
少年少女チャレンジマラソン
in奈良大会

令和４年１月２３日（日）

ロートフィールド奈良

主　催

総合型スポーツクラブKawai走愛RC

里風総合型クラブ上牧

協　賛

岩谷産業株式会社

ダイハツ工業株式会社

株式会社大塚製薬工場

シスメックス株式会社

後　援

一般財団法人奈良陸上競技協会

奈良少年少女陸上競技普及委員会



大会参加に関する注意事項 
 

今大会も新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じての開催となります。参加者、保護者の皆様には注意事項な

ど制限を厳守してご参加ください。 

以下について、必ず熟読いただき、ご理解のうえ、ご参加いただきますようお願いします。 

 

(1) 本競技会参加の、役員、審判、指導者、選手、引率保護者等は「体調管理チェックシート」を作成し、当日受

付時に提出してください。 

※当日、体調管理チェックシートに記載漏れや、体調不良等の方は入場できません。  

※提出の際、シートの記載内容、総数などに誤りが無いか確認し、責任をもって提出してください。 

  

(2) 入場者(指導者・選手・引率保護者等)は、ソーシャルディスタンス、及びマスク着用は必須とします。 

 

(3)近距離での会話や発声を避け、応援など大きな声を出すことは控えてください。 

 

(4)アルコール消毒液などは準備いたしますが、各自、うがい・手洗いなどの感染防止対策を徹底してください。 

 

(5)密集・密閉・密接空間をつくらないようにするため、更衣室の準備はしません。 

 ※注 (9)コロナ感染拡大防止対策として競技終了後は、随時競技場から退場してください。  

会場に留まることの無いように、ご協力お願いします。 

  

(6)競技会終了後に感染の疑い・感染等を確認した場合は、速やかに主催者に報告してください。 

 

(7)役員、協力審判員について 

・11 時 30 分、競技場正面玄関付近に集合してください。 

・役員、協力審判員には受付時に役割分担表番号の ID を配布します。 

・12 時 00 分、入場。入場後は、役員室、器具、コース設定など、大会準備をお願いします。 

・12 時 30 分、本部前で打合せを行います。 

 

(8)当日の受付について 

・受付時間 12 時 00 分〜 (競技場正面玄関付近) ※受付準備完了後、随時開始します。 

【 受付の流れ 】 

1、体調管理チェックシート提出 (役員・協力審判員・指導者・選手・引率保護者等) 

        2、参加料の徴収 

      ※参加料は、封筒にチーム名・参加料金額を記載し、釣銭の無いように、紙幣+硬貨は最小限で、ご

準備してください。 

        3、ID カード、入場許可証について (体調管理チェックシート記載者) 

・指導者(コーチ)、引率保護者等には入場許可証を配布します。※選手への配布は致しません。 

・入場許可証は、各チームごとに、配布数を確認し、大会終了時に必ず返却してください。  

4、欠場等について 

欠場等の報告、プログラム訂正等あればお伝えください。 

★参加賞について 

        ・参加賞【大会名印字のボールペン、O S−１、お菓子】 

      走り終えた後、受付でゼッケンを見せてください。確認後、お渡しいたします。 

 

(9) 競技場開場時間 

・選手・指導者・引率保護者等  (メイン競技場・補助競技場・芝生スタンド席)  

開場時間 12 時 30 分予定 (前後する場合があります) 

  ※出入口は競技場 100m スタート側の大階段の 1 箇所です。 

※指導者、選手、引率保護者等の待機場所は、原則、メインスタンド席、及び、芝生スタンドのみとします。 

本来、無観客試合としたいのですが、子どもたちの活躍を見る機会が少ないことから、今回は家族等の入場

制限は設けません。 

感染症対策を徹底し、ソーシャルディスタンスを保ち、マスク着用、飲食は控え、お互いに配慮し譲り合っ

てご観覧ください。 

 

 

(10)競技場内立ち入りについて  



・競技場内(メイン競技場・補助競技場)へは、選手、役員、協力審判員、指導者(コーチ)以外は立ち入り出来ま

せん。 

・引率保護者等は、原則、メインスタンド席、及び、芝生スタンドでの観覧となります。 

外周での観覧は出来ません。 

・競技場内へは、スタンド内側階段(100m スタート側入口・ゴール側出口の 2 カ所)を選手、指導者(コーチ)

の出入口として使用してください。 

 ・メイン競技場、補助競技場での練習は 13 時 20 分までとします。  

・ウォーミングアップ後は、スタンドにて待機してください 

 

(11)スタンド席への出入口の指定について 

・競技場 100m スタート側の大階段の 1 箇所とします。 

常に入場許可証(当日配布)を携帯してください。 

出入口で係員が入場許可証を確認いたします。 

入場許可証が無いと入場できません。 

なお、入場者は体調管理チェックシート記載者のみとなります。 

貸し借りは厳禁とします。 

 

(12)招集について 

・競技開始 10 分前となっております。 

・招集場所は 100m スタート側付近で、腰ゼッケンを配布いたします。 

競技場内スタンド内側階段 100m スタート側入口を使用してください。 

なお、競技終了後は、競技場内スタンド内側階段コール側出口を使用してください。 

 

(13)選手の感染症対策について 

 ・ウォーミングアップの前後、競技の前後はマスクの着用を徹底してください。 

スタート前にマスクを外しポケットへ入れ、ゴール後、すぐに着用してください。 

※ゴール後、マスクが無い場合（ポケット等がない）は、マスクを配布いたします。 

 

(14)表彰について 

・各部の 1 位〜3 位までの入賞者へメダル、賞状、１位には副賞を授与いたします。 

・各競技終了後、そのまま、場内メインスタンド前で、速やかに行う予定です。 

場内放送でご確認ください。 

※表彰式については、実施予定。ただし、状況により、代表者に纏めてお渡しする場合があります。 

 

(15)駐車場について 運動公園内駐車場に限りがありますので、公共の交通機関をご利用ください。  

・車でご来場の場合は、乗り合わせを行うなど、台数を少なくなるよう、ご協力お願いします。 

また、駐車する場合は、表示案内等の指示に従い駐車してください。 

付近への違法駐車等の無いよう、ご協力お願いします。 

 

(16)その他、大会要項記載の注意事項等の内容も、必ずご確認いただき、注意事項を厳守していただき競技会に

ご参加ください。ご理解いただけ無い場合は ご参加をご遠慮いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (17)コース変更について 

    １km コース（小学生１年生・２年生・３年生の部） スタート・ゴール位置 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.５km コース（小学生４年生・５年生・６年生） スタート・ゴール位置、競技場を先に 1 週する 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 



13:15

スタートじかん 種目 部門 人数
召集時刻

第3～4コーナー招集場所

13:30 パラ・エンジョイラン 7 8　名 13:20

1年男子マラソン 1 男子 17　名

1年女子マラソン 1 女子 6　名

2年男子マラソン 2 男子 23　名

2年女子マラソン 2 女子 17　名

14:15 3年男子マラソン 3 男子 32　名 14:05

14:30 3年女子マラソン 3 女子 21　名 14:20

14:45 4年男子マラソン 4 男子 38　名 14:35

15:00 4年女子マラソン 4 女子 28　名 14:50

15:15 5年男子マラソン 5 男子 25　名 15:05

15:30 5年女子マラソン 5 女子 30　名 15:20

15:45 6年男子マラソン 6 男子 31　名 15:35

16:00 6年女子マラソン 6 女子 23　名 15:50

16:30

少年少女チャレンジマラソン in奈良大会　タイムテーブル

開会宣言

閉会宣言

※表彰（各部門1～3位）については、ホームストレート前にて、
準備でき次第、随時実施予定です。放送にてご案内いたします。

13:35

13:5014:00

13:45



少年少女チャレンジマラソンin奈良大会

パラ・エンジョイ 男子・女子 400ｍ 13：30　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

♤1 赤井　大樹 あかい　だいき

♡2 林　あかり はやし　あかり

♤3 山中　大地 やまなか　だいち

♤4 丸山　大輝 まるやま　だいき

♡5 濱田　樹里 はまだ　じゅり

♤6 大井　爽礼 おおい　そら

♤7 山中　友博 やまなか　ともひろ

♡8 圓山　美里 まるやま　みさと



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生１年生 男子・女子 1.0Km 13：45　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

1♠1 堀野　晴大 ほりの　せいと フィールドキッズ 410

1♠2 澤田　大飛 さわだ　だいと 415

1♠3 中西　博都 なかにし　ひろと ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 430

1♠4 村元　創 むらもと　そう 450

1♠5 井久保　友誠 いくぼ　ゆうせい 三碓陸上クラブ 450

1♠6 大和　誠優 やまと　たかひろ 三碓陸上クラブ 450

1♠7 堀川　総司 ほりかわ　そうじ 三宅陸上クラブ 600

1♠8 嵯峨見　蒼斗 さがみ　あおと 三宅陸上クラブ 600

1♠9 中尾　大成 なかお　たいき 三宅陸上クラブ 600

1♠10 森田　和寿馬 もりた　かずま 三宅陸上クラブ 600

1♠11 眞田　聖也 さなだ　せいや 京都TFC 610

1♠12 堀　光琉 ほり　ひかる 京都TFC 620

1♠13 高田　海翔 たかだ　かいと スクデット陸上クラブ 630

1♠14 吉田　煌雅 よしだ　こうが 京都TFC 630

1♠15 岡田　晴大 おかが　はるた スクデット陸上クラブ 650

1♠16 小谷　璃光希 こたに　りつき スクデット陸上クラブ 650

1♠17 西岡　直汰郎 にしおか　なおたろう スクデット陸上クラブ 670

1♥1 野上　知花 のがみ　ちはな 三碓陸上クラブ 415

1♥2 山下　杏菜 やました　あんな フィールドキッズ 430

1♥3 西村　琴羽 にしむら　ことは ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 510

1♥4 杦本　紗耶夏 すぎもと　さやか ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 535

1♥5 軽本　奈々子 かるもと　ななこ 三宅陸上クラブ 620

1♥6 堂島　皐 どうじま　さつき スクデット陸上クラブ 630



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生２年生 男子・女子 1.0Km 14：00　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

2♠1 林　海翔 はやし　かいと 三碓陸上クラブ 355

2♠2 楳原　碧琉 うめはら　あいる 五條AC 355

2♠3 岸本　光史 きしもと　こうし 五條AC 355

2♠4 岡本　篤樹 おかもと　あつき フィールドキッズ 400

2♠5 竹田　遥人 たけだ　はると フィールドキッズ 400

2♠6 丹羽　優侍 にわ　ゆうじ フィールドキッズ 400

2♠7 吉田　直央 よしだ　なお フィールドキッズ 400

2♠8 佐藤　太一 さとう　たいち 三碓陸上クラブ 415

2♠9 安田　周司 やすだ　しゅうじ 里風SC上牧 415

2♠10 阪本　義煌 さかもと　よしあき 里風SC上牧 415

2♠11 渡邉　水翔 わたなべ　みなと フィールドキッズ 420

2♠12 南家　卓 なんけ　たく 三碓陸上クラブ 430

2♠13 平林　雅基 ひらばやし　まさき 440

2♠14 遊田　蒼来 あそだ　そら 三碓陸上クラブ 450

2♠15 高橋　杏太 たかはし　きょうた ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 530

2♠16 奥田　藍生 おくだ　あいき 三宅陸上クラブ 550

2♠17 箕輪　寛大 みのわ　かんた 三宅陸上クラブ 550

2♠18 安井　志 やすい　たいし 三宅陸上クラブ 550

2♠19 新吉　優翔 しんよし　ゆうと 三宅陸上クラブ 550

2♠20 塩濱　佑 しおはま　たすく 三宅陸上クラブ 550

2♠21 二宮　旭 にのみや　あさひ 三宅陸上クラブ 550

2♠22 齋藤　春翔 さいとう　はると 京都TFC 590

2♠23 佐藤　珠蒼 さとう　しゅうあ スクデット陸上クラブ 650

2♥1 奥　奈那世 おく　ななせ 五條AC 455

2♥2 飯干　愛菜 いいほし　あいな 三宅陸上クラブ 550

2♥3 柏原　佳奈 かしわばら　かな 三宅陸上クラブ 550

2♥4 城島　颯良 じょうじま　さら 京都TFC 575

2♥5 森田　日和 もりた　ひより 京都TFC 580

2♥6 三田村　羽菜 みたむら　はな 京都TFC 580

2♥7 森田　心晴 もりた　こはる 京都TFC 600

2♥8 木村　采葉 きむら　ことは 三宅陸上クラブ 600

2♥9 原野　心陽 はらの　こはる 三宅陸上クラブ 600

2♥10 川口　愛加 かわぐち　まなか 三宅陸上クラブ 600

2♥11 杉田　明莉 すぎた　あかり 三宅陸上クラブ 600

2♥12 松岡　りこ まつおか　りこ 三宅陸上クラブ 600

2♥13 木下　花音 きのした　かのん 三宅陸上クラブ 600

2♥14 山谷　穂佳 やまたに　ほのか 三宅陸上クラブ 600

2♥15 坂野　あさひ さかの　あさひ 三宅陸上クラブ 600

2♥16 田中　詩乃 たなか　しの ボーイスカウト北葛6団ビーバー隊 730

2♥17 藤澤　杏 ふじさわ　あん ボーイスカウト北葛6団ビーバー隊 730



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生３年生 男子 1.0Km 14：15　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

3♠1 山下　成悠 やました　まさはる フィールドキッズ 330

3♠2 中野　耀太 なかの　ようた 三碓陸上クラブ 335

3♠3 青崎　瑛大 あおさき　えいた 三碓陸上クラブ 340

3♠4 竹下　響希 たけした　ひびき 三碓陸上クラブ 345

3♠5 山本　蒼翔 やまもと　そうと ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 350

3♠6 服部　良祐 はっとり　りょうすけ ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 355

3♠7 渡邊　樹 わたなべ　いつき フィールドキッズ 400

3♠8 小倉　宗士 こくら　そうし 里風SC上牧 400

3♠9 川崎　颯介 かわさき　そうすけ 里風SC上牧 400

3♠10 巡　和仁 めぐり　かずひと 里風SC上牧 415

3♠11 角井　喜一 かくい　きいち ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 420

3♠12 松坂　颯真 まつさか　そうま 三碓陸上クラブ 425

3♠13 寺岡　大翔 てらおか　ひろと フィールドキッズ 430

3♠14 水野　皓太 みずの　こうた フィールドキッズ 430

3♠15 芳山　湊 よしやま　みなと アスレチカ京都 500

3♠16 石西　悠真 いそにし　ゆうま 里風SC上牧 515

3♠17 塩濱　風真 しおはま　ふうま 三宅陸上クラブ 530

3♠18 丹波　真寬 たんば　まひろ 三宅陸上クラブ 530

3♠19 岸上　和篤 きしがみ　かずま 三宅陸上クラブ 530

3♠20 川邊　楓斗 かわべ　　ふうと 三宅陸上クラブ 530

3♠21 村上　慶次 むらかみ　けいじ 三宅陸上クラブ 530

3♠22 水野　湊介 みずの　そうすけ 三宅陸上クラブ 530

3♠23 宮城　颯介 みやぎ　りゅうすけ スクデット陸上クラブ 540

3♠24 高田　空雅 たかだ　くうが スクデット陸上クラブ 540

3♠25 上村　知浩 かみむら　ともひろ 京都TFC 540

3♠26 守屋　幹士 もりや　みきと アスレチカ京都 540

3♠27 牧野　力丸 まきの　りきまる 三宅陸上クラブ 540

3♠28 西岡　康史郎 にしおか　こうしろう スクデット陸上クラブ 550

3♠29 平島　遣都 ひらしま　けんと スクデット陸上クラブ 550

3♠30 鈴木　陽翔 すずき　はると 里風SC上牧 550

3♠31 吉野　将真 よしの　しょうま 京都TFC 560

3♠32 山中　晴翔 やまなか　はると スクデット陸上クラブ 570

3♠33 髙野　大智 たかの　だいち 京都TFC 585



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生３年生 女子 1.0Km 14：30　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

