
第３６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

1位 京都産業大 総合タイム 4:05.50.47 2位 立命館大 総合タイム 4:09.36.09 3位 大阪体育大 総合タイム 4:11.27.57 4位 奈良産業大 総合タイム 4:12.02.76 5位 近畿大 総合タイム 4:14.26.25
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録
18 井川　重史 3 大　阪 30.00.82 1 森田　知行 2 奈　良 30.18.77 35 長井　健介 2 大　阪 30.19.29 23 Ｄ　ムリュウ 1 奈　良 29.50.43 52 宇都宮　孝司 4 京　都 31.30.40

ｲｶﾜ ｱﾂｼ ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾕｷ ﾅｶﾞｲ ｹﾝｽｹ ﾀﾞﾆｴﾙ ﾑﾘｭｳ ｳﾂﾉﾐﾔ ｺｳｼﾞ
19 上間　翔太 4 大　阪 30.22.24 6 松島　栄治 4 京　都 30.42.01 31 浅井　　猛 4 愛　知 30.46.26 22 奥中　洋貴 2 奈　良 30.37.28 58 山本　健司 1 鳥　取 31.40.87

ｳｴﾏ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｼﾏ ｴｲｼﾞ ｱｻｲ ﾀｹｼ ｵｸﾅｶ ﾋﾛｷ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ
20 村刺　厚介 4 京　都 30.35.95 2 樋口　達夫 2 神奈川 31.06.64 32 新井　博文 4 福　井 31.13.02 24 寺島　　毅 4 奈　良 31.16.29 57 山副　翔吾 1 京　都 31.44.42

ﾑﾗｻｼ ｺｳｽｹ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂｵ ｱﾗｲ ﾋﾛﾌﾐ ﾃﾗｼﾏ ﾂﾖｼ ﾔﾏｿﾞｴ ｼｮｳｺﾞ
13 菅家　幸太 4 京　都 30.49.92 3 石嶋　智顕 4 熊　本 31.23.75 33 田茂井　政 4 京　都 31.30.54 21 西原　隆史 4 奈　良 31.28.63 54 松岡　慎吾 2 滋　賀 31.46.76

ｶﾝｹ ｺｳﾀ ｲｼｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ ﾀﾓｲ ﾀﾀﾞｼ ﾆｼﾊﾗ ﾀｶｼ ﾏﾂｵｶ ｼﾝｺﾞ
14 森田　　司 4 大　阪 30.51.69 10 池田　泰仁 3 香　川 31.24.28 36 畠中　祐樹 2 福　井 31.47.13 28 比嘉　良侑 5 奈　良 31.51.02 60 平野　　裕 1 大　阪 31.46.82

ﾓﾘﾀ ﾂｶｻ ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ ﾊﾀｹﾅｶ ﾕｳｷ ﾋｶﾞ ﾖｼﾕｷ ﾋﾗﾉ ﾕﾀｶ
15 藤田　昌也 3 大　阪 30.56.94 9 猪子　和明 3 島　根 31.26.14 38 清水　弥寿允 1 香　川 31.51.20 25 有水　裕登 1 奈　良 31.54.25 55 武田　真治 3 滋　賀 31.52.95

ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾔ ｲﾉｺ ｶｽﾞｱｷ ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾏｻ ｱﾘﾐｽﾞ ﾐﾛﾄ ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
16 谷口　雅軌 3 石　川 31.05.86 7 森　　義記 2 滋　賀 31.28.84 34 大家　孝行 4 滋　賀 31.57.31 29 保木　高志 5 奈　良 32.16.47 53 奥野　智久 3 和歌山 31.56.90

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ ﾓﾘ ﾖｼｷ ｵｵﾔ ﾀｶﾕｷ ﾎｷ ﾀｶｼ ｵｸﾉ ﾄﾓﾋｻ
17 辻　　裕樹 4 滋　賀 31.07.05 8 山下　博貴 3 京　都 31.45.66 39 池田　　聡 1 京　都 32.02.82 27 柳川　雄介 2 奈　良 32.48.39 51 村井　洋太 4 三　重 32.07.13

ﾂｼﾞ ﾋﾛｷ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ ﾑﾗｲ ﾖｳﾀ
11 大西　毅彦 2 京　都 31.22.98 5 上田　宗央 3 京　都 31.45.95 40 桑野　敏至 2 大　阪 32.05.92 26 清原　啓志 3 奈　良 33.01.24 56 清水　健太 1 滋　賀 32.09.95

ｵｵﾆｼ ﾀｶﾋｺ ｳｴﾀﾞ ﾑﾈﾁｶ ｸﾜﾉ ｻﾄｼ ｷﾖﾊﾗ ﾋﾛｼ ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ
12 田村　直之 4 香　川 32.01.27 4 森　　勇躍 1 京　都 32.10.79 37 前田　義人 3 岡　山 32.55.24 30 森　　　篤 1 奈　良 34.03.64 59 牛飼　千博 2 大　阪 32.31.81

ﾀﾑﾗ ﾅｵﾕｷ ﾓﾘ ﾕｳﾔｸ ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾄ ﾓﾘ ｱﾂｼ ｳｼｶｲ ﾁﾋﾛ

6位 大阪経済大 総合タイム 4:14.30.05 7位 龍谷大 総合タイム 4:17.07.44 8位 関西学院大 総合タイム 4:19.17.36 9位 神戸大 総合タイム 4:23.46.82 10位 京都大 総合タイム 4:23.57.35
ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 学年陸協 記録
61 吉山　尚寿 4 兵　庫 30.44.87 88 松岡　悟史 1 京　都 30.23.35 47 植月　孝行 2 兵　庫 31.15.52 72 桂　　聡史 3 兵　庫 31.10.86 99 西村　好康 4 京　都 31.43.60

ﾖｼﾔﾏ ﾅｵﾄｼ ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ ｳｴﾂｷ ﾀｶﾕｷ ｶﾂﾗ ｻﾄｼ ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾔｽ
62 向井　章訓 3 兵　庫 31.07.14 81 宮坂　正勝 3 奈　良 31.47.33 41 吉田　浩一郎 4 兵　庫 31.43.60 71 長野　正昭 3 兵　庫 31.12.73 93 山崎　圭介 M2 岡　山 32.17.50

ﾑｶｲ ｱｷﾉﾘ ﾐﾔｻｶ ﾏｻﾉﾘ ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾉ ﾏｻｱｷ ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ
67 大寺　雅則 1 兵　庫 31.16.82 83 芝原　章悟 1 滋　賀 31.55.75 44 上田　　佳 3 兵　庫 31.46.52 73 堀常　純哉 M1 兵　庫 31.58.33 96 渡辺　敬宏 4 岡　山 32.43.71

ｵｵﾃﾞﾗ ﾏｻﾉﾘ ｼﾊﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ ｳｴﾀﾞ ｹｲ ﾎﾘﾂﾈ ｼﾞｭﾝﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ
63 星野　　清 3 兵　庫 31.46.72 86 井上　裕介 2 京　都 32.15.68 46 佐々木　和裕 2 兵　庫 31.50.44 75 増田　和敏 4 香　川 33.29.06 95 宮木　貴志 3 京　都 32.52.26

ﾎｼﾉ ｷﾖｼ ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ ﾐﾔｷ ﾀｶｼ
64 中内　大介 2 大　阪 31.54.64 84 櫻井　邦亮 3 京　都 32.23.94 49 鴨川　　亮 1 兵　庫 32.52.01 74 岡本　拓史 2 兵　庫 33.31.84 97 相澤　泰隆 M2 新　潟 33.24.69

ﾅｶｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｻｸﾗｲ ｸﾆｱｷ ｶﾓｶﾞﾜ ﾘｮｳ ｵｶﾓﾄ ﾀｸｼ ｱｲｻﾞﾜ ﾔｽﾀｶ
65 高木　将臣 1 兵　庫 31.58.88 82 佐々木　法爾 4 京　都 32.24.38 42 山口　純一 4 兵　庫 33.09.76 77 三桝　信哉 3 兵　庫 33.36.14 94 宇部　　達 1 京　都 33.33.62

ﾀｶｷﾞ ﾏｻｵﾐ ｻｻｷ ﾎｳﾆ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ ﾐﾏｽ ｼﾝﾔ ｳﾍﾞ ﾄｵﾙ
68 廣谷　剛大 2 大　阪 32.47.02 85 小西　賢一 2 奈　良 32.27.59 45 本　　　勉 2 兵　庫 33.11.37 76 村岡　　悟 2 兵　庫 33.47.43 100 田中　斉太郎 4 京　都 33.40.89

ﾋﾛﾀﾆ ｺﾞｳﾀ ｺﾆｼ ｹﾝｲﾁ ﾓﾄ ﾂﾄﾑ ﾑﾗｵｶ ｻﾄﾙ ﾀﾅｶ ｾｲﾀﾛｳ
66 土井　敬太 1 兵　庫 32.53.96 87 柴田　大輔 2 富　山 33.29.42 43 西門　浩司 4 兵　庫 33.28.14 78 古峨　能喜 1 兵　庫 35.00.43 98 佐藤　章徳 M1 大　阪 33.41.08

ﾄﾞｲ ｹｲﾀ ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ ﾆｼｶﾄﾞ ｺｳｼﾞ ｺｶﾞ ﾀｶﾖｼ ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ
69 三輪　剛士 2 兵　庫 33.09.30 90 新津　慎也 1 北海道 34.23.14 50 江口　裕樹 1 兵　庫 33.49.66 79 天野　達郎 1 兵　庫 35.15.39 92 石塚　晶啓 3 京　都 33.41.88

ﾐﾜ ﾀｹｼ ﾆｲﾂﾞ ｼﾝﾔ ｴｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｱﾏﾉ ﾀﾂﾛｳ ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ
70 田中　康晴 1 兵　庫 33.26.41 89 芝　　直樹 1 大　阪 34.25.05 48 鳥越　　悟 2 兵　庫 34.30.00 80 石田　稔博 1 兵　庫 35.53.57 91 山本　　直 2 山　口 34.53.50

ﾀﾅｶ ﾔｽﾊﾙ ｼﾊﾞ ﾅｵｷ ﾄﾘｺﾞｴ ｻﾄﾙ ｲｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ｽﾅｵ

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。



第36回全日本大学駅伝対校選手権大会　予選会　総合順位

氏名 所属 陸協 記録 氏名 所属 陸協 記録
1 Ｄ　ムリュウ 奈良産業大 奈　良 29.50.43 (4組1着) 51 芝原　章悟 龍谷大 滋　賀 31.55.75 (3組14着)
2 井川　重史 京都産業大 大　阪 30.00.82 (4組2着) 52 奥野　智久 近畿大 和歌山 31.56.90 (4組22着)
3 森田　知行 立命館大 奈　良 30.18.77 (4組3着) 53 大家　孝行 大阪体育大 滋　賀 31.57.31 (2組11着)
4 長井　健介 大阪体育大 大　阪 30.19.29 (4組4着) 54 堀常　純哉 神戸大 兵　庫 31.58.33 (3組15着)
5 上間　翔太 京都産業大 大　阪 30.22.24 (4組5着) 55 高木　将臣 大阪経済大 兵　庫 31.58.88 (3組16着)
6 松岡　悟史 龍谷大 京　都 30.23.35 (4組6着) 56 田村　直之 京都産業大 香　川 32.01.27 (1組7着)
7 村刺　厚介 京都産業大 京　都 30.35.95 (4組7着) 57 池田　　聡 大阪体育大 京　都 32.02.82 (1組8着)
8 奥中　洋貴 奈良産業大 奈　良 30.37.28 (4組8着) 58 桑野　敏至 大阪体育大 大　阪 32.05.92 (1組9着)
9 松島　栄治 立命館大 京　都 30.42.01 (4組9着) 59 村井　洋太 近畿大 三　重 32.07.13 (4組23着)
10 吉山　尚寿 大阪経済大 兵　庫 30.44.87 (4組10着) 60 清水　健太 近畿大 滋　賀 32.09.95 (2組12着)
11 浅井　　猛 大阪体育大 愛　知 30.46.26 (4組11着) 61 森　　勇躍 立命館大 京　都 32.10.79 (2組13着)
12 菅家　幸太 京都産業大 京　都 30.49.92 (2組1着) 62 井上　裕介 龍谷大 京　都 32.15.68 (2組14着)
13 森田　　司 京都産業大 大　阪 30.51.69 (2組2着) 63 保木　高志 奈良産業大 奈　良 32.16.47 (2組15着)
14 藤田　昌也 京都産業大 大　阪 30.56.94 (2組3着) 64 山崎　圭介 京都大 岡　山 32.17.50 (3組17着)
15 谷口　雅軌 京都産業大 石　川 31.05.86 (3組1着) 65 櫻井　邦亮 龍谷大 京　都 32.23.94 (3組18着)
16 樋口　達夫 立命館大 神奈川 31.06.64 (4組12着) 66 佐々木　法爾 龍谷大 京　都 32.24.38 (1組10着)
17 辻　　裕樹 京都産業大 滋　賀 31.07.05 (3組2着) 67 小西　賢一 龍谷大 奈　良 32.27.59 (3組19着)
18 向井　章訓 大阪経済大 兵　庫 31.07.14 (4組13着) 68 牛飼　千博 近畿大 大　阪 32.31.81 (3組20着)
19 桂　　聡史 神戸大 兵　庫 31.10.86 (4組14着) 69 渡辺　敬宏 京都大 岡　山 32.43.71 (3組21着)
20 長野　正昭 神戸大 兵　庫 31.12.73 (4組15着) 70 廣谷　剛大 大阪経済大 大　阪 32.47.02 (1組11着)
21 新井　博文 大阪体育大 福　井 31.13.02 (4組16着) 71 柳川　雄介 奈良産業大 奈　良 32.48.39 (2組16着)
22 植月　孝行 関西学院大 兵　庫 31.15.52 (4組17着) 72 鴨川　　亮 関西学院大 兵　庫 32.52.01 (3組22着)
23 寺島　　毅 奈良産業大 奈　良 31.16.29 (4組18着) 73 宮木　貴志 京都大 京　都 32.52.26 (3組23着)
24 大寺　雅則 大阪経済大 兵　庫 31.16.82 (2組4着) 74 土井　敬太 大阪経済大 兵　庫 32.53.96 (2組17着)
25 大西　毅彦 京都産業大 京　都 31.22.98 (1組1着) 75 前田　義人 大阪体育大 岡　山 32.55.24 (2組18着)
26 石嶋　智顕 立命館大 熊　本 31.23.75 (3組3着) 76 清原　啓志 奈良産業大 奈　良 33.01.24 (1組12着)
27 池田　泰仁 立命館大 香　川 31.24.28 (2組5着) 77 三輪　剛士 大阪経済大 兵　庫 33.09.30 (1組13着)
28 猪子　和明 立命館大 島　根 31.26.14 (3組4着) 78 山口　純一 関西学院大 兵　庫 33.09.76 (2組19着)
29 西原　隆史 奈良産業大 奈　良 31.28.63 (3組5着) 79 本　　　勉 関西学院大 兵　庫 33.11.37 (2組20着)
30 森　　義記 立命館大 滋　賀 31.28.84 (1組2着) 80 相澤　泰隆 京都大 新　潟 33.24.69 (1組14着)
31 宇都宮　孝司 近畿大 京　都 31.30.40 (3組6着) 81 田中　康晴 大阪経済大 兵　庫 33.26.41 (1組15着)
32 田茂井　政 大阪体育大 京　都 31.30.54 (3組7着) 82 西門　浩司 関西学院大 兵　庫 33.28.14 (4組24着)
33 山本　健司 近畿大 鳥　取 31.40.87 (1組3着) 83 増田　和敏 神戸大 香　川 33.29.06 (3組24着)
34 吉田　浩一郎 関西学院大 兵　庫 31.43.60 (2組6着) 84 柴田　大輔 龍谷大 富　山 33.29.42 (2組21着)
35 西村　好康 京都大 京　都 31.43.60 (4組19着) 85 岡本　拓史 神戸大 兵　庫 33.31.84 (3組25着)
36 山副　翔吾 近畿大 京　都 31.44.42 (2組7着) 86 宇部　　達 京都大 京　都 33.33.62 (2組22着)
37 山下　博貴 立命館大 京　都 31.45.66 (1組4着) 87 三桝　信哉 神戸大 兵　庫 33.36.14 (2組23着)
38 上田　宗央 立命館大 京　都 31.45.95 (2組8着) 88 田中　斉太郎 京都大 京　都 33.40.89 (2組24着)
39 上田　　佳 関西学院大 兵　庫 31.46.52 (3組8着) 89 佐藤　章徳 京都大 大　阪 33.41.08 (4組25着)
40 星野　　清 大阪経済大 兵　庫 31.46.72 (3組9着) 90 石塚　晶啓 京都大 京　都 33.41.88 (1組16着)
41 松岡　慎吾 近畿大 滋　賀 31.46.76 (3組10着) 91 村岡　　悟 神戸大 兵　庫 33.47.43 (2組25着)
42 平野　　裕 近畿大 大　阪 31.46.82 (1組5着) 92 江口　裕樹 関西学院大 兵　庫 33.49.66 (1組17着)
43 畠中　祐樹 大阪体育大 福　井 31.47.13 (2組9着) 93 森　　　篤 奈良産業大 奈　良 34.03.64 (1組18着)
44 宮坂　正勝 龍谷大 奈　良 31.47.33 (4組20着) 94 新津　慎也 龍谷大 北海道 34.23.14 (1組19着)
45 佐々木　和裕 関西学院大 兵　庫 31.50.44 (4組21着) 95 芝　　直樹 龍谷大 大　阪 34.25.05 (1組20着)
46 比嘉　良侑 奈良産業大 奈　良 31.51.02 (2組10着) 96 鳥越　　悟 関西学院大 兵　庫 34.30.00 (1組21着)
47 清水　弥寿允 大阪体育大 香　川 31.51.20 (3組11着) 97 山本　　直 京都大 山　口 34.53.50 (1組22着)
48 武田　真治 近畿大 滋　賀 31.52.95 (1組6着) 98 古峨　能喜 神戸大 兵　庫 35.00.43 (1組23着)
49 有水　裕登 奈良産業大 奈　良 31.54.25 (3組12着) 99 天野　達郎 神戸大 兵　庫 35.15.39 (1組24着)
50 中内　大介 大阪経済大 大　阪 31.54.64 (3組13着) 100 石田　稔博 神戸大 兵　庫 35.53.57 (1組25着)


