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1 東田　旺洋 三笠中学校　３年 第４１回ジュニアオリンピック陸上競技大会　Ａ２００ｍ　３位

2 辻　愛 郡山南中学校　３年 第４１回ジュニアオリンピック陸上競技大会　Ａ走高跳　３位

3 鍵本　真啓 八木中学校　３年 第５９回近畿中学校総合体育大会　１１０ｍＨ　１位

4 石川　琴子 天理市立西中学校　３年 第４１回ジュニアオリンピック陸上競技大会　Ａ砲丸投　２位

5 吉本　寬希 天理中学校　３年 第４１回ジュニアオリンピック陸上競技大会　ＡＢＣ円盤投　２位

6 杉岡　優磨 片塩中学校　３年 第５９回近畿中学校総合体育大会　三段跳　１位

7 小川　雅也 高取国際高等学校　３年 第６５回国民体育大会　陸上競技　少年男子Ａ　走幅跳　８位

8 峯　拓真 高取国際高等学校　２年 第４３回近畿高等学校ユース陸上競技選手権大会　２年　走幅跳　１位

9 塚本　和也 平城高等学校　２年 第４回日本ユース陸上競技選手権大会　１００ｍ　３位

10 鍵本　訓近 添上高等学校　１年 第６５回国民体育大会　陸上競技　少年男子Ｂ　１１０ｍＨ　８位

11 本山　由佳 添上高等学校　３年 第６５回国民体育大会　陸上競技　少年女子共通　やり投　７位

12 福井　栄治 添上高等学校　２年 第４３回近畿高等学校ユース陸上競技選手権大会　２年　砲丸投　１位

13 須河　綾乃 添上高等学校　３年 第７８回近畿陸上競技選手権大会　やり投　１位

14 花田　優平 平城高等学校　３年 第６３回全国高等学校総合体育大会　近畿地区予選会　円盤投　１位

15 和田　武郎 天理高等学校二部　４年 第４５回全国定通制高等学校陸上競技大会　４００ｍ　１位

16 矢目　大喜 天理高等学校二部　４年 第４５回全国定通制高等学校陸上競技大会　５０００ｍ ・ ３０００ｍ障害　１位

17 下川　佳織 天理高等学校二部　４年 第４５回全国定通制高等学校陸上競技大会　８００ｍ ・ ３０００ｍ　１位

18 前田　和香 筑波大学　２年 第９４回日本陸上競技選手権大会　三段跳　２位

19 大谷　優貴乃 国士舘大学　３年 第６５回国民体育大会　陸上競技　成年女子　砲丸投　３位

20 稲岡　真依 大阪体育大学　３年 ２０１０日本学生個人別陸上競技選手権大会　やり投　１位

21 保平　加奈絵 京都産業大学　２年 第８７回関西学生対校陸上競技選手権大会　砲丸投　１位

22 上田　祐司 京都産業大学　１年 第４７回関西学生学年別陸上競技選手権大会　１年　１００ｍ　１位

23 松河　良隆 近畿大学　１年 第４７回関西学生学年別陸上競技選手権大会　１年　１５００ｍ ・ ５０００ｍ　１位

24 梶木　千妃呂 立命館大学　２年 第８７回関西学生対校陸上競技選手権大会　走幅跳　１位

25 浦川　和希 大阪体育大学　２年 第４７回関西学生学年別陸上競技選手権大会　２年　２００ｍ　１位

26 吉村　宏基 摂南大学　２年 第８７回関西学生対校陸上競技選手権大会　２部　走幅跳　１位

27 的場　遥 びわこ成蹊スポーツ大学　４年 第８７回関西学生対校陸上競技選手権大会　棒高跳　１位

28 吉田　恵美可 大和ガス 第９４回日本陸上競技選手権大会　やり投　２位

29 濱崎　和幸 DEERS 第６５回国民体育大会　陸上競技　成年男子　走幅跳　５位

30 本間　百合子 奈良マスターズ陸上競技連盟 第３１回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　１００ｍ・２００ｍ・４００ｍ　１位

31 京谷　こまえ 奈良マスターズ陸上競技連盟 第１６回アジアマスターズ陸上競技選手権大会　１５００ｍ　１位

32 吉本　功 奈良マスターズ陸上競技連盟 第３１回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ４０　円盤投　１位

33 平岩　雅司 奈良マスターズ陸上競技連盟 第３１回全日本マスターズ陸上競技選手権大会　Ｍ３５　走幅跳　１位

34 楢崎　瑠美 河合第一中学校　２年（ｲﾄﾏﾝＳＳ真美ヶ丘） 第５９回近畿中学校選手権　水泳競技大会　女子４００ｍ個人メドレー　１位　

35 森　元秀 奈良育英高等学校　３年（桜泳会SS） 第６５回国民体育大会　水泳競技　少年男子　５０ｍ自由形　５位　

36 長田　優豪 天理大学　４年 第８４回関西学生選手権　男子２００ｍ個人メドレー　１位

37 大原　彩 天理大学　２年 第８４回関西学生選手権　女子１００ｍ背泳ぎ　１位

38 森岡　大成 天理大学　４年 第８６回日本選手権水泳競技大会　男子１ｍ飛板飛込２位 ・ ３ｍ飛板飛込４位

39 横山　夏美 奈良県体育協会 第６５回国民体育大会　水泳競技　成年女子　飛板飛込５位・高飛込６位

40 西澤　由紀 イトマンＳＳ真美ヶ丘 ジャパンマスターズ２０１０　女子１００ｍ背泳ぎ　１位

41 3 弓道 山口　亮二 長尾産業(株) 第６１回全日本弓道遠的選手権大会　男子の部　３位
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42 畠中　理華子 広陵中学校　２年 第４１回全国中学校柔道大会　女子個人戦　４８ｋｇ級　３位

43 堀　歩未 広陵中学校　３年 第５９回近畿中学校総合体育大会　柔道競技　女子個人戦　７０ｋｇ超級　１位

44 楠　智恵 奈良育英高等学校　２年 平成２２年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会　女子５２ｋｇ級　３位

45 喜多　京子 奈良育英高等学校　２年 第２６回近畿高等学校柔道体重別選手権大会　女子５７ｋｇ級　１位

46 泉谷　僚児 天理高等学校　１年 第５回近畿ジュニア柔道選手権大会　男子個人　５５ｋｇ級　１位

47 柿添　大樹 天理高等学校　３年 第５１回近畿高等学校柔道新人大会　男子個人　６０ｋｇ級　１位

48 吉澤　楓 天理高等学校　３年 第５回近畿ジュニア柔道選手権大会　女子個人　７０ｋｇ級　１位

49 佐藤　愛 天理大学　２年 関西学生女子体重別選手権大会　７８ｋｇ級　１位

50 大川　愛 天理大学　２年 関西学生女子体重別選手権大会　６３ｋｇ級　１位

51 高畑　叔美 天理大学　４年 関西学生女子体重別選手権大会　７０ｋｇ級　１位

52 西尾　勝彦 奈良県柔道整復師会 第７回日本マスターズ柔道大会・第１回アジアグランドマスターズオープン柔道大会　６５～６９歳　７３ｋｇ級　１位

53 藤本　奈津美 大宇陀中学校　２年 第２７回近畿中学生ソフトテニス選抜インドア大会　女子個人の部　１位

54 小栗　元貴 高田商業高校　３年 第５回ソフトテニスジュニアジャパンカップＵ－２０　シングルス　２位　

55 榎　恭宏 高田商業高校　３年 第１７回ＪＯＣ杯・全日本ジュニア選手権大会　シングルスＵ－２０　２位

56 塩田　顕 高田商業高校　１年 平成２２年度近畿高等学校選手権大会　個人戦　１位

57 廣田　晃一 高田商業高校　２年 平成２２年度近畿高等学校選手権大会　個人戦　１位

58 高橋　央 高田商業高校　２年 平成２２年度近畿高等学校選抜インドア大会　個人戦　１位

59 西川　凌介 京西中学校　２年 第１７回ＪＯＣ杯・全日本ジュニア選手権大会　Ｕ－１４男子シングルス　３位

60 中山　真衣 大宇陀中学校　３年 平成２１年度都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会　女子個人の部　２位

61 6 卓球 勝　英雄 大阪経済法科大学教員 全日本卓球選手権大会（マスターズの部）　男子ローシックスティ　１位

62 島田　淳生 畝傍東小学校　４年 第１９回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会　４年生男子ダブルス　１位

