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後　援:神戸新聞社　運営協力：一般財団法人兵庫陸上競技協会 尼崎市陸上競技協会
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 100000017 樋口　優人 ( 4)

関西学院大・京　都
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (18) ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
492232 100000034 丘田　龍弥 ( 3)

関西学院大・兵　庫
(35) ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ

(  39.31) 100000069 伊藤　大知 ( 2)
関西学院大・岐  阜

(70) ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
100000065 河野　航大 ( 2)

関西学院大・福　岡
(66) ｶﾜﾉ ｺｳﾀﾞｲ

100000006 広沢　南奈 ( 3)
関西学院大・大　阪

(7) ﾋﾛｻﾜ ﾅﾅ
100000062 桒原　拓也 ( 3)

関西学院大・兵　庫
(63) ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ

2 甲南大 200001183 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 200001185 播本　裕也 (3)

甲南大・大　阪
(1194) ﾊﾘﾓﾄ ﾕｳﾔ

(  40.76) 200001193 葛川　智博 (3)
甲南大・兵　庫

(1202) ｸｽﾞｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ
200001194 細見　慶念人 (2)

甲南大・兵　庫
(1203) ﾎｿﾐ ｹﾈﾄ

200001199 豊嶋　夏輝 (2)
甲南大・大　阪

(1208) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ
200001199 豊嶋　夏輝 (2)

甲南大・大　阪
(1208) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ

3 神戸大 100001577 近藤　佑哉 ( M2)
神戸大・愛  知

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (1587) ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
490054 100001578 山根　雄 ( M2)

神戸大・兵　庫
(1588) ﾔﾏﾈ ﾕｳ

(  41.17) 100001586 喜多　政天 ( 4)
神戸大・奈　良

(1596) ｷﾀ ﾏｻﾀｶ
100001598 仁尾　航太 ( 3)

神戸大・兵　庫
(1608) ﾆｵ ｺｳﾀ

100001599 三井　爽平 ( 3)
神戸大・兵　庫

(1609) ﾐﾂｲ ｿｳﾍｲ
100001611 廣澤　航平 ( 2)

神戸大・兵　庫
(1621) ﾋﾛｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ

4 兵庫県立大 100001548 小林　優一 ( M2)
兵庫県立大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (1558) ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ
491082 100001549 坂本　研介 ( M1)

兵庫県立大・兵　庫
(1559) ｻｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ

100001554 林　大地 ( 4)
兵庫県立大・兵　庫

(1564) ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ
100001558 島中　翼 ( 3)

兵庫県立大・兵　庫
(1568) ｼﾏﾅｶ ﾂﾊﾞｻ

100001572 備　未来貴 ( 2)
兵庫県立大・兵　庫

(1582) ｿﾅｴ ﾐﾗｷ
100001573 寺垣内　啓吾 ( 2)

兵庫県立大・兵　庫
(1583) ﾃﾗｶﾞｲﾄ ｹｲｺﾞ
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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 100000029 村端　宥人 ( 4)

関西学院大・和歌山
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (30) ﾑﾗﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ
492232 100000002 上田　明香里 ( 4)

関西学院大・福　岡
(3) ｳｴﾀﾞ ｱｶﾘ

(3:09.3 ) 100000011 濱口　菜月 ( 2)
関西学院大・兵　庫

(12) ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ
100000043 山田　翼 ( 3)

関西学院大・兵　庫
(44) ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

100000041 國枝　温樹 ( 3)
関西学院大・岐  阜

(42) ｸﾆｴﾀﾞ ﾊﾙｷ
100000077 酒井　元気 ( 2)

関西学院大・兵　庫
(78) ｻｶｲ ｹﾞﾝｷ

2 甲南大 200001167 鶴　竣也 (4)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (1176) ﾂﾙ ｼｭﾝﾔ
492234 200001179 宮地　歩 (4)

甲南大・兵　庫
(1188) ﾐﾔｼﾞ ｱﾕﾑ

(3:17.7 ) 200001192 藤家　諒祐 (3)
甲南大・兵　庫

(1201) ﾌｼﾞｲｴ ﾘｮｳｽｹ
200001193 葛川　智博 (3)

甲南大・兵　庫
(1202) ｸｽﾞｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ

200001194 細見　慶念人 (2)
甲南大・兵　庫

(1203) ﾎｿﾐ ｹﾈﾄ
200001199 豊嶋　夏輝 (2)

甲南大・大　阪
(1208) ﾄﾖｼﾏ ﾅﾂｷ

3 兵庫教育大 200001636 大崎　健太 (M2)
兵庫教育大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1645) ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ
490092 200001637 桑垣　威千介 (M2)

兵庫教育大・兵　庫
(1646) ｸﾜｶﾞｷ ｲﾁｽｹ

(3:16.2 ) 200001642 稲葉　健 (3)
兵庫教育大・兵　庫

(1651) ｲﾅﾊﾞ ﾀｹﾙ
200001635 髙木　元太 (4)

兵庫教育大・兵　庫
(1644) ﾀｶｷﾞ ｹﾞﾝﾀ

200001639 橘　和秀 (4)
兵庫教育大・兵　庫

(1648) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
200001644 髙山　優明 (3)

兵庫教育大・兵　庫
(1653) ﾀｶﾔﾏ ﾕｱﾝ

4 神戸大 100001581 山口　大地 ( M1)
神戸大・滋　賀

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (1591) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ
490054 100001582 高柳　正徳 ( M1)

神戸大・大　阪
(1592) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾉﾘ

(3:22.0 ) 100001583 南部　慎 ( M1)
神戸大・三  重

(1593) ﾅﾝﾌﾞ ｼﾝ
100001590 延命　勇実 ( 4)

神戸大・大　阪
(1600) ｴﾝﾒｲ ﾕｳﾏ

100001600 今城　有貴 ( 3)
神戸大・大　阪

(1610) ｲﾏｼﾛ ﾕｳｷ
100001612 後藤　弘太郎 ( 2)

神戸大・兵　庫
(1622) ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ

5 兵庫県立大 100001549 坂本　研介 ( M1)
兵庫県立大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (1559) ｻｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ
491082 100001554 林　大地 ( 4)

兵庫県立大・兵　庫
(1564) ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾁ

100001558 島中　翼 ( 3)
兵庫県立大・兵　庫

(1568) ｼﾏﾅｶ ﾂﾊﾞｻ
100001562 平井　遥次朗 ( 3)

兵庫県立大・兵　庫
(1572) ﾋﾗｲ ﾖｳｼﾞﾛｳ

100001572 備　未来貴 ( 2)
兵庫県立大・兵　庫

(1582) ｿﾅｴ ﾐﾗｷ
100001573 寺垣内　啓吾 ( 2)

兵庫県立大・兵　庫
(1583) ﾃﾗｶﾞｲﾄ ｹｲｺﾞ
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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 関西学院大 100000010 鶏内　愛菜 ( 2)

関西学院大・広　島
ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (11) ｶｲﾁ ｱｲﾅ
492232 100000000 川原　把菜 ( 4)

関西学院大・兵　庫
(1) ｶﾜﾊﾗ ﾊﾅ

(  47.35) 100000003 遠藤　菜々 ( 4)
関西学院大・鳥　取

(4) ｴﾝﾄﾞｳ ﾅﾅ
100000009 橋本　実紅 ( 2)

関西学院大・兵　庫
(10) ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ

2 関西福祉大 100000520 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 100000521 立岩　杏珠 ( 1)

関西福祉大・兵　庫
(528) ﾀﾃｲﾜ ｱﾐ

(  50.00) 100000522 橋本　麻由 ( 1)
関西福祉大・岡　山

(529) ﾊｼﾓﾄ ﾏﾕ
100000523 吉村　美咲 ( 1)

関西福祉大・兵　庫
(530) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ

3 甲南大 300000389 澤谷　柚花 (3)
甲南大・岡　山

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (395) ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ
492234 300000392 宮田　乙葉 (3)

甲南大・兵　庫
(398) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ

(  46.90) 300000401 山本　きらり (2)
甲南大・愛　媛

(407) ﾔﾏﾓﾄ ｷﾗﾘ
300000398 橋爪　優佳 (2)

甲南大・大　阪
(404) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｶ

300000396 下村　日向子 (2)
甲南大・滋　賀

(402) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ
300000381 工藤　千佳 (4)

甲南大・青　森
(387) ｸﾄﾞｳ ﾁｶ

4 武庫川女子大 300000806 三村　萌 (3)
武庫川女子大・兵　庫

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (812) ﾐﾑﾗ ﾒﾊﾞｴ
492246 300000817 長濵　奈々美 (2)

武庫川女子大・兵　庫
(823) ﾅｶﾊﾏ ﾅﾅﾐ

(  46.25) 300000777 市原　琴乃 (4)
武庫川女子大・京　都

(783) ｲﾁﾊﾗ ｺﾄﾉ
300000792 松村　香尋 (4)

武庫川女子大・大　阪
(798) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾋﾛ

300000789 野間　楓 (4)
武庫川女子大・兵　庫

(795) ﾉﾏ ｶｴﾃﾞ
5 神戸大 100000498 荻野　今日子 ( 4)

神戸大・兵　庫
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (505) ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｺ
490054 100000499 佐長　亜彩 ( 4)

神戸大・京　都
(506) ｻﾁｮｳ ｱﾔ

(  50.53) 100000500 宮﨑　奏菜 ( 4)
神戸大・宮　崎

(507) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅ
100000503 岩倉　美晴 ( 4)

神戸大・兵　庫
(510) ｲﾜｸﾗ ﾐﾊﾙ

100000504 和三　はるか ( 3)
神戸大・兵　庫

(511) ﾜｻﾝ ﾊﾙｶ
100000507 臼井　晴香 ( 3)

神戸大・和歌山
(514) ｳｽｲ ﾊﾙｶ
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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 甲南大 300000386 中原　みなみ (4)

甲南大・大　阪
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (392) ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ
492234 300000382 鈴木　塔子 (4)

甲南大・三  重
(388) ｽｽﾞｷ ﾄｳｺ

(3:48.0 ) 300000384 津山　葵 (4)
甲南大・兵　庫

(390) ﾂﾔﾏ ｱｵｲ
300000397 堂本　真衣 (2)

甲南大・大　阪
(403) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｲ

300000396 下村　日向子 (2)
甲南大・滋　賀

(402) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ
300000387 尾上　梨香 (3)

甲南大・兵　庫
(393) ｵﾉｴ ﾘｶ

2 武庫川女子大 300000817 長濵　奈々美 (2)
武庫川女子大・兵　庫

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (823) ﾅｶﾊﾏ ﾅﾅﾐ
492246 300000815 中塚　萌 (2)

武庫川女子大・京　都
(821) ﾅｶﾂｶ ﾓｴ

(3:51.9 ) 300000792 松村　香尋 (4)
武庫川女子大・大　阪

(798) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾋﾛ
300000797 小東　ゆい (3)

武庫川女子大・兵　庫
(803) ｺﾋｶﾞｼ ﾕｲ

300000785 十亀　美紀 (4)
武庫川女子大・兵　庫

(791) ｿｶﾞﾒ ﾐｷ
3 神戸大 100000498 荻野　今日子 ( 4)

神戸大・兵　庫
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (505) ｵｷﾞﾉ ｷｮｳｺ
490054 100000499 佐長　亜彩 ( 4)

神戸大・京　都
(506) ｻﾁｮｳ ｱﾔ

(4:12.3 ) 100000500 宮﨑　奏菜 ( 4)
神戸大・宮　崎

(507) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾅ
100000504 和三　はるか ( 3)

神戸大・兵　庫
(511) ﾜｻﾝ ﾊﾙｶ


