
大会名　第68回大阪マスターズ記録会兼2019府民スポーツ・レクリエーション大会（19-270329）

会　場　ヤンマーフィールド長居（271040）

期　日　2019年10月13日（日） ＜小学生の部＞

種目 学年 順位 登録番号 氏　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別 所　属 記録 風速 備考

60m 小学1年 1 600037 高橋　湊 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 男 大阪市 12秒11 +0.6m

60m 小学2年 1 600044 小中　慎治郎 ｺﾅｶ ｼﾝｼﾞﾛｳ 男 AbenoT&F 10秒90 +0.6m

60m 小学2年 2 600043 小林　悠斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 男 AbenoT&F 11秒61 +0.6m

60m 小学2年 3 600075 藤井　悠人 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾄ 男 高槻市 12秒18 +0.6m

60m 小学2年 4 600032 永谷　怜音 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾚﾝ 男 大阪市 12秒20 +0.6m

60m 小学3年 1 600053 伊藤　然 ｲﾄｳ ｾﾞﾝ 男 なにわジュニアＡＣ 9秒78 +2.5m

60m 小学3年 2 600138 村島　翔太 ﾑﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 男 なにわジュニアＡＣ 9秒84 +2.5m

60m 小学3年 3 600049 西野　凌右 ﾆｼﾉ ﾘｮｳｽｹ 男 AbenoT&F 10秒67 +2.5m

60m 小学3年 4 600048 龍田　京 ﾀﾂﾀ ｹｲ 男 AbenoT&F 10秒68 +2.5m

60m 小学4年 1 700135 河野　通至 ｺｳﾉ ﾐﾁﾖｼ 男 なにわジュニアＡＣ 9秒14 +4.2m

60m 小学4年 2 700131 中戸　正大 ﾅｶﾄ ｾｲﾀﾞｲ 男 B.S.A.C 9秒38 +4.2m

60m 小学4年 3 700134 中垣　遥翔 ﾅｶｶﾞｷ ﾊﾙﾄ 男 なにわジュニアＡＣ 9秒45 +4.2m

60m 小学4年 4 700123 平中　良ノ佑 ﾋﾗﾅｶ ﾘｮｳﾉｽｹ 男 大阪市 9秒82 +2.5m

60m 小学4年 5 700052 竹野　天太郎 ﾀｹﾉ ﾃﾝﾀﾛｳ 男 AbenoT&F 9秒96 +4.2m

60m 小学4年 6 700137 高本　樹 ﾀｶﾓﾄ ﾀﾂｷ 男 なにわジュニアＡＣ 10秒10 +4.2m

60m 小学4年 7 700080 中條　喜仁 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾖｼﾋﾄ 男 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 10秒21 +4.2m

60m 小学4年 8 700051 若井　陽希 ﾜｶｲ ﾊﾙｷ 男 AbenoT&F 10秒29 +4.2m

60m 小学4年 9 709999 中川　策翔 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｸﾄ 男 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 10秒40 +4.2m

60m 小学4年 10 700130 中村　太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 男 B.S.A.C 10秒53 +2.5m

60m 小学4年 11 700098 横山　藍央 ﾖｺﾔﾏ ｱｵ 男 岩出市 10秒76 +5.4m

60m 小学4年 12 700050 小中　恵一郎 ｺﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 男 AbenoT&F 10秒88 +2.5m

60m 小学5年 1 700056 加藤　唯人 ｶﾄｳ ﾕｲﾄ 男 AbenoT&F 9秒34 +5.4m

60m 小学5年 2 700105 小池　瑛斗 ｺｲｹ ｴｲﾄ 男 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 10秒04 +5.4m

60m 小学6年 1 700039 水井　楓太 ﾐｽﾞｲ ﾌｳﾀ 男 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 8秒07 +5.4m

60m 小学6年 2 700057 山根　悠雅 ﾔﾏﾈ ﾕｳｶﾞ 男 AbenoT&F 8秒08 +5.4m

60m 小学6年 3 700104 水井　蒼空 ﾐｽﾞｲ ｿﾗ 男 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 8秒19 +5.4m

60m 小学6年 4 700038 中島　俊星 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｾｲ 男 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 8秒95 +5.4m

60m 小学6年 5 700132 有井　一樹 ｱﾘｲ ｶｽﾞｷ 男 生駒市 9秒50 +5.4m

60m 小学1年 1 600129 中村　灯里 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 女 B.S.A.C 12秒92 +3.3m

60m 小学1年 - 600122 木村　美琴 ｷﾑﾗ ﾐｺﾄ 女 大阪市 欠場

60m 小学2年 1 600034 川﨑　乃瑚 ｶﾜｻｷ ﾉｺ 女 八幡市 10秒20 +3.3m

60m 小学2年 2 600058 木村　咲月 ｷﾑﾗ ｻﾂｷ 女 AbenoT&F 11秒06 +3.3m

60m 小学2年 3 600124 平中　心実 ﾋﾗﾅｶ ｺｺﾐ 女 大阪市 11秒83 +3.3m

60m 小学2年 4 600097 多加谷　心幸 ﾀｶﾔ ｺﾕｷ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 11秒83 +3.3m

60m 小学3年 1 600096 上西　胡珀 ｳｴﾆｼ ｺﾊｸ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 10秒22 +3.3m

60m 小学3年 - 600121 菊池　咲良 ｷｸﾁ ｻﾗ 女 大阪市 欠場

60m 小学4年 1 700041 高木　奏 ﾀｶｷﾞ ｶﾅﾃﾞ 女 なにわジュニアＡＣ 10秒02 +1.5m

60m 小学4年 2 700094 佐竹　信美 ｻﾀｹ ｺﾄﾐ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 10秒59 +1.5m

60m 小学4年 3 700059 榊原　礼菜 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾔﾅ 女 AbenoT&F 11秒11 +1.5m
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60m 小学4年 4 700127 大城　千結 ｵｵｼﾛ ﾁﾕ 女 西宮市 11秒88 +1.5m

60m 小学5年 1 700065 藤井　ブレスン ﾌｼﾞｲ ﾌﾞﾚｽﾝ 女 なにわジュニアＡＣ 8秒83 +3.6m

60m 小学5年 2 700063 後藤　千都 ｺﾞﾄｳ ﾁﾋﾛ 女 なにわジュニアＡＣ 9秒09 +1.4m

60m 小学5年 3 700036 浅野　聖和 ｱｻﾉ ｾﾅ 女 富田林市 9秒17 +3.6m

60m 小学5年 4 700068 木村　柚月 ｷﾑﾗﾕ ｽﾞｷ 女 AbenoT&F 9秒64 +1.4m

60m 小学5年 5 700128 今中　星奈 ｲﾏﾅｶ ｾｲﾅ 女 奈良市 9秒66 +1.4m

60m 小学5年 6 700093 今村　咲菜 ｲﾏﾑﾗ ｻｷﾅ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 9秒94 +1.4m

60m 小学5年 7 700064 田中　桃花 ﾀﾅｶ ﾓﾓｶ 女 なにわジュニアＡＣ 10秒35 +1.4m

60m 小学5年 8 700099 横山　美空 ﾖｺﾔﾏ ﾐｸ 女 岩出市 10秒49 +3.6m

60m 小学5年 9 700060 山邊　真衣和 ﾔﾏﾍﾞ ﾏｲｱ 女 AbenoT&F 10秒54 +1.4m

60m 小学5年 10 700090 大崎　海音 ｵｵｻｷ ｱﾏﾈ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 10秒59 +3.6m

60m 小学5年 - 700040 フィドラー　真利紗 ﾌｨﾄﾞﾗｰ ﾏﾘｻ 女 なにわジュニアＡＣ 欠場

60m 小学6年 1 700089 水井　仁瑚 ﾐｽﾞｲ ﾆｺ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 8秒82 +3.6m

60m 小学6年 2 700062 加藤　汐莱 ｶﾄｳ ｷﾖﾗ 女 なにわジュニアＡＣ 9秒19 +3.6m

60m 小学6年 3 700081 窪田　花凜奈 ｸﾎﾞﾀ ｶﾘﾅ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 9秒36 +3.6m

60m 小学6年 - 700086 北森　日菜 ｷﾀﾓﾘ ﾋﾅ 女 ｱｽﾘｰﾄﾈｯﾄ 欠場
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