
２０１２年７月１５日（日）

橿原公苑陸上競技場　（競技場コード：２９２０１０）

日付 種目 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

男子５年１００ｍ 池田　昌史 １４．５４ 大住　桂樹 １４．６０ 上田　陽仁 １４．６０ 泰　　敦大　　 １４．７９ 大住　映樹 １４．９６ 吉矢　悠大 １５．０９ 粉家　隆之助 １５．１６ 山口　達弥 １５．２５

風:＋１．６ 御所大正 御所大正 三碓陸上クラブ 鴻ノ池陸上クラブ 御所大正 ＡＣ山添 鴻ノ池ＳＣ 三碓陸上クラブ

男子６年１００ｍ 東川　大樹 １３．２５ 篠田　航平 １３．３９ 吉田　圭吾 １３．５５ 梅田　真宙 １３．９７ 福田　竜大 １４．１３ 村山　尊輪 １４．２７ 森本　雅人 １４．４０ 片山　 １４．６５

風:＋３．８ 三宅陸上クラブ 河合第二クラブ スクデット陸上クラブ 河合第二クラブ 鴻ノ池ＳＣ やまとＪＡＣ 三碓陸上クラブ 三宅陸上クラブ

男子８０ｍＨ 吉岡　大翔 １３．１６ 南地　将太郎 １４．０１

風:＋０．０ 三宅陸上クラブ ＰＥＥＫ

河合第二クラブＡ ５４．６２ 三宅陸上クラブＡ ５５．５１ 鴻ノＳＣ ５７．６５ 三碓陸上クラブＡ ５８．３５ スクデット陸上クラブＡ 58.46 三宅陸上クラブＣ １．０１．８３ ＰＥＥＫ １．０２．１７ 河合第二クラブＡ １．０２．８８

篠田　航平 片山　柊樹 尾山　泰喗 森本　雅人 蕪木　湧成 内苑　将成 南地　将太郎 藤井　一眞

梅田　真宙 東川　大樹 福田　竜大 上田　陽仁 吉田　圭吾 林　　陸 田村　直也 内倉　康介

上井　泰成 吉岡　大翔 林　　烈史 山口　達弥 片岡　貴征 井上　翔太 林　　寿樹 築瀬　怜

寺本　樹 武田　惇輔 松岡　仁 鎮西　良介 佐藤　聖 米田　淳人 嶋田　守弘 中尾　友哉

男子　走	 高	 跳 鎮西　良介 １ｍ２６ 牧野　　廉 １ｍ２３ 山口　拓斗 １ｍ２３ 松岡　　仁 １ｍ１５ 枡谷　陸斗 １ｍ１０

三宅陸上クラブ フィールドキッズ 三宅陸上クラブ 鴻ノ池ＳＣ 耳成南陸上クラブ

男子　走	 幅	 跳 済木　圭介 ４ｍ３０ 尾上　泰暉 ４ｍ２４ 寺本　　樹 ４ｍ１３ 林　　　陸 ４ｍ０６ 佐藤　　聖 ３ｍ９５ 田村　　真也 ３ｍ８７ 鍛冶　真弥 ３ｍ８４ 東浦　拓真 ３ｍ６５

新沢ＡＣ ー０．３ 鴻ノ池ＳＣ ー０．５ 河合第二クラブ －０．９ 三宅陸上クラブ陸上 －０．３ スクデット陸上クラブ －１．０ ＰＥＥＫ －０．５ 三宅陸上クラブ －１．２ 三宅陸上クラブ －２．３

男子ソフトボール投 中野　太一 ６５ｍ６３ 井ノ本　夏輝 ４８ｍ４８ 米田　淳人 ４６ｍ５８ 生島　大己 ４６ｍ００ 上脇　琉雅 ４５ｍ５６ 奥坊　翔太 ４２ｍ１４ 川口　直人 ４１ｍ０６ 藤井　天真 ３８ｍ２９

Univ.ＡＣ 大会新 ＡＣ山添 三宅陸上クラブ 三宅陸上クラブ ＡＣ山添 ＡＣ山添 スクデット陸上クラブ 三宅陸上クラブ

女子５年１００ｍ 谷口　　蘭　　 １４．０１ 藤田　萌花 １４．４１ 上島　優里 １４．５５ 倉本　　藍 １４．９６ 樋口　海奈 １５．０７ 藤田　詩乃 １５．１０ 峰本　　京 １５．２５

風:＋２．１ 三碓陸上クラブ 三宅陸上クラブ 鴻ノ池ＳＣ ミルキーウエイ 鴻ノ池ＳＣ ＰＥＥＫ 三碓陸上クラブ

女子６年１００ｍ 辻井　美緒 １３．９２ 長渡　風花 １４．５９ 増谷　桃菜 １４．９０ 辰己　加奈子 １４．９４ 中西　玲菜 １５．１８

風:＋１．３ 三宅陸上クラブ かんまき ミルキーウエイ 鴻ノ池陸上 耳成南陸上クラブ

女子８０ｍＨ 森　　咲良 １３．７２ 辻井　菜緒 １４．５９ 小谷　明日香 １５．２０ 木村　早智 １５．２５ 林　　杏奈 １６．０６ 村上　はるか １６．９６

風:＋２．１ 三宅陸上クラブ 三宅陸上クラブ かんまき ＰＥＥＫ 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ

ミルキーウエイＡ ５５，４８ 鴻ノ池ＳＣ ５７．４８ 三宅陸上クラブＡ ５７．７３ 三碓陸上クラブＡ ５８．３９ 耳成南陸上クラブ １．００．７１ ミルキーウエイＢ １．００．７６ 三宅陸上クラブＢ １．００．９８ 三碓陸上クラブＢ １．００．９８

川口　萌咲香 上島　優里 藤田　萌花 谷口　蘭 中西　怜奈 岡本　純佳 植田　麻香 今里　有希

森田　黎央奈 樋口　海奈 辻井　美緒 森　　咲良 浜田　侑芽 倉本　藍 寺川　青空 林　杏奈

福井　千夏 内田　奈緒子 加藤　妃奈乃 越水　はるか 金山　瑛愛 西口　万葉奈 荒木　麻里 粕本　弥邑

辻岡　花菜 杉岡　優羽 吉岡　里紗 峰本　涼 今井　美奈 南村　結衣 内苑　彩紗 酒井　彩優

女子　走	 高	 跳 村岡　優羽 １ｍ２９ 北見　真衣 １ｍ１５ 野上　愛理亜 １ｍ１５ 粕本　弥邑 １ｍ１０ 西本　愛菜 １ｍ０５ 渡部　花梨 １ｍ００

鴻ノ池ＳＣ スクデット陸上クラブ 三宅陸上クラブ陸上 三宅陸上クラブ 新沢ＡＣ 里風

寺川　青空 １ｍ１０

三宅陸上クラブ

女子　走	 幅	 跳 越水　はるか ４ｍ１４ 吉岡　里紗 ４ｍ１３ 内田　奈緒子 ３ｍ９６ 杉浦　千尋 ３ｍ８０ 浦辻　知菜莉 ３ｍ８０ 荒木　悠里 ３ｍ７４ 前田　晴香 ３ｍ６８ 植田　麻香 ３ｍ６６

三碓陸上クラブ －１．２ 三宅陸上クラブ ±０．０ 鴻ノ池ＳＣ －０．３ 里風 －１．２ 田原 －２．０ 三宅陸上クラブ －２．４ 天理クラブ －１．２ 三宅陸上クラブ －０．７

女子ソフトボール投 山本　美優 ４７ｍ７５ 奥野　風香 ４２ｍ４２ 上ノ井　奈菜 ３２ｍ４４ 永松　夏歩　 ３２ｍ０７ 山路　英里奈 ３１ｍ１２ 坂岡　未夢 ２８ｍ９７ 安田　鈴音 ２２ｍ３４ 西久保　実香 ２１ｍ８３

高田ＪＡＣ 河合第二クラブ ＡＣ山添 新沢ＡＣ スクデット陸上クラブ 里風 里風 耳成南陸上クラブ

主管 奈良陸上競技協会 総	 務 中窪　章二

審判長 髙原　俊治

記録主任 堺　　隆司

第２８回全国小学生陸上競技交流大会奈良県予選　(12290003)
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