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主　催:関西学生陸上競技連盟・京都新聞
後　援:大津市・大津市教委　運営協力：一財滋賀陸上競技協会 
競技場:大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 立命館大 100000157 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 100000141 梶川　颯太 (3)

立命館大・福  井
(141) ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ

(  39.16) 100000121 本郷　汰樹 (4)
立命館大・愛  知

(121) ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｼﾞｭ
100000169 田川　大地 (3)

立命館大・福　岡
(169) ﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

100000186 原田　涼平 (2)
立命館大・京　都

(186) ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
100000173 吉田　龍誠 (2)

立命館大・京　都
(173) ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ

2 佛教大 100001746 小畑　匡輝 (4)
佛教大・兵　庫

ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (1755) ｺﾊﾞﾀ ﾏｻｷ
492199 100001747 大江　貴博 (4)

佛教大・京　都
(1756) ｵｵｴ ﾀｶﾋﾛ

(  43.00) 100001750 川瀬　陽日 (3)
佛教大・滋　賀

(1759) ｶﾜｾ ﾊﾙﾋ
100001752 林　昂亮 (3)

佛教大・和歌山
(1761) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ

100001757 瑜伽　日和 (2)
佛教大・京　都

(1766) ﾕｶ ﾋﾖﾘ
100001758 有本　琢真 (2)

佛教大・大　阪
(1767) ｱﾘﾓﾄ ﾀｸﾏ

3 びわスポ大 100000408 荒木　貴弘 (4)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (410) ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ
492522 100000429 古谷　一磨 (4)

びわスポ大・滋　賀
(431) ﾌﾙﾀﾆ ｶｽﾞﾏ

(  40.64) 100000439 芦田　英太 (3)
びわスポ大・滋　賀

(441) ｱｼﾀﾞ ｴｲﾀ
100000446 岡田　真拓 (3)

びわスポ大・滋　賀
(448) ｵｶﾀﾞ ﾏﾋﾛ

100000450 高知　真吾 (3)
びわスポ大・滋　賀

(452) ｺｳﾁ ｼﾝｺﾞ
100000484 北尾　迅 (2)

びわスポ大・滋　賀
(486) ｷﾀｵ ｼﾞﾝ

4 京都産業大 100000638 原吉　龍 (2)
京都産業大・京　都

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (647) ﾊﾗﾖｼ ﾘｭｳ
492189 100000609 宮内　魁大 (3)

京都産業大・兵　庫
(618) ﾐﾔｳﾁ ｶｲﾄ

(  39.45) 100000590 植本　尚輝 (4)
京都産業大・大　阪

(599) ｳｴﾓﾄ ﾅｵｷ
100000607 芦田　幸翼 (3)

京都産業大・兵　庫
(616) ｱｼﾀﾞ ｺｳｽｹ

100000594 石田　多門 (4)
京都産業大・三  重

(603) ｲｼﾀﾞ ﾀﾓﾝ
5 明治国際医療大 100001793 勝原　大輔 (4)

明治国際医療大・京　都
ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲ (1802) ｶﾂﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ
492329 100001920 新井　陽豊 (3)

明治国際医療大・兵　庫
(1929) ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ

(  42.00) 100001810 古閑　裕太 (2)
明治国際医療大・京　都

(1819) ｺｶﾞ ﾕｳﾀ
100001821 居場　紘充 (2)

明治国際医療大・滋　賀
(1830) ｲﾊﾞ ﾐﾂﾋﾛ

100001819 前田　亮 (2)
明治国際医療大・京　都

(1828) ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳ
100001922 川村　真広 (3)

明治国際医療大・大　阪
(1931) ｶﾜﾑﾗ ﾏﾋﾛ
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主　催:関西学生陸上競技連盟・京都新聞
後　援:大津市・大津市教委　運営協力：一財滋賀陸上競技協会 
競技場:大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 龍谷大 100000868 前田　篤志 (3)

龍谷大・大　阪
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (877) ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ
492201 100000862 平田　剛 (4)

龍谷大・滋　賀
(871) ﾋﾗﾀ ﾂﾖｼ

(  40.29) 100000881 中村　恭輔 (2)
龍谷大・滋　賀

(890) ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳｽｹ
100000870 中井　宗一郎 (3)

龍谷大・香  川
(879) ﾅｶｲ ｿｳｲﾁﾛｳ

100000858 梶原　凌也 (4)
龍谷大・滋　賀

(867) ｶｼﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ
100000861 川口　将史 (4)

龍谷大・兵　庫
(870) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｼ

7 京都教育大 100001715 石井　大晴 (4)
京都教育大・岡　山

ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1724) ｲｼｲ ﾀｲｾｲ
490049 100001716 田原　和真 (4)

京都教育大・徳  島
(1725) ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾏ

100001719 古川　悠太 (3)
京都教育大・京　都

(1728) ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ
100001724 野上　翼 (2)

京都教育大・香  川
(1733) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ

100001729 峰山　達希 (2 )
京都教育大・大　阪

(1738) ﾐﾈﾔﾏ ﾀﾂｷ
100001710 小林　隼 (M2)

京都教育大・京　都
(1719) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ

8 京都大 100000765 安藤　滉一 (M2)
京都大・京　都

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (774) ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ
490048 100000781 加藤　寿昂 (4)

京都大・石  川
(790) ｶﾄｳ ﾄｼｱｷ

(  41.08) 100000817 田中　大智 (3)
京都大・大　阪

(826) ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ
100000826 湯谷　樹生 (3)

京都大・大　阪
(835) ﾕﾀﾆ ﾀﾂｷ

100000808 森本　健太 (3)
京都大・奈　良

(817) ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾀ
100000840 吉田　悠樹 (2)

京都大・福  井
(849) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ

9 滋賀大 100001864 里見　朋哉 (4)
滋賀大・滋　賀

ｼｶﾞﾀﾞｲ (1873) ｻﾄﾐ ﾄﾓﾔ
490047 100001861 大田　颯人 (4)

滋賀大・兵　庫
(1870) ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ

100001858 三方　怜 (3)
滋賀大・京　都

(1867) ﾐｶﾀ ｻﾄｼ
100001845 飯田　航平 (2)

滋賀大・京　都
(1854) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ

100001860 吉原　翔大 (2)
滋賀大・滋　賀

(1869) ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ
100001867 加藤　敦詞 (2)

滋賀大・愛  知
(1876) ｶﾄｳ ｱﾂｼ

10 同志社大 100000221 高橋　頼 (4)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (223) ﾀｶﾊｼ ﾗｲ
492195 100000211 青木　滋音 (4)

同志社大・愛  知
(213) ｱｵｷ ｼﾞｵﾝ

(  40.45) 100000226 後岡　直樹 (4)
同志社大・奈　良

(228) ｳｼﾛｵｶ ﾅｵｷ
100000231 松本　彗佑 (3)

同志社大・奈　良
(233) ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

100000243 四戸　慈朗 (3)
同志社大・滋　賀

(245) ｼﾉﾍ ｼﾞﾛｳ
100000276 上村　駿介 (1)

同志社大・滋　賀
(278) ｶﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
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主　催:関西学生陸上競技連盟・京都新聞
後　援:大津市・大津市教委　運営協力：一財滋賀陸上競技協会 
競技場:大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

男子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 立命館大 100000166 木村　寿樹 (3)

立命館大・愛  知
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (166) ｷﾑﾗ ﾄｼｷ
492200 100000203 細野 颯人 (1)

立命館大・岐  阜
(203) ﾎｿﾉ ﾊﾔﾄ

(3:13.00) 100000199 栗林 隼正 (1)
立命館大・広　島

(199) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ
100000152 奥本　隼士 (3)

立命館大・滋　賀
(152) ｵｸﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ

100000155 松村　哲平 (3)
立命館大・京　都

(155) ﾏﾂﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ
100000192 大多和　大輝 (2)

立命館大・京　都
(192) ｵｵﾀﾜ ﾀﾞｲｷ

2 佛教大 100001746 小畑　匡輝 (4)
佛教大・兵　庫

ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (1755) ｺﾊﾞﾀ ﾏｻｷ
492199 100001747 大江　貴博 (4)

佛教大・京　都
(1756) ｵｵｴ ﾀｶﾋﾛ

(3:25.00) 100001750 川瀬　陽日 (3)
佛教大・滋　賀

(1759) ｶﾜｾ ﾊﾙﾋ
100001752 林　昂亮 (3)

佛教大・和歌山
(1761) ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ

100001757 瑜伽　日和 (2)
佛教大・京　都

(1766) ﾕｶ ﾋﾖﾘ
100001758 有本　琢真 (2)

佛教大・大　阪
(1767) ｱﾘﾓﾄ ﾀｸﾏ

3 びわスポ大 100000409 石毛　大輝 (4)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (411) ｲｼｹﾞ ﾀｲｷ
492522 100000435 吉岡　慧 (4)

びわスポ大・奈　良
(437) ﾖｼｵｶ ｻﾄｲ

(3:13.05) 100000445 大谷　幹 (3)
びわスポ大・滋　賀

(447) ｵｵﾀﾆ ﾓﾄｷ
100000460 長澤　康平 (3)

びわスポ大・滋　賀
(462) ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ

100000514 森下　詢也 (2)
びわスポ大・滋　賀

(516) ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ
100000518 山本　理仁 (2)

びわスポ大・兵　庫
(520) ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ

4 京都産業大 100000592 藤井　惇平 (4)
京都産業大・京　都

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (601) ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
492189 100000611 國谷　大地 (3)

京都産業大・京　都
(620) ｸﾆﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ

(3:10.16) 100000634 河村　真毅 (2)
京都産業大・岐  阜

(643) ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ
100000663 野田　将太郎 (1)

京都産業大・兵　庫
(672) ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

100000664 雀部　凌平 (1)
京都産業大・大　阪

(673) ｻｻﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ
5 龍谷大 100000871 井上　航 (3)

龍谷大・大　阪
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (880) ｲﾉｳｴ ﾜﾀﾙ
492201 100000885 笹田　仁 (2)

龍谷大・大　阪
(894) ｻｻﾀﾞ ｼﾞﾝ

(3:13.81) 100000847 清水　卓斗 (4)
龍谷大・滋　賀

(856) ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ
100000853 髙橋　和也 (4)

龍谷大・京　都
(862) ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ

100000869 伊藤　宏至 (3)
龍谷大・和歌山

(878) ｲﾄｳ ｺｳｼ
100000854 椎　悠介 (4)

龍谷大・滋　賀
(863) ｼｲ ﾕｳｽｹ
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主　催:関西学生陸上競技連盟・京都新聞
後　援:大津市・大津市教委　運営協力：一財滋賀陸上競技協会 
競技場:大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

男子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 京都教育大 100001715 石井　大晴 (4)

京都教育大・岡　山
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1724) ｲｼｲ ﾀｲｾｲ
490049 100001719 古川　悠太 (3)

京都教育大・京　都
(1728) ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ

100001728 宇佐美　雄章 (2)
京都教育大・三  重

(1737) ｳｻﾐ ﾀｹｱｷ
100001726 川口　将希 (2)

京都教育大・京　都
(1735) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ

100001711 定久　舜 (M2)
京都教育大・岡　山

(1720) ｻﾀﾞﾋｻ ｼｭﾝ
100001729 峰山　達希 (2 )

京都教育大・大　阪
(1738) ﾐﾈﾔﾏ ﾀﾂｷ

7 京都大 100000770 小原　幹太 (M1)
京都大・和歌山

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (779) ｵﾊﾗ ｶﾝﾀ
490048 100000778 小谷　哲 (M1)

京都大・東　京
(787) ｺﾀﾆ ﾃﾂ

(3:10.32) 100000779 水野　廉也 (M1)
京都大・大　阪

(788) ﾐｽﾞﾉ ﾚﾝﾔ
100000783 浅井　良 (4)

京都大・愛  知
(792) ｱｻｲ ﾘｮｳ

100000823 前田　朝陽 (3)
京都大・愛  知

(832) ﾏｴﾀﾞ ｱｻﾋ
100000829 室　和希 (2)

京都大・奈　良
(838) ﾑﾛ ｶｽﾞｷ

8 滋賀大 100001864 里見　朋哉 (4)
滋賀大・滋　賀

ｼｶﾞﾀﾞｲ (1873) ｻﾄﾐ ﾄﾓﾔ
490047 100001861 大田　颯人 (4)

滋賀大・兵　庫
(1870) ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ

100001854 伊谷　幸起 (4)
滋賀大・滋　賀

(1863) ｲﾀﾆ ｺｳｷ
100001869 篠原　大輝 (3)

滋賀大・高　知
(1878) ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｷ

100001860 吉原　翔大 (2)
滋賀大・滋　賀

(1869) ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ
100001867 加藤　敦詞 (2)

滋賀大・愛  知
(1876) ｶﾄｳ ｱﾂｼ

9 同志社大 100000205 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 100000209 中西　光 (4)

同志社大・大　阪
(211) ﾅｶﾆｼ ﾋｶﾙ

(3:11.73) 100000255 山村　恵斗 (2)
同志社大・大　阪

(257) ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ
100000222 中村　一清 (4)

同志社大・高　知
(224) ﾅｶﾑﾗ ｲｯｾｲ

100000210 宮永　凌汰 (4)
同志社大・熊　本

(212) ﾐﾔﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ
100000275 村上　翔 (1)

同志社大・兵　庫
(277) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ
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主　催:関西学生陸上競技連盟・京都新聞
後　援:大津市・大津市教委　運営協力：一財滋賀陸上競技協会 
競技場:大津市皇子山総合運動公園陸上競技場

女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 立命館大 200000019 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 200000022 田中　佑美 (4)

立命館大・大　阪
(22) ﾀﾅｶ ﾕﾐ

(  46.50) 200000048 壹岐　あいこ (2)
立命館大・滋　賀

(48) ｲｷ ｱｲｺ
200000050 臼井　文音 (2)

立命館大・北海道
(50) ｳｽｲ ｱﾔﾈ

200000065 榎本　樹羅 (1)
立命館大・香  川

(65) ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ
200000066 佃　光紗 (1)

立命館大・兵　庫
(66) ﾂｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ

2 佛教大 200000693 柴田　季代子 (4)
佛教大・京　都

ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (699) ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｺ
492199 200000707 牛澤　美織 (2)

佛教大・滋　賀
(713) ｳｼｻﾞﾜ ﾐｵﾘ

200000708 中川　瑞希 (2)
佛教大・大　阪

(714) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
200000709 羽田　藍 (2)

佛教大・大　阪
(715) ﾊﾈﾀ ｱｲ

200000710 丸野　温紀 (2)
佛教大・滋　賀

(716) ﾏﾙﾉ ﾊﾙｷ
3 龍谷大 200000250 中島　里菜 (4)

龍谷大・大　阪
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (256) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ
492201 200000249 稲村　南穂 (4)

龍谷大・京　都
(255) ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ

(  50.16) 200000252 今井　涼歩 (3)
龍谷大・京　都

(258) ｲﾏｲ ｽｽﾞﾎ
200000253 黒田　瑛美香 (3)

龍谷大・大　阪
(259) ｸﾛﾀﾞ ｴﾐｶ

200000251 髙田　恵里奈 (3)
龍谷大・滋　賀

(257) ﾀｶﾀﾞ ｴﾘﾅ
4 京都教育大 200000671 岸　佳乃子 (4)

京都教育大・岡　山
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (677) ｷｼ ｶﾉｺ
490049 200000671 岸　佳乃子 (4)

京都教育大・岡　山
(677) ｷｼ ｶﾉｺ

200000674 前多　遥佳 (4)
京都教育大・石  川

(680) ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙｶ
200000678 岡本　真悠子 (3)

京都教育大・京　都
(684) ｵｶﾓﾄ ﾏﾕｺ

200000683 野口　三奈 (3)
京都教育大・大　阪

(689) ﾉｸﾞﾁ ﾐﾅ
5 同志社大 200000078 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 200000077 牛丸　瞭子 (4)

同志社大・大　阪
(78) ｳｼﾏﾙ ﾘｮｳｺ

(  47.37) 200000094 黄瀬　蒼 (2)
同志社大・滋　賀

(95) ｷｾ ｱｵｲ
200000096 竹田　紫乃 (2)

同志社大・大　阪
(97) ﾀｹﾀﾞ ｼﾉ

200000090 柳澤　祐衣 (2)
同志社大・石  川

(91) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ
200000084 大谷　望 (3)

同志社大・大　阪
(85) ｵｵﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ
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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 立命館大 200000025 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 200000035 西村　寧々花 (3)

立命館大・京　都
(35) ﾆｼﾑﾗ ﾈﾈｶ

(3:37.92) 200000055 德永　弥栄 (2)
立命館大・大　阪

(55) ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｴ
200000059 松尾　季奈 (2)

立命館大・兵　庫
(59) ﾏﾂｵ ｷﾅ

200000060 山口　美優子 (2)
立命館大・滋　賀

(60) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｺ
200000069 吉岡　里奈 (1)

立命館大・京　都
(69) ﾖｼｵｶ ﾘﾅ

2 佛教大 200000693 柴田　季代子 (4)
佛教大・京　都

ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (699) ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｺ
492199 200000707 牛澤　美織 (2)

佛教大・滋　賀
(713) ｳｼｻﾞﾜ ﾐｵﾘ

200000708 中川　瑞希 (2)
佛教大・大　阪

(714) ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ
200000709 羽田　藍 (2)

佛教大・大　阪
(715) ﾊﾈﾀ ｱｲ

200000710 丸野　温紀 (2)
佛教大・滋　賀

(716) ﾏﾙﾉ ﾊﾙｷ
3 龍谷大 200000250 中島　里菜 (4)

龍谷大・大　阪
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (256) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘﾅ
492201 200000249 稲村　南穂 (4)

龍谷大・京　都
(255) ｲﾅﾑﾗ ﾅﾎ

(4:02.39) 200000252 今井　涼歩 (3)
龍谷大・京　都

(258) ｲﾏｲ ｽｽﾞﾎ
200000253 黒田　瑛美香 (3)

龍谷大・大　阪
(259) ｸﾛﾀﾞ ｴﾐｶ

200000251 髙田　恵里奈 (3)
龍谷大・滋　賀

(257) ﾀｶﾀﾞ ｴﾘﾅ
4 京都大 200000241 西川　真悠 (3)

京都大・大　阪
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (247) ﾆｼｶﾜ ﾏﾕ
490048 200000236 後藤　加奈 (M1)

京都大・大　阪
(242) ｺﾞﾄｳ ｶﾅ

200000247 大坂　桃子 (M1)
京都大・京　都

(253) ｵｵｻｶ ﾓﾓｺ
200000248 藤林　悠希 (M1)

京都大・京　都
(254) ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾕｷ

5 同志社大 200000091 櫻井　杏樹 (2)
同志社大・群　馬

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (92) ｻｸﾗｲ ｱﾝｼﾞｭ
492195 200000077 牛丸　瞭子 (4)

同志社大・大　阪
(78) ｳｼﾏﾙ ﾘｮｳｺ

(3:51.20) 200000094 黄瀬　蒼 (2)
同志社大・滋　賀

(95) ｷｾ ｱｵｲ
200000096 竹田　紫乃 (2)

同志社大・大　阪
(97) ﾀｹﾀﾞ ｼﾉ

200000090 柳澤　祐衣 (2)
同志社大・石  川

(91) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ
200000084 大谷　望 (3)

同志社大・大　阪
(85) ｵｵﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ


