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1 京都教育大 100001425 大谷地　虎希 (4)

京都教育大・新  潟
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1472) ｵｵﾔﾁ ﾀｹｷ
490049 100001430 中井　裕彰 (4)

京都教育大・京　都
(1477) ﾅｶｲ ﾋﾛｱｷ

(  40.94) 100001434 田原　和真 (3)
京都教育大・徳  島

(1481) ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾏ
100001432 石井　大晴 (3)

京都教育大・岡　山
(1479) ｲｼｲ ﾀｲｾｲ

100001445 野上　翼 (1)
京都教育大・香  川

(1492) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ
100001431 向山　尊次 (M1)

京都教育大・京　都
(1478) ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶﾂｸﾞ

2 大阪大 100000967 大西　淳矢 (4)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (1009) ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝﾔ
490051 100000980 澤田　隆成 (4)

大阪大・大　阪
(1022) ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

(  40.54) 100000988 平松　力 (4)
大阪大・大　阪

(1030) ﾋﾗﾏﾂ ﾘｷ
100000990 本多　健一朗 (4)

大阪大・大　阪
(1032) ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ

100000992 松本　雄志郎 (4)
大阪大・長　崎

(1034) ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾛｳ
100001004 木下　将一 (3)

大阪大・兵　庫
(1046) ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｲﾁ

3 大阪教育大 100001827 畑浦　秀哉 (3)
大阪教育大・大　阪

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1875) ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ
490053 100001812 江島　大貴 (4)

大阪教育大・兵　庫
(1860) ｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ

(  40.37) 100001833 寺崎　一輝 (2)
大阪教育大・群　馬

(1881) ﾃﾗｻｷ ｶｽﾞｷ
100001838 米田　拓海 (2)

大阪教育大・奈　良
(1886) ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ

100001819 冨岡　凌平 (4)
大阪教育大・大　阪

(1867) ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳﾍｲ
100001831 阿部　直樹 (2)

大阪教育大・兵　庫
(1879) ｱﾍﾞ ﾅｵｷ

4 和歌山大 100001215 田中　勇人 (4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (1261) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ
490058 100001225 松岡　翼斗 (3)

和歌山大・和歌山
(1271) ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ

(  41.11) 100001232 橋本　佳吾 (2)
和歌山大・和歌山

(1278) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ
100002411 大岡　諒真 (1)

和歌山大・和歌山
(2464) ｵｵｵｶ ﾘｮｳﾏ

100002412 片山　尚則 (1)
和歌山大・和歌山

(2465) ｶﾀﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ
100002416 谷村　風真 (1)

和歌山大・和歌山
(2469) ﾀﾆﾑﾗ ﾌｳﾏ

5 大阪市立大 100001850 松本　倫太朗 (4)
大阪市立大・大　阪

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (1898) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
491018 100001855 小林　大航 (3)

大阪市立大・大　阪
(1903) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ

(  40.36) 100001871 小田原　陣 (2)
大阪市立大・大　阪

(1919) ｵﾀﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ
100001878 宮本　浩翼 (2)

大阪市立大・京　都
(1926) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ

100001861 福田　将大 (3)
大阪市立大・大　阪

(1909) ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ
100002498 大内　陸 (1)

大阪市立大・兵　庫
(2553) ｵｵｳﾁ ﾘｸ
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6 大阪府立大 100001978 壹岐　大吾 (2)

大阪府立大・滋　賀
ｵｵｻｶﾌﾘﾂﾀﾞｲ (2027) ｲｷ ﾀﾞｲｺﾞ
491083 100001980 宮﨑　拓郎 (2)

大阪府立大・和歌山
(2029) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

(  43.45) 100002458 有川　雄太 (1)
大阪府立大・大　阪

(2511) ｱﾘｶﾜ ﾕｳﾀ
100002460 向山　理一朗 (1)

大阪府立大・滋　賀
(2513) ﾑｺｳﾔﾏ ﾘｲﾁﾛｳ

100002461 高木　大登 (1)
大阪府立大・大　阪

(2514) ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾄ
100002464 吉村　太智 (1)

大阪府立大・大　阪
(2517) ﾖｼﾑﾗ ﾀｲﾁ

7 京都産業大 100000408 芦田　幸翼 (2)
京都産業大・兵　庫

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (421) ｱｼﾀﾞ ｺｳｽｹ
492189 100000410 宮内　魁大 (2)

京都産業大・兵　庫
(423) ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ

(  39.92) 100000450 細見　洸太 (2)
京都産業大・兵　庫

(463) ﾎｿﾐ ｺｳﾀ
100000438 濱野　笙大 (1)

京都産業大・大　阪
(451) ﾊﾏﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ

100000439 原吉　龍 (1)
京都産業大・京　都

(452) ﾊﾗﾖｼ ﾘｭｳ
8 同志社大 100000564 高橋　頼 (3)

同志社大・大　阪
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (588) ﾀｶﾊｼ ﾗｲ
492195 100000568 岩本　憲明 (3)

同志社大・広　島
(592) ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

(  40.45) 100000572 山﨑　智貴 (3)
同志社大・大　阪

(596) ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｷ
100000582 小畠　隆文 (2)

同志社大・大　阪
(606) ｵﾊﾞﾀ ﾀｶﾌﾐ

100000587 四戸　慈朗 (2)
同志社大・滋　賀

(611) ｼﾉﾍ ｼﾞﾛｳ
100000596 伊藤　大和 (1)

同志社大・滋　賀
(620) ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ

9 立命館大 100000080 佐々木　啓輔 (2)
立命館大・京　都

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (80) ｻｻｷ ｹｲｽｹ
492200 100000064 梶川　颯太 (2)

立命館大・福  井
(64) ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ

(  39.16) 100000042 本郷　汰樹 (3)
立命館大・愛  知

(42) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ
100000007 遠藤　泰司 (4)

立命館大・滋　賀
(7) ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ

100000079 福田　皓規 (2)
立命館大・静  岡

(79) ﾌｸﾀﾞ ｺｳｷ
100000029 中西　慧太 (4)

立命館大・栃　木
(29) ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ

10 龍谷大 100000627 平田　剛 (3)
龍谷大・滋　賀

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (651) ﾋﾗﾀ ﾂﾖｼ
492201 100000649 中村　恭輔 (1)

龍谷大・滋　賀
(673) ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ

(  40.49) 100000608 武部　正樹 (4)
龍谷大・滋　賀

(632) ﾀｹﾍﾞ ﾏｻｷ
100000647 新居　裕大 (2)

龍谷大・大　阪
(671) ｱﾗｲ ﾕｳﾀ

100000636 井上　航 (2)
龍谷大・大　阪

(660) ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ
100000630 奥村　公基 (3)

龍谷大・滋　賀
(654) ｵｸﾑﾗ ｺｳｷ
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11 大阪学院大 100001259 有馬　裕太郎 (3)

大阪学院大・兵　庫
ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1306) ｱﾘﾏ ﾕｳﾀﾛｳ
492204 100001261 上田　大樹 (3)

大阪学院大・兵　庫
(1308) ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

(  42.00) 100001267 清水　雄大 (3)
大阪学院大・兵　庫

(1314) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
100001273 加藤　嵩人 (2)

大阪学院大・京　都
(1320) ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ

100001274 河野　侑吾 (2)
大阪学院大・兵　庫

(1321) ｺｳﾉ ﾕｳｺﾞ
12 大阪経済大 100001558 田村　真嗣 (2)

大阪経済大・島　根
ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (1606) ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ
492205 100002288 高味　珠眞 (1)

