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* 男子 １００００ｍ *
**************************************
44人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 自番組 個属 Seq
--- ----- ------------------------------ ------------------------------ ---- -------- -------------------- ---------- ------ --------- ---
1 9 川田　信 (4) ｶﾜﾀﾞ ｼﾝ 男子 兵　庫 関西学院大 1:04:27 1
2 49 富家　慈就 (3) ﾄﾐｲｴ ｼｹﾞﾅﾘ 男子 兵　庫 関西学院大 31:05.80 2
3 59 水口　涼 (3) ﾐﾅｸﾁ ﾘｮｳ 男子 兵　庫 関西学院大 1:08:43 3
4 61 村上　貴志 (3) ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 男子 兵　庫 関西学院大 1:10:47 4
5 80 松尾　侑介 (2) ﾏﾂｵ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 関西学院大 1:09:00 5
6 81 今井　由伸 (2) ｲﾏｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 男子 兵　庫 関西学院大 1:08:29 6
7 108 田中　優樹 (1) ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 関西学院大 29:56.32 7
8 221 重岡　慶彦 (4) ｼｹﾞｵｶ ﾖｼﾋｺ 男子 大　阪 同志社大 1:06:29 8
9 266 大島　康成 (2) ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 男子 兵　庫 同志社大 32:15.18 9
10 281 大坂　祐輝 (4) ｵｵｻｶ ﾕｳｷ 男子 大　阪 大阪体育大 1:05:49 10
11 289 若林　拓 (3) ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 男子 滋　賀 大阪体育大 1:08:54 11
12 290 新井　貫太 (3) ｱﾗｲ ｶﾝﾀ 男子 大　阪 大阪体育大 1:12:26 12
13 364 岩田　直人 (2) ｲﾜﾀ ﾅｵﾄ 男子 滋　賀 大阪体育大 31:22.19 13
14 408 泉本　直也 (4) ｲｽﾞﾓﾄ ﾅｵﾔ 男子 大　阪 大阪体育大 32:02.89 14
15 533 横山　翔 (4) ﾖｺﾔﾏ ｼｮｳ 男子 長　崎 近畿大 1:06:14 15
16 552 竹山　晃平 (3) ﾀｹﾔﾏ ｺｳﾍｲ 男子 滋　賀 近畿大 30:54.71 16
17 571 中野　裕太 (2) ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 近畿大 31:03.94 17
18 586 河野　真志 (1) ｶﾜﾉ ﾀﾀﾞｼ 男子 大　阪 近畿大 32:22.78 18
19 629 坂口　博基 (3) ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 男子 和歌山 京都産業大 1:08:18 19
20 864 中田　湧人 (4) ﾅｶﾀ ﾜｸﾄ 男子 兵　庫 龍谷大 1:08:46 20
21 882 武村　知浩 (3) ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 男子 滋　賀 龍谷大 31:19.27 21
22 886 上村　直輝 (3) ｳｴﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 大　阪 龍谷大 1:08:28 22
23 896 宮内　浩志 (2) ﾐﾔｳﾁ ｺｳｼ 男子 大　阪 龍谷大 1:08:03 23
24 913 朝山　航大 (1) ｱｻﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 男子 奈　良 龍谷大 31:58.88 24
25 1038 田尻　椋介 (1) ﾀｼﾞﾘ ﾘｮｳｽｹ 男子 大　阪 大阪成蹊大 32:01.78 25
26 1290 有富　智哉 (3) ｱﾘﾄﾞﾐ ﾄﾓﾔ 男子 山　口 関西外国語大 32:13.17 26
27 1317 伏本　カーディン (5) ﾌｼﾓﾄ ｶｰﾃﾞｨﾝ 男子 大　阪 大阪市立大 1:11:26 27
28 1364 樫山　直生 (M1) ｶｼﾔﾏ ﾅｵｷ 男子 和歌山 大阪大 1:08:41 28
29 1406 大淵　鷹之介 (3) ｵｵﾌﾁ ﾖｳﾉｽｹ 男子 兵　庫 大阪大 32:20.23 29
30 1413 中村　弘和 (3) ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 男子 兵　庫 大阪大 1:09:26 30
31 1429 江守　勇貴 (2) ｴﾓﾘ ﾕｳｷ 男子 奈　良 大阪大 1:11:29 31
32 1442 中嶋　遼 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 男子 大　阪 大阪大 31:31.05 32
33 1447 坂東　賢 (2) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｹﾝ 男子 大　阪 大阪大 32:19.85 33
34 1690 岩本　直樹 (4) ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 大　阪 びわこ学院大 32:03.30 34
35 1693 土肥　大樹 (4) ﾄﾞﾋ ﾀｲｷ 男子 京　都 びわこ学院大 1:10:48 35
36 1768 松村　蒼斗 (2) ﾏﾂﾑﾗ ｱｵﾄ 男子 京　都 佛教大 1:09:39 36
37 1916 安藤　圭汰 (2) ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 男子 兵　庫 大阪工業大 1:12:27 37
38 2066 村上　将悟 (1) ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 放送大 1:11:00 38
39 2068 山口　雄也 (1) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 放送大 1:09:50 39
40 2070 粟田　貴明 (1) ｱﾜﾀ ﾀｶｱｷ 男子 大　阪 放送大 1:08:59 40
41 2071 阿賀　康生 (1) ｱｶﾞ ﾔｽｵ 男子 兵　庫 放送大 31:50.73 41
42 2080 守屋　和希 (1) ﾓﾘﾔ ｶｽﾞｷ 男子 兵　庫 関西学院大 29:50.83 42
43 2159 中辻　隼人 (1) ﾅｶﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 大阪体育大 31:42.97 43
44 2291 山﨑　寛太 (1) ﾔﾏｻｷ ｶﾝﾀ 男子 和歌山 同志社大 31:32.66 44
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1 61 高安　結衣 (2) ﾀｶﾔｽ ﾕｲ 女子 長 野 立命館大 16:35.94 1
2 73 曽根　野乃花 (1) ｿﾈ ﾉﾉｶ 女子 京　都 立命館大 35:21.90 2
3 99 下岡　仁美 (1) ｼﾓｵｶ ﾋﾄﾐ 女子 大　阪 同志社大 36:47.77 3
4 318 池田　亜由佳 (3) ｲｹﾀﾞ ｱﾕｶ 女子 和歌山 羽衣国際大 17:51.96 4
5 321 今井　花笑 (2) ｲﾏｲ ｶｴ 女子 大　阪 羽衣国際大 17:08.14 5
6 325 小谷　彩乃 (1) ｺﾀﾞﾆ ｱﾔﾉ 女子 鳥　取 羽衣国際大 17:20.64 6
7 449 日吉　鈴菜 (2) ﾋﾖｼ ｽｽﾞﾅ 女子 大　阪 大阪芸術大 16:55.27 7
8 455 雲丹亀　美月 (1) ｳﾆｶﾞﾒ ﾐﾂﾞｷ 女子 兵　庫 大阪芸術大 16:57.28 8
9 460 奧村　清音 (1) ｵｸﾑﾗ ｷﾖﾈ 女子 香 川 大阪芸術大 1:32:13 9
10 520 清水　里名 (3) ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 女子 兵　庫 兵庫大 16:52.24 10
11 542 田代　実穂 (3) ﾀｼﾛ ﾐﾎ 女子 兵　庫 神戸学院大 1:22:08 11
12 544 松井　沙樹 (3) ﾏﾂｲ ｻｷ 女子 兵　庫 神戸学院大 1:22:58 12
13 547 中西　未海 (2) ﾅｶﾆｼ ﾐﾅﾐ 女子 兵　庫 神戸学院大 1:18:36 13
14 550 須田　花音 (1) ｽﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 岐 阜 神戸学院大 17:33.30 14
15 551 堀　綾花 (1) ﾎﾘ ｱﾔｶ 女子 千　葉 神戸学院大 16:36.36 15
16 710 原田　萌花 (2) ﾊﾗﾀﾞ ﾓｴｶ 女子 愛　媛 佛教大 35:08.86 16
17 718 清水　ひなた (1) ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 女子 滋　賀 佛教大 34:19.32 17
18 723 ??田　藍 (1) ﾖｼﾀﾞ ｱｲ 女子 和歌山 佛教大 36:41.87 18
19 800 右田　有奈 (4) ﾐｷﾞﾀ ﾕﾅ 女子 兵　庫 武庫川女子大 1:17:35 19
20 850 藤村　晶菜 (4) ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾅ 女子 京　都 京都光華女子大 1:15:37 20
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21 851 藤村　晴菜 (4) ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾅ 女子 京　都 京都光華女子大 1:14:53 21
22 863 藤田　彩有里 (4) ﾌｼﾞﾀ ｻﾕﾘ 女子 京　都 京都光華女子大 36:59.20 22
23 864 水田　京佳 (2) ﾐｽﾞﾀ ｷｮｳｶ 女子 京　都 京都光華女子大 16:51.06 23
24 869 冨田　彩水 (1) ﾄﾐﾀ ｱﾐ 女子 京　都 京都光華女子大 16:51.89 24
25 871 吉村　唯 (1) ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ 女子 岐 阜 京都光華女子大 17:12.29 25
26 538 西尾　咲良 (4) ﾆｼｵ ｻｸﾗ 女子 兵　庫 神戸学院大 1:23:26 26  


