
　第３３回全日本大学駅伝対校選手権大会 関西学連出場大学選考競技会
競技場：京都市西京極総合運動公園陸上競技場

１位 京都産業大 総合タイム 4:08:46.47 ２位 立命館大 総合タイム 4:13:14.23 ３位 関西大 総合タイム 4:13:55.68 ４位 大阪体育大 総合タイム 4:14:30.87 ５位 近畿大 総合タイム 4:16:52.73
ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録

4 中川　智博 4 滋　賀 30:33.53 45 濱田　　遥 3 京　都 30:45.49 15 細江　克敏 3 兵　庫 30:58.80 58 浅井　　猛 3 愛　知 31:08.13 23 田中　祐馬 4 京　都 31:27.33
ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾎｿｴ ｶﾂﾄｼ ｱｻｲ ﾀｹｼ ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ

8 澤井　茂樹 3 石　川 30:43.55 41 阿野　貴志 4 京　都 30:59.85 13 佐毘　容平 4 兵　庫 31:00.25 55 源嶋　慶大 4 大　阪 31:20.05 22 松村　直樹 3 香　川 31:48.18
ｻﾜｲ ｼｹﾞｷ ｱﾉ ﾀｶｼ ｻﾋﾞ ﾖｳﾍｲ ｹﾞｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ

2 三宅　浩之 4 大　阪 30:57.22 42 石嶋　智顕 3 熊　本 31:27.49 11 佐嘉田　和外 4 大　阪 31:09.63 56 平林　稔久 4 京　都 31:41.50 26 杉山　晴彦 2 大　阪 31:54.13
ﾐﾔｹ ﾋﾛﾕｷ ｲｼｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ ｻｶﾀ ｶｽﾞﾄ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋｻ ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙﾋｺ

1 高野　修徳 4 京　都 31:02.51 43 志田　雄司 4 広　島 31:27.83 14 平良　雅寿 3 大　阪 31:39.74 51 大森　　整 3 兵　庫 31:50.98 27 樋上　　晶 1 京　都 31:56.20
ﾀｶﾉ ﾐﾁﾉﾘ ｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾀｲﾗ ﾏｻﾄｼ ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ ﾋﾉｳｴ ｱｷ

3 楠本　友和 3 京　都 31:02.90 46 大前　喬之 4 京　都 31:47.85 20 藤原　雅也 2 大　阪 31:39.87 60 大家　孝行 2 滋　賀 31:53.26 21 木庭　和彦 3 鳥　取 32:12.91
ｸｽﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ ｵｵﾏｴ ﾀｶﾕｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾔ ｵｵﾔ ﾀｶﾕｷ ｷﾆﾜ ｶｽﾞﾋｺ

7 平尾　成志 2 京　都 31:03.31 50 本竹　真徳 1 長　崎 32:00.68 19 佐藤　哲成 1 兵　庫 32:15.28 59 新井　博文 2 福　井 31:55.99 29 柴田　淳次 4 大　阪 32:18.11
ﾋﾗｵ ﾏｻｼ ﾓﾄﾀｹ ﾏｻﾉﾘ ｻﾄｳ ﾃﾂﾅﾘ ｱﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ

6 岡島　浩三 2 京　都 31:37.11 44 大久保　弘幸 2 京　都 32:22.04 16 坂田　隆平 1 大　阪 32:35.57 57 三木　邦彦 1 兵　庫 32:10.62 30 宇都宮　考司 4 京　都 32:19.10
ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾂ ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾕｷ ｻｶﾀ ﾘｭｳﾍｲ ﾐｷ ｸﾆﾋｺ ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｳｼﾞ

5 上間　翔太 2 大　阪 31:46.34 47 蔵元　大輔 2 兵　庫 32:23.00 18 村上　武史 2 兵　庫 32:36.54 52 中西　　怜 1 大　阪 32:30.34 28 渡部　　俊 2 島　根 32:56.77
ｳｴﾏ ｼｮｳﾀ ｸﾗﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ ﾅｶﾆｼ ﾚｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ

10 田村　直之 1 京　都 31:48.83 48 小林　祥英 1 京　都 32:31.71 12 山本　文平 4 兵　庫 32:45.91 53 浜口　祐一 1 和歌山 32:30.87 24 田久保　仁 1 大　阪 33:15.70
ﾀﾑﾗ ﾅｵﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ ﾊﾏｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ ﾀｸﾎﾞ ｼﾞﾝ

9 三田村　健史 1 京　都 32:11.28 49 冨士原　旭 2 鳥　取 32:46.76 17 中西　慶輔 2 兵　庫 33:37.92 54 友田　雄介 3 大　阪 32:47.87 25 西島　陽平 2 大　阪 34:06.64
ﾐﾀﾑﾗ ﾀｹｼ ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ ﾅｶﾆｼ ｹｲｽｹ ﾄﾓﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾆｼｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ

６位 大阪学院大 総合タイム 4:21:55.21 ７位 龍谷大 総合タイム 4:23:34.48 ８位 大阪経済大 総合タイム 4:27:56.89 ９位 甲南大 総合タイム 4:29:45.49 １０位 大阪大 総合タイム 4:35:34.40
ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 　氏   名 組 陸協 記録
31 八隅　豊正 4 京　都 31:13.37 92 登田　幸博 1 京　都 31:51.56 71 甲斐　淳史 3 大　阪 32:14.81 81 島崎　　真 4 兵　庫 30:25.05 63 尼寺　哲郎 4 大　阪 32:43.47

ﾔｽﾐ ﾕﾀｶ ﾄﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ ｶｲ ｱﾂｼ ｼﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ ﾆｼﾞ ﾃﾂﾛｳ
33 岩上　拓史 3 和歌山 31:38.36 95 木村　武司 4 大　阪 32:18.76 78 吉山　尚寿 3 兵　庫 32:15.55 82 高木　雅行 4 兵　庫 31:05.03 69 中尾　寿孝 4 兵　庫 33:35.69

ｲﾜｶﾞﾐ ﾀｸｼ ｷﾑﾗ ﾀｹｼ ﾖｼﾔﾏ ﾅｵﾄｼ ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾕｷ ﾅｶｵ ﾄｼﾀｶ
32 菅野　仁志 4 奈　良 31:41.77 91 川島　太一 3 京　都 32:20.27 75 小林　信高 2 大　阪 32:53.89 90 山口　優一 1 兵　庫 33:26.60 64 伊藤　琢也 3 大　阪 33:45.66

ｶﾝﾉ ﾋﾄｼ ｶﾜｼﾏ ﾀｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾀｶ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ ｲﾄｳ ﾀｸﾔ
35 奥井　雄介 3 兵　庫 32:31.74 98 佐々木　法爾 1 京　都 32:56.56 72 川崎　洋幹 4 大　阪 32:54.30 83 来住　宏樹 1 大　阪 33:28.65 61 富士田　覚 3 大　阪 34:07.06

ｵｸｲ ﾕｳｽｹ ｻｻｷ ﾎｳﾆ ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾐｷ ｷｼ ﾋﾛｷ ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾙ
34 中井　芳聡 4 京　都 33:04.48 94 三谷　　学 3 奈　良 33:15.94 73 千葉　太郎 4 大　阪 33:42.11 87 柳田　正則 3 兵　庫 34:44.42 62 油家　一晃 3 三　重 34:45.48

ﾅｶｲ ﾖｼｱｷ ﾐﾀﾆ ﾏﾅﾌﾞ ﾁﾊﾞ ﾀﾛｳ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ｱﾌﾞﾗﾔ ｶｽﾞｱｷ
36 黒井　大輔 2 大　阪 33:38.00 93 来住　裕也 1 兵　庫 33:26.16 74 井岡　　健 2 兵　庫 33:48.04 86 宍戸　吉夫 1 兵　庫 34:48.22 68 森本　研一 2 大　阪 35:10.01

ｸﾛｲ ﾀﾞｲｽｹ ｷｼ ﾕｳﾔ ｲｵｶ ｹﾝ ｼｼﾄﾞ ﾖｼｵ ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ
37 平尾　　功 2 徳　島 33:57.07 100 森戸　昭彦 4 京　都 33:26.32 76 木村　明彦 1 大　阪 34:24.78 89 舛井　　敬 2 兵　庫 35:24.52 66 中村　大介 1 大　阪 35:30.63

ﾋﾗｵ ｲｻｵ ﾓﾘﾄ ｱｷﾋｺ ｷﾑﾗ ｱｷﾋｺ ﾏｽｲ ﾀｶｼ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ
39 廣瀬　雅也 2 岡　山 34:10.42 99 福田　孝久 3 京　都 33:58.91 77 大野　純一 1 大　阪 35:43.41 85 竹内　雅之 3 大　阪 36:23.00 67 中川　憲保 1 大　阪 35:56.40

ﾋﾛｾ ﾏｻﾔ ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋｻ ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘﾔｽ
40 井上　伸二 1 奈　良 34:27.65 96 黒田　幸一 2 兵　庫 34:48.46 84 北　　茂人 3 兵　庫 37:27.31 70 江田　幸弘 2 兵　庫 36:15.58

ｲﾉｳｴ ｼﾝｼﾞ ｸﾛﾀﾞ ｺｳｲﾁ ｷﾀ ｼｹﾞﾄ ｺｳﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ
38 中川　政寿 1 奈　良 36:44.25 97 古川　裕一 2 大　阪 34:56.52 88 谷本　達哉 2 兵　庫 37:34.61 65 赤松　　伸 1 兵　庫 37:35.00

ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄｼ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｲﾁ ﾀﾆﾓﾄ ﾀﾂﾔ ｱｶﾏﾂ ｼﾝ

注：総合タイムは、各大学上位８名までのタイムの合計である。

この結果、昨年度第６２回関西学生対校駅伝競走大会の優勝校である京都産業大学と
第３３回全日本大学駅伝対校選手権大会関西学連出場大学選考競技会で総合第２位の立命館大学・第３位の関西大学が
秩父宮賜杯第３３回全日本大学駅伝対校選手権大会に出場する。


