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等位 選手氏名 学校 学年 点数 等位 選手氏名 学校・職場 学年 点数 種目 等位 選手氏名 時間 得点

１位 佐野 幹太 京田辺市立田辺小学校 小４ 870 １位 福田 陸人 大阪市立高等学校 高１ 895 1位 黒田 優人 1'28'0 10

２位 掛 星夏 大阪市立片江小学校 小６ 870 ２位 黒田 優人 大阪市立新北野中学校 中３ 880 2位 川上 里桜 1'29'7 10

３位 三村 太智 寝屋川市立啓明小学校 小５ 865 ３位 川上 里桜 大阪市立美津島中学校 中２ 870 3位 福田 陸人 1'32'0 10

４位 西野 歩 大阪市立三津屋小学校 小６ 840 ４位 山下 大翔 大阪市立美津島中学校 中１ 870 1位 黒田 優人 1'13'5 10

５位 陣川 拓己 枚方市立菅原小学校 小５ 835 ５位 木下 心 四天王寺中学校 中１ 865 2位 福田 陸人 1'21'3 10

６位 根來 桜子 大阪市立三津屋小学校 小４ 825 ６位 本郷 愛実 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 高１ 865 3位 末吉 菜々 1'32'0 10

７位 藤江 茉奈 交野市立星田小学校 小５ 820 ７位 小林 琴音 帝塚山学院高等学校 高１ 840 1位 福田 陸人 1'05'2 5

８位 久保 優子 寝屋川市立木田小学校 小６ 820 ８位 山中 咲紀 寝屋川市立第八中学校 中１ 820 2位 川上 里桜 1'07'9 5

９位 茅島 悠斗 交野市立妙見坂小学校 小５ 820 ９位 藤井 亜衣 大阪市立高津中学校 中１ 815 3位 黒田 優人 1'15'5 5

１０位 山内 健翔 堺市立五箇荘小学校 小４ 820 １０位 神藤 圭 大阪市立本庄中学校 中１ 805 1位 陣川 拓己 20'3 10

金賞 川津 咲希 大阪市立中浜小学校 小６ 820 金賞 三尾 悠子 大阪府立大手前高等学校 高３ 795 2位 黒田 優人 21'3 10

金賞 和泉 琴音 交野市立藤が尾小学校 小６ 815 金賞 河村伊央里 大阪市立美津島中学校 中１ 790 3位 川津 咲希 24'0 10

金賞 井上 心結 交野市立私市小学校 小６ 815 金賞 花城 春歌 大阪市立新北野中学校 中１ 780 1位 福田 陸人 11'1 10

金賞 末吉 菜々 大阪市立新森小路小学校 小６ 810 金賞 宇佐美桃花 大阪府立豊中高等学校 高２ 755 2位 本郷 愛実 13'4 10

金賞 大上 航正 交野市立星田小学校 小６ 810 金賞 原田 秀馬 大阪市立高津中学校 中３ 725 3位 陣川 拓己 13'5 10

金賞 廣瀬 和哉 寝屋川市立成美小学校 小６ 805 金賞 萱原 結 豊中市立第十三中学校 中３ 720 1位 木下 心 28'5 5

金賞 井上 楽耀 交野市立星田小学校 小５ 795 銀賞 吉元 裕佳 堺市立泉ヶ丘東中学校 中２ 715 2位 黒田 優人 29'9 5

金賞 谷川 真元 大阪市立三津屋小学校 小６ 780 銀賞 木村 真綾 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 高３ 705 3位 陣川 拓己 32'0 5

金賞 京極 史弥 大阪市立大空小学校 小５ 770 銀賞 胡内 絢名 奈良学園中学校 中３ 695

金賞 田原 愛理 寝屋川市立啓明小学校 小６ 770 銀賞 長船 太紀 大阪市立新北野中学校 中３ 670

金賞 東本翔太郎 大阪教育大学附属天王寺小学校 小５ 755 銀賞 久堀 希望 大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 高２ 670

金賞 田之畑礼良 大阪市立三津屋小学校 小６ 745 銀賞 西村向日葵 大阪市立高津中学校 中２ 665

金賞 成尾 留奈 大阪市立真田山小学校 小５ 735 銀賞 近藤 巧都 帝塚山中学校 中２ 655

金賞 石田 千絢 大阪市立古市小学校 小４ 730 銀賞 中田 真央 豊中市立第十三中学校 中１ 650

金賞 早野 蓮 交野市立星田小学校 小４ 730 銀賞 前田 詩菜 大阪市立白鷺中学校 中２ 645

銀賞 石田 若菜 大阪市立古市小学校 小６ 725 銀賞 松井 政惠 大阪市立咲くやこの花中学校 中１ 640

銀賞 下川原沙希 東大阪市立加納小学校 小４ 705 銀賞 江畑 茉珠 大阪市立新北野中学校 中３ 640

銀賞 下川原空良 東大阪市立加納小学校 小２ 700 銅賞 中川 茉宥 金蘭千里中学校 中２ 630

銀賞 高山 優 寝屋川市立第五小学校 小４ 690 銅賞 松田 拓也 交野市立第四中学校 中１ 630

銀賞 西畑 美伶 枚方市立津田小学校 小３ 685 銅賞 川端 万実 大阪市立東生野中学校 中１ 620
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