3♥1 丸山　翼 まるやま　つばさ 五條AC 335

3♥2 三木　蒼葉 みき　あおば 三碓陸上クラブ 400

3♥3 岡坂　七海 おかさか　ななみ 三碓陸上クラブ 410

3♥4 足立　結海 あだち　ゆうみ フィールドキッズ 430

3♥5 布浦　芽生彩 ぬのうら　めいさ 京都TFC 500

3♥6 田中　杏菜 たなか　あんな ＡＣ山添 500

3♥7 田中　柚菜 たなか　ゆうな ＡＣ山添 500

3♥8 橋本　梓 はしもと　あずさ ＡＣ山添 500

3♥9 中森　愛 なかもり　まなみ 三宅陸上クラブ 530

3♥10 森本　帆々菜 もりもと　ほほな 三宅陸上クラブ 530

3♥11 小島　愛以 こじま　めい 三宅陸上クラブ 540

3♥12 吉田　望未 よしだ　のぞみ スクデット陸上クラブ 550

3♥13 溝井　英恵 みぞい　はなえ スクデット陸上クラブ 550

3♥14 青木　心奈 あおき　ここな スクデット陸上クラブ 550

3♥15 原野　陽向 はらの　ひなた 三宅陸上クラブ 550

3♥16 野田　菜々美 のだ　ななみ スクデット陸上クラブ 560

3♥17 北浦　真緒 きたうら　まお スクデット陸上クラブ 560

3♥18 大井　梨々香 おおい　りりか スクデット陸上クラブ 560

3♥19 丸瀬　波夷羅 まるせ　はいら 三宅陸上クラブ 600

3♥20 鎌田　希珠 かまだ　のぞみ 三宅陸上クラブ 600



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生４年生 男子 1.5Km 14：45　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

4♠1 藤島　円真 ふじしま　えんしん スクデット陸上クラブ 520

4♠2 中村　虹太 なかむら　こうた 三宅陸上クラブ 520

4♠3 堀内　瑛仁 ほりうち　えいと 三碓陸上クラブ 530

4♠4 井上　雅久 いのうえ　がく 五條AC 530

4♠5 楳原　星汐 うめはら　せな 五條AC 530

4♠6 中村　颯 なかむら　はやて 三宅陸上クラブ 530

4♠7 小西　悠夢 こにし　ひさむ 三宅陸上クラブ 530

4♠8 安村　煌祇 やすむら　こうき ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 540

4♠9 藤林　良成 ふじばやし　よしなり 三宅陸上クラブ 540

4♠10 吉村　俐人 よしむら　りと 三宅陸上クラブ 545

4♠11 法用　璃久 ほうよう　りく フィールドキッズ 545

4♠12 渋谷　健太 しぶたに　けんた 三碓陸上クラブ 550

4♠13 澤田　一輝 さわだ　いっき 550

4♠14 川口　煌世 かわぐち　こうせい 三宅陸上クラブ 550

4♠15 西脇　慶 にしわき　けい 三碓陸上クラブ 600

4♠16 大地　健仁 おおち　けんと アスレチカ京都 600

4♠17 絹笠　楓都 きぬがさ　ふうと アスレチカ京都 600

4♠18 森田　康生 もりた　こうせい 京都TFC 600

4♠19 相川　暖仁 あいかわ　はると 三宅陸上クラブ 600

4♠20 佐古　龍樹 さこ　りょうき 三宅陸上クラブ 600

4♠21 中谷　優志 なかたに　ゆうし フィールドキッズ 600

4♠22 加藤　夏芽 かとう　なつめ 鴻ノ池SC 600

4♠23 朝井　大智 あさい　だいち ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 610

4♠24 土居　秀寿 どい　ひでとし 三碓陸上クラブ 615

4♠25 瀧本　惇人 たきもと　あつと 三碓陸上クラブ 620

4♠26 勝山　大維志 かつやま　たいし 三宅陸上クラブ 620

4♠27 岡　蒼真 おか　そうま 三宅陸上クラブ 620

4♠28 川上　煌賢 かわかみ　こうけん 王寺町陸上クラブ 630

4♠29 原田　龍之介 はらだ　りゅうのすけ 京都TFC 630

4♠30 上別府　瑶太 かみべっぷ　ようた 里風SC上牧 630

4♠31 池端　旺太郎 いけばた　おうたろう 三宅陸上クラブ 640

4♠32 北池　航大 きたいけ　こうた 京都TFC 650

4♠33 阿部　冬弥 あべ　とうや 三宅陸上クラブ 650

4♠34 礒崎　凌成 いそざき　りょうせい 三碓陸上クラブ 700

4♠35 中西　悠騎 なかにし　はるき ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 700

4♠36 田口　結都 たぐち　ゆうと 三宅陸上クラブ 700

4♠37 坂野　僚星 さかの　りょうせい 三碓陸上クラブ 720

4♠38 吉田　拓磨 よしだ　たくま 三碓陸上クラブ 720



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生４年生 女子 1.5Km 15：00　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

4♥1 椿本　 実央 つばきもと　みお 下市陸上クラブ 530

4♥2 山村　莉凪 やまむら　りな アスレチカ京都 540

4♥3 山下　咲菜 やました　さな フィールドキッズ 545

4♥4 川邊　杏奈 かわべ　あんな 三宅陸上クラブ 550

4♥5 飯干　裕菜 いいほし　ひろな 三宅陸上クラブ 550

4♥6 大竹　亜羽琳 おおたけ　あうり フィールドキッズ 550

4♥7 中山　玲佳 なかやま　れいか フィールドキッズ 550

4♥8 平林　真衣 ひらばやし　まい 600

4♥9 坂口　愛唯徠 さかぐち　あいら 王寺町陸上クラブ 600

4♥10 川上　彩恵 かわかみ　さえ フィールドキッズ 600

4♥11 井上　和奏 いのうえ　わかな 三碓陸上クラブ 610

4♥12 木村　咲綾 きむら　さあや 三碓陸上クラブ 615

4♥13 百谷　美沙子 ひゃくたに　みさこ 里風SC上牧 615

4♥14 眞田　紗歌 さなだ　すずか 京都TFC 620

4♥15 木村　美香子 きむら　みかこ 王寺町陸上クラブ 620

4♥16 安川　愛莉 やすかわ　あいり 三宅陸上クラブ 620

4♥17 安井　芯 やすい　しん 三宅陸上クラブ 620

4♥18 佐々木　梨衣子 ささき　りいこ 里風SC上牧 620

4♥19 杉田　陽彩 すぎた　ひいろ 三宅陸上クラブ 630

4♥20 軽本　聡美 かるもと　さとみ 三宅陸上クラブ 630

4♥21 二宮　美奈歩 にのみや　みなほ 三宅陸上クラブ 630

4♥22 冬木　心渚 ふゆき　ここな 三宅陸上クラブ 630

4♥23 宮川　心花 みやがわ　こはな 三宅陸上クラブ 630

4♥24 坂野　ひより さかの　ひより 三宅陸上クラブ 630

4♥25 督永　百花 とくなが　ももか フィールドキッズ 630

4♥26 中尾　莉彩 なかお　りあ 三宅陸上クラブ 640

4♥27 隅岡　実夢 すみおか　みゆ 三宅陸上クラブ 700

4♥28 山村　奈々 やまむら　なな 三碓陸上クラブ 720



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生５年生 男子 1.5Km 15：15　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

5♠1 中森　健太 なかもり　けんた 三宅陸上クラブ 450

5♠2 椿本　 凌久 つばきもと　りく 下市陸上クラブ 457

5♠3 大谷　俊平 おおたに　しゅんぺい ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 500

5♠4 東條　朔弥 とうじょう　さくや 三碓陸上クラブ 510

5♠5 吉田　怜矢 よしだ　れいや 三碓陸上クラブ 510

5♠6 辻　良真 つじ　りょうま 大和郡山市子ども駅伝代表チーム 510

5♠7 水巻　直也 みずまき　なおや 三碓陸上クラブ 515

5♠8 平山　桜大 ひらやま　おうだい ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 515

5♠9 香川　翔貴 かがわ　しょうき 三碓陸上クラブ 520

5♠10 田井　涼真 たい　りょうま 三宅陸上クラブ 530

5♠11 野殿　岳 のどの　たける 鴻ノ池SC 530

5♠12 井岡　靖大郎 いおか　せいたろう ＡＣ山添 530

5♠13 徳永　晃人 とくなが　あきと 三碓陸上クラブ 540

5♠14 田中　大惺 たなか　たいせい ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 540

5♠15 今吉　聡一 いまよし　そういち フィールドキッズ 540

5♠16 遊田　琉来 あそだ　りく 三碓陸上クラブ 550

5♠17 荒木　ディビッド あらき　デイビッド 王寺町陸上クラブ 550

5♠18 池田　圭甫 いけだ　けいすけ 三宅陸上クラブ 550

5♠19 浅田　壮祐 あさだ　そうすけ 三宅陸上クラブ 550

5♠20 河島　空良 かわしま　そら 三碓陸上クラブ 555

5♠21 池端　連太郎 いけばた　れんたろう 三宅陸上クラブ 600

5♠22 森若　陽希 もりわか　はるき フィールドキッズ 600

5♠23 竹村　虎羽 たけむら　とわ 三宅陸上クラブ 620

5♠24 森　勇樹 もり　ゆうき ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 630

5♠25 山谷　颯輝 やまたに　さつき 三宅陸上クラブ 700



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生５年生 女子 1.5Km 15：30　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

5♥1 福島　百葉 ふくしま　ももは 三碓陸上クラブ 505

5♥2 福山　ひら ふくやま　ひら 三碓陸上クラブ 510

5♥3 鶴長　桃花 つるなが　ももか 三碓陸上クラブ 520

5♥4 東山　愛純 ひがしやま　あすみ スクデット陸上クラブ 520

5♥5 大門　文音 だいもん　あやね 三碓陸上クラブ 530

5♥6 仁賀　菜々美 にが　ななみ 三碓陸上クラブ 530

5♥7 永田　実紗希 ながた　みさき 三碓陸上クラブ 535

5♥8 横田　美月 よこた　みづき 三碓陸上クラブ 535

5♥9 井上　友希 いのうえ　ゆき 三碓陸上クラブ 540

5♥10 渋谷　柚衣 しぶたに　ゆい 三碓陸上クラブ 540

5♥11 福井　陽葵 ふくい　ひなた 三碓陸上クラブ 540

5♥12 湊　あおい みなと　あおい 三碓陸上クラブ 540

5♥13 山中　のどか やまなか　のどか ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 540

5♥14 山本　凛 やまもと　りん 三宅陸上クラブ 540

5♥15 中野　紗那 なかの　さな 三碓陸上クラブ 545

5♥16 積　友希 せき　ゆうき ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 545

5♥17 北中　莉瑚 きたなか　りこ 五條AC 545

5♥18 池信　希咲 いけのぶ　きさ フィールドキッズ 545

5♥19 大友　香波 おおとも　かなみ 大和郡山市子ども駅伝代表チーム 550

5♥20 高羽　夏穂 たかは　かほ 三宅陸上クラブ 550

5♥21 柴田　実乃莉 しばた　みのり アスレチカ京都 580

5♥22 河内　奈穂 かわうち　なほ 三宅陸上クラブ 600

5♥23 小原　未宇 おばら　みう フィールドキッズ 600

5♥24 一ツ矢　楓音 ひとつや　かのん フィールドキッズ 600

5♥25 徳田　光希 とくだ　みつき 三碓陸上クラブ 605

5♥26 山本　紗千 やまもと　さち 三碓陸上クラブ 605

5♥27 石井　きらり いしい　きらり 三宅陸上クラブ 610

5♥28 細川　さくら ほそかわ　さくら 三宅陸上クラブ 610

5♥29 鈴木　葵陽 すずき　あおい 里風SC上牧 640

5♥30 福田　恵理 ふくだ　えり ＡＣ山添 700



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生６年生 男子 1.5Km 15：45　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

6♠1 宇治本　啓 うじもと　けい 三碓陸上クラブ 450

6♠2 サウター　玲音 さうたー　りおん 三碓陸上クラブ 450

6♠3 河内　大輝 かわうち　だいき 三宅陸上クラブ 450

6♠4 中村　昊暉 なかむら　こうき スクデット陸上クラブ 490

6♠5 中野　結太 なかの　ゆうた スクデット陸上クラブ 490

6♠6 坂上　颯亮 さかがみ　りゅうすけ スクデット陸上クラブ 490

6♠7 難波　将生 なんば　まさき スクデット陸上クラブ 490

6♠8 川村　潤 かわむら　じゅん スクデット陸上クラブ 490

6♠9 山本　陽翔 やまもと　はると ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 505

6♠10 中田　悠樹 なかた　はるき 三碓陸上クラブ 510

6♠11 筒井　健臣 つつい　けんしん ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 510

6♠12 水野　航之介 みずの　こうのすけ 三宅陸上クラブ 510

6♠13 高橋　一誠 たかはし　いっせい ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 515

6♠14 植村　洪和 うえむら　ひろかず 三宅陸上クラブ 520

6♠15 川邊　徠斗 かわべ　らいと 三宅陸上クラブ 520

6♠16 冬木　塁 ふゆき　るい 三宅陸上クラブ 520

6♠17 嘉味本　龍毘 かみもと　りゅうび 三碓陸上クラブ 525

6♠18 安村　龍祇 やすむら　たつき ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 530

6♠19 坂口　悠惺 さかぐち　ゆうせい 王寺町陸上クラブ 530

6♠20 矢追　佑 やおい　たすく 三宅陸上クラブ 530

6♠21 岸本　一容 きしもと　いちよう 鴻ノ池SC 530

6♠22 柏谷　知希 かしわだに　ともき 里風SC上牧 530

6♠23 田中　蓮 たなか　れん ＡＣ山添 540

6♠24 茶本　大地 ちゃもと　だいち 三宅陸上クラブ 550

6♠25 早水　俊喜 はやみず　しゅんき 鴻ノ池SC 550

6♠26 飯原　大湖 いいはら　だいご 三碓陸上クラブ 555

6♠27 堀川　慶司 ほりかわ　けいじ 三宅陸上クラブ 600

6♠28 木下　輝也 きのした　てるや 三宅陸上クラブ 600

6♠29 百谷　政洋 ひゃくたに　まさひろ 里風SC上牧 615

6♠30 上西　進 うえにし　すすむ 三宅陸上クラブ 620

6♠31 中川　惇 なかがわ　つとむ 三碓陸上クラブ 640



少年少女チャレンジマラソンin奈良

小学生６年生 女子 1.5Km 16：00　スタート

ゼッケン番号 氏名 ふりがな 所属 目標タイム

6♥1 井川　真央 いかわ　まお 三碓陸上クラブ 455

6♥2 髙田　侑奈 たかた　ゆうな フィールドキッズ 510

6♥3 服部　花奈 はっとり　はな ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 520

6♥4 杉本　侑嬉乃 すぎもと　ゆきの フィールドキッズ 520

6♥5 花田　結衣 はなだ　ゆい フィールドキッズ 520

6♥6 丹羽　美海 にわ　みなみ フィールドキッズ 525

6♥7 宇野　瑚音美 うの　ことみ lotta 530

6♥8 堀野　菜日 ほりの　なのか フィールドキッズ 530

6♥9 田川　羽純 たがわ　はすみ ｋａｗａｉ走愛ＲＣ 535

6♥10 西本　名甫 にしもと　なほ 三宅陸上クラブ 540

6♥11 森村　飛鳥 もりむら　あすか 三宅陸上クラブ 540

6♥12 吉田　暖爽 よしだ　ののあ 三宅陸上クラブ 540

6♥13 中西　翠 なかにし　みどり フィールドキッズ 540

6♥14 鍋島　ここね なべしま　ここね フィールドキッズ 540

6♥15 藤原　美南 ふじわら　みなみ フィールドキッズ 540

6♥16 山口　千穂 やまぐち　ちほ 大和郡山市子ども駅伝代表チーム 550

6♥17 久松　来虹 ひさまつ　らに 里風SC上牧 555

6♥18 岡崎　芽莉 おかざき　めり 里風SC上牧 600

6♥19 鎌田　美乃里 かまだ　みのり 三宅陸上クラブ 610

6♥20 佐々木　衣澄 ささき　いずみ 里風SC上牧 615

6♥21 吉田　琴 よしだ　こと 三碓陸上クラブ 620

6♥22 石西　沙有 いそにし　さゆ 里風SC上牧 645

6♥23 増田　晏奈 ますだ　あんな ＡＣ山添 700
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