
競技会 第66回大阪マスターズ記録会兼2017府民スポーツ・レクリエーション大会

期　日 2017年10月14日（土） ＜小・中学生の部＞

会　場 ヤンマーフィールド長居

種目 学年 順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属 記録 風速

60m 小学1年 1 茶珍  風雅 ﾁｬﾁﾝ ﾌｳｶﾞ 男 丸山陸上クラブ 12秒15 -0.1m

60m 小学1年 2 稲吉  厚志 ｲﾅﾖｼ ｱﾂｼ 男 なにわJAC 12秒32 -0.1m

60m 小学1年 3 須田    樹 ｽﾀﾞ ｲﾂｷ 男 豊中市 12秒58 -0.1m

60m 小学1年 4 永本  清人 ﾅｶﾞﾓﾄ ｷﾖﾄ 男 丸山陸上クラブ 13秒38 -0.1m

60m 小学1年 - 村島  翔太 ﾑﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 男 なにわJAC 欠場

60m 小学1年 - 花村  航平 ﾊﾅﾑﾗ ｺｳﾍｲ 男 アスリートネット 欠場

60m 小学2年 1 河野  通至 ｺｳﾉ ﾐﾁﾖｼ 男 なにわJAC 10秒12 +0.7m

60m 小学2年 2 中垣  遥翔 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ 男 なにわJAC 10秒51 -0.1m

60m 小学2年 3 白須  輝信 ｼﾗｽ ﾃﾙﾉﾌﾞ 男 羽曳野ＲＣ 10秒72 +0.7m

60m 小学2年 4 中村    禅 ﾅｶﾑﾗ ｾﾞﾝ 男 丸山陸上クラブ 10秒77 +0.7m

60m 小学2年 5 中條  喜仁 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾖｼﾋﾄ 男 アスリートネット 11秒15 +0.7m

60m 小学2年 6 田野  元恭 ﾀﾉ ﾓﾄﾕｷ 男 神戸市東灘区 11秒24 +0.7m

60m 小学2年 7 山本琥太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 男 豊中市 11秒35 -0.1m

60m 小学2年 8 明海  慶信 ﾐｮｳｶｲ ｹｲｼﾝ 男 丸山陸上クラブ 11秒38 +0.7m

60m 小学2年 9 高山  志道 ﾀｶﾔﾏ ｼﾄﾞｳ 男 丸山陸上クラブ 12秒42 +0.7m

60m 小学2年 10 江田    要 ｴﾀﾞ ｶﾅﾒ 男 丸山陸上クラブ 14秒17 +0.7m

60m 小学3年 1 工藤  条士 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 男 大阪市 9秒97 +0.1m

60m 小学3年 2 加藤  唯人 ｶﾄｳ ﾕｲﾄ 男 Abeno T&F 10秒68 +0.1m

60m 小学3年 3 小池  瑛斗 ｺｲｹ ｴｲﾄ 男 アスリートネット 11秒24 +0.1m

60m 小学3年 4 富永  裕孝 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾐﾁ 男 丸山陸上クラブ 11秒63 +0.1m

60m 小学3年 5 西田  陸真 ﾆｼﾀﾞ ﾘｸﾏ 男 なにわJAC 11秒67 +0.1m

60m 小学3年 6 木下  真一 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁ 男 松原市 12秒04 +0.1m

60m 小学3年 7 野村  昌弘 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 男 丸山陸上クラブ 12秒91 +0.1m

60m 小学3年 8 田中麟太郎 ﾀﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 男 丸山陸上クラブ 13秒42 +0.1m

60m 小学3年 9 山谷  大海 ﾔﾏﾀﾆ ﾋﾛﾐ 男 阪南市 欠場

60m 小学1年 1 佐々木麗心 ｻｻｷ ﾘｺ 女 なにわJAC 11秒19 +1.0m

60m 小学1年 2 高槻    夢 ﾀｶﾂｷ ﾕﾒ 女 兵庫県丹波市 11秒36 +1.0m

60m 小学1年 3 大家  春乃 ｵｵﾔ ﾊﾙﾉ 女 丸山陸上クラブ 11秒41 +1.0m

60m 小学1年 4 中村    杏 ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 女 丸山陸上クラブ 12秒21 +1.0m

