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主　催：関西学生陸上競技連盟　　運営協力：公益財団法人 大阪陸上競技協会
協　力：株式会社ニシ･スポ－ツ
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男子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪体育大 100000349 中野　翔大 (4)

大阪体育大・和歌山
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (349) ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ
492213 100000383 大西　蒼玄 (3)

大阪体育大・奈　良
(383) ｵｵﾆｼ ｿｳｹﾞﾝ

(  40.19) 100000365 甘利　颯太 (3)
大阪体育大・大　阪

(365) ｱﾏﾘ ｿｳﾀ
100000391 萩尾　脩人 (2)

大阪体育大・大　阪
(391) ﾊｷﾞｵ ｼｭｳﾄ

100000396 泉　翔太 (2)
大阪体育大・兵　庫

(396) ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ
100000423 馬場　勇弥 (2)

大阪体育大・兵　庫
(423) ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾔ

2 京都橘大 100001506 山崎　直樹 (2)
京都橘大・大　阪

ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾞｲ (1506) ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ
492194 100001505 黒田　翔生 (2)

京都橘大・京　都
(1505) ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳｷ

100001500 山中　聡一郎 (4)
京都橘大・滋　賀

(1500) ﾔﾏﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ
100001503 吉田　勇 (4)

京都橘大・京　都
(1503) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ

3 兵庫県立大 100000928 寺垣内　啓吾 (4)
兵庫県立大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (928) ﾃﾗｶﾞｲﾄ ｹｲｺﾞ
491082 100000932 上田　健登 (3)

兵庫県立大・兵　庫
(932) ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾄ

(  41.21) 100000938 西尾　咲人 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(938) ﾆｼｵ ｻｸﾄ
100000940 廣畑　敬太 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(940) ﾋﾛﾊﾀ ｹｲﾀ

100002225 石津　琢磨 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(2225) ｲｼﾂﾞ ﾀｸﾏ
4 同志社大A 100000604 伊藤　大和 (4)

同志社大・滋　賀
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲA (604) ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ
492195 100000626 岩堀　剛己 (3)

同志社大・愛  知
(626) ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ

(  40.48) 100000625 杤岡　武奎 (3)
同志社大・京　都

(625) ﾄﾁｵｶ ﾀｹｲ
100000659 小倉　舞大 (2)

同志社大・大　阪
(659) ｵｸﾞﾗ ﾏｲﾄ

5 同志社大B 100000658 田畑　篤志 (2)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲB (658) ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ
492195 100000641 野﨑　龍海 (2)

同志社大・滋　賀
(641) ﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾐ

(  40.48) 100000647 藤居　儀史 (2)
同志社大・滋　賀

(647) ﾌｼﾞｲ ﾉﾘﾌﾐ
100002220 前田　修冶 (1)

同志社大・大　阪
(2220) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ

100000674 山口　大凱 (1)
同志社大・鳥　取

(674) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ
6 和歌山大 100001511 大岡　諒真 (4)

和歌山大・和歌山
ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (1511) ｵｵｵｶ ﾘｮｳﾏ
490058 100002233 吉里　憧大 (1)

和歌山大・和歌山
(2233) ﾖｼｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ

(  41.88) 100002235 田村　蒼馬 (1)
和歌山大・和歌山

(2235) ﾀﾑﾗ ｿｳﾏ
100001526 小西　航平 (3)

和歌山大・和歌山
(1526) ｺﾆｼ ｺｳﾍｲ

100001527 高原　昌平 (3)
和歌山大・和歌山

(1527) ﾀｶﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ
100002236 井上　悠夢 (1)

和歌山大・和歌山
(2236) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾏ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
7 大阪商業大 100001253 田邉　大輝 (4)

大阪商業大・岡　山
ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1253) ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ
492212 100001258 松川　恵二郎 (3)

大阪商業大・大　阪
(1258) ﾏﾂｶﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ

(  43.39) 100001260 北脇　巧也 (2)
大阪商業大・大　阪

(1260) ｷﾀﾜｷ ﾀｸﾔ
100001261 大山　翔樹 (2)

大阪商業大・大　阪
(1261) ｵｵﾔﾏ ｼｮｳｷ

100001264 島林　亮馬 (2)
大阪商業大・大　阪

(1264) ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ
100002010 山川　直也 (1)

大阪商業大・奈　良
(2010) ﾔﾏｶﾜ ﾅｵﾔ

8 大阪成蹊大 100001110 勢力　竜里 (4)
大阪成蹊大・大　阪

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (1110) ｾｲﾘｷ ﾘｭｳﾘ
492523 100001115 黒田　真啓 (4)

大阪成蹊大・兵　庫
(1115) ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ

(  43.30) 100001118 山崎　奨 (2)
大阪成蹊大・大　阪

(1118) ﾔﾏｻｷ ﾀｽｸ
100001121 中川　祥太 (2)

大阪成蹊大・大　阪
(1121) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

100001122 長島　聖 (2)
大阪成蹊大・大　阪

(1122) ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｼﾞﾘ
100002209 河崎　侑真 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(2209) ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ

9 大阪産業大 100001081 大森　駿之介 (3)
大阪産業大・大　阪

ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1081) ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾉｽｹ
492209 100001079 柴田　智広 (3)

大阪産業大・京　都
(1079) ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ

(  43.40) 100001080 柿渕　幸哉 (3)
大阪産業大・兵　庫

(1080) ｶｷﾌﾞﾁ ﾕｷﾔ
100001085 岡田　聖大 (2)

大阪産業大・兵　庫
(1085) ｵｶﾀﾞ ﾏﾅﾄ

100001083 濱口　征和 (3)
大阪産業大・大　阪

(1083) ﾊﾏｸﾞﾁ ｾｲﾜ
100001087 篠崎　空 (2)

大阪産業大・兵　庫
(1087) ｼﾉｻﾞｷ ｿﾗ

10 大阪経済大 100000902 濱田　光貴 (3)
大阪経済大・大　阪

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (902) ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ
492205 100000913 正田　陽人 (2)

大阪経済大・大　阪
(913) ﾏｻﾀﾞ ﾖﾋﾄ

(  41.56) 100000910 桑野　航汰 (2)
大阪経済大・大　阪

(910) ｸﾜﾉ ｺｳﾀ
100000921 田村　奏人 (1)

大阪経済大・大　分
(921) ﾀﾑﾗ ｶﾅﾄ

100000901 谷　純太朗 (3)
大阪経済大・兵　庫

(901) ﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ
100000915 山根　汰一 (2)

大阪経済大・兵　庫
(915) ﾔﾏﾈ ﾀｲﾁ

11 近畿大 100000434 田原　晴斗 (4)
近畿大・兵　庫

ｷﾝｷﾀﾞｲ (434) ﾀﾊﾞﾙ ﾊﾙﾄ
492221 100000436 髙木　恒 (4)

近畿大・兵　庫
(436) ﾀｶｷﾞ ｺｳ

(  39.62) 100000437 馬出　晟冶 (4)
近畿大・奈　良

(437) ｳﾏﾃﾞ ｾｲﾔ
100000454 山口　冬馬 (3)

近畿大・香  川
(454) ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾏ

100000467 西尾　晃太 (2)
近畿大・兵　庫

(467) ﾆｼｵ ｺｳﾀ
100000478 阿河　孝樹 (1)

近畿大・香  川
(478) ｱｶﾞ ｺｳｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
12 追手門学院大 100001482 八尾　康平 (3)

追手門学院大・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1482) ﾔｵ ｺｳﾍｲ
492217 100001480 畑中　涼聖 (3)

追手門学院大・大　阪
(1480) ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｾｲ

(  43.03) 100001479 阿川　晃平 (3)
追手門学院大・大　阪

(1479) ｱｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ
100002334 滝本　恵果 (1)

追手門学院大・大　阪
(2334) ﾀｷﾓﾄ ｹｲｶ

100002411 山本　琉稀 (1)
追手門学院大・大　阪

(2411) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｷ
100001485 田中　吹輝 (2)

追手門学院大・大　阪
(1485) ﾀﾅｶ ﾌﾌﾞｷ

13 関西外国語大 100001470 松下　貴則 (2)
関西外国語大・大　阪

ｶﾝｻｲｶﾞｲｺｸｺﾞﾀﾞｲ (1470) ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾉﾘ
492220 100001467 西田　涼太 (3)

関西外国語大・大　阪
(1467) ﾆｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

(  42.85) 100001475 岡村　拓明 (2)
関西外国語大・大　阪

(1475) ｵｶﾑﾗ ﾀｸｱｷ
100001468 徳田　尚也 (3)

関西外国語大・大　阪
(1468) ﾄｸﾀﾞ ﾅｵﾔ

100002378 高田　虎雅 (1)
関西外国語大・京　都

(2378) ﾀｶﾀ ﾀｲｶﾞ
100002370 宮口　絹道 (1)

関西外国語大・大　阪
(2370) ﾐﾔｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ

14 びわこ成蹊スポーツ大 100000552 則貞　魁 (3)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (552) ﾉﾘｻﾀﾞ ｶｲ
492522 100001928 宮本　一樹 (1)

びわスポ大・鳥　取
(1928) ﾐﾔﾓﾄ ｲﾂｷ

(  40.26) 100000573 川田　一稀 (2)
びわスポ大・大　阪

(573) ｶﾜﾀ ｶｽﾞｷ
100000600 山下　雄紀 (2)

びわスポ大・徳  島
(600) ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ

100000598 森　貫太 (2)
びわスポ大・大　阪

(598) ﾓﾘ ｶﾝﾀ
100000532 川北　脩斗 (3)

びわスポ大・滋　賀
(532) ｶﾜｷﾀ ｼｭｳﾄ

15 京都工芸繊維大 100001865 山本　想真 (3)
京都工芸繊維大・大　阪

ｷｮｳﾄｺｳｹﾞｲｾﾝｲﾀﾞｲ (1865) ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ
490050 100001863 安井　涼 (3)

京都工芸繊維大・奈　良
(1863) ﾔｽｲ ﾘｮｳ

(  42.03) 100002350 北村　駿 (1)
京都工芸繊維大・京　都

(2350) ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝ
100002354 西口　優斗 (1)

京都工芸繊維大・奈　良
(2354) ﾆｼｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

100001857 栗山　玲温 (3)
京都工芸繊維大・京　都

(1857) ｸﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ
100001886 佐々木　宏晃 (M2)

京都工芸繊維大・滋　賀
(1886) ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ

16 京都教育大 100001868 古川　悠太 (M1)
京都教育大・京　都

ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1868) ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ
490049 100001869 野上　翼 (4)

京都教育大・香  川
(1869) ﾉｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ

(  40.84) 100001872 宇佐美　雄章 (4)
京都教育大・三  重

(1872) ｳｻﾐ ﾀｹｱｷ
100001873 峰山　達希 (4)

京都教育大・大　阪
(1873) ﾐﾈﾔﾏ ﾀﾂｷ

100001875 寺井　雄大 (3)
京都教育大・京　都

(1875) ﾃﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ
100002307 宮本　真久翔 (1)

京都教育大・香  川
(2307) ﾐﾔﾓﾄ ﾏｸﾄ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
17 大阪公立大A 100001280 細谷　雅貴 (4)

大阪公立大・大　阪
ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲA (1280) ﾎｿﾔ ﾏｻｷ
500000 100001301 成瀬　朝日 (2)

大阪公立大・大　阪
(1301) ﾅﾙｾ ｱｻﾋ

(  41.12) 100001290 田村　耕平 (3)
大阪公立大・大　阪

(1290) ﾀﾑﾗ ｺｳﾍｲ
100002021 藤本　陽紀 (1)

大阪公立大・兵　庫
(2021) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｷ

100002017 杉浦　宏我 (1)
大阪公立大・奈　良

(2017) ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｶﾞ
100002396 細谷　亮介 (1)

大阪公立大・大　阪
(2396) ﾎｿﾔ ﾘｮｳｽｹ

18 大阪公立大B 100001283 上村　侑 (3)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲB (1283) ｳｴﾑﾗ ﾕｳ
500000 100001281 安藤　亮介 (3)

大阪公立大・大　阪
(1281) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ

(  43.00) 100001289 高橋　考輝 (3)
大阪公立大・大　阪

(1289) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ
100001288 末原　壮馬 (3)

大阪公立大・大　阪
(1288) ｽｴﾊﾗ ｿｳﾏ

100001296 吉川　知宏 (3)
大阪公立大・奈　良

(1296) ﾖｼｶﾜ ﾁﾋﾛ
19 大阪国際大A 100001160 藤田　将史 (4)

大阪国際大・大　阪
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲA (1160) ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ
492355 100001156 早川　流星 (4)

大阪国際大・大　阪
(1156) ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｾｲ

(  40.65) 100001157 林原　諒汰 (4)
大阪国際大・奈　良

(1157) ﾊﾔｼﾊﾞﾗ ﾘｮｳﾀ
100001159 伏見　将佑 (4)

大阪国際大・奈　良
(1159) ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾛ

100001150 出水　駿佑 (4)
大阪国際大・大　阪

(1150) ﾃﾞﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ
100001140 今堀　暁太 (4)

大阪国際大・大　阪
(1140) ｲﾏﾎﾘ ｷｮｳﾀ

20 大阪国際大B 100001176 杉田　想一朗 (3)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲB (1176) ｽｷﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
492355 100001188 山本　稔太 (3)

大阪国際大・大　阪
(1188) ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾀ

(  40.10) 100001185 二井　悠太 (3)
大阪国際大・大　阪

(1185) ﾌﾀｲ ﾕｳﾀ
100001174 阪口　颯良 (3)

大阪国際大・奈　良
(1174) ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ

100001225 陶　康平 (1)
大阪国際大・大　阪

(1225) ｽｴ ｺｳﾍｲ
100001204 廣野　温大 (2)

大阪国際大・大　阪
(1204) ﾋﾛﾉ ﾊﾙﾄ

21 大阪学院大 100001324 山下　新史 (3)
大阪学院大・大　阪

ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1324) ﾔﾏｼﾀ ｱﾗｼ
492204 100001323 杉本　誠大 (3)

大阪学院大・大　阪
(1323) ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ

(  42.05) 100002014 安福　柊汰 (1)
大阪学院大・岡　山

(2014) ｱﾌﾞｸ ｼｭｳﾀ
100001338 森永　悠斗 (1)

大阪学院大・兵　庫
(1338) ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾄ

100001335 高木　大地 (1)
大阪学院大・大　阪

(1335) ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ
100001336 藤本　真生 (1)

大阪学院大・兵　庫
(1336) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅｾ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
22 大阪教育大A 100000760 寺崎　一輝 (5)

大阪教育大・大　阪
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲA (760) ﾃﾗｻｷ ｶｽﾞｷ
490053 100000796 藤野　大翔 (1)

大阪教育大・和歌山
(796) ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛﾄ

(  40.48) 100000787 島田　拓実 (2)
大阪教育大・兵　庫

(787) ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ
100000779 藤澤　丈 (3)

大阪教育大・大　阪
(779) ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｮｳ

23 大阪教育大B 100000775 中本　大地 (3)
大阪教育大・兵　庫

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲB (775) ﾅｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ
490053 100000768 堀田　和志 (4)

大阪教育大・兵　庫
(768) ﾎﾘﾀ ｶｽﾞｼ

(  41.20) 100000792 古川　尊 (2)
大阪教育大・栃　木

(792) ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾙ
100000772 内藤　源一郎 (3)

大阪教育大・兵　庫
(772) ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

24 天理大A 100000803 小森　裕士郎 (4)
天理大・大　阪

ﾃﾝﾘﾀﾞｲA (803) ｺﾓﾘ ﾕｳｼﾛｳ
492249 100000812 矢野　正也 (4)

天理大・岡　山
(812) ﾔﾉ ﾏｻﾔ

(  40.76) 100000822 坂本　俊介 (3)
天理大・大　阪

(822) ｻｶﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
100001982 大荒　大翔 (1)

天理大・大　阪
(1982) ｵｵｱﾚ ﾀﾞｲﾄ

25 天理大B 100000805 佐野　義公 (4)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲB (805) ｻﾉ ﾖｼﾕｷ
492249 100000832 茶圓　裕希 (2)

天理大・大　阪
(832) ﾁｬｴﾝ ﾋﾛｷ

(  40.85) 100000835 今泉　蓮 (2)
天理大・奈　良

(835) ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾚﾝ
100001981 内田　大稀 (1)

天理大・兵　庫
(1981) ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ

26 奈良教育大 100002330 寺本　翔 (1)
奈良教育大・兵　庫

ﾅﾗｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (2330) ﾃﾗﾓﾄ ｶｹﾙ
490056 100002325 吉田　一貴 (1)

奈良教育大・奈　良
(2325) ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

(  44.04) 100002327 青谷　悠平 (1)
奈良教育大・奈　良

(2327) ｱｵﾀﾆ ﾕｳﾍｲ
100002331 永山　翔貴 (1)

奈良教育大・奈　良
(2331) ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳｷ

100002328 上野　将大 (2)
奈良教育大・奈　良

(2328) ｳｴﾉ ｼｮｳﾀﾞｲ
100002326 貝出　智亮 (1)

奈良教育大・奈　良
(2326) ｶｲﾃﾞ ﾄﾓｱｷ

27 摂南大 100001567 藤江　成歩 (4)
摂南大・大　阪

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (1567) ﾌｼﾞｴ ﾅﾙﾎ
492302 100001554 執行　隼之介 (2)

摂南大・兵　庫
(1554) ｼｷﾞｮｳ ｼｭﾝﾉｽｹ

(  40.71) 100001563 喜井　翼 (3)
摂南大・京　都

(1563) ｷｲ ﾂﾊﾞｻ
100001539 篠原　優太朗 (4)

摂南大・香  川
(1539) ｼﾉﾊﾗ ﾕｳﾀﾛｳ

100002064 中西　海翔 (1)
摂南大・大　阪

(2064) ﾅｶﾆｼ ｶｲﾄ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
28 桃山学院大 100001105 藤島　早登 (3)

桃山学院大・大　阪
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1105) ﾌｼﾞｼﾏ ﾊﾔﾄ
492228 100002072 中西　優弥 (1)

桃山学院大・大　阪
(2072) ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ

(  42.19) 100002075 喜安　祐太 (1)
桃山学院大・大　阪

(2075) ｷﾔｽ ﾕｳﾀ
100002073 川上　大翔 (1)

桃山学院大・岡　山
(2073) ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾄ

100001101 細田　修平 (4)
桃山学院大・大　阪

(1101) ﾎｿﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ
100001107 國貞　俊広 (2)

桃山学院大・大　阪
(1107) ｸﾆｻﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

29 流通科学大 100001066 遠藤　正勝 (4)
流通科学大・兵　庫

ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲ (1066) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶﾂ
492356 100001069 枝川　尚輝 (3)

流通科学大・兵　庫
(1069) ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾅｵｷ

(  41.94) 100001071 川本　源一郎 (2)
流通科学大・兵　庫

(1071) ｶﾜﾓﾄ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ
100001073 平野　渚生 (2)

流通科学大・兵　庫
(1073) ﾋﾗﾉ ｼｮｳ

100002282 関口　智輝 (1)
流通科学大・兵　庫

(2282) ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｷ
100002284 杉谷　将太 (1)

流通科学大・兵　庫
(2284) ｽｷﾞﾀﾆ ｼｮｳﾀ

30 滋賀大 100001681 柊　勇飛 (4)
滋賀大・滋　賀

ｼｶﾞﾀﾞｲ (1681) ﾋｲﾗｷﾞ ﾕｳﾋ
490047 100001697 吉原　翔大 (4)

滋賀大・滋　賀
(1697) ﾖｼﾊﾗ ｼｮｳﾀ

(  42.33) 100002120 飯田　航平 (4)
滋賀大・京　都

(2120) ｲｲﾀﾞ ｺｳﾍｲ
100001685 黒川　雄太 (2)

滋賀大・滋　賀
(1685) ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾀ

100001680 足立　琢 (2)
滋賀大・滋　賀

(1680) ｱﾀﾞﾁ ﾀｸ
100002450 田中　亜周 (1)

滋賀大・滋　賀
(2450) ﾀﾅｶ ｱｼｭｳ

31 神戸大 100001034 大西　悠生 (2)
神戸大・愛　媛

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (1034) ｵｵﾆｼ ﾕｳｾｲ
490054 100001033 木塚　海詩 (2)

神戸大・大　阪
(1033) ｷﾂﾞｶ ｶｲｼ

(  40.90) 100001030 森脇　寛太 (2)
神戸大・大　阪

(1030) ﾓﾘﾜｷ ｶﾝﾀ
100002163 増田　圭紀 (1)

神戸大・大　阪
(2163) ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｷ

100001035 福本　雄太 (2)
神戸大・兵　庫

(1035) ﾌｸﾓﾄ ﾕｳﾀ
100002168 岡田　亮太 (1)

神戸大・奈　良
(2168) ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

32 神戸学院大 100001051 渡邉　翔太 (4)
神戸学院大・兵　庫

ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1051) ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
492237 100001058 伊瀬　拓斗 (3)

神戸学院大・兵　庫
(1058) ｲｾ ﾀｸﾄ

(  43.00) 100001062 佐藤　隼 (2)
神戸学院大・兵　庫

(1062) ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ
100002183 山崎　龍摩 (1)

神戸学院大・兵　庫
(2183) ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳﾏ

100002187 嶋　航暢 (1)
神戸学院大・兵　庫

(2187) ｼﾏ ｶｽﾞﾏｻ
100001047 速水　修史 (3)

神戸学院大・兵　庫
(1047) ﾊﾔﾐｽﾞ ｼｭｳｼﾞ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
33 関西大 100000257 宮内　和哉 (3)

関西大・大　阪
ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (257) ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞﾔ
492218 100000258 藤井　恒輝 (3)

関西大・大　阪
(258) ﾌｼﾞｲ ｺｳｷ

(  39.35) 100000285 濱田　澪 (2)
関西大・大　阪

(285) ﾊﾏﾀﾞ ﾚｲ
100000286 松井　健斗 (2)

関西大・大　阪
(286) ﾏﾂｲ ｹﾝﾄ

100000316 垣内　慶紀 (1)
関西大・大　阪

(316) ｶｷｳﾁ ﾖｼｷ
100000317 山田　雄大 (1)

関西大・大　阪
(317) ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ

34 関西福祉大 100000950 昆陽　海士 (2)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (950) ｺﾝﾖｳ ｶｲﾄ
492430 100000952 前川　誠之介 (2)

関西福祉大・兵　庫
(952) ﾏｴｶﾜ ｾｲﾉｽｹ

(  41.65) 100000954 池本　大介 (1)
関西福祉大・兵　庫

(954) ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
100000955 柴崎　優 (1)

関西福祉大・兵　庫
(955) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳ

100000956 末藤　唯人 (1)
関西福祉大・大　阪

(956) ｽｴﾄｳ ﾕｲﾄ
100000958 山本　慈喜 (1)

関西福祉大・滋　賀
(958) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ

35 龍谷大A 100001769 土方　大也 (1)
龍谷大・岐  阜

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲA (1769) ﾋｼﾞｶﾀ ﾀﾞｲﾔ
492201 100001730 北浦　稔 (3)

龍谷大・大　阪
(1730) ｷﾀｳﾗ ｼﾞﾝ

100001740 杉本　壮吾 (2)
龍谷大・大　阪

(1740) ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳｺﾞ
100001739 西山　樹 (2)

龍谷大・大　阪
(1739) ﾆｼﾔﾏ ﾀﾂｷ

100001753 吉田　創詠 (2)
龍谷大・岐  阜

(1753) ﾖｼﾀﾞ ｿｳｴｲ
36 龍谷大B 100001752 古屋　昂大 (2)

龍谷大・京　都
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲB (1752) ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾞｲ
492201 100001743 八木　翔也 (2)

龍谷大・京　都
(1743) ﾔｷﾞ ｼｮｳﾔ

100001742 伊部　智哉 (2)
龍谷大・滋　賀

(1742) ｲﾍﾞ ﾄﾓﾔ
100001766 油谷　陽輝 (1)

龍谷大・奈　良
(1766) ｱﾌﾞﾗﾀﾆ ﾊﾙｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪体育大 100000404 赤松　蒼太 (2)

大阪体育大・香  川
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (404) ｱｶﾏﾂ ｿｳﾀ
492213 100000398 中澤　孝太 (2)

大阪体育大・和歌山
(398) ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ

(3:11.63) 100000413 長谷　拓哉 (2)
大阪体育大・大　阪

(413) ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀｸﾔ
100001954 秋山　鴻太 (1)

大阪体育大・大　阪
(1954) ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀ

100001959 田中　一輝 (1)
大阪体育大・兵　庫

(1959) ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ
100001962 橋本　昂星 (1)

大阪体育大・大　阪
(1962) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｾｲ

2 兵庫県立大 100000938 西尾　咲人 (2)
兵庫県立大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (938) ﾆｼｵ ｻｸﾄ
491082 100000940 廣畑　敬太 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(940) ﾋﾛﾊﾀ ｹｲﾀ

(3:22.00) 100000941 吉岡　樹永 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(941) ﾖｼｵｶ ﾐｷﾄ
100002225 石津　琢磨 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(2225) ｲｼﾂﾞ ﾀｸﾏ

3 同志社大 100000626 岩堀　剛己 (3)
同志社大・愛  知

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (626) ｲﾜﾎﾘ ｺﾞｳｷ
492195 100000622 澤田　翔平 (3)

同志社大・大　阪
(622) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ

(3:10.24) 100000628 山本　祥太郎 (3)
同志社大・愛　媛

(628) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ
100000659 小倉　舞大 (2)

同志社大・大　阪
(659) ｵｸﾞﾗ ﾏｲﾄ

100002219 三越　匠真 (1)
同志社大・兵　庫

(2219) ﾐｺｼ ﾀｸﾏ
100002215 水田　陸斗 (1)

同志社大・兵　庫
(2215) ﾐｽﾞﾀ ﾘｸﾄ

4 和歌山大 100001511 大岡　諒真 (4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (1511) ｵｵｵｶ ﾘｮｳﾏ
490058 100002233 吉里　憧大 (1)

和歌山大・和歌山
(2233) ﾖｼｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ

(3:19.28) 100001528 滝下　連太郎 (3)
和歌山大・和歌山

(1528) ﾀｷｼﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ
100002236 井上　悠夢 (1)

和歌山大・和歌山
(2236) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾏ

100001522 伊藤　祥希 (3)
和歌山大・和歌山

(1522) ｲﾄｳ ﾖｼｷ
100002237 西谷　眞人 (1)

和歌山大・和歌山
(2237) ﾆｼﾀﾆ ﾏｻﾄ

5 大阪経済大 100000890 田邉　一真 (4)
大阪経済大・大　阪

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (890) ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ
492205 100000901 谷　純太朗 (3)

大阪経済大・兵　庫
(901) ﾀﾆ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ

(3:14.51) 100000910 桑野　航汰 (2)
大阪経済大・大　阪

(910) ｸﾜﾉ ｺｳﾀ
100000912 田中　俊輔 (2)

大阪経済大・大　阪
(912) ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ

100000911 幸村　侑哉 (2)
大阪経済大・兵　庫

(911) ｺｳﾑﾗ ﾕｳﾔ
100000915 山根　汰一 (2)

大阪経済大・兵　庫
(915) ﾔﾏﾈ ﾀｲﾁ
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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A 100000450 竹内　涼城 (3)

近畿大・兵　庫
ｷﾝｷﾀﾞｲA (450) ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｷ
492221 100000465 西山　遥斗 (4)

近畿大・三  重
(465) ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

(3:06.43) 100000451 末長　智幸 (3)
近畿大・大　阪

(451) ｽｴﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ
100000453 濱口　虎汰郎 (3)

近畿大・三  重
(453) ﾊﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ

7 近畿大B 100000470 琴寄　晴仁 (2)
近畿大・滋　賀

ｷﾝｷﾀﾞｲB (470) ｺﾄﾖﾘ ﾊﾙﾄ
492221 100000469 森髙　颯治朗 (2)

近畿大・兵　庫
(469) ﾓﾘﾀｶ ｿｳｼﾞﾛｳ

(3:07.40) 100000479 瀬古　陸斗 (1)
近畿大・三  重

(479) ｾｺ ﾘｸﾄ
100000467 西尾　晃太 (2)

近畿大・兵　庫
(467) ﾆｼｵ ｺｳﾀ

100000480 三浦　康生 (1)
近畿大・兵　庫

(480) ﾐｳﾗ ｺｳｾｲ
100000478 阿河　孝樹 (1)

近畿大・香  川
(478) ｱｶﾞ ｺｳｷ

8 追手門学院大 100001482 八尾　康平 (3)
追手門学院大・大　阪

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1482) ﾔｵ ｺｳﾍｲ
492217 100001481 船戸　優 (3)

追手門学院大・大　阪
(1481) ﾌﾅﾄ ﾕｳ

(3:27.00) 100001479 阿川　晃平 (3)
追手門学院大・大　阪

(1479) ｱｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ
100001485 田中　吹輝 (2)

追手門学院大・大　阪
(1485) ﾀﾅｶ ﾌﾌﾞｷ

100002335 田中　大空 (1)
追手門学院大・大　阪

(2335) ﾀﾅｶ ｿﾗ
100001486 湯浅　貴斗 (2)

追手門学院大・大　阪
(1486) ﾕｱｻ ﾀｶﾄ

9 関西外国語大 100001464 小山　温大 (4)
関西外国語大・大　阪

ｶﾝｻｲｶﾞｲｺｸｺﾞﾀﾞｲ (1464) ｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ
492220 100001466 前田　啓太 (3)

関西外国語大・奈　良
(1466) ﾏｴﾀﾞ ｹｲﾀ

(3:26.29) 100001475 岡村　拓明 (2)
関西外国語大・大　阪

(1475) ｵｶﾑﾗ ﾀｸｱｷ
100001472 山田　祥汰 (2)

関西外国語大・京　都
(1472) ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

100001473 北澤　友琉 (2)
関西外国語大・京　都

(1473) ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾙ
100002378 高田　虎雅 (1)

関西外国語大・京　都
(2378) ﾀｶﾀ ﾀｲｶﾞ

10 びわこ成蹊スポーツ大 100000522 安達　蓮 (3)
びわスポ大・和歌山

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (522) ｱﾀﾞﾁ ﾚﾝ
492522 100000532 川北　脩斗 (3)

びわスポ大・滋　賀
(532) ｶﾜｷﾀ ｼｭｳﾄ

(3:08.16) 100000553 眞砂　潤也 (3)
びわスポ大・大　阪

(553) ﾏｻｺﾞ ｼﾞｭﾝﾔ
100000573 川田　一稀 (2)

びわスポ大・大　阪
(573) ｶﾜﾀ ｶｽﾞｷ

100000591 中山　敬太 (2)
びわスポ大・鳥　取

(591) ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ
100000598 森　貫太 (2)

びわスポ大・大　阪
(598) ﾓﾘ ｶﾝﾀ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 京都大 100000728 角谷　幸紀 (3)

京都大・大　阪
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (728) ｶﾄﾞﾔ ｺｳｷ
490048 100000722 藤浦　敦士 (3)

京都大・兵　庫
(722) ﾌｼﾞｳﾗ ｱﾂｼ

(3:22.33) 100000724 宮園　隼人 (3)
京都大・滋　賀

(724) ﾐﾔｿﾞﾉ ﾊﾔﾄ
100000757 岩本　翔太 (2)

京都大・広　島
(757) ｲﾜﾓﾄ ｼｮｳﾀ

100000721 島村　夏惟 (3)
京都大・茨　城

(721) ｼﾏﾑﾗ ｶｲ
100000741 須山　傑 (2)

京都大・茨　城
(741) ｽﾔﾏ ｽｸﾞﾙ

12 京都教育大 100001870 川口　将希 (4)
京都教育大・京　都

ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1870) ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ
490049 100001875 寺井　雄大 (3)

京都教育大・京　都
(1875) ﾃﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ

(3:14.56) 100001878 三本木　優也 (3)
京都教育大・京　都

(1878) ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳﾔ
100001880 井上　陽登 (2)

京都教育大・京　都
(1880) ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ

100002307 宮本　真久翔 (1)
京都教育大・香  川

(2307) ﾐﾔﾓﾄ ﾏｸﾄ
100002309 井口　大地 (1)

京都教育大・滋　賀
(2309) ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ

13 京都産業大 100001776 田口　竜也 (4)
京都産業大・兵　庫

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1776) ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
492189 100001777 中川　諒 (4)

京都産業大・兵　庫
(1777) ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ

(3:08.03) 100001786 雀部　凌平 (3)
京都産業大・大　阪

(1786) ｻｻﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ
100001789 野田　将太郎 (3)

京都産業大・兵　庫
(1789) ﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

100001806 壹岐　元太 (1)
京都産業大・滋　賀

(1806) ｲｷ ｹﾞﾝﾀ
100001807 田中　颯 (1)

京都産業大・滋　賀
(1807) ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ

14 大阪公立大A 100001280 細谷　雅貴 (4)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲA (1280) ﾎｿﾔ ﾏｻｷ
500000 100001278 濱崎　佳真 (4)

大阪公立大・京　都
(1278) ﾊﾏｻｷ ｹｲﾏ

(3:13.83) 100001308 山城　爽輔 (2)
大阪公立大・大　阪

(1308) ﾔﾏｼﾛ ｿｳｽｹ
100001269 味方　海斗 (M1)

大阪公立大・大　阪
(1269) ｱｼﾞｶﾀ ｶｲﾄ

100001288 末原　壮馬 (3)
大阪公立大・大　阪

(1288) ｽｴﾊﾗ ｿｳﾏ
100001301 成瀬　朝日 (2)

大阪公立大・大　阪
(1301) ﾅﾙｾ ｱｻﾋ

15 大阪公立大B 100001290 田村　耕平 (3)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲB (1290) ﾀﾑﾗ ｺｳﾍｲ
500000 100001283 上村　侑 (3)

大阪公立大・大　阪
(1283) ｳｴﾑﾗ ﾕｳ

(3:24.00) 100001281 安藤　亮介 (3)
大阪公立大・大　阪

(1281) ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ
100001289 高橋　考輝 (3)

大阪公立大・大　阪
(1289) ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

100001296 吉川　知宏 (3)
大阪公立大・奈　良

(1296) ﾖｼｶﾜ ﾁﾋﾛ
100001293 山岡　航大 (3)

大阪公立大・大　阪
(1293) ﾔﾏｵｶ ｺｳﾀﾞｲ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 大阪国際大A 100001138 山本　理貴 (4)

大阪国際大・大　阪
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲA (1138) ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷ
492355 100001143 坂本　龍星 (4)

大阪国際大・大　阪
(1143) ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ

(3:14.19) 100001152 徳永　康生 (4)
大阪国際大・大　阪

(1152) ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｾｲ
100001158 福田　悠翔 (4)

大阪国際大・大　阪
(1158) ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾄ

100001147 田中　匡 (4)
大阪国際大・奈　良

(1147) ﾀﾅｶ ﾏｻｼ
100001151 出水　颯真 (4)

大阪国際大・大　阪
(1151) ﾃﾞﾐｽﾞ ｿｳﾏ

17 大阪国際大B 100001171 加治木　悠真 (3)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲB (1171) ｶｼﾞｷ ﾕｳﾏ
492355 100001174 阪口　颯良 (3)

大阪国際大・奈　良
(1174) ｻｶｸﾞﾁ ｿﾗ

(3:15.30) 100001181 中山　貴晶 (3)
大阪国際大・高　知

(1181) ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ
100001226 高橋　正汰 (1)

大阪国際大・大　阪
(1226) ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ

100001229 飛田　駿星 (1)
大阪国際大・京　都

(1229) ﾄﾋﾞﾀ ﾘｭｳﾄ
100001235 山下　太陽 (1)

大阪国際大・大　阪
(1235) ﾔﾏｼﾀ ﾀｲﾖｳ

18 大阪大 100001410 奥野　賢汰 (3)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (1410) ｵｸﾉ ｹﾝﾀ
490051 100001412 海北　遼介 (3)

大阪大・大　阪
(1412) ｶｲｷﾀ ﾘｮｳｽｹ

(3:15.36) 100001426 杉島　匠 (3)
大阪大・大　阪

(1426) ｽｷﾞｼﾏ ﾀｸﾐ
100001438 西岡田　航大 (2)

大阪大・奈　良
(1438) ﾆｼｵｶﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

100001440 沖田　啓紀 (2)
大阪大・大　阪

(1440) ｵｷﾀ ﾋﾛｷ
100001446 山路　涼太 (2)

大阪大・滋　賀
(1446) ﾔﾏｼﾞ ﾘｮｳﾀ

19 大阪学院大 100001334 稲葉　健心 (1)
大阪学院大・大　阪

ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1334) ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｼﾝ
492204 100001336 藤本　真生 (1)

大阪学院大・兵　庫
(1336) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾅｾ

(3:24.00) 100001324 山下　新史 (3)
大阪学院大・大　阪

(1324) ﾔﾏｼﾀ ｱﾗｼ
100001326 依岡　朋紀 (3)

大阪学院大・高　知
(1326) ﾖﾘｵｶ ﾄﾓｷ

100001335 高木　大地 (1)
大阪学院大・大　阪

(1335) ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ
100001340 土井　陽向 (1)

大阪学院大・大　阪
(1340) ﾄﾞｲ ﾋﾅﾀ

20 大阪教育大 100000795 米田　陽太 (2)
大阪教育大・奈　良

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (795) ﾖﾈﾀﾞ ﾖｳﾀ
490053 100000784 嘉本　容己 (2)

大阪教育大・大　阪
(784) ｶﾓﾄ ﾋﾛｷ

(3:12.79) 100002244 西本　統士 (1)
大阪教育大・奈　良

(2244) ﾆｼﾓﾄ ﾄｳｼﾞ
100000779 藤澤　丈 (3)

大阪教育大・大　阪
(779) ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｮｳ

100000768 堀田　和志 (4)
大阪教育大・兵　庫

(768) ﾎﾘﾀ ｶｽﾞｼ
100000772 内藤　源一郎 (3)

大阪教育大・兵　庫
(772) ﾅｲﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 天理大 100000812 矢野　正也 (4)

天理大・岡　山
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (812) ﾔﾉ ﾏｻﾔ
492249 100000818 三木　稜士 (3)

天理大・大　阪
(818) ﾐｷ ﾘｮｳｼﾞ

(3:16.52) 100000826 中村　蓮音 (3)
天理大・京　都

(826) ﾅｶﾑﾗ ﾚﾝ
100000839 石田　一 (2)

天理大・奈　良
(839) ｲｼﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

100001982 大荒　大翔 (1)
天理大・大　阪

(1982) ｵｵｱﾚ ﾀﾞｲﾄ
100002199 東奥　倖希 (1)

天理大・奈　良
(2199) ﾋｶﾞｼｵｸ ｺｳｷ

22 摂南大 100001535 伊藤　奏 (4)
摂南大・香  川

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (1535) ｲﾄｳ ｶﾅﾃﾞ
492302 100001561 舛谷　大成 (3)

摂南大・京　都
(1561) ﾏｽﾀﾆ ﾀｲｾｲ

(3:14.11) 100001565 中村　勇斗 (2)
摂南大・大　阪

(1565) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
100001569 田村　翔 (2)

摂南大・和歌山
(1569) ﾀﾑﾗ ｼｮｳ

100001533 鈴木　雄大 (4)
摂南大・大　阪

(1533) ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
100001555 吉村　圭一朗 (3)

摂南大・大　阪
(1555) ﾖｼﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ

23 明治国際医療大 100001581 伊部　功記 (4)
明治国際医療大・滋　賀

ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲ (1581) ｲﾍﾞ ｺｳｷ
492329 100001589 五十棲　瑞樹 (3)

明治国際医療大・京　都
(1589) ｲｿｽﾞﾐ ﾐｽﾞｷ

100001595 木田　慧司 (2)
明治国際医療大・京　都

(1595) ｷﾀﾞ ｻﾄｼ
100001597 松木　聖直 (2)

明治国際医療大・鹿児島
(1597) ﾏﾂｷ ﾏｻﾅｵ

100001612 徳永　光涼 (1)
明治国際医療大・熊　本

(1612) ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳﾘｮｳ
100001609 中西　遼 (1)

明治国際医療大・京　都
(1609) ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ

24 桃山学院大 100001100 豕瀬　友徳 (4)
桃山学院大・大　阪

ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1100) ｲﾉｾ ﾄﾓﾉﾘ
492228 100001101 細田　修平 (4)

桃山学院大・大　阪
(1101) ﾎｿﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ

(3:24.32) 100001103 西野　歩 (3)
桃山学院大・大　阪

(1103) ﾆｼﾉ ｱﾕﾑ
100001104 新家　和馬 (3)

桃山学院大・大　阪
(1104) ｼﾝｹ ｶｽﾞﾏ

100001107 國貞　俊広 (2)
桃山学院大・大　阪

(1107) ｸﾆｻﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ
100001102 瀧上　佳樹 (4)

桃山学院大・大　阪
(1102) ﾀｷｶﾞﾐ ﾖｼｷ

25 流通科学大 100001066 遠藤　正勝 (4)
流通科学大・兵　庫

ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲ (1066) ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶﾂ
492356 100001069 枝川　尚輝 (3)

流通科学大・兵　庫
(1069) ｴﾀﾞｶﾞﾜ ﾅｵｷ

(3:22.75) 100001071 川本　源一郎 (2)
流通科学大・兵　庫

(1071) ｶﾜﾓﾄ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ
100001072 春田　展幸 (2)

流通科学大・兵　庫
(1072) ﾊﾙﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ

100001073 平野　渚生 (2)
流通科学大・兵　庫

(1073) ﾋﾗﾉ ｼｮｳ
100002282 関口　智輝 (1)

流通科学大・兵　庫
(2282) ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｷ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 神戸大 100001016 山科　真之介 (3)

神戸大・岡　山
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (1016) ﾔﾏｼﾅ ｼﾝﾉｽｹ
490054 100001933 藤本　亮 (1)

神戸大・兵　庫
(1933) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ

(3:13.15) 100001036 谷垣　幹 (2)
神戸大・兵　庫

(1036) ﾀﾆｶﾞｷ ﾂﾖｼ
100001023 渡邊　拓海 (3)

神戸大・兵　庫
(1023) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

100001024 松下　亘騎 (3)
神戸大・大　阪

(1024) ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ
27 立命館大 100000083 菅沼　玲央 (2)

立命館大・愛  知
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (83) ｽｶﾞﾇﾏ ﾚｵ
492200 100000035 福字　涼太郎 (3)

立命館大・山　口
(35) ﾌｸｼﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ

(3:07.15) 100000030 栗林　隼正 (3)
立命館大・広　島

(30) ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾏｻ
100000034 細野　颯人 (3)

立命館大・岐  阜
(34) ﾎｿﾉ ﾊﾔﾄ

100000045 酒井　佑弥 (3)
立命館大・愛  知

(45) ｻｶｲ ﾕｳﾔ
100002030 山下　諒 (1)

立命館大・兵　庫
(2030) ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ

28 関西福祉大A 100000950 昆陽　海士 (2)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲA (950) ｺﾝﾖｳ ｶｲﾄ
492430 100000952 前川　誠之介 (2)

関西福祉大・兵　庫
(952) ﾏｴｶﾜ ｾｲﾉｽｹ

(3:26.76) 100000954 池本　大介 (1)
関西福祉大・兵　庫

(954) ｲｹﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ
100000955 柴崎　優 (1)

関西福祉大・兵　庫
(955) ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳ

100000958 山本　慈喜 (1)
関西福祉大・滋　賀

(958) ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ
100000945 東濱　龍之介 (3)

関西福祉大・高　知
(945) ﾋｶﾞｼﾊﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ

29 関西福祉大B 100000943 有田　優也 (3)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲB (943) ｱﾘﾀ ﾕｳﾔ
492430 100000944 中川　隼一 (3)

関西福祉大・兵　庫
(944) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ

(3:35.00) 100000946 森　玲 (3)
関西福祉大・兵　庫

(946) ﾓﾘ ﾘｮｳ
100000948 大西　遼太郎 (2)

関西福祉大・兵　庫
(948) ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

100000949 桐月　健斗 (2)
関西福祉大・兵　庫

(949) ｷﾘﾂﾞｷ ﾀｹﾄ
100000959 吉川　新 (1)

関西福祉大・兵　庫
(959) ﾖｼｶﾜ ｱﾗﾀ

30 龍谷大A 100001732 大橋　怜央 (3)
龍谷大・滋　賀

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲA (1732) ｵｵﾊｼ ﾚｵ
492201 100001753 吉田　創詠 (2)

龍谷大・岐  阜
(1753) ﾖｼﾀﾞ ｿｳｴｲ

100001742 伊部　智哉 (2)
龍谷大・滋　賀

(1742) ｲﾍﾞ ﾄﾓﾔ
100002143 西村　倫太朗 (1)

龍谷大・京　都
(2143) ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
31 龍谷大B 100001750 渡邊　隼斗 (2)

龍谷大・兵　庫
ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲB (1750) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ
492201 100001743 八木　翔也 (2)

龍谷大・京　都
(1743) ﾔｷﾞ ｼｮｳﾔ

100002153 世良　侑也 (1)
龍谷大・滋　賀

(2153) ｾﾗ ﾕｳﾔ
100002519 近藤　善行 (1)

龍谷大・京　都
(2519) ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ
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女子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪体育大 200000183 森田　音羽 (2)

大阪体育大・静  岡
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (183) ﾓﾘﾀ ｵﾄﾊ
492213 200000181 岐部　あみか (2)

大阪体育大・大　阪
(181) ｷﾍﾞ ｱﾐｶ

(  47.71) 200000191 横山　結香 (2)
大阪体育大・三  重

(191) ﾖｺﾔﾏ ﾕｲｶ
200000890 波江野　夏帆 (1)

大阪体育大・大　阪
(890) ﾊｴﾉ ﾅﾂﾎ

200000891 矢野　遥楓 (1)
大阪体育大・愛　媛

(891) ﾔﾉ ﾊﾙｶ
200000184 青海　夢生 (2)

大阪体育大・和歌山
(184) ｱｵｲ ﾕｲ

2 同志社大 200000306 中尾　玲 (3)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (306) ﾅｶｵ ﾚｲ
492195 200000312 小丸　碧 (2)

同志社大・大　阪
(312) ｺﾏﾙ ｱｵｲ

(  46.43) 200000311 谷　奈美 (2)
同志社大・兵　庫

(311) ﾀﾆ ﾅﾐ
200000315 河本　瑞華 (1)

同志社大・大　阪
(315) ｶﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｶ

200000315 河本　瑞華 (1)
同志社大・大　阪

(315) ｶﾜﾓﾄ ﾐｽﾞｶ
200000901 柴田　博冬菜 (1)

同志社大・京　都
(901) ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾅ

3 園田学園女子大A 200000048 安達　茉鈴 (2)
園田学園女子大・滋　賀

ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲA (48) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ
492244 200000065 昌　琴音 (2)

園田学園女子大・兵　庫
(65) ﾏｻ ｺﾄﾈ

(  46.50) 200000091 栃尾　陽菜 (1)
園田学園女子大・大　阪

(91) ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ
200000097 藤本　色映 (1)

園田学園女子大・兵　庫
(97) ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾛﾊ

4 園田学園女子大B 200000036 古西　清乃 (3)
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B (36) ｺﾆｼ ｻﾔﾉ
492244 200000058 堂西　愛加 (2)

園田学園女子大・和歌山
(58) ﾄﾞｳﾆｼ ｱｲｶ

(  47.50) 200000060 中村　智恵 (2)
園田学園女子大・京　都

(60) ﾅｶﾑﾗ ﾁｴ
200000084 白金　愛沙海 (1)

園田学園女子大・京　都
(84) ｼﾛｶﾞﾈ ｱｻﾐ

5 大阪成蹊大A 200000521 アシィ　しおりパメラ (2)
大阪成蹊大・北海道

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲA (521) ｱｼｨ ｼｵﾘﾊﾟﾒﾗ
492523 200000522 宮崎　佳乃 (1)

大阪成蹊大・岐  阜
(522) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉ

(  46.51) 200000523 山根　千歩 (1)
大阪成蹊大・広　島

(523) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ
200000526 高橋　茉柚 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(526) ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ

6 大阪成蹊大B 200000524 黒田　結生 (1)
大阪成蹊大・京　都

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲB (524) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ
492523 200000525 石田　悠月 (1)

大阪成蹊大・静  岡
(525) ｲｼﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

(  46.51) 200000527 福田　七海 (1)
大阪成蹊大・大　阪

(527) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾐ
200000529 菅原　真桜 (1)

大阪成蹊大・宮　城
(529) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ
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女子 ４×１００ｍＲ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
7 近畿大 200000513 長瀬　美七海 (3)

近畿大・大　阪
ｷﾝｷﾀﾞｲ (513) ﾅｶﾞｾ ﾐﾅﾐ
492221 200000514 中村　友香 (2)

近畿大・大　阪
(514) ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｶ

(  48.16) 200000515 松本　美紀 (2)
近畿大・兵　庫

(515) ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ
200000516 鈴木　凪 (2)

近畿大・大　阪
(516) ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ

200001061 三木　双葉 (1)
近畿大・兵　庫

(1061) ﾐｷ ﾌﾀﾊﾞ
8 びわこ成蹊スポーツ大 200000283 杉江　美香 (3)

びわスポ大・滋　賀
ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (283) ｽｷﾞｴ ﾐｶ
492522 200000285 宮前　鼓 (3)

びわスポ大・岐  阜
(285) ﾐﾔﾏｴ ﾂﾂﾞﾐ

(  48.65) 200000289 林　真奈美 (2)
びわスポ大・滋　賀

(289) ﾊﾔｼ ﾏﾅﾐ
200000287 島中　初音 (2)

びわスポ大・大　阪
(287) ｼﾏﾅｶ ﾊﾂﾈ

200000899 瀬尾　あやす (1)
びわスポ大・大　阪

(899) ｾｵ ｱﾔｽ
200000883 大西　夢七 (1)

びわスポ大・香  川
(883) ｵｵﾆｼ ﾕﾒﾅ

9 京都大 200000321 三好　紗椰 (3)
京都大・兵　庫

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (321) ﾐﾖｼ ｻﾔ
490048 200000907 中野　直子 (2)

京都大・愛  知
(907) ﾅｶﾉ ﾅｵｺ

(  50.48) 200001024 平岡　雪乃 (2)
京都大・京　都

(1024) ﾋﾗｵｶ ﾕｷﾉ
200001023 齋藤　虹香 (1)

京都大・静  岡
(1023) ｻｲﾄｳ ﾆｼﾞｶ

200000906 平松　藍 (1)
京都大・埼　玉

(906) ﾋﾗﾏﾂ ﾗﾝ
10 京都教育大 200000864 岡本　真悠子 (M1)

京都教育大・京　都
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (864) ｵｶﾓﾄ ﾏﾕｺ
490049 200000875 古屋　敦子 (2)

京都教育大・岡　山
(875) ﾌﾙﾔ ｱﾂｺ

(  49.88) 200000877 吉田　萌夏 (2)
京都教育大・京　都

(877) ﾖｼﾀﾞ ﾓｶ
200000967 小島　世菜 (1)

京都教育大・広　島
(967) ｺｼﾞﾏ ｾﾅ

200000971 上木　杏香音 (1)
京都教育大・島　根

(971) ｳｴｷ ｱｶﾈ
200000969 赤堀　もも (1)

京都教育大・静  岡
(969) ｱｶﾎﾘ ﾓﾓ

11 大阪公立大 200000559 菅野　瑞恵 (4)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲ (559) ｽｶﾞﾉ ﾐﾂﾞｴ
500000 200000560 寺田　美保 (4)

大阪公立大・大　阪
(560) ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾎ

(  48.28) 200000561 槙本　さくら (4)
大阪公立大・大　阪

(561) ﾏｷﾓﾄ ｻｸﾗ
200000562 村上　ひかる (3)

大阪公立大・大　阪
(562) ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ

200000903 藤澤　夏海 (1)
大阪公立大・大　阪

(903) ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
12 大阪国際大A 200000534 梅田　沙樹 (4)

大阪国際大・奈　良
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲA (534) ｳﾒﾀﾞ ｻｷ
492355 200000536 田中　絵理 (4)

大阪国際大・静  岡
(536) ﾀﾅｶ ｴﾘ

(  50.57) 200000540 吉田　彩花 (4)
大阪国際大・奈　良

(540) ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｶ
200000537 辻　綾音 (4)

大阪国際大・大　阪
(537) ﾂｼﾞ ｱﾔﾈ

13 大阪国際大B 200000541 郡山　月花 (3)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲB (541) ｺｵﾘﾔﾏ ﾂｷｶ
492355 200000543 堀川　今日子 (3)

大阪国際大・大　阪
(543) ﾎﾘｶﾜ ｷｮｳｺ

(  49.65) 200000544 前田　朱音 (3)
大阪国際大・大　阪

(544) ﾏｴﾀﾞ ｱｶﾈ
200000545 松金　里奈 (3)

大阪国際大・大　阪
(545) ﾏﾂｶﾈ ﾘﾅ

200000546 吉識　史央里 (3)
大阪国際大・香  川

(546) ﾖｼｷ ｼｵﾘ
200000553 松村　佳代子 (1)

大阪国際大・大　阪
(553) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾖｺ

14 大阪大 200000915 中谷　心愛 (1)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (915) ﾅｶﾀﾆ ｺｺｱ
490051 200000623 加藤　七海 (4)

大阪大・大　阪
(623) ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ

(  48.48) 200000625 大岡　千咲 (3)
大阪大・大　阪

(625) ｵｵｵｶ ﾁｻｷ
200000634 阿部　愛美 (2)

大阪大・奈　良
(634) ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ

200000914 竹中　ゆりあ (2)
大阪大・兵　庫

(914) ﾀｹﾅｶ ﾕﾘｱ
15 大阪教育大 200000335 宮出　彩花 (4)

大阪教育大・大　阪
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (335) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ
490053 200000340 山田　なつ子 (3)

大阪教育大・大　阪
(340) ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｺ

200000343 小村　愛 (2)
大阪教育大・大　阪

(343) ｺﾑﾗ ｱｲ
200000888 前原　ゆい (1)

大阪教育大・大　阪
(888) ﾏｴﾊﾗ ﾕｲ

16 天理大 200000349 松本　沙織 (4)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (349) ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ
492249 200000360 水越　青空 (2)

天理大・奈　良
(360) ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｿﾞﾗ

(  47.63) 200000361 新免　菜央 (1)
天理大・奈　良

(361) ｼﾝﾒﾝ ﾅｵ
200000362 御前　友莉奈 (1)

天理大・奈　良
(362) ﾐｻｷ ﾕﾘﾅ

200000363 星場　麗羽 (1)
天理大・石  川

(363) ﾎｼﾊﾞ ｳﾙﾊ
200000364 寺本　葵 (1)

天理大・兵　庫
(364) ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ
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17 東大阪大 200000252 大西　愛永 (4)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (252) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
492526 200000253 畑田　星来 (4)

東大阪大・大　阪
(253) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ

(  47.94) 200000255 有廣　璃々香 (3)
東大阪大・大　阪

(255) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ
200000258 外山　桃 (3)

東大阪大・大　阪
(258) ﾄﾔﾏ ﾓﾓ

200000259 辻　歩理 (1)
東大阪大・大　阪

(259) ﾂｼﾞ ｱﾕﾘ
200000264 邨田　菜摘 (2)

東大阪大・大　阪
(264) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ

18 武庫川女子大A 200000232 山本　早留香 (3)
武庫川女子大・兵　庫

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲA (232) ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ
492246 200000227 中野　菜乃 (3)

武庫川女子大・兵　庫
(227) ﾅｶﾉ ﾅﾉ

(  47.44) 200000250 横田　桃子 (1)
武庫川女子大・兵　庫

(250) ﾖｺﾀ ﾓﾓｺ
200000243 植村　莉子 (1)

武庫川女子大・大　阪
(243) ｳｴﾑﾗ ﾘｺ

200000224 河原林　桃音 (3)
武庫川女子大・京　都

(224) ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾈ
200000237 石野　智深 (2)

武庫川女子大・兵　庫
(237) ｲｼﾉ ﾄﾓﾐ

19 武庫川女子大B 200000205 安達　杏香 (M1)
武庫川女子大・兵　庫

ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲB (205) ｱﾀﾞﾁ ｷｮｳｶ
492246 200000206 齋藤　遥 (M1)

武庫川女子大・香  川
(206) ｻｲﾄｳ ﾊﾙｶ

200000217 船田　茜理 (4)
武庫川女子大・兵　庫

(217) ﾌﾅﾀﾞ ｱｶﾘ
200000218 森川　澪 (4)

武庫川女子大・兵　庫
(218) ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳ

20 甲南大 200000482 前田　夏美 (4)
甲南大・鳥　取

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (482) ﾏｴﾀ ﾅﾂﾐ
492234 200000485 井戸アビゲイル　風果 (3)

甲南大・岐  阜
(485) ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ

(  44.99) 200000494 青山　華依 (2)
甲南大・大　阪

(494) ｱｵﾔﾏ ﾊﾅｴ
200000496 尾崎　星 (2)

甲南大・鳥　取
(496) ｵｻｷ ｱｶﾘ

200000502 岡根　和奏 (1)
甲南大・京　都

(502) ｵｶﾈ ﾜｶﾅ
200000504 奥野　由萌 (1)

甲南大・滋　賀
(504) ｵｸﾉ ﾕﾒ

21 神戸大 200000472 伊藤　帆乃香 (2)
神戸大・福　岡

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (472) ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
490054 200000473 金武　栞菜 (2)

神戸大・兵　庫
(473) ｶﾈﾀｹ ｶﾝﾅ

(  49.48) 200000924 桑野　葵 (1)
神戸大・兵　庫

(924) ｸﾜﾉ ｱｵｲ
200001017 用貝　光穂 (1)

神戸大・兵　庫
(1017) ﾖｳｶﾞｲ ﾐﾎ

200001052 吉永　梨桜 (1)
神戸大・大　阪

(1052) ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｵ
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22 立命館大 200000117 榎本　樹羅 (3)

立命館大・香  川
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (117) ｴﾉﾓﾄ ｼﾞｭﾗ
492200 200000118 佃　光紗 (3)

立命館大・兵　庫
(118) ﾂｸﾀﾞ ﾐｽｽﾞ

(  46.40) 200000123 宮川　千緒里 (3)
立命館大・滋　賀

(123) ﾐﾔｶﾞﾜ ﾁｵﾘ
200000148 角　良子 (1)

立命館大・鳥　取
(148) ｽﾐ ﾘｮｳｺ

200000149 永石　小雪 (1)
立命館大・佐　賀

(149) ﾅｶﾞｲｼ ｺﾕｷ
200000922 中口　綾乃 (1)

立命館大・兵　庫
(922) ﾅｶｸﾞﾁ ｱﾔﾉ

23 関西大 200000430 立川　加乃 (3)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (430) ﾀﾁｶﾜ ｶﾉ
492218 200000445 延安　美月 (3)

関西大・兵　庫
(445) ﾉﾌﾞﾔｽ ﾐｽﾞｷ

(  47.08) 200000437 井上　晴稀 (2)
関西大・京　都

(437) ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ
200000444 野川　明莉 (1)

関西大・兵　庫
(444) ﾉｶﾞﾜ ｱｶﾘ

200000438 中島　杏奈 (2)
関西大・大　阪

(438) ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾝﾅ
200000443 澤田　佳奈 (1)

関西大・京　都
(443) ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ

24 関西福祉大A 200000454 津村　友愛 (2)
関西福祉大・大　阪

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲA (454) ﾂﾑﾗ ﾕｳｱ
492430 200000453 谷本　きなり (2)

関西福祉大・岡　山
(453) ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ

(  48.60) 200000455 中家　愛希 (2)
関西福祉大・兵　庫

(455) ﾅｶｲｴ ｱｷ
200000457 後藤　みのり (1)

関西福祉大・兵　庫
(457) ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ

25 関西福祉大B 200000451 岸下　美月 (2)
関西福祉大・大　阪

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲB (451) ｷｼｼﾀ ﾐﾂﾞｷ
492430 200000452 鹿野　日陽南 (2)

関西福祉大・岐  阜
(452) ｼｶﾉ ﾋﾖﾅ

(  48.60) 200000450 大河原　愛礼 (2)
関西福祉大・静  岡

(450) ｵｵｶﾜﾗ ｱｲﾗ
200000448 吉村　美咲 (3)

関西福祉大・兵　庫
(448) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ

200000458 出口　綾乃 (1)
関西福祉大・岡　山

(458) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ
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1 大阪体育大 200000183 森田　音羽 (2)

大阪体育大・静  岡
ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (183) ﾓﾘﾀ ｵﾄﾊ
492213 200000175 原　華澄 (3)

大阪体育大・大　阪
(175) ﾊﾗ ｶｽﾐ

(3:55.61) 200000185 津田　明翔 (2)
大阪体育大・大　阪

(185) ﾂﾀﾞ ｱｽｶ
200000172 山下　柚月 (3)

大阪体育大・大　阪
(172) ﾔﾏｼﾀ ﾕﾂﾞｷ

200000187 貴島　萌夏美 (2)
大阪体育大・大　阪

(187) ｷｼﾞﾏ ﾓﾅﾐ
200000202 大森　夢菜 (2)

大阪体育大・兵　庫
(202) ｵｵﾓﾘ ﾕﾅ

2 園田学園女子大A 200000011 齊藤　朋佳 (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A (11) ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ
492244 200000046 本岡　真悠 (3)

園田学園女子大・愛　媛
(46) ﾓﾄｵｶ ﾏﾕｳ

(3:45.00) 200000048 安達　茉鈴 (2)
園田学園女子大・滋　賀

(48) ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ
200000065 昌　琴音 (2)

園田学園女子大・兵　庫
(65) ﾏｻ ｺﾄﾈ

200000091 栃尾　陽菜 (1)
園田学園女子大・大　阪

(91) ﾄﾁｵ ﾋﾅﾀ
3 園田学園女子大B 200000031 井川　紅亜 (3)

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B (31) ｲｶﾞﾜ ｸﾚｱ
492244 200000081 岸本　冬羽 (1)

園田学園女子大・滋　賀
(81) ｷｼﾓﾄ ﾌｳ

(3:54.00) 200000088 武元　美澪 (1)
園田学園女子大・京　都

(88) ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ
200000092 鳥羽　千晴 (1)

園田学園女子大・兵　庫
(92) ﾄﾊﾞ ﾁﾊﾙ

4 大阪成蹊大A 200000521 アシィ　しおりパメラ (2)
大阪成蹊大・北海道

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲA (521) ｱｼｨ ｼｵﾘﾊﾟﾒﾗ
492523 200000522 宮崎　佳乃 (1)

大阪成蹊大・岐  阜
(522) ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾉ

(3:51.25) 200000523 山根　千歩 (1)
大阪成蹊大・広　島

(523) ﾔﾏﾈ ﾁﾎ
200000526 高橋　茉柚 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(526