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主　催:関西学生陸上競技連盟
運営協力:公益財団法人大阪陸上競技協会
競技場:ヤンマーフィールド長居

男子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 和歌山大 100001734 稲見　克宥 (2)

和歌山大・和歌山
ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (1734) Katsuhiro INAMI (04)
490058 100001730 井上　悠夢 (2)

和歌山大・和歌山
(1730) Yuma INOUE (03)

100001733 桑原　怜志 (2)
和歌山大・和歌山

(1733) Satoshi KUWAHARA (03)
100001729 田村　蒼馬 (2)

和歌山大・和歌山
(1729) Soma TAMURA (04)

100001731 西谷　眞人 (2)
和歌山大・和歌山

(1731) Masato NISHITANI (03)
100001728 吉田　頼人 (2)

和歌山大・和歌山
(1728) Raito YOSHIDA (03)

2 大阪体育大 100000107 甘利　颯太 (4)
大阪体育大・大　阪

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (107) Sota AMARI (01)
492213 100000125 大西　蒼玄 (4)

大阪体育大・奈　良
(125) Sogen ONISHI (02)

(  40.19) 100000133 萩尾　脩人 (3)
大阪体育大・大　阪

(133) Shuto HAGIO (02)
100000138 泉　翔太 (3)

大阪体育大・兵　庫
(138) Shota IZUMI (02)

100000164 馬場　勇弥 (3)
大阪体育大・兵　庫

(164) Yuya BABA (02)
100000185 岩崎　拓生 (2)

大阪体育大・大　阪
(185) Takumi IWASAKI (04)

3 大阪公立大 100001416 大内　陸 (M1)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲ (1416) Riku OUCHI (00)
501018 100001417 濱崎　佳真 (M1)

大阪公立大・京　都
(1417) Keima HAMASAKI (99)

(  41.12) 100001419 細谷　雅貴 (M1)
大阪公立大・大　阪

(1419) Masaki HOSOYA (99)
100001438 成瀬　朝日 (3)

大阪公立大・大　阪
(1438) Asahi NARUSE (01)

100001447 杉浦　宏我 (2)
大阪公立大・奈　良

(1447) Koga SUGIURA (03)
100001451 藤本　陽紀 (2)

大阪公立大・兵　庫
(1451) Haruki FUJIMOTO (04)

4 大阪国際大 100001340 二井　悠太 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (1340) Yuta FUTAI (01)
492355 100001331 杉田　想一朗 (4)

大阪国際大・大　阪
(1331) Soichiro SUGITA (01)

(  40.10) 100001343 山本　稔太 (4)
大阪国際大・大　阪

(1343) Jinta YAMAMOTO (01)
100001353 廣野　温大 (3)

大阪国際大・大　阪
(1353) Haruto HIRONO (02)

100001368 陶　康平 (2)
大阪国際大・大　阪

(1368) Kohei SUE (03)
100001329 阪口　颯良 (4)

大阪国際大・奈　良
(1329) Sora SAKAGUCHI (01)

5 大阪大 100000969 佐藤　優樹 (4)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (969) Yuki SATO (01)
490051 100000970 佐藤　耀介 (4)

大阪大・大　阪
(970) Yosuke SATO (01)

(  40.30) 100000974 中澤　航介 (4)
大阪大・大　阪

(974) Kosuke NAKAZAWA (01)
100000985 中村　拓矢 (4)

大阪大・京　都
(985) Takuya NAKAMURA (00)

100000975 松中　馨大 (4)
大阪大・大　阪

(975) Keita MATSUNAKA (01)
100000992 梅田　光太朗 (3)

大阪大・兵　庫
(992) Kotaro UMEDA (02)
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男子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 大阪成蹊大 100001923 山崎　奨 (3)

大阪成蹊大・大　阪
ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (1923) Tasuku YAMASAKI (02)
492523 100001924 谷口　哲也 (3)

大阪成蹊大・京　都
(1924) Tetsuya TANIGUCHI (02)

100001925 中川　祥太 (3)
大阪成蹊大・大　阪

(1925) Shota NAKAGAWA (03)
100001926 長島　聖 (3)

大阪成蹊大・大　阪
(1926) Hijiri NAGASHIMA (03)

100001927 河崎　侑真 (2)
大阪成蹊大・大　阪

(1927) Yuma KAWASAKI (03)
100001929 宮本　奨大 (2)

大阪成蹊大・京　都
(1929) Shota MIYAMOTO (03)

7 大阪教育大 100001144 中本　大地 (4)
大阪教育大・兵　庫

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1144) Daichi NAKAMOTO (00)
490053 100001148 藤澤　丈 (4)

大阪教育大・大　阪
(1148) Jo FUJISAWA (01)

(  40.47) 100001158 福﨑　友喜 (3)
大阪教育大・香　川

(1158) Tomoki FUKUZAKI (02)
100001159 古川　尊 (3)

大阪教育大・栃　木
(1159) Takeru FURUKAWA (02)

100001160 古野　汰樹 (3)
大阪教育大・大　阪

(1160) Taiki FURUNO (03)
100001165 藤野　大翔 (2)

大阪教育大・和歌山
(1165) Hiroto FUJINO (03)

8 大阪産業大 100001758 柴田　智広 (4)
大阪産業大・京　都

ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1758) Tomohiro SHIBATA (01)
492209 100001759 柿渕　幸哉 (4)

大阪産業大・兵　庫
(1759) Yukiya KAKIBUCHI (01)

(  43.00) 100001760 大森　駿之介 (4)
大阪産業大・大　阪

(1760) Shunnosuke OMORI (02)
100001763 岡田　聖大 (3)

大阪産業大・兵　庫
(1763) Manato OKADA (02)

100001768 緒方　将人 (2)
大阪産業大・大　阪

(1768) Masato OGATA (03)
100001773 齋藤　圭人 (2)

大阪産業大・大　阪
(1773) Keito SAITO (03)

9 大阪経済大 100001100 濱田　光貴 (4)
大阪経済大・大　阪

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (1100) Koki HAMADA (01)
492205 100001110 正田　陽人 (3)

大阪経済大・大　阪
(1110) Yohito MASADA (02)

(  41.56) 100001107 桑野　航汰 (3)
大阪経済大・大　阪

(1107) Kota KUWANO (01)
100001117 田村　奏人 (2)

大阪経済大・大　分
(1117) Kanato TAMURA (03)

100001132 泉　奏至 (1)
大阪経済大・大　阪

(1132) Soushi IZUMI (04)
100001123 麻生　海斗 (2)

大阪経済大・大　阪
(1123) Kaito ASO  (03)

10 天理大 100000897 矢野　正也 (M1)
天理大・岡　山

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (897) Masaya YANO (00)
492249 100000909 鈴木　堅孝 (4)

天理大・奈　良
(909) Takanori SUZUKI (01)

(  40.55) 100000903 坂本　俊介 (4)
天理大・大　阪

(903) Shunsuke SAKAMOTO (02)
100000919 迫田　唯斗 (3)

天理大・奈　良
(919) Yuito SAKODA (02)

100000928 内田　大稀 (2)
天理大・兵　庫

(928) Hiroki UCHIDA (04)
100000929 大荒　大翔 (2)

天理大・大　阪
(929) Daito OARE (03)
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男子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 摂南大 100001222 喜井　翼 (4)

摂南大・京　都
ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (1222) Tsubasa KII (01)
492302 100001213 執行　隼之介 (3)

摂南大・兵　庫
(1213) Shunnosuke SHIGYO (02)

(  40.71) 100001206 山岡　真大 (4)
摂南大・京　都

(1206) Manato YAMAOKA (01)
100001205 梶田　陸空 (3)

摂南大・大　阪
(1205) Riku KAJITA (03)

100001210 清原　凌河 (4)
摂南大・京　都

(1210) Ryoga KIYOHARA (01)
12 放送大関西 100001684 村上　将悟 (4)

放送大関西・大　阪
ﾎｳｿｳﾀﾞｲｶﾝｻｲ (1684) Shogo MURAKAMI (93)
490991 100001693 外村　翼 (1)

放送大関西・大　阪
(1693) Tsubasa HOKAMURA (89)

(  44.44) 100001696 麻生　慎太郎 (1)
放送大関西・大　阪

(1696) Shintaro ASO (93)
100001685 藤本　純司 (4)

放送大関西・な　し
(1685) Junji FUJIMOTO (93)

100001691 篠原　亮太 (2)
放送大関西・大　阪

(1691) Ryota SHINOHARA (95)
100001686 山口　雄也 (4)