63 西林　政樹 真菅小学校　４年 第１９回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会　４年生男子ダブルス　１位

64 小林　栞菜 真美ヶ丘東小学校　５年 第１９回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会　５年生女子ダブルス　１位

65 神山　青生 王寺北小学校　５年 第１９回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会　５年生女子ダブルス　１位

66 和田　毬代 磐城小学校　６年 第１９回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会　６年生女子シングルス　１位

67 米田　愛弥 耳成南小学校　６年 第１９回全国小学生バドミントン選手権大会　６年生女子ダブルス　２位

68 川上　めぐ 真菅小学校　６年 第１９回全国小学生バドミントン選手権大会　６年生女子ダブルス　２位

69 千田　宏之 天理市立北中学校教員 全日本教職員バドミントン選手権大会　男子４０歳以上ダブルス　１位

70 平岡　篤司 登美ヶ丘北中学校教員 全日本教職員バドミントン選手権大会　男子４０歳以上ダブルス　１位

71 山本　邦子 沙羅クラブ 第２７回全日本シニアバドミントン選手権大会　女子５０歳以上混合複　１位

72 土庵　清子 西華クラブ 第２７回全日本シニアバドミントン選手権大会　女子６５歳以上複　１位

73 藤熊　志保 神戸マリンエアＪＡＩＲＡ乗馬クラブ 第６５回国民体育大会　馬術競技　成年女子　ダービー　２位

74 吉川　京太 桃山学院高等学校　１年 第６５回国民体育大会　馬術競技　少年　ダービー　４位

75 鈴木　藍 山辺高等学校　１年 第６５回国民体育大会　馬術競技　少年　自由演技馬場馬術　７位

76 杉島　諒一 大淀高等学校　３年 第６５回国民体育大会　ウエイトリフティング競技　少年男子　７７kg級スナッチ　８位 ・ ジャーク５位

77 桝田　裕晃 大淀高等学校　３年 第６５回国民体育大会　ウエイトリフティング競技　少年男子　１０５kg級スナッチ　３位 ・ ジャーク３位

78 東口　知真 榛生昇陽高等学校　２年 第６５回国民体育大会　　ウエイトリフティング競技　　少年男子　＋１０５kg級スナッチ　７位 ・ ジャーク７位

79 水口　啓嗣 奈良県体育協会 第６５回国民体育大会　ウエイトリフティング競技　成年男子　７７kg級スナッチ　８位

80 山本　隆雄 奈良県ウエイトリフティング協会 第２８回全日本マスターズウエイトリフティング選手権大会　M６０　８５kg級　１位

81 10 剣道 松尾　崇 航空自衛隊奈良基地 第３５回全国自衛隊剣道大会　個人戦　３位

82 11 ﾗｲﾌﾙ射撃 阪口　真唯 山辺高等学校　２年 第６５回国民体育大会　ライフル射撃競技　少年女子　１０ｍライフル立射４０発競技　８位
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83 三谷　元騎 天理大学　２年 第１６回アジア大会　ホッケー競技　６位