大阪経済大・兵　庫
(2340) ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾏ

(  41.67) 100001559 藤井　南希 (2)
大阪経済大・大　阪

(1607) ﾌｼﾞｲ ﾐﾅｷ
100001562 鈴木　吏空 (2)

大阪経済大・大　阪
(1610) ｽｽﾞｷ ﾘｸ

100001551 牧野　雄太 (3)
大阪経済大・岡　山

(1599) ﾏｷﾉ ﾕｳﾀ
100002505 堀戸　智博 (1)

大阪経済大・大　阪
(2560) ﾎﾘﾄ ﾁﾋﾛ

13 大阪工業大 100001146 岡田　和磨 (2)
大阪工業大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1192) ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
492208 100002202 杉町　匠海 (1)

大阪工業大・兵　庫
(2254) ｽｷﾞﾏﾁ ﾀｸﾐ

(  43.58) 100002204 東山　雄飛 (1)
大阪工業大・岡　山

(2256) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾀｶﾄ
100002541 山本　浩暉 (2)

大阪工業大・兵　庫
(2596) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

100002546 北浦　柊二 (1)
大阪工業大・兵　庫

(2601) ｷﾀｳﾗ ｼｭｳｼﾞ
100002548 土居下　晴也 (1)

大阪工業大・大　阪
(2603) ﾄﾞｲｼﾀ ﾊﾙﾔ

14 大阪産業大 100002011 南渕　康平 (4)
大阪産業大・大　阪

ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (2060) ﾅﾌﾞﾁ ｺｳﾍｲ
492209 100002018 芝田　岳 (3)

大阪産業大・和歌山
(2067) ｼﾊﾞﾀ ｶﾞｸ

(  41.68) 100002021 加集　幸輝 (3)
大阪産業大・兵　庫

(2070) ｶｼｭｳ ｺｳｷ
100002023 西橋　宏騎 (3)

大阪産業大・京　都
(2072) ﾆｼﾊﾞｼ ﾋﾛｷ

100002219 若本　樹 (1)
大阪産業大・兵　庫

(2271) ﾜｶﾓﾄ ﾀﾂｷ
100002397 山村　尚輝 (1)

大阪産業大・大　阪
(2450) ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵｷ

15 大阪商業大 100002031 西中　隆人 (4)
大阪商業大・和歌山

ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (2080) ﾆｼﾅｶ ﾀｶﾄ
492212 100002035 鷲見　元輝 (3)

大阪商業大・大　阪
(2084) ﾜｼﾐ ﾓﾄｷ

(  44.18) 100002036 北村　嘉洋 (3)
大阪商業大・兵　庫

(2085) ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ
100002037 石井　智也 (2)

大阪商業大・大　阪
(2086) ｲｼｲ ﾄﾓﾔ

100002489 田邊　大輝 (1)
大阪商業大・岡　山

(2544) ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ
100002490 中村　将貴 (1)

大阪商業大・大　阪
(2545) ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ



２０１９関西学生新人陸上競技選手権大会　兼　２０１９ディムライトリレーズ Page:4
2019/07/29 19:03主　催:関西学生陸上競技連盟

運営協力：一般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 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 大阪体育大 100000319 青木　光 (2)

大阪体育大・大　阪
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (326) ｱｵｷ ﾋｶﾙ
492213 100000325 豊島　優 (2)

大阪体育大・岐  阜
(332) ﾄﾖｼﾏ ｽｸﾞﾙ

(  40.05) 100000331 松下　楓斗 (2)
大阪体育大・兵　庫

(338) ﾏﾂｼﾀ ﾌｳﾄ
100002277 佐々木　裕大 (1)

大阪体育大・兵　庫
(2329) ｻｻｷ ﾕｳﾀ

100000321 市川　大地 (2)
大阪体育大・大　阪

(328) ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲﾁ
100000326 土手　幸星 (2)

大阪体育大・滋　賀
(333) ﾄﾞﾃ ｺｳｾｲ

17 追手門学院大 100002073 大木　秀平 (3)
追手門学院大・大　阪

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (2125) ｵｵｷ ｼｭｳﾍｲ
492217 100002079 長岡　泰成 (2)

追手門学院大・大　阪
(2131) ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ

(  41.06) 100002068 本馬　聖也 (4)
追手門学院大・兵　庫

(2119) ﾎﾝﾏ ｾｲﾔ
100002083 立野　大空 (4)

追手門学院大・大　阪
(2135) ﾀﾃﾉ ｵｵｿﾞﾗ

100002595 山本　陽士 (1)
追手門学院大・大　阪

(2651) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ
100002078 川合　晟太 (3)

追手門学院大・大　阪
(2130) ｶﾜｲ ｱｷﾀｶ

18 近畿大 100000475 西沢　隆汰 (3)
近畿大・三  重

ｷﾝｷﾀﾞｲ (494) ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ
492221 100000459 川西　裕太 (4)

近畿大・大　阪
(478) ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ

(  39.05) 100000486 上山　紘輝 (2)
近畿大・三  重

(505) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ
100000471 笠谷　洸貴 (3)

近畿大・大　阪
(490) ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ

100000457 利川　瑛博 (4)
近畿大・富  山

(476) ﾄｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ
19 桃山学院大 100001896 荘埜　太一 (4)

桃山学院大・大　阪
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1945) ｼｮｳﾉ ﾀｲﾁ
492228 100002044 富永　匠哉 (4)

桃山学院大・兵　庫
(2093) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ

(  42.03) 100002046 伊藤　大翔 (3)
桃山学院大・和歌山

(2095) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ
100002052 向田　拓人 (2)

桃山学院大・大　阪
(2101) ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾄ

100002054 池邉　裕太 (2)
桃山学院大・和歌山

(2103) ｲｹﾍﾞ ﾕｳﾀ
100001898 西川　勝海 (2)

桃山学院大・大　阪
(1947) ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾐ

20 関西学院大 100000116 伊里　洋海 (4)
関西学院大・愛  知

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (121) ｲﾘ ﾋﾛﾐ
492232 100000153 小倉　朱右 (3)

関西学院大・兵　庫
(158) ｵｸﾞﾗ ｼｭｳ

(  39.31) 100000183 丘田　龍弥 (2)
関西学院大・兵　庫

(188) ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ
100000213 桒原　拓也 (2)

関西学院大・兵　庫
(218) ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ

100000224 小谷　捷人 (1)
関西学院大・大　阪

(229) ｺﾀﾆ ﾊﾔﾄ
100000219 伊藤　大知 (1)

関西学院大・岐  阜
(224) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
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21 甲南大 100001401 山村　景大 (2)

甲南大・兵　庫
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (1448) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾀ
492234 100001412 葛川　智博 (2)

甲南大・兵　庫
(1459) ｸｽﾞｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

(  40.79) 100001413 細見　慶念人 (1)
甲南大・兵　庫

(1460) ﾎｿﾐ ｹﾈﾄ
100001403 播本　裕也 (2)

甲南大・大　阪
(1450) ﾊﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ

100002107 豊島　夏輝 (１)
甲南大・大　阪

(2159) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ
100001400 山口　雄己 (3)

甲南大・大　阪
(1447) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ

22 神戸学院大 100001347 川井　翔悟 (3)
神戸学院大・兵　庫

ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1394) ｶﾜｲ ｼｮｳｺﾞ
492237 100001351 烏野　翔輝 (2)

神戸学院大・兵　庫
(1398) ｶﾗｽﾉ ｼｮｳｷ

(  41.98) 100001362 井須　友貴 (2)
神戸学院大・岡　山

(1409) ｲｽ ﾄﾓｷ
100001370 松本　遼太 (4)

神戸学院大・兵　庫
(1417) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀ

100001371 才野　怜治 (2)
神戸学院大・兵　庫

(1418) ｻｲﾉ ﾚｲｼﾞ
100002128 渡邉　翔太 (1)

神戸学院大・兵　庫
(2180) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

23 天理大 100001754 赤澤　征樹 (3)
天理大・大　阪

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (1802) ｱｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ
492249 100001762 北村　泰崇 (3)

天理大・大　阪
(1810) ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ

(  40.18) 100001768 島村　侑暉 (3)
天理大・奈　良

(1816) ｼﾏﾑﾗ ﾕｳｷ
100001755 橋本　裕貴 (3)

天理大・大　阪
(1803) ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｷ

100001767 松本　壮流 (3)
天理大・兵　庫

(1815) ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ
100001780 木谷　聡太 (2)

天理大・大　阪
(1828) ｷﾀﾆ ｿｳﾀ

24 摂南大 100001943 塩渕　紫菜延 (2)
摂南大・香  川

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (1992) ｼｵﾌﾞﾁ ｼﾅﾉ
492302 100001941 丹生谷　舜 (2)

摂南大・京　都
(1990) ﾆｭｳﾉﾔ ｼｭﾝ

(  42.50) 100001937 水戸　義晶 (2)
摂南大・大　阪

(1986) ﾐﾄ ﾖｼｱｷ
100001959 川畑　宏紀 (1)

摂南大・大　阪
(2008) ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ

100002326 藤江　成歩 (1)
摂南大・大　阪

(2378) ﾌｼﾞｴ ﾅﾙﾎ
100002613 山下　葉平 (1)

摂南大・大　阪
(2669) ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾍｲ

25 大阪国際大 100001050 北川　慎一郎 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (1096) ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ
492355 100001046 石田　那月 (4)

大阪国際大・大　阪
(1092) ｲｼﾀﾞ ﾅﾂｷ

(  40.16) 100001068 井筒　錬 (3)
大阪国際大・大　阪

(1114) ｲﾂﾞﾂ ﾚﾝ
100001071 岩﨑　義起 (2)

大阪国際大・大　阪
(1117) ｲﾜｻｷ ﾖｼｷ

100001084 井上　雄揮 (2)
大阪国際大・大　阪

(1130) ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ
100001102 早川　流星 (1)

大阪国際大・大　阪
(1148) ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｾｲ
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男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 びわスポ大 100000718 芦田　英太 (2)

びわスポ大・滋　賀
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (747) ｱｼﾀﾞ ｴｲﾀ
492522 100000726 岡田　真拓 (2)

びわスポ大・滋　賀
(755) ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ

(  40.65) 100000727 門田　光希 (2)
びわスポ大・愛　媛

(756) ｶﾄﾞﾀ ﾘｸ
100000735 鈴木　祐汰 (2)

びわスポ大・大　阪
(764) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ

100000740 髙知　真吾 (2)
びわスポ大・滋　賀

(769) ｺｳﾁ ｼﾝｺﾞ
100002174 宮本　光翼 (1)

びわスポ大・滋　賀
(2226) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ

27 大阪成蹊大 100001722 田中　侑翔 (3)
大阪成蹊大・大　阪

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (1770) ﾀﾅｶ ﾕｳﾋ
492523 100001724 宮本　拓実 (3)

大阪成蹊大・大　阪
(1772) ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾐ

(  41.79) 100001723 田川　渚 (3)
大阪成蹊大・大　阪

(1771) ﾀｶﾞﾜ ﾅｷﾞｻ
100002307 秋鹿　尚斗 (1)

大阪成蹊大・兵　庫
(2359) ｱｲｶ ﾅｵﾄ

100001727 末吉　拓海 (2)
大阪成蹊大・兵　庫

(1775) ｽｴﾖｼ ﾀｸﾐ
100001725 東山　叶多 (2)

大阪成蹊大・兵　庫
(1773) ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｶﾅﾀ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪教育大 100001827 畑浦　秀哉 (3)

大阪教育大・大　阪
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1875) ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ
490053 100001819 冨岡　凌平 (4)

大阪教育大・大　阪
(1867) ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳﾍｲ

(3:15.50) 100001816 嶋原　耕平 (4)
大阪教育大・兵　庫

(1864) ｼﾏﾊﾞﾗ ｺｳﾍｲ
100001807 文　舜孝 (M1)

大阪教育大・兵　庫
(1855) ﾌﾞﾝ ｼｭﾝｺﾞ

100001818 土肥　優扶馬 (4)
大阪教育大・大　阪

(1866) ﾄﾞﾋ ﾕｳﾏ
100001823 河合　和司 (3)

大阪教育大・奈　良
(1871) ｶﾜｲ ｶｽﾞｼ

2 和歌山大 100001221 佐竹　拓 (3)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (1267) ｻﾀｹ ﾀｸ
490058 100001223 濱本　天瞳 (3)

和歌山大・和歌山
(1269) ﾊﾏﾓﾄ ﾃﾝﾄﾞｳ

(3:14.65) 100001225 松岡　翼斗 (3)
和歌山大・和歌山

(1271) ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ
100001230 中岡　孝輔 (2)

和歌山大・和歌山
(1276) ﾅｶｵｶ ｺｳｽｹ

100001231 西角　祐亮 (2)
和歌山大・和歌山

(1277) ﾆｼｶｸ ﾕｳｽｹ
100001232 橋本　佳吾 (2)

和歌山大・和歌山
(1278) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

3 兵庫教育大 100002067 大崎　健太 (M1)
兵庫教育大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (2118) ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ
490092 100001309 岩崎　涼 (M2)

兵庫教育大・兵　庫
(1356) ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ

(3:16.79) 100001311 桒垣　威千介 (M1)
兵庫教育大・兵　庫

(1358) ｸﾜｶﾞｷ ｲﾁｽｹ
100001302 阿江　基希 (3)

兵庫教育大・兵　庫
(1349) ｱｴ ﾓﾄｷ

100001304 高木　元太 (3)
兵庫教育大・兵　庫

(1351) ﾀｶｷﾞ ｹﾞﾝﾀ
100001306 高山　優明 (2)

兵庫教育大・兵　庫
(1353) ﾀｶﾔﾏ ﾕｱﾝ

4 大阪市立大 100001855 小林　大航 (3)
大阪市立大・大　阪

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (1903) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ
491018 100001850 松本　倫太朗 (4)

大阪市立大・大　阪
(1898) ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

(3:11.21) 100001862 福宮　凪人 (3)
大阪市立大・大　阪

(1910) ﾌｸﾐﾔ ﾅｷﾞﾄ
100001847 徳田　和優 (4)

大阪市立大・大　阪
(1895) ﾄｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

100001841 首藤　太志 (M2)
大阪市立大・大　阪

(1889) ｼｭﾄｳ ﾌﾄｼ
100001861 福田　将大 (3)

大阪市立大・大　阪
(1909) ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ

5 滋賀県立大 100001453 小杉　康之 (4)
滋賀県立大・滋　賀

ｼｶﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (1500) ｺｽｷﾞ ﾔｽﾕｷ
491054 100001456 善田　晃平 (3)

滋賀県立大・滋　賀
(1503) ｾﾞﾝﾀ ｺｳﾍｲ

(3:31.46) 100001459 畑野　響 (2)
滋賀県立大・滋　賀

(1506) ﾊﾀﾉ ﾋﾋﾞｷ
100002305 中澤　崚哉 (1)

滋賀県立大・滋　賀
(2357) ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ

100002306 井下　和輝 (1)
滋賀県立大・滋　賀

(2358) ｲｼﾀ ｶｽﾞｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 兵庫県立大 100001315 林　幸佑 (M2)

兵庫県立大・兵　庫
ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (1362) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ
491082 100001329 清水　祥吾 (3)

兵庫県立大・兵　庫
(1376) ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ

100001341 横川　和輝 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(1388) ﾖｺｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
100001342 八尾　知典 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(1389) ﾔｵ ﾄﾓﾉﾘ

7 大阪府立大 100001972 大江　和範 (3)
大阪府立大・大　阪

ｵｵｻｶﾌﾘﾂﾀﾞｲ (2021) ｵｵｴ ｶｽﾞﾉﾘ
491083 100001977 嵐　健太 (2)

大阪府立大・愛  知
(2026) ｱﾗｼ ｹﾝﾀ

(3:18.93) 100001976 味方　海斗 (2)
大阪府立大・大　阪

(2025) ｱｼﾞｶﾀ ｶｲﾄ
100001980 宮﨑　拓郎 (2)

大阪府立大・和歌山
(2029) ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ

100002458 有川　雄太 (1)
大阪府立大・大　阪

(2511) ｱﾘｶﾜ ﾕｳﾀ
100002464 吉村　太智 (1)

大阪府立大・大　阪
(2517) ﾖｼﾑﾗ ﾀｲﾁ

8 京都産業大 100000412 國谷　大地 (2)
京都産業大・京　都

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (425) ｸﾆﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ
492189 100000415 坪井　直紀 (2)

京都産業大・岡　山
(428) ﾂﾎﾞｲ ﾅｵｷ

(3:11.37) 100000416 柴田　桂吾 (2)
京都産業大・兵　庫

(429) ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ
100000437 中川　諒 (1)

京都産業大・兵　庫
(450) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ

100000440 松﨑　智也 (1)
京都産業大・京　都

(453) ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ
9 同志社大 100000577 加耒　勇馬 (2)

同志社大・福　岡
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (601) ｶｸ ﾕｳﾏ
492195 100000578 橋本　将弥 (2)

同志社大・愛  知
(602) ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ

(3:13.36) 100000595 山村　恵斗 (1)
同志社大・大　阪

(619) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ
100002194 西川　宏太 (1)

同志社大・静  岡
(2246) ﾆｼｶﾜ ｺｳﾀ

100002195 河野　彰真 (1)
同志社大・大　阪

(2247) ｺｳﾉ ｼｮｳﾏ
100002552 國枝　翔来 (1)

同志社大・岐  阜
(2607) ｸﾆｴﾀﾞ ﾄﾋﾞﾗ

10 龍谷大 100000634 伊藤　宏至 (2)
龍谷大・和歌山

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (658) ｲﾄｳ ｺｳｼ
492201 100000636 井上　航 (2)

龍谷大・大　阪
(660) ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ

(3:14.09) 100000653 笹田　仁 (1)
龍谷大・大　阪

(677) ｻｻﾀﾞ ｼﾞﾝ
100000652 中川　貴仁 (1)

龍谷大・滋　賀
(676) ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ

100000623 椎　悠介 (3)
龍谷大・滋　賀

(647) ｼｲ ﾕｳｽｹ
100002512 坂口　諒次 (1)

龍谷大・大　阪
(2567) ｻｶｸﾞﾁ ﾘｮｳｼﾞ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 大阪学院大 100001267 清水　雄大 (3)

大阪学院大・兵　庫
ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1314) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
492204 100001273 加藤　嵩人 (2)

大阪学院大・京　都
(1320) ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ

(3:20.00) 100001278 松本　陸 (2)
大阪学院大・大　阪

(1325) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
100001280 小谷　聖成 (1)

大阪学院大・兵　庫
(1327) ｺﾀﾆ ｾﾅ

100002381 安井　拓未 (2)
大阪学院大・京　都

(2434) ﾔｽｲ ﾀｸﾐ
12 大阪経済大 100001558 田村　真嗣 (2)

大阪経済大・島　根
ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (1606) ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ
492205 100002287 田邉　一真 (1)

大阪経済大・愛　媛
(2339) ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ

(3:19.48) 100002505 堀戸　智博 (1)
大阪経済大・大　阪

(2560) ﾎﾘﾄ ﾁﾋﾛ
100001562 鈴木　吏空 (2)

大阪経済大・大　阪
(1610) ｽｽﾞｷ ﾘｸ

100001548 兵頭　治弥 (3)
大阪経済大・大　阪

(1596) ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾄｳﾔ
100001551 牧野　雄太 (3)

大阪経済大・岡　山
(1599) ﾏｷﾉ ﾕｳﾀ

13 大阪工業大 100001150 吉田　治樹 (2)
大阪工業大・兵　庫

ｵｵｻｶｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1196) ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ
492208 100002202 杉町　匠海 (1)

大阪工業大・兵　庫
(2254) ｽｷﾞﾏﾁ ﾀｸﾐ

(3:29.86) 100002203 中島　蒼 (1)
大阪工業大・兵　庫

(2255) ﾅｶｼﾏ ｿｳ
100002541 山本　浩暉 (2)

大阪工業大・兵　庫
(2596) ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ

100002546 北浦　柊二 (1)
大阪工業大・兵　庫

(2601) ｷﾀｳﾗ ｼｭｳｼﾞ
100002548 土居下　晴也 (1)

大阪工業大・大　阪
(2603) ﾄﾞｲｼﾀ ﾊﾙﾔ

14 大阪産業大 100002015 堀田　浩夢 (4)
大阪産業大・大　阪

ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (2064) ﾎｯﾀ ﾋﾛﾑ
492209 100002024 米澤　翔太 (2)

大阪産業大・大　阪
(2073) ﾖﾈｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ

(3:20.25) 100002026 三桝　龍人 (2)
大阪産業大・兵　庫

(2075) ﾐﾏｽ ﾘｭｳﾄ
100002397 山村　尚輝 (1)

大阪産業大・大　阪
(2450) ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵｷ

100002398 三井　基継 (1)
大阪産業大・兵　庫

(2451) ﾐﾂｲ ﾓﾄﾂｸﾞ
100002582 黒瀬　尚紀 (1)

大阪産業大・京　都
(2637) ｸﾛｾ ﾅｵｷ

15 大阪体育大 100000328 平下　翔一 (2)
大阪体育大・大　阪

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (335) ﾋﾗｼﾀ ｼｮｳｲﾁ
492213 100000329 藤本　朔 (2)

大阪体育大・大　阪
(336) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ

(3:14.43) 100000330 古川　樹 (2)
大阪体育大・大　阪

(337) ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂｷ
100002270 今仲　輝 (1)

大阪体育大・奈　良
(2322) ｲﾏﾅｶ ﾋｶﾙ

100002281 藤原　由規 (1)
大阪体育大・大　阪

(2333) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ
100002280 平原　昌平 (1)

大阪体育大・兵　庫
(2332) ﾋﾗﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ
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運営協力：一般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 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 追手門学院大 100002068 本馬　聖也 (4)

追手門学院大・兵　庫
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (2119) ﾎﾝﾏ ｾｲﾔ
492217 100002073 大木　秀平 (3)

追手門学院大・大　阪
(2125) ｵｵｷ ｼｭｳﾍｲ

(3:20.30) 100002595 山本　陽士 (1)
追手門学院大・大　阪

(2651) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ
100002074 田村　耕規 (3)

追手門学院大・大　阪
(2126) ﾀﾑﾗ ｺｳｷ

100002597 福田　寛和 (1)
追手門学院大・大　阪

(2653) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ
100002072 板垣　功輔 (3)

追手門学院大・大　阪
(2124) ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ

17 関西大 100000882 山中　悠人 (3)
関西大・滋　賀

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (923) ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ
492218 100000873 南　翔之 (4)

関西大・大　阪
(914) ﾐﾅﾐ ｼｮｳﾉ

(3:13.50) 100000926 久山　康成 (2)
関西大・兵　庫

(967) ｸﾔﾏ ﾔｽﾅﾘ
100000898 井田　浩平 (3)

関西大・和歌山
(939) ｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ

100000877 村岡　竜次 (4)
関西大・兵　庫

(918) ﾑﾗｵｶ ﾘｭｳｼﾞ
100000934 穴井　晴稀 (2)

関西大・大　阪
(975) ｱﾅｲ ﾊﾙｷ

18 近畿大 100000472 神戸　颯太 (3)
近畿大・兵　庫

ｷﾝｷﾀﾞｲ (491) ｶﾝﾍﾞ ｿｳﾀ
492221 100000474 橋本　晃甫 (3)

近畿大・滋　賀
(493) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｽｹ

(3:09.66) 100000483 安藤　大晃 (3)
近畿大・大　阪

(502) ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ
100000484 石西　子竜 (3)

近畿大・大　阪
(503) ｲｿﾆｼ ｼﾘｭｳ

19 桃山学院大 100001896 荘埜　太一 (4)
桃山学院大・大　阪

ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1945) ｼｮｳﾉ ﾀｲﾁ
492228 100002044 富永　匠哉 (4)

桃山学院大・兵　庫
(2093) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ

(3:21.52) 100002050 森口　昇 (3)
桃山学院大・大　阪

(2099) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾉﾎﾞﾙ
100002046 伊藤　大翔 (3)

桃山学院大・和歌山
(2095) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ

100001899 玉田　匠 (2)
桃山学院大・大　阪

(1948) ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ
100002052 向田　拓人 (2)

桃山学院大・大　阪
(2101) ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾄ

20 関西学院大 100000126 杉原　隆太 (4)
関西学院大・京　都

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (131) ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｭｳﾀ
492232 100000149 井田　悠 (3)

関西学院大・京　都
(154) ｲﾀﾞ ﾊﾙｶ

(3:09.35) 100000165 藤本　将丞 (3)
関西学院大・山　口

(170) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾂｸﾞ
100000166 堀内　奎汰 (3)

関西学院大・大　阪
(171) ﾎﾘｳﾁ ｹｲﾀ

100000164 樋口　優人 (3)
関西学院大・京　都

(169) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
100000177 村端　宥人 (3)

関西学院大・和歌山
(182) ﾑﾗﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ
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運営協力：一般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 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 甲南大 100001413 細見　慶念人 (1)

甲南大・兵　庫
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (1460) ﾎｿﾐ ｹﾈﾄ
492234 100001412 葛川　智博 (2)

甲南大・兵　庫
(1459) ｸｽﾞｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

(3:17.76) 100002107 豊島　夏輝 (１)
甲南大・大　阪

(2159) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ
100001411 藤家　諒祐 (2)

甲南大・兵　庫
(1458) ﾌｼﾞｲｴ ﾘｮｳｽｹ

100001386 鶴　竣也 (3)
甲南大・兵　庫

(1433) ﾂﾙ ｼｭﾝﾔ
100001398 宮地　歩 (3)

甲南大・兵　庫
(1445) ﾐﾔｼﾞ ｱﾕﾑ

22 神戸学院大 100001349 中川　寛太 (3)
神戸学院大・兵　庫

ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1396) ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾝﾀ
492237 100001352 西谷　天諭 (2)

神戸学院大・兵　庫
(1399) ﾆｼﾀﾆ ｶﾐﾕ

(3:23.58) 100001357 奥田　尚巧 (2)
神戸学院大・兵　庫

(1404) ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾖｼ
100001359 番匠　智哉 (2)

神戸学院大・兵　庫
(1406) ﾊﾞﾝｼｮｳ ﾄﾓﾔ

100001369 加古　裕馬 (4)
神戸学院大・兵　庫

(1416) ｶｺ ﾕｳﾏ
100002129 三谷　崇将 (1)

神戸学院大・兵　庫
(2181) ﾐﾀﾆ ﾀｶﾏｻ

23 天理大 100001764 秦井　聡史 (3)
天理大・大　阪

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (1812) ﾊﾀｲ ﾄｼﾌﾐ
492249 100001778 猪飼　晃弘 (2)

天理大・大　阪
(1826) ｲｶｲ ｱｷﾋﾛ

(3:19.08) 100001772 小西　祥生 (2)
天理大・大　阪

(1820) ｺﾆｼ ｼｮｳｷ
100001783 清水　一希 (2)

天理大・大　阪
(1831) ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ

100001782 中井　一紀 (2)
天理大・奈　良

(1830) ﾅｶｲ ｲﾂｷ
100002242 矢野　正也 (1)

天理大・岡　山
(2294) ﾔﾉ ﾏｻﾔ

24 奈良大 100001249 飯田　千晴 (2)
奈良大・奈　良

ﾅﾗﾀﾞｲ (1296) ｲｲﾀﾞ ﾁﾊﾙ
492250 100002472 高橋　優斗 (1)

奈良大・奈　良
(2527) ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ

100002476 藤井　威斗 (1)
奈良大・奈　良

(2531) ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾄ
100002474 田能　誠士 (1)

奈良大・奈　良
(2529) ﾀﾉｳ ｾｲｼﾞ

25 摂南大 100001951 伊藤　奏 (1)
摂南大・香  川

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (2000) ｲﾄｳ ｶﾅﾃﾞ
492302 100002323 鈴木　雄大 (1)

摂南大・大　阪
(2375) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ

(3:26.00) 100001945 沼元　勇樹 (2)
摂南大・大　阪

(1994) ﾇﾏﾓﾄ ﾕｳｷ
100001954 石原　陽平 (1)

摂南大・和歌山
(2003) ｲｼﾊﾗ ﾖｳﾍｲ

100001957 戸澤　悠介 (1)
摂南大・京　都

(2006) ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ
100002321 近藤　元 (1)

摂南大・大　阪
(2373) ｺﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ
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競技場:ヤンマーフィールド長居

男子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 大阪国際大 100001066 岡本　大樹 (3)

大阪国際大・大　阪
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (1112) ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
492355 100001086 山本　理貴 (2)

大阪国際大・大　阪
(1132) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ

(3:18.29) 100001099 福田　悠翔 (1)
大阪国際大・大　阪

(1145) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
100001097 坂本　龍星 (1)

大阪国際大・大　阪
(1143) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

100001064 森本　秀翔 (3)
大阪国際大・大　阪

(1110) ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ
100001090 安田　凌 (2)

大阪国際大・兵　庫
(1136) ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ

27 びわスポ大 100000725 大谷　幹 (2)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (754) ｵｵﾀﾆ ﾓﾄｷ
492522 100000736 竹内　蒼真 (2)

びわスポ大・兵　庫
(765) ﾀｹｳﾁ ｿｳﾏ

(3:15.45) 100000744 長澤　康平 (2)
びわスポ大・滋　賀

(773) ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ
100000752 森村　大樹 (2)

びわスポ大・奈　良
(781) ﾓﾘﾑﾗ ﾀﾞｲｷ

100000764 前川　翔 (1)
びわスポ大・滋　賀

(793) ﾏｴｶﾜ ｼｮｳ
100002172 三品　諒太 (1)

びわスポ大・滋　賀
(2224) ﾐｼﾅ ﾘｮｳﾀ
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運営協力：一般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 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 京都大 200000197 後藤　加奈 (4)

京都大・大　阪
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (246) ｺﾞﾄｳ ｶﾅ
490048 200000200 花房　柚衣香 (3)

京都大・兵　庫
(249) ﾊﾅﾌｻ ﾕｲｶ

(  52.09) 200000203 奥村　夏子 (2)
京都大・京　都

(252) ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｺ
200000199 中野　水貴 (3)

京都大・大　阪
(248) ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ

200000204 西川　真悠 (2)
京都大・大　阪

(253) ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ
200000195 小西　菜月 (1)

京都大・京　都
(244) ｺﾆｼ ﾅﾂｷ

2 大阪教育大 200000823 天野　清那 (4)
大阪教育大・大　阪

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (888) ｱﾏﾉ ｻﾔﾅ
490053 200000824 髙島　佳乃子 (4)

大阪教育大・兵　庫
(889) ﾀｶｼﾏ ｶﾉｺ

(  48.05) 200000827 高瀨　愛実 (3)
大阪教育大・広　島

(892) ﾀｶｾ ﾏﾅﾐ
200000829 大崎　美都 (2)

大阪教育大・兵　庫
(894) ｵｵｻｷ ﾐｻﾄ

200000834 玉井　奈那 (1)
大阪教育大・愛　媛

(899) ﾀﾏｲ ﾅﾅ
200001058 辻　穂香 (1)

大阪教育大・香  川
(1131) ﾂｼﾞ ﾎﾉｶ

3 和歌山大 200000319 上田　百合子 (4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (384) ｳｴﾀﾞ ﾕﾘｺ
490058 200000322 岡崎　真菜 (3)

和歌山大・和歌山
(387) ｵｶｻﾞｷ ﾏﾅ

200000323 髙野　佑香 (3)
和歌山大・和歌山

(388) ﾀｶﾉ ﾕｳｶ
200000327 湯垣　七彩 (2)

和歌山大・和歌山
(392) ﾕｶﾞｷ ﾅﾅｻ

200001037 池田　亜耶香 (1)
和歌山大・和歌山

(1109) ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ
200001038 佐藤　あいり (1)

和歌山大・和歌山
(1110) ｻﾄｳ ｱｲﾘ

4 兵庫教育大 200000335 中根　なぎさ (4)
兵庫教育大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (400) ﾅｶﾈ ﾅｷﾞｻ
490092 200000336 谷口　花梨 (3)

兵庫教育大・兵　庫
(401) ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾘﾝ

(  51.60) 200000337 中川　真美花 (3)
兵庫教育大・兵　庫

(402) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾐｶ
200000338 吉井　加奈 (2)

兵庫教育大・兵　庫
(403) ﾖｼｲ ｶﾅ

200000341 洲戸　裕香 (2)
兵庫教育大・兵　庫

(406) ｽﾄﾞ ﾕｳｶ
5 同志社大 200000159 柳澤　祐衣 (1)

同志社大・石  川
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (190) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ
492195 200000979 黄瀬　蒼 (1)

同志社大・滋　賀
(1045) ｷｾ ｱｵｲ

(  47.19) 200001081 田中　里佳 (2)
同志社大・石  川

(1154) ﾀﾅｶ ﾘｶ
200000148 今森　美涼 (3)

同志社大・石  川
(179) ｲﾏﾓﾘ ﾐｽｽﾞ

200000149 丸本　佳苗 (3)
同志社大・兵　庫

(180) ﾏﾙﾓﾄ ｶﾅｴ
200000140 本庄　実玖 (4)

同志社大・京　都
(171) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾐｸ



２０１９関西学生新人陸上競技選手権大会　兼　２０１９ディムライトリレーズ Page:2
2019/07/29 19:05主　催:関西学生陸上競技連盟
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女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 佛教大 200000700 柴田　季代子 (3)

佛教大・京　都
ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (765) ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｺ
492199 200001063 牛澤　美織 (1)

佛教大・滋　賀
(1136) ｳｼｻﾞﾜ ﾐｵﾘ

(  54.38) 200001064 中川　瑞希 (1)
佛教大・大　阪

(1137) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
200001065 羽田　藍 (1)

佛教大・大　阪
(1138) ﾊﾈﾀ ｱｲ

200001066 丸野　温紀 (1)
佛教大・滋　賀

(1139) ﾏﾙﾉ ﾊﾙｷ
7 立命館大 200000001 壹岐　いちこ (4)

立命館大・滋　賀
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (1) ｲｷ ｲﾁｺ
492200 200000017 岸本　若奈 (3)

立命館大・兵　庫
(17) ｷｼﾓﾄ ﾜｶﾅ

(  45.49) 200000020 田中　佑美 (3)
立命館大・大　阪

(20) ﾀﾅｶ ﾕﾐ
200000046 壹岐　あいこ (1)

立命館大・滋　賀
(46) ｲｷ ｱｲｺ

200000048 臼井　文音 (1)
立命館大・北海道

(48) ｳｽｲ ｱﾔﾈ
8 龍谷大 200000167 中島　里菜 (3)

龍谷大・大　阪
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (203) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ
492201 200000169 髙田　恵里奈 (2)

龍谷大・大　阪
(205) ﾀｶﾀﾞ ｴﾘﾅ

(  50.08) 200000171 今井　涼歩 (2)
龍谷大・京　都

(207) ｲﾏｲ ｽｽﾞﾎ
200000172 上山　夏鈴 (2)

龍谷大・京　都
(208) ｳｴﾔﾏ ｶﾘﾝ

200000173 黒田　瑛美香 (2)
龍谷大・大　阪

(209) ｸﾛﾀﾞ ｴﾐｶ
200000170 上野　遥香 (2)

龍谷大・滋　賀
(206) ｳｴﾉ ﾊﾙｶ

9 大阪産業大 200000669 小林　澪里 (3)
大阪産業大・兵　庫

ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (734) ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ
492209 200000670 奥出　姫菜 (4)

大阪産業大・大　阪
(735) ｵｸﾃﾞ ﾋﾅ

(  53.00) 200000921 鉾之原　樹 (3)
大阪産業大・兵　庫

(986) ﾎｺﾉﾊﾗ ﾀﾂｷ
200000922 大原　采佳 (3)

大阪産業大・大　阪
(987) ｵｵﾊﾗ ｱﾔｶ

10 大阪体育大 200000098 高柴　愛佳 (2)
大阪体育大・大　阪

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (110) ﾀｶｼﾊﾞ ﾏﾅｶ
492213 200000099 土本　祐菜 (2)

大阪体育大・大　阪
(111) ﾂﾁﾓﾄ ﾕｳﾅ

(  46.78) 200001001 稲越　真子 (1)
大阪体育大・岐  阜

(1067) ｲﾅｺﾞｼ ﾏｺ
200001002 坂野　七海 (1)

大阪体育大・大　阪
(1068) ｻｶﾉ ﾅﾅﾐ

200001003 藤原　亜実 (1)
大阪体育大・大　阪

(1069) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾐ
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11 関西大 200000213 阪井　千紗 (4)

関西大・大　阪
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (267) ｻｶｲ ﾁｻ
492218 200000234 杉浦　葵 (2)

関西大・京　都
(288) ｽｷﾞｳﾗ ｱｵｲ

(  50.00) 200000235 山崎　奈々 (3)
関西大・大　阪

(289) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ
200000223 大西　貴子 (3)

関西大・大　阪
(277) ｵｵﾆｼ ﾀｶｺ

200000227 塩音　理子 (3)
関西大・京　都

(281) ｼｵﾝ ﾘｺ
200001017 川口　美思 (1)

関西大・大　阪
(1083) ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｺﾄ

12 近畿大 200000135 大林　真由 (3)
近畿大・大　阪

ｷﾝｷﾀﾞｲ (160) ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ
492221 200000138 堀井　玲菜 (2)

近畿大・大　阪
(163) ﾎﾘｲ ﾚﾅ

(  48.45) 200000139 金田　怜子 (2)
近畿大・奈　良

(164) ｶﾅﾀ ﾚｲｺ
200001004 長瀬　仁美 (1)

近畿大・兵　庫
(1070) ﾅｶﾞｾ ﾋﾄﾐ

200001052 河野　七海 (1)
近畿大・大　阪

(1124) ｺｳﾉ ﾅﾅﾐ
13 関西学院大 200000069 橋本　実紅 (1)

関西学院大・兵　庫
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (74) ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ
492232 200000964 鶏内　愛菜 (1)

関西学院大・広　島
(1030) ｶｲﾁ ｱｲﾅ

(  47.89) 200000966 的場　なるみ (1)
関西学院大・兵　庫

(1032) ﾏﾄﾊﾞ ﾅﾙﾐ
200001099 東　聖奈 (1)

関西学院大・大　阪
(1172) ｱｽﾞﾏ ｾﾅ

14 甲南大 200000368 川崎　咲良 (4)
甲南大・大　阪

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (433) ｶﾜｻｷ ｻﾗ
492234 200000369 杉浦　七海 (4)

甲南大・愛  知
(434) ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾅﾐ

(  45.01) 200000371 西尾　香穂 (4)
甲南大・大　阪

(436) ﾆｼｵ ｶﾎ
200000373 三宅　真理奈 (4)

甲南大・岡　山
(438) ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ

200000375 工藤　千佳 (3)
甲南大・青　森

(440) ｸﾄﾞｳ ﾁｶ
200000376 鈴木　塔子 (3)

甲南大・三  重
(441) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ

15 園田学園女子大 200000501 百足　千香 (4)
園田学園女子大・兵　庫

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ (566) ﾑｶﾃﾞ ﾁｶ
492244 200000497 西村　百花 (4)

園田学園女子大・京　都
(562) ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ

(  46.02) 200000495 近藤　亜友美 (4)
園田学園女子大・京　都

(560) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ
200000520 平田　未来 (3)

園田学園女子大・兵　庫
(585) ﾋﾗﾀ ﾐｸ

200000522 藤原　沙耶 (3)
園田学園女子大・兵　庫

(587) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ
200000509 門脇　直緒 (3)

園田学園女子大・大　阪
(574) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ
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16 天理大 200000797 兼安　亜美 (M2)

天理大・奈　良
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (862) ｶﾈﾔｽ ｱﾐ
492249 200000798 松本　侑那 (M2)

天理大・奈　良
(863) ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ

(  47.63) 200000802 吉田　真子 (4)
天理大・京　都

(867) ﾖｼﾀﾞ ﾏｺ
200000805 野村　海凪 (3)

天理大・大　阪
(870) ﾉﾑﾗ ﾐﾅ

200000808 三住　さつき (3)
天理大・大　阪

(873) ﾐｽﾐ ｻﾂｷ
200000812 永井　瑞穂 (2)

天理大・大　阪
(877) ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞﾎ

17 明治国際医療大 200000734 村井　萌恵 (2)
明治国際医療大・京　都

ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲ (799) ﾑﾗｲ ﾓｴ
492329 200000717 山中　雅 (4)

明治国際医療大・兵　庫
(782) ﾔﾏﾅｶ ﾐﾔﾋﾞ

(  49.24) 200000720 川口　愛華 (3)
明治国際医療大・兵　庫

(785) ｶﾜｸﾞﾁ ｱｲｶ
200000739 浦谷　愛未 (1)

明治国際医療大・京　都
(804) ｳﾗﾀﾆ ｱﾐ

18 大阪国際大 200000259 関西　薫 (4)
大阪国際大・京　都

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (324) ｾｷﾆｼ ｶｵﾙ
492355 200000276 根津　明日香 (2)

大阪国際大・奈　良
(341) ﾈﾂﾞ ｱｽｶ

(  47.49) 200000281 木村　愛里沙 (2)
大阪国際大・大　阪

(346) ｷﾑﾗ ｱﾘｻ
200000274 斎藤　里紗 (2)

大阪国際大・京　都
(339) ｻｲﾄｳ ﾘｻ

200000258 奥澤　瑠珠 (4)
大阪国際大・京　都

(323) ｵｸｻﾞﾜ ﾙｳｼﾞｭ
200000284 髙洲　あかり (2)

大阪国際大・大　阪
(349) ﾀｶｽ ｱｶﾘ

19 東大阪大 200000846 岡野　紗季 (4)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (911) ｵｶﾉ ｻｷ
492526 200000851 川田　朱夏 (2)

東大阪大・大　阪
(916) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ

(  47.81) 200000854 大西　愛永 (1)
東大阪大・大　阪

(919) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
200000855 畑田　星来 (1)

東大阪大・大　阪
(920) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ

200000849 川西　もも (2)
東大阪大・大　阪

(914) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ
200000945 逢坂　友利子 (4)

東大阪大・大　阪
(1010) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ

20 大阪成蹊大 200000768 柴山　沙也香 (4)
大阪成蹊大・愛  知

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (833) ｼﾊﾞﾔﾏ ｻﾔｶ
492523 200000782 柳谷　朋美 (3)

大阪成蹊大・石  川
(847) ﾔﾅｷﾞﾔ ﾄﾓﾐ

(  45.14) 200000787 齋藤　愛美 (2)
大阪成蹊大・岡　山

(852) ｻｲﾄｳ ｱﾐ
200000779 朝野　夏海 (3)

大阪成蹊大・富  山
(844) ｱｻﾉ ﾅﾂﾐ

200000789  野　史織 (2)
大阪成蹊大・滋　賀

(854) ﾖｼﾉ ｼｵﾘ
200000777 春木　麻実伽 (3)

大阪成蹊大・奈　良
(842) ﾊﾙｷ ﾏﾐｶ
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1 大阪教育大 200000827 高瀨　愛実 (3)

大阪教育大・広　島
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (892) ﾀｶｾ ﾏﾅﾐ
490053 200000830 松本　夏海 (2)

大阪教育大・大　阪
(895) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ

(3:47.76) 200000832 寺田　さゆり (2)
大阪教育大・愛　媛

(897) ﾃﾗﾀﾞ ｻﾕﾘ
200000835 辻井　美緒 (1)

大阪教育大・奈　良
(900) ﾂｼﾞｲ ﾐｵ

200000837 宮出　彩花 (1)
大阪教育大・大　阪

(902) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ
200000836 松元　菜笑 (1)

大阪教育大・大　阪
(901) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ

2 神戸大 200000305 宮﨑　奏菜 (3)
神戸大・兵　庫

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (370) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅ
490054 200000310 佐長　亜彩 (3)

神戸大・兵　庫
(375) ｻﾁｮｳ ｱﾔ

(4:14.25) 200000309 荻野　今日子 (3)
神戸大・兵　庫

(374) ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｺ
200000311 和三　はるか (2)

神戸大・兵　庫
(376) ﾜｻﾝ ﾊﾙｶ

3 和歌山大 200000319 上田　百合子 (4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (384) ｳｴﾀﾞ ﾕﾘｺ
490058 200000324 久保　葉月 (2)

和歌山大・和歌山
(389) ｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ

200000325 美坂　ゆり (2)
和歌山大・和歌山

(390) ﾐｻｶ ﾕﾘ
200000326 山本　久泉子 (2)

和歌山大・和歌山
(391) ﾔﾏﾓﾄ ｸﾐｺ

200000327 湯垣　七彩 (2)
和歌山大・和歌山

(392) ﾕｶﾞｷ ﾅﾅｻ
200001037 池田　亜耶香 (1)

和歌山大・和歌山
(1109) ｲｹﾀﾞ ｱﾔｶ

4 大阪市立大 200000839 小田原　かれん (4)
大阪市立大・大　阪

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (904) ｵﾀﾞﾊﾗ ｶﾚﾝ
491018 200000840 民谷　美佑香 (4)

大阪市立大・大　阪
(905) ﾀﾐﾔ ﾐﾕｶ

(4:04.60) 200000842 南　綾香 (3)
大阪市立大・大　阪

(907) ﾐﾅﾐ ｱﾔｶ
200000844 田中　寛子 (2)

大阪市立大・兵　庫
(909) ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ

200000845 大和　詩菜 (2)
大阪市立大・大　阪

(910) ﾔﾏﾄ ｼｲﾅ
200001068 菅野　瑞恵 (1)

大阪市立大・大　阪
(1141) ｽｶﾞﾉ ﾐﾂﾞｴ

5 同志社大 200000143 六反田　実優 (4)
同志社大・石  川

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (174) ﾛｸﾀﾝﾀﾞ ﾐﾕｳ
492195 200000979 黄瀬　蒼 (1)

同志社大・滋　賀
(1045) ｷｾ ｱｵｲ

(3:51.30) 200000160 櫻井　杏樹 (1)
同志社大・群　馬

(191) ｻｸﾗｲ ｱﾝｼﾞｭ
200000147 牛丸　瞭子 (3)

同志社大・大　阪
(178) ｳｼﾏﾙ ﾘｮｳｺ

200000150 西村　舞花 (3)
同志社大・長　崎

(181) ﾆｼﾑﾗ ﾏｲｶ
200000151 坪井　季希 (3)

同志社大・京　都
(182) ﾂﾎﾞｲ ﾄｷ
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6 佛教大 200000700 柴田　季代子 (3)

佛教大・京　都
ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (765) ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｺ
492199 200001063 牛澤　美織 (1)

佛教大・滋　賀
(1136) ｳｼｻﾞﾜ ﾐｵﾘ

200001064 中川　瑞希 (1)
佛教大・大　阪

(1137) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
200001065 羽田　藍 (1)

佛教大・大　阪
(1138) ﾊﾈﾀ ｱｲ

200001066 丸野　温紀 (1)
佛教大・滋　賀

(1139) ﾏﾙﾉ ﾊﾙｷ
7 立命館大 200000032 西村　寧々花 (2)

立命館大・京　都
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (32) ﾆｼﾑﾗ ﾈﾈｶ
492200 200000033 羽田野　郁恵 (2)

立命館大・大　阪
(33) ﾊﾀﾉ ﾌﾐｴ

(3:50.08) 200000034 南　千尋 (2)
立命館大・滋　賀

(34) ﾐﾅﾐ ﾁﾋﾛ
200000051 徳永　弥栄 (1)

立命館大・大　阪
(51) ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｴ

200000054 松尾　季奈 (1)
立命館大・兵　庫

(54) ﾏﾂｵ ｷﾅ
8 龍谷大 200000166 稲村　南穂 (3)

龍谷大・京　都
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (202) ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ
492201 200000167 中島　里菜 (3)

龍谷大・大　阪
(203) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ

(4:01.29) 200000169 髙田　恵里奈 (2)
龍谷大・大　阪

(205) ﾀｶﾀﾞ ｴﾘﾅ
200000170 上野　遥香 (2)

龍谷大・滋　賀
(206) ｳｴﾉ ﾊﾙｶ

200000171 今井　涼歩 (2)
龍谷大・京　都

(207) ｲﾏｲ ｽｽﾞﾎ
200000173 黒田　瑛美香 (2)

龍谷大・大　阪
(209) ｸﾛﾀﾞ ｴﾐｶ

9 関西大 200000212 笹岡　風美 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (266) ｻｻｵｶ ｶｻﾞﾐ
492218 200000225 名免良　栞 (3)

関西大・大　阪
(279) ﾅﾒﾗ ｼｵﾘ

(4:03.00) 200000226 椹木　華佳 (3)
関西大・京　都

(280) ｻﾜﾗｷﾞ ﾊﾅｶ
200000239 亀澤　舞 (1)

関西大・大　阪
(293) ｶﾒｻﾜ ﾏｲ

200001018 永野　朝希 (1)
関西大・大　阪

(1084) ﾅｶﾞﾉ ｱｻｷ
200001019 安藤　来望 (1)

関西大・大　阪
(1085) ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ

10 甲南大 200000370 武山　さくら (4)
甲南大・愛  知

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (435) ﾀｹﾔﾏ ｻｸﾗ
492234 200000378 津山　葵 (3)

甲南大・兵　庫
(443) ﾂﾔﾏ ｱｵｲ

(3:47.00) 200000380 中原　みなみ (3)
甲南大・大　阪

(445) ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ
200000368 川崎　咲良 (4)

甲南大・大　阪
(433) ｶﾜｻｷ ｻﾗ

200000369 杉浦　七海 (4)
甲南大・愛  知

(434) ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾅﾐ
200000376 鈴木　塔子 (3)

甲南大・三  重
(441) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 園田学園女子大 200000514 後藤　奈緒 (3)

園田学園女子大・兵　庫
ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ (579) ｺﾞﾄｳ ﾅｵ
492244 200000524 横田　華恋 (3)

園田学園女子大・兵　庫
(589) ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ

(3:45.00) 200000512 栗谷　瑞希 (3)
園田学園女子大・兵　庫

(577) ｸﾘﾔ ﾐｽﾞｷ
200000502 安達　眞咲 (3)

園田学園女子大・滋　賀
(567) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ

200000497 西村　百花 (4)
園田学園女子大・京　都

(562) ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ
200000547 安田　明日翔 (2)

園田学園女子大・兵　庫
(612) ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ

12 天理大 200000797 兼安　亜美 (M2)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (862) ｶﾈﾔｽ ｱﾐ
492249 200000798 松本　侑那 (M2)

天理大・奈　良
(863) ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾅ

(3:53.18) 200000805 野村　海凪 (3)
天理大・大　阪

(870) ﾉﾑﾗ ﾐﾅ
200000814 佐藤　千春 (2)

天理大・兵　庫
(879) ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ

200000812 永井　瑞穂 (2)
天理大・大　阪

(877) ﾅｶﾞｲ ﾐｽﾞﾎ
200000818 松本　沙織 (1)

天理大・大　阪
(883) ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ

13 東大阪大 200000847 木村　菜摘 (4)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (912) ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ
492526 200000851 川田　朱夏 (2)

東大阪大・大　阪
(916) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ

(3:46.57) 200000852 神薗　芽衣子 (2)
東大阪大・大　阪

(917) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ
200000854 大西　愛永 (1)

東大阪大・大　阪
(919) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ

200000855 畑田　星来 (1)
東大阪大・大　阪

(920) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ
200000945 逢坂　友利子 (4)

東大阪大・大　阪
(1010) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ


