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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人大阪陸上競技協会
　　
会場：ヤンマーフィールド長居

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪市立大 100001311 小林　大航 (4)

大阪市立大・大　阪
ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (1322) ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ
491018 100001317 福田　将大 (4)

大阪市立大・大　阪
(1328) ﾌｸﾀﾞ ｼｮｳﾀ

(  40.17) 100001327 小田原　陣 (3)
大阪市立大・大　阪

(1338) ｵﾀﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ
100001335 宮本　浩翼 (3)

大阪市立大・大　阪
(1346) ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｽｹ

100001336 大内　陸 (2)
大阪市立大・兵　庫

(1347) ｵｵｳﾁ ﾘｸ
100001338 細谷　雅貴 (2)

大阪市立大・大　阪
(1349) ﾎｿﾔ ﾏｻｷ

2 関西大 100000677 佐野　由羽 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (688) ｻﾉ ﾕｳ
492218 100000695 滝本　勇仁 (3)

関西大・大　阪
(706) ﾀｷﾓﾄ ﾕｳﾄ

(  39.57) 100000702 本多　諒平 (3)
関西大・大　阪

(713) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
100000752 宮内　和哉 (1)

関西大・大　阪
(763) ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ

100000753 藤井　恒輝 (1)
関西大・大　阪

(764) ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ
100000754 坂東　日向 (1)

関西大・大　阪
(765) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋｭｳｶﾞ

3 大阪教育大 100000983 冨岡　凌平 (M1)
大阪教育大・大　阪

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (994) ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳﾍｲ
490053 100000989 畑浦　秀哉 (4)

大阪教育大・大　阪
(1000) ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ

(  40.31) 100000982 阿部　直樹 (3)
大阪教育大・兵　庫

(1003) ｱﾍﾞ ﾅｵｷ
100000981 寺崎　一輝 (3)

大阪教育大・大　阪
(1005) ﾃﾗｻｷ ｶｽﾞｷ

100000980 米田　拓海 (3)
大阪教育大・奈　良

(1010) ﾖﾈﾀﾞ ﾀｸﾐ
100001006 堀田　和志 (2)

大阪教育大・兵　庫
(1017) ﾎﾘﾀ ｶｽﾞｼ

4 大阪学院大 100001035 有馬　裕太郎 (4)
大阪学院大・兵　庫

ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1046) ｱﾘﾏ ﾕｳﾀﾛｳ
492204 100001037 上田　大樹 (4)

大阪学院大・兵　庫
(1048) ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ

(  42.00) 100001038 大西　克典 (4)
大阪学院大・兵　庫

(1049) ｵｵﾆｼ ｶﾂﾉﾘ
100001043 清水　雄大 (4)

大阪学院大・兵　庫
(1054) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

100001049 加藤　嵩人 (3)
大阪学院大・京　都

(1060) ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ
100001050 河野　侑吾 (3)

大阪学院大・兵　庫
(1061) ｺｳﾉ ﾕｳｺﾞ

5 大阪成蹊大 100001019 勢力　竜里 (2)
大阪成蹊大・大　阪

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (1030) ｾｲﾘｷ ﾘｭｳﾘ
492523 100001021 秋鹿　尚斗 (2)

大阪成蹊大・兵　庫
(1032) ｱｲｶ ﾅｵﾄ

(  41.79) 100001022 川﨑　圭悟 (2)
大阪成蹊大・大　阪

(1033) ｶﾜｻｷ ｹｲｺﾞ
100001027 田尻　椋介 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(1038) ﾀｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ

100001016 行本　興紀 (3)
大阪成蹊大・大　阪

(1027) ﾕｸﾓﾄ ｺｳｷ
100001025 長井　智也 (2)

大阪成蹊大・大　阪
(1036) ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ



2020年度第１回学連競技会 Page:2
2020 1st ICAAK Athletics Games 2020/07/19 19:05
主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人大阪陸上競技協会
　　
会場：ヤンマーフィールド長居