放送大関西・兵　庫
(1686) Yuya YAMAGUCHI (94)

13 近畿大 100000530 山口　冬馬 (4)
近畿大・香　川

ｷﾝｷﾀﾞｲ (530) Toma YAMAGUCHI (02)
492221 100000584 小島　輝雅 (1)

近畿大・京　都
(584) Youga KOJIMA (04)

(  39.62) 100000575 南本　陸斗 (1)
近畿大・京　都

(575) Rikuto MINAMIMOTO (04)
100000574 太田　琉聖 (1)

近畿大・静　岡
(574) Ryusei OOTA (04)

100000583 佐々木　祥吾 (1)
近畿大・奈　良

(583) Shogo SASAKI (04)
14 追手門学院大 100002011 八尾　康平 (4)

追手門学院大・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (2011) Kohei YAO (01)
492217 100002014 田中　吹輝 (3)

追手門学院大・大　阪
(2014) Fubuki TANAKA (02)

(  43.00) 100002008 阿川　晃平 (4)
追手門学院大・大　阪

(2008) Kohei AGAWA (01)
100002016 滝本　恵果 (2)

追手門学院大・大　阪
(2016) Keika TAKIMOTO (03)

100002020 山本　琉稀 (2)
追手門学院大・大　阪

(2020) Ryuki YAMAMOTO (03)
100002017 田中　大空 (2)

追手門学院大・大　阪
(2017) Sora TANAKA (03)

15 関西大 100000249 岡田　寛人 (3)
関西大・広　島

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (249) Hiroto OKADA (02)
492218 100000221 藤井　恒輝 (4)

関西大・大　阪
(221) Koki FUJII (01)

(  39.35) 100000247 濱田　澪 (3)
関西大・大　阪

(247) Rei HAMADA (03)
100000278 垣内　慶紀 (2)

関西大・大　阪
(278) Yoshiki KAKIUCHI (03)

100000279 山田　雄大 (2)
関西大・大　阪

(279) Yudai YAMADA (03)
100000266 小田原　舜 (3)

関西大・大　阪
(266) Shun ODAHARA (02)
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男子 ４×４００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 和歌山大 100001730 井上　悠夢 (2)

和歌山大・和歌山
ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (1730) Yuma INOUE (03)
490058 100001733 桑原　怜志 (2)

和歌山大・和歌山
(1733) Satoshi KUWAHARA (03)

100001729 田村　蒼馬 (2)
和歌山大・和歌山

(1729) Soma TAMURA (04)
100001731 西谷　眞人 (2)

和歌山大・和歌山
(1731) Masato NISHITANI (03)

100001726 廣岡　潤哉 (3)
和歌山大・和歌山

(1726) Jyunya HIROOKA (02)
100001727 吉里　憧大 (2)

和歌山大・和歌山
(1727) Shota YOSHIZATO (03)

2 大阪体育大 100000120 中嶋　佑 (4)
大阪体育大・兵　庫

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (120) Tasuku NAKAJIMA (01)
492213 100000118 山本　望睦 (4)

大阪体育大・和歌山
(118) Nozomu YAMAMOTO (01)

(3:13.02) 100000179 南野　佑貴 (2)
大阪体育大・大　阪

(179) Yuki MINAMINO (03)
100000193 橋本　昂星 (2)

大阪体育大・大　阪
(193) Kosei HASHIMOTO (03)

100000186 秋山　鴻太 (2)
大阪体育大・大　阪

(186) Kota AKIYAMA (03)
100000191 田中　一輝 (2)

大阪体育大・兵　庫
(191) Kazuki TANAKA (03)

3 大阪公立大 100001419 細谷　雅貴 (M1)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲ (1419) Masaki HOSOYA (99)
501018 100001416 大内　陸 (M1)

大阪公立大・大　阪
(1416) Riku OUCHI (00)

(3:19.00) 100001417 濱崎　佳真 (M1)
大阪公立大・京　都

(1417) Keima HAMASAKI (99)
100001444 山城　爽輔 (3)

大阪公立大・大　阪
(1444) Sosuke YAMASHIRO (02)

100001437 長田　紳太郎 (3)
大阪公立大・大　阪

(1437) Shintaro NAGATA (02)
100001420 安藤　亮介 (4)

大阪公立大・大　阪
(1420) Ryosuke ANDO (02)

4 大阪国際大 100001326 加治木　悠真 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (1326) Yuma KAJIKI (02)
492355 100001336 中山　貴晶 (4)

大阪国際大・高　知
(1336) Takaaki NAKAYAMA (02)

(3:18.00) 100001369 高橋　正汰 (2)
大阪国際大・大　阪

(1369) Shota TAKAHASHI (03)
100001362 梶田　風也 (2)

大阪国際大・大　阪
(1362) Fuya KAJITA (03)

100001334 中野　隼 (4)
大阪国際大・京　都

(1334) Hayato NAKANO (01)
100001333 田中　大督 (4)

大阪国際大・京　都
(1333) Daisuke TANAKA (01)

5 大阪大 100000963 奥野　賢汰 (4)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (963) Kenta OKUNO (01)
490051 100000978 杉島　匠 (4)

大阪大・大　阪
(978) Takumi SUGISHIMA (01)

(3:15.16) 100000989 西岡田　航大 (3)
大阪大・奈　良

(989) Kodai NISHIOKADA (01)
100000991 沖田　啓紀 (3)

大阪大・大　阪
(991) Hiroki OKITA (01)

100000996 山路　涼太 (3)
大阪大・大　阪

(996) Ryota YAMAJI (03)
100001022 吉村　祐真 (2)

大阪大・大　阪
(1022) Yuma YOSHIMURA (02)
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男子 ４×４００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 大阪経済大 100001099 谷　純太朗 (4)

大阪経済大・兵　庫
ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (1099) Juntaro TANI (01)
492205 100001111 山根　汰一 (3)

大阪経済大・大　阪
(1111) Taichi YAMANE (02)

(3:16.44) 100001108 幸村　侑哉 (3)
大阪経済大・兵　庫

(1108) Yuya KOMURA (02)
100001117 田村　奏人 (2)

大阪経済大・大　分
(1117) Kanato TAMURA (03)

100001132 泉　奏至 (1)
大阪経済大・大　阪

(1132) Soushi IZUMI (04)
100001122 中井　真太郎 (2)

大阪経済大・大　阪
(1122) Shintaro NAKAI (03)

7 天理大 100000900 三木　稜士 (4)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (900) Ryoji MIKI (01)
492249 100000906 中村　蓮音 (4)

天理大・奈　良
(906) Ren NAKAMURA (02)

(3:12.84) 100000929 大荒　大翔 (2)
天理大・大　阪

(929) Daito OARE (03)
100000931 甲斐　直樹 (2)

天理大・大　阪
(931) Naoki KAI (03)

100000935 東奥　倖希 (2)
天理大・奈　良

(935) Koki HIGASHIOKU (03)
100000936 信正　颯太 (2)

天理大・奈　良
(936) Sota NOBUMASA (03)

8 摂南大 100001220 舛谷　大成 (4)
摂南大・京　都

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (1220) Taisei MASUTANI (02)
492302 100001224 中村　勇斗 (3)

摂南大・大　阪
(1224) Yuto NAKAMURA (02)

(3:19.36) 100001207 岡村　陸王 (3)
摂南大・大　阪

(1207) Rikuo OKAMURA (02)
100001240 伊辻　海太 (2)

摂南大・大　阪
(1240) Kaita ITSUJI (03)

100001227 田村　翔 (3)
摂南大・和歌山

(1227) Sho TAMURA (03)
100001213 執行　隼之介 (3)

摂南大・兵　庫
(1213) Shunnosuke SHIGYO (02)

9 近畿大 100000543 森髙　颯治朗 (3)
近畿大・兵　庫

ｷﾝｷﾀﾞｲ (543) Sojiro MORITAKA (03)
492221 100000544 琴寄　晴仁 (3)

近畿大・滋　賀
(544) Haruto KOTOYORI (02)

(3:09.90) 100000569 吉川　偉己 (2)
近畿大・大　阪

(569) Itsuki YOSHIKAWA (03)
100000579 長葭　遥斗 (1)

近畿大・静　岡
(579) Haruto NAGAYOSHI (04)

100000583 佐々木　祥吾 (1)
近畿大・奈　良

(583) Shogo SASAKI (04)
100000572 加茂　翼 (1)

近畿大・大　阪
(572) Tsubasa KAMO (04)

10 追手門学院大 100002011 八尾　康平 (4)
追手門学院大・大　阪

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (2011) Kohei YAO (01)
492217 100002014 田中　吹輝 (3)

追手門学院大・大　阪
(2014) Fubuki TANAKA (02)

(3:28.00) 100002010 船戸　優 (4)
追手門学院大・大　阪

(2010) Yu FUNATO (01)
100002016 滝本　恵果 (2)

追手門学院大・大　阪
(2016) Keika TAKIMOTO (03)

100002020 山本　琉稀 (2)
追手門学院大・大　阪

(2020) Ryuki YAMAMOTO (03)
100002017 田中　大空 (2)

追手門学院大・大　阪
(2017) Sora TANAKA (03)
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主　催:関西学生陸上競技連盟
運営協力:公益財団法人大阪陸上競技協会
競技場:ヤンマーフィールド長居

男子 ４×４００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 関西大 100000219 増田　潮音 (4)

関西大・兵　庫
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (219) Shion MASUDA (01)
492218 100000230 和田　一真 (4)

関西大・京　都
(230) Kazuma WADA  (01)

(3:08.95) 100000229 栗原　拓海 (4)
関西大・京　都

(229) Takumi KURIHARA (01)
100000280 京竹　泰雅 (2)

関西大・大　阪
(280) Taiga KYOTAKE (03)

100000282 森原　蓮斗 (2)
関西大・大　阪

(282) Rento MORIHARA (03)
100000247 濱田　澪 (3)

関西大・大　阪
(247) Rei HAMADA (03)
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主　催:関西学生陸上競技連盟
運営協力:公益財団法人大阪陸上競技協会
競技場:ヤンマーフィールド長居

女子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大和大 200000812 徳原　麻友 (2)

大和大・大　阪
ﾔﾏﾄﾀﾞｲ (812) Mayu TOKUHARA (03)
496998 200000809 仲野　舞 (2)

大和大・大　阪
(809) Mai NAKANO (04)

200000811 栗原　愛 (2)
大和大・大　阪

(811) Ai KURIHARA (03)
200000808 藤田　吉乃 (3)

大和大・大　阪
(808) Yoshino FUJITA (02)

200000813 高原　ひなた (2)
大和大・な　し

(813) Hinata TAKAHARA (04)
200000810 末永　聖佳 (3)

大和大・大　阪
(810) Kiyoka SUENAGA (01)

2 大阪体育大 200000184 波江野　夏帆 (2)
大阪体育大・大　阪

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (184) Natsuho HAENO (03)
492213 200000174 横山　結香 (3)

大阪体育大・三　重
(174) Yuika YOKOYAMA (02)

(  47.71) 200000167 田渕　美沙紀 (3)
大阪体育大・和歌山

(167) Misaki TABUCHI (02)
200000168 森田　音羽 (3)

大阪体育大・静　岡
(168) Otoha MORITA (03)

200000185 矢野　遥楓 (2)
大阪体育大・愛　媛

(185) Haruka YANO (03)
200000155 花山　桃香 (4)

大阪体育大・愛　媛
(155) Momoka HANAYAMA (01)

3 大阪国際大 200000847 前田　朱音 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (847) Akane MAEDA (01)
492355 200000849 吉識　史央里 (4)

大阪国際大・大　阪
(849) Shiori YOSHIKI (01)

(  49.64) 200000844 郡山　月花 (4)
大阪国際大・大　阪

(844) Tsukika KORIYAMA (01)
200000853 櫨山　わかば (3)

大阪国際大・兵　庫
(853) Wakaba HAZEYAMA (02)

200000846 堀川　今日子 (4)
大阪国際大・大　阪

(846) Kyoko HORIKAWA (02)
4 大阪大 200000556 大岡　千咲 (4)

大阪大・大　阪
ｵｵｻｶﾀﾞｲ (556) Chisaki OOKA (00)
490051 200000563 阿部　愛美 (3)

大阪大・奈　良
(563) Manami ABE (01)

(  50.00) 200000565 竹中　ゆりあ (3)
大阪大・兵　庫

(565) Yuria TAKENAKA (03)
200000566 中谷　心愛 (2)

大阪大・滋　賀
(566) Kokoa NAKATANI (04)

200000570 辻　皐耶 (2)
大阪大・三　重

(570) Saya TSUJI (03)
200000554 延安　美穂 (M2)

大阪大・大　阪
(554) Miho NOBUYASU (98)

5 大阪成蹊大 200000503 山根　千歩 (2)
大阪成蹊大・大　阪

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (503) Chiho YAMANE (03)
492523 200000505 石田　悠月 (2)

大阪成蹊大・大　阪
(505) Yuzuki ISHIDA (03)

(  46.51) 200000508 菅原　真桜 (2)
大阪成蹊大・大　阪

(508) Mao SUGAWARA (04)
200000512 渡辺　ひなた (1)

大阪成蹊大・大　阪
(512) Hinata WATANABE (04)

200000513 武田　夏歩 (1)
大阪成蹊大・大　阪

(513) Kaho TAKEDA (05)
200000514 ハッサン　ナワール (1)

大阪成蹊大・大　阪
(514) Nawal HASSAN (04)
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主　催:関西学生陸上競技連盟
運営協力:公益財団法人大阪陸上競技協会
競技場:ヤンマーフィールド長居

女子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 大阪教育大 200000324 中村　美紀 (4)

大阪教育大・兵　庫
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (324) Minori NAKAMURA (01)
490053 200000325 山田　なつ子 (4)

大阪教育大・大　阪
(325) Natsuko YAMADA (01)

200000328 小村　愛 (3)
大阪教育大・福　岡

(328) Ai KOMURA (02)
200000337 前原　ゆい (2)

大阪教育大・大　阪
(337) Yui MAEHARA (03)

200000337 前原　ゆい (2)
大阪教育大・大　阪

(337) Yui MAEHARA (03)
7 大阪経済大 200000872 平野　杏 (4)

大阪経済大・大　阪
ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (872) Anzu HIRANO (01)
492205 200000873 大林　由依 (3)

大阪経済大・大　阪
(873) Yui OBAYASHI (02)

(  49.70) 200000874 三宅　彩菜 (2)
大阪経済大・大　阪

(874) Ayana MIYAKE (03)
200000875 吉村　優希 (2)

大阪経済大・大　阪
(875) Yuki YOSHIMURA (03)

200000876 峰本　エマ (1)
大阪経済大・大　阪

(876) Ema MINEMOTO (05)
8 天理大 200000521 水越　青空 (3)

天理大・奈　良
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (521) Aozora MIZUKOSHI (02)
492249 200000522 新免　菜央 (2)

天理大・奈　良
(522) Nao SHIMMEN (03)

(  47.23) 200000523 御前　有莉奈 (2)
天理大・奈　良

(523) Yurina MISAKI (04)
200000524 星場　麗羽 (2)

天理大・石　川
(524) Uruha HOSHIBA (03)

200000525 寺本　葵 (2)
天理大・兵　庫

(525) Aoi TERAMOTO (03)
9 東大阪大 200000299 有廣　璃々香 (4)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (299) Ririka ARIHIRO (01)
492526 200000302 外山　桃 (4)

東大阪大・大　阪
(302) Momo TOYAMA (01)

(  47.94) 200000303 辻　歩理 (4)
東大阪大・大　阪

(303) Ayuri TSUJI (02)
200000307 邨田　菜摘 (3)

東大阪大・大　阪
(307) Natsumi MURATA (02)

200000312 宍戸　花帆 (2)
東大阪大・大　阪

(312) Kaho SHISHIDO (03)
200000317 小坂　彩菜 (1)

東大阪大・大　阪
(317) Ayana KOSAKA (04)

10 関西大 200000432 井上　晴稀 (3)
関西大・京　都

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (432) Haruki INOUE (02)
492218 200000438 澤田　佳奈 (2)

関西大・京　都
(438) Kana SAWADA (03)

(  47.08) 200000439 野川　明莉 (2)
関西大・兵　庫

(439) Akari NOGAWA (03)
200000433 中島　杏奈 (3)

関西大・大　阪
(433) Anna NAKAJIMA (02)

200000440 延安　美月 (4)
関西大・兵　庫

(440) Mizuki NOBUYASU (01)
200000442 坂倉　希望 (2)

関西大・大　阪
(442) Nozomi SAKAKURA (03)
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主　催:関西学生陸上競技連盟
運営協力:公益財団法人大阪陸上競技協会
競技場:ヤンマーフィールド長居

女子 ４×４００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪体育大 200000168 森田　音羽 (3)

大阪体育大・静　岡
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (168) Otoha MORITA (03)
492213 200000182 大森　夢菜 (3)

大阪体育大・兵　庫
(182) Yuna OMORI (02)

(1:55.61) 200000160 原　華澄 (4)
大阪体育大・大　阪

(160) Kasumi HARA (01)
200000171 貴島　萌夏美 (3)

大阪体育大・大　阪
(171) Monami KIJIMA (02)

200000189 平田　空 (2)
大阪体育大・大　阪

(189) Sora HIRATA (03)
2 大阪国際大 200000847 前田　朱音 (4)

大阪国際大・大　阪
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (847) Akane MAEDA (01)
492355 200000849 吉識　史央里 (4)

大阪国際大・大　阪
(849) Shiori YOSHIKI (01)

(4:01.00) 200000848 松金　里奈 (3)
大阪国際大・大　阪

(848) Rina MATSUKANE (01)
200000855 松村　佳代子 (2)

大阪国際大・岐　阜
(855) Kayoko MATSUMURA (03)

3 大阪大 200000554 延安　美穂 (M2)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (554) Miho NOBUYASU (98)
490051 200000556 大岡　千咲 (4)

大阪大・大　阪
(556) Chisaki OOKA (00)

(3:54.68) 200000561 小川　桃依 (3)
大阪大・福　井

(561) Momoe OGAWA (03)
200000563 阿部　愛美 (3)

大阪大・奈　良
(563) Manami ABE (01)

200000565 竹中　ゆりあ (3)
大阪大・兵　庫

(565) Yuria TAKENAKA (03)
200000566 中谷　心愛 (2)

大阪大・滋　賀
(566) Kokoa NAKATANI (04)

4 大阪成蹊大 200000501 アシィ　しおりパメラ (3)
大阪成蹊大・大　阪

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (501) Shiori Pamela ACHY (03)
492523 200000502 宮崎　佳乃 (2)

大阪成蹊大・大　阪
(502) Kano MIYAZAKI (03)

(3:51.25) 200000507 福田　七海 (2)
大阪成蹊大・大　阪

(507) Nami FUKUDA (03)
200000510 平木　陽 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(510) Haru HIRAKI (05)

200000511 中島　心 (1)
大阪成蹊大・大　阪

(511) Koko NAKASHIMA (04)
200000515 奥橋　歩実 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(515) Ayumi OKUHASHI (04)

5 天理大 200000521 水越　青空 (3)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (521) Aozora MIZUKOSHI (02)
492249 200000522 新免　菜央 (2)

天理大・奈　良
(522) Nao SHIMMEN (03)

(3:12.84) 200000523 御前　有莉奈 (2)
天理大・奈　良

(523) Yurina MISAKI (04)
200000524 星場　麗羽 (2)

天理大・石　川
(524) Uruha HOSHIBA (03)

200000525 寺本　葵 (2)
天理大・兵　庫

(525) Aoi TERAMOTO (03)
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主　催:関西学生陸上競技連盟
運営協力:公益財団法人大阪陸上競技協会
競技場:ヤンマーフィールド長居

女子 ４×４００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 東大阪大 200000299 有廣　璃々香 (4)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (299) Ririka ARIHIRO (01)
492526 200000300 窪　美咲 (4)

東大阪大・大　阪
(300) Misaki KUBO (01)

(3:44.71) 200000302 外山　桃 (4)
東大阪大・大　阪

(302) Momo TOYAMA (01)
200000307 邨田　菜摘 (3)

東大阪大・大　阪
(307) Natsumi MURATA (02)

200000311 太田　愛梨 (2)
東大阪大・大　阪

(311) Airi OTA (03)
200000317 小坂　彩菜 (1)

東大阪大・大　阪
(317) Ayana KOSAKA (04)

7 関西大 200000425 立川　加乃 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (425) Kano TACHIKAWA (01)
492218 200000439 野川　明莉 (2)

関西大・兵　庫
(439) Akari NOGAWA (03)

(3:48.00) 200000440 延安　美月 (4)
関西大・兵　庫

(440) Mizuki NOBUYASU (01)
200000426 粟津　志帆 (4)

関西大・兵　庫
(426) Shiho AWAZU (01)

200000434 冨田　紗妃 (3)
関西大・大　阪

(434) Saki TONDA (03)
200000446 若林　　遼 (2)

関西大・大　阪
(446) Haruka WAKABAYASHI (03)
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