84 坂本　博紀 天理大学　４年 第１６回アジア大会　ホッケー競技　６位

85 穴井　善博 天理大学　４年 第１６回アジア大会　ホッケー競技　６位

86 槙　凌汰 教育大付属小学校　４年 平成２２年度少年武道（なぎなた）錬成大会　試合競技　小学３・４年生の部　１位

87 木村　祐実 平城小学校　５年 平成２２年度少年武道（なぎなた）錬成大会　演技競技　小学５・６年生の部　１位／試合競技　小学５年生の部　２位

88 稲田　悠沙 平城小学校　５年 平成２２年度少年武道（なぎなた）錬成大会　演技競技　小学５・６年生の部　１位

89 江口　芙汰馬 伏見小学校　６年 平成２２年度少年武道（なぎなた）錬成大会　演技競技　小学５・６年生の部　２位

90 日鷹　良至 六条小学校　６年 平成２２年度少年武道（なぎなた）錬成大会　演技競技　小学５・６年生の部　２位

91 中尾　実希 京西中学校　３年 平成２２年度全国中学生なぎなた大会　演技競技　３位

92 中西　友栄 京西中学校　３年 平成２２年度全国中学生なぎなた大会　演技競技　３位

93 前田　祥 京西中学校　３年 平成２２年度全国中学生なぎなた大会　試合競技　３位

94 小嶋　弘美 奈良県なぎなた連盟 平成２２年度都道府県なぎなた大会　演技競技　３位

95 廣岡　奈緒美 高の原中央病院 平成２２年度都道府県なぎなた大会　演技競技　３位

96 石田　慎弥 天理大学　３年 第６５回国民体育大会　空手道競技　成年男子　組手　４位

97 玉置　薫 河合第二中学校　２年 はまなす杯第４回全国中学生空手道選抜大会　１年女子の部　３位

98 谷口　未奈 矢田小学校　３年 第１０回全日本少年少女空手道選手権大会　小学校３年生　女子の部　３位

99 寺地　拳四朗 関西大学　１年 第６５回国民体育大会　アマチュアボクシング競技　成年男子　ライトウェルター級　３位

100 南畑　竜二 東京農業大学　３年 第６５回国民体育大会　アマチュアボクシング競技　成年男子　ライト級　３位

101 中嶋　一輝 奈良朱雀高等学校　３年 第６５回国民体育大会　アマチュアボクシング競技　少年男子　ライトフライ級　３位

102 八尾　翔太 奈良朱雀高等学校　３年 近畿高等学校ボクシング選手権大会　ウェルター級　１位

103 米田　野乃佳 真美ヶ丘中学校　３年 沼尻直杯第３６回全国中学生レスリング選手権大会　女子５８ｋｇ級　３位

104 香川　智彦 添上高等学校　３年 第６５回国民体育大会　レスリング競技　少年男子　グレコローマンスタイル５０ｋｇ級　３位

105 藤田　知紀 添上高等学校　３年 JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアレスリング選手権大会　男子カデットの部　グレコローマンスタイル５０ｋｇ級　３位

106 芳蔵　拓司 大和広陵高等学校　３年 第５３回全国高等学校選抜レスリング大会近畿ブロック予選会　フリースタイル８４ｋｇ級　１位

107 上鍵　雄志 大和広陵高等学校　１年 JOCジュニアオリンピックカップ全日本ジュニアレスリング選手権大会　男子カデットの部　グレコローマンスタイル４６ｋｇ級　２位

108 矢野　将章 奈良県警 第６５回国民体育大会　レスリング競技　成年男子　グレコローマンスタイル８４ｋｇ級　５位

109 中村　淳志 (有)カンサイ 天皇杯平成２２年度全日本レスリング選手権大会　グレコローマンスタイル１２０ｋｇ　２位

110 福辺　雅彦 添上高等学校教員 全日本マスターズレスリング選手権大会（４６～５０歳）８５ｋｇ級　１位

111 17 セーリング 森谷　幸雄 医療法人康成会 ２０１０年国際スナイプ級関西選手権大会　１位

112 福田　圭宏 同志社大学職員 第４３回全日本社会人ターゲットアーチェリー選手権大会　リカーブ成年男子　オリンピックラウンド　２位

113 小川　佳記 （株）アイ・エス・ディ 第４４回全関西ターゲットアーチェリー選手権大会　コンパウンド男子　シングルラウンド　１位

114 西岡　純代 奈良県バウンドテニス協会 第２８回全日本バウンドテニス選手権大会　女子ダブルス　２位

115 藤田　真由美 奈良県バウンドテニス協会 第２８回全日本バウンドテニス選手権大会　女子ダブルス　２位

116 野田　昌生 奈良県バウンドテニス協会 第１２回近畿ブロックバウンドテニス選手権大会　ミドル男子ダブルス　１位

117 藤田　秀樹 奈良県バウンドテニス協会 第１２回近畿ブロックバウンドテニス選手権大会　ミドル男子ダブルス　１位

118 山下　長夫 奈良県バウンドテニス協会 第１２回近畿ブロックバウンドテニス選手権大会　シニア男子シングルス　１位

119 美山　万知 奈良県バウンドテニス協会 第１２回近畿ブロックバウンドテニス選手権大会　ミドル女子シングルス　１位

120 馬場　知世 奈良県バウンドテニス協会 第１２回近畿ブロックバウンドテニス選手権大会　シニア女子シングルス　１位
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