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 大阪大 100001379 長　奎吾 (4)

大阪大・大　阪
ｵｵｻｶﾀﾞｲ (1390) ﾁｮｳ ｹｲｺﾞ
490051 100001377 志賀　颯 (4)

大阪大・兵　庫
(1388) ｼｶﾞ ﾊﾔﾀ

(  40.20) 100001352 大西　淳矢 (M1)
大阪大・大　阪

(1363) ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝﾔ
100001414 吉田　真拓 (3)

大阪大・大　阪
(1425) ﾖｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ

100001427 菅野　宏紀 (2)
大阪大・兵　庫

(1438) ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｷ
100001443 家方　優希 (2)

大阪大・大　阪
(1454) ﾔｶﾀ ﾕｳｷ

7 同志社大 100000242 四戸　慈朗 (3)
同志社大・滋　賀

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (245) ｼﾉﾍ ｼﾞﾛｳ
492195 100000210 青木　滋音 (4)

同志社大・愛  知
(213) ｱｵｷ ｼﾞｵﾝ

(  40.45) 100000255 伊藤　大和 (2)
同志社大・滋　賀

(258) ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ
100000220 高橋　頼 (4)

同志社大・大　阪
(223) ﾀｶﾊｼ ﾗｲ

100000230 松本　彗佑 (3)
同志社大・奈　良

(233) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ
100000203 岩本　憲明 (4)

同志社大・広　島
(206) ｲﾜﾓﾄ ﾉﾘｱｷ

8 立命館大 100000156 佐々木　啓輔 (3)
立命館大・京　都

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (157) ｻｻｷ ｹｲｽｹ
492200 100000120 本郷　汰樹 (4)

立命館大・愛  知
(121) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ

(  39.87) 100000196 遠藤　耕介 (1)
立命館大・愛  知

(197) ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
100000149 吉田　弘道 (3)

立命館大・兵　庫
(150) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ

100000140 梶川　颯太 (3)
立命館大・福  井

(141) ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ
9 関西学院大 100000062 桒原　拓也 (3)

関西学院大・兵　庫
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (63) ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ
492232 100000045 清水　功一朗 (3)

関西学院大・大　阪
(46) ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

(  40.00) 100000034 丘田　龍弥 (3)
関西学院大・兵　庫

(35) ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ
100000006 小倉　朱右 (4)

関西学院大・兵　庫
(7) ｵｸﾞﾗ ｼｭｳ

100000017 樋口　優人 (4)
関西学院大・京　都

(18) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
100000065 河野　航大 (2)

関西学院大・福　岡
(66) ｶﾜﾉ ｺｳﾀﾞｲ

10 甲南大 100001181 山村　景大 (3)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (1192) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾀ
492234 100001183 播本　裕也 (3)

甲南大・大　阪
(1194) ﾊﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ

(  40.76) 100001191 葛川　智博 (3)
甲南大・兵　庫

(1202) ｸｽﾞｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ
100001192 細見　慶念人 (2)

甲南大・兵　庫
(1203) ﾎｿﾐ ｹﾈﾄ

100001197 豊嶋　夏輝 (2)
甲南大・大　阪

(1208) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ
100001202 神崎　貴仁 (1)

甲南大・香  川
(1213) ｶﾝｻﾞｷ ﾀｶﾋﾄ
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人大阪陸上競技協会
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男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 近畿大 100000545 酒井　翼 (3)

近畿大・徳  島
ｷﾝｷﾀﾞｲ (548) ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ
492221 100000522 川西　裕太 (1)

近畿大・大　阪
(525) ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ

(  39.05) 100000538 上山　紘輝 (3)
近畿大・三  重

(541) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ
100000524 笠谷　洸貴 (4)

近畿大・大　阪
(527) ｶｻﾀﾆ ｺｳｷ



2020年度第１回学連競技会 Page:1
2020 1st ICAAK Athletics Games 2020/07/19 18:36
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会場：ヤンマーフィールド長居

男子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 関西大 100000707 吉岡　航平 (3)

関西大・奈　良
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (718) ﾖｼｵｶ ｺｳﾍｲ
492218 100000721 阪本　育 (2)

関西大・大　阪
(732) ｻｶﾓﾄ ｲｸ

(3:16.00) 100000751 増田　潮音 (1)
関西大・兵　庫

(762) ﾏｽﾀﾞ ｼｵﾝ
100000731 中村　竜也 (2)

関西大・大　阪
(742) ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ

100000720 穴井　晴稀 (3)
関西大・大　阪

(731) ｱﾅｲ ﾊﾙｷ
100000713 久山　康成 (3)

関西大・兵　庫
(724) ｸﾔﾏ ﾔｽﾅﾘ

2 大阪教育大 100000983 冨岡　凌平 (M1)
大阪教育大・大　阪

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (994) ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳﾍｲ
490053 100000989 畑浦　秀哉 (4)

大阪教育大・大　阪
(1000) ﾊﾀｳﾗ ｼｭｳﾔ

(3:15.54) 100000976 林　悠仁 (3)
大阪教育大・大　阪

(1006) ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞﾝ
100001005 木村　竜晟 (2)

大阪教育大・兵　庫
(1016) ｷﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

100001006 堀田　和志 (2)
大阪教育大・兵　庫

(1017) ﾎﾘﾀ ｶｽﾞｼ
100001010 内藤　源一郎 (1)

大阪教育大・兵　庫
(1021) ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

3 大阪学院大 100001038 大西　克典 (4)
大阪学院大・兵　庫

ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1049) ｵｵﾆｼ ｶﾂﾉﾘ
492204 100001043 清水　雄大 (4)

大阪学院大・兵　庫
(1054) ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

(3:20.00) 100001049 加藤　嵩人 (3)
大阪学院大・京　都

(1060) ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ
100001054 松本　陸 (3)

大阪学院大・京　都
(1065) ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ

100001037 上田　大樹 (4)
大阪学院大・兵　庫

(1048) ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ
100001050 河野　侑吾 (3)

大阪学院大・兵　庫
(1061) ｺｳﾉ ﾕｳｺﾞ

4 同志社大 100000204 畑浦　佑亮 (4)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (207) ﾊﾀｳﾗ ﾕｳｽｹ
492195 100000273 澤田　翔平 (1)

同志社大・大　阪
(276) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

(3:11.73) 100000254 山村　恵斗 (2)
同志社大・大　阪

(257) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ
100000233 加耒　勇馬 (3)

同志社大・福　岡
(236) ｶｸ ﾕｳﾏ

5 びわスポ大 100000444 大谷　幹 (3)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (447) ｵｵﾀﾆ ﾓﾄｷ
492522 100000449 高知　真吾 (3)

びわスポ大・滋　賀
(452) ｺｳﾁ ｼﾝｺﾞ

(3:13.05) 100000459 長澤　康平 (3)
びわスポ大・滋　賀

(462) ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ
100000508 前川　翔 (2)

びわスポ大・滋　賀
(511) ﾏｴｶﾜ ｼｮｳ

100002023 清原　彰人 (1)
びわスポ大・大　阪

(2034) ｷﾖﾊﾗ ｱｷﾄ
100002043 眞砂　潤也 (1)

びわスポ大・大　阪
(2054) ﾏｻｺﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 龍谷大 100000845 清水　卓斗 (4)

龍谷大・滋　賀
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (856) ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ
492201 100000851 髙橋　和也 (4)

龍谷大・京　都
(862) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ

(3:13.81) 100000852 椎　悠介 (4)
龍谷大・滋　賀

(863) ｼｲ ﾕｳｽｹ
100000869 井上　航 (3)

龍谷大・大　阪
(880) ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ

100000901 大橋　怜央 (1)
龍谷大・滋　賀

(912) ｵｵﾊｼ ﾚｵ
100000882 中川　貴仁 (2)

龍谷大・滋　賀
(893) ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ
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女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 園田学園女子大 200000565 藤原　沙耶 (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 (574) ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ
492244 200000553 門脇　直緒 (4)

園田学園女子大・大　阪
(562) ｶﾄﾞﾜｷ ﾅｵ

(  46.50) 200000615 廣瀬　桃奈 (2)
園田学園女子大・兵　庫

(624) ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ
200000564 平田　未来 (4)

園田学園女子大・兵　庫
(573) ﾋﾗﾀ ﾐｸ

200000629 古西　清乃 (1)
園田学園女子大・京　都

(638) ｺﾆｼ ｻﾔﾉ
2 関西福祉大 200000518 谷根　優花 (2)

関西福祉大・兵　庫
ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (527) ﾀﾆﾈ ﾕｳｶ
492430 200000519 立岩　杏珠 (1)

関西福祉大・兵　庫
(528) ﾀﾃｲﾜ ｱﾐ

(  50.00) 200000520 橋本　麻由 (1)
関西福祉大・岡　山

(529) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ
200000521 吉村　美咲 (1)

関西福祉大・兵　庫
(530) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ

3 大阪成蹊大 200000299 齋藤　愛美 (3)
大阪成蹊大・岡　山

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (307) ｻｲﾄｳ ｱﾐ
492523 200000301 ??野 史織 (3)

大阪成蹊大・滋　賀
(309) ﾖｼﾉ ｼｵﾘ

(  45.02) 200000300 野口　理帆 (3)
大阪成蹊大・岡　山

(308) ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ
200000302 桑原　綾子 (3)

大阪成蹊大・大　阪
(310) ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ

200000292 朝野　夏海 (4)
大阪成蹊大・富  山

(300) ｱｻﾉ ﾅﾂﾐ
200000293 藤森　栞菜 (4)

大阪成蹊大・北海道
(301) ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝﾅ

4 東大阪大 200000878 川田　朱夏 (3)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (887) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ
492526 200000881 大西　愛永 (2)

東大阪大・大　阪
(890) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ

(  48.01) 200000882 畑田　星来 (2)
東大阪大・大　阪

(891) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ
200000884 萬谷　呂稀 (2)

東大阪大・大　阪
(893) ﾏﾝﾀﾆ ﾛｷ

200000887 有廣　璃莉香 (1)
東大阪大・大　阪

(896) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ
200000890 外山　桃 (1)

東大阪大・大　阪
(899) ﾄﾔﾏ ﾓﾓ

5 同志社大 200000077 今森　美涼 (4)
同志社大・石  川

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (79) ｲﾏﾓﾘ ﾐｽｽﾞ
492195 200000089 柳澤　祐衣 (2)

同志社大・石  川
(91) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ

(  47.37) 200000093 黄瀬　蒼 (2)
同志社大・滋　賀

(95) ｷｾ ｱｵｲ
200000088 田中　里佳 (3)

同志社大・石  川
(90) ﾀﾅｶ ﾘｶ
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女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 関西学院大 200000004 近藤　茜 (4)

関西学院大・奈　良
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (5) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｶﾈ
492232 200000009 橋本　実紅 (2)

関西学院大・兵　庫
(10) ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ

(  47.35) 200000010 鶏内　愛菜 (2)
関西学院大・広　島

(11) ｶｲﾁ ｱｲﾅ
200000012 東　聖奈 (2)

関西学院大・大　阪
(13) ｱｽﾞﾏ ｾﾅ

200000014 檜垣　真由 (1)
関西学院大・兵　庫

(15) ﾋｶﾞｷ ﾏﾕ
200000015 平山　亜美 (1)

関西学院大・兵　庫
(16) ﾋﾗﾔﾏ ｱﾐ

7 立命館大 200000018 岸本　若奈 (4)
立命館大・兵　庫

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (19) ｷｼﾓﾄ ﾜｶﾅ
492200 200000021 田中　佑美 (4)

立命館大・大　阪
(22) ﾀﾅｶ ﾕﾐ

(  45.11) 200000047 壹岐　あいこ (2)
立命館大・滋　賀

(48) ｲｷ ｱｲｺ
200000049 臼井　文音 (2)

立命館大・北海道
(50) ｳｽｲ ｱﾔﾈ

200000064 榎本　樹羅 (1)
立命館大・香  川

(65) ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ
200000065 佃　光紗 (1)

立命館大・兵　庫
(66) ﾂｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ

8 武庫川女子大 200000781 末石　和莉 (4)
武庫川女子大・岡　山

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (790) ｽｴｲｼ ｱｲﾘ
492246 200000803 三村　萌 (3)

武庫川女子大・兵　庫
(812) ﾐﾑﾗ ﾒﾊﾞｴ

(  46.50) 200000814 長濵　奈々美 (2)
武庫川女子大・兵　庫

(823) ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅﾅﾐ
200000824 中野　菜乃 (1)

武庫川女子大・兵　庫
(833) ﾅｶﾉ ﾅﾉ

200000829 山本　早留香 (1)
武庫川女子大・兵　庫

(838) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ
9 甲南大 200000379 鈴木　塔子 (4)

甲南大・三  重
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (388) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ
492234 200000399 井戸アビゲイル　風果 (1)

甲南大・岐  阜
(408) ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ

(  45.90) 200000389 宮田　乙葉 (3)
甲南大・兵　庫

(398) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ
200000387 高山　綺音 (3)

甲南大・大　阪
(396) ﾀｶﾔﾏ ｱﾔﾈ

200000395 橋爪　優佳 (2)
甲南大・大　阪

(404) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｶ
200000405 山本　珠菜 (1)

甲南大・大　阪
(414) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾅ

10 大阪教育大 200000272 高瀨　愛実 (4)
大阪教育大・広　島

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (280) ﾀｶｾ ﾏﾅﾐ
490053 200000274 大崎　美都 (3)

大阪教育大・兵　庫
(282) ｵｵｻｷ ﾐｻﾄ

(  47.46) 200000275 松本　夏海 (3)
大阪教育大・大　阪

(283) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ
200000279 玉井　奈那 (2)

大阪教育大・愛　媛
(287) ﾀﾏｲ ﾅﾅ

200000285 辻　穂香 (2)
大阪教育大・香  川

(293) ﾂｼﾞ ﾎﾉｶ
200000961 山田　なつ子 (1)

大阪教育大・大　阪
(970) ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｺ
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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
1 園田学園女子大 200000558 後藤　奈緒 (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 (567) ｺﾞﾄｳ ﾅｵ
492244 200000641 本岡　真悠 (1)

園田学園女子大・愛　媛
(650) ﾓﾄｵｶ ﾏﾕｳ

(3:52.50) 200000584 姫野　万里乃 (3)
園田学園女子大・滋　賀

(593) ﾋﾒﾉ ﾏﾘﾉ
200000592 安藤　百夏 (2)

園田学園女子大・大　阪
(601) ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ

200000590 安田　明日翔 (3)
園田学園女子大・兵　庫

(599) ﾔｽﾀﾞ ｱｽｶ
200000579 時田　莉帆 (3)

園田学園女子大・兵　庫
(588) ﾄｷﾀﾞ ﾘﾎ

2 関西大 200000204 名免良　栞 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (212) ﾅﾒﾗ ｼｵﾘ
492218 200000224 安藤　来望 (2)

関西大・大　阪
(232) ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ

(4:01.71) 200000216 亀澤　舞 (2)
関西大・大　阪

(224) ｶﾒｻﾜ ﾏｲ
200000223 永野　朝希 (2)

関西大・大　阪
(231) ﾅｶﾞﾉ ｱｻｷ

3 大阪成蹊大 200000299 齋藤　愛美 (3)
大阪成蹊大・岡　山

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (307) ｻｲﾄｳ ｱﾐ
492523 200000302 桑原　綾子 (3)

大阪成蹊大・大　阪
(310) ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ

(3:37.80) 200000304 立石　陽菜 (3)
大阪成蹊大・大　阪

(312) ﾀﾃｲｼ ﾋﾅ
200000303 淵田　杏奈 (3)

大阪成蹊大・鹿児島
(311) ﾌﾁﾀﾞ ｱﾝﾅ

200000290 春木　麻実伽 (4)
大阪成蹊大・奈　良

(298) ﾊﾙｷ ﾏﾐｶ
200000301 ??野 史織 (3)

大阪成蹊大・滋　賀
(309) ﾖｼﾉ ｼｵﾘ

4 東大阪大 200000878 川田　朱夏 (3)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (887) ｶﾜﾀ ｱﾔｶ
492526 200000879 神薗　芽衣子 (3)

東大阪大・大　阪
(888) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ

(3:46.57) 200000881 大西　愛永 (2)
東大阪大・大　阪

(890) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
200000882 畑田　星来 (2)

東大阪大・大　阪
(891) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ

200000887 有廣　璃莉香 (1)
東大阪大・大　阪

(896) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ
200000890 外山　桃 (1)

東大阪大・大　阪
(899) ﾄﾔﾏ ﾓﾓ

5 同志社大 200000083 大谷　望 (3)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (85) ｵｵﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ
492195 200000090 櫻井　杏樹 (2)

同志社大・群　馬
(92) ｻｸﾗｲ ｱﾝｼﾞｭ

(4:20.00) 200000093 黄瀬　蒼 (2)
同志社大・滋　賀

(95) ｷｾ ｱｵｲ
200000095 竹田　紫乃 (2)

同志社大・大　阪
(97) ﾀｹﾀﾞ ｼﾉ

200000936 尾﨑　未悠 (1)
同志社大・京　都

(945) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ
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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 武庫川女子大 200000789 松村　香尋 (4)

武庫川女子大・大　阪
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (798) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾋﾛ
492246 200000794 小東　ゆい (3)

武庫川女子大・兵　庫
(803) ｺﾋｶﾞｼ ﾕｲ

(3:51.99) 200000812 中塚　萌 (2)
武庫川女子大・京　都

(821) ﾅｶﾂｶ ﾓｴ
200000814 長濵　奈々美 (2)

武庫川女子大・兵　庫
(823) ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅﾅﾐ

200000824 中野　菜乃 (1)
武庫川女子大・兵　庫

(833) ﾅｶﾉ ﾅﾉ
200000829 山本　早留香 (1)

武庫川女子大・兵　庫
(838) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ

7 立命館大 200000024 西田　美菜 (4)
立命館大・大　阪

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (25) ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ
492200 200000033 塩見　綾乃 (3)

立命館大・京　都
(34) ｼｵﾐ ｱﾔﾉ

(3:37.92) 200000034 西村　寧々花 (3)
立命館大・京　都

(35) ﾆｼﾑﾗ ﾈﾈｶ
200000036 南　千尋 (3)

立命館大・滋　賀
(37) ﾐﾅﾐ ﾁﾋﾛ

200000058 松尾　季奈 (2)
立命館大・兵　庫

(59) ﾏﾂｵ ｷﾅ
200000068 吉岡　里奈 (1)

立命館大・京　都
(69) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ

8 甲南大 200000381 津山　葵 (4)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (390) ﾂﾔﾏ ｱｵｲ
492234 200000396 平野　芙佑花 (2)

甲南大・兵　庫
(405) ﾋﾗﾉ ﾌｳｶ

(3:48.00) 200000383 中原　みなみ (4)
甲南大・大　阪

(392) ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ
200000394 堂本　真衣 (2)

甲南大・大　阪
(403) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｲ

200000393 下村　日向子 (2)
甲南大・滋　賀

(402) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ
200000400 続木　千尋 (1)

甲南大・京　都
(409) ﾂﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ


