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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  Osaka(Municipcal Nagai Stadium #2)

男子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 追手門学院大 100001171 八尾　康平 (2)

追手門学院大・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1214) ﾔｵ ｺｳﾍｲ
492217 100001166 福田　寛和 (3)

追手門学院大・大　阪
(1209) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

(  42.25) 100001167 山本　陽士 (3)
追手門学院大・大　阪

(1210) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ
100001169 畑中　涼聖 (2)

追手門学院大・大　阪
(1212) ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ

100002083 安藤　智紘 (1)
追手門学院大・大　阪

(2127) ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ
100002085 丸山　翔平 (1)

追手門学院大・大　阪
(2129) ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ

2 関西福祉大 100001305 東濱　龍之介 (2)
関西福祉大・高　知

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (1348) ﾋｶﾞｼﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
492430 100001310 山下　遼也 (1)

関西福祉大・京　都
(1353) ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾔ

(  44.67) 100001311 前川　誠之介 (1)
関西福祉大・兵　庫

(1354) ﾏｴｶﾜ ｾｲﾉｽｹ
100001312 昆陽　海士 (1)

関西福祉大・兵　庫
(1355) ｺﾝﾖｳ ｶｲﾄ

100001313 桐月　健斗 (1)
関西福祉大・兵　庫

(1356) ｷﾘﾂﾞｷ ﾀｹﾄ
100001315 立花　元希 (1)

関西福祉大・兵　庫
(1358) ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾞﾝｷ

3 大阪大谷大 100001528 山口　馨吾 (4)
大阪大谷大・奈　良

ｵｵｻｶｵｵﾀﾆﾀﾞｲ (1571) ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ
492216 100001531 長藤　由晟 (3)

大阪大谷大・大　阪
(1574) ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾕｳｾｲ

100001532 坂　佳祐 (3)
大阪大谷大・大　阪

(1575) ｻｶ ｹｲｽｹ
100001530 原口　泰一 (3)

大阪大谷大・大　阪
(1573) ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｲﾁ

100002161 大上　侑也 (1)
大阪大谷大・奈　良

(2205) ｵｵｳｴ ﾕｳﾔ
4 立命館大 100000114 梶川　颯太 (4)

立命館大・福  井
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (115) ｶｼﾞｶﾜ ｿｳﾀ
492200 100000117 徳岡　凌 (4)

立命館大・兵　庫
(118) ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ

(  39.82) 100000123 吉田　弘道 (4)
立命館大・兵　庫

(124) ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ
100000130 佐々木　啓輔 (4)

立命館大・京　都
(131) ｻｻｷ ｹｲｽｹ

100000210 松田　慎太郎 (1)
立命館大・兵　庫

(211) ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ
5 びわスポ大 100000211 芦田　英太 (4)

びわスポ大・滋　賀
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (218) ｱｼﾀﾞ ｴｲﾀ
492522 100002284 妹尾　亮斗 (1)

びわスポ大・京　都
(2329) ｾﾉｵ ﾘｮｳﾄ

(  40.61) 100002149 山下　雄紀 (1)
びわスポ大・徳  島

(2193) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ
100000297 川北　脩斗 (2)

びわスポ大・滋　賀
(304) ｶﾜｷﾀ ｼｭｳﾄ

100000293 小長谷　健登 (2)
びわスポ大・滋　賀

(300) ｵﾊﾞｾ ｹﾝﾄ
100002123 川田　一稀 (1)

びわスポ大・大　阪
(2167) ｶﾜﾀ ｶｽﾞｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 近畿大 100000406 上山　紘輝 (4)

近畿大・三  重
ｷﾝｷﾀﾞｲ (414) ｳｴﾔﾏ ｺｳｷ
492221 100000413 酒井　翼 (4)

近畿大・徳  島
(421) ｻｶｲ ﾂﾊﾞｻ

(  39.05) 100000431 高木　恒 (3)
近畿大・兵　庫

(439) ﾀｶｷﾞ ｺｳ
100000448 川西　裕太 (2)

近畿大・大　阪
(456) ｶﾜﾆｼ ﾕｳﾀ

100000450 山口　冬馬 (2)
近畿大・香  川

(458) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ
100000407 中道　泰貴 (4)

近畿大・静  岡
(415) ﾅｶﾐﾁ ﾀｲｷ

7 同志社大 100000349 四戸　慈朗 (4)
同志社大・滋　賀

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (357) ｼﾉﾍ ｼﾞﾛｳ
492195 100000361 伊藤　大和 (3)

同志社大・滋　賀
(369) ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ

(  40.05) 100000372 河野　彰真 (3)
同志社大・大　阪

(380) ｺｳﾉ ｼｮｳﾏ
100000380 澤田　翔平 (2)

同志社大・大　阪
(388) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

100000381 村上　翔 (2)
同志社大・兵　庫

(389) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳ
100000384 岩堀　剛己 (2)

同志社大・愛  知
(392) ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ

8 大阪学院大 100001565 加藤　嵩人 (4)
大阪学院大・京　都

ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1608) ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ
492204 100001566 河野　侑吾 (4)

大阪学院大・兵　庫
(1609) ｺｳﾉ ﾕｳｺﾞ

(  44.63) 100001575 石本　勝人 (2)
大阪学院大・愛　媛

(1618) ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾄ
100001578 杉本　誠大 (2)

大阪学院大・大　阪
(1621) ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

100001579 山下　新史 (2)
大阪学院大・大　阪

(1622) ﾔﾏｼﾀ ｱﾗｼ
100001581 依岡　朋紀 (2)

大阪学院大・高　知
(1624) ﾖﾘｵｶ ﾄﾓｷ

9 関西学院大 100000004 丘田　龍弥 (4)
関西学院大・兵　庫

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (5) ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾔ
492232 100000028 桒原　拓也 (4)

関西学院大・兵　庫
(29) ｸﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ

(  39.72) 100000009 河野　公太朗 (4)
関西学院大・兵　庫

(10) ｶﾜﾉ ｷﾐﾀﾛｳ
100000031 河野　航大 (3)

関西学院大・福　岡
(32) ｶﾜﾉ ｺｳﾀﾞｲ

100000102 佐藤　颯 (1)
関西学院大・大　阪

(103) ｻﾄｳ ｿｳ
100000061 川口　修平 (2)

関西学院大・岐  阜
(62) ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ

10 大阪国際大A 100001456 杉田　想一朗 (2)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲA (1499) ｽｷﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
492355 100001396 尾上　公太 (4)

大阪国際大・大　阪
(1439) ｵﾉｳｴ ｺｳﾀ

(  41.00) 100001472 石田　健人 (1)
大阪国際大・大　阪

(1515) ｲｼﾀﾞ ｹﾝﾄ
100001426 辻中　悠河 (3)

大阪国際大・京　都
(1469) ﾂｼﾞﾅｶ ﾕｳｶﾞ

100001395 井上　雄揮 (4)
大阪国際大・大　阪

(1438) ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ
100001434 早川　流星 (3)

大阪国際大・大　阪
(1477) ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｾｲ
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11 大阪国際大B 100001483 廣野　温大 (1)

大阪国際大・大　阪
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲB (1526) ﾋﾛﾉ ﾊﾙﾄ
492355 100001490 安本　晃時 (1)

大阪国際大・大　阪
(1533) ﾔｽﾓﾄ ｺｳｼﾞ

(  41.50) 100001420 杉田　響 (3)
大阪国際大・京　都

(1463) ｽｷﾞﾀ ﾋﾋﾞｷ
100001452 加藤　真郷 (2)

大阪国際大・大　阪
(1495) ｶﾄｳ ﾏｻﾄ

12 大阪国際大C 100001478 小西　巧海 (1)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲC (1521) ｺﾆｼ ﾀｸﾐ
492355 100001466 前川　樹 (2)

大阪国際大・大　阪
(1509) ﾏｴｶﾜ ｲﾂｷ

(  42.00) 100001440 丸山　翼 (3)
大阪国際大・大　阪

(1483) ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
100001443 井内　陽希 (2)

大阪国際大・大　阪
(1486) ｲｳﾁ ﾊﾙｷ

13 大阪国際大D 100001413 山本　理貴 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲD (1456) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ
492355 100001436 福田　悠翔 (3)

大阪国際大・大　阪
(1479) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ

(  42.00) 100001419 坂本　龍星 (3)
大阪国際大・大　阪

(1462) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ
100001451 加治木　悠真 (2)

大阪国際大・大　阪
(1494) ｶｼﾞｷ ﾕｳﾏ

14 大阪国際大E 100001399 小西　佑弥 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲE (1442) ｺﾆｼ ﾕｳﾔ
492355 100001437 伏見　将佑 (3)

大阪国際大・奈　良
(1480) ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾛ

(  42.00) 100001462 中山　貴晶 (2)
大阪国際大・高　知

(1505) ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ
100001475 河村　颯志 (1)

大阪国際大・兵　庫
(1518) ｶﾜﾑﾗ ｿｳｼ

15 大阪国際大F 100001424 田崎　奨真 (3)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲF (1467) ﾀｻｷ ｼｮｳﾏ
492355 100001461 中間　雅人 (2)

大阪国際大・大　阪
(1504) ﾅｶﾏ ﾏｻﾄ

(  42.00) 100001455 坂本　高誼 (2)
大阪国際大・高　知

(1498) ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾖｼ
100002248 伊崎　健太郎 (1)

大阪国際大・大　阪
(2293) ｲｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

16 関西大A 100000597 本多　諒平 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲA (615) ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
492218 100000647 宮内　和哉 (2)

関西大・大　阪
(665) ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ

(  39.76) 100000678 岡田　寛人 (1)
関西大・広　島

(696) ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾄ
100000677 松井　健斗 (1)

関西大・大　阪
(695) ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ

100000676 濱田　澪 (1)
関西大・大　阪

(694) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
17 関西大B 100000629 山本　義達 (3)

関西大・大　阪
ｶﾝｻｲﾀﾞｲB (647) ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀﾂ
492218 100000664 飯村　太一 (2)

関西大・大　阪
(682) ｲｲﾑﾗ ﾀｲﾁ

(  41.00) 100000628 小澤　暖人 (3)
関西大・大　阪

(646) ｺｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
100000635 名原　大樹 (3)

関西大・神奈川
(653) ﾅﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ

100000658 北　凌伎 (2)
関西大・大　阪

(676) ｷﾀ ﾘｮｳｷ
100000627 角田　龍 (3)

関西大・奈　良
(645) ｶｸﾀﾞ ﾘｮｳ

18 京都橘大 100001856 山中　聡一郎 (3)
京都橘大・滋　賀

ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾞｲ (1899) ﾔﾏﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ
492194 100001858 吉田　勇 (3)

京都橘大・京　都
(1901) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ

(  44.42) 100001861 上田　浩輔 (2)
京都橘大・京　都

(1904) ｳｴﾀﾞ ｺｳｽｹ
100002411 黒田　翔生 (1)

京都橘大・福  井
(2453) ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｷ

100002412 山崎　直樹 (1)
京都橘大・大　阪

(2454) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ
19 京都教育大 100002328 中井　裕彰 (M2)

京都教育大・京　都
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (2374) ﾅｶｲ ﾋﾛｱｷ
490049 100001739 古川　悠太 (4)

京都教育大・京　都
(1782) ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ

(  41.59) 100001744 野上　翼 (3)
京都教育大・香  川

(1787) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ
100001748 峰山　達希 (3)

京都教育大・大　阪
(1791) ﾐﾈﾔﾏ ﾀﾂｷ

100001750 寺井　雄大 (2)
京都教育大・京　都

(1793) ﾃﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ
100001754 三本木　優也 (2)

京都教育大・京　都
(1797) ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳﾔ

20 摂南大 100001868 金井　太一 (4)
摂南大・大　阪

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (1911) ｶﾅｲ ﾀｲﾁ
492302 100001903 喜井　翼 (2)

摂南大・京　都
(1946) ｷｲ ﾂﾊﾞｻ

(  41.54) 100001890 篠原　優太朗 (3)
摂南大・香  川

(1933) ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ
100001897 丸高　創平 (3)

摂南大・大　阪
(1940) ﾏﾙﾀｶ ｿｳﾍｲ

100002208 執行　隼之介 (1)
摂南大・兵　庫

(2252) ｼｷﾞｮｳ ｼｭﾝﾉｽｹ
100001877 水戸　義昌 (4)

摂南大・大　阪
(1920) ﾐﾄ ﾖｼｱｷ

21 大阪市立大 100001138 大内　陸 (3)
大阪市立大・大　阪

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (1178) ｵｵｳﾁ ﾘｸ
491018 100001140 細谷　雅貴 (3)

大阪市立大・大　阪
(1180) ﾎｿﾔ ﾏｻｷ

(  42.00) 100001131 小田原　陣 (4)
大阪市立大・大　阪

(1171) ｵﾀﾞﾊﾗ ｼﾞﾝ
100001147 植木　雄大 (2)

大阪市立大・大　阪
(1187) ｳｴｷ ﾕｳﾀﾞｲ

100001143 田村　耕平 (2)
大阪市立大・大　阪

(1183) ﾀﾑﾗ ｺｳﾍｲ
100002196 成瀬　朝日 (1)

大阪市立大・大　阪
(2240) ﾅﾙｾ ｱｻﾋ
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22 大阪体育大 100000536 岩崎　立来 (3)

大阪体育大・奈　良
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (550) ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｷ
492213 100000540 窪田　亮 (3)

大阪体育大・大　阪
(554) ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ

(  39.70) 100000543 中野　翔大 (3)
大阪体育大・和歌山

(557) ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ
100000578 大西　蒼玄 (2)

大阪体育大・奈　良
(594) ｵｵﾆｼ ｿｳｹﾞﾝ

100001980 泉　翔太 (1)
大阪体育大・兵　庫

(2024) ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ
100001976 萩尾　修人 (1)

大阪体育大・大　阪
(2019) ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ

23 天理大 100000794 佐野　義公 (3)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (815) ｻﾉ ﾖｼﾕｷ
492249 100000792 小森　裕士郎 (3)

天理大・奈　良
(813) ｺﾓﾘ ﾕｳｼﾛｳ

(  41.27) 100000790 音村　篤海 (3)
天理大・奈　良

(811) ｵﾄﾑﾗ ｱﾂﾐ
100000820 宮川　公輔 (2)

天理大・奈　良
(841) ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳｽｹ

100000824 茶圓　裕希 (1)
天理大・大　阪

(845) ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ
100000827 今泉　蓮 (1)

天理大・奈　良
(848) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ

24 大阪教育大 100000981 寺崎　一輝 (4)
大阪教育大・群　馬

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1015) ﾃﾗｻｷ ｶｽﾞｷ
490053 100002173 杉田　侑弥 (1)

大阪教育大・徳  島
(2217) ｽｷﾞﾀ ﾕｳﾔ

(  41.50) 100002174 田中　悠雅 (1)
大阪教育大・兵　庫

(2218) ﾀﾅｶ ﾕｳｶﾞ
100002175 福崎　友喜 (1)

大阪教育大・香  川
(2219) ﾌｸｻﾞｷ ﾄﾓｷ

100002176 古川　尊 (1)
大阪教育大・栃　木

(2220) ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ
100002177 古野　汰樹 (1)

大阪教育大・福　岡
(2221) ﾌﾙﾉ ﾀｲｷ

25 大阪経済大 100001354 後藤　槙翼 (4)
大阪経済大・兵　庫

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (1397) ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾊﾞ
492205 100001357 藤井　南希 (4)

大阪経済大・大　阪
(1400) ﾌｼﾞｲ ﾐﾅｷ

(  41.89) 100001384 正田　陽人 (1)
大阪経済大・大　阪

(1427) ﾏｻﾀﾞ ﾖﾋﾄ
100001377 濱田　光貴 (2)

大阪経済大・大　阪
(1420) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ

100001356 鈴木　吏空 (4)
大阪経済大・大　阪

(1399) ｽｽﾞｷ ﾘｸ
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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 追手門学院大 100001171 八尾　康平 (2)

追手門学院大・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1214) ﾔｵ ｺｳﾍｲ
492217 100001166 福田　寛和 (3)

追手門学院大・大　阪
(1209) ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ

(3:23.41) 100001165 関　翔太 (3)
追手門学院大・大　阪

(1208) ｾｷ ｼｮｳﾀ
100001168 阿川　晃平 (2)

追手門学院大・大　阪
(1211) ｱｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ

100001162 長岡　泰成 (4)
追手門学院大・大　阪

(1205) ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ
100001167 山本　陽士 (3)

追手門学院大・大　阪
(1210) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ

2 びわスポ大A 100000211 芦田　英太 (4)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲA (218) ｱｼﾀﾞ ｴｲﾀ
492522 100000249 北尾　迅 (3)

びわスポ大・滋　賀
(256) ｷﾀｵ ｼﾞﾝ

(3:14.09) 100000273 前川　翔 (3)
びわスポ大・滋　賀

(280) ﾏｴｶﾜ ｼｮｳ
100000297 川北　脩斗 (2)

びわスポ大・滋　賀
(304) ｶﾜｷﾀ ｼｭｳﾄ

3 びわスポ大B 100000286 安達　蓮 (2)
びわスポ大・和歌山

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲB (293) ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝ
492522 100000287 石川　稚紘 (2)

びわスポ大・大　阪
(294) ｲｼｶﾜ ﾁﾋﾛ

(3:14.09) 100002140 中山　敬太 (1)
びわスポ大・鳥　取

(2184) ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ
100002284 妹尾　亮斗 (1)

びわスポ大・京　都
(2329) ｾﾉｵ ﾘｮｳﾄ

4 大阪学院大 100001565 加藤　嵩人 (4)
大阪学院大・京　都

ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1608) ｶﾄｳ ｼｭｳﾄ
492204 100001566 河野　侑吾 (4)

大阪学院大・兵　庫
(1609) ｺｳﾉ ﾕｳｺﾞ

100001575 石本　勝人 (2)
大阪学院大・愛　媛

(1618) ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾄ
100001578 杉本　誠大 (2)

大阪学院大・大　阪
(1621) ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

100001579 山下　新史 (2)
大阪学院大・大　阪

(1622) ﾔﾏｼﾀ ｱﾗｼ
100001581 依岡　朋紀 (2)

大阪学院大・高　知
(1624) ﾖﾘｵｶ ﾄﾓｷ

5 大阪国際大 100001430 徳永　康生 (3)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (1473) ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｾｲ
492355 100001414 石塚　友貴 (3)

大阪国際大・滋　賀
(1457) ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｷ

(3:21.0 ) 100001425 田中　匡 (3)
大阪国際大・奈　良

(1468) ﾀﾅｶ ﾏｻｼ
100001429 出水　颯真 (3)

大阪国際大・大　阪
(1472) ﾃﾞﾐｽﾞ ｿｳﾏ

6 関西福祉大 100001305 東濱　龍之介 (2)
関西福祉大・高　知

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (1348) ﾋｶﾞｼﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
492430 100001306 森川　隼成 (2)

関西福祉大・兵　庫
(1349) ﾓﾘｶﾜ ﾄｼﾅﾘ

100001307 中川　隼一 (2)
関西福祉大・兵　庫

(1350) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ
100001311 前川　誠之介 (1)

関西福祉大・兵　庫
(1354) ﾏｴｶﾜ ｾｲﾉｽｹ

100001312 昆陽　海士 (1)
関西福祉大・兵　庫

(1355) ｺﾝﾖｳ ｶｲﾄ
100001313 桐月　健斗 (1)

関西福祉大・兵　庫
(1356) ｷﾘﾂﾞｷ ﾀｹﾄ
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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
7 同志社大 100000341 橋本　将弥 (4)

同志社大・愛  知
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (349) ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ
492195 100000372 河野　彰真 (3)

同志社大・大　阪
(380) ｺｳﾉ ｼｮｳﾏ

(3:12.23) 100000364 國枝　翔来 (3)
同志社大・岐  阜

(372) ｸﾆｴﾀﾞ ﾄﾋﾞﾗ
100000361 伊藤　大和 (3)

同志社大・滋　賀
(369) ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ

100000384 岩堀　剛己 (2)
同志社大・愛  知

(392) ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ
100000380 澤田　翔平 (2)

同志社大・大　阪
(388) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

8 関西大 100000615 阪本　育 (3)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (633) ｻｶﾓﾄ ｲｸ
492218 100000646 増田　潮音 (2)

関西大・兵　庫
(664) ﾏｽﾀﾞ ｼｵﾝ

(3:14.50) 100000656 栗原　拓海 (2)
関西大・京　都

(674) ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ
100000657 和田　一真 (2)

関西大・京　都
(675) ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ

100000625 中村　竜也 (3)
関西大・大　阪

(643) ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ
100000650 藤戸　涼達 (2)

関西大・大　阪
(668) ﾌｼﾞﾄ ﾘｮｳﾀﾂ

9 京都教育大 100001739 古川　悠太 (4)
京都教育大・京　都

ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1782) ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ
490049 100001745 川口　将希 (3)

京都教育大・京　都
(1788) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ

(3:23.45) 100001747 宇佐美　雄章 (3)
京都教育大・三  重

(1790) ｳｻﾐ ﾀｹｱｷ
100002090 井上　陽登 (1)

京都教育大・京　都
(2134) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ

100001746 西野　優人 (3)
京都教育大・京　都

(1789) ﾆｼﾉ ﾕｳﾄ
100001737 山田　剛嗣 (M2)

京都教育大・京　都
(1780) ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ

10 神戸学院大 100001247 三谷　崇将 (3)
神戸学院大・兵　庫

ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1290) ﾐﾀﾆ ﾀｶﾏｻ
492237 100001231 速水　修史 (2)

神戸学院大・兵　庫
(1274) ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｭｳｼﾞ

(3:30.00) 100001236 平井　佑樹 (3)
神戸学院大・兵　庫

(1279) ﾋﾗｲ ﾕｳｷ
100002053 佐藤　隼 (1)

神戸学院大・兵　庫
(2097) ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ

100002054 澤田　和希 (1)
神戸学院大・兵　庫

(2098) ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ
100002062 神戸　翔伍 (1)

神戸学院大・兵　庫
(2106) ｶﾝﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ

11 神戸大A 100001172 高柳　正徳 (M2)
神戸大・大　阪

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲA (1215) ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾉﾘ
490054 100001208 山科　真之介 (2)

神戸大・岡　山
(1251) ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ

(3:13.97) 100001217 松下　亘騎 (2)
神戸大・大　阪

(1260) ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ
100001215 渡邊　拓海 (2)

神戸大・兵　庫
(1258) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

100001213 篠原　直生 (2)
神戸大・奈　良

(1256) ｼﾉﾊﾗ ﾅｵ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
12 神戸大B 100001196 西澤　憲生 (3)

神戸大・和歌山
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲB (1239) ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝｾｲ
490054 100002080 幡中　涼太 (1)

神戸大・兵　庫
(2124) ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ

(3:20.00) 100001220 平田　岳 (2)
神戸大・大　阪

(1263) ﾋﾗﾀ ｶﾞｸ
100002292 谷垣　幹 (1)

神戸大・兵　庫
(2337) ﾀﾆｶﾞｷ ﾂﾖｼ

100001194 後藤　弘太郎 (3)
神戸大・兵　庫

(1237) ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ
13 摂南大 100001882 伊藤　奏 (3)

摂南大・香  川
ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (1925) ｲﾄｳ ｶﾅﾃﾞ
492302 100001895 戸澤　悠介 (3)

摂南大・京　都
(1938) ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ

(3:18.63) 100001906 舛谷　大成 (2)
摂南大・京　都

(1949) ﾏｽﾀﾆ ﾀｲｾｲ
100001893 鈴木　雄大 (3)

摂南大・大　阪
(1936) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ

100002213 中村　勇斗 (1)
摂南大・大　阪

(2257) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
14 大阪市立大 100001138 大内　陸 (3)

大阪市立大・大　阪
ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (1178) ｵｵｳﾁ ﾘｸ
491018 100001140 細谷　雅貴 (3)

大阪市立大・大　阪
(1180) ﾎｿﾔ ﾏｻｷ

(3:16.00) 100002196 成瀬　朝日 (1)
大阪市立大・大　阪

(2240) ﾅﾙｾ ｱｻﾋ
100001145 山岡　航大 (2)

大阪市立大・大　阪
(1185) ﾔﾏｵｶ ｺｳﾀﾞｲ

100002197 山城　爽輔 (1)
大阪市立大・大　阪

(2241) ﾔﾏｼﾛ ｿｳｽｹ
100001143 田村　耕平 (2)

大阪市立大・大　阪
(1183) ﾀﾑﾗ ｺｳﾍｲ

15 大阪教育大 100000982 林　悠仁 (4)
大阪教育大・大　阪

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1016) ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞﾝ
490053 100000987 木村　竜晟 (3)

大阪教育大・兵　庫
(1021) ｷﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

(3:15.00) 100000994 堀田　和志 (3)
大阪教育大・兵　庫

(1028) ﾎﾘﾀ ｶｽﾞｼ
100000998 内藤　源一郎 (2)

大阪教育大・兵　庫
(1032) ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

100001005 藤澤　丈 (2)
大阪教育大・大　阪

(1039) ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｮｳ
100001008 米田　陽太 (1)

大阪教育大・奈　良
(1042) ﾖﾈﾀﾞ ﾖｳﾀ

16 大阪経済大 100001354 後藤　槙翼 (4)
大阪経済大・兵　庫

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (1397) ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾊﾞ
492205 100001357 藤井　南希 (4)

大阪経済大・大　阪
(1400) ﾌｼﾞｲ ﾐﾅｷ

(3:16.03) 100001367 田邉　一真 (3)
大阪経済大・愛　媛

(1410) ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ
100001383 田中　俊輔 (1)

大阪経済大・大　阪
(1426) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ

100001376 谷　純太朗 (2)
大阪経済大・兵　庫

(1419) ﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ
100002243 幸村　侑哉 (1)

大阪経済大・兵　庫
(2288) ｺｳﾑﾗ 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
17 大阪府立大 100001638 濱崎　佳真 (3)

大阪府立大・京　都
ｵｵｻｶﾌﾘﾂﾀﾞｲ (1681) ﾊﾏｻｷ ｹｲﾏ
491083 100001624 有川　雄太 (3)

大阪府立大・兵　庫
(1667) ｱﾘｶﾜ ﾕｳﾀ

(3:13.00) 100001629 吉村　太智 (3)
大阪府立大・大　阪

(1672) ﾖｼﾑﾗ ﾀｲﾁ
100001618 味方　海斗 (4)

大阪府立大・大　阪
(1661) ｱｼﾞｶﾀ ｶｲﾄ
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1 武庫川女子大 200000411 松永　蒼生 (4)

武庫川女子大・徳  島
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (470) ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｵｲ
492246 200000413 三村　萌 (4)

武庫川女子大・兵　庫
(472) ﾐﾑﾗ ﾒﾊﾞｴ

(  47.18) 200000433 河原林　桃音 (2)
武庫川女子大・京　都

(492) ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾈ
200000428 荒島　友紀子 (2)

武庫川女子大・兵　庫
(487) ｱﾗｼﾏ ﾕｷｺ

200000446 渡邉　美紅 (2)
武庫川女子大・広　島

(505) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸ
200000448 石野　智深 (1)

武庫川女子大・兵　庫
(507) ｲｼﾉ ﾄﾓﾐ

2 びわスポ大 200000081 有本　吏里 (2)
びわスポ大・鳥　取

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (102) ｱﾘﾓﾄ ﾘﾘ
492522 200000074 八木　ひなた (4)

びわスポ大・滋　賀
(95) ﾔｷﾞ ﾋﾅﾀ

(  48.51) 200000086 杉江　美香 (2)
びわスポ大・滋　賀

(107) ｽｷﾞｴ ﾐｶ
200000088 宮前　鼓 (2)

びわスポ大・岐  阜
(109) ﾐﾔﾏｴ ﾂﾂﾞﾐ

200000941 島中　初音 (1)
びわスポ大・大　阪

(1004) ｼﾏﾅｶ ﾊﾂﾈ
200000943 林　真奈美 (1)

びわスポ大・大　阪
(1006) ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ

3 滋賀大 200000715 長谷部　那菜 (2)
滋賀大・大　阪

ｼｶﾞﾀﾞｲ (774) ﾊｾﾍﾞ ﾅﾅ
490047 200000716 森　七海 (2)

滋賀大・大　阪
(775) ﾓﾘ ﾅﾅﾐ

200000717 山本　華 (3)
滋賀大・滋　賀

(776) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾅ
200000718 金光　萌恵 (3)

滋賀大・滋　賀
(777) ｶﾈﾐﾂ ﾓｴ

200000985 西山　愛華 (1)
滋賀大・滋　賀

(1063) ﾆｼﾔﾏ ｱｲｶ
4 園田学園女子大A 200000314 中逵　恵里 (4)

園田学園女子大・大　阪
ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲA (373) ﾅｶﾂｼﾞ ｴﾘ
492244 200000320 細川　凜 (4)

園田学園女子大・大　阪
(379) ﾎｿｶﾜ ﾘﾝ

(  47.50) 200000344 中西　彩梨 (3)
園田学園女子大・大　阪

(403) ﾅｶﾆｼ ｻﾘ
200000351 藤本　彩花 (3)

園田学園女子大・大　阪
(410) ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ

5 園田学園女子大B 200000355 山田　真由 (3)
園田学園女子大・大　阪

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲB (414) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ
492244 200000337 島田　幸夢 (3)

園田学園女子大・大　阪
(396) ｼﾏﾀﾞ ｺﾕﾒ

(  48.00) 200000352 安里　彩加 (3)
園田学園女子大・兵　庫

(411) ﾔｽｻﾞﾄ ｱﾔｶ
200000338 杉村　美緒 (3)

園田学園女子大・大　阪
(397) ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｵ

6 園田学園女子大C 200000361 古西　清乃 (2)
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C (420) ｺﾆｼ ｻﾔﾉ
492244 200000371 三浦　愛華 (2)

園田学園女子大・奈　良
(430) ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ

(  46.50) 200000328 井上　あず美 (3)
園田学園女子大・京　都

(387) ｲﾉｳｴ ｱｽﾞﾐ
200000348 廣瀬　桃奈 (3)

園田学園女子大・京　都
(407) ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ
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7 園田学園女子大D 200000366 平尾　莉子 (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D (425) ﾋﾗｵ ﾘｺ
492244 200000313 時田　莉帆 (4)

園田学園女子大・兵　庫
(372) ﾄｷﾀﾞ ﾘﾎ

(  48.00) 200000304 尾田　幸音 (4)
園田学園女子大・兵　庫

(363) ｵﾀﾞ ﾕｷﾈ
200000308 佐伯　美奈 (4)

園田学園女子大・山　口
(367) ｻｴｷ ﾐﾅ

8 園田学園女子大E 200000386 堂西　愛加 (1)
園田学園女子大・和歌山

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲE (445) ﾄﾞｳﾆｼ ｱｲｶ
492244 200000393 昌　琴音 (1)

園田学園女子大・兵　庫
(452) ﾏｻ ｺﾄﾈ

(  48.50) 200000388 中村　智恵 (1)
園田学園女子大・京　都

(447) ﾅｶﾑﾗ ﾁｴ
200000387 中野　悠菜 (1)

園田学園女子大・和歌山
(446) ﾅｶﾉ ﾊﾙﾅ

9 園田学園女子大F 200000340 竹内　栞里 (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F (399) ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ
492244 200000368 福本　瑞季 (2)

園田学園女子大・兵　庫
(427) ﾌｸﾓﾄ ﾐｽﾞｷ

(  49.00) 200000390 福光　由佳 (1)
園田学園女子大・兵　庫

(449) ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ
200000397 村上　和葉 (1)

園田学園女子大・京　都
(456) ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾊ

10 園田学園女子大G 200000341 辻　七海 (3)
園田学園女子大・大　阪

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲG (400) ﾂｼﾞ ﾅﾅﾐ
492244 200000332 倉本　奈緒 (3)

園田学園女子大・兵　庫
(391) ｸﾗﾓﾄ ﾅｵ

(  48.50) 200000322 村上　歩美 (4)
園田学園女子大・大　阪

(381) ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾐ
200000301 安達　眞咲 (4)

園田学園女子大・滋　賀
(360) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ

11 関西学院大 200000004 橋本　実紅 (3)
関西学院大・兵　庫

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (5) ﾊｼﾓﾄ ﾐｸ
492232 200000005 鶏内　愛菜 (3)

関西学院大・広　島
(6) ｶｲﾁ ｱｲﾅ

(  48.00) 200000008 檜垣　真由 (2)
関西学院大・兵　庫

(9) ﾋｶﾞｷ ﾏﾕ
200000009 平山　亜美 (2)

関西学院大・兵　庫
(10) ﾋﾗﾔﾏ ｱﾐ

200000998 加茂　万由子 (1)
関西学院大・兵　庫

(990) ｶﾓ ﾏﾕｺ
200000934 松本　耀 (1)

関西学院大・兵　庫
(997) ﾏﾂﾓﾄ ｷﾗﾘ

12 大阪大 200000274 針間　未侑 (4)
大阪大・広　島

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (327) ﾊﾘﾏ ﾐﾕ
490051 200000270 野尻　真由 (5)

大阪大・大　阪
(323) ﾉｼﾞﾘ ﾏﾕ

(  48.92) 200000271 延安　美穂 (5)
大阪大・兵　庫

(324) ﾉﾌﾞﾔｽ ﾐﾎ
200000278 加藤　七海 (3)

大阪大・大　阪
(331) ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ

200000281 大岡 千咲 (2)
大阪大・大　阪

(334) ｵｵｵｶ ﾁｻｷ
200000283 高井　知沙 (2)

大阪大・兵　庫
(336) ﾀｶｲ ﾁｻ
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13 大阪国際大 200000572 木村　愛里沙 (4)

大阪国際大・大　阪
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (631) ｷﾑﾗ ｱﾘｻ
492355 200000579 根津　明日香 (4)

大阪国際大・奈　良
(638) ﾈﾂﾞ ｱｽｶ

(  49.49) 200000593 前田　朱音 (2)
大阪国際大・大　阪

(652) ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ
200000574 斎藤　里紗 (4)

大阪国際大・京　都
(633) ｻｲﾄｳ ﾘｻ

200000592 堀川　今日子 (2)
大阪国際大・大　阪

(651) ﾎﾘｶﾜ ｷｮｳｺ
200000577 高洲　あかり (4)

大阪国際大・大　阪
(636) ﾀｶｽ ｱｶﾘ

14 関西福祉大 200000526 谷根　優花 (3)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (585) ﾀﾆﾈ ﾕｳｶ
492430 200000527 立岩　杏珠 (2)

関西福祉大・兵　庫
(586) ﾀﾃｲﾜ ｱﾐ

(  49.28) 200000528 吉村　美咲 (2)
関西福祉大・兵　庫

(587) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ
200000530 谷本　きなり (1)

関西福祉大・岡　山
(589) ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ

200000533 鹿野　日陽南 (1)
関西福祉大・岐  阜

(592) ｼｶﾉ ﾋﾖﾅ
200000534 中家　愛希 (1)

関西福祉大・兵　庫
(593) ﾅｶｲｴ ｱｷ

15 同志社大 200000096 田中　里佳 (4)
同志社大・石  川

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (120) ﾀﾅｶ ﾘｶ
492195 200000097 柳澤　祐衣 (3)

同志社大・石  川
(121) ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ

(  48.00) 200000114 中尾　玲 (2)
同志社大・大　阪

(138) ﾅｶｵ ﾚｲ
200000110 尾﨑　未悠 (2)

同志社大・京　都
(134) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ

200000111 釆?　見 (2)
同志社大・京　都

(135) ﾜｹﾐ ﾏﾐﾕ
200000918 谷　奈美 (1)

同志社大・兵　庫
(980) ﾀﾆ ﾅﾐ

16 大阪成蹊大 200000697 ??野　史織 (4)
大阪成蹊大・滋　賀

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (756) ﾖｼﾉ ｼｵﾘ
492523 200000698 桑原　綾子 (4)

大阪成蹊大・大　阪
(757) ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ

(  46.44) 200000696 野口　理帆 (4)
大阪成蹊大・岡　山

(755) ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ
200000699 淵田　杏奈 (4)

大阪成蹊大・鹿児島
(758) ﾌﾁﾀﾞ ｱﾝﾅ

200000700 立石　陽菜 (4)
大阪成蹊大・大　阪

(759) ﾀﾃｲｼ ﾋﾅ
200000701 アシィ　しおりパメラ (1)

大阪成蹊大・北海道
(760) ｱｼｨ ｼｵﾘﾊﾟﾒﾗ

17 関西大 200000176 八田　真奈 (3)
関西大・京　都

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (211) ﾊｯﾀ ﾏﾅ
492218 200000179 安藤　来望 (3)

関西大・大　阪
(214) ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ

(  48.59) 200000189 上島　優里 (2)
関西大・奈　良

(224) ｳｴｼﾏ ﾕﾘ
200000191 立川　加乃 (2)

関西大・大　阪
(226) ﾀﾁｶﾜ ｶﾉ

200000192 粟津　志帆 (2)
関西大・兵　庫

(227) ｱﾜﾂﾞ ｼﾎ
200000198 井上　晴稀 (1)

関西大・京　都
(233) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
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18 甲南大A 200000480 宮田　乙葉 (4)

甲南大・兵　庫
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲA (539) ﾐﾔﾀ ｵﾄﾊ
492234 200000478 高山　綺音 (4)

甲南大・大　阪
(537) ﾀｶﾀﾏ ｱﾔﾈ

(  45.80) 200000477 澤谷　柚花 (4)
甲南大・岡　山

(536) ｻﾜﾀﾆ ﾕｽﾞｶ
200000475 尾上　梨香 (4)

甲南大・兵　庫
(534) ｵﾉｴ ﾘｶ

200000479 多田　光 (4)
甲南大・大　阪

(538) ﾀﾀﾞ ﾋｶﾙ
19 甲南大B 200000483 下村　日向子 (3)

甲南大・滋　賀
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲB (542) ｼﾓﾑﾗ ﾋﾅｺ
492234 200000485 橋爪　優佳 (3)

甲南大・大　阪
(544) ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｶ

(  47.00) 200000487 前田　夏美 (3)
甲南大・鳥　取

(546) ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ
200000486 平野　芙佑花 (3)

甲南大・兵　庫
(545) ﾋﾗﾉ ﾌｳｶ

200000481 岡崎　汀 (3)
甲南大・鳥　取

(540) ｵｶｻﾞｷ ﾅｷﾞｻ
200000484 堂本　真衣 (3)

甲南大・大　阪
(543) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｲ

20 甲南大C 200000490 井戸アビゲイル　風果 (2)
甲南大・岐  阜

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲC (549) ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ
492234 200000492 龍山　芽生 (2)

甲南大・愛　媛
(551) ﾀﾂﾔﾏ ﾒｲ

(  47.50) 200000496 山本　珠菜 (2)
甲南大・大　阪

(555) ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾅ
200000491 続木　千尋 (2)

甲南大・滋　賀
(550) ﾂﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ

200000493 田和　りな (2)
甲南大・大　阪

(552) ﾀﾜ ﾘﾅ
21 甲南大D 200000498 青山　華依 (1)

甲南大・大　阪
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲD (557) ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ
492234 200000497 青野　美咲 (1)

甲南大・愛　媛
(556) ｱｵﾉ ﾐｻｷ

(  46.50) 200000500 尾崎　星 (1)
甲南大・鳥　取

(559) ｵｻｷ ｱｶﾘ
200000502 國本　美柚 (1)

甲南大・大　阪
(561) ｸﾆﾓﾄ ﾐﾕ

200000499 大崎　由布子 (1)
甲南大・兵　庫

(558) ｵｵｻｷ ﾕｳｺ
200000503 安田　彩乃 (1)

甲南大・大　阪
(562) ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾉ

22 大阪市立大 200000286 田中　寛子 (4)
大阪市立大・兵　庫

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (342) ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ
491018 200000287 大和　詩菜 (4)

大阪市立大・大　阪
(343) ﾔﾏﾄ ｼｲﾅ

(  50.94) 200000289 菅野　瑞惠 (3)
大阪市立大・大　阪

(345) ｽｶﾞﾉ ﾐﾂﾞｴ
200000290 寺田　美保 (3)

大阪市立大・大　阪
(346) ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾎ

200000291 村上　ひかる (2)
大阪市立大・大　阪

(347) ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
23 大阪体育大 200000148 稲越　真子 (3)

大阪体育大・岐  阜
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (179) ｲﾅｺﾞｼ ﾏｺ
492213 200000150 藤原　亜実 (3)

大阪体育大・大　阪
(181) ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾐ

(  48.43) 200000901 横山　結香 (1)
大阪体育大・三  重

(963) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ
200000906 塩尻　真結 (1)

大阪体育大・滋　賀
(968) ｼｵｼﾞﾘ ﾏﾕ

200000891 田渕　美沙紀 (1)
大阪体育大・和歌山

(953) ﾀﾌﾞﾁ ﾐｻｷ
200000893 青海　夢生 (1)

大阪体育大・和歌山
(955) ｱｵｲ ﾕｲ

24 東大阪大 200000860 小路　美咲 (4)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (922) ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｷ
492526 200000861 大西　愛永 (3)

東大阪大・大　阪
(923) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ

(  47.31) 200000862 畑田　星来 (3)
東大阪大・大　阪

(924) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ
200000867 外山　桃 (2)

東大阪大・大　阪
(929) ﾄﾔﾏ ﾓﾓ

200000868 辻　歩理 (2)
東大阪大・大　阪

(930) ﾂｼﾞ ｱﾕﾘ
200000877 濱田　真帆 (1)

東大阪大・大　阪
(939) ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾎ

25 立命館大 200000028 壹岐　あいこ (3)
立命館大・滋　賀

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (29) ｲｷ ｱｲｺ
492200 200000030 臼井　文音 (3)

立命館大・北海道
(31) ｳｽｲ ｱﾔﾈ

(  46.20) 200000038 松尾　季奈 (3)
立命館大・兵　庫

(39) ﾏﾂｵ ｷﾅ
200000044 榎本　樹羅 (2)

立命館大・香  川
(45) ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ

200000045 佃　光紗 (2)
立命館大・兵　庫

(46) ﾂｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ
200000058 新名　陽花 (1)

立命館大・大　分
(59) ﾆｲﾅ ﾊﾙｶ

26 大阪教育大 200000252 大崎　美都 (4)
大阪教育大・兵　庫

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (302) ｵｵｻｷ ﾐｻﾄ
490053 200000256 松本　夏海 (4)

大阪教育大・大　阪
(306) ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾂﾐ

(  47.76) 200000258 玉井　奈那 (3)
大阪教育大・愛　媛

(308) ﾀﾏｲ ﾅﾅ
200000262 宮出　彩花 (3)

大阪教育大・大　阪
(312) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ

200000266 中村　美紀 (2)
大阪教育大・兵　庫

(316) ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ
200000267 山田　なつ子 (2)

大阪教育大・大　阪
(317) ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｺ



2021年度第1回学連競技会 Page:1
2021 1st ICAAK Athletics Games 2021/07/04 22:53
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  Osaka(Municipcal Nagai Stadium #2)

女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 滋賀大 200000713 野一色　玲花 (2)

滋賀大・滋　賀
ｼｶﾞﾀﾞｲ (772) ﾉｲｼｷ ﾚｲｶ
490047 200000715 長谷部　那菜 (2)

滋賀大・大　阪
(774) ﾊｾﾍﾞ ﾅﾅ

(4:26.45) 200000716 森　七海 (2)
滋賀大・大　阪

(775) ﾓﾘ ﾅﾅﾐ
200000985 西山　愛華 (1)

滋賀大・滋　賀
(1063) ﾆｼﾔﾏ ｱｲｶ

2 園田学園女子大A 200000326 安藤　百夏 (3)
園田学園女子大・大　阪

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲA (385) ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾓｶ
492244 200000336 齊藤　朋佳 (3)

園田学園女子大・兵　庫
(395) ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ

(3:50.00) 200000349 福林　春香 (3)
園田学園女子大・滋　賀

(408) ﾌｸﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ
200000373 本岡　真悠 (2)

園田学園女子大・兵　庫
(432) ﾓﾄｵｶ ﾏﾕｳ

3 園田学園女子大B 200000368 福本　瑞季 (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 (427) ﾌｸﾓﾄ ﾐｽﾞｷ
492244 200000360 小嶋　玲菜 (2)

園田学園女子大・大　阪
(419) ｺｼﾞﾏ ﾚﾅ

(3:55.00) 200000327 石谷　綾菜 (3)
園田学園女子大・兵　庫

(386) ｲｼﾀﾆ ｱﾔﾅ
200000355 山田　真由 (3)

園田学園女子大・大　阪
(414) ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕ

4 園田学園女子大C 200000356 井川　紅亜 (2)
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C (415) ｲｶﾞﾜ ｸﾚｱ
492244 200000390 福光　由佳 (1)

園田学園女子大・兵　庫
(449) ﾌｸﾐﾂ ﾕｶ

(3:58.00) 200000397 村上　和葉 (1)
園田学園女子大・京　都

(456) ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾊ
200000301 安達　眞咲 (4)

園田学園女子大・滋　賀
(360) ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ

5 近畿大 200000119 河野　七海 (3)
近畿大・大　阪

ｷﾝｷﾀﾞｲ (146) ｺｳﾉ ﾅﾅﾐ
492221 200000947 松本　美紀 (1)

近畿大・兵　庫
(1010) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ

(3:59.04) 200000946 中村　友香 (1)
近畿大・大　阪

(1009) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ
200000948 鈴木　凪 (1)

近畿大・大　阪
(1011) ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ

6 同志社大 200000091 大谷　望 (4)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (115) ｵｵﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ
492195 200000101 黄瀬　蒼 (3)

同志社大・滋　賀
(125) ｷｾ ｱｵｲ

(3:56.92) 200000103 竹田　紫乃 (3)
同志社大・大　阪

(127) ﾀｹﾀﾞ ｼﾉ
200000110 尾﨑　未悠 (2)

同志社大・京　都
(134) ｵｻﾞｷ ﾐﾕ

200000111 釆?　見 (2)
同志社大・京　都

(135) ﾜｹﾐ ﾏﾐﾕ
200000916 椿原　響 (1)

同志社大・香  川
(978) ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ
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7 大阪成蹊大 200000698 桑原　綾子 (4)

大阪成蹊大・大　阪
ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (757) ｸﾜﾊﾗ ｱﾔｺ
492523 200000699 淵田　杏奈 (4)

大阪成蹊大・鹿児島
(758) ﾌﾁﾀﾞ ｱﾝﾅ

(3:46.75) 200000700 立石　陽菜 (4)
大阪成蹊大・大　阪

(759) ﾀﾃｲｼ ﾋﾅ
200000701 アシィ　しおりパメラ (1)

大阪成蹊大・北海道
(760) ｱｼｨ ｼｵﾘﾊﾟﾒﾗ

200000697 ??野　史織 (4)
大阪成蹊大・滋　賀

(756) ﾖｼﾉ ｼｵﾘ
200000696 野口　理帆 (4)

大阪成蹊大・岡　山
(755) ﾉｸﾞﾁ ﾘﾎ

8 関西大 200000176 八田　真奈 (3)
関西大・京　都

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (211) ﾊｯﾀ ﾏﾅ
492218 200000179 安藤　来望 (3)

関西大・大　阪
(214) ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾙﾐ

(3:59.25) 200000191 立川　加乃 (2)
関西大・大　阪

(226) ﾀﾁｶﾜ ｶﾉ
200000192 粟津　志帆 (2)

関西大・兵　庫
(227) ｱﾜﾂﾞ ｼﾎ

200000198 井上　晴稀 (1)
関西大・京　都

(233) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
200000173 亀澤　舞 (3)

関西大・大　阪
(208) ｶﾒｻﾜ ﾏｲ

9 甲南大 200000486 平野　芙佑花 (3)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (545) ﾋﾗﾉ ﾌｳｶ
492234 200000484 堂本　真衣 (3)

甲南大・大　阪
(543) ﾄﾞｳﾓﾄ ﾏｲ

(3:47.54) 200000491 続木　千尋 (2)
甲南大・滋　賀

(550) ﾂﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ
200000499 大崎　由布子 (1)

甲南大・兵　庫
(558) ｵｵｻｷ ﾕｳｺ

200000503 安田　彩乃 (1)
甲南大・大　阪

(562) ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾉ
200000493 田和　りな (2)

甲南大・大　阪
(552) ﾀﾜ ﾘﾅ

10 大阪市立大 200000286 田中　寛子 (4)
大阪市立大・兵　庫

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (342) ﾀﾅｶ ﾋﾛｺ
491018 200000287 大和　詩菜 (4)

大阪市立大・大　阪
(343) ﾔﾏﾄ ｼｲﾅ

(4:10.78) 200000289 菅野　瑞惠 (3)
大阪市立大・大　阪

(345) ｽｶﾞﾉ ﾐﾂﾞｴ
200000290 寺田　美保 (3)

大阪市立大・大　阪
(346) ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾎ

200000291 村上　ひかる (2)
大阪市立大・大　阪

(347) ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ
11 東大阪大A 200000859 神薗　芽衣子 (4)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲA (921) ｶﾐｿﾞﾉ ﾒｲｺ
492526 200000860 小路　美咲 (4)

東大阪大・大　阪
(922) ｼｮｳｼﾞ ﾐｻｷ

(3:43.38) 200000861 大西　愛永 (3)
東大阪大・大　阪

(923) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
200000862 畑田　星来 (3)

東大阪大・大　阪
(924) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ
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12 東大阪大B 200000864 有廣　璃々香 (2)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲB (926) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ
492526 200000865 窪　美咲 (2)

東大阪大・大　阪
(927) ｸﾎﾞ ﾐｻｷ

(3:43.38) 200000868 辻　歩理 (2)
東大阪大・大　阪

(930) ﾂｼﾞ ｱﾕﾘ
200000873 邨田　菜摘 (1)

東大阪大・大　阪
(935) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ

13 立命館大 200000017 南　千尋 (4)
立命館大・滋　賀

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (18) ﾐﾅﾐ ﾁﾋﾛ
492200 200000016 西村　寧々花 (4)

立命館大・京　都
(17) ﾆｼﾑﾗ ﾈﾈｶ

(3:38.20) 200000039 山口　美優子 (3)
立命館大・滋　賀

(40) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾕｺ
200000060 室月　里莉花 (1)

立命館大・静  岡
(61) ﾑﾛﾂﾞｷ ﾘﾘｶ

200000057 工藤　芽衣 (1)
立命館大・大　阪

(58) ｸﾄﾞｳ ﾒｲ
200000062 山本　亜美 (1)

立命館大・滋　賀
(63) ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐ

14 大阪教育大 200000253 寺田　さゆり (4)
大阪教育大・愛　媛

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (303) ﾃﾗﾀﾞ ｻﾕﾘ
490053 200000259 辻井　美緒 (3)

大阪教育大・奈　良
(309) ﾂｼﾞｲ ﾐｵ

(3:52.87) 200000261 松元　菜笑 (3)
大阪教育大・大　阪

(311) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ
200000262 宮出　彩花 (3)

大阪教育大・大　阪
(312) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ

200000268 吉田　果恋 (2)
大阪教育大・大　阪

(318) ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ
200000951 原　佳奈穂 (1)

大阪教育大・岡　山
(1014) ﾊﾗ ｶﾅﾎ


