
【男子推薦選手】◎は特別推薦選手　58名

辻井 冬和 神戸学院大学 永田 秀悟 京都府立大学

宮内 浩志 龍谷大学 中嶋 遼 大阪大学

上野 拓海 兵庫教育大学 小島 克彦 大阪大学

安東 竜平 立命館大学 坂東 賢 大阪大学

松嶋 陸 立命館大学 樫山 直生 大阪大学

谷口 晴信 立命館大学 杉岡 洸樹 びわこ学院大学

榎本 隆之介 立命館大学 井上 亮真 びわこ学院大学

大森 駿斗 立命館大学 鈴木 拓海 びわこ学院大学

中田 千太郎 立命館大学 永井 友也 びわこ学院大学

山﨑 皓太 立命館大学 九野 耀太 びわこ学院大学

森田 健太郎 立命館大学 兵頭 拓真 びわこ学院大学

時岡 宗生 京都産業大学 足立 舜 京都大学

大石 朝陽 京都産業大学 阿賀 康生 放送大学関西

吉成 啓介 京都産業大学 内田 晃太 近畿大学

小嶋 郁依斗 京都産業大学 竹山 晃平 近畿大学

中村 光稀 京都産業大学 中野 裕太 近畿大学

池中 貴史 大阪教育大学 楠田 貴幸 大阪経済大学

水口 涼 関西学院大学 藤原 亮太 大阪経済大学

上田 颯汰 関西学院大学 真鍋 友貴 大阪経済大学

佐藤 良祐 関西学院大学 片山 蓮 大阪経済大学

◎ 守屋 和希 関西学院大学 佐々木 凜太郎 大阪経済大学

中尾 心哉 関西学院大学 藤村 晴夫 大阪経済大学

清水 皓太 関西学院大学 杉本 平汰 大阪経済大学

田中 優樹 関西学院大学

井手 翔琉 関西学院大学

今井 由伸 関西学院大学

八木 悠晟 関西学院大学

山﨑 寛太 同志社大学

上野 拓貴 甲南大学

嶋谷 鐘二郎 関西大学

坂本 亘生 関西大学

池村 剛志 関西大学

大髙 肇 関西大学

伊藤 仁 関西大学

橋本 颯太 関西大学

第３回関西学生ハーフマラソン選手権大会

推薦選手一覧（確定）



【女子推薦選手】◎は特別推薦選手　60名

筒井 心桜 東大阪大学 森崎 綾乃 関西外国語大学

加藤 詩帆加 大阪学院大学 飯島 果琳 関西大学

室伏 香音 大阪学院大学 木下 茜 関西大学

岡田 柚希 大阪学院大学 磯野 美空 関西大学

野崎 光 大阪学院大学 近藤 来那 関西大学

袴田 華帆 大阪学院大学 石松 空 関西大学

鹿嶋 仁渚 大阪学院大学 伐栗 夢七 関西大学

佐藤 千紘 大阪学院大学 ◎ 柳谷 日菜 関西大学

中山 優奈 大阪学院大学 高岡 真香 びわこ学院大学

山中 ほの香 大阪学院大学 古賀 華実 大阪芸術大学

永長 里緒 大阪学院大学 北川 星瑠 大阪芸術大学

小林 舞妃留 大阪学院大学 古原 夏音 大阪芸術大学

依田 来巳 大阪学院大学 雲丹亀 美月 大阪芸術大学

坂尻 有花 立命館大学 鈴木 杏奈 大阪芸術大学

飛田 凜香 立命館大学 川原 一文 大阪芸術大学

平岡 美帆 立命館大学 中谷 妃菜乃 大阪芸術大学

小林 朝 立命館大学 野中 和佳菜 大阪芸術大学

曽根 野乃花 立命館大学 貞松 真帆 大阪芸術大学

菊地 琴子 立命館大学 溝内 里紗 京都光華女子大学

中地 こころ 立命館大学 冨田 彩水 京都光華女子大学

村松 灯 立命館大学 吉村 唯 京都光華女子大学

𠮷薗 栞 立命館大学 猪阪 幸花 京都光華女子大学

田代 実穂 神戸学院大学

藤田 真由 神戸学院大学

松井 沙樹 神戸学院大学

中西 未海 神戸学院大学

広内 来幸 神戸学院大学

須田 花音 神戸学院大学

堀 綾花 神戸学院大学

古川 天音 神戸学院大学

松本 陽暖 神戸学院大学

仲野 由佳梨 神戸大学

矢尾 桃子 関西外国語大学

三輪 南菜子 関西外国語大学

山岸 みなみ 関西外国語大学

高瀬 奈々海 関西外国語大学

武田 芽依 関西外国語大学

清水 萌楓 関西外国語大学


