﾑｷﾞ 女子 大　阪 泉陽 5:44.90 26
13 268 髙村 初菜(2) ﾀｶﾑﾗ ﾊﾂﾅ 女子 大　阪 登美丘 5:45.00 27
33 275 水谷 夏樹(1) ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｼﾞｭ 女子 大　阪 天王寺 5:46.00 28
18 193 本村 美空(2) ﾓﾄﾑﾗ ﾐｸ 女子 大　阪 金岡 5:49.64 29
5 247 飯降 ななみ(2) ｲﾌﾞﾘ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 東百舌鳥 5:50.00 30
43 372 阿部 桜子(1) ｱﾍﾞ ｻｸﾗｺ 女子 大　阪 美原 5:50.00 31
37 368 森 彩奈(1) ﾓﾘ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 東住吉 5:51.00 32
3 275 高岡 みずき(2) ﾀｶｵｶ ﾐｽﾞｷ 女子 大　阪 富田林 5:55.00 33
12 173 宮口 凛玖(2) ﾐﾔｸﾞﾁ ﾘﾝｸ 女子 大　阪 和泉 5:55.00 34
28 276 吉澤 梨桜(2) ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｵ 女子 大　阪 富田林 5:55.00 35
2 195 梅田 紗希(2) ｳﾒﾀﾞ ｻｷ 女子 大　阪 夕陽丘 5:59.17 36
9 239 山本 琳子(2) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｺ 女子 大　阪 信太 6:00.00 37
42 407 牛込 かのあ(1) ｳｼｺﾞﾒ ｶﾉｱ 女子 大　阪 泉北 6:10.00 38
26 403 山之内 和 ﾔﾏﾉｳﾁ　ﾅｺﾞﾐ 女子 大　阪 長吉 6:20.00 39
41 401 西村 奏音(1) ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ 女子 大　阪 堺東 6:26.26 40
21 401 山下 結菜(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｲﾅ 女子 大　阪 東住吉総合 6:30.00 41
34 373 原田 優羽(1) ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳ 女子 大　阪 美原 6:30.00 42
32 385 野田 彩寧(1) ﾉﾀﾞ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 三国丘 6:40.00 43

********************************
* 女子対校 3000m *
********************************
18人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
2 103 浦田 美咲(2) ｳﾗﾀ ﾐｻｷ 女子 大　阪 三国丘 10:28.51 1
8 116 昼馬 和芭(2) ﾋﾙﾏ ｶｽﾞﾊ 女子 大　阪 岸和田 10:36.86 2
1 91 中司 ひので(2) ﾅｶﾂｶｻ ﾋﾉﾃﾞ 女子 大　阪 泉陽 10:47.22 3
16 25 岡田 有理沙(1) ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ 女子 大　阪 大塚 10:55.94 4
18 336 永井 愛南(1) ﾅｶﾞｲ ｱｲﾅ 女子 大　阪 大塚 11:04.23 5
7 131 前田 明咲(2) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 大　阪 佐野 11:23.81 6
5 134 藤井 華音(2) ﾌｼﾞｲ ｶﾉﾝ 女子 大　阪 天王寺 11:48.72 7
14 388 宮本 麻帆(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾎ 女子 大　阪 三国丘 11:51.84 8
17 351 菱田 英美(1) ﾋｼﾀﾞ ｴﾐ 女子 大　阪 生野 11:54.08 9
4 111 北川 優菜(2) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 八尾 12:10.00 10
12 90 中條 晴加(2) ﾅｶｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 泉陽 12:10.17 11
6 193 本村 美空(2) ﾓﾄﾑﾗ ﾐｸ 女子 大　阪 金岡 12:24.67 12
3 268 髙村 初菜(2) ﾀｶﾑﾗ ﾊﾂﾅ 女子 大　阪 登美丘 12:30.00 13
10 131 馬越 友梨(2) ｳﾏｺｼ ﾕﾘ 女子 大　阪 天王寺 12:30.00 14
11 105 神吉 花栄(2) ｶﾝｷ ﾊﾅｴ 女子 大　阪 三国丘 12:30.00 15
13 276 李 未宇(1) ﾘ ﾐｳ 女子 大　阪 天王寺 13:00.00 16
15 368 森 彩奈(1) ﾓﾘ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 東住吉 13:30.00 17
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********************************
* 女子対校 3000m *
********************************
18人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
9 403 山之内 和 ﾔﾏﾉｳﾁ　ﾅｺﾞﾐ 女子 大　阪 長吉 14:30.00 18

**********************************************************
* 女子対校 100mH(0.838m/8.5m) *
**********************************************************
28人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
28 1 中村 和花(3) ﾅｶﾑﾗ ﾜｶ 女子 大　阪 大塚 15.01 1
21 49 小西 沙英(1) ｺﾆｼ ｻｴ 女子 大　阪 生野 15.20 2
27 32 福村 和海(1) ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ 女子 大　阪 大塚 15.59 3
10 45 庄田 羽菜(2) ｼｮｳﾀﾞ ﾊﾅ 女子 大　阪 生野 16.62 4
3 172 小椋 寿音(3) ｵｸﾞﾗ ｺﾄﾈ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 17.35 5
6 242 出野上 結莉(2) ﾃﾞﾉｶﾞﾐ ﾕｲﾘ 女子 大　阪 長野 17.43 6
5 266 兼田 紗渚(2) ｶﾈﾀ ｻﾅ 女子 大　阪 登美丘 17.75 7
2 213 佐々木 璃子(3) ｻｻｷ ﾘｺ 女子 大　阪 八尾翠翔 18.00 8
14 24 上野 美羽(1) ｳｴﾉ ﾐｳ 女子 大　阪 大塚 18.13 9
11 175 中島 夢音(2) ﾅｶｼﾏ ﾒｲ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 18.18 10
25 362 岡本 希莉(1) ｵｶﾓﾄ ｷﾘ 女子 大　阪 堺上 18.32 11
18 344 寒川 美咲(1) ｿｳｶﾞﾜ ﾐｻｷ 女子 大　阪 泉北 18.40 12
12 222 大西 咲季(2) ｵｵﾆｼ ｻｷ 女子 大　阪 泉北 18.52 13
23 413 杉本 芽衣(1) ｽｷﾞﾓﾄ ﾒｲ 女子 大　阪 貝塚 18.62 14
24 277 井上 蘭(1) ｲﾉｳｴ ﾗﾝ 女子 大　阪 富田林 18.72 15
20 332 秋野 茉央(1) ｱｷﾉ ﾏｵ 女子 大　阪 夕陽丘 18.76 16
4 130 渕原 凛(2) ﾌﾁﾊﾗ ﾘﾝ 女子 大　阪 佐野 19.00 17
15 307 岡田 結捺(1) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 女子 大　阪 清水谷 19.18 18
16 340 佐藤 かりん(1) ｻﾄｳ ｶﾘﾝ 女子 大　阪 天王寺 19.47 19
13 302 勝山 れんか(1) ｶﾂﾔﾏ ﾚﾝｶ 女子 大　阪 教育ｾﾝﾀｰ附属 19.98 20
1 327 和田 瑞季(3) ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 女子 大　阪 岸和田産業 20.00 21
26 325 高橋 千鶴(1) ﾀｶﾊｼ ﾁﾂﾞﾙ 女子 大　阪 八尾 20.00 22
7 271 三浦 奈々(2) ﾐｳﾗ ﾅﾅ 女子 大　阪 登美丘 20.07 23
8 111 宮本 茉利香(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘｶ 女子 大　阪 岸和田 20.46 24
22 380 小平 鈴奈(1) ｺﾋﾗ ｽｽﾞﾅ 女子 大　阪 泉大津 20.87 25
19 381 藤原 菜々子(1) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅｺ 女子 大　阪 泉大津 22.00 26
17 345 藤田 萌那(1) ﾌｼﾞﾀ ﾒｲﾅ 女子 大　阪 泉北 23.00 27
9 246 三上 心菜(2) ﾐｶﾐ ｺｺﾅ 女子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 25.00 28

************************************
* 女子対校 4×100m *
************************************
27チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
13 0 大塚 ｵｵﾂｶ 大　阪 47.72 270013 1
11 0 生野 ｲｸﾉ 大　阪 49.16 270011 2
17 0 岸和田 ｷｼﾜﾀﾞ 大　阪 50.84 270017 3
7 0 八尾翠翔 ﾔｵｽｲｼｮｳ 大　阪 51.90 270007 4
8 0 教育ｾﾝﾀｰ附 ｷｮｳｲｸｾﾝﾀｰﾌ 大　阪 52.00 270008 5
16 0 河南 ｶﾅﾝ 大　阪 52.20 270016 6
2 0 清水谷 ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ 大　阪 52.44 270002 7
6 0 八尾 ﾔｵ 大　阪 52.80 270006 8
9 0 山本 ﾔﾏﾓﾄ 大　阪 52.86 270009 9
26 0 登美丘 ﾄﾐｵｶ 大　阪 53.36 270026 10
24 0 泉北 ｾﾝﾎﾞｸ 大　阪 53.41 270024 11
14 0 鳳 ｵｵﾄﾘ 大　阪 53.74 270014 12
20 0 堺西 ｻｶｲﾆｼ 大　阪 53.84 270020 13
3 0 天王寺 ﾃﾝﾉｳｼﾞ 大　阪 54.00 270003 14
12 0 泉大津 ｲｽﾞﾐｵｵﾂ 大　阪 54.00 270012 15
27 0 三国丘 ﾐｸﾆｶﾞｵｶ 大　阪 54.00 270027 16
21 0 佐野 ｻﾉ 大　阪 54.18 270021 17
22 0 狭山 ｻﾔﾏ 大　阪 54.36 270022 18
4 0 花園 ﾊﾅｿﾞﾉ 大　阪 54.93 270004 19
19 0 堺上 ｻｶｲｶﾐ 大　阪 55.39 270019 20
5 0 東住吉 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ 大　阪 56.00 270005 21
25 0 泉陽 ｾﾝﾖｳ 大　阪 56.27 270025 22
18 0 久米田 ｸﾒﾀﾞ 大　阪 57.00 270018 23
23 0 信太 ｼﾉﾀﾞ 大　阪 57.55 270023 24
10 0 夕陽丘 ﾕｳﾋｶﾞｵｶ 大　阪 57.90 270010 25
15 0 金岡 ｶﾅｵｶ 大　阪 58.00 270015 26
1 0 阿倍野 ｱﾍﾞﾉ 大　阪 58.64 270001 27
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************************************
* 女子対校 4×400m *
************************************
28チーム

# No チーム名１ チーム名２ 性別 都道府県 ﾁｰﾑ属性 参考記録↑ 自番組 内部CD Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
12 0 大塚 ｵｵﾂｶ 大　阪 3:54.80 270012 1
10 0 生野 ｲｸﾉ 大　阪 4:06.45 270010 2
16 0 岸和田 ｷｼﾜﾀﾞ 大　阪 4:08.00 270016 3
28 0 三国丘 ﾐｸﾆｶﾞｵｶ 大　阪 4:15.05 270028 4
6 0 八尾 ﾔｵ 大　阪 4:20.00 270006 5
15 0 河南 ｶﾅﾝ 大　阪 4:20.00 270015 6
7 0 八尾翠翔 ﾔｵｽｲｼｮｳ 大　阪 4:24.67 270007 7
2 0 清水谷 ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ 大　阪 4:24.76 270002 8
24 0 泉北 ｾﾝﾎﾞｸ 大　阪 4:26.26 270024 9
26 0 登美丘 ﾄﾐｵｶ 大　阪 4:31.03 270026 10
3 0 天王寺 ﾃﾝﾉｳｼﾞ 大　阪 4:32.00 270003 11
8 0 山本 ﾔﾏﾓﾄ 大　阪 4:33.00 270008 12
19 0 堺西 ｻｶｲﾆｼ 大　阪 4:34.00 270019 13
25 0 泉陽 ｾﾝﾖｳ 大　阪 4:34.49 270025 14
18 0 堺上 ｻｶｲｶﾐ 大　阪 4:34.90 270018 15
4 0 東住吉 ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ 大　阪 4:35.00 270004 16
11 0 泉大津 ｲｽﾞﾐｵｵﾂ 大　阪 4:35.00 270011 17
21 0 佐野 ｻﾉ 大　阪 4:35.45 270021 18
13 0 鳳 ｵｵﾄﾘ 大　阪 4:36.69 270013 19
20 0 堺東 ｻｶｲﾋｶﾞｼ 大　阪 4:41.36 270020 20
5 0 布施 ﾌｾ 大　阪 4:45.00 270005 21
27 0 東百舌鳥 ﾋｶﾞｼﾓｽﾞ 大　阪 4:45.00 270027 22
22 0 狭山 ｻﾔﾏ 大　阪 4:48.95 270022 23
9 0 夕陽丘 ﾕｳﾋｶﾞｵｶ 大　阪 4:50.00 270009 24
14 0 金岡 ｶﾅｵｶ 大　阪 4:50.00 270014 25
17 0 久米田 ｸﾒﾀﾞ 大　阪 4:50.00 270017 26
1 0 阿倍野 ｱﾍﾞﾉ 大　阪 4:56.66 270001 27
23 0 信太 ｼﾉﾀﾞ 大　阪 5:00.00 270023 28

**********************************
* 女子対校 走高跳 *
**********************************
16人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 99 上條 美生花(2) ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｳｶ 女子 大　阪 三国丘 1m56 1
15 333 松山 沙悠(1) ﾏﾂﾔﾏ ｻﾕ 女子 大　阪 佐野 1m48 2
3 246 麻野 結琳(2) ｱｻﾉ ﾕｲﾘ 女子 大　阪 東百舌鳥 1m45 3
5 291 金森 葉流(2) ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙ 女子 大　阪 狭山 1m45 4
1 123 織田 愛梨(2) ｵﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 大　阪 天王寺 1m40 5
7 20 ﾗﾌﾞﾚｲｽ 沙良(2) ﾗﾌﾞﾚｲｽ ｻﾗ 女子 大　阪 大塚 1m40 6
12 27 竹田 もも(1) ﾀｹﾀﾞ ﾓﾓ 女子 大　阪 大塚 1m40 7
14 329 夫婦岩 文音(1) ﾐﾖﾄｲﾜ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 八尾 1m35 8
4 224 細見 波華(2) ﾎｿﾐ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 東住吉 1m30 9
9 341 城 はなの(1) ｼﾞｮｳ ﾊﾅﾉ 女子 大　阪 天王寺 1m30 10
11 31 西島 鈴風(1) ﾆｼｼﾞﾏ ｽｽﾞｶ 女子 大　阪 大塚 1m30 11
6 270 原 彩奈(2) ﾊﾗ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 登美丘 1m25 12
10 340 佐藤 かりん(1) ｻﾄｳ ｶﾘﾝ 女子 大　阪 天王寺 1m25 13
13 309 野田 朱希(1) ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 大　阪 清水谷 1m25 14
2 243 伊佐山 菜那(2) ｲｻﾔﾏ ﾅﾅ 女子 大　阪 長野 1m20 15
16 464 松浦 心咲(1) ﾏﾂｳﾗ ﾐｻｷ 女子 大　阪 堺東 1m20 16

**********************************
* 女子対校 棒高跳 *
**********************************
3人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 3 上山 友美恵(3) ｳｴﾔﾏ ﾕﾐｴ 女子 大　阪 大塚 3m70 1
3 34 松井 愛果(1) ﾏﾂｲ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 大塚 3m50 2
2 33 福本 くるり(1) ﾌｸﾓﾄ ｸﾙﾘ 女子 大　阪 大塚 2m20 3

**********************************
* 女子対校 走幅跳 *
**********************************
41人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
39 26 高宮 ひかり(1) ﾀｶﾐﾔ ﾋｶﾘ 女子 大　阪 大塚 5m55 1
11 20 ﾗﾌﾞﾚｲｽ 沙良(2) ﾗﾌﾞﾚｲｽ ｻﾗ 女子 大　阪 大塚 5m42 2
12 43 大張 菜心(2) ｵｵﾊﾞﾘ ﾅｺ 女子 大　阪 生野 5m34 3
8 293 桐木 綾音(2) ｷﾘｷ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 狭山 5m23 4
16 222 大西 咲季(2) ｵｵﾆｼ ｻｷ 女子 大　阪 泉北 5m17 5
14 17 間伏 杏莉(2) ﾏﾌﾞｾ ｱﾝﾘ 女子 大　阪 大塚 5m15 6
18 417 西久保 朱(1) ﾆｼｸﾎﾞ ｱｶﾘ 女子 大　阪 生野 5m00 7
13 112 上ﾉ山 仁里(2) ｳｴﾉﾔﾏ ｻﾄﾘ 女子 大　阪 岸和田 4m96 8
26 368 上野 綾菜(1) ｳｴﾉ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 金剛 4m89 9
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**********************************
* 女子対校 走幅跳 *
**********************************
41人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
41 334 松山 未悠(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾕ 女子 大　阪 佐野 4m82 10
1 326 林 藍里(3) ﾊﾔｼ ｱｲﾘ 女子 大　阪 岸和田産業 4m74 11
21 323 大久保 志澪(1) ｵｵｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ 女子 大　阪 八尾 4m70 12
29 408 布袋屋 詩(1) ﾎﾃﾔ ｳﾀ 女子 大　阪 泉北 4m70 13
3 117 布袋 未来(2) ﾎﾃｲ ﾐｸ 女子 大　阪 山本 4m66 14
4 269 西岡 七海(2) ﾆｼｵｶ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 登美丘 4m55 15
10 270 原 彩奈(2) ﾊﾗ ｱﾔﾅ 女子 大　阪 登美丘 4m55 16
6 294 舩津 碧依(2) ﾌﾅﾂ ｱｵｲ 女子 大　阪 狭山 4m54 17
25 348 北羅 広奈(1) ｷﾀﾗ ﾋﾛﾅ 女子 大　阪 鳳 4m54 18
35 354 大西 由奈(1) ｵｵﾆｼ ﾕｲﾅ 女子 大　阪 花園 4m54 19
31 347 亀井 葉月(1) ｶﾒｲ ﾊﾂﾞｷ 女子 大　阪 鳳 4m53 20
15 118 山﨑 心陽(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾊﾙ 女子 大　阪 山本 4m50 21
17 115 山口 薫(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ 女子 大　阪 岸和田 4m40 22
22 337 青木 結菜(1) ｱｵｷ ﾕﾅ 女子 大　阪 天王寺 4m40 23
38 312 山本 和葉(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 女子 大　阪 清水谷 4m32 24
2 130 渕原 凛(2) ﾌﾁﾊﾗ ﾘﾝ 女子 大　阪 佐野 4m30 25
5 249 阪上 玲衣(2) ｻｶｳｴ ﾚｲ 女子 大　阪 東百舌鳥 4m30 26
7 125 福沢 香苗(2) ﾌｸｻﾜ ｶﾅｴ 女子 大　阪 河南 4m30 27
23 391 小田 陽詩(1) ｵﾀﾞ ﾋﾅﾀ 女子 大　阪 久米田 4m30 28
40 329 夫婦岩 文音(1) ﾐﾖﾄｲﾜ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 八尾 4m30 29
36 426 岩岡 美来(1) ｲﾜｵｶ ﾐｸ 女子 大　阪 堺上 4m26 30
19 307 岡田 結捺(1) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ 女子 大　阪 清水谷 4m25 31
27 342 園田 和泉(1) ｿﾉﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 大　阪 天王寺 4m25 32
20 457 原井 望来(1) ﾊﾗｲ ﾐｸ 女子 大　阪 高石 4m20 33
34 360 加山 智尋(1) ｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ 女子 大　阪 岸和田 4m18 34
30 370 長命 ゆきの(1) ﾁｮｳﾒｲ ﾕｷﾉ 女子 大　阪 阿倍野 4m11 35
24 336 喜村 風香(1) ｷﾑﾗ ﾌｳｶ 女子 大　阪 夕陽丘 4m05 36
32 309 野田 朱希(1) ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ 女子 大　阪 清水谷 4m00 37
9 401 山下 結菜(2) ﾔﾏｼﾀ ﾕｲﾅ 女子 大　阪 東住吉総合 3m80 38
28 388 黒岡 静音(1) ｸﾛｵｶ ｼｵﾝ 女子 大　阪 東住吉総合 3m80 39
33 428 山田 美咲(1) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 大　阪 信太 3m72 40
37 318 宮脇 桃花(1) ﾐﾔﾜｷ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 3m36 41

