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Hyogo Inter University Track & Field Championships 2022/03/02 19:00
主　催:関西学生陸上競技連盟
後　援:尼崎市教育委員会・尼崎市・神戸新聞社　運営協力：一般財団法人兵庫陸上 
競技場:ベイコム陸上競技場

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西学院大 100000114 河野　航大 (4)

関西学院大・福　岡
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (115) ｶﾜﾉ ｺｳﾀﾞｲ
492232 100000125 小谷　捷人 (4)

関西学院大・大　阪
(126) ｺﾀﾆ ﾊﾔﾄ

(  39.61) 100000134 今関　伸吾 (4)
関西学院大・兵　庫

(135) ｲﾏｾﾞｷ ｼﾝｺﾞ
100000144 川口　修平 (3)

関西学院大・岐  阜
(145) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

100000163 岡本　直也 (3)
関西学院大・兵　庫

(164) ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾔ
100000136 小野　力矢 (4)

関西学院大・大　分
(137) ｵﾉ ﾘｷﾔ

2 甲南大 100000861 細見　慶念人 (4)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (961) ﾎｿﾐ ｹﾈﾄ
492234 100000865 豊嶋　夏輝 (4)

甲南大・大　阪
(965) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ

(  41.00) 100000868 神崎　貴仁 (3)
甲南大・兵　庫

(968) ｶﾝｻﾞｷ ﾀｶﾋﾄ
100000873 結城　克海 (3)

甲南大・兵　庫
(973) ﾕｳｷ ｶﾂﾐ

100000876 衣笠　拓実 (2)
甲南大・兵　庫

(976) ｷﾇｶﾞｻ ﾀｸﾐ
100000880 谷尾　匠 (2)

甲南大・兵　庫
(980) ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ

3 神戸大 100000934 大西　悠生 (2)
神戸大・愛　媛

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (1034) ｵｵﾆｼ ﾕｳｾｲ
490054 100000901 廣澤　航平 (4)

神戸大・兵　庫
(1001) ﾋﾛｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ

(  42.00) 100000928 宮田　耕太郎 (3)
神戸大・兵　庫

(1028) ﾐﾔﾀ ｺｳﾀﾛｳ
100000930 森脇　寛太 (2)

神戸大・大　阪
(1030) ﾓﾘﾜｷ ｶﾝﾀ

100000933 木塚　海詩 (2)
神戸大・大　阪

(1033) ｷﾂﾞｶ ｶｲｼ
100000935 福本　雄太 (2)

神戸大・兵　庫
(1035) ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀ

4 関西福祉大 100000850 昆陽　海士 (2)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (950) ｺﾝﾖｳ ｶｲﾄ
492430 100000852 前川　誠之介 (2)

関西福祉大・兵　庫
(952) ﾏｴｶﾜ ｾｲﾉｽｹ

(  43.60) 100000854 池本　大介 (1)
関西福祉大・兵　庫

(954) ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
100000855 柴崎　優 (1)

関西福祉大・兵　庫
(955) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳ

100000858 山本　慈喜 (1)
関西福祉大・滋　賀

(958) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ
5 兵庫県立大 100000827 備　未来貴 (4)

兵庫県立大・兵　庫
ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (927) ｿﾅｴ ﾐﾗｷ
491082 100000832 上田　健登 (3)

兵庫県立大・兵　庫
(932) ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾄ

(  42.50) 100000837 磯野　佑太 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(937) ｲｿﾉ ﾕｳﾀ
100000838 西尾　咲人 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(938) ﾆｼｵ ｻｸﾄ

100000840 廣畑　敬太 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(940) ﾋﾛﾊﾀ ｹｲﾀ
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主　催:関西学生陸上競技連盟
後　援:尼崎市教育委員会・尼崎市・神戸新聞社　運営協力：一般財団法人兵庫陸上 
競技場:ベイコム陸上競技場

男子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西学院大 100000148 安藤　礁吾 (3)

関西学院大・兵　庫
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (149) ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｺﾞ
492232 100000121 片山　卓也 (4)

関西学院大・福  井
(122) ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ

(3:08.58) 100000200 山岸　由昂 (2)
関西学院大・福  井

(201) ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾀｶ
100000137 小林　諒 (4)

関西学院大・熊　本
(138) ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ

100000128 酒井　元気 (4)
関西学院大・兵　庫

(129) ｻｶｲ ｹﾞﾝｷ
100000187 金原　淳晟 (2)

関西学院大・大　阪
(188) ｶﾈﾊﾗ ｼﾞｭﾝｾｲ

2 甲南大 100000860 葛川　智博 (M1)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (960) ｸｽﾞｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ
492234 100000865 豊嶋　夏輝 (4)

甲南大・大　阪
(965) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ

(3:20.00) 100000879 米田　翔太 (2)
甲南大・兵　庫

(979) ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳﾀ
100000880 谷尾　匠 (2)

甲南大・兵　庫
(980) ﾀﾆｵ ﾀｸﾐ

100000881 前田　陸人 (2)
甲南大・兵　庫

(981) ﾏｴﾀﾞ ﾘｸﾄ
100000888 三原　大輝 (3)

甲南大・兵　庫
(988) ﾐﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

3 神戸大 100000936 谷垣　幹 (2)
神戸大・兵　庫

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (1036) ﾀﾆｶﾞｷ ﾂﾖｼ
490054 100000904 西澤　憲生 (4)

神戸大・和歌山
(1004) ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝｾｲ

(3:20.00) 100000902 後藤　弘太郎 (4)
神戸大・兵　庫

(1002) ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ
100000923 渡邊　拓海 (3)

神戸大・兵　庫
(1023) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

100000924 松下　亘騎 (3)
神戸大・大　阪

(1024) ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ
100000927 平田　岳 (3)

神戸大・大　阪
(1027) ﾋﾗﾀ ｶﾞｸ

4 関西福祉大 100000844 中川　隼一 (3)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (944) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ
492430 100000847 森川　隼成 (3)

関西福祉大・兵　庫
(947) ﾓﾘｶﾜ ﾄｼﾅﾘ

(3:29.63) 100000850 昆陽　海士 (2)
関西福祉大・兵　庫

(950) ｺﾝﾖｳ ｶｲﾄ
100000852 前川　誠之介 (2)

関西福祉大・兵　庫
(952) ﾏｴｶﾜ ｾｲﾉｽｹ

100000854 池本　大介 (1)
関西福祉大・兵　庫

(954) ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
5 兵庫県立大 100000828 寺垣内　啓吾 (4)

兵庫県立大・兵　庫
ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (928) ﾃﾗｶﾞｲﾄ ｹｲｺﾞ
491082 100000836 池本　陽介 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(936) ｲｹﾓﾄ ﾖｳｽｹ

(3:25.00) 100000838 西尾　咲人 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(938) ﾆｼｵ ｻｸﾄ
100000841 吉岡　樹永 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(941) ﾖｼｵｶ ﾐｷﾄ
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主　催:関西学生陸上競技連盟
後　援:尼崎市教育委員会・尼崎市・神戸新聞社　運営協力：一般財団法人兵庫陸上 
競技場:ベイコム陸上競技場

女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西学院大 200000681 橋本　実紅 (4)

関西学院大・兵　庫
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (682) ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ
492232 200000682 鶏内　愛菜 (4)

関西学院大・広　島
(683) ｶｲﾁ ｱｲﾅ

(  48.00) 200000685 檜垣　真由 (3)
関西学院大・兵　庫

(686) ﾋｶﾞｷ ﾏﾕ
200000686 平山　亜美 (3)

関西学院大・兵　庫
(687) ﾋﾗﾔﾏ ｱﾐ

200000692 加茂　万由子 (2)
関西学院大・兵　庫

(693) ｶﾓ ﾏﾕｺ
200000698 市川　紗有 (2)

関西学院大・兵　庫
(699) ｲﾁｶﾜ ｻﾕ

2 甲南大 200000481 前田　夏美 (4)
甲南大・鳥　取

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (482) ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ
492234 200000475 岡崎　汀 (4)

甲南大・鳥　取
(476) ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ

(  45.55) 200000477 下村　日向子 (4)
甲南大・滋　賀

(478) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ
200000479 橋爪　優佳 (4)

甲南大・大　阪
(480) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｶ

200000493 青山　華依 (2)
甲南大・大　阪

(494) ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ
200000495 尾崎　星 (2)

甲南大・鳥　取
(496) ｵｻｷ ｱｶﾘ

3 武庫川女子大 200000218 荒島　友紀子 (3)
武庫川女子大・兵　庫

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (219) ｱﾗｼﾏ ﾕｷｺ
492246 200000223 河原林　桃音 (3)

武庫川女子大・京　都
(224) ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾈ

(  48.50) 200000231 山本　早留香 (3)
武庫川女子大・兵　庫

(232) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ
200000234 渡邉　美紅 (3)

武庫川女子大・広　島
(235) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ

4 関西福祉大 200000445 谷根　優花 (4)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (446) ﾀﾆﾈ ﾕｳｶ
492430 200000446 立岩　杏珠 (3)

関西福祉大・兵　庫
(447) ﾀﾃｲﾜ ｱﾐ

(  47.73) 200000447 吉村　美咲 (3)
関西福祉大・兵　庫

(448) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ
200000451 鹿野　日陽南 (2)

関西福祉大・岐  阜
(452) ｼｶﾉ ﾋﾖﾅ

200000452 谷本　きなり (2)
関西福祉大・岡　山

(453) ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ
200000453 津村　友愛 (2)

関西福祉大・大　阪
(454) ﾂﾑﾗ ﾕｳｱ

5 園田学園女子大 200000025 藤本　彩花 (4)
園田学園女子大・大　阪

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ (26) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ
492244 200000027 矢田　涼乃 (4)

園田学園女子大・兵　庫
(28) ﾔﾀ ｽｽﾞﾉ

(  48.50) 200000057 堂西　愛加 (2)
園田学園女子大・和歌山

(58) ﾄﾞｳﾆｼ ｱｲｶ
200000015 辻　七海 (4)

園田学園女子大・大　阪
(16) ﾂｼﾞ ﾅﾅﾐ

200000006 倉本　奈緒 (4)
園田学園女子大・山　口

(7) ｸﾗﾓﾄ ﾅｵ
200000007 倉本　美知 (4)

園田学園女子大・山　口
(8) ｸﾗﾓﾄ ﾐﾁ
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主　催:関西学生陸上競技連盟
後　援:尼崎市教育委員会・尼崎市・神戸新聞社　運営協力：一般財団法人兵庫陸上 
競技場:ベイコム陸上競技場

女子 ４×１００ｍ
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 200000376 佐藤　琴音 (3)

兵庫県立大・兵　庫
ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (377) ｻﾄｳ ｺﾄﾈ
491082 200000377 本宮　亜希子 (3)

兵庫県立大・兵　庫
(378) ﾎﾝｸﾞｳ ｱｷｺ

(  50.50) 200000379 川尻　絵留 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(380) ｶﾜｼﾞﾘ ｴﾙ
200000380 中澤　春香 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(381) ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｶ

200000381 村上　舞衣 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(382) ﾑﾗｶﾐ ﾏｲ
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主　催:関西学生陸上競技連盟
後　援:尼崎市教育委員会・尼崎市・神戸新聞社　運営協力：一般財団法人兵庫陸上 
競技場:ベイコム陸上競技場

女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西学院大 200000681 橋本　実紅 (4)

関西学院大・兵　庫
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (682) ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ
492232 200000682 鶏内　愛菜 (4)

関西学院大・広　島
(683) ｶｲﾁ ｱｲﾅ

(4:00.00) 200000685 檜垣　真由 (3)
関西学院大・兵　庫

(686) ﾋｶﾞｷ ﾏﾕ
200000686 平山　亜美 (3)

関西学院大・兵　庫
(687) ﾋﾗﾔﾏ ｱﾐ

200000692 加茂　万由子 (2)
関西学院大・兵　庫

(693) ｶﾓ ﾏﾕｺ
200000699 松本　耀 (2)

関西学院大・兵　庫
(700) ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗﾘ

2 甲南大 200000480 平野　芙佑花 (4)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (481) ﾋﾗﾉ ﾌｳｶ
492234 200000478 堂本　真衣 (4)

甲南大・大　阪
(479) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｲ

(3:47.54) 200000485 続木　千尋 (3)
甲南大・滋　賀

(486) ﾂﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ
200000487 田和　りな (3)

甲南大・大　阪
(488) ﾀﾜ ﾘﾅ

200000498 安田　彩乃 (2)
甲南大・大　阪

(499) ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾉ
200000494 大崎　由布子 (2)

甲南大・兵　庫
(495) ｵｵｻｷ ﾕｳｺ

3 武庫川女子大 200000210 中塚　萌 (4)
武庫川女子大・京　都

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (211) ﾅｶﾂｶ ﾓｴ
492246 200000226 中野　菜乃 (3)

武庫川女子大・兵　庫
(227) ﾅｶﾉ ﾅﾉ

(3:48.78) 200000231 山本　早留香 (3)
武庫川女子大・兵　庫

(232) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ
200000236 石野　智深 (2)

武庫川女子大・兵　庫
(237) ｲｼﾉ ﾄﾓﾐ

4 神戸大 200000471 伊藤　帆乃香 (2)
神戸大・福　岡

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (472) ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
490054 200000472 金武　栞菜 (2)

神戸大・兵　庫
(473) ｶﾈﾀｹ ｶﾝﾅ

(4:15.00) 200000469 山口　莉穂 (3)
神戸大・大　阪

(470) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾎ
200000468 前田　佳穂 (4)

神戸大・兵　庫
(469) ﾏｴﾀﾞ ｶﾎ

5 関西福祉大 200000446 立岩　杏珠 (3)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (447) ﾀﾃｲﾜ ｱﾐ
492430 200000447 吉村　美咲 (3)

関西福祉大・兵　庫
(448) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ

(4:12.99) 200000449 大河原　愛礼 (2)
関西福祉大・静  岡

(450) ｵｵｶﾜﾗ ｱｲﾗ
200000452 谷本　きなり (2)

関西福祉大・岡　山
(453) ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ

200000454 中家　愛希 (2)
関西福祉大・兵　庫

(455) ﾅｶｲｴ ｱｷ
200000457 出口　綾乃 (1)

関西福祉大・岡　山
(458) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ
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女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 園田学園女子大 200000001 石谷　綾菜 (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 (2) ｲｼﾀﾆ ｱﾔﾅ
492244 200000029 山田　真由 (4)

園田学園女子大・大　阪
(30) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ

(4:03.00) 200000033 木村　鈴香 (3)
園田学園女子大・京　都

(34) ｷﾑﾗ ｽｽﾞｶ
200000014 竹内　栞里 (4)

園田学園女子大・兵　庫
(15) ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ

200000041 福本　瑞季 (3)
園田学園女子大・愛　媛

(42) ﾌｸﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
200000058 中野　悠菜 (2)

園田学園女子大・和歌山
(59) ﾅｶﾉ ﾊﾙﾅ
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