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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 唐津 陽菜 堺市立金岡小学校 小６ 900 １位 長妻 一希 私立開明中学校 中１ 875 1位 唐津 陽菜 1'02'2 10
２位 諏訪 陸人 堺市立金岡南小学校 小５ 880 ２位 奥田 あさひ 大阪桐蔭高等学校 高１ 865 2位 福田 陸人 1'27'9 10
３位 山内 美空 交野市立交野小学校 小５ 870 ３位 福田 陸人 交野市立第四中学校 中３ 865 3位 山内 美空 1'28'0 10
４位 辻本 陽向 大阪市立中本小学校 小６ 845 ４位 三尾 悠子 大阪府立大手前高等学校 高２ 860 1位 唐津 陽菜 53'0 10
５位 由比 彩菜 交野市立妙見坂小学校 小６ 825 ５位 兼松 咲菜 交野市立第三中学校 中２ 855 2位 足田 大成 1'19'0 10
６位 長岡 遥大 堺市立金岡南小学校 小６ 820 ６位 牛島 知香 堺市立八下中学校 中１ 850 3位 黒田 優人 1'20'0 10
７位 本 悠真 箕面市立箕面小学校 小６ 815 ７位 黒田 優人 大阪市立新北野中学校 中２ 845 1位 福田 陸人 53'4 5
８位 足田 大成 川西市立清和台南小学校 小４ 785 ８位 北村 月瀬 堺市立五箇荘中学校 中２ 835 2位 唐津 陽菜 1'06'4 5
９位 井上 心結 交野市立私市小学校 小５ 785 ９位 森　亮 大 堺市立長尾中学校 中１ 830 3位 長岡 遥大 1'50'8 5

１０位 山中 咲紀 寝屋川市立西小学校 小６ 785 １０位 岩本 洋祐 大阪市立美津島中学校 中２ 815 1位 唐津 陽菜 17'5 10
金賞 山下 直純 大阪市立真田山小学校 小６ 785 金賞 小林 咲良 大阪市立新北野中学校 中２ 815 2位 山内 美空 20'0 10
金賞 橋本 隼斗 堺市立久世小学校 小６ 780 金賞 里﨑 日南 堺市立五箇荘中学校 中２ 810 3位 黒田 優人 22'4 10
金賞 中野 元太 箕面市立箕面小学校 小６ 775 金賞 盛井 結子 交野市立第四中学校 中２ 805 1位 諏訪 陸人 11'8 10
金賞 山下 大翔 大阪市立三津屋小学校 小６ 775 金賞 吉元 裕佳 堺市立泉ヶ丘東中学校 中１ 800 2位 福田 陸人 12'0 10
金賞 吉野 南海人 大阪市立三津屋小学校 小６ 770 金賞 田口 瑳紀 高槻市立第三中学校 中１ 785 3位 山内 美空 12'6 10
金賞 藤井 亜衣 大阪市立真田山小学校 小６ 765 金賞 小林 琴音 帝塚山学院中学校 中３ 780 1位 福田 陸人 27'8 5
金賞 陣川 拓己 枚方市立菅原小学校 小４ 755 金賞 住吉 海飛 交野市立第三中学校 中２ 775 2位 唐津 陽菜 33'0 5
金賞 斎藤 壱成 大阪市立加島小学校 小６ 750 銀賞 中田 美優 大阪府立津田高等学校 高３ 765 3位 長妻 一希 35'1 5
金賞 久保 優子 寝屋川市立木田小学校 小５ 750 銀賞 湊　結 子 交野市立第三中学校 中２ 765

金賞 山本 蒼空 大阪市立東中本小学校 小６ 745 銀賞 山内 優歩 大阪桐蔭高等学校 高１ 760

金賞 唐津 綾香 堺市立金岡小学校 小４ 740 銀賞 大坊 愛里 大阪府立桜塚高等学校 高３ 755

金賞 東本 翔太郎 大阪教育大学附属天王寺小学校 小４ 735 銀賞 奥田 南海 交野市立第三中学校 中２ 750

金賞 大上 航正 交野市立星田小学校 小５ 735 銀賞 萱 原　結 豊中市立第十三中学校 中２ 745

金賞 木 下　和 大阪市立今川小学校 小５ 735 銀賞 古郡 沙希 大阪府立富田林中学校 中１ 740

金賞 藤江 茉奈 交野市立星田小学校 小４ 730 銀賞 井上 寛大 寝屋川市立第六中学校 中１ 715

金賞 神 藤　圭 大阪市立東中本小学校 小６ 730 銀賞 中川 茉宥 金蘭千里中学校 中１ 705

金賞 三村 太智 寝屋川市立啓明小学校 小４ 730 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２ 705

銀賞 田中 姫由 寝屋川市立第二中学校 中１ 695

銅賞 國府 さくら 豊中市立第十八中学校 中１ 690

銅賞 胡内 絢名 奈良学園 中２ 670
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