**********************************
* 女子対校 三段跳 *
**********************************
21人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 8 米澤 江桜(3) ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｵ 女子 大　阪 大塚 11m89 1
19 26 高宮 ひかり(1) ﾀｶﾐﾔ ﾋｶﾘ 女子 大　阪 大塚 11m09 2
8 45 庄田 羽菜(2) ｼｮｳﾀﾞ ﾊﾅ 女子 大　阪 生野 11m05 3
20 1 中村 和花(3) ﾅｶﾑﾗ ﾜｶ 女子 大　阪 大塚 10m80 4
7 112 上ﾉ山 仁里(2) ｳｴﾉﾔﾏ ｻﾄﾘ 女子 大　阪 岸和田 10m71 5
6 43 大張 菜心(2) ｵｵﾊﾞﾘ ﾅｺ 女子 大　阪 生野 10m67 6
2 117 布袋 未来(2) ﾎﾃｲ ﾐｸ 女子 大　阪 山本 10m54 7
21 334 松山 未悠(1) ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾕ 女子 大　阪 佐野 10m40 8
5 188 北野 由佳(2) ｷﾀﾉ ﾕｶ 女子 大　阪 清水谷 10m30 9
16 347 亀井 葉月(1) ｶﾒｲ ﾊﾂﾞｷ 女子 大　阪 鳳 10m22 10
17 369 福本 恋花(1) ﾌｸﾓﾄ ｺﾉｶ 女子 大　阪 金剛 10m01 11
12 323 大久保 志澪(1) ｵｵｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ 女子 大　阪 八尾 10m00 12
10 417 西久保 朱(1) ﾆｼｸﾎﾞ ｱｶﾘ 女子 大　阪 生野 9m93 13
9 115 山口 薫(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ 女子 大　阪 岸和田 9m64 14
3 269 西岡 七海(2) ﾆｼｵｶ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 登美丘 9m56 15
14 348 北羅 広奈(1) ｷﾀﾗ ﾋﾛﾅ 女子 大　阪 鳳 9m55 16
4 199 菊本 佳奈(2) ｷｸﾓﾄ ｶﾅ 女子 大　阪 久米田 9m45 17
18 354 大西 由奈(1) ｵｵﾆｼ ﾕｲﾅ 女子 大　阪 花園 9m30 18
11 392 黒部 菜花(1) ｸﾛﾍﾞ ﾅﾉｶ 女子 大　阪 久米田 9m15 19
15 362 岡本 希莉(1) ｵｶﾓﾄ ｷﾘ 女子 大　阪 堺上 9m10 20
13 337 青木 結菜(1) ｱｵｷ ﾕﾅ 女子 大　阪 天王寺 9m00 21

****************************************************
* 女子対校 砲丸投(4.000kg) *
****************************************************
10人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 332 西野 晴夏(1) ﾆｼﾉ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 佐野 10m47 1
9 390 古庄 桃子(1) ﾌﾙｼｮｳ ﾓﾓｺ 女子 大　阪 久米田 8m70 2
2 122 角野 心春(2) ｶｸﾉ ｺﾊﾙ 女子 大　阪 天王寺 8m26 3
8 339 冨永 実里(1) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐﾉﾘ 女子 大　阪 岸和田 7m85 4
7 402 今川 亜美(1) ｲﾏｶﾞﾜ ｱﾐ 女子 大　阪 堺西 7m50 5
5 317 山下 夏実(1) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 山本 7m42 6
10 311 森本 紗衣(1) ﾓﾘﾓﾄ ｻｴ 女子 大　阪 清水谷 6m68 7
1 124 田中 万優香(2) ﾀﾅｶ ﾏﾕｶ 女子 大　阪 天王寺 6m03 8
6 30 寺田 心(1) ﾃﾗﾀﾞ ｺｺﾛ 女子 大　阪 大塚 5m66 9
3 361 宇杉 咲穂(1) ｳｽｷﾞ ｻｷﾎ 女子 大　阪 岸和田 5m37 10
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****************************************************
* 女子対校 円盤投(1.000kg) *
****************************************************
13人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
5 19 吉本 明紗美(2) ﾖｼﾓﾄ ｱｻﾐ 女子 大　阪 大塚 30m80 1
8 192 四方 愛華(2) ｼｶﾀ ｱｲｶ 女子 大　阪 金岡 26m57 2
2 189 中川 千菜美(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾅﾐ 女子 大　阪 清水谷 25m97 3
1 295 倉阪 仁珠(3) ｸﾗｻｶ ﾋﾄﾐ 女子 大　阪 佐野工科 25m74 4
3 16 羽田 ひより(2) ﾊﾀﾞ ﾋﾖﾘ 女子 大　阪 大塚 24m08 5
6 267 切畑 来愛(2) ｷﾘﾊﾀ ｸﾚｱ 女子 大　阪 登美丘 23m00 6
12 245 岡 桃花(1) ｵｶ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 大塚 21m26 7
4 224 細見 波華(2) ﾎｿﾐ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 東住吉 20m93 8
9 265 梅垣 美咲(2) ｳﾒｶﾞｷ ﾐｻｷ 女子 大　阪 登美丘 18m79 9
7 402 梶浦 美優(2) ｶｼﾞｳﾗ ﾐﾕ 女子 大　阪 枚岡樟風 17m00 10
11 392 山本 和芭(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 女子 大　阪 枚岡樟風 15m68 11
10 228 藤原 美鈴(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽｽﾞ 女子 大　阪 泉北 15m00 12
13 409 峯村 彩加(1) ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 大　阪 泉北 15m00 13

************************************************************
* 女子対校 ハンマー投(4.000kg) *
************************************************************
9人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 19 吉本 明紗美(2) ﾖｼﾓﾄ ｱｻﾐ 女子 大　阪 大塚 43m64 1
2 172 馬屋原 くるみ(2) ｳﾏﾔﾊﾗ ｸﾙﾐ 女子 大　阪 堺上 38m71 2
3 129 池上 舞(2) ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲ 女子 大　阪 佐野 38m04 3
5 332 西野 晴夏(1) ﾆｼﾉ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 佐野 26m36 4
6 358 吉岡 悠(1) ﾖｼｵｶ ﾕｳ 女子 大　阪 藤井寺 22m14 5
7 30 寺田 心(1) ﾃﾗﾀﾞ ｺｺﾛ 女子 大　阪 大塚 21m68 6
4 449 森城 友美(1) ﾓﾘｷ ﾄﾓﾐ 女子 大　阪 狭山 21m48 7
8 356 中村 奏(1) ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾃﾞ 女子 大　阪 藤井寺 15m09 8
9 463 南田 望々香(1) ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾉﾉｶ 女子 大　阪 日根野 15m00 9

****************************************************
* 女子対校 やり投(0.600kg) *
****************************************************
18人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↓ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 16 羽田 ひより(2) ﾊﾀﾞ ﾋﾖﾘ 女子 大　阪 大塚 39m46 1
16 32 福村 和海(1) ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ 女子 大　阪 大塚 31m63 2
1 189 中川 千菜美(2) ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾅﾐ 女子 大　阪 清水谷 29m29 3
18 333 松山 沙悠(1) ﾏﾂﾔﾏ ｻﾕ 女子 大　阪 佐野 28m78 4
9 245 岡 桃花(1) ｵｶ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 大塚 27m19 5
5 192 四方 愛華(2) ｼｶﾀ ｱｲｶ 女子 大　阪 金岡 27m10 6
11 339 冨永 実里(1) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐﾉﾘ 女子 大　阪 岸和田 26m00 7
2 114 丸山 愛碧(2) ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ 女子 大　阪 岸和田 23m68 8
12 357 松本 紘奈(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾅ 女子 大　阪 花園 23m25 9
10 317 山下 夏実(1) ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 山本 22m26 10
8 372 矢野 はるか(1) ﾔﾉ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 阿倍野 19m26 11
13 374 木村 希來(1) ｷﾑﾗ ｷﾗ 女子 大　阪 美原 18m48 12
7 449 森城 友美(1) ﾓﾘｷ ﾄﾓﾐ 女子 大　阪 狭山 18m45 13
14 311 森本 紗衣(1) ﾓﾘﾓﾄ ｻｴ 女子 大　阪 清水谷 18m09 14
17 328 松本 実桜(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 女子 大　阪 八尾 18m00 15
3 124 田中 万優香(2) ﾀﾅｶ ﾏﾕｶ 女子 大　阪 天王寺 13m60 16
6 392 山本 和芭(2) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 女子 大　阪 枚岡樟風 13m39 17
15 312 山本 和葉(1) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾊ 女子 大　阪 清水谷 12m70 18

**************************************
* 男子オープン 100m *
**************************************
112人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 12 中戸 俊哉(3) ﾅｶﾄ ｼｭﾝﾔ 男子 大　阪 大塚 11.47 1
82 45 嘉本 柊(1) ｶﾓﾄ ｼｭｳ 男子 大　阪 大塚 11.54 2
5 24 梅本 樹(2) ｳﾒﾓﾄ ｲﾂｷ 男子 大　阪 大塚 11.58 3
51 141 島田 亮汰(1) ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 生野 11.60 4
17 37 坂平 拓士(2) ｻｶﾋﾗ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 大塚 11.67 5
104 671 神谷 海斗(1) ｶﾐﾀﾆ ｶｲﾄ 男子 大　阪 大塚 11.69 6
26 168 砂田 琉惺(2) ｽﾅﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 泉陽 11.70 7
43 694 奥野 慶希(1) ｵｸﾉ ﾖｼｷ 男子 大　阪 高津 11.79 8
9 49 釣田 要(2) ﾂﾙﾀ ｶﾅﾒ 男子 大　阪 八尾 11.88 9
22 137 吉野 鷹(2) ﾖｼﾉ ﾀｶﾔ 男子 大　阪 生野 11.88 10
20 194 中家 航希(2) ﾅｶﾔ ｺｳｷ 男子 大　阪 三国丘 11.90 11
47 668 新谷 翔乃介(1) ｼﾝﾀﾆ ｼｮｳﾉｽｹ 男子 大　阪 大塚 11.90 12
95 54 花光 晴樹(1) ﾊﾅﾐﾂ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 大塚 11.94 13
16 31 南川 陸(2) ﾐﾅﾐｶﾞﾜ ﾘｸ 男子 大　阪 大塚 11.95 14
27 165 稲吉 謙心(2) ｲﾅﾖｼ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 泉陽 11.96 15
12 562 冨田 裕麻(2) ﾄﾐﾀ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高石 12.00 16
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**************************************
* 男子オープン 100m *
**************************************
112人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
21 194 村井 晴斗(2) ﾑﾗｲ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 山本 12.00 17
49 900 井上 将太(1) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 高石 12.00 18
61 864 荒木 翔成(1) ｱﾗｷ ｼｮｳｾｲ 男子 大　阪 河南 12.00 19
92 902 恋中 依生(1) ｺｲﾅｶ ｲｵ 男子 大　阪 高石 12.00 20
7 397 古賀 裕大(2) ｺｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 高津 12.03 21

105 738 髙橋 雅棟(1) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾑﾈ 男子 大　阪 三国丘 12.05 22
79 612 広岡 凰雅(1) ﾋﾛｵｶ ｵｳｶﾞ 男子 大　阪 山本 12.06 23
32 41 谷口 珀斗(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊｸﾄ 男子 大　阪 大塚 12.08 24
34 700 宮本 悠希(1) ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 大　阪 泉陽 12.12 25
54 649 田中 充(1) ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 男子 大　阪 天王寺 12.12 26
71 670 山本 優空(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｱ 男子 大　阪 大塚 12.12 27
96 721 野津 蓮司(1) ﾉﾂﾞ ﾚﾝｼﾞ 男子 大　阪 阿倍野 12.12 28
52 644 川俣 翔(1) ｶﾜﾏﾀ ｼｮｳ 男子 大　阪 天王寺 12.15 29
14 33 平岡 倖太(2) ﾋﾗｵｶ ｺｳﾀ 男子 大　阪 大塚 12.16 30
30 552 百合澤 克誠(2) ﾕﾘｻﾜ ｶﾂﾏｻ 男子 大　阪 泉大津 12.16 31
46 575 田崎 千翔(1) ﾀｻｷ ｶｽﾞﾄ 男子 大　阪 山本 12.17 32
4 46 米澤 陽平(2) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 男子 大　阪 八尾 12.20 33
19 306 水口 空(2) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｿﾗ 男子 大　阪 和泉 12.20 34
85 633 吉藤 浩生(1) ﾖｼﾌｼﾞ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 八尾 12.20 35
3 247 中西 航紀(2) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ 男子 大　阪 阪南 12.23 36
87 672 波村 匠(1) ﾊﾑﾗ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 大塚 12.23 37
110 718 粕谷 悠貴(1) ｶｽﾀﾆ ﾕｳｷ 男子 大　阪 阿倍野 12.24 38
48 695 谷口 尚太朗(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅｵﾀﾛｳ 男子 大　阪 高津 12.27 39
77 603 松本 辰雄(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｵ 男子 大　阪 清水谷 12.28 40
18 448 外薗 拓斗(2) ｿﾄｿﾞﾉ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 12.30 41
74 653 野口 駿平(1) ﾉｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 天王寺 12.30 42
94 910 渡辺 崇玄(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 高石 12.30 43
13 566 米田 惺矢(2) ﾖﾈﾀﾞ ｾｲﾔ 男子 大　阪 みどり清朋 12.31 44
55 719 重廣 泰輝(1) ｼｹﾞﾋﾛ ﾀｲｷ 男子 大　阪 阿倍野 12.31 45
99 596 米田 陸人(1) ﾖﾈﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 みどり清朋 12.31 46
28 221 古田 一愛(2) ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 天王寺 12.32 47
58 52 徳野 利三郎(1) ﾄｸﾉ ﾘｻﾌﾞﾛｳ 男子 大　阪 大塚 12.32 48
65 698 北野 弘悠(1) ｷﾀﾉ ﾋﾛﾊﾙ 男子 大　阪 泉陽 12.34 49
66 740 西浦 稜太(1) ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 三国丘 12.34 50
50 646 小山 叶斗(1) ｺﾔﾏ ｶﾅﾄ 男子 大　阪 天王寺 12.35 51
56 645 河野 通成(1) ｺｳﾉ ﾐﾁﾅﾘ 男子 大　阪 天王寺 12.36 52
72 53 西村 陽輝(1) ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 大塚 12.36 53
8 567 古池 奏翔(2) ﾌﾙｲｹ ｿｳﾄ 男子 大　阪 東住吉 12.40 54
10 315 長重 颯太(2) ﾅｶﾞｼｹﾞ ｿｳﾀ 男子 大　阪 布施 12.40 55
63 720 長﨑 琉成(1) ﾅｶﾞｻｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 大　阪 阿倍野 12.40 56
70 659 辻 惺凪(1) ﾂｼﾞ ｾｲﾅ 男子 大　阪 三国丘 12.40 57
25 196 鈴木 聡太(2) ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 男子 大　阪 三国丘 12.43 58
86 674 藤原 瑛(1) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 男子 大　阪 阪南 12.43 59
76 860 水本 琉偉(1) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ 男子 大　阪 河南 12.45 60
29 562 舘 知慶(2) ﾀﾁ ﾄﾓﾁｶ 男子 大　阪 みどり清朋 12.46 61
37 659 南 遼(1) ﾐﾅﾐ ﾘｮｳ 男子 大　阪 天王寺 12.47 62
39 785 川村 啓太(1) ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾀ 男子 大　阪 泉北 12.48 63
11 566 森本 優斗(2) ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 高石 12.50 64
31 216 安田 銀次龍(2) ﾔｽﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 男子 大　阪 河南 12.50 65
73 643 大野 智生(1) ｵｵﾉ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 天王寺 12.50 66
107 865 松岡 志恩(1) ﾏﾂｵｶ ｼｵﾝ 男子 大　阪 河南 12.50 67
112 853 竹本 皐汰(1) ﾀｹﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 大　阪 河南 12.50 68
81 608 大津 秀介(1) ｵｵﾂ ｼｭｳｽｹ 男子 大　阪 山本 12.52 69
33 497 福本 拓未(2) ﾌｸﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 貝塚南 12.53 70
84 49 田中 聖士(1) ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 男子 大　阪 大塚 12.53 71
2 445 内山 稜斗(2) ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 男子 大　阪 八尾翠翔 12.60 72
23 191 馬場 将吾(2) ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 三国丘 12.60 73
38 627 左向 春翔(1) ｻｺｳ ﾊﾙｶ 男子 大　阪 八尾 12.60 74
42 693 木村 健人(1) ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 男子 大　阪 高津 12.60 75
45 733 木下 叶貴(1) ｷﾉｼﾀ ｶﾅｷ 男子 大　阪 三国丘 12.65 76
60 652 西川 大晴(1) ﾆｼｶﾜ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 天王寺 12.66 77
98 681 松岡 怜依(1) ﾏﾂｵｶ ﾚｲ 男子 大　阪 岸和田 12.67 78
59 694 後地 和真(1) ｳｼﾛｼﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 泉陽 12.68 79
15 574 岡部 光起(2) ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ 男子 大　阪 狭山 12.70 80
53 908 古木 啓二朗(1) ﾌﾙｷ ｹｲｼﾞﾛｳ 男子 大　阪 高石 12.70 81
64 899 池川 惺斗(1) ｲｹｶﾞﾜ ｾｲﾄ 男子 大　阪 高石 12.70 82
101 657 松尾 悠雅(1) ﾏﾂｵ ﾕｳｶﾞ 男子 大　阪 天王寺 12.74 83
41 662 木匠 陸翔(1) ｷﾂｲ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 今宮工科 12.76 84
24 477 薗田 圭右(2) ｿﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ 男子 大　阪 東住吉 12.80 85
69 906 武田 幸和(1) ﾀｹﾀﾞ ﾕｷｶｽﾞ 男子 大　阪 高石 12.80 86
102 705 赤塚 悟(1) ｱｶﾂｶ ｻﾄﾙ 男子 大　阪 高津 12.80 87
108 724 白江 優心(1) ｼﾗｴ ﾕｳｼ 男子 大　阪 八尾翠翔 12.80 88
83 609 勝浦 典之(1) ｶﾂｳﾗ ﾉﾘﾕｷ 男子 大　阪 山本 12.82 89
78 647 城前 亘誠(1) ｼﾞｮｳﾏｴ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 天王寺 12.85 90
75 714 松本 碧海(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵﾄ 男子 大　阪 東住吉 12.90 91
90 715 南野 陽太(1) ﾐﾅﾐﾉ ﾊﾙﾀ 男子 大　阪 東住吉 12.90 92
111 713 中川 煌大(1) ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 東住吉 12.90 93
68 673 納富 拓未(1) ﾉｳﾄﾐ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 阪南 12.99 94
35 801 北尾 友希(1) ｷﾀｵ ﾕｳｷ 男子 大　阪 登美丘 13.00 95
44 599 草宮 康生(1) ｸｻﾐﾔ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 みどり清朋 13.00 96
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**************************************
* 男子オープン 100m *
**************************************
112人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
91 805 ｻｰﾚﾅｽ ｶｪﾙ ｻｰﾚﾅｽ　ｶｪﾙ 男子 大　阪 長吉 13.00 97
109 904 島田 亘理(1) ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾘ 男子 大　阪 高石 13.00 98
6 481 久原 悠平(2) ｸﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 男子 大　阪 岸和田 13.04 99
40 655 髭 祐人(1) ﾋｹﾞ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 天王寺 13.16 100
80 924 岩谷 碧空(1) ｲﾜﾔ ｿﾗ 男子 大　阪 泉北 13.18 101
89 626 左官 侑祐(1) ｻｶﾝ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 八尾 13.19 102
67 762 井ﾉ口 一仁(1) ｲﾉｸﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 男子 大　阪 堺 13.20 103
88 712 新 統吉(1) ｼﾝ ﾂﾈﾖｼ 男子 大　阪 東住吉 13.30 104
97 765 大町 柚月(1) ｵｵﾏﾁ ﾕﾂﾞｷ 男子 大　阪 堺 13.30 105
103 610 近藤 樹(1) ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 男子 大　阪 山本 13.40 106
36 761 渡邊 慧(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 男子 大　阪 堺 13.50 107
100 848 横谷 幸大(1) ﾖｺﾀﾆ ｺｳﾀ 男子 大　阪 泉北 13.55 108
62 680 松本 侑弥(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 岸和田 13.70 109
106 711 小屋畑 遼(1) ｺﾔﾊﾀ ﾊﾙ 男子 大　阪 東住吉 13.90 110
93 780 芝元 遼晟(1) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 男子 大　阪 金岡 14.00 111
57 763 宇野山 勇一(1) ｳﾉﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 男子 大　阪 堺 14.70 112

**************************************
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# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
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1 2 林 申雅(3) ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 大塚 33.64 1
13 157 堀田 雅斗(2) ﾎｯﾀ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 枚方 34.50 2
49 415 山本 啓人(2) ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾄ 男子 大　阪 交野 34.74 3
10 209 中野 威織(2) ﾅｶﾉ ｲｵﾘ 男子 大　阪 摂津 34.81 4
5 365 坂井 汰久(3) ｻｶｲ ﾀｸ 男子 大　阪 豊島 35.00 5
17 267 遠藤 大介(2) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｽｹ 男子 大　阪 北野 35.18 6
52 298 竹之内 順也(2) ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 大　阪 大産大附属 35.20 7
28 210 岡﨑 一都(2) ｵｶｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ 男子 大　阪 摂津 35.49 8
6 201 川添 槇太郎(3) ｶﾜｿﾞｴ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 摂津 35.50 9
7 197 中本 丈一郎(3) ﾅｶﾓﾄ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 摂津 35.50 10
2 155 丸尾 勇人(3) ﾏﾙｵ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 枚方 35.95 11
43 219 瀬﨑 刻(2) ｾｻﾞｷ ｺｸﾄ 男子 大　阪 摂津 36.00 12
9 159 越野 陸(2) ｺｼﾉ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方 36.17 13
11 213 岩﨑 陸杜(2) ｲﾜｻｷ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 摂津 36.50 14
23 212 今村 健登(2) ｲﾏﾑﾗ ｹﾝﾄ 男子 大　阪 摂津 36.50 15
80 896 元田 陸斗(1) ﾓﾄﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 摂津 36.50 16
84 897 山岸 大雅(1) ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲｶﾞ 男子 大　阪 摂津 36.50 17
78 280 板阪 優斗(1) ｲﾀｻｶ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 東大阪大柏原 36.70 18
18 435 信田 誠(2) ｼﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 住吉 37.00 19
20 49 釣田 要(2) ﾂﾙﾀ ｶﾅﾒ 男子 大　阪 八尾 37.00 20
37 214 大重 竜之助(2) ｵｵｼｹﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 大　阪 摂津 37.00 21
50 210 守屋 浩睦(2) ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾑ 男子 大　阪 寝屋川 37.00 22
55 204 中村 佑輝(2) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 大　阪 寝屋川 37.00 23
8 154 重野 伊吹(2) ｼｹﾞﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 大　阪 枚方 37.19 24
73 664 室谷 尚汰(1) ﾑﾛﾔ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 鳳 37.30 25
22 158 出野 絃季(2) ﾃﾞﾉ ｹﾞﾝｷ 男子 大　阪 枚方 37.37 26
44 453 大六野 海斗(2) ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｶｲﾄ 男子 大　阪 信太 37.50 27
83 228 大塚 公紀(1) ｵｵﾂｶ ｺｳｷ 男子 大　阪 摂津 37.50 28
4 266 石関 佑一朗(3) ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 大　阪 東大阪大柏原 37.54 29
3 267 中橋 賢(3) ﾅｶﾊｼ ｹﾝ 男子 大　阪 東大阪大柏原 37.95 30
85 640 中本 匠真(1) ﾅｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 男子 大　阪 寝屋川 38.00 31
36 161 中村 涼太(2) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 枚方 38.06 32
47 164 田山 郁人(2) ﾀﾔﾏ ｲｸﾄ 男子 大　阪 枚方 38.44 33
19 164 石井 陽翔(2) ｲｼｲ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 泉陽 38.71 34
63 668 新谷 翔乃介(1) ｼﾝﾀﾆ ｼｮｳﾉｽｹ 男子 大　阪 大塚 38.71 35
33 273 中村 太稀(2) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 男子 大　阪 東大阪大柏原 38.88 36
24 654 山口 陸人(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 日根野 39.00 37
27 414 松田 遥斗(2) ﾏﾂﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 交野 39.00 38
38 412 曽我 昌宗(2) ｿｶﾞ ﾏｻﾑﾈ 男子 大　阪 交野 39.00 39
46 410 上田 寛太(2) ｳｴﾀﾞ ｶﾝﾀ 男子 大　阪 交野 39.00 40
48 209 松岡 孝智(2) ﾏﾂｵｶ ﾀｶﾄﾓ 男子 大　阪 寝屋川 39.00 41
56 666 福田 幸丈(1) ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 男子 大　阪 交野 39.00 42
94 278 安積 空(1) ｱﾂﾞﾐ ｿﾗ 男子 大　阪 東大阪大柏原 39.00 43
59 649 西川 大晴(1) ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｾｲ 男子 大　阪 枚方 39.22 44
57 667 渡部 海斗(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 男子 大　阪 枚方 39.80 45
54 216 安田 銀次龍(2) ﾔｽﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 男子 大　阪 河南 39.85 46
86 668 木村 大翔(1) ｷﾑﾗ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 枚方 39.92 47
14 222 中田 淳希(2) ﾅｶﾀ ｱﾂｷ 男子 大　阪 摂津 40.00 48
21 547 安栗 佑希斗(2) ｱﾝｸﾞﾘ ﾕｷﾄ 男子 大　阪 泉大津 40.00 49
29 225 山田 雄矢(2) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 摂津 40.00 50
31 271 伊藤 蓮(2) ｲﾄｳ ﾚﾝ 男子 大　阪 東大阪大柏原 40.00 51
34 220 田邊 ﾚｵ(2) ﾀﾅﾍﾞ ﾚｵ 男子 大　阪 摂津 40.00 52
35 476 岩本 翼(2) ｲﾜﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 東住吉 40.00 53
64 905 杉本 章悟(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 高石 40.00 54
67 809 木村 啓二(1) ｷﾑﾗ ｹｲｼﾞ 男子 大　阪 生野 40.00 55
69 645 河野 通成(1) ｺｳﾉ ﾐﾁﾅﾘ 男子 大　阪 天王寺 40.00 56
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76 683 中村 謙心(1) ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 岸和田 40.00 57
81 909 米澤 佑真(1) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 男子 大　阪 高石 40.00 58
61 669 山本 磨拓(1) ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ 男子 大　阪 枚方 40.08 59
58 692 酒井 悠来(1) ｻｶｲ ﾊﾙｷ 男子 大　阪 高津 40.20 60
32 152 木村 亮介(2) ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 枚方 40.24 61
65 670 渡邊 凜星(1) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾄ 男子 大　阪 枚方 40.34 62
96 734 久保田 康介(1) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ 男子 大　阪 三国丘 40.47 63
16 493 小山 智輝(2) ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 浪速 40.50 64
40 153 小谷 樹史(2) ｺﾀﾆ ｷﾌﾐ 男子 大　阪 枚方 40.60 65
97 679 大工 蒼琉(1) ﾀﾞｲｸ ｱｲﾙ 男子 大　阪 岸和田 40.61 66
15 151 秋田 陸(2) ｱｷﾀ ﾘｸ 男子 大　阪 枚方 40.85 67
51 165 稲吉 謙心(2) ｲﾅﾖｼ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 泉陽 40.87 68
25 411 佐藤 太樹(2) ｻﾄｳ ﾀｲｷ 男子 大　阪 交野 41.00 69
41 444 植田 修矢(2) ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ 男子 大　阪 八尾翠翔 41.00 70
42 416 吉本 佑羅(2) ﾖｼﾓﾄ ﾕｳﾗ 男子 大　阪 交野 41.00 71
45 413 福嶋 健瑠(2) ﾌｸｼﾏ ﾀｹﾙ 男子 大　阪 交野 41.00 72
62 656 平野 翔大(1) ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 天王寺 41.00 73
39 494 下川 輝人(2) ｼﾓｶﾜ ﾃﾙﾄ 男子 大　阪 浪速 41.20 74
12 541 横手 希(2) ﾖｺﾃ ﾉｿﾞﾐ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 42.00 75
26 198 梅本 銀士郎(2) ｳﾒﾓﾄ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 男子 大　阪 寝屋川 42.00 76
68 719 重廣 泰輝(1) ｼｹﾞﾋﾛ ﾀｲｷ 男子 大　阪 阿倍野 42.00 77
77 577 松尾 実祈(1) ﾏﾂｵ ﾐﾉﾘ 男子 大　阪 浪速 42.00 78
82 624 岩川 拓翔(1) ｲﾜｶﾜ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 八尾 42.00 79
95 718 粕谷 悠貴(1) ｶｽﾀﾆ ﾕｳｷ 男子 大　阪 阿倍野 42.20 80
92 650 庄野 太陽(1) ｼｮｳﾉ ﾀｲﾖｳ 男子 大　阪 枚方 42.37 81
71 576 高橋 凛汰郎(1) ﾀｶﾊｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 浪速 42.50 82
53 497 西野 千薫(2) ﾆｼﾉ ﾁﾕｷ 男子 大　阪 浪速 43.00 83
72 694 後地 和真(1) ｳｼﾛｼﾞ ｶｽﾞﾏ 男子 大　阪 泉陽 43.00 84
87 657 鈴木 順斗(1) ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾄ 男子 大　阪 寝屋川 43.00 85
88 712 新 統吉(1) ｼﾝ ﾂﾈﾖｼ 男子 大　阪 東住吉 44.00 86
91 735 藏本 凌太朗(1) ｸﾗﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 三国丘 44.00 87
74 680 松本 侑弥(1) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 岸和田 44.16 88
30 206 樋口 雄貴(2) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 男子 大　阪 寝屋川 45.00 89
66 779 小林 快士(1) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 男子 大　阪 金岡 45.00 90
70 722 大松 司咲(1) ｵｵﾏﾂ ﾂｶｻ 男子 大　阪 八尾翠翔 45.00 91
79 714 松本 碧海(1) ﾏﾂﾓﾄ ｱｵﾄ 男子 大　阪 東住吉 45.00 92
93 671 中川 夢月(1) ﾅｶｶﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 男子 大　阪 枚方 45.00 93
75 672 中山 稀生(1) ﾅｶﾔﾏ ｷﾅﾘ 男子 大　阪 枚方 45.03 94
60 654 石橋 晃晴(1) ｲｼﾊﾞｼ ｺｳｾｲ 男子 大　阪 寝屋川 46.00 95
89 626 左官 侑祐(1) ｻｶﾝ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 八尾 47.00 96
90 687 若野 利公(1) ﾜｶﾉ ﾘｸ 男子 大　阪 岸和田 55.00 97
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3 70 杉浦 智希(3) ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 桜宮 39.50 1
4 194 立入 夢登(3) ﾀﾁｲﾘ ﾕﾒﾄ 男子 大　阪 摂津 39.96 2
8 72 山縣 翔(2) ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳ 男子 大　阪 大阪 40.80 3
10 217 北野 敦也(2) ｷﾀﾉ ｱﾂﾔ 男子 大　阪 摂津 41.00 4
21 140 前園 幸伸(1) ﾏｴｿﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 男子 大　阪 生野 41.25 5
18 237 山口 裕友(1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 摂津 41.50 6
2 200 沖田 健太朗(3) ｵｷﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 摂津 41.55 7
5 203 德田 隼(2) ﾄｸﾀﾞ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 寝屋川 42.00 8
7 400 井上 遙人(2) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 男子 大　阪 高津 42.00 9
14 84 枦元 拓幹(1) ﾊｾﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 大阪 42.00 10
24 651 堂東 誠(1) ﾄﾞｳﾄｳ ﾏｺﾄ 男子 大　阪 天王寺 42.00 11
13 83 野上 颯人(1) ﾉｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 大阪 42.99 12
20 85 平田 陸(1) ﾋﾗﾀ ﾘｸ 男子 大　阪 大阪 42.99 13
6 654 山口 陸人(2) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 日根野 43.00 14
12 810 世古 浬土(1) ｾｺ ﾘﾄﾞ 男子 大　阪 生野 44.00 15
17 774 三宅 飛鳥(1) ﾐﾔｹ ｱｽｶ 男子 大　阪 今宮工科 44.00 16
1 536 長谷川 椋大(3) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 44.05 17
9 192 一森 翔太朗(2) ｲﾁﾓﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 三国丘 48.00 18
19 698 北野 弘悠(1) ｷﾀﾉ ﾋﾛﾊﾙ 男子 大　阪 泉陽 48.00 19
23 687 井口 蓮(1) ｲﾉｸﾁ ﾚﾝ 男子 大　阪 花園 48.50 20
22 689 谷口 敬太(1) ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 大　阪 布施 49.00 21
11 521 直江 翼(2) ﾅｵｴ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 鳳 50.00 22
25 679 大工 蒼琉(1) ﾀﾞｲｸ ｱｲﾙ 男子 大　阪 岸和田 50.00 23
15 691 宮本 倖太郎(1) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 岸和田 55.00 24
16 742 福地 晃大(1) ﾌｸﾁ ｺｳﾀﾞｲ 男子 大　阪 三国丘 55.00 25
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--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
8 23 芦髙 愛桜(1) ｱｼﾀｶ ﾏｵ 女子 大　阪 大塚 13.35 1
1 211 伊東 彩美(3) ｲﾄｳ ｱﾔﾐ 女子 大　阪 八尾翠翔 13.60 2
3 266 兼田 紗渚(2) ｶﾈﾀ ｻﾅ 女子 大　阪 登美丘 13.78 3
24 408 布袋屋 詩(1) ﾎﾃﾔ ｳﾀ 女子 大　阪 泉北 14.04 4
11 353 辻本 直緒(1) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾅｵ 女子 大　阪 大塚 14.06 5
7 118 山﨑 心陽(2) ﾔﾏｻｷ ｺﾊﾙ 女子 大　阪 山本 14.10 6
21 34 松井 愛果(1) ﾏﾂｲ ﾏﾅｶ 女子 大　阪 大塚 14.18 7
5 228 藤原 美鈴(2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｽｽﾞ 女子 大　阪 泉北 14.19 8
18 344 寒川 美咲(1) ｿｳｶﾞﾜ ﾐｻｷ 女子 大　阪 泉北 14.30 9
14 335 杉本 絢(1) ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔ 女子 大　阪 夕陽丘 14.40 10
2 114 丸山 愛碧(2) ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ 女子 大　阪 岸和田 14.44 11
15 415 南方 智香(1) ﾐﾅｶﾀ ﾄﾓｶ 女子 大　阪 登美丘 14.50 12
26 325 高橋 千鶴(1) ﾀｶﾊｼ ﾁﾂﾞﾙ 女子 大　阪 八尾 14.50 13
27 354 彌榮 優希美(1) ﾐｴ ﾕｷﾐ 女子 大　阪 大塚 14.54 14
19 326 寺尾 叶(1) ﾃﾗｵ ｶﾅ 女子 大　阪 八尾 14.63 15
20 436 折田 明日葉(1) ｵﾘﾀ ｱｽﾊ 女子 大　阪 泉北 14.65 16
10 315 大岡 千暁(1) ｵｵｵｶ ﾁｱｷ 女子 大　阪 山本 14.69 17
23 342 園田 和泉(1) ｿﾉﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 女子 大　阪 天王寺 14.77 18
4 110 林田 佳英(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｴ 女子 大　阪 八尾 14.90 19
9 274 福富 友奈音(1) ﾌｸﾄﾐ ﾕﾅﾈ 女子 大　阪 天王寺 14.99 20
22 316 直本 桃香(1) ﾅｵﾓﾄ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 山本 15.00 21
25 438 西尾 清花(1) ﾆｼｵ ｻﾔｶ 女子 大　阪 河南 15.00 22
12 333 清水 莉子(1) ｼﾐｽﾞ ﾘｺ 女子 大　阪 夕陽丘 15.14 23
6 111 宮本 茉利香(2) ﾐﾔﾓﾄ ﾏﾘｶ 女子 大　阪 岸和田 15.18 24
16 345 藤田 萌那(1) ﾌｼﾞﾀ ﾒｲﾅ 女子 大　阪 泉北 15.50 25
17 361 宇杉 咲穂(1) ｳｽｷﾞ ｻｷﾎ 女子 大　阪 岸和田 15.50 26
13 343 平 彩佳(1) ﾀｲﾗ ｱﾔｶ 女子 大　阪 天王寺 15.65 27

**************************************
* 女子オープン 300m *
**************************************
34人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
3 37 浅本 涼香(3) ｱｻﾓﾄ ｽｽﾞｶ 女子 大　阪 生野 40.71 1
14 44 酒匂 奏(2) ｻｺｳ ｶﾅﾃﾞ 女子 大　阪 生野 41.04 2
18 15 田中 美羽(2) ﾀﾅｶ ﾐｳ 女子 大　阪 大塚 41.20 3
6 58 松山 奈穂(2) ﾏﾂﾔﾏ ﾅｵ 女子 大　阪 摂津 41.84 4
12 60 向井 百花(2) ﾑｶｲ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 摂津 42.33 5
30 22 合澤 舞(1) ｱｲｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 大　阪 大塚 42.33 6
13 61 吉村 綺恵(2) ﾖｼﾑﾗ ｷｴ 女子 大　阪 摂津 43.00 7
34 50 至田 有佑実(1) ｼﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 大　阪 生野 43.00 8
5 81 浅井 祐香(2) ｱｻｲ ﾕｶ 女子 大　阪 枚方 43.23 9
4 122 岡野 菜々(2) ｵｶﾉ ﾅﾅ 女子 大　阪 河南 43.50 10
26 48 川畑 心春(1) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺﾊﾙ 女子 大　阪 生野 43.55 11
27 288 大﨑 春菜(1) ｵｵｻｷ ﾊﾙﾅ 女子 大　阪 寝屋川 44.00 12
8 82 内山 澄玲(2) ｳﾁﾔﾏ ｽﾐﾚ 女子 大　阪 枚方 44.70 13
23 21 森島 音和(2) ﾓﾘｼﾏ ｵﾄﾅ 女子 大　阪 大塚 45.00 14
24 298 高木 涼風(1) ﾀｶｷﾞ ｽｽﾞｶ 女子 大　阪 交野 45.00 15
31 286 浦 愛帆(1) ｳﾗ ﾏﾅﾎ 女子 大　阪 交野 45.00 16
33 362 中濱 花歩(1) ﾅｶﾊﾏ ｶﾎ 女子 大　阪 摂津 45.00 17
9 101 堀添 陽(2) ﾎﾘｿﾞｴ ﾋﾅﾀ 女子 大　阪 三国丘 46.00 18
25 279 横田 遥香(1) ﾖｺﾀ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 寝屋川 46.00 19
2 213 佐々木 璃子(3) ｻｻｷ ﾘｺ 女子 大　阪 八尾翠翔 47.00 20
20 134 中世 恵愛(2) ﾅｶｾ ｴｱﾘ 女子 大　阪 寝屋川 47.00 21
22 133 田岡 由羽(2) ﾀｵｶ ﾕｳ 女子 大　阪 寝屋川 47.00 22
21 85 島村 綾花(2) ｼﾏﾑﾗ ｱﾔｶ 女子 大　阪 枚方 47.50 23
7 283 西川 凜(2) ﾆｼｶﾜ ﾘﾝ 女子 大　阪 高石 48.00 24
15 174 浅野 菜穂(2) ｱｻﾉ ﾅﾎ 女子 大　阪 交野 48.00 25
17 176 茶谷 英里(2) ﾁｬﾀﾞﾆ ｴﾘ 女子 大　阪 交野 48.00 26
19 229 島田 果奈(2) ｼﾏﾀﾞ ﾊﾅ 女子 大　阪 浪速 48.00 27
28 295 木村 美優(1) ｷﾑﾗ ﾐｳ 女子 大　阪 寝屋川 48.00 28
10 102 西谷 美空(2) ﾆｼﾀﾆ ﾐｸ 女子 大　阪 三国丘 48.21 29
1 212 馬詰 麻由(3) ｳﾏﾂﾞﾒ ﾏﾕ 女子 大　阪 八尾翠翔 48.50 30
29 299 津田 優月(1) ﾂﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 女子 大　阪 浪速 49.00 31
11 230 田中 美有(2) ﾀﾅｶ ﾐﾕ 女子 大　阪 浪速 51.00 32
32 316 直本 桃香(1) ﾅｵﾓﾄ ﾓﾓｶ 女子 大　阪 山本 51.81 33
16 110 林田 佳英(2) ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｴ 女子 大　阪 八尾 52.00 34

**************************************************************
* 女子オープン 300mH(0.762/35m) *
**************************************************************
13人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 6 山本 佳乃子(3) ﾔﾏﾓﾄ ｶﾉｺ 女子 大　阪 東海大仰星 43.00 1
3 16 井上 南々花(2) ｲﾉｳｴ ﾅﾅﾊ 女子 大　阪 大阪 46.03 2
11 31 妹尾 千里(1) ｾﾉｵ ﾁｻﾄ 女子 大　阪 大阪 46.03 3
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**************************************************************
* 女子オープン 300mH(0.762/35m) *
**************************************************************
13人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録↑ 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
4 59 谷口 奈楽(2) ﾀﾆｸﾞﾁ ﾅﾗ 女子 大　阪 摂津 46.51 4
12 49 小西 沙英(1) ｺﾆｼ ｻｴ 女子 大　阪 生野 47.50 5
2 19 最明 海友(2) ｻｲﾐｮｳ ﾐﾕ 女子 大　阪 大阪 50.38 6
9 290 河原 菜杏(1) ｶﾜﾊﾗ ﾅﾅ 女子 大　阪 寝屋川 51.00 7
6 24 上野 美羽(1) ｳｴﾉ ﾐｳ 女子 大　阪 大塚 52.00 8
10 35 余田 ひかり(1) ﾖﾃﾞﾝ ﾋｶﾘ 女子 大　阪 大塚 53.63 9
5 291 村上 葵(1) ﾑﾗｶﾐ ｱｵｲ 女子 大　阪 日新 54.09 10
8 386 鈴木 里菜(1) ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 女子 大　阪 摂津 55.31 11
13 355 玉井 悠花(1) ﾀﾏｲ ﾊﾙｶ 女子 大　阪 藤井寺 1:03.00 12
7 371 吉田 梓紗(1) ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ 女子 大　阪 和泉 1:05.00 13  



第6回大阪高等学校第3,4地区公立高等学校対校陸上競技大会 Page:1
2022/08/11 10:48【主催】公益財団法人 大阪陸上競技協会

【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 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 060112002 木村 紘基(2)

阿倍野
ｱﾍﾞﾉ (254) ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ
273301 050620012 松村 一輝(2)

阿倍野
(255) ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ

(  44.47) 051216017 山内 勇人(2)
阿倍野

(256) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾔﾄ
050724005 山下 由悟(2)

阿倍野
(257) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ

070317015 粕谷 悠貴(1)
阿倍野

(718) ｶｽﾀﾆ ﾕｳｷ
070111003 野津 蓮司(1)

阿倍野
(721) ﾉﾂﾞ ﾚﾝｼﾞ

2 今宮 050502005 伊藤 慎之介(2)
今宮

ｲﾏﾐﾔ (431) ｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ
273305 050420015 榎園 空大(2)

今宮
(432) ｴﾉｷｿﾞﾉ ｿﾗﾄ

(  47.00) 060202023 光眞坊 多助(2)
今宮

(433) ｺｳｼﾝﾎﾞｳ ﾀｽｹ
050531003 高橋 蓮(2)

今宮
(434) ﾀｶﾊｼ ﾚﾝ

061120014 西村 瑠晟(1)
今宮

(708) ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
3 今宮工科 060819012 勝真 秀太(1)

今宮工科
ｲﾏﾐﾔｺｳｶ (661) ｶﾂﾏ ｼｭｳﾀ
273306 060505007 木匠 陸翔(1)

今宮工科
(662) ｷﾂｲ ﾘｸﾄ

(  48.36) 060920015 前田 直哉(1)
今宮工科

(664) ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ
060709010 山本 煌颯(1)

今宮工科
(665) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｻ

060627019 三宅 飛鳥(1)
今宮工科

(774) ﾐﾔｹ ｱｽｶ
060827016 成清 天翔(1)

今宮工科
(787) ﾅﾘｷﾖ ｱｷﾄ

4 高津 050509001 古賀 裕大(2)
高津

ｺｳﾂﾞ (397) ｺｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
273323 050606022 後藤 健太(2)

高津
(399) ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ

(  44.50) 051026014 酒井 翔生(2)
高津

(403) ｻｶｲ ｼｮｳｷ
051231007 水野 涼(2)

高津
(406) ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ

060512022 奥野 慶希(1)
高津

(694) ｵｸﾉ ﾖｼｷ
060930018 竹下 稜将(1)

高津
(699) ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳｽｹ

5 清水谷 051123018 西留 慧太(2)
清水谷

ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ (377) ﾆｼﾄﾞﾒ ｹｲﾄ
273327 050411022 藤井 隆太(2)

清水谷
(378) ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ

(  45.24) 050623018 松阪 梨世(2)
清水谷

(379) ﾏﾂｻｶ ﾘﾝｾｲ
050407003 吉川 直惟斗(2)

清水谷
(380) ﾖｼｶﾜ ﾅｲﾄ

061019018 松本 辰雄(1)
清水谷

(603) ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｵ
070316015 義本 達也(1)

清水谷
(604) ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ



第6回大阪高等学校第3,4地区公立高等学校対校陸上競技大会 Page:2
2022/08/11 10:48【主催】公益財団法人 大阪陸上競技協会

【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 住吉 050620016 信田 誠(2)

住吉
ｽﾐﾖｼ (435) ｼﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ
273334 050419023 東 春陽(2)

住吉
(436) ｱﾂﾞﾏ ｼｭﾝﾖｳ

(  46.50) 051018023 西村 舷生(2)
住吉

(437) ﾆｼﾑﾗ ｹﾞﾝｷ
061024002 村田 陽介(1)

住吉
(584) ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ

060411016 藤本 修造(1)
住吉

(585) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳｿﾞｳ
060907011 岩本 立(1)

住吉
(736) ｲﾜﾓﾄ ﾘﾂ

7 天王寺 050730014 中村 拓夢(2)
天王寺

ﾃﾝﾉｳｼﾞ (217) ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾑ
273344 050503008 葛城 悠太(2)

天王寺
(218) ｶﾂﾗｷﾞ ﾕｳﾀ

(  44.50) 050427004 東 光春(2)
天王寺

(220) ﾋｶﾞｼ ﾐﾂﾊﾙ
051231008 古田 一愛(2)

天王寺
(221) ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾏ

060716016 田中 充(1)
天王寺

(649) ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ
060610010 田中 亮太(1)

天王寺
(650) ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ

8 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 041116011 山本 爽(3)
大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ

ｵｵｻｶﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ (535) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳ
273345 040830014 長谷川 椋大(3)

大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ
(536) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

(  47.22) 050618011 足立 雅典(2)
大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ

(538) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ
070314003 山本 闘将(1)

大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ
(782) ﾔﾏﾓﾄ ﾄｳｼｮｳ

9 花園 050720016 東 昂輝(2)
花園

ﾊﾅｿﾞﾉ (237) ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ
273350 060104020 東 隼斗(2)

花園
(238) ｱｽﾞﾏ ﾊﾔﾄ

(  46.43) 050719012 山本 崇斗(2)
花園

(240) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ
061031017 髙坂 健太郎(1)

花園
(581) ｺｳｻｶ ｹﾝﾀﾛｳ

060419025 佐藤 仁(1)
花園

(582) ｻﾄｳ ｼﾞﾝ
060410018 山田 純大(1)

花園
(583) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ

10 阪南 050623019 木村 優斗(2)
阪南

ﾊﾝﾅﾝ (246) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ
273351 050421004 中西 航紀(2)

阪南
(247) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ

(  46.62) 050709004 藤田 隼斗(2)
阪南

(248) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ
060318015 山本 一喜(2)

阪南
(249) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ

060921003 納富 拓未(1)
阪南

(673) ﾉｳﾄﾐ ﾀｸﾐ
061208020 藤原 瑛(1)

阪南
(674) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｷﾗ
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2022/08/11 10:48【主催】公益財団法人 大阪陸上競技協会

【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 東住吉 050904002 岩本 翼(2)

東住吉
ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ (476) ｲﾜﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
273354 051201028 薗田 圭右(2)

東住吉
(477) ｿﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ

(  46.00) 051228015 高橋 保人(2)
東住吉

(478) ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾄ
060210003 山村 拓未(2)

東住吉
(479) ﾔﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ

050504011 吉田 晴太郎(2)
東住吉

(480) ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ
050526008 古池 奏翔(2)

東住吉
(567) ﾌﾙｲｹ ｿｳﾄ

12 枚岡樟風 040430004 齋間 慎吾(3)
枚岡樟風

ﾋﾗｵｶｼｮｳﾌｳ (241) ｻｲﾏ ｼﾝｺﾞ
273356 041007019 久山 颯亜(3)

枚岡樟風
(242) ｸﾔﾏ ｼｮｱ

(  45.46) 050127014 南野 勇人(3)
枚岡樟風

(243) ﾐﾅﾐﾉ ﾊﾔﾄ
040428015 三好 元(3)

枚岡樟風
(244) ﾐﾖｼ ｹﾞﾝ

060607011 栗原 汰知(1)
枚岡樟風

(671) ｸﾘﾊﾗ ﾀｲﾁ
13 布施 050629016 長重 颯太(2)

布施
ﾌｾ (315) ﾅｶﾞｼｹﾞ ｿｳﾀ
273358 050923028 吉川 烈央(2)

布施
(317) ﾖｼｶﾜ ﾚｵ

(  47.00) 061102017 合田 連太朗(1)
布施

(688) ｺﾞｳﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
061031018 谷口 敬太(1)

布施
(689) ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲﾀ

070312015 藤原 雅仁(1)
布施

(690) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ
060624021 峯﨑 大地(1)

布施
(691) ﾐﾈｻｷ ﾀﾞｲﾁ

14 八尾 050614019 河野 斡也(2)
八尾

ﾔｵ (45) ｶﾜﾉ ｱﾂﾔ
273364 051228010 田中 颯太(2)

八尾
(47) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ

(  43.50) 050626016 釣田 要(2)
八尾

(49) ﾂﾙﾀ ｶﾅﾒ
051104001 松山 璃大(2)

八尾
(51) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｵ

061110006 岩川 拓翔(1)
八尾

(624) ｲﾜｶﾜ ﾀｸﾄ
070116021 佐藤 優平(1)

八尾
(628) ｻﾄｳ ﾕｳﾍｲ

15 八尾翠翔 050701019 大村 拓輝(2)
八尾翠翔

ﾔｵｽｲｼｮｳ (446) ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾄ
273366 050819011 外薗 拓斗(2)

八尾翠翔
(448) ｿﾄｿﾞﾉ ﾀｸﾄ

(  44.67) 051104015 玉置 伶次(2)
八尾翠翔

(449) ﾀﾏｵｷ ﾚｲｼﾞ
050710013 松田 晃河(2)

八尾翠翔
(451) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｶﾞ

060731009 ｺﾞｰﾚｱﾝ ｸｧﾝ
八尾翠翔

(723) ｺﾞｰﾚｱﾝ ｸｧﾝ
060819005 宮平 侑紀(1)

八尾翠翔
(728) ﾐﾔﾋﾗ ﾕｳｷ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 山本 050406025 鍋島 佳昂(2)

山本
ﾔﾏﾓﾄ (191) ﾅﾍﾞｼﾏ ﾖｼﾀｶ
273370 051013021 村井 晴斗(2)

山本
(194) ﾑﾗｲ ﾊﾙﾄ

(  45.67) 051014026 香月 雅斗(2)
山本

(531) ｶﾂｷ ﾏｻﾄ
060528011 田崎 千翔(1)

山本
(575) ﾀｻｷ ｶｽﾞﾄ

061117014 大津 秀介(1)
山本

(608) ｵｵﾂ ｼｭｳｽｹ
060407014 宮本 和樹(1)

山本
(613) ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ

17 みどり清朋 050916017 大岸 智輝(2)
みどり清朋

ﾐﾄﾞﾘｾｲﾎｳ (558) ｵｵｷﾞｼ ﾄﾓｷ
273375 060316016 加藤 海凪(2)

みどり清朋
(559) ｶﾄｳ ﾐﾅｷﾞ

(  46.00) 050512018 山本 麗央(2)
みどり清朋

(565) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵ
050720019 米田 惺矢(2)

みどり清朋
(566) ﾖﾈﾀﾞ ｾｲﾔ

070122013 米田 陸人(1)
みどり清朋

(596) ﾖﾈﾀﾞ ﾘｸﾄ
070223015 小森 生睦(1)

みどり清朋
(598) ｺﾓﾘ ｲﾁｶ

18 生野 050921020 杉田 善(2)
生野

ｲｸﾉ (133) ｽｷﾞﾀ ｾﾞﾝ
273401 051222007 竹本 八紘(2)

生野
(134) ﾀｹﾓﾄ ﾔﾋﾛ

(  42.80) 051219009 中尾 貴徳(2)
生野

(136) ﾅｶｵ ﾀｶﾉﾘ
060508016 伊藤 優汰(1)

生野
(138) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ

060914020 小松 蒼波(1)
生野

(139) ｺﾏﾂ ｱｵﾊﾞ
061010020 前園 幸伸(1)

生野
(140) ﾏｴｿﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ

19 和泉 050522006 岸本 大輝(2)
和泉

ｲｽﾞﾐ (300) ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
273402 050529003 信野 麗音(2)

和泉
(303) ｼﾝﾉ ﾚｵﾝ

(  44.80) 050923022 谷 勇諒(2)
和泉

(304) ﾀﾆ ﾄｼｱｷ
050709020 八巻 健悟(2)

和泉
(305) ﾔﾏｷ ｹﾝｺﾞ

060420010 川上 大琥(1)
和泉

(708) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ
070106002 小林 冬磨(1)

和泉
(714) ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｳﾏ

20 泉大津 050702014 安栗 佑希斗(2)
泉大津

ｲｽﾞﾐｵｵﾂ (547) ｱﾝｸﾞﾘ ﾕｷﾄ
273403 051020001 佐生 拓摩(2)

泉大津
(548) ｻｿｳ ﾀｸﾏ

(  45.30) 051201024 中村 優希(2)
泉大津

(549) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
050831011 文山 湧月(2)

泉大津
(550) ﾌﾐﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ

060217025 百合澤 克誠(2)
泉大津

(552) ﾕﾘｻﾜ ｶﾂﾏｻ
050404001 綿谷 社(2)

泉大津
(553) ﾜﾀﾀﾆ ﾔｼﾛ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 大塚 040415007 林 申雅(3)

大塚
ｵｵﾂｶ (2) ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ
273407 040422005 北田 琉偉(3)

大塚
(5) ｷﾀﾀﾞ ﾙｲ

(  40.49) 040808001 渡邉 瑛斗(3)
大塚

(8) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾄ
040522011 濱田 伊吹(3)

大塚
(10) ﾊﾏﾀﾞ ｲﾌﾞｷ

040719018 成田 琉星(3)
大塚

(15) ﾅﾘﾀ ﾘｭｳｾｲ
050723006 前川 瑠偉(2)

大塚
(29) ﾏｴｶﾜ ﾙｲ

22 鳳 050617014 大木 陽斗(2)
鳳

ｵｵﾄﾘ (514) ｵｵｷ ﾊﾙﾄ
273408 050406011 奥村 竜大(2)

鳳
(515) ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

(  45.41) 050918015 鈴木 流羽(2)
鳳

(519) ｽｽﾞｷ ﾘｳ
051225008 直江 翼(2)

鳳
(521) ﾅｵｴ ﾂﾊﾞｻ

050522008 栁川 朋希(2)
鳳

(525) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾓｷ
060810001 室谷 尚汰(1)

鳳
(664) ﾑﾛﾔ ｼｮｳﾀ

23 貝塚南 060314014 浅井 優冴(2)
貝塚南

ｶｲﾂﾞｶﾐﾅﾐ (492) ｱｻｲ ﾕｳｺﾞ
273410 050710003 荒野 凌大朗(2)

貝塚南
(493) ｱﾗﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ

(  45.00) 050818003 五十嵐 琉斗(2)
貝塚南

(494) ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳﾄ
051008004 植田 啓太(2)

貝塚南
(495) ｳｴﾀﾞ ｹｲﾀ

060314015 福本 拓未(2)
貝塚南

(497) ﾌｸﾓﾄ ﾀｸﾐ
060508007 山中 利玖(1)

貝塚南
(746) ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ

24 金岡 050611005 青木 優空(2)
金岡

ｶﾅｵｶ (372) ｱｵｷ ﾏｻﾀｶ
273411 050406007 津曲 智幾(2)

金岡
(373) ﾂﾏｶﾞﾘ ﾄﾓｷ

(  44.50) 060110014 長倉 昇世(2)
金岡

(376) ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｾｲ
050910005 古川 颯太(2)

金岡
(377) ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ

060712011 小林 快士(1)
金岡

(779) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
060515005 田中 陸登(1)

金岡
(782) ﾀﾅｶ ﾐﾁﾄ

25 河南 060221010 森 大輝(2)
河南

ｶﾅﾝ (215) ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ
273412 060423014 池本 龍聖(1)

河南
(852) ｲｹﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

(  45.00) 060622011 高見 侃汰(1)
河南

(859) ﾀｶﾐ ｶﾝﾀ
061017015 水本 琉偉(1)

河南
(860) ﾐｽﾞﾓﾄ ﾙｲ

060711015 塔本 明日風(1)
河南

(863) ﾄｳﾓﾄ ｱｽｶ
060808011 荒木 翔成(1)

河南
(864) ｱﾗｷ ｼｮｳｾｲ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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男子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 岸和田 050427006 好金 空良(2)

岸和田
ｷｼﾜﾀﾞ (478) ﾖｼｶﾈ ｿﾗ
273413 051109006 南 直太朗(2)

岸和田
(479) ﾐﾅﾐ ﾅｵﾀﾛｳ

(  45.00) 050402018 和田 陽希(2)
岸和田

(480) ﾜﾀﾞ ﾊﾙｷ
060210001 森下 柊海(2)

岸和田
(488) ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳ

060522001 船谷 冠太(1)
岸和田

(677) ﾌﾅﾀﾆ ｶﾝﾀ
061116024 前田 幸弥(1)

岸和田
(686) ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾔ

27 久米田 040811010 竹本 一稀(3)
久米田

ｸﾒﾀﾞ (382) ﾀｹﾓﾄ ｲｯｷ
273415 040510022 安岡 慧(3)

久米田
(383) ﾔｽｵｶ ｹｲ

(  50.00) 050105004 八幡 透羽(3)
久米田

(384) ﾔﾊﾀ ﾄﾜ
051130006 植 拓海(2)

久米田
(385) ｳｴ ﾀｸﾐ

060108013 辻本 悠太郎(2)
久米田

(387) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ
070124006 山崎 陸斗(1)

久米田
(745) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸﾄ

28 金剛 050910017 神田 陽尚(2)
金剛

ｺﾝｺﾞｳ (412) ｶﾝﾀﾞ ﾋﾅﾀ
273416 050610010 鬼防 京吾(2)

金剛
(413) ｷﾎﾞｳ ｷｮｳｺﾞ

(  45.98) 060715004 田中 彗翔(1)
金剛

(662) ﾀﾅｶ ｹｲﾄ
070306014 友成 爽介(1)

金剛
(663) ﾄﾓﾅﾘ ｿｳｽｹ

061003014 田辺 航平(1)
金剛

(702) ﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ
060824010 三方 瑠宇偉(1)

金剛
(704) ﾐｶﾀ ﾙｳｲ

29 佐野 050509002 伊藤 優太(2)
佐野

ｻﾉ (145) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
273425 050407026 岡 勇晴(2)

佐野
(146) ｵｶ ｲﾊﾙ

(  46.45) 060328001 角谷 優月(2)
佐野

(148) ｽﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ
050502002 松本 准典(2)

佐野
(150) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

060425018 中出 皓介(1)
佐野

(791) ﾅｶﾃﾞ ｺｳｽｹ
061130021 坂本 裕規(1)

佐野
(830) ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ

30 狭山 040526010 畠山 晴希(3)
狭山

ｻﾔﾏ (573) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ
273427 050804012 岡部 光起(2)

狭山
(574) ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ

(  46.83) 050924028 後藤 逞柾(2)
狭山

(575) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ
050417005 茶谷 悠貴(2)

狭山
(576) ﾁｬﾀﾆ ﾊﾙｷ

050807016 松本 陽太(2)
狭山

(577) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ
051014028 森下 星悟(2)

狭山
(579) ﾓﾘｼﾀ ｾｲｺﾞ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
31 信太 050715022 荒木 海人(2)

信太
ｼﾉﾀﾞ (449) ｱﾗｷ ｶｲﾄ
273429 051111004 板橋 寛太(2)

信太
(450) ｲﾀﾊﾞｼ ｶﾝﾀ

(  45.74) 051116010 大六野 海斗(2)
信太

(453) ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｶｲﾄ
051229018 高橋 勇冴(2)

信太
(454) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ

050614020 田代 ｱﾊﾏﾄﾞ(2)
信太

(455) ﾀｼﾛ ｱﾊﾏﾄﾞ
060217002 小川 亮輔(2)

信太
(464) ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ

32 泉北 060104021 藤原 柊(2)
泉北

ｾﾝﾎﾞｸ (447) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳ
273436 060316019 星山 虎太郎(2)

泉北
(448) ﾎｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ

(  46.69) 060419029 川村 啓太(1)
泉北

(785) ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾀ
070120007 清水 翔太(1)

泉北
(786) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ

070321004 光本 幸暉(1)
泉北

(787) ﾐﾂﾓﾄ ｺｳｷ
061113001 岩谷 碧空(1)

泉北
(924) ｲﾜﾔ ｿﾗ

33 泉陽 050626009 石井 陽翔(2)
泉陽

ｾﾝﾖｳ (164) ｲｼｲ ﾊﾙﾄ
273437 051226006 稲吉 謙心(2)

泉陽
(165) ｲﾅﾖｼ ｹﾝｼﾝ

(  42.69) 050505010 白浜 隼人(2)
泉陽

(167) ｼﾗﾊﾏ ﾊﾔﾄ
051209015 砂田 琉惺(2)

泉陽
(168) ｽﾅﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

060708004 尾﨑 瑛多(1)
泉陽

(697) ｵｻﾞｷ ｴｲﾀ
060922009 松村 悠希(1)

泉陽
(699) ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ

34 高石 050506010 新山 陽斗(2)
高石

ﾀｶｲｼ (563) ﾆｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ
273440 050907001 光安 龍飛(2)

高石
(565) ﾐﾂﾔｽ ﾘｭｳﾄ

(  43.90) 060610004 井上 将太(1)
高石

(900) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ
061228013 恋中 依生(1)

高石
(902) ｺｲﾅｶ ｲｵ

060615019 杉本 章悟(1)
高石

(905) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
061107015 米澤 佑真(1)

高石
(909) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾏ

35 登美丘 050830003 高橋 秀弥(2)
登美丘

ﾄﾐｵｶ (534) ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾔ
273443 051117003 中林 優心(2)

登美丘
(536) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼ

(  45.20) 050911003 野尻 晴春(2)
登美丘

(537) ﾉｼﾞﾘ ﾊﾙ
070221010 岡本 亜土(1)

登美丘
(799) ｵｶﾓﾄ ｱﾄｳ

060522013 小川 光生(1)
登美丘

(800) ｵｶﾞﾜ ｺｳｾｲ
060512023 森脇 陽美(1)

登美丘
(805) ﾓﾘﾜｷ ﾊﾙﾐ
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男子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
36 東百舌鳥 050611004 青木 風磨(2)

東百舌鳥
ﾋｶﾞｼﾓｽﾞ (501) ｱｵｷ ﾌｳﾏ
273457 051114004 城戸 陽登(2)

東百舌鳥
(502) ｷﾄﾞ ｱｷﾄ

(  47.00) 060302020 中野 陽(2)
東百舌鳥

(505) ﾅｶﾉ ﾊﾙ
050427009 丸林 貴哉(2)

東百舌鳥
(507) ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ

060820005 日置 優雅(1)
東百舌鳥

(820) ﾋｵｷ ﾕｳｶﾞ
061002015 小西 広晟(1)

東百舌鳥
(821) ｺﾆｼ ﾋﾛﾏｻ

37 日根野 050809004 西 星輝(2)
日根野

ﾋﾈﾉ (653) ﾆｼ ｾｲｷ
273458 050708016 山口 陸人(2)

日根野
(654) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ

(  45.27) 070311017 鴛原 基(1)
日根野

(913) ｵｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ
060704025 加減 一輝(1)

日根野
(914) ｶｹﾞﾝ ｶｽﾞｷ

070314009 水内 琉偉(1)
日根野

(915) ﾐｽﾞｳﾁ ﾙｲ
060703008 若林 亮太(1)

日根野
(917) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

38 藤井寺 040623013 池内 優史(3)
藤井寺

ﾌｼﾞｲﾃﾞﾗ (636) ｲｹｳﾁ ﾕｳｼ
273460 050724017 島内 僚大(2)

藤井寺
(641) ｼﾏｳﾁ ﾘｮｳﾀ

(  43.91) 060810015 中 俊祐(1)
藤井寺

(676) ﾅｶ ｼｭﾝｽｹ
060504003 大石 陽向(1)

藤井寺
(925) ｵｵｲｼ ﾋﾅﾀ

39 三国丘 060110002 山﨑 諒(2)
三国丘

ﾐｸﾆｶﾞｵｶ (193) ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳ
273464 060924009 辻 惺凪(1)

三国丘
(659) ﾂｼﾞ ｾｲﾅ

(  44.50) 060613007 樋口 誠一郎(1)
三国丘

(660) ﾋｸﾞﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ
070206014 髙橋 雅棟(1)

三国丘
(738) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾑﾈ

060916008 西浦 稜太(1)
三国丘

(740) ﾆｼｳﾗ ﾘｮｳﾀ
070115026 森 優樹(1)

三国丘
(743) ﾓﾘ ﾕｳｷ

40 美原 040809012 小ヶ倉 駿(3)
美原

ﾐﾊﾗ (218) ｺｶﾞｸﾗ ｼｭﾝ
273466 040904017 野村 帝成(3)

美原
(219) ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ

(  45.22) 050308004 松尾 和哉(3)
美原

(220) ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾔ
060306011 谷 英直(2)

美原
(221) ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾅｵ

061217013 西川 千登(1)
美原

(717) ﾆｼｶﾜ ｾﾝﾄ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
41 堺 040603007 北垣 拓也(3)

堺
ｻｶｲ (431) ｷﾀｶﾞｷ ﾀｸﾔ
273471 041229014 関 優磨(3)

堺
(432) ｾｷ ﾕｳﾏ

(  44.34) 040723009 髙橋 匠哉(3)
堺

(433) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ
050515010 山本 烈(2)

堺
(440) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾂ

060917014 井ﾉ口 一仁(1)
堺

(762) ｲﾉｸﾁ ｶｽﾞﾋﾄ
060604017 小西 陽斗(1)

堺
(764) ｺﾆｼ ﾊﾙﾄ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 阿倍野 051208006 川上 大城(2)

阿倍野
ｱﾍﾞﾉ (253) ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ
273301 050620012 松村 一輝(2)

阿倍野
(255) ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ

(3:30.02) 051216017 山内 勇人(2)
阿倍野

(256) ﾔﾏｳﾁ ﾊﾔﾄ
050724005 山下 由悟(2)

阿倍野
(257) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺﾞ

051207014 吉田 煌希(2)
阿倍野

(258) ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ
060718004 重廣 泰輝(1)

阿倍野
(719) ｼｹﾞﾋﾛ ﾀｲｷ

2 今宮工科 040618001 岡田 優作(3)
今宮工科

ｲﾏﾐﾔｺｳｶ (229) ｵｶﾀﾞ ﾕｳｻｸ
273306 041108001 小谷 陸大(3)

今宮工科
(230) ｺﾀﾆ ﾘｸﾄ

(3:40.00) 040831001 中川 愛翔(3)
今宮工科

(232) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ
060920015 前田 直哉(1)

今宮工科
(664) ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾔ

060627019 三宅 飛鳥(1)
今宮工科

(774) ﾐﾔｹ ｱｽｶ
060827016 成清 天翔(1)

今宮工科
(787) ﾅﾘｷﾖ ｱｷﾄ

3 高津 050819018 井上 遙人(2)
高津

ｺｳﾂﾞ (400) ｲﾉｳｴ ﾊﾙﾄ
273323 051026014 酒井 翔生(2)

高津
(403) ｻｶｲ ｼｮｳｷ

(3:40.00) 051107019 小原 佑介(2)
高津

(404) ｵﾊﾗ ﾕｳｽｹ
051123016 勝山 慶大(2)

高津
(405) ｶﾂﾔﾏ ｹｲﾀ

051231007 水野 涼(2)
高津

(406) ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ
061009015 金山 心朗(1)

高津
(700) ｶﾅﾔﾏ ｺｺﾛ

4 清水谷 051123018 西留 慧太(2)
清水谷

ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ (377) ﾆｼﾄﾞﾒ ｹｲﾄ
273327 050411022 藤井 隆太(2)

清水谷
(378) ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ

(3:41.14) 050623018 松阪 梨世(2)
清水谷

(379) ﾏﾂｻｶ ﾘﾝｾｲ
050407003 吉川 直惟斗(2)

清水谷
(380) ﾖｼｶﾜ ﾅｲﾄ

061019018 松本 辰雄(1)
清水谷

(603) ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂｵ
070316015 義本 達也(1)

清水谷
(604) ﾖｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ

5 住吉 050620016 信田 誠(2)
住吉

ｽﾐﾖｼ (435) ｼﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ
273334 050419023 東 春陽(2)

住吉
(436) ｱﾂﾞﾏ ｼｭﾝﾖｳ

(3:44.00) 051018023 西村 舷生(2)
住吉

(437) ﾆｼﾑﾗ ｹﾞﾝｷ
061024002 村田 陽介(1)

住吉
(584) ﾑﾗﾀ ﾖｳｽｹ

060411016 藤本 修造(1)
住吉

(585) ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭｳｿﾞｳ
060518012 羽鳥 光燿(1)

住吉
(739) ﾊﾄﾘ ﾋｶﾙ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 天王寺 050503008 葛城 悠太(2)

天王寺
ﾃﾝﾉｳｼﾞ (218) ｶﾂﾗｷﾞ ﾕｳﾀ
273344 050427004 東 光春(2)

天王寺
(220) ﾋｶﾞｼ ﾐﾂﾊﾙ

(3:38.00) 051231008 古田 一愛(2)
天王寺

(221) ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾏ
051008020 角光 廉(2)

天王寺
(222) ｶｸﾐﾂ ﾚﾝ

060716016 田中 充(1)
天王寺

(649) ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ
070124014 堂東 誠(1)

天王寺
(651) ﾄﾞｳﾄｳ ﾏｺﾄ

7 大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ 040830014 長谷川 椋大(3)
大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ

ｵｵｻｶﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ (536) ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
273345 051021023 洪 拓希(2)

大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ
(539) ﾎﾝ ﾀｯｷ

(4:00.00) 050506008 横手 希(2)
大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ

(541) ﾖｺﾃ ﾉｿﾞﾐ
060911020 月岡 秀人(1)

大阪ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾛﾝﾃｨｱ
(781) ﾂｷｵｶ ｼｭｳﾄ

8 花園 050720016 東 昂輝(2)
花園

ﾊﾅｿﾞﾉ (237) ｱｽﾞﾏ ｺｳｷ
273350 060104020 東 隼斗(2)

花園
(238) ｱｽﾞﾏ ﾊﾔﾄ

(3:48.02) 051008014 大西 康太(2)
花園

(239) ｵｵﾆｼ ｺｳﾀ
061031017 髙坂 健太郎(1)

花園
(581) ｺｳｻｶ ｹﾝﾀﾛｳ

060419025 佐藤 仁(1)
花園

(582) ｻﾄｳ ｼﾞﾝ
060410018 山田 純大(1)

花園
(583) ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ

9 阪南 050623019 木村 優斗(2)
阪南

ﾊﾝﾅﾝ (246) ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ
273351 050421004 中西 航紀(2)

阪南
(247) ﾅｶﾆｼ ｺｳｷ

(3:44.68) 050709004 藤田 隼斗(2)
阪南

(248) ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ
060318015 山本 一喜(2)

阪南
(249) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ

060921003 納富 拓未(1)
阪南

(673) ﾉｳﾄﾐ ﾀｸﾐ
061208020 藤原 瑛(1)

阪南
(674) ﾌｼﾞﾊﾗ ｱｷﾗ

10 東住吉 050904002 岩本 翼(2)
東住吉

ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ (476) ｲﾜﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
273354 051201028 薗田 圭右(2)

東住吉
(477) ｿﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ

(3:40.00) 051228015 高橋 保人(2)
東住吉

(478) ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾄ
060210003 山村 拓未(2)

東住吉
(479) ﾔﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ

050504011 吉田 晴太郎(2)
東住吉

(480) ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ
050526008 古池 奏翔(2)

東住吉
(567) ﾌﾙｲｹ ｿｳﾄ
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男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 枚岡樟風 040430004 齋間 慎吾(3)

枚岡樟風
ﾋﾗｵｶｼｮｳﾌｳ (241) ｻｲﾏ ｼﾝｺﾞ
273356 041007019 久山 颯亜(3)

枚岡樟風
(242) ｸﾔﾏ ｼｮｱ

(3:43.46) 050127014 南野 勇人(3)
枚岡樟風

(243) ﾐﾅﾐﾉ ﾊﾔﾄ
040428015 三好 元(3)

枚岡樟風
(244) ﾐﾖｼ ｹﾞﾝ

060607011 栗原 汰知(1)
枚岡樟風

(671) ｸﾘﾊﾗ ﾀｲﾁ
12 布施 050906015 田川 大翔(2)

布施
ﾌｾ (313) ﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾄ
273358 051215011 巽 稜輝(2)

布施
(314) ﾀﾂﾐ ｲｽﾞｷ

(3:39.00) 051204014 藤原 恵斗(2)
布施

(316) ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲﾄ
050923028 吉川 烈央(2)

布施
(317) ﾖｼｶﾜ ﾚｵ

051122016 脇本 祥太(2)
布施

(318) ﾜｷﾓﾄ ｼｮｳﾀ
13 八尾 050614019 河野 斡也(2)

八尾
ﾔｵ (45) ｶﾜﾉ ｱﾂﾔ
273364 050422019 米澤 陽平(2)

八尾
(46) ﾖﾈｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

(3:25.00) 051228010 田中 颯太(2)
八尾

(47) ﾀﾅｶ ｿｳﾀ
050626016 釣田 要(2)

八尾
(49) ﾂﾙﾀ ｶﾅﾒ

051104001 松山 璃大(2)
八尾

(51) ﾏﾂﾔﾏ ﾘｵ
070116021 佐藤 優平(1)

八尾
(628) ｻﾄｳ ﾕｳﾍｲ

14 八尾翠翔 051107014 石戸 佑昂(2)
八尾翠翔

ﾔｵｽｲｼｮｳ (443) ｲｼﾄﾞ ﾀｽｸ
273366 051014025 植田 修矢(2)

八尾翠翔
(444) ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ

(3:33.60) 050701019 大村 拓輝(2)
八尾翠翔

(446) ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾄ
051104015 玉置 伶次(2)

八尾翠翔
(449) ﾀﾏｵｷ ﾚｲｼﾞ

050710013 松田 晃河(2)
八尾翠翔

(451) ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｶﾞ
060819005 宮平 侑紀(1)

八尾翠翔
(728) ﾐﾔﾋﾗ ﾕｳｷ

15 山本 050729026 小田 匠人(2)
山本

ﾔﾏﾓﾄ (187) ｵﾀﾞ ﾀｸﾄ
273370 050821017 服部 海斗(2)

山本
(192) ﾊｯﾄﾘ ｶｲﾄ

(3:40.67) 051013021 村井 晴斗(2)
山本

(194) ﾑﾗｲ ﾊﾙﾄ
051014026 香月 雅斗(2)

山本
(531) ｶﾂｷ ﾏｻﾄ

061117014 大津 秀介(1)
山本

(608) ｵｵﾂ ｼｭｳｽｹ
061102016 広岡 凰雅(1)

山本
(612) ﾋﾛｵｶ ｵｳｶﾞ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 夕陽丘 051007008 浦上 大和(2)

夕陽丘
ﾕｳﾋｶﾞｵｶ (414) ｳﾗｶﾞﾐ ﾔﾏﾄ
273371 051001017 村藤 一希(2)

夕陽丘
(415) ﾑﾗﾌｼﾞ ｶｽﾞｷ

(3:45.59) 050922018 安田 友碧(2)
夕陽丘

(416) ﾔｽﾀﾞ ﾄｱ
060520002 西田 琉聖(1)

夕陽丘
(636) ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

060427015 島 郁人(1)
夕陽丘

(639) ｼﾏ ｲｸﾄ
060719017 福嶋 守人(1)

夕陽丘
(640) ﾌｸｼﾏ ｼｭｳﾄ

17 みどり清朋 050916017 大岸 智輝(2)
みどり清朋

ﾐﾄﾞﾘｾｲﾎｳ (558) ｵｵｷﾞｼ ﾄﾓｷ
273375 060123018 舘 知慶(2)

みどり清朋
(562) ﾀﾁ ﾄﾓﾁｶ

(3:50.00) 050714011 森 謙伸(2)
みどり清朋

(564) ﾓﾘ ｹﾝｼﾝ
050512018 山本 麗央(2)

みどり清朋
(565) ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵ

060514011 澤田 門土(1)
みどり清朋

(597) ｻﾜﾀﾞ ﾓﾝﾄﾞ
070118016 大薗 龍生(1)

みどり清朋
(602) ｵｵｿﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ

18 生野 051222007 竹本 八紘(2)
生野

ｲｸﾉ (134) ﾀｹﾓﾄ ﾔﾋﾛ
273401 051219009 中尾 貴徳(2)

生野
(136) ﾅｶｵ ﾀｶﾉﾘ

(3:29.00) 060508016 伊藤 優汰(1)
生野

(138) ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
060914020 小松 蒼波(1)

生野
(139) ｺﾏﾂ ｱｵﾊﾞ

061010020 前園 幸伸(1)
生野

(140) ﾏｴｿﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ
060703004 島田 亮汰(1)

生野
(141) ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

19 和泉 050522006 岸本 大輝(2)
和泉

ｲｽﾞﾐ (300) ｷｼﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
273402 050529003 信野 麗音(2)

和泉
(303) ｼﾝﾉ ﾚｵﾝ

(3:46.00) 050923022 谷 勇諒(2)
和泉

(304) ﾀﾆ ﾄｼｱｷ
050709020 八巻 健悟(2)

和泉
(305) ﾔﾏｷ ｹﾝｺﾞ

060416013 野口 寛仁(1)
和泉

(706) ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
060615007 谷本 直生(1)

和泉
(707) ﾀﾆﾓﾄ ﾅｵｷ

20 泉大津 050702014 安栗 佑希斗(2)
泉大津

ｲｽﾞﾐｵｵﾂ (547) ｱﾝｸﾞﾘ ﾕｷﾄ
273403 051020001 佐生 拓摩(2)

泉大津
(548) ｻｿｳ ﾀｸﾏ

(3:44.00) 051201024 中村 優希(2)
泉大津

(549) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
050607021 源 幸喜(2)

泉大津
(551) ﾐﾅﾓﾄ ｺｳｷ

050404001 綿谷 社(2)
泉大津

(553) ﾜﾀﾀﾆ ﾔｼﾛ
060912020 大西 晃人(1)

泉大津
(730) ｵｵﾆｼ ｱｷﾄ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 大塚 040415007 林 申雅(3)

大塚
ｵｵﾂｶ (2) ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ
273407 040422005 北田 琉偉(3)

大塚
(5) ｷﾀﾀﾞ ﾙｲ

(3:19.30) 060219003 立石 悠真(2)
大塚

(25) ﾀﾃｲｼ ﾕｳﾏ
051014020 野見 卓人(2)

大塚
(28) ﾉﾐ ﾀｸﾄ

050723006 前川 瑠偉(2)
大塚

(29) ﾏｴｶﾜ ﾙｲ
051225007 萬野 七樹(2)

大塚
(30) ﾏﾝﾉ ﾅﾅｷ

22 鳳 050617014 大木 陽斗(2)
鳳

ｵｵﾄﾘ (514) ｵｵｷ ﾊﾙﾄ
273408 050406011 奥村 竜大(2)

鳳
(515) ｵｸﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

(3:39.82) 050918015 鈴木 流羽(2)
鳳

(519) ｽｽﾞｷ ﾘｳ
051225008 直江 翼(2)

鳳
(521) ﾅｵｴ ﾂﾊﾞｻ

050522008 栁川 朋希(2)
鳳

(525) ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄﾓｷ
060810001 室谷 尚汰(1)

鳳
(664) ﾑﾛﾔ ｼｮｳﾀ

23 貝塚南 060314014 浅井 優冴(2)
貝塚南

ｶｲﾂﾞｶﾐﾅﾐ (492) ｱｻｲ ﾕｳｺﾞ
273410 050818003 五十嵐 琉斗(2)

貝塚南
(494) ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳﾄ

(3:50.00) 051008004 植田 啓太(2)
貝塚南

(495) ｳｴﾀﾞ ｹｲﾀ
060206005 日髙 彪駕(2)

貝塚南
(496) ﾋﾀﾞｶ ﾋｭｳｶﾞ

060314015 福本 拓未(2)
貝塚南

(497) ﾌｸﾓﾄ ﾀｸﾐ
060508007 山中 利玖(1)

貝塚南
(746) ﾔﾏﾅｶ ﾘｸ

24 金岡 050611005 青木 優空(2)
金岡

ｶﾅｵｶ (372) ｱｵｷ ﾏｻﾀｶ
273411 050406007 津曲 智幾(2)

金岡
(373) ﾂﾏｶﾞﾘ ﾄﾓｷ

(3:35.00) 060110014 長倉 昇世(2)
金岡

(376) ﾅｶﾞｸﾗ ｼｮｳｾｲ
050910005 古川 颯太(2)

金岡
(377) ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ

060712011 小林 快士(1)
金岡

(779) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
060515005 田中 陸登(1)

金岡
(782) ﾀﾅｶ ﾐﾁﾄ

25 河南 050509007 志水 直樹(2)
河南

ｶﾅﾝ (212) ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ
273412 060221010 森 大輝(2)

河南
(215) ﾓﾘ ﾀﾞｲｷ

(3:40.00) 060224013 安田 銀次龍(2)
河南

(216) ﾔｽﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ
050723007 吉田 悠真(2)

河南
(217) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ

061209008 権藤 飛羽(1)
河南

(851) ｺﾞﾝﾄﾞｳ ﾄﾜ
060622011 高見 侃汰(1)

河南
(859) ﾀｶﾐ ｶﾝﾀ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 岸和田 050427006 好金 空良(2)

岸和田
ｷｼﾜﾀﾞ (478) ﾖｼｶﾈ ｿﾗ
273413 051109006 南 直太朗(2)

岸和田
(479) ﾐﾅﾐ ﾅｵﾀﾛｳ

(3:35.00) 051029017 行松 裕起(2)
岸和田

(482) ﾕｷﾏﾂ ﾋﾛｷ
060522001 船谷 冠太(1)

岸和田
(677) ﾌﾅﾀﾆ ｶﾝﾀ

060513010 髙橋 勇貴(1)
岸和田

(684) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ
061116024 前田 幸弥(1)

岸和田
(686) ﾏｴﾀﾞ ﾕｷﾔ

27 久米田 040811010 竹本 一稀(3)
久米田

ｸﾒﾀﾞ (382) ﾀｹﾓﾄ ｲｯｷ
273415 040510022 安岡 慧(3)

久米田
(383) ﾔｽｵｶ ｹｲ

(4:50.00) 050105004 八幡 透羽(3)
久米田

(384) ﾔﾊﾀ ﾄﾜ
051130006 植 拓海(2)

久米田
(385) ｳｴ ﾀｸﾐ

060108013 辻本 悠太郎(2)
久米田

(387) ﾂｼﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ
070124006 山崎 陸斗(1)

久米田
(745) ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸﾄ

28 佐野 050407026 岡 勇晴(2)
佐野

ｻﾉ (146) ｵｶ ｲﾊﾙ
273425 060328001 角谷 優月(2)

佐野
(148) ｽﾐﾔ ﾕﾂﾞｷ

(3:39.28) 060110004 添島 巧成(2)
佐野

(149) ｿｴｼﾞﾏ ｺｳｾｲ
050502002 松本 准典(2)

佐野
(150) ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ

060611004 三皷 悠太(1)
佐野

(793) ﾐﾂﾂﾞﾐ ﾕｳﾀ
061130021 坂本 裕規(1)

佐野
(830) ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ

29 狭山 040526010 畠山 晴希(3)
狭山

ｻﾔﾏ (573) ﾊﾀｹﾔﾏ ﾊﾙｷ
273427 050804012 岡部 光起(2)

狭山
(574) ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ

(3:40.38) 050924028 後藤 逞柾(2)
狭山

(575) ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ
050417005 茶谷 悠貴(2)

狭山
(576) ﾁｬﾀﾆ ﾊﾙｷ

050807016 松本 陽太(2)
狭山

(577) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ
060211015 宮下 大和(2)

狭山
(578) ﾐﾔｼﾀ ﾔﾏﾄ

30 信太 050715022 荒木 海人(2)
信太

ｼﾉﾀﾞ (449) ｱﾗｷ ｶｲﾄ
273429 051111004 板橋 寛太(2)

信太
(450) ｲﾀﾊﾞｼ ｶﾝﾀ

(3:43.04) 040715002 大石 光(3)
信太

(452) ｵｵｲｼ ﾋｶﾘ
051116010 大六野 海斗(2)

信太
(453) ﾀﾞｲﾛｸﾉ ｶｲﾄ

051229018 高橋 勇冴(2)
信太

(454) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
040623002 渡邉 雅也(3)

信太
(462) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
31 泉北 060318006 西 敦弘(2)

泉北
ｾﾝﾎﾞｸ (446) ﾆｼ ｱﾂﾋﾛ
273436 060104021 藤原 柊(2)

泉北
(447) ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭｳ

(3:49.41) 060316019 星山 虎太郎(2)
泉北

(448) ﾎｼﾔﾏ ｺﾀﾛｳ
060419029 川村 啓太(1)

泉北
(785) ｶﾜﾑﾗ ｹｲﾀ

070120007 清水 翔太(1)
泉北

(786) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
070321004 光本 幸暉(1)

泉北
(787) ﾐﾂﾓﾄ ｺｳｷ

32 泉陽 050626009 石井 陽翔(2)
泉陽

ｾﾝﾖｳ (164) ｲｼｲ ﾊﾙﾄ
273437 050505010 白浜 隼人(2)

泉陽
(167) ｼﾗﾊﾏ ﾊﾔﾄ

(3:35.88) 051209015 砂田 琉惺(2)
泉陽

(168) ｽﾅﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
060814003 枝 宏朗(1)

泉陽
(695) ｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

060708004 尾﨑 瑛多(1)
泉陽

(697) ｵｻﾞｷ ｴｲﾀ
060915011 北野 弘悠(1)

泉陽
(698) ｷﾀﾉ ﾋﾛﾊﾙ

33 高石 050713019 冨田 裕麻(2)
高石

ﾀｶｲｼ (562) ﾄﾐﾀ ﾕｳﾏ
273440 050506010 新山 陽斗(2)

高石
(563) ﾆｲﾔﾏ ﾊﾙﾄ

(3:45.00) 050907001 光安 龍飛(2)
高石

(565) ﾐﾂﾔｽ ﾘｭｳﾄ
060610004 井上 将太(1)

高石
(900) ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ

061228013 恋中 依生(1)
高石

(902) ｺｲﾅｶ ｲｵ
070104009 渡辺 崇玄(1)

高石
(910) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ

34 登美丘 051120008 大島 優輝(2)
登美丘

ﾄﾐｵｶ (532) ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ
273443 050830003 高橋 秀弥(2)

登美丘
(534) ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾔ

(3:29.29) 060227006 中須賀 郁人(2)
登美丘

(535) ﾅｶｽｶﾞ ｲｸﾄ
051117003 中林 優心(2)

登美丘
(536) ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼ

050911003 野尻 晴春(2)
登美丘

(537) ﾉｼﾞﾘ ﾊﾙ
060728021 岡﨑 総太(1)

登美丘
(798) ｵｶｻﾞｷ ｿｳﾀ

35 東百舌鳥 050611004 青木 風磨(2)
東百舌鳥

ﾋｶﾞｼﾓｽﾞ (501) ｱｵｷ ﾌｳﾏ
273457 051114004 城戸 陽登(2)

東百舌鳥
(502) ｷﾄﾞ ｱｷﾄ

(3:50.00) 060302020 中野 陽(2)
東百舌鳥

(505) ﾅｶﾉ ﾊﾙ
050427009 丸林 貴哉(2)

東百舌鳥
(507) ﾏﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ

061002015 小西 広晟(1)
東百舌鳥

(821) ｺﾆｼ ﾋﾛﾏｻ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

男子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
36 日根野 050809004 西 星輝(2)

日根野
ﾋﾈﾉ (653) ﾆｼ ｾｲｷ
273458 050708016 山口 陸人(2)

日根野
(654) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ

(3:38.60) 070311017 鴛原 基(1)
日根野

(913) ｵｼﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ
060704025 加減 一輝(1)

日根野
(914) ｶｹﾞﾝ ｶｽﾞｷ

070314009 水内 琉偉(1)
日根野

(915) ﾐｽﾞｳﾁ ﾙｲ
060703008 若林 亮太(1)

日根野
(917) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

37 三国丘 050421009 菅原 健太郎(2)
三国丘

ﾐｸﾆｶﾞｵｶ (186) ｽｶﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ
273464 050622009 曽根 煌大(2)

三国丘
(188) ｿﾈ ｺｳﾀ

(3:36.77) 050512001 北野 広樹(2)
三国丘

(189) ｷﾀﾉ ﾋﾛｷ
060613007 樋口 誠一郎(1)

三国丘
(660) ﾋｸﾞﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ

070319011 久保田 康介(1)
三国丘

(734) ｸﾎﾞﾀ ｺｳｽｹ
070206014 髙橋 雅棟(1)

三国丘
(738) ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾑﾈ

38 美原 040809012 小ヶ倉 駿(3)
美原

ﾐﾊﾗ (218) ｺｶﾞｸﾗ ｼｭﾝ
273466 040904017 野村 帝成(3)

美原
(219) ﾉﾑﾗ ﾀｲｾｲ

(3:40.00) 050308004 松尾 和哉(3)
美原

(220) ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾔ
060306011 谷 英直(2)

美原
(221) ﾀﾆ ﾋﾃﾞﾅｵ

061217013 西川 千登(1)
美原

(717) ﾆｼｶﾜ ｾﾝﾄ
39 堺 041203016 尾髙 颯大(3)

堺
ｻｶｲ (428) ｵﾀﾞｶ ｿｳﾀ
273471 040308007 甲斐 健太郎(3)

堺
(429) ｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ

(3:43.43) 040723009 髙橋 匠哉(3)
堺

(433) ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ
040723010 冨田 元気(3)

堺
(434) ﾄﾐﾀ ｹﾞﾝｷ

060209021 笹山 颯汰(2)
堺

(439) ｻｻﾔﾏ ｿｳﾀ
050515010 山本 烈(2)

堺
(440) ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾂ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 阿倍野 061201002 赤沢 有希(1)

阿倍野
ｱﾍﾞﾉ (369) ｱｶｻﾞﾜ ﾕﾉ
273301 061106002 長命 ゆきの(1)

阿倍野
(370) ﾁｮｳﾒｲ ﾕｷﾉ

(  58.64) 061225001 橋原 杏奈(1)
阿倍野

(371) ﾊｼﾊﾗ ｱﾝﾅ
060702020 矢野 はるか(1)

阿倍野
(372) ﾔﾉ ﾊﾙｶ

2 清水谷 050529005 浦 知世(2)
清水谷

ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ (187) ｳﾗ ﾄﾓﾖ
273327 051124012 北野 由佳(2)

清水谷
(188) ｷﾀﾉ ﾕｶ

(  52.44) 051221019 吉田 美月(2)
清水谷

(190) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ
060531026 岡田 結捺(1)

清水谷
(307) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ

061130019 野田 朱希(1)
清水谷

(309) ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ
061231010 松下 吏花(1)

清水谷
(310) ﾏﾂｼﾀ ﾘｶ

3 天王寺 060316007 角野 心春(2)
天王寺

ﾃﾝﾉｳｼﾞ (122) ｶｸﾉ ｺﾊﾙ
273344 050923027 寺西 葵(2)

天王寺
(125) ﾃﾗﾆｼ ｱｵｲ

(  54.00) 051001016 前島 有稀(2)
天王寺

(127) ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｷ
060321004 森田 咲良(2)

天王寺
(128) ﾓﾘﾀ ｻｸﾗ

060511003 城 はなの(1)
天王寺

(341) ｼﾞｮｳ ﾊﾅﾉ
060407003 迫間 弘佳(1)

天王寺
(344) ﾊｻﾞﾏ ﾋﾛｶ

4 花園 051117014 棚瀬 和(2)
花園

ﾊﾅｿﾞﾉ (142) ﾀﾅｾ ﾎﾉｶ
273350 050628024 山本 陽依(2)

花園
(144) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾖﾘ

(  54.93) 061219019 大西 由奈(1)
花園

(354) ｵｵﾆｼ ﾕｲﾅ
060913011 松本 紘奈(1)

花園
(357) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾅ

5 東住吉 060307018 大久保 織(2)
東住吉

ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ (223) ｵｵｸﾎﾞ ｼｷ
273354 050611001 細見 波華(2)

東住吉
(224) ﾎｿﾐ ﾊﾙｶ

(  56.00) 051122009 百木 文菜(2)
東住吉

(225) ﾓﾓｷ ｱﾔﾅ
060714018 禰宜元 美月(1)

東住吉
(367) ﾈｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ

061105021 森 彩奈(1)
東住吉

(368) ﾓﾘ ｱﾔﾅ
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女子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 八尾 050616021 日笠 芽衣(2)

八尾
ﾔｵ (107) ﾋｶｻ ﾒｲ
273364 050701012 伊藤 仁希(2)

八尾
(108) ｲﾄｳ ﾆｷ

(  52.80) 060726003 大久保 志澪(1)
八尾

(323) ｵｵｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ
061109012 下山 あかり(1)

八尾
(324) ｼﾓﾔﾏ ｱｶﾘ

070103015 高橋 千鶴(1)
八尾

(325) ﾀｶﾊｼ ﾁﾂﾞﾙ
060728020 寺尾 叶(1)

八尾
(326) ﾃﾗｵ ｶﾅ

7 八尾翠翔 040510019 伊佐 皇鈴(3)
八尾翠翔

ﾔｵｽｲｼｮｳ (210) ｲｻ ﾐﾚｲ
273366 040915015 伊東 彩美(3)

八尾翠翔
(211) ｲﾄｳ ｱﾔﾐ

(  51.90) 040413015 馬詰 麻由(3)
八尾翠翔

(212) ｳﾏﾂﾞﾒ ﾏﾕ
040610004 佐々木 璃子(3)

八尾翠翔
(213) ｻｻｷ ﾘｺ

060930006 村井 菜月美(1)
八尾翠翔

(373) ﾑﾗｲ ﾅﾂﾐ
8 教育ｾﾝﾀｰ附 041002004 小椋 寿音(3)

教育ｾﾝﾀｰ附属
ｷｮｳｲｸｾﾝﾀｰﾌ (172) ｵｸﾞﾗ ｺﾄﾈ
273369 041027010 多田 悠未(3)

教育ｾﾝﾀｰ附属
(174) ﾀﾀﾞ ﾕｳﾐ

(  52.00) 060316003 中島 夢音(2)
教育ｾﾝﾀｰ附属

(175) ﾅｶｼﾏ ﾒｲ
060402005 勝山 れんか(1)

教育ｾﾝﾀｰ附属
(302) ｶﾂﾔﾏ ﾚﾝｶ

9 山本 050610015 布袋 未来(2)
山本

ﾔﾏﾓﾄ (117) ﾎﾃｲ ﾐｸ
273370 060314012 山﨑 心陽(2)

山本
(118) ﾔﾏｻｷ ｺﾊﾙ

(  52.86) 060123014 山下 桜奈(2)
山本

(119) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ
050928016 田仲 彩音(2)

山本
(314) ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

060429014 大岡 千暁(1)
山本

(315) ｵｵｵｶ ﾁｱｷ
060317012 須波 紗雪(2)

山本
(374) ｽﾜ ｻﾕｷ

10 夕陽丘 050917018 巣山 友莉(2)
夕陽丘

ﾕｳﾋｶﾞｵｶ (198) ｽﾔﾏ ﾕﾘ
273371 050813017 松宮 優奈(2)

夕陽丘
(199) ﾏﾂﾐﾔ ﾕｳﾅ

(  57.90) 060621021 福井 心衣(1)
夕陽丘

(330) ﾌｸｲ ｺｺｲ
061004021 秋野 茉央(1)

夕陽丘
(332) ｱｷﾉ ﾏｵ

070122018 城者 真侑(1)
夕陽丘

(334) ｼﾞｮｳｼｬ ﾏﾕ
060819019 喜村 風香(1)

夕陽丘
(336) ｷﾑﾗ ﾌｳｶ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

女子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 生野 060102003 大張 菜心(2)

生野
ｲｸﾉ (43) ｵｵﾊﾞﾘ ﾅｺ
273401 050824012 酒匂 奏(2)

生野
(44) ｻｺｳ ｶﾅﾃﾞ

(  49.16) 060306012 庄田 羽菜(2)
生野

(45) ｼｮｳﾀﾞ ﾊﾅ
060503008 川畑 心春(1)

生野
(48) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺﾊﾙ

061020008 小西 沙英(1)
生野

(49) ｺﾆｼ ｻｴ
060519015 西久保 朱(1)

生野
(417) ﾆｼｸﾎﾞ ｱｶﾘ

12 泉大津 041018022 誉田 想(3)
泉大津

ｲｽﾞﾐｵｵﾂ (278) ｺﾝﾀﾞ ｿｳ
273403 041229001 長谷川 叶月(3)

泉大津
(279) ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾞｷ

(  54.00) 061021010 小平 鈴奈(1)
泉大津

(380) ｺﾋﾗ ｽｽﾞﾅ
060822035 藤原 菜々子(1)

泉大津
(381) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅｺ

13 大塚 041115003 奥田 萌佳(3)
大塚

ｵｵﾂｶ (2) ｵｸﾀﾞ ﾓｴｶ
273407 040806017 塚本 稀愛来(3)

大塚
(7) ﾂｶﾓﾄ ｷｱﾗ

(  47.72) 051013005 田中 美羽(2)
大塚

(15) ﾀﾅｶ ﾐｳ
060619002 合澤 舞(1)

大塚
(22) ｱｲｻﾞﾜ ﾏｲ

060425005 芦髙 愛桜(1)
大塚

(23) ｱｼﾀｶ ﾏｵ
070308004 福村 和海(1)

大塚
(32) ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ

14 鳳 050706001 奥野 菜那(2)
鳳

ｵｵﾄﾘ (257) ｵｸﾉ ﾅﾅ
273408 051227008 宮﨑 優衣(2)

鳳
(258) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ

(  53.74) 061130007 亀井 葉月(1)
鳳

(347) ｶﾒｲ ﾊﾂﾞｷ
060916007 北羅 広奈(1)

鳳
(348) ｷﾀﾗ ﾋﾛﾅ

061228012 髙橋 佳暖(1)
鳳

(349) ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ
070109007 小倉 桃(1)

鳳
(435) ｵｸﾞﾗ ﾓﾓ

15 金岡 060307017 矢野 友梨(2)
金岡

ｶﾅｵｶ (191) ﾔﾉ ﾕｳﾘ
273411 051026019 四方 愛華(2)

金岡
(192) ｼｶﾀ ｱｲｶ

(  58.00) 050819016 本村 美空(2)
金岡

(193) ﾓﾄﾑﾗ ﾐｸ
050615007 芝本 優衣(2)

金岡
(194) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｲ

061019020 佐藤 心菜(1)
金岡

(403) ｻﾄｳ ｺｺﾅ
070111008 道脇 麻朝(1)

金岡
(404) ﾐﾁﾜｷ ﾏｱｻ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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女子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 河南 050415013 岡野 菜々(2)

河南
ｶﾅﾝ (122) ｵｶﾉ ﾅﾅ
273412 060204005 竹田 奈々子(2)

河南
(123) ﾀｹﾀﾞ ﾅﾅｺ

(  52.20) 050804003 野中 彩葉(2)
河南

(124) ﾉﾅｶ ｱﾔﾊ
050819006 福沢 香苗(2)

河南
(125) ﾌｸｻﾜ ｶﾅｴ

051213019 寺田 花渚(2)
河南

(126) ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾅ
070217005 伊藤 桃佳(1)

河南
(439) ｲﾄｳ ﾓﾓｶ

17 岸和田 050816003 渡部 夏奏(2)
岸和田

ｷｼﾜﾀﾞ (110) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ
273413 060202011 上ﾉ山 仁里(2)

岸和田
(112) ｳｴﾉﾔﾏ ｻﾄﾘ

(  50.84) 050511012 南 紗希(2)
岸和田

(113) ﾐﾅﾐ ｻｷ
050518011 丸山 愛碧(2)

岸和田
(114) ﾏﾙﾔﾏ ｱｵｲ

060607006 松下 優(1)
岸和田

(359) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ
061219012 加山 智尋(1)

岸和田
(360) ｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ

18 久米田 050924009 菊本 佳奈(2)
久米田

ｸﾒﾀﾞ (199) ｷｸﾓﾄ ｶﾅ
273415 060307006 倉邊 莉子(2)

久米田
(200) ｸﾗﾍﾞ ﾘｺ

(  57.00) 050914004 坂本 紗菜(2)
久米田

(201) ｻｶﾓﾄ ｻﾅ
060325011 武田 怜杏(2)

久米田
(202) ﾀｹﾀﾞ ﾚｱ

060814004 小田 陽詩(1)
久米田

(391) ｵﾀﾞ ﾋﾅﾀ
060607002 黒部 菜花(1)

久米田
(392) ｸﾛﾍﾞ ﾅﾉｶ

19 堺上 050404010 岩本 茉奈美(2)
堺上

ｻｶｲｶﾐ (171) ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ
273418 050628009 馬屋原 くるみ(2)

堺上
(172) ｳﾏﾔﾊﾗ ｸﾙﾐ

(  55.39) 061123008 岡本 希莉(1)
堺上

(362) ｵｶﾓﾄ ｷﾘ
070115014 岩岡 美来(1)

堺上
(426) ｲﾜｵｶ ﾐｸ

20 堺西 060317006 上村 さくら(2)
堺西

ｻｶｲﾆｼ (213) ｳｴﾑﾗ ｻｸﾗ
273422 050923014 島岡 真保(2)

堺西
(215) ｼﾏｵｶ ﾏﾎ

(  53.84) 050412024 田中 遥菜(2)
堺西

(216) ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ
050408027 山口 美咲(2)

堺西
(217) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ
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女子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 佐野 050719002 池上 舞(2)

佐野
ｻﾉ (129) ｲｹｶﾞﾐ ﾏｲ
273425 050523015 渕原 凛(2)

佐野
(130) ﾌﾁﾊﾗ ﾘﾝ

(  54.18) 051111009 舛本 来羽(2)
佐野

(132) ﾏｽﾓﾄ ｸﾚﾊ
060723006 西野 晴夏(1)

佐野
(332) ﾆｼﾉ ﾊﾙｶ

070328003 松山 沙悠(1)
佐野

(333) ﾏﾂﾔﾏ ｻﾕ
070328004 松山 未悠(1)

佐野
(334) ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾕ

22 狭山 051008002 金森 葉流(2)
狭山

ｻﾔﾏ (291) ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙ
273427 051212007 苅田 結都(2)

狭山
(292) ｶﾘﾀ ﾕｽﾞ

(  54.36) 050930007 桐木 綾音(2)
狭山

(293) ｷﾘｷ ｱﾔﾈ
050730015 舩津 碧依(2)

狭山
(294) ﾌﾅﾂ ｱｵｲ

060517009 森城 友美(1)
狭山

(449) ﾓﾘｷ ﾄﾓﾐ
060301005 阿部 優(2)

狭山
(462) ｱﾍﾞ ﾕｳ

23 信太 050816001 西川 庵(2)
信太

ｼﾉﾀﾞ (236) ﾆｼｶﾜ ｲｵﾘ
273429 050613003 三好 芹奈(2)

信太
(238) ﾐﾖｼ ｾﾘﾅ

(  57.55) 050708017 山本 琳子(2)
信太

(239) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｺ
060425019 酒巻 美咲(1)

信太
(427) ｻｶﾏｷ ﾐｻｷ

061205020 山田 美咲(1)
信太

(428) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ
24 泉北 060322007 大西 咲季(2)

泉北
ｾﾝﾎﾞｸ (222) ｵｵﾆｼ ｻｷ
273436 051126005 斗谷 日々希(2)

泉北
(227) ﾊｶﾘﾀﾞﾆ ﾋﾋﾞｷ

(  53.41) 060723007 寒川 美咲(1)
泉北

(344) ｿｳｶﾞﾜ ﾐｻｷ
061213005 池田 衣里(1)

泉北
(406) ｲｹﾀﾞ ｲｻﾄ

061028007 布袋屋 詩(1)
泉北

(408) ﾎﾃﾔ ｳﾀ
061018009 峯村 彩加(1)

泉北
(409) ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔｶ

25 泉陽 060109004 中條 晴加(2)
泉陽

ｾﾝﾖｳ (90) ﾅｶｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ
273437 050627007 中司 ひので(2)

泉陽
(91) ﾅｶﾂｶｻ ﾋﾉﾃﾞ

(  56.27) 051007014 西村 菜々香(2)
泉陽

(92) ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｶ
061001015 岩谷 紬生(1)

泉陽
(365) ｲﾜﾀﾆ ﾂﾑｷﾞ

060714024 髙井 心菜(1)
泉陽

(367) ﾀｶｲ ｺｺﾅ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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女子対校 4×100m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 登美丘 050704021 岩村 咲綾(2)

登美丘
ﾄﾐｵｶ (264) ｲﾜﾑﾗ ｻｱﾔ
273443 051117013 梅垣 美咲(2)

登美丘
(265) ｳﾒｶﾞｷ ﾐｻｷ

(  53.36) 050607020 兼田 紗渚(2)
登美丘

(266) ｶﾈﾀ ｻﾅ
050710005 切畑 来愛(2)

登美丘
(267) ｷﾘﾊﾀ ｸﾚｱ

050707015 西岡 七海(2)
登美丘

(269) ﾆｼｵｶ ﾅﾅﾐ
051015005 原 彩奈(2)

登美丘
(270) ﾊﾗ ｱﾔﾅ

27 三国丘 050827021 吉良 夏穂(2)
三国丘

ﾐｸﾆｶﾞｵｶ (100) ｷﾗ ｶﾎ
273464 050627009 堀添 陽(2)

三国丘
(101) ﾎﾘｿﾞｴ ﾋﾅﾀ

(  54.00) 050708011 西谷 美空(2)
三国丘

(102) ﾆｼﾀﾆ ﾐｸ
060801006 赤木 広子(1)

三国丘
(382) ｱｶｷﾞ ﾋﾛｺ

061110011 野間 由依加(1)
三国丘

(386) ﾉﾏ ﾕｲｶ
060916003 渡部 夢菜(1)

三国丘
(389) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒﾅ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
【会場】ヤンマーフィールド長居

女子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 阿倍野 061201002 赤沢 有希(1)

阿倍野
ｱﾍﾞﾉ (369) ｱｶｻﾞﾜ ﾕﾉ
273301 061106002 長命 ゆきの(1)

阿倍野
(370) ﾁｮｳﾒｲ ﾕｷﾉ

(4:56.66) 061225001 橋原 杏奈(1)
阿倍野

(371) ﾊｼﾊﾗ ｱﾝﾅ
060702020 矢野 はるか(1)

阿倍野
(372) ﾔﾉ ﾊﾙｶ

2 清水谷 060317015 岩倉 早希(2)
清水谷

ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ (186) ｲﾜｸﾗ ｻｷ
273327 050529005 浦 知世(2)

清水谷
(187) ｳﾗ ﾄﾓﾖ

(4:24.76) 051124012 北野 由佳(2)
清水谷

(188) ｷﾀﾉ ﾕｶ
051221019 吉田 美月(2)

清水谷
(190) ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ

060531026 岡田 結捺(1)
清水谷

(307) ｵｶﾀﾞ ﾕﾅ
061231010 松下 吏花(1)

清水谷
(310) ﾏﾂｼﾀ ﾘｶ

3 天王寺 060316007 角野 心春(2)
天王寺

ﾃﾝﾉｳｼﾞ (122) ｶｸﾉ ｺﾊﾙ
273344 051001016 前島 有稀(2)

天王寺
(127) ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｷ

(4:32.00) 060321004 森田 咲良(2)
天王寺

(128) ﾓﾘﾀ ｻｸﾗ
050926001 竹田 愛梨(2)

天王寺
(132) ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾘ

050729024 藤井 華音(2)
天王寺

(134) ﾌｼﾞｲ ｶﾉﾝ
050717005 増田 千夏(2)

天王寺
(135) ﾏｽﾀﾞ ﾁﾅﾂ

4 東住吉 060307018 大久保 織(2)
東住吉

ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ (223) ｵｵｸﾎﾞ ｼｷ
273354 050611001 細見 波華(2)

東住吉
(224) ﾎｿﾐ ﾊﾙｶ

(4:35.00) 051122009 百木 文菜(2)
東住吉

(225) ﾓﾓｷ ｱﾔﾅ
060714018 禰宜元 美月(1)

東住吉
(367) ﾈｷﾞﾓﾄ ﾐﾂﾞｷ

061105021 森 彩奈(1)
東住吉

(368) ﾓﾘ ｱﾔﾅ
5 布施 060126014 陰山 凛菜(2)

布施
ﾌｾ (159) ｶｹﾞﾔﾏ ﾘﾅ
273358 050810019 北野 里歩(2)

布施
(160) ｷﾀﾉ ﾘﾎ

(4:45.00) 060915017 吉本 彩也花(1)
布施

(298) ﾖｼﾓﾄ ｻﾔｶ
061014013 田中 美羽(1)

布施
(358) ﾀﾅｶ ﾐﾜ

061106012 野村 未来(1)
布施

(359) ﾉﾑﾗ ﾐｷ
060911008 吉村 美羽(1)

布施
(381) ﾖｼﾑﾗ ﾐｳ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 八尾 050616021 日笠 芽衣(2)

八尾
ﾔｵ (107) ﾋｶｻ ﾒｲ
273364 050701012 伊藤 仁希(2)

八尾
(108) ｲﾄｳ ﾆｷ

(4:20.00) 050623010 水島 かれん(2)
八尾

(109) ﾐｽﾞｼﾏ ｶﾚﾝ
050723013 北川 優菜(2)

八尾
(111) ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾅ

060726003 大久保 志澪(1)
八尾

(323) ｵｵｸﾎﾞ ｼｽﾞｸ
061109012 下山 あかり(1)

八尾
(324) ｼﾓﾔﾏ ｱｶﾘ

7 八尾翠翔 040510019 伊佐 皇鈴(3)
八尾翠翔

ﾔｵｽｲｼｮｳ (210) ｲｻ ﾐﾚｲ
273366 040915015 伊東 彩美(3)

八尾翠翔
(211) ｲﾄｳ ｱﾔﾐ

(4:24.67) 040413015 馬詰 麻由(3)
八尾翠翔

(212) ｳﾏﾂﾞﾒ ﾏﾕ
040610004 佐々木 璃子(3)

八尾翠翔
(213) ｻｻｷ ﾘｺ

060930006 村井 菜月美(1)
八尾翠翔

(373) ﾑﾗｲ ﾅﾂﾐ
8 山本 050603019 石川 稀歩来(2)

山本
ﾔﾏﾓﾄ (115) ｲｼｶﾜ ｷｱﾗ
273370 050610015 布袋 未来(2)

山本
(117) ﾎﾃｲ ﾐｸ

(4:33.00) 060123014 山下 桜奈(2)
山本

(119) ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ
050928016 田仲 彩音(2)

山本
(314) ﾀﾅｶ ｱﾔﾈ

060930016 直本 桃香(1)
山本

(316) ﾅｵﾓﾄ ﾓﾓｶ
060317012 須波 紗雪(2)

山本
(374) ｽﾜ ｻﾕｷ

9 夕陽丘 050408030 梅田 紗希(2)
夕陽丘

ﾕｳﾋｶﾞｵｶ (195) ｳﾒﾀﾞ ｻｷ
273371 050425025 上門 夕乃(2)

夕陽丘
(197) ｶﾐｶﾄﾞ ﾕﾉ

(4:50.00) 050917018 巣山 友莉(2)
夕陽丘

(198) ｽﾔﾏ ﾕﾘ
060621021 福井 心衣(1)

夕陽丘
(330) ﾌｸｲ ｺｺｲ

060504006 横田 葵(1)
夕陽丘

(331) ﾖｺﾀ ｱｵｲ
061004021 秋野 茉央(1)

夕陽丘
(332) ｱｷﾉ ﾏｵ

10 生野 050824012 酒匂 奏(2)
生野

ｲｸﾉ (44) ｻｺｳ ｶﾅﾃﾞ
273401 060306012 庄田 羽菜(2)

生野
(45) ｼｮｳﾀﾞ ﾊﾅ

(4:06.45) 060503008 川畑 心春(1)
生野

(48) ｶﾜﾊﾞﾀ ｺﾊﾙ
061020008 小西 沙英(1)

生野
(49) ｺﾆｼ ｻｴ

061223009 至田 有佑実(1)
生野

(50) ｼﾀﾞ ｱﾕﾐ
060519015 西久保 朱(1)

生野
(417) ﾆｼｸﾎﾞ ｱｶﾘ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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女子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 泉大津 041018022 誉田 想(3)

泉大津
ｲｽﾞﾐｵｵﾂ (278) ｺﾝﾀﾞ ｿｳ
273403 041229001 長谷川 叶月(3)

泉大津
(279) ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾞｷ

(4:35.00) 061021010 小平 鈴奈(1)
泉大津

(380) ｺﾋﾗ ｽｽﾞﾅ
060822035 藤原 菜々子(1)

泉大津
(381) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅﾅｺ

12 大塚 050323012 上山 友美恵(3)
大塚

ｵｵﾂｶ (3) ｳｴﾔﾏ ﾕﾐｴ
273407 040806017 塚本 稀愛来(3)

大塚
(7) ﾂｶﾓﾄ ｷｱﾗ

(3:54.80) 041031003 米澤 江桜(3)
大塚

(8) ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｵ
051013005 田中 美羽(2)

大塚
(15) ﾀﾅｶ ﾐｳ

060619002 合澤 舞(1)
大塚

(22) ｱｲｻﾞﾜ ﾏｲ
070308004 福村 和海(1)

大塚
(32) ﾌｸﾑﾗ ﾅｺﾞﾐ

13 鳳 050706001 奥野 菜那(2)
鳳

ｵｵﾄﾘ (257) ｵｸﾉ ﾅﾅ
273408 051227008 宮﨑 優衣(2)

鳳
(258) ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲ

(4:36.69) 061130007 亀井 葉月(1)
鳳

(347) ｶﾒｲ ﾊﾂﾞｷ
060916007 北羅 広奈(1)

鳳
(348) ｷﾀﾗ ﾋﾛﾅ

061228012 髙橋 佳暖(1)
鳳

(349) ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ
070109007 小倉 桃(1)

鳳
(435) ｵｸﾞﾗ ﾓﾓ

14 金岡 060307017 矢野 友梨(2)
金岡

ｶﾅｵｶ (191) ﾔﾉ ﾕｳﾘ
273411 051026019 四方 愛華(2)

金岡
(192) ｼｶﾀ ｱｲｶ

(4:50.00) 050819016 本村 美空(2)
金岡

(193) ﾓﾄﾑﾗ ﾐｸ
050615007 芝本 優衣(2)

金岡
(194) ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｲ

061019020 佐藤 心菜(1)
金岡

(403) ｻﾄｳ ｺｺﾅ
070111008 道脇 麻朝(1)

金岡
(404) ﾐﾁﾜｷ ﾏｱｻ

15 河南 050427026 中村 美卯(2)
河南

ｶﾅﾝ (121) ﾅｶﾑﾗ ﾐｳ
273412 050415013 岡野 菜々(2)

河南
(122) ｵｶﾉ ﾅﾅ

(4:20.00) 050804003 野中 彩葉(2)
河南

(124) ﾉﾅｶ ｱﾔﾊ
050819006 福沢 香苗(2)

河南
(125) ﾌｸｻﾜ ｶﾅｴ

051213019 寺田 花渚(2)
河南

(126) ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾅ
070128015 岡田 優芽(1)

河南
(440) ｵｶﾀﾞ ﾕﾒ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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女子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 岸和田 050816003 渡部 夏奏(2)

岸和田
ｷｼﾜﾀﾞ (110) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅ
273413 060202011 上ﾉ山 仁里(2)

岸和田
(112) ｳｴﾉﾔﾏ ｻﾄﾘ

(4:08.00) 050511012 南 紗希(2)
岸和田

(113) ﾐﾅﾐ ｻｷ
051028001 昼馬 和芭(2)

岸和田
(116) ﾋﾙﾏ ｶｽﾞﾊ

050814006 小南 奏花(2)
岸和田

(117) ｺﾐﾅﾐ ｶﾅﾊ
060607006 松下 優(1)

岸和田
(359) ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ

17 久米田 040804006 入谷 桃(3)
久米田

ｸﾒﾀﾞ (195) ｲﾘﾀﾆ ﾓﾓ
273415 050924009 菊本 佳奈(2)

久米田
(199) ｷｸﾓﾄ ｶﾅ

(4:50.00) 060307006 倉邊 莉子(2)
久米田

(200) ｸﾗﾍﾞ ﾘｺ
050914004 坂本 紗菜(2)

久米田
(201) ｻｶﾓﾄ ｻﾅ

060325011 武田 怜杏(2)
久米田

(202) ﾀｹﾀﾞ ﾚｱ
060814004 小田 陽詩(1)

久米田
(391) ｵﾀﾞ ﾋﾅﾀ

18 堺上 050404010 岩本 茉奈美(2)
堺上

ｻｶｲｶﾐ (171) ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ
273418 050628009 馬屋原 くるみ(2)

堺上
(172) ｳﾏﾔﾊﾗ ｸﾙﾐ

(4:34.90) 061123008 岡本 希莉(1)
堺上

(362) ｵｶﾓﾄ ｷﾘ
070115014 岩岡 美来(1)

堺上
(426) ｲﾜｵｶ ﾐｸ

19 堺西 060317006 上村 さくら(2)
堺西

ｻｶｲﾆｼ (213) ｳｴﾑﾗ ｻｸﾗ
273422 050923014 島岡 真保(2)

堺西
(215) ｼﾏｵｶ ﾏﾎ

(4:34.00) 050412024 田中 遥菜(2)
堺西

(216) ﾀﾅｶ ﾊﾙﾅ
050408027 山口 美咲(2)

堺西
(217) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ

20 堺東 950911015 今村 友音(2)
堺東

ｻｶｲﾋｶﾞｼ (231) ｲﾏﾑﾗ ﾕﾉ
273423 051125005 平田 ゆい花(2)

堺東
(232) ﾋﾗﾀ ﾕｲｶ

(4:41.36) 070216005 片上 侑紀(1)
堺東

(400) ｶﾀｶﾐ ﾕｷ
070223016 西村 奏音(1)

堺東
(401) ﾆｼﾑﾗ ｶﾉﾝ

070329007 松浦 心咲(1)
堺東

(464) ﾏﾂｳﾗ ﾐｻｷ
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【主管】大阪高等学校体育連盟 陸上競技専門部
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女子対校 4×400m
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 佐野 050523015 渕原 凛(2)

佐野
ｻﾉ (130) ﾌﾁﾊﾗ ﾘﾝ
273425 050907008 前田 明咲(2)

佐野
(131) ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｷ

(4:35.45) 051111009 舛本 来羽(2)
佐野

(132) ﾏｽﾓﾄ ｸﾚﾊ
051111010 舛本 未来(2)

佐野
(133) ﾏｽﾓﾄ ﾐﾗｲ

070328003 松山 沙悠(1)
佐野

(333) ﾏﾂﾔﾏ ｻﾕ
070328004 松山 未悠(1)

佐野
(334) ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾕ

22 狭山 051008002 金森 葉流(2)
狭山

ｻﾔﾏ (291) ｶﾅﾓﾘ ﾊﾙ
273427 051212007 苅田 結都(2)

狭山
(292) ｶﾘﾀ ﾕｽﾞ

(4:48.95) 050930007 桐木 綾音(2)
狭山

(293) ｷﾘｷ ｱﾔﾈ
050730015 舩津 碧依(2)

狭山
(294) ﾌﾅﾂ ｱｵｲ

060517009 森城 友美(1)
狭山

(449) ﾓﾘｷ ﾄﾓﾐ
060301005 阿部 優(2)

狭山
(462) ｱﾍﾞ ﾕｳ

23 信太 050816001 西川 庵(2)
信太

ｼﾉﾀﾞ (236) ﾆｼｶﾜ ｲｵﾘ
273429 050613003 三好 芹奈(2)

信太
(238) ﾐﾖｼ ｾﾘﾅ

(5:00.00) 050708017 山本 琳子(2)
信太

(239) ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝｺ
060425019 酒巻 美咲(1)

信太
(427) ｻｶﾏｷ ﾐｻｷ

061205020 山田 美咲(1)
信太

(428) ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ
24 泉北 060322007 大西 咲季(2)

泉北
ｾﾝﾎﾞｸ (222) ｵｵﾆｼ ｻｷ
273436 051126005 斗谷 日々希(2)

泉北
(227) ﾊｶﾘﾀﾞﾆ ﾋﾋﾞｷ

(  26.26) 060910012 河野 彩名(1)
泉北

(343) ｺｳﾉ ｱﾔﾅ
061213005 池田 衣里(1)

泉北
(406) ｲｹﾀﾞ ｲｻﾄ

061028007 布袋屋 詩(1)
泉北

(408) ﾎﾃﾔ ｳﾀ
061018009 峯村 彩加(1)

泉北
(409) ﾐﾈﾑﾗ ｱﾔｶ

25 泉陽 060109004 中條 晴加(2)
泉陽

ｾﾝﾖｳ (90) ﾅｶｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ
273437 050627007 中司 ひので(2)

泉陽
(91) ﾅｶﾂｶｻ ﾋﾉﾃﾞ

(4:34.49) 051007014 西村 菜々香(2)
泉陽

(92) ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｶ
061001015 岩谷 紬生(1)

泉陽
(365) ｲﾜﾀﾆ ﾂﾑｷﾞ

060714024 髙井 心菜(1)
泉陽

(367) ﾀｶｲ ｺｺﾅ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 登美丘 050704021 岩村 咲綾(2)

登美丘
ﾄﾐｵｶ (264) ｲﾜﾑﾗ ｻｱﾔ
273443 051117013 梅垣 美咲(2)

登美丘
(265) ｳﾒｶﾞｷ ﾐｻｷ

(4:31.03) 050710005 切畑 来愛(2)
登美丘

(267) ｷﾘﾊﾀ ｸﾚｱ
050707015 西岡 七海(2)

登美丘
(269) ﾆｼｵｶ ﾅﾅﾐ

051019017 宮浦 史佳(2)
登美丘

(272) ﾐﾔｳﾗ ﾌﾐｶ
061115005 西尾 姫依(1)

登美丘
(414) ﾆｼｵ ﾋﾖﾘ

27 東百舌鳥 050522005 麻野 結琳(2)
東百舌鳥

ﾋｶﾞｼﾓｽﾞ (246) ｱｻﾉ ﾕｲﾘ
273457 050516010 飯降 ななみ(2)

東百舌鳥
(247) ｲﾌﾞﾘ ﾅﾅﾐ

(4:45.00) 050718004 阪上 玲衣(2)
東百舌鳥

(249) ｻｶｳｴ ﾚｲ
050708013 髙森 愛菜(2)

東百舌鳥
(250) ﾀｶﾓﾘ ﾏﾅ

28 三国丘 050827021 吉良 夏穂(2)
三国丘

ﾐｸﾆｶﾞｵｶ (100) ｷﾗ ｶﾎ
273464 050627009 堀添 陽(2)

三国丘
(101) ﾎﾘｿﾞｴ ﾋﾅﾀ

(4:15.05) 050708011 西谷 美空(2)
三国丘

(102) ﾆｼﾀﾆ ﾐｸ
060419001 伊藤 綾乃(1)

三国丘
(338) ｲﾄｳ ｱﾔﾉ

060801006 赤木 広子(1)
三国丘

(382) ｱｶｷﾞ ﾋﾛｺ
060916003 渡部 夢菜(1)

三国丘
(389) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒﾅ


