
【男子一般選手】154名

嵯峨山 楓汰 神戸学院大学 北辻 巴樹 立命館大学

鶴田 慈英 神戸学院大学 千葉 祐輔 滋賀大学

垣内 航汰 龍谷大学 尾野 弘直 滋賀大学

井上 潤弥 龍谷大学 紺野 佑介 京都府立医科大学

古屋鋪 有真 龍谷大学 加藤 遼 京都府立医科大学

朝山 航大 龍谷大学 大澤 弘暉 京都府立医科大学

村上 真矢 龍谷大学 白矢 昂汰 京都工芸繊維大学

南部 海斗 龍谷大学 小森 智貴 びわこ成蹊スポーツ大学

樽見 遊佑 龍谷大学 西尾 駿介 びわこ成蹊スポーツ大学

竪山 泰正 龍谷大学 渡邊 翔大 びわこ成蹊スポーツ大学

新井 貫太 大阪体育大学 楠見 涼介 びわこ成蹊スポーツ大学

笹本 匠 大阪体育大学 上田 巴瑠 びわこ成蹊スポーツ大学

津田 竜太朗 大阪体育大学 田邉 昇 びわこ成蹊スポーツ大学

岩田 直人 大阪体育大学 中屋 宏志郎 びわこ成蹊スポーツ大学

中辻 隼人 大阪体育大学 千坂 柊人 びわこ成蹊スポーツ大学

加藤 優希 大阪体育大学 若江 亮平 神戸大学

岩藤 綾汰 大阪学院大学 佐々木 太一 神戸大学

池嶋 佳憲 大阪学院大学 青野 智也 神戸大学

河野 嵩矢 大阪学院大学 篠原 直生 神戸大学

清水 裕次郎 大阪学院大学 細見 貴之 神戸大学

高砂 直紘 大阪学院大学 横谷 陸哉 神戸大学

徳田 航也 大阪学院大学 中川 一勢 大阪教育大学

大石 陸斗 大阪学院大学 木村 元 大阪教育大学

金岡 弘尚 大阪学院大学 橋本 虎大郎 大阪教育大学

横山 志穏 大阪学院大学 瀬戸 路弾 関西外国語大学

黄地 一希 大阪学院大学 太田 亮爾 同志社大学

北田 颯 大阪学院大学 松本 直樹 同志社大学

下妻 樹生 大阪学院大学 武林 悠天 同志社大学

武本 佳明 大阪学院大学 田中 駿一朗 同志社大学

山口 誉 大阪学院大学 大島 康成 同志社大学

坂本 元喜 大阪学院大学 水上 直人 同志社大学

堀内 裕太 大阪学院大学 富崎 広大 同志社大学

松本 柊斗 桃山学院大学 中村 大哉 同志社大学

玉田 匠 桃山学院大学 三村 颯 大阪成蹊大学

松山 旭良 立命館大学 阪倉 達也 大阪成蹊大学

第３回関西学生ハーフマラソン選手権大会

一般選手一覧（確定）



古満 敬 甲南大学 土肥 茂樹 びわこ学院大学

神崎 亮佑 甲南大学 西谷 太一 びわこ学院大学

尾田 尚正 甲南大学 尾崎 圭亮 びわこ学院大学

松久保 春紀 甲南大学 前田 亜門 びわこ学院大学

児島 翔太 甲南大学 相澤 航 京都大学

河内 崚 大阪国際大学 尾原 翔 京都大学

原 章裕 大阪国際大学 江端 康汰 京都大学

真砂 拓冬 大阪国際大学 原 圭佑 京都大学

尾崎 舷太 大阪国際大学 潮崎 羽 京都大学

諸山 直樹 大阪国際大学 村上 将悟 放送大学関西

服部 結月 大阪国際大学 藤本 純司 放送大学関西

三橋 凌久 大阪国際大学 山口 雄也 放送大学関西

居林 和輝 関西大学 中村 暢宏 放送大学関西

坂東 壮琉 関西大学 粟田 貴明 放送大学関西

谷川 啓斗 関西大学 有山 恵大 放送大学関西

石井 滉人 関西大学 駒井 智己 放送大学関西

英 唯明 関西大学 石原 陽平 摂南大学

大野 佳太朗 関西大学 藤村 雅紀 摂南大学

大戸 隆正 関西大学 小坂 皓大 大阪市立大学

岩田 潤平 関西大学 竹内 元哉 大阪市立大学

古澤 周也 大阪大学 山名 貴大 大阪市立大学

帶島 滉生 大阪大学 坂口 智樹 大阪市立大学

山本 崇人 大阪大学 中田 小太郎 大阪市立大学

中村 弘和 大阪大学 伏本 カーディン 大阪市立大学

谷河 幸祐 大阪大学 稲葉 丈人 大阪市立大学

辻本 駿葵 大阪大学 小松 優真 大阪市立大学

奥村 拳 大阪大学 中喜多 孝平 大阪市立大学

大西 晟輔 大阪大学 佐野 良典 大阪市立大学

西山 寛人 大阪大学 三木 康裕 大阪市立大学

尾田 晴風 大阪大学 岡嶌 峻平 大阪市立大学

江守 勇貴 大阪大学 森口 勇輝 兵庫県立大学

大塚 遼 大阪大学 白髭 一翔 兵庫県立大学

大淵 鷹之介 大阪大学 豊岡 尚弥 兵庫県立大学

冨田 和道 大阪大学 上田 皓一 兵庫県立大学

佐伯 有輝人 大阪大学 山口 智也 兵庫県立大学

大久保 開 大阪大学 濱橋 雅幸 近畿大学

浦川 格 びわこ学院大学 樋口 航 近畿大学

小西 晃矢 びわこ学院大学 木本 悠翔 大阪経済大学

田中 夢人 びわこ学院大学 平野 幸季 大阪経済大学



堀 拓海 大阪経済大学  

佐藤 颯 大阪経済大学  

前島 諒人 明治国際医療大学  

山田 貫太 和歌山大学  

山本 玲於奈 和歌山大学  

穂垣 智博 和歌山大学  

【女子一般選手】40名

宮崎 明音 東大阪大学 西川 真悠 京都大学

福井 友葉 東大阪大学 小澤 皐 大阪市立大学

嫁阪 舞 桃山学院大学 藤原 麻友香 兵庫県立大学

鈴木 麻少 大阪学院大学 肥塚 真実 京都光華女子大学

田中 毬愛 大阪学院大学 西田 華奈 京都光華女子大学

米原 千尋 大阪学院大学 宇都 さくら 京都光華女子大学

鈴木 笑理 大阪学院大学 片桐 穂乃香 京都光華女子大学

桶谷 南実 立命館大学 入江 みはゆ 明治国際医療大学

川勝 裕夏 滋賀大学 美坂 ゆり 和歌山大学

井川 夏実 神戸学院大学

吉村 唯 神戸学院大学

大江 百華 神戸学院大学

神吉 優海 神戸学院大学

三戸 真美 神戸学院大学

安達 花音 神戸学院大学

谷口 明日香 武庫川女子大学

中本 春花 武庫川女子大学

西田 野夏 武庫川女子大学

永見 結 武庫川女子大学

綿田 真子 武庫川女子大学

平福 沙織 びわこ成蹊スポーツ大学

中藤 望 びわこ成蹊スポーツ大学

沖谷 友奈 関西大学

五味 尚子 関西大学

久木 柚奈 佛教大学

原田 萌花 佛教大学

清水 ひなた 佛教大学

吉田 藍 佛教大学

植田 萌恵 佛教大学

楠本 風花 大阪芸術大学

藤本 涼 京都大学


