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会場：ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西大 100000824 坂井　隆一郎 ( 3)

関西大・大　阪
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (859) ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ
492218 100000830 片岡　健介 ( 3)

関西大・大　阪
(865) ｶﾀｵｶ ｹﾝｽｹ

(  39.91) 100000829 濱島　隼 ( 3)
関西大・大　阪

(864) ﾊﾏｼﾏ ｼｭﾝ
100000855 佐野　由羽 ( 2)

関西大・大　阪
(890) ｻﾉ ﾕｳ

100000877 滝本　勇仁 ( 1)
関西大・大　阪

(912) ﾀｷﾓﾄ ﾕｳﾄ
100000884 本多　諒平 ( 1)

関西大・大　阪
(919) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ

2 大阪大 100001091 片山　虎之介 ( 3)
大阪大・奈　良

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (1143) ｶﾀﾔﾏ ﾄﾗﾉｽｹ
490051 100001086 仙石　樹 ( 3)

大阪大・大　阪
(1138) ｾﾝｺﾞｸ ｲﾂｷ

(  44.35) 100001123 川添　洋祐 ( 3)
大阪大・鹿児島

(1175) ｶﾜｿﾞｴ ﾖｳｽｹ
100001081 柴垣　向志 ( 3)

大阪大・大　阪
(1133) ｼﾊﾞｶﾞｷ ｺｳｼ

3 佛教大 100002168 川瀬　陽日 ( 1)
佛教大・滋　賀

ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (2226) ｶﾜｾ ﾊﾙﾋ
492199 100001524 細谷　一弘 ( 3)

佛教大・兵　庫
(1580) ﾎｿﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ

(  43.20) 100002573 林　昂亮 ( 1)
佛教大・和歌山

(2632) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ
100001521 豊田　凌平 ( 3)

佛教大・香  川
(1577) ﾄﾖﾀ ﾘｮｳﾍｲ

100001528 鈴木　勝也 ( 2)
佛教大・滋　賀

(1584) ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ
100001527 小畑　匡輝 ( 2)

佛教大・兵　庫
(1583) ｺﾊﾞﾀ ﾏｻｷ

4 追手門学院大 100001936 大木　秀平 ( 2)
追手門学院大・大　阪

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1993) ｵｵｷ ｼｭｳﾍｲ
492217 100001934 翁田　宙 ( 3)

追手門学院大・大　阪
(1991) ｵｳﾀ ｿﾗ

(  41.50) 100001935 板垣　功輔 ( 2)
追手門学院大・大　阪

(1992) ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ
100001941 川合　晟太 ( 2)

追手門学院大・大　阪
(1999) ｶﾜｲ ｱｷﾀｶ

100002187 長岡　泰成 ( 1)
追手門学院大・大　阪

(2243) ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ
100002644 新山　直輝 ( 1)

追手門学院大・兵　庫
(2703) ﾆｲﾔﾏ ﾅｵｷ

5 大阪国際大A 100001826 井筒　錬 ( 2)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲA (1883) ｲﾂﾞﾂ ﾚﾝ
492355 100001784 石田　那月 ( 3)

大阪国際大・大　阪
(1840) ｲｼﾀﾞ ﾅﾂｷ

(  40.90) 100001788 北川　慎一郎 ( 3)
大阪国際大・大　阪

(1844) ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ
100001795 谷本　駿一 ( 3)

大阪国際大・大　阪
(1851) ﾀﾆﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ

6 大阪国際大B 100001802 岩﨑　義起 ( 1)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲB (1858) ｲﾜｻｷ ﾖｼｷ
492355 100001817 尾上　公太 ( 1)

大阪国際大・大　阪
(1873) ｵﾉｳｴ ｺｳﾀ

(  41.80) 100001816 井上　雄揮 ( 1)
大阪国際大・大　阪

(1872) ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ
100001799 森本　秀翔 ( 2)

大阪国際大・大　阪
(1855) ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ
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会場：ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
7 大阪国際大C 100001807 白石　光太朗 ( 1)

大阪国際大・京　都
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲC (1863) ｼﾗｲｼ ｺｳﾀﾛｳ
492355 100001804 小西　佑弥 ( 1)

大阪国際大・大　阪
(1860) ｺﾆｼ ﾕｳﾔ

(  42.00) 100001812 本西　優慈 ( 1)
大阪国際大・京　都

(1868) ﾓﾄﾆｼ ﾕｳｼﾞ
100002342 濱田　晧祐 ( 1)

大阪国際大・大　阪
(2399) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ

8 和歌山大 100001704 佐竹　拓 ( 2)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (1760) ｻﾀｹ ﾀｸ
490058 100001703 濱本　天瞳 ( 2)

和歌山大・和歌山
(1759) ﾊﾏﾓﾄ ﾃﾝﾄﾞｳ

(  42.15) 100001705 松岡　翼斗 ( 2)
和歌山大・和歌山

(1761) ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ
100002576 中岡　孝輔 ( 1)

和歌山大・和歌山
(2635) ﾅｶｵｶ ｺｳｽｹ

100002577 西角　祐亮 ( 1)
和歌山大・和歌山

(2636) ﾆｼｶｸ ﾕｳｽｹ
100002466 橋本　佳吾 ( 1)

和歌山大・和歌山
(2524) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

9 兵庫県立大 100001298 中江　理緒 ( M1)
兵庫県立大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (1350) ﾅｶｴ ﾘｵ
491082 100001306 小林　優一 ( 4)

兵庫県立大・兵　庫
(1358) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ

(  41.50) 100001313 坂本　研介 ( 3)
兵庫県立大・兵　庫

(1365) ｻｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ
100001319 藤原　和輝 ( 3)

兵庫県立大・兵　庫
(1371) ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ

100001326 林　大地 ( 2)
兵庫県立大・兵　庫

(1378) ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ
10 大阪商業大 100001739 北村　嘉洋 ( 2)

大阪商業大・兵　庫
ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1795) ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ
492212 100001737 鷲見　元輝 ( 2)

大阪商業大・大　阪
(1793) ﾜｼﾐ ﾓﾄｷ

(  43.50) 100001732 西中　隆斗 ( 3)
大阪商業大・和歌山

(1788) ﾆｼﾅｶ ﾀｶﾄ
100002604 石井　智也 ( 1)

大阪商業大・大　阪
(2663) ｲｼｲ ﾄﾓﾔ

100002609 田中　緋竜 ( 1)
大阪商業大・大　阪

(2668) ﾀﾅｶ ﾋﾘｭｳ
11 尼崎稲園高 300000151 森岡　朋輝

尼崎稲園高・兵　庫
ｵﾏｶﾞｻｷｲﾅｿﾞﾉ (651) ﾓﾘｵｶ ﾄﾓｷ
100060 300000153 平岡　耀登

尼崎稲園高・兵　庫
(654) ﾋﾗｵｶ ﾃﾙﾄ

(  43.00) 300000154 山本　和己
尼崎稲園高・兵　庫

(655) ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
300000155 大久保　直樹

尼崎稲園高・兵　庫
(656) ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵｷ

300000157 吉田　純也
尼崎稲園高・兵　庫

(661) ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
300000158 上野　竜樹

尼崎稲園高・兵　庫
(663) ｳｴﾉ ﾀﾂｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
12 初芝橋本高 300000004 杉本　光夢

初芝橋本高・和歌山
ﾊﾂｼﾊﾞﾎｼﾓﾄｺｳ (6) ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾕ
100019 300000005 土谷　将太郎

初芝橋本高・和歌山
(7) ﾂﾁﾀﾆ ｼｮｳﾀﾛｳ

(  44.13) 300000006 中島　悠太
初芝橋本高・和歌山

(8) ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀ
300000007 諏訪　皓己

初芝橋本高・和歌山
(9) ｽﾜ ｺｳｷ

300000008 村瀬　怜音
初芝橋本高・和歌山

(11) ﾑﾗｾ ﾚｵﾝ
300000189 金尾　颯太

初芝橋本高・和歌山
(796) ｶﾅｵ ｿｳﾀ

13 京都文教高 300000354 黒木　翔太
京都文教高・京　都

ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ (4701) ｸﾛｷ ｼｮｳﾀ
100027 300000355 寺村　滉平

京都文教高・京　都
(4711) ﾃﾗﾑﾗ ｺｳﾍｲ

(  44.80) 300000357 根岸　怜央
京都文教高・京　都

(4713) ﾈｷﾞｼ ﾚｵ
300000356 谷川　開智

京都文教高・京　都
(4712) ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｲﾁ

14 泉陽高 300000050 青田　悠斗
泉陽高・大　阪

ｾﾝﾖｳｺｳ (155) ｱｵﾀ ﾕｳﾄ
100071 300000052 佐藤　耀介

泉陽高・大　阪
(157) ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ

(  43.78) 300000228 玉田　寛迪
泉陽高・大　阪

(901) ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ
300000057 盛　大翔

泉陽高・大　阪
(162) ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ

300000056 福井　颯太
泉陽高・大　阪

(161) ﾌｸｲ ｿｳﾀ
15 塔南高A 300000326 栗本　幹也

塔南高・京　都
ﾄｳﾅﾝｺｳA (3317) ｸﾘﾓﾄ ﾐｷﾔ
100049 300000322 荒木　祐哉

塔南高・京　都
(3311) ｱﾗｷ ﾕｳﾔ

(  42.85) 300000327 柴田　智広
塔南高・京　都

(3318) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ
300000324 吉川　諒

塔南高・京　都
(3314) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ

300000325 杉本　翔太
塔南高・京　都

(3315) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ
300000321 竹島　由良

塔南高・京　都
(3310) ﾀｹｼﾏ ﾕﾗ

16 塔南高B 300000336 藤田　浩輝
塔南高・京　都

ﾄｳﾅﾝｺｳB (3327) ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ
100049 300000330 畠　龍輝

塔南高・京　都
(3321) ﾊﾀｹ ﾘｭｳｷ

(  43.35) 300000332 奥田　結人
塔南高・京　都

(3323) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
300000341 木下　博翔

塔南高・京　都
(3332) ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾄ

300000333 山田　隆太
塔南高・京　都

(3324) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾀ
300000340 池永　陽向

塔南高・京　都
(3331) ｲｹﾅｶﾞ ﾋｭｳｶﾞ
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会場：ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
17 追手門学院高 300000213 藤本 悠吾

追手門学院高・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝｺｳ (853) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｺﾞ
100062 300000212 藤木 悠理

追手門学院高・大　阪
(852) ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾘ

(  46.00) 300000211 長森 隆生
追手門学院高・大　阪

(851) ﾅｶﾞﾓﾘ ﾘｭｳｷ
300000236 長野 春樹

追手門学院高・大　阪
(1091) ﾅｶﾞﾉ ﾊﾙｷ

300000234 梅津 瞭
追手門学院高・大　阪

(1088) ｳﾒﾂﾞ ﾘｮｳ
300000238 佐藤 結翔

追手門学院高・大　阪
(1093) ｻﾄｳ ﾕｲﾄ

18 市立西宮高 300000267 田村　快人
市立西宮高・兵　庫

ｲﾁﾘﾂﾆｼﾉﾐﾔｺｳ (1515) ﾀﾑﾗ ｶｲﾝﾄﾞ
100066 300000269 新谷　侑大

市立西宮高・兵　庫
(1517) ｼﾝﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ

(  43.00) 300000281 梅田　光太朗
市立西宮高・兵　庫

(1529) ｳﾒﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
300000282 巻木　大輝

市立西宮高・兵　庫
(1530) ﾏｷｷﾞ ﾀﾞｲｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 滋賀大 100001478 東　将大 ( 3)

滋賀大・滋　賀
ｼｶﾞﾀﾞｲ (1534) ｱｽﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ
490047 100001468 南　柊吾 ( M1)

滋賀大・滋　賀
(1524) ﾐﾅﾐ ｼｭｳｺﾞ

(3:29.64) 100001487 里見　朋哉 ( 2)
滋賀大・滋　賀

(1543) ｻﾄﾐ ﾄﾓﾔ
100001493 大田　颯人 ( 2)

滋賀大・兵　庫
(1549) ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ

100001491 松原　裕輔 ( 2)
滋賀大・滋　賀

(1547) ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳｽｹ
100002598 篠原　大輝 ( 1)

滋賀大・高　知
(2657) ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｷ

2 桃山学院大 100001678 森口　昇 ( 2)
桃山学院大・大　阪

ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1734) ﾓﾘｸﾞﾁ ﾉﾎﾞﾙ
492228 100001671 富永　匠哉 ( 3)

桃山学院大・兵　庫
(1727) ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ

(3:30.00) 100001675 平尾　大地 ( 2)
桃山学院大・奈　良

(1731) ﾋﾗｵ ﾀﾞｲﾁ
100002338 西川　勝海 ( 1)

桃山学院大・大　阪
(2395) ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾐ

100001668 荘埜　太一 ( 3)
桃山学院大・大　阪

(1724) ｼｮｳﾉ ﾀｲﾁ
100001673 伊藤　大翔 ( 2)

桃山学院大・和歌山
(1729) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ

3 大阪大A 100001048 佐藤　弘樹 ( M1)
大阪大・富  山

ｵｵｻｶﾀﾞｲA (1100) ｻﾄｳ ｺｳｷ
490051 100001056 井筒　功貴 ( M1)

大阪大・奈　良
(1108) ｲﾂﾞﾂ ｺｳｷ

(3:45.00) 100001036 山本　浩右 ( M2)
大阪大・和歌山

(1088) ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｽｹ
100002191 高原　健 ( 1)

大阪大・岡　山
(2247) ﾀｶﾊﾗ ｹﾝ

4 大阪大B 100001084 平松　力 ( 3)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲB (1136) ﾋﾗﾏﾂ ﾘｷ
490051 100001133 永田　怜 ( 2)

大阪大・滋　賀
(1185) ﾅｶﾞﾀ ﾚｲ

(3:45.00) 100001108 杉田　幸輝 ( 3)
大阪大・奈　良

(1160) ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ
100001092 松川　敏徳 ( 3)

大阪大・京　都
(1144) ﾏﾂｶﾜ ﾄｼﾉﾘ

5 大阪大C 100001119 志賀　颯 ( 2)
大阪大・兵　庫

ｵｵｻｶﾀﾞｲC (1171) ｼｶﾞ ﾊﾔﾀ
490051 100001094 寺前　凌 ( 3)

大阪大・大　阪
(1146) ﾃﾗﾏｴ ﾘｮｳ

(3:45.00) 100001132 畑　健将 ( 2)
大阪大・兵　庫

(1184) ﾊﾀ ｹﾝｽｹ
100002379 都築　甫 ( 2)

大阪大・大　阪
(2436) ﾂﾂﾞｷ ﾊｼﾞﾒ

6 大阪大D 100001121 長　奎吾 ( 2)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲD (1173) ﾁｮｳ ｹｲｺﾞ
490051 100001082 長谷部　豪 ( 3)

大阪大・大　阪
(1134) ﾊｾﾍﾞ ｺﾞｳ

(3:45.00) 100001138 川崎　悠丘 ( 2)
大阪大・山　口

(1190) ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ
100002392 三好　竜矢 ( 1)

大阪大・愛　媛
(2449) ﾐﾖｼ ﾀﾂﾔ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
7 神戸大 100001271 伊藤　智也 ( 3)

神戸大・愛  知
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (1323) ｲﾄｳ ﾄﾓﾔ
490054 100002499 今城　有貴 ( 1)

神戸大・大　阪
(2557) ｲﾏｼﾛ ﾕｳｷ

(3:20.00) 100001259 岡本　健 ( 3)
神戸大・大　阪

(1311) ｵｶﾓﾄ ｹﾝ
100001268 高柳　正徳 ( 3)

神戸大・大　阪
(1320) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾉﾘ

100001262 南部　慎 ( 3)
神戸大・三  重

(1314) ﾅﾝﾌﾞ ｼﾝ
100001260 山口　大地 ( 3)

神戸大・滋　賀
(1312) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ

8 同志社大 100000399 伊藤　幸矢 ( 4)
同志社大・福　岡

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (406) ｲﾄｳ ﾕｷﾔ
492195 100000405 岩井　勇樹 ( 4)

同志社大・大　阪
(412) ｲﾜｲ ﾕｳｷ

(4:00.00) 100000388 木原　裕貴 ( 4)
同志社大・福  井

(395) ｷﾊﾗ ﾕｳｷ
100000384 前川　赳慶 ( 4)

同志社大・京　都
(391) ﾏｴｶﾜ ﾀｹﾁｶ

9 佛教大 100002168 川瀬　陽日 ( 1)
佛教大・滋　賀

ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (2226) ｶﾜｾ ﾊﾙﾋ
492199 100001528 鈴木　勝也 ( 2)

佛教大・滋　賀
(1584) ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ

100001524 細谷　一弘 ( 3)
佛教大・兵　庫

(1580) ﾎｿﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ
100001522 奥田　和樹 ( 3)

佛教大・京　都
(1578) ｵｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ

100001523 竹原　颯 ( 3)
佛教大・兵　庫

(1579) ﾀｹﾊﾗ ﾊﾔﾃ
100002573 林　昂亮 ( 1)

佛教大・和歌山
(2632) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ

10 追手門学院大A 100001936 大木　秀平 ( 2)
追手門学院大・大　阪

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲA (1993) ｵｵｷ ｼｭｳﾍｲ
492217 100001930 本馬　聖也 ( 3)

追手門学院大・兵　庫
(1987) ﾎﾝﾏ ｾｲﾔ

(3:20.00) 100001937 田村　耕規 ( 2)
追手門学院大・大　阪

(1995) ﾀﾑﾗ ｺｳｷ
100002187 長岡　泰成 ( 1)

追手門学院大・大　阪
(2243) ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ

100001934 翁田　宙 ( 3)
追手門学院大・大　阪

(1991) ｵｳﾀ ｿﾗ
11 追手門学院大B 100001935 板垣　功輔 ( 2)

追手門学院大・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1992) ｲﾀｶﾞｷ ｺｳｽｹ
492217 100001941 川合　晟太 ( 2)

追手門学院大・大　阪
(1999) ｶﾜｲ ｱｷﾀｶ

100001931 下宮　圭恭 ( 3)
追手門学院大・兵　庫

(1988) ｼﾓﾐﾔ ｹｲｽｹ
100001939 澤井　亮太 ( 2)

追手門学院大・大　阪
(1997) ｻﾜｲ ﾘｮｳﾀ

100001938 木下　佳也 ( 2)
追手門学院大・大　阪

(1996) ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾅﾘ
12 京都大A 100000588 小谷 哲 ( 3)

京都大・東　京
ｷｮｳﾄﾀﾞｲA (607) ｺﾀﾆ ﾃﾂ
490048 100000589 水野 廉也 ( 3)

京都大・大　阪
(608) ﾐｽﾞﾉ ﾚﾝﾔ

(3:14.66) 100000596 浅井　良 ( 2)
京都大・愛  知

(615) ｱｻｲ ﾘｮｳ
100000570 小原　幹太 ( 3)

京都大・和歌山
(589) ｵﾊﾗ ｶﾝﾀ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
13 京都大B 100000615 松本　佳太 ( 3)

京都大・福　岡
ｷｮｳﾄﾀﾞｲB (635) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ
490048 100002553 酒井 良佑 ( 1)

京都大・愛  知
(2612) ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ

(3:18.00) 100002562 前田 朝陽 ( 1)
京都大・愛  知

(2621) ﾏｴﾀﾞ ｱｻﾋ
100002473 犀川　啓太 ( 1)

京都大・京　都
(2531) ｻｲｶﾜ ｹｲﾀ

14 大阪国際大 100001824 岡本　大樹 ( 2)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (1881) ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｷ
492355 100001825 大串　黎耶 ( 2)

大阪国際大・大　阪
(1882) ｵｵｸﾞｼ ﾚｲﾔ

(3:14.00) 100001806 澤　直樹 ( 1)
大阪国際大・大　阪

(1862) ｻﾜ ﾅｵｷ
100001818 山本　理貴 ( 1)

大阪国際大・大　阪
(1875) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ

100001815 落合　俊輔 ( 1)
大阪国際大・大　阪

(1871) ｵﾁｱｲ ｼｭﾝｽｹ
100002343 安田　凌 ( 1)

大阪国際大・兵　庫
(2400) ﾔｽﾀﾞ ﾘｮｳ

15 和歌山大A 100001704 佐竹　拓 ( 2)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲA (1760) ｻﾀｹ ﾀｸ
490058 100001703 濱本　天瞳 ( 2)

和歌山大・和歌山
(1759) ﾊﾏﾓﾄ ﾃﾝﾄﾞｳ

(3:16.99) 100001705 松岡　翼斗 ( 2)
和歌山大・和歌山

(1761) ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ
100002576 中岡　孝輔 ( 1)

和歌山大・和歌山
(2635) ﾅｶｵｶ ｺｳｽｹ

16 和歌山大B 100001692 漁野　貴洋 ( 4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲB (1748) ﾘｮｳﾉ ﾀｶﾋﾛ
490058 100001701 田中　勇人 ( 3)

和歌山大・和歌山
(1757) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ

(3:21.60) 100002577 西角　祐亮 ( 1)
和歌山大・和歌山

(2636) ﾆｼｶｸ ﾕｳｽｹ
100002466 橋本　佳吾 ( 1)

和歌山大・和歌山
(2524) ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ

17 清水谷高 300000132 石田　誠弥
清水谷高・大　阪

ｼﾐｽﾞﾀﾆｺｳ (451) ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾔ
100047 300000134 永田　敦大

清水谷高・大　阪
(453) ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾋﾛ

(3:33.00) 300000135 野尻　怜
清水谷高・大　阪

(455) ﾉｼﾞﾘ ﾚﾝ
300000136 宮脇　祐輝

清水谷高・大　阪
(456) ﾐﾔﾜｷ ﾕｳｷ

300000137 山下　泰生
清水谷高・大　阪

(458) ﾔﾏｼﾀ ﾀｲｷ
500000001 安富　雅人

清水谷高・大　阪
(457) ﾔｽﾄﾐ　ﾏｻﾄ

18 塔南高A 300000326 栗本　幹也
塔南高・京　都

ﾄｳﾅﾝｺｳA (3317) ｸﾘﾓﾄ ﾐｷﾔ
100049 300000327 柴田　智広

塔南高・京　都
(3318) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ

(3:24.13) 300000324 吉川　諒
塔南高・京　都

(3314) ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ
300000336 藤田　浩輝

塔南高・京　都
(3327) ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
19 塔南高B 300000322 荒木　祐哉

塔南高・京　都
ﾄｳﾅﾝｺｳB (3311) ｱﾗｷ ﾕｳﾔ
100049 300000330 畠　龍輝

塔南高・京　都
(3321) ﾊﾀｹ ﾘｭｳｷ

(3:28.69) 300000332 奥田　結人
塔南高・京　都

(3323) ｵｸﾀﾞ ﾕｳﾄ
300000340 池永　陽向

塔南高・京　都
(3331) ｲｹﾅｶﾞ ﾋｭｳｶﾞ

20 塔南高C 300000325 杉本　翔太
塔南高・京　都

ﾄｳﾅﾝｺｳC (3315) ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳﾀ
100049 300000321 竹島　由良

塔南高・京　都
(3310) ﾀｹｼﾏ ﾕﾗ

(3:35.64) 300000341 木下　博翔
塔南高・京　都

(3332) ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾄ
300000333 山田　隆太

塔南高・京　都
(3324) ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾀ

21 泉陽高 300000057 盛　大翔
泉陽高・大　阪

ｾﾝﾖｳｺｳ (162) ﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ
100071 300000056 福井　颯太

泉陽高・大　阪
(161) ﾌｸｲ ｿｳﾀ

(3:29.83) 300000228 玉田　寛迪
泉陽高・大　阪

(901) ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ
300000050 青田　悠斗

泉陽高・大　阪
(155) ｱｵﾀ ﾕｳﾄ

300000055 土井　央一
泉陽高・大　阪

(160) ﾄﾞｲ ﾖｳｲﾁ
300000058 山下　恭平

泉陽高・大　阪
(163) ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ

22 京都文教高 300000354 黒木　翔太
京都文教高・京　都

ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ (4701) ｸﾛｷ ｼｮｳﾀ
100027 300000355 寺村　滉平

京都文教高・京　都
(4711) ﾃﾗﾑﾗ ｺｳﾍｲ

(3:36.83) 300000357 根岸　怜央
京都文教高・京　都

(4713) ﾈｷﾞｼ ﾚｵ
300000356 谷川　開智

京都文教高・京　都
(4712) ﾀﾆｶﾞﾜ ｶｲﾁ

23 市立西宮高A 300000272 米座　健太朗
市立西宮高・兵　庫

ｼﾘﾂﾆｼﾉﾐﾔｺｳA (1520) ﾖﾈｻﾞ ｹﾝﾀﾛｳ
100066 300000279 酒井　貴弘

市立西宮高・兵　庫
(1527) ｻｶｲ ﾀｶﾋﾛ

(3:33.00) 300000281 梅田　光太朗
市立西宮高・兵　庫

(1529) ｳﾒﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
300000283 田邊　陽大

市立西宮高・兵　庫
(1531) ﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀﾞｲ

24 市立西宮高Ｂ 300000268 坪井　涼
市立西宮高・兵　庫

ｼﾘﾂﾅｼﾉﾐﾔｺｳB (1516) ﾂﾎﾞｲ ﾘｮｳ
100066 300000271 稲場　大悟

市立西宮高・兵　庫
(1519) ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ

(3:40.00) 300000277 古南　維宣
市立西宮高・兵　庫

(1525) ｺﾐﾅﾐ ﾕｷﾉﾌﾞ
300000289 加藤　祐也

市立西宮高・兵　庫
(1537) ｶﾄｳ ﾕｳﾔ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西大 200000251 櫻井　奏 ( 2)

関西大・静  岡
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (269) ｻｸﾗｲ ｶﾅﾃﾞ
492218 200000242 阪井　千紗 ( 3)

関西大・大　阪
(260) ｻｶｲ ﾁｻ

(  49.10) 200000256 塩音　理子 ( 2)
関西大・京　都

(274) ｼｵﾝ ﾘｺ
200000255 椹木　華佳 ( 2)

関西大・京　都
(273) ｻﾜﾗｷﾞ ﾊﾅｶ

200001116 山崎　奈々 ( 1)
関西大・大　阪

(1144) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ
200000254 名免良　栞 ( 2)

関西大・大　阪
(272) ﾅﾒﾗ ｼｵﾘ

2 大阪国際大 200000853 関西　薫 ( 3)
大阪国際大・京　都

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (880) ｾｷﾆｼ ｶｵﾙ
492355 200000874 根津　明日香 ( 1)

大阪国際大・奈　良
(901) ﾈﾂﾞ ｱｽｶ

(  48.02) 200000875 藤山　日鈴 ( 1)
大阪国際大・京　都

(902) ﾌｼﾞﾔﾏ ｶﾘﾝ
200000871 斎藤　里紗 ( 1)

大阪国際大・京　都
(898) ｻｲﾄｳ ﾘｻ

200000869 木村　愛里沙 ( 1)
大阪国際大・大　阪

(896) ｷﾑﾗ ｱﾘｻ
3 神戸大 200000557 武村　明香 ( 3)

神戸大・京　都
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (584) ﾀｹﾑﾗ ｱｶﾘ
490054 200000558 日髙　水樹 ( 3)

神戸大・京　都
(585) ﾋﾀﾞｶ ﾐｽﾞｷ

(  51.00) 200000565 岩倉　美晴 ( 2)
神戸大・兵　庫

(592) ｲﾜｸﾗ ﾐﾊﾙ
200000567 荻野　今日子 ( 2)

神戸大・兵　庫
(594) ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｺ

200000563 宮﨑　奏菜 ( 2)
神戸大・兵　庫

(590) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅ
200001002 臼井　晴香 ( 1)

神戸大・和歌山
(1029) ｳｽｲ ﾊﾙｶ

4 東大阪大 200000829 逢坂　友利子 ( 3)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (856) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ
492526 200000830 岡野　紗季 ( 3)

東大阪大・大　阪
(857) ｵｶﾉ ｻｷ

(  47.81) 200000832 山田　紗和子 ( 2)
東大阪大・大　阪

(859) ﾔﾏﾀﾞ ｻﾜｺ
200000833 川西　もも ( 1)

東大阪大・大　阪
(860) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ

200000835 川田　朱夏 ( 1)
東大阪大・大　阪

(862) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ
200000837 小路　美咲 ( 1)

東大阪大・大　阪
(864) ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｷ

5 京都大 200000158 後藤　加奈 ( 3)
京都大・大　阪

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (170) ｺﾞﾄｳ ｶﾅ
490048 200000160 中野　水貴 ( 2)

京都大・大　阪
(172) ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ

(  51.50) 200000161 花房　柚衣香 ( 2)
京都大・兵　庫

(173) ﾊﾅﾌｻ ﾕｲｶ
200001037 奥村　夏子 ( 1)

京都大・京　都
(1064) ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｺ

200001077 西川　真悠 ( 1)
京都大・大　阪

(1105) ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ
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6 園田学園女子大Ａ 200000401 近藤　亜友美 ( 3)

園田学園女子大・京　都
ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲＡ (428) ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾕﾐ
492244 200000452 姫野　万里乃 ( 1)

園田学園女子大・滋　賀
(479) ﾋﾒﾉ ﾏﾘﾉ

(  46.50) 200000433 横田　華恋 ( 2)
園田学園女子大・兵　庫

(460) ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ
200000443 四方　夢 ( 1)

園田学園女子大・滋　賀
(470) ｼｶﾀ ﾕﾒ

7 園田学園女子大Ｂ 200000403 西村　百花 ( 3)
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Ｂ (430) ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ
492244 200000415 門脇　直緒 ( 2)

園田学園女子大・兵　庫
(442) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ

(  49.00) 200000418 栗谷　瑞希 ( 2)
園田学園女子大・兵　庫

(445) ｸﾘﾔ ﾐｽﾞｷ
200000438 尾田　幸音 ( 1)

園田学園女子大・兵　庫
(465) ｵﾀﾞ ﾕｷﾈ

8 園田学園女子大Ｃ 200000428 平田　未来 ( 2)
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Ｃ (455) ﾋﾗﾀ ﾐｸ
492244 200000430 藤原　沙耶 ( 2)

園田学園女子大・兵　庫
(457) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ

(  47.50) 200000408 安達　眞咲 ( 2)
園田学園女子大・滋　賀

(435) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ
200000420 後藤　奈緒 ( 2)

園田学園女子大・兵　庫
(447) ｺﾞﾄｳ ﾅｵ

9 園田学園女子大Ｄ 200000396 池上　鈴佳 ( 3)
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Ｄ (423) ｲｹｶﾞﾐ ﾘﾝｶ
492244 200000441 小西　萌乃 ( 1)

園田学園女子大・京　都
(468) ｺﾆｼ ﾓｴﾉ

(  49.00) 200000447 時田　莉帆 ( 1)
園田学園女子大・兵　庫

(474) ﾄｷﾀﾞ ﾘﾎ
200000455 細川　凜 ( 1)

園田学園女子大・兵　庫
(482) ﾎｿｶﾜ ﾘﾝ

10 園田学園女子大Ｅ 200000448 中逵　恵里 ( 1)
園田学園女子大・兵　庫

ｿﾅﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲＥ (475) ﾅｶﾂｼﾞ ｴﾘ
492244 200000461 安田　明日翔 ( 1)

園田学園女子大・兵　庫
(488) ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ

(  49.50) 200000440 桒原　千賀子 ( 1)
園田学園女子大・兵　庫

(467) ｸﾜﾊﾗ ﾁｶｺ
200000427 春本　杏莉 ( 2)

園田学園女子大・兵　庫
(454) ﾊﾙﾓﾄ ｱﾝﾘ

11 和歌山大 200000788 上田　百合子 ( 3)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (815) ｳｴﾀﾞ ﾕﾘｺ
490058 200000786 前島　瑠華 ( 3)

和歌山大・和歌山
(813) ﾏｴｼﾞﾏ ﾙｶ

(  50.13) 200000787 毛利　かなで ( 3)
和歌山大・和歌山

(814) ﾓｳﾘ ｶﾅﾃﾞ
200000789 高野　佑香 ( 2)

和歌山大・和歌山
(816) ﾀｶﾉ ﾕｳｶ

200001133 湯垣　七彩 ( 1)
和歌山大・和歌山

(1161) ﾕｶﾞｷ ﾅﾅｻ
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会場：ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居

女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
12 甲南大Ａ 200000349 西尾　香穂 ( 3)

甲南大・大　阪
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲＡ (376) ﾆｼｵ ｶﾎ
492234 200000359 中原　みなみ ( 2)

甲南大・大　阪
(386) ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ

(  47.50) 200000361 尾上　梨香 ( 1)
甲南大・兵　庫

(388) ｵﾉｴ ﾘｶ
200000362 片山　栞里 ( 1)

甲南大・愛  知
(389) ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ

200000367 宮田　乙葉 ( 1)
甲南大・兵　庫

(394) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ
200000365 高山　綺音 ( 1)

甲南大・大　阪
(392) ﾀｶﾔﾏ ｱﾔﾈ

13 甲南大Ｂ 200000352 三宅　真理奈 ( 3)
甲南大・岡　山

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲＢ (379) ﾐﾔｹ ﾏﾘﾅ
492234 200000346 川崎　咲良 ( 3)

甲南大・大　阪
(373) ｶﾜｻｷ ｻﾗ

(  47.50) 200000354 工藤　千佳 ( 2)
甲南大・青　森

(381) ｸﾄﾞｳ ﾁｶ
200000355 鈴木　塔子 ( 2)

甲南大・三  重
(382) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ

200000364 澤谷　柚花 ( 1)
甲南大・岡　山

(391) ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ
14 大阪大 200000287 山崎　真奈 ( 3)

大阪大・大　阪
ｵｵｻｶﾀﾞｲ (314) ﾔﾏｻｷ ﾏﾅ
490051 200001041 針間　未侑 ( 1)

大阪大・広　島
(1068) ﾊﾘﾏ ﾐﾕ

(  49.32) 200000295 延安　美穂 ( 2)
大阪大・兵　庫

(322) ﾉﾌﾞﾔｽ ﾐﾎ
200000291 遠山　知里 ( 2)

大阪大・滋　賀
(318) ﾄｵﾔﾏ ﾁｻﾄ

200000296 小川　彩恵 ( 2)
大阪大・兵　庫

(323) ｵｶﾞﾜ ｻｴ
200000288 山本　理紗 ( 3)

大阪大・大　阪
(315) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ

15 交野高 400000080 浦　彩莉
交野高・大　阪

ｶﾀﾉｺｳ (166) ｳﾗ ｱﾔﾘ
100030 400000082 與那嶺　真宙

交野高・大　阪
(171) ﾖﾅﾐﾈ ﾏﾋﾛ

(  51.00) 400000092 中川　真菜
交野高・大　阪

(366) ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅ
400000093 大川　莉子

交野高・大　阪
(368) ｵｵｶﾜ ﾘｺ

400000099 原　美月
交野高・大　阪

(373) ﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ
16 城南学園高 400000062 皿井　亜花莉

城南学園高・大　阪
ｼﾞｮｳﾅﾝｶﾞｸｴﾝｺｳ (69) ｻﾗｲ ｱｶﾘ
100011 400000063 辻村　希実

城南学園高・大　阪
(70) ﾂｼﾞﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ

(  49.57) 400000064 恒川　陽香
城南学園高・大　阪

(71) ﾂﾈｶﾜ ﾊﾙｶ
400000068 大野　結芽

城南学園高・大　阪
(76) ｵｵﾉ ﾕﾒ

400000065 仲野　公望
城南学園高・大　阪

(72) ﾅｶﾉ ｸﾐ
400000067 松本　梨玖

城南学園高・大　阪
(74) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ



平成30年度第2回学連競技会 Page:4
2019/02/11 15:52主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:大阪陸上競技協会

　　
会場：ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居

女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
17 東大阪大敬愛高Ａ 400000002 大西　愛永

東大阪大敬愛高・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲｺｳＡ (3) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
100061 400000004 畑田　星来

東大阪大敬愛高・大　阪
(7) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ

(  46.96) 400000005 萬谷　呂稀
東大阪大敬愛高・大　阪

(8) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ
400000006 渡辺　美黎亜

東大阪大敬愛高・大　阪
(12) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｱ

18 東大阪大敬愛高Ｂ 400000011 田和　りな
東大阪大敬愛高・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲｺｳＢ (19) ﾀﾜ ﾘﾅ
100061 400000012 有廣　璃々香

東大阪大敬愛高・大　阪
(20) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ

(  47.26) 400000014 舩曵　瑠花
東大阪大敬愛高・大　阪

(22) ﾌﾅﾋﾞｷ ﾙｶ
400000015 林　莉子

東大阪大敬愛高・大　阪
(23) ﾊﾔｼ ﾘｺ

19 東大阪大敬愛高Ｃ 400000031 水口　萌
東大阪大敬愛高・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶｹｲｱｲｺｳC (31) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ
100061 400000033 水口　杏

東大阪大敬愛高・大　阪
(32) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ

(  47.62) 400000035 野口　陽香里
東大阪大敬愛高・大　阪

(33) ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
400000039 中地　真菜

東大阪大敬愛高・大　阪
(35) ﾅｶﾁﾞ ﾏﾅ

20 鳳高 400000112 櫻井　つかさ
鳳高・大　阪

ｵｵﾄﾘｺｳ (438) ｻｸﾗｲ ﾂｶｻ
100058 400000113 津﨑　理子

鳳高・大　阪
(439) ﾂｻﾞｷ ﾘｺ

(  54.00) 400000114 渡邉　爽帆
鳳高・大　阪

(440) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾔﾎ
400000115 渡邉　夢帆

鳳高・大　阪
(441) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾒﾎ

400000124 森豊　真衣
鳳高・大　阪

(502) ﾓﾘﾄﾖ ﾏｲ
400000127 小池　明里

鳳高・大　阪
(547) ｺｲｹ ｱｶﾘ

21 泉陽高 400000071 檀浦　悠
泉陽高・大　阪

ｾﾝﾖｳｺｳ (101) ﾀﾞﾝｳﾗ ﾕｳ
100071 400000069 大槻　紗有里

泉陽高・大　阪
(99) ｵｵﾂｷ ｻﾕﾘ

(  49.71) 400000074 光永　春帆
泉陽高・大　阪

(104) ﾐﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾎ
400000073 中村　心咲

泉陽高・大　阪
(103) ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ

400000116 小黒　真依
泉陽高・大　阪

(457) ｵｸﾞﾛ ﾏｲ
400000118 永田　侑子

泉陽高・大　阪
(459) ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｺ

22 塔南高A 400000159 内藤　結衣
塔南高・京　都

ﾄｳﾅﾝｺｳA (7164) ﾅｲﾄｳ ﾕｲ
100049 400000158 木村　鈴香

塔南高・京　都
(7163) ｷﾑﾗ ｽｽﾞｶ

(  50.56) 400000165 寺上　温
塔南高・京　都

(7172) ﾃﾗｳｴ ｱﾀﾀ
400000157 西村　南

塔南高・京　都
(7162) ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ

400000160 吉原　愛
塔南高・京　都

(7166) ﾖｼﾊﾗ ｱｲ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
23 塔南高B 400000167 定池　弥音

塔南高・京　都
ﾄｳﾅﾝｺｳB (7175) ｻﾀﾞｲｹ ﾐﾈ
100049 400000168 中川　実咲

塔南高・京　都
(7176) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ

(  51.02) 400000169 本城　咲良
塔南高・京　都

(7177) ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻｸﾗ
400000170 奥村　南帆

塔南高・京　都
(7178) ｵｸﾑﾗ ﾅﾎ

400000166 石川　芙羽
塔南高・京　都

(7173) ｲｼｶﾜ ﾌｳ
24 追手門学院高 400000097 大倉 桃香

追手門学院高・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝｺｳ (371) ｵｵｸﾗ ﾓﾓｶ
100062 400000103 山内 桃佳

追手門学院高・大　阪
(377) ﾔﾏｳﾁ ﾓﾓｶ

(  54.60) 400000101 三瓶 明日夏
追手門学院高・大　阪

(374) ｻﾝﾍﾟｲ ｱｽｶ
400000100 喜田 彩愛

追手門学院高・大　阪
(373) ｷﾀﾞ ｻｴ

400000098 岸野 正鈴
追手門学院高・大　阪

(372) ｷｼﾉ ｾｲﾚｲ
400000096 太田 萌結

追手門学院高・大　阪
(370) ｵｵﾀ ﾓﾕ

25 京都文教高 400000173 小畑　侑希奈
京都文教高・京　都

ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ (7563) ｵﾊﾞﾀ ﾕｷﾅ
100027 400000176 小山　空

京都文教高・京　都
(7581) ｺﾔﾏ ｿﾗ

(  50.26) 400000177 愛須　茉那
京都文教高・京　都

(7582) ｱｲｽ ﾏﾔ
400000180 白石　光音

京都文教高・京　都
(7585) ｼﾗｲｼ ﾐｵﾝ

400000178 岡本　芽依
京都文教高・京　都

(7583) ｵｶﾓﾄ ﾒｲ
400000175 池上　綾華

京都文教高・京　都
(7580) ｲｹｶﾞﾐ ｱﾔｶ
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会場：ﾔﾝﾏｰﾌｨｰﾙﾄﾞ長居

女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西大 200000254 名免良　栞 ( 2)

関西大・大　阪
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (272) ﾅﾒﾗ ｼｵﾘ
492218 200000256 塩音　理子 ( 2)

関西大・京　都
(274) ｼｵﾝ ﾘｺ

(4:02.00) 200000255 椹木　華佳 ( 2)
関西大・京　都

(273) ｻﾜﾗｷﾞ ﾊﾅｶ
200000251 櫻井　奏 ( 2)

関西大・静  岡
(269) ｻｸﾗｲ ｶﾅﾃﾞ

200000242 阪井　千紗 ( 3)
関西大・大　阪

(260) ｻｶｲ ﾁｻ
200000241 笹岡　風美 ( 3)

関西大・大　阪
(259) ｻｻｵｶ ｶｻﾞﾐ

2 神戸大 200000560 野口　ひかり ( 3)
神戸大・兵　庫

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (587) ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
490054 200000563 宮﨑　奏菜 ( 2)

神戸大・兵　庫
(590) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅ

(4:15.00) 200000561 宮﨑　安奈 ( 3)
神戸大・山　口

(588) ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾝﾅ
200000567 荻野　今日子 ( 2)

神戸大・兵　庫
(594) ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｺ

200000557 武村　明香 ( 3)
神戸大・京　都

(584) ﾀｹﾑﾗ ｱｶﾘ
200001001 和三　はるか ( 1)

神戸大・兵　庫
(1028) ﾜｻﾝ ﾊﾙｶ

3 東大阪大 200000829 逢坂　友利子 ( 3)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (856) ｵｵｻｶ ﾕﾘｺ
492526 200000830 岡野　紗季 ( 3)

東大阪大・大　阪
(857) ｵｶﾉ ｻｷ

(3:46.78) 200000831 木村　菜摘 ( 3)
東大阪大・大　阪

(858) ｷﾑﾗ ﾅﾂﾐ
200000833 川西　もも ( 1)

東大阪大・大　阪
(860) ｶﾜﾆｼ ﾓﾓ

200000835 川田　朱夏 ( 1)
東大阪大・大　阪

(862) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ
200000836 神薗　芽衣子 ( 1)

東大阪大・大　阪
(863) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ

4 京都大 200000158 後藤　加奈 ( 3)
京都大・大　阪

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (170) ｺﾞﾄｳ ｶﾅ
490048 200000161 花房　柚衣香 ( 2)

京都大・兵　庫
(173) ﾊﾅﾌｻ ﾕｲｶ

(4:12.00) 200000162 安藤　百香 ( 2)
京都大・京　都

(174) ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ
200001037 奥村　夏子 ( 1)

京都大・京　都
(1064) ｵｸﾑﾗ ﾅﾂｺ

200001077 西川　真悠 ( 1)
京都大・大　阪

(1105) ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ
5 園田学園女子大A 200000370 稲岡　真由 ( 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A (397) ｲﾅｵｶ ﾏﾕ
492244 200000418 栗谷　瑞希 ( 2)

園田学園女子大・兵　庫
(445) ｸﾘﾔ ﾐｽﾞｷ

(3:48.00) 200000437 梅崎　優花 ( 1)
園田学園女子大・兵　庫

(464) ｳﾒｻﾞｷ ﾕｳｶ
200000444 宍戸　絢 ( 1)

園田学園女子大・兵　庫
(471) ｼｼﾄﾞ ｱﾔ
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6 園田学園女子大B 200000433 横田　華恋 ( 2)

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B (460) ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ
492244 200000447 時田　莉帆 ( 1)

園田学園女子大・兵　庫
(474) ﾄｷﾀﾞ ﾘﾎ

(3:48.50) 200000450 野田　朱音 ( 1)
園田学園女子大・兵　庫

(477) ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ
200000461 安田　明日翔 ( 1)

園田学園女子大・兵　庫
(488) ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ

7 園田学園女子大C 200000408 安達　眞咲 ( 2)
園田学園女子大・滋　賀

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲC (435) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ
492244 200000420 後藤　奈緒 ( 2)

園田学園女子大・兵　庫
(447) ｺﾞﾄｳ ﾅｵ

(3:50.00) 200000415 門脇　直緒 ( 2)
園田学園女子大・兵　庫

(442) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ
200000409 岩木　理菜 ( 2)

園田学園女子大・兵　庫
(436) ｲﾜｷ ﾘﾅ

8 和歌山大 200000788 上田　百合子 ( 3)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (815) ｳｴﾀﾞ ﾕﾘｺ
490058 200000786 前島　瑠華 ( 3)

和歌山大・和歌山
(813) ﾏｴｼﾞﾏ ﾙｶ

(4:03.48) 200000787 毛利　かなで ( 3)
和歌山大・和歌山

(814) ﾓｳﾘ ｶﾅﾃﾞ
200000789 高野　佑香 ( 2)

和歌山大・和歌山
(816) ﾀｶﾉ ﾕｳｶ

200001063 久保　葉月 ( 1)
和歌山大・和歌山

(1091) ｸﾎﾞ ﾊﾂﾞｷ
200001133 湯垣　七彩 ( 1)

和歌山大・和歌山
(1161) ﾕｶﾞｷ ﾅﾅｻ

9 関西学院大 200000005 岸　笑里 ( 4)
関西学院大・兵　庫

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (5) ｷｼ ｴﾘ
492232 200000006 浜田　奈子 ( 3)

関西学院大・兵　庫
(6) ﾊﾏﾀﾞ ﾅｺ

200000011 川原　把菜 ( 2)
関西学院大・兵　庫

(11) ｶﾜﾊﾗ ﾊﾅ
200000010 遠藤　菜々 ( 2)

関西学院大・鳥　取
(10) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ

200000012 近藤　茜 ( 2)
関西学院大・奈　良

(12) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ
10 市立西宮高 400000135 三好　紗椰

市立西宮高・兵　庫
ｼﾘﾂﾆｼﾉﾐﾔｺｳ (1580) ﾐﾖｼ ｻﾔ
100066 400000141 藤原　凜香

市立西宮高・兵　庫
(1588) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾝｶ

(4:15.00) 400000142 松本　耀
市立西宮高・兵　庫

(1589) ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗﾘ
400000143 市川　紗有

市立西宮高・兵　庫
(1590) ｲﾁｶﾜ ｻﾕ

400000144 西田　明日花
市立西宮高・兵　庫

(1591) ﾆｼﾀﾞ ｱｽｶ
11 東大阪大敬愛高A 400000002 大西　愛永

東大阪大敬愛高・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲｺｳA (3) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
100061 400000004 畑田　星来

東大阪大敬愛高・大　阪
(7) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ

(3:41.98) 400000005 萬谷　呂稀
東大阪大敬愛高・大　阪

(8) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ
400000006 渡辺　美黎亜

東大阪大敬愛高・大　阪
(12) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾚｱ
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12 東大阪大敬愛高B 400000011 田和　りな

東大阪大敬愛高・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲｺｳB (19) ﾀﾜ ﾘﾅ
100061 400000012 有廣　璃々香

東大阪大敬愛高・大　阪
(20) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ

(3:42.39) 400000014 舩曵　瑠花
東大阪大敬愛高・大　阪

(22) ﾌﾅﾋﾞｷ ﾙｶ
400000015 林　莉子

東大阪大敬愛高・大　阪
(23) ﾊﾔｼ ﾘｺ

13 東大阪大敬愛高C 400000031 水口　萌
東大阪大敬愛高・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｹｲｱｲｺｳC (31) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾓｴ
100061 400000033 水口　杏

東大阪大敬愛高・大　阪
(32) ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾝ

(3:34.26) 400000035 野口　陽香里
東大阪大敬愛高・大　阪

(33) ﾉｸﾞﾁ ﾋｶﾘ
400000039 中地　真菜

東大阪大敬愛高・大　阪
(35) ﾅｶﾁﾞ ﾏﾅ

14 泉陽高 400000071 檀浦　悠
泉陽高・大　阪

ｾﾝﾖｳｺｳ (101) ﾀﾞﾝｳﾗ ﾕｳ
100071 400000069 大槻　紗有里

泉陽高・大　阪
(99) ｵｵﾂｷ ｻﾕﾘ

(4:09.77) 400000074 光永　春帆
泉陽高・大　阪

(104) ﾐﾂﾅｶﾞ ﾊﾙﾎ
400000073 中村　心咲

泉陽高・大　阪
(103) ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ

400000116 小黒　真依
泉陽高・大　阪

(457) ｵｸﾞﾛ ﾏｲ
400000072 中込　奈都

泉陽高・大　阪
(102) ﾅｶｺﾞﾒ ﾅﾂ

15 塔南高 400000159 内藤　結衣
塔南高・京　都

ﾄｳﾅﾝｺｳ (7164) ﾅｲﾄｳ ﾕｲ
100049 400000158 木村　鈴香

塔南高・京　都
(7163) ｷﾑﾗ ｽｽﾞｶ

(4:04.46) 400000160 吉原　愛
塔南高・京　都

(7166) ﾖｼﾊﾗ ｱｲ
400000167 定池　弥音

塔南高・京　都
(7175) ｻﾀﾞｲｹ ﾐﾈ

400000168 中川　実咲
塔南高・京　都

(7176) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻｷ
400000169 本城　咲良

塔南高・京　都
(7177) ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻｸﾗ

16 追手門学院高 400000097 大倉 桃香
追手門学院高・大　阪

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝｺｳ (371) ｵｵｸﾗ ﾓﾓｶ
100062 400000105 塔本 貴子

追手門学院高・大　阪
(379) ﾄｳﾓﾄ ﾀｶｺ

(4:34.42) 400000121 朝木 梨央
追手門学院高・大　阪

(496) ｱｻｷ ﾘｵ
400000103 山内 桃佳

追手門学院高・大　阪
(377) ﾔﾏｳﾁ ﾓﾓｶ

400000101 三瓶 明日夏
追手門学院高・大　阪

(374) ｻﾝﾍﾟｲ ｱｽｶ
400000125 小池 杏理

追手門学院高・大　阪
(502) ｺｲｹ ｱﾝﾘ
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17 京都文教高 400000173 小畑　侑希奈

京都文教高・京　都
ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ (7563) ｵﾊﾞﾀ ﾕｷﾅ
100027 400000176 小山　空

京都文教高・京　都
(7581) ｺﾔﾏ ｿﾗ

(3:53.00) 400000177 愛須　茉那
京都文教高・京　都

(7582) ｱｲｽ ﾏﾔ
400000180 白石　光音

京都文教高・京　都
(7585) ｼﾗｲｼ ﾐｵﾝ

400000175 池上　綾華
京都文教高・京　都

(7580) ｲｹｶﾞﾐ ｱﾔｶ
400000172 小林　万葉

京都文教高・京　都
(7561) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾊ


