
２０１７年７月９日（日）

　決勝記録一覧表 奈良県立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 服部蓮太郎 １２．６９ 松本悠佑 １４．０９ 福嶋大陸 １４．５３ 砂山天 １４．６０ 石橋飛佑 １４．８３ 瀧岡英多 １４．９１ 酒井龍斗 １４．９２ 古賀智寛 １５．０８

風:-0.5 桜井ＡＣ 大会新 鴻ノ池SC ミルキーウェイ 耳成南陸上クラブ 鴻ノ池SC 三碓陸上クラブ 三碓陸上クラブ 三宅

男子　６年１００ｍ 濱口亮太 １２．７９ 米田拓生 １３．２４ 濱田新大 １３．２８ 松井優介 １３．６５ 湊大智 １３．６９ 宮下由衣人 １３．８２ 森口翔太 １３．９２ 大平泰誠 １４．２４

風:-0.4 志都美クラブ ミルキーウェイ フィールドキッズ 三宅 三宅 河合第二クラブ 三碓陸上クラブ 三宅
男子 ８０ｍＨ(70.0-7.0) 今西直也 １３．１２ 冨田雅晴 １３．４３ 木村仁耀 １４．０７ 福本陽己 １５．０７ 二階堂暢 １７．１９ 松井康成 １８．５７ 北林誠康 １９．０２ 木下大煌 ２０．４５

風:±0.0 河合第二クラブ 三碓陸上クラブ 里風総合型クラブ上牧 耳成南陸上クラブ 鴻ノ池SC 三宅 三宅 三宅

男子　４×１００ｍ 岩田凜太郎 ５３．０１ 櫻井湊 ５４．０４ 砂山天 ５５．０１ 難波優斗 ５５．０２ 澤辺風雅 ５５．３８ 梅本幹斗 ５５．８８ 井上翔太 ５７．８０

大西勧也 大会新 冨田雅晴 井上達希 宮下由衣人 多郷欣優 米田拓生 三重野愛斗

湊大智 川下優空 小坂翔真 戸島清太 石橋飛佑 福嶋大陸 堀内快生

松井優介 森口翔太 福本陽己 今西直也 松本悠佑 蓑田琉偉 久保海渡

三宅Ａ 三碓陸上クラブＡ 耳成南陸上クラブＡ 河合第二クラブＡ 鴻ノ池SCＡ ミルキーウェイ 三宅Ｂ

田中佑昇 ５５．０１

松岡陸大

布施勇紀

濱田新大

フィールドキッズ

男子　走 高 跳 田中佑昇 １ｍ３５ 梶谷都倭 １ｍ２９ 久保海渡 １ｍ２３ 井上翔太 １ｍ２０ 川下優空 １ｍ１５ 實藤仁 １ｍ１５ 河野哲也 １ｍ０５ 市丸慶樹 １ｍ００

フィールドキッズ 新沢AC 三宅 三宅 三碓陸上クラブ 鴻ノ池陸上クラブ 王寺町陸上クラブ 三碓陸上クラブ

男子　走 幅 跳 大西勧也 ４ｍ７０ 小坂翔真 ４ｍ６７ 多郷欣優 ４ｍ５６ 岡西璃輝 ４ｍ４５ 奥田海音 ４ｍ４３ 山村恭生 ４ｍ３７ 三重野愛斗 ４ｍ２８ 戸島清太 ４ｍ２０

風: 三宅 +1.0 耳成南陸上クラブ +0.8 鴻ノ池SC +1.6 フィールドキッズ +1.8 ＫＡＷＡＳＰＯ +0.6 スクデット +1.9 三宅 +0.7 河合第二クラブ +0.9
男子 ジャベリックボール投 石黒太陽 ４５ｍ５０ 長浜翔夢 ４４ｍ１７ 森川陽人 ３９ｍ９３ 小島伸介 ３９ｍ０９ 佐伯和哉 ３８ｍ４４ 大住槙月 ３７ｍ８７ 相川友希 ３６ｍ９９ 東勇仁 ３６ｍ２０

重心道陸上クラブ フィールドキッズ フィールドキッズ 鴻ノ池SC 耳成南陸上クラブ 里風総合型クラブ上牧 三宅 スクデット

女子　５年１００ｍ 吉田小晏 １４．９１ 堀口涼愛 １４．９９ 近藤妃菜 １５．２０ 梅本悠菜 １５．２９ 松倉綾音 １５．４５ 藤川奈々 １５．４９ 平賀こはる １５．５０ 太田垣菜々 １５．７１

風:-0.6 三宅 吉野ランニングスター 耳成南陸上クラブ 新沢AC フィールドキッズ ミルキーウェイ 鴻ノ池SC 三碓陸上クラブ

女子　６年１００ｍ 伊佐乃亜 １３．７４ 小倉かこ １４．１５ 藤田愛花 １４．２８ 中林美緒 １４．４１ 大西真未 １４．７９ 瀬田彩葉 １４．８２ 山本優和 １４．８６ 上山莉奈 １４．９１

風:-1.0 フィールドキッズ ミルキーウェイ 三宅 耳成南陸上クラブ 三宅 三宅 ミルキーウェイ フィールドキッズ

女子 ８０ｍＨ(70.0-7.0) 梅本温加 １３．６４ 吉本安寿 １４．８２ 北村かのは １５．００ 大田栞 １５．２２ 西田和乃花 １７．０７ 木下心愛 １８．８０ 三輪成実 １９．５２ ― ―

風:-0.9 河合第二クラブ 三碓陸上クラブ フィールドキッズ 三碓陸上クラブ 鴻ノ池SC 耳成南陸上クラブ 鴻ノ池SC

女子　４×１００ｍ 北山陽菜 ５５．１１ 瀬田彩葉 ５５．５６ 山本結菜 ５６．１４ 山上寧々 ５７．８４ 篠田菜緒 ５８．３６ 平賀こはる ５９．２７ 近藤妃菜 ５９．６０ 植田翔音 １．００．３０

伊佐乃亜 松川怜愛 小倉かこ 大田栞 梅本温加 釣本陽香 牛谷華奈絵 吉田真悠

北村かのは 藤田愛花 三浦彩加 植田百香 梅野想奈 田中咲良 岡本純佳 中島栞奈

上山莉奈 大西真未 山本優和 吉本安寿 澤田芽愛 西田和乃花 中林美緒 梅本悠菜

フィールドキッズＡ 三宅Ａ ミルキーウェイ 三碓陸上クラブＡ 河合第二クラブＡ 鴻ノ池SCＡ 耳成南陸上クラブＡ 新沢ACＡ

女子　走 高 跳 下村美桜 １ｍ２９ 山本結菜 １ｍ２３ 海原寧音 １ｍ２３ 奥田陽美 １ｍ２３ 植田翔音 １ｍ１５

フィールドキッズ ミルキーウェイ 王寺町陸上クラブ 里風総合型クラブ上牧 新沢AC

吉田真悠 １ｍ１５

新沢AC

釣本陽香 １ｍ１５

鴻ノ池SC

西羅多恵 １ｍ１５

三碓陸上クラブ

女子　走 幅 跳 北山陽菜 ４ｍ３６(+2.3) 山崎由季 ４ｍ２９ 田中寧々 ４ｍ００ 山口初音 ３ｍ９２ 中島栞奈 ３ｍ９１ 植田百香 ３ｍ７２ 鈴木寧 ３ｍ６９ 北田朱希 ３ｍ４４

風: フィールドキッズ 公4m33(+0.5) 里風総合型クラブ上牧 ＋０．５ PEEK ±0.0 PEEK +1.0 新沢AC +0.7 三碓陸上クラブ +0.6 PEEK +1.3 鴻ノ池陸上クラブ +0.5
女子 ジャベリックボール投 山本優子 ３２ｍ０６ 原田真裕 ３０ｍ８４ 岡田百叶 ２８ｍ９２ 北田心 ２６ｍ７０ 今西紗楽 ２５ｍ３７ 谷川明莉 ２５ｍ２８ 久住呂真衣 ２５ｍ２４ 石古藍 ２５ｍ１６

王寺町陸上クラブ 三碓陸上クラブ 耳成南陸上クラブ 河合第二クラブ 三碓陸上クラブ 三宅 フィールドキッズ 三宅

主催 公益財団法人日本陸上競技連盟 総 務 中窪　章二 記録主任 堺　　隆司

主管 一般財団法人奈良陸上競技協会 審判長 米村　雅幸

第３３回全国小学生陸上競技交流大会奈良県予選　(17290004)
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