
◎男子

種目 氏名 学年 所属

5年生 100m 大西 魁途 5  三宅陸上クラブ

6年生 100m 福山 和真 6 しきしまスポーツクラブ

コンバインドA ドゥースティ史也 6 河合第二クラブ  80mH 13.46 (-0.5) 1041 点 走高跳 1.35  1092 点

コンバインドB 中井 翼 6 五條ＡＣ  走幅跳  4.80 (-1.3)  1117点 ジャベボール 46.11 997 点

◎女子

種目 氏名 学年 所属

5年生 100m 中岡 莉里愛 5  ミルキーウェイ

6年生 100m 積 友希 6  Kawai走愛RC

コンバインドA 小西 苺果 5  フィールドキッズ  80mH  14.11 (-0.6) 930 点  走高跳 1.28 1011 点

コンバインドB 鶴長 桃花 6  三碓陸上クラブ  走幅跳  4.69 (-0.5) 1087 点  ジャベボール 47.69 1029 点

所属  走順 学年 氏名

1走 6  北野 琥太郎

2走 6  藤岡 奏磨

3走 5  藤山 咲来

4走 6  美田村 咲花

欠場 5 大竹 亜羽琳

種目 氏名 学年 所属

男子100m 池田 拓叶 5 フィールドキッズ

女子コンバインドBで鶴長桃花（三碓陸上クラブ）が全国優勝を達成いたしました。たくさんのご声援ありがとうございました。

（奈良少年少女陸上競技普及委員会）
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2022年8月20日　第38回全国小学生陸上競技交流大会　日産スタジアム（横浜国際競技場）　奈良県代表選手　記録一覧　
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 C決勝  5着  13.97（+0.1）

1組4着 14.48(+0.4)

◎男女混合　4×100mリレー

◎友好レース

フィールドキッズ 予選 6組7着 54.65

合計 2133点 総合18位

合計 2114点（県新） 総合13位

合計 1941点 総合22位

合計 2116点（県新） 総合1位

 予選 2組4着  13.87（-0.1）

 予選 2組7着 13.36 （+0.0）

 予選 1組6着  14.45（-0.3）

 予選 3組5着   13.93（+0.7）

記録



◎男子

種目 氏名 学年 所属

5年生 100m 大西 魁途 5 三宅陸上クラブ

6年生 100m 福山 和真 6 しきしまスポーツクラブ

コンバインドA ドゥースティ史也 6 河合第二クラブ 80mH  13.65 (-0.5) 1009 点  走高跳 1.29 1023 点

コンバインドB 中井 翼 6 五條ＡＣ  走幅跳  4.60 (+2.1) 1061点 ジャベボール 37.33 818 点 

◎女子

種目 氏名 学年 所属

5年生 100m 中岡 莉里愛 5 ミルキーウェイ

6年生 100m 積 友希 6 Kawai走愛RC

コンバインドA 小西 苺果 5 フィールドキッズ 80mH 13.87 (-0.7)  971 点 走高跳 1.26 988 点

コンバインドB 鶴長 桃花 6 三碓陸上クラブ 走幅跳 4.18 (-1.3) 944 点 ジャベボール 41.56 904 点

所属 走順 学年 氏名

1走 6 北野 琥太郎

2走 6 藤岡 奏磨

3走 5 大竹 亜羽琳

4走 6 美田村 咲花

補 5 池田 拓叶

補 5 藤山 咲来

合計 1959 点

合計 1848 点

◎男女混合　4×100mリレー

フィールドキッズ

予選会記録

 予選 53.92　 決勝 53.88

全国大会は2022年8月20日（土）に神奈川県横浜市の日産スタジアム（横浜国際総合競技場）で開催予定です。

奈良県代表選手として一致団結し、全力を尽くして挑みましょう。皆さんの活躍を期待しています。

（奈良少年少女陸上競技普及委員会）

第38回全国小学生陸上競技交流大会　奈良県代表選手　奈良県予選記録一覧　(2022年7月17日：橿原公苑陸上競技場)

決勝 14.02（-0.1）  予選 13.89（-1.3）

  予選 13.54（-0.3） 決勝 13.26（+0.4）

予選会記録

予選会記録

合計 2032 点

合計 1879 点

予選14.52（-0.8） 決勝14.54（-0.2）

予選14.01（-1.0） 決勝 13.79（-0.6）