60m 小学1年 5 高槻    煌 ﾀｶﾂｷ ｷﾗ 女 兵庫県丹波市 12秒50 +1.0m

60m 小学2年 1 佐竹  信美 ｻﾀｹ ｺﾄﾐ 女 アスリートネット 11秒17 +1.3m

60m 小学2年 2 松室    希 ﾏﾂﾑﾛ ﾉｿﾞﾐ 女 Abeno T&F 11秒50 +1.3m

60m 小学2年 3 榊原  礼奈 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾔﾅ 女 Abeno T&F 11秒91 +1.3m

60m 小学2年 4 地村  和華 ｼﾞﾑﾗ ﾉﾊﾞｶ 女 滋賀県高島市 12秒01 +1.3m

60m 小学2年 5 安藤  静咲 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｽﾞｻ 女 B.S.A.C 12秒09 +1.3m

60m 小学2年 6 山縣  英奈 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾊﾅ 女 大阪市城東区 12秒42 +1.3m

60m 小学2年 7 大城  ちゆ ｵｵｼﾛ ﾁﾕ 女 兵庫県西宮市 12秒49 +1.3m

60m 小学3年 1 後藤  千都 ｺﾞﾄｳ ﾁﾋﾛ 女 なにわJAC 9秒60 -0.3m

60m 小学3年 2 菅原  咲希 ｽｶﾞﾊﾗ ｻｷ 女 アスリートネット 9秒61 -0.3m

60m 小学3年 3 木村  柚月 ｷﾑﾗ ﾕｽﾞｷ 女 Abeno T&F 10秒77 -0.3m

60m 小学3年 4 玉井  見歩 ﾀﾏｲ ﾐﾎ 女 堺市中区 11秒29 -0.3m

60m 小学3年 5 山本  真優 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕ 女 豊中市 11秒46 -0.3m

60m 小学3年 6 藤田  紗奈 ﾌｼﾞﾀ ｻﾅ 女 なにわJAC 11秒70 -0.3m

60m 小学3年 7 山邊真依和 ﾔﾏﾍﾞ ﾏｲｱ 女 Abeno T&F 11秒90 -0.3m

60m 小学3年 8 大崎  海音 ｵｵｻｷ ｱﾏﾈ 女 アスリートネット 12秒05 -0.3m

60m 小学3年 9 小林  実有 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕ 女 Abeno T&F 12秒30 -0.3m

100m 小学4年 1 小原  唯弦 ｵﾊﾗ ﾕﾂﾙ 男 B.S.A.C 15秒32 -0.1m

1/5



競技会 第66回大阪マスターズ記録会兼2017府民スポーツ・レクリエーション大会

期　日 2017年10月14日（土） ＜小・中学生の部＞

会　場 ヤンマーフィールド長居

種目 学年 順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属 記録 風速

100m 小学4年 2 阿部真輝斗 ｱﾍﾞ ﾏｷﾄ 男 なにわJAC 15秒40 -0.1m

100m 小学4年 3 平川  靖士 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 男 神戸市 15秒93 +0.2m

100m 小学4年 4 花村  蒼大 ﾊﾅﾑﾗ ｿｳﾀ 男 アスリートネット 16秒26 -0.1m

100m 小学4年 5 荻原  奏介 ｵｷﾞﾜﾗ ｿｳｽｹ 男 兵庫県三田市 16秒39 +0.2m

100m 小学4年 6 山根  悠雅 ﾔﾏﾈ ﾕｳｶﾞ 男 Abeno T&F 16秒81 +0.2m

100m 小学4年 7 志賀  映斗 ｼｶﾞ ｴｲﾄ 男 丸山陸上クラブ 16秒92 +0.2m

100m 小学4年 8 宮上    明 ﾐﾔｶﾞﾐ ｱｷﾗ 男 丸山陸上クラブ 16秒95 +0.2m

100m 小学4年 9 白岩 浅青ｱﾙｶﾞﾏ ｼﾗｲﾜ ｱｻﾊﾙ 男 丸山陸上クラブ 17秒53 +0.2m

100m 小学4年 10 大家承太郎 ｵｵｶ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 男 丸山陸上クラブ 17秒62 -0.1m

100m 小学4年 11 半田  晃士 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳｼﾞ 男 丸山陸上クラブ 17秒69 +0.2m

100m 小学4年 12 堀井  風児 ﾎﾘｲ ﾌｳｼﾞ 男 丸山陸上クラブ 17秒94 +0.2m

100m 小学4年 13 長谷川匠悟 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 男 丸山陸上クラブ 18秒69 -0.1m

100m 小学4年 14 浅野  晴輝 ｱｻﾉ ﾊﾙｷ 男 羽曳野ＲＣ 19秒16 -0.1m

100m 小学4年 15 原田  晃輔 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｽｹ 男 丸山陸上クラブ 20秒06 -0.1m

100m 小学4年 - 小森  脩平 ｺﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 男 アスリートネット 欠場

100m 小学5年 1 井上  真優 ｲﾉｳｴ ｼｭｳ 男 アスリートネット 14秒28 +0.9m

100m 小学5年 2 村島  優太 ﾑﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 男 なにわJAC 14秒50 +0.9m

100m 小学5年 3 丸山  直大 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 男 B.S.A.C 14秒53 +0.7m

100m 小学5年 4 河野  通成 ｺｳﾉ ﾐﾁﾅﾘ 男 なにわJAC 14秒76 +0.7m

100m 小学5年 5 大串  恵寿 ｵｵｸﾞｼ ｹｲｼﾞｭ 男 なにわJAC 14秒94 +0.9m

100m 小学5年 6 松下  龍生 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷ 男 貝塚中央陸上クラブ14秒98 +0.7m

100m 小学5年 7 山岸  亮太 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 男 貝塚中央陸上クラブ15秒06 +0.7m

100m 小学5年 8 植原  蓮翔 ｳｴﾊﾗ ﾚﾝﾄ 男 羽曳野ＲＣ 15秒26 +0.7m

100m 小学5年 9 岡田  晴希 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 男 兵庫県川西市 15秒44 -0.1m

100m 小学5年 10 中村  勇貴 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男 貝塚中央陸上クラブ15秒58 +0.9m

100m 小学5年 11 住田  翔太 ｽﾐﾀﾞ ｼｮｳﾀ 男 羽曳野ＲＣ 15秒59 +0.9m

100m 小学5年 12 稲吉  悠翔 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ 男 なにわJAC 15秒83 +0.7m

100m 小学5年 13 田中  蒼太 ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 男 なにわJAC 15秒89 +0.9m

100m 小学5年 14 永柄  風星 ｴｶﾞﾗ ﾌｳｾｲ 男 B.S.A.C 16秒46 +0.9m

100m 小学5年 15 三好  大地 ﾐﾖｼ ﾀﾞｲﾁ 男 兵庫県川西市 16秒64 +0.9m

100m 小学5年 16 向井    陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ 男 なにわJAC 16秒66 -0.1m

100m 小学5年 17 岡本  智也 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 男 貝塚中央陸上クラブ16秒87 +0.9m

100m 小学5年 18 中崎  櫂斗 ﾅｶｻﾞｷ ｶｲﾄ 男 なにわJAC 17秒00 +0.7m

100m 小学5年 19 西風  瑞希 ﾆｼｶｾﾞ ﾐｽﾞｷ 男 貝塚中央陸上クラブ17秒01 +0.7m

100m 小学5年 - 古屋敷颯仁 ﾌﾙﾔｼｷ ﾊﾔﾄ 男 貝塚中央陸上クラブ 欠場

100m 小学6年 1 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ 健太 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ ｹﾝﾀ 男 なにわJAC 13秒44 +1.2m

100m 小学6年 2 石川  心希 ｲｼｶﾜ ｼﾝｷ 男 アスリートネット 13秒78 -0.4m

100m 小学6年 3 津田    慎 ﾂﾀﾞ ｼﾝ 男 なにわJAC 13秒83 -0.4m

100m 小学6年 4 川上  大城 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 男 丸山陸上クラブ 14秒05 -0.4m

100m 小学6年 5 松方  優治 ﾏﾂｶﾀ ﾕｳｼﾞ 男 丸山陸上クラブ 14秒25 +1.2m

100m 小学6年 6 北川  稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ 男 なにわJAC 14秒40 -0.4m

100m 小学6年 7 田畑  和真 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 男 アスリートネット 14秒52 +1.2m

100m 小学6年 8 志賀  春斗 ｼｶﾞ ﾊﾙﾄ 男 丸山陸上クラブ 14秒98 +1.2m

100m 小学6年 9 岡田  歩希 ｵｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 男 貝塚中央陸上クラブ15秒49 +1.2m

100m 小学6年 10 佐々木大洋 ｻｻｷ ﾀｲﾖｳ 男 貝塚中央陸上クラブ15秒59 -0.4m

100m 小学6年 11 山縣    翔 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼｮｳ 男 大阪市城東区 15秒72 -0.4m

100m 小学6年 12 河原  弘真 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾏ 男 貝塚中央陸上クラブ15秒76 +1.2m
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競技会 第66回大阪マスターズ記録会兼2017府民スポーツ・レクリエーション大会

期　日 2017年10月14日（土） ＜小・中学生の部＞

会　場 ヤンマーフィールド長居

種目 学年 順位 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所属 記録 風速

100m 小学6年 13 西出  理駆 ﾆｼﾃﾞ ﾘｸﾄ 男 貝塚中央陸上クラブ16秒64 +1.2m

100m 小学6年 14 小谷龍之介 ｺﾀﾆ ﾘｭｳﾉｽｹ 男 羽曳野ＲＣ 16秒66 -0.4m

100m 小学6年 15 高田  真洋 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 男 羽曳野ＲＣ 16秒78 +1.2m

100m 小学6年 16 笹原  天馬 ｻｻﾊﾗ ﾃﾝﾏ 男 貝塚中央陸上クラブ17秒30 +1.2m

100m 小学6年 17 岡田  光生 ｵｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 男 貝塚中央陸上クラブ17秒60 -0.4m

100m 小学6年 - 杉浦  渓心 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｼﾝ 男 滋賀県高島市 欠場

100m 小学4年 1 松尾  逢香 ﾏﾂｵ ｱｲｶ 女 B.S.A.C 16秒32 +1.0m

100m 小学4年 2 梶本  沙良 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾗ 女 泉州アップル 16秒53 +1.0m

100m 小学4年 3 久保  彩夏 ｸﾎﾞ ｱﾔｶ 女 泉州アップル 16秒59 +1.0m

100m 小学4年 4 窪田香凜奈 ｸﾎﾞﾀ ｶﾘﾅ 女 アスリートネット 16秒85 +1.0m

100m 小学4年 5 丹野  瑞花 ﾀﾝﾉ ﾐｽﾞｶ 女 B.S.A.C 16秒94 +1.0m

100m 小学4年 6 村尾  愛芽 ﾑﾗｵ ｱﾔﾒ 女 アスリートネット 16秒98 +0.5m

100m 小学4年 7 東  真理奈 ﾋｶﾞｼ ﾏﾘﾅ 女 丸山陸上クラブ 17秒23 +0.5m

100m 小学4年 8 高橋  和奏 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 女 泉州アップル 18秒04 +1.0m

100m 小学4年 9 福﨑咲穂子 ﾌｸｻﾞｷ ｻﾎｺ 女 大阪市城東区 18秒10 +1.0m

100m 小学4年 10 平田  莉央 ﾋﾗﾀ ﾘｵ 女 泉州アップル 18秒87 +1.0m

100m 小学4年 11 江田    聖 ｴﾀﾞ ﾋｼﾞﾘ 女 丸山陸上クラブ 19秒54 +1.0m

100m 小学5年 1 島田  幸羽 ｼﾏﾀﾞ ｺﾊﾈ 女 なにわJAC 14秒28 -0.2m

100m 小学5年 2 吉村  優希 ﾖｼﾑﾗ ﾕｷ 女 なにわJAC 14秒76 -0.2m

100m 小学5年 3 上村  凛子 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 女 なにわJAC 14秒89 +0.4m

100m 小学5年 4 水野  佳奈 ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾅ 女 なにわJAC 15秒07 -0.2m

100m 小学5年 5 高宮ひかり ﾀｶﾐﾔ ﾋｶﾘ 女 泉州アップル 15秒16 -0.2m

100m 小学5年 6 佐々木乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ 女 なにわJAC 15秒43 +0.4m

100m 小学5年 7 西田菜々海 ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 女 なにわJAC 15秒45 -0.2m

100m 小学5年 8 石川  笑理 ｲｼｶﾜ ｴﾐﾘ 女 アスリートネット 15秒72 +0.4m

100m 小学5年 9 藤本  一花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾁｶ 女 なにわJAC 15秒95 +0.4m

100m 小学5年 10 井上  陽菜 ｲﾉｳｴ ﾋﾅ 女 泉州アップル 16秒32 -0.2m

100m 小学5年 11 岡田有理沙 ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ 女 アスリートネット 16秒75 +0.4m

100m 小学5年 12 尾曲  姫衣 ｵﾏｶﾞﾘ ﾒｲ 女 貝塚中央陸上クラブ16秒97 -0.2m

100m 小学5年 13 矢部  美咲 ﾔﾍﾞ ﾐｻｷ 女 貝塚中央陸上クラブ17秒73 +0.4m

100m 小学5年 14 田中  美結 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 女 貝塚中央陸上クラブ17秒97 -0.2m

100m 小学5年 15 濱野ゆらら ﾊﾏﾉ ﾕﾗﾗ 女 貝塚中央陸上クラブ18秒10 +0.4m

100m 小学5年 16 山口  胡桃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 女 貝塚中央陸上クラブ18秒13 -0.2m

100m 小学6年 1 坂本  小春 ｻｶﾓﾄ ｺﾊﾙ 女 岡山県笠岡市 13秒81 +0.6m

100m 小学6年 2 宅田  愛実 ﾀｸﾀﾞ ｱﾐ 女 泉州アップル 14秒17 +0.6m

100m 小学6年 3 瀧野  未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ 女 京都府八幡市 14秒23 +0.4m

100m 小学6年 4 尾川  美空 ｵｶﾞﾜ ﾐｿﾗ 女 泉州アップル 14秒44 +0.6m

100m 小学6年 5 高木さき音 ﾀｶｷﾞ ｻｷﾈ 女 なにわJAC 14秒55 +0.6m

100m 小学6年 6 森脇    杏 ﾓﾘﾜｷ ｱﾝ 女 枚方市 14秒75 +0.6m

100m 小学6年 7 岡田祐里佳 ｵｶﾀﾞ ﾕﾘｶ 女 アスリートネット 15秒08 +0.8m

100m 小学6年 8 田尾  凛佳 ﾀｵ ﾘﾝｶ 女 なにわJAC 15秒26 +0.8m

100m 小学6年 9 伊藤  暖留 ｲﾄｳ ﾊﾙ 女 泉州アップル 16秒10 +0.8m

100m 小学6年 10 城倉  沙絵 ｼﾞｮｳｸﾗ ｻｴ 女 貝塚中央陸上クラブ16秒20 +0.8m

100m 小学6年 11 田中  瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 女 貝塚中央陸上クラブ16秒23 +0.6m

100m 小学6年 12 角野  心春 ｶｸﾉ ｺﾊﾙ 女 なにわJAC 16秒36 +0.8m

100m 小学6年 13 山田  響子 ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳｺ 女 神戸市 16秒68 +0.4m

100m 小学6年 14 島邊  実乃 ｼﾏﾍﾞ ﾐﾉ 女 貝塚中央陸上クラブ16秒72 +0.6m
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100m 小学6年 15 飯田  紗耶 ｲｲﾀﾞ ｻﾔ 女 貝塚中央陸上クラブ17秒30 +0.6m

100m 小学6年 16 大楠  優歩 ｵｵｸｽ ﾕｳｱ 女 貝塚中央陸上クラブ17秒93 +0.8m

100m 小学6年 17 吉津  心晶 ﾖｼｽﾞ ﾐｱ 女 貝塚中央陸上クラブ18秒37 +0.8m

100m 小学6年 18 森  こころ ﾓﾘ ｺｺﾛ 女 貝塚中央陸上クラブ18秒50 +0.8m

100m 小学6年 - ラブレイス沙良 ﾗﾌﾌﾞﾚｲｽ ｻﾗ 女 泉州アップル 欠場

100m 中学3年 1 伊藤    仁 ｲﾄｳ ｼﾞﾝ 男 寝屋川市 12秒10 +0.6m

100m 中学3年 1 森脇  奈々 ﾓﾘﾜｷ ﾅﾅ 女 枚方市 13秒47 +0.6m

走幅跳 小学4年 1 平川  靖士 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 男 神戸市  3m45 0.0m      

走幅跳 小学4年 2 小原  唯弦 ｵﾊﾗ ﾕﾂﾙ 男 B.S.A.C  3m26 0.0m      

走幅跳 小学4年 3 花村  蒼大 ﾊﾅﾑﾗ ｿｳﾀ 男 アスリートネット  3m13 0.0m      

走幅跳 小学4年 4 阿部真輝斗 ｱﾍﾞ ﾏｷﾄ 男 なにわJAC  3m12 +1.0m      

走幅跳 小学4年 - 小森  脩平 ｺﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 男 アスリートネット 欠場      

走幅跳 小学5年 1 井上  真優 ｲﾉｳｴ ｼｭｳ 男 アスリートネット  4m33 +1.1m      

走幅跳 小学5年 2 山岸  亮太 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m80 +0.4m      

走幅跳 小学5年 3 中崎  櫂斗 ﾅｶｻﾞｷ ｶｲﾄ 男 なにわJAC  3m73 0.0m      

走幅跳 小学5年 4 河野  通成 ｺｳﾉ ﾐﾁﾅﾘ 男 なにわJAC  3m60 0.0m      

走幅跳 小学5年 5 松下  龍生 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m58 +0.8m      

走幅跳 小学5年 6 中村  勇貴 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m44 0.0m      

走幅跳 小学5年 7 稲吉  悠翔 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ 男 なにわJAC  3m25 0.0m      

走幅跳 小学5年 8 永柄  風星 ｴｶﾞﾗ ﾌｳｾｲ 男 B.S.A.C  3m17 0.0m      

走幅跳 小学5年 9 田中  蒼太 ﾀﾅｶ ｿｳﾀ 男 なにわJAC  3m14 +0.8m      

走幅跳 小学5年 10 西風  瑞希 ﾆｼｶｾﾞ ﾐｽﾞｷ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m06 +0.4m      

走幅跳 小学5年 11 向井    陽 ﾑｶｲ ﾊﾙ 男 なにわJAC  2m58 +0.7m      

走幅跳 小学5年 12 岡本  智也 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 男 貝塚中央陸上クラブ 2m47 +0.5m      

走幅跳 小学5年 - 古屋敷颯仁 ﾌﾙﾔｼｷ ﾊﾔﾄ 男 貝塚中央陸上クラブ 欠場      

走幅跳 小学6年 1 石川  心希 ｲｼｶﾜ ｼﾝｷ 男 アスリートネット  4m10 0.0m      

走幅跳 小学6年 2 津田    慎 ﾂﾀﾞ ｼﾝ 男 なにわJAC  3m95 0.0m      

走幅跳 小学6年 3 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ 健太 ｵｿﾞｲﾆｲｱﾏ ｳﾁｪﾝﾅ ｹﾝﾀ 男 なにわJAC  3m94 +0.3m      

走幅跳 小学6年 4 田畑  和真 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 男 アスリートネット  3m71 +0.2m      

走幅跳 小学6年 5 佐々木大洋 ｻｻｷ ﾀｲﾖｳ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m55 0.0m      

走幅跳 小学6年 6 河原  弘真 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾏ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m48 +1.0m      

走幅跳 小学6年 7 北川  稜輝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｷ 男 なにわJAC  3m39 0.0m      

走幅跳 小学6年 8 岡田  歩希 ｵｶﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m13 +0.1m      

走幅跳 小学6年 9 岡田  光生 ｵｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 男 貝塚中央陸上クラブ 3m00 +0.5m      

走幅跳 小学6年 10 西出  理駆 ﾆｼﾃﾞ ﾘｸﾄ 男 貝塚中央陸上クラブ 2m96 +0.7m      

走幅跳 小学6年 11 笹原  天馬 ｻｻﾊﾗ ﾃﾝﾏ 男 貝塚中央陸上クラブ 2m87 0.0m      

走幅跳 小学4年 1 久保  彩夏 ｸﾎﾞ ｱﾔｶ 女 泉州アップル  2m91 +0.2m      

走幅跳 小学4年 2 梶本  沙良 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾗ 女 泉州アップル  2m83 0.0m      

走幅跳 小学4年 3 窪田香凜奈 ｸﾎﾞﾀ ｶﾘﾅ 女 アスリートネット  2m76 +0.4m      

走幅跳 小学4年 4 村尾  愛芽 ﾑﾗｵ ｱﾔﾒ 女 アスリートネット  2m68 +0.4m      

走幅跳 小学4年 5 高橋  和奏 ﾀｶﾊｼ ﾜｶﾅ 女 泉州アップル  2m52 +0.2m      

走幅跳 小学4年 6 平田  莉央 ﾋﾗﾀ ﾘｵ 女 泉州アップル  2m44 +0.5m      

走幅跳 小学5年 1 吉村  優希 ﾖｼﾑﾗ ﾕｷ 女 なにわJAC  3m78 +0.4m      

走幅跳 小学5年 2 高宮ひかり ﾀｶﾐﾔ ﾋｶﾘ 女 泉州アップル  3m75 +1.6m      

走幅跳 小学5年 3 上村  凛子 ｳｴﾑﾗ ﾘﾝｺ 女 なにわJAC  3m38 0.0m      

走幅跳 小学5年 4 西田菜々海 ﾆｼﾀﾞ ﾅﾅﾐ 女 なにわJAC  3m27 +0.8m      

走幅跳 小学5年 5 井上  陽菜 ｲﾉｳｴ ﾋﾅ 女 泉州アップル  3m19 +0.4m      
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走幅跳 小学5年 6 佐々木乃愛 ｻｻｷ ﾉｱ 女 なにわJAC  3m07 +0.4m      

走幅跳 小学5年 7 石川  笑理 ｲｼｶﾜ ｴﾐﾘ 女 アスリートネット  2m99 +0.4m      

走幅跳 小学5年 8 水野  佳奈 ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾅ 女 なにわJAC  2m93 0.0m      

走幅跳 小学5年 9 岡田有理沙 ｵｶﾀﾞ ｱﾘｻ 女 アスリートネット  2m87 +0.5m      

走幅跳 小学5年 10 濱野　ゆらら 女 貝塚中央陸上  2m58 0.0m      

走幅跳 小学5年 11 田中  美結 ﾀﾅｶ ﾐﾕ 女 貝塚中央陸上クラブ 2m37 0.0m      

走幅跳 小学5年 12 山口  胡桃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾙﾐ 女 貝塚中央陸上クラブ 2m32 0.0m      

走幅跳 小学5年 13 尾曲  姫衣 ｵﾏｶﾞﾘ ﾒｲ 女 貝塚中央陸上クラブ 2m17 +0.4m      

走幅跳 小学5年 - 矢部  美咲 ﾔﾍﾞ ﾐｻｷ 女 貝塚中央陸上クラブ 記録なし      

走幅跳 小学6年 1 尾川  美空 ｵｶﾞﾜ ﾐｿﾗ 女 泉州アップル  4m13 0.0m      

走幅跳 小学6年 2 宅田  愛実 ﾀｸﾀﾞ ｱﾐ 女 泉州アップル  3m80 +0.4m      

走幅跳 小学6年 3 高木さき音 ﾀｶｷﾞ ｻｷﾈ 女 なにわJAC  3m63 +0.1m      

走幅跳 小学6年 4 島邊  実乃 ｼﾏﾍﾞ ﾐﾉ 女 貝塚中央陸上クラブ 3m62 +0.1m      

走幅跳 小学6年 5 田尾  凛佳 ﾀｵ ﾘﾝｶ 女 なにわJAC  3m29 0.0m      

走幅跳 小学6年 6 伊藤  暖留 ｲﾄｳ ﾊﾙ 女 泉州アップル  3m18 +0.7m      

走幅跳 小学6年 7 田中  瑞穂 ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 女 貝塚中央陸上クラブ 3m06 +0.2m      

走幅跳 小学6年 8 岡田祐里佳 ｵｶﾀﾞ ﾕﾘｶ 女 アスリートネット  3m00 +1.0m      

走幅跳 小学6年 9 大楠  優歩 ｵｵｸｽ ﾕｳｱ 女 貝塚中央陸上クラブ 2m97 0.0m      

走幅跳 小学6年 10 角野  心春 ｶｸﾉ ｺﾊﾙ 女 なにわJAC  2m79 +0.3m      

走幅跳 小学6年 11 城倉  沙絵 ｼﾞｮｳｸﾗ ｻｴ 女 貝塚中央陸上クラブ 2m74 +0.5m      

走幅跳 小学6年 12 吉津  心晶 ﾖｼｽﾞ ﾐｱ 女 貝塚中央陸上クラブ 2m65 0.0m      

走幅跳 小学6年 13 飯田  紗耶 ｲｲﾀﾞ ｻﾔ 女 貝塚中央陸上クラブ 2m46 +1.2m      

走幅跳 小学6年 - 森  こころ ﾓﾘ ｺｺﾛ 女 貝塚中央陸上クラブ 記録なし      

走幅跳 小学6年 - ラブレイス沙良 ﾗﾌﾌﾞﾚｲｽ ｻﾗ 女 泉州アップル 欠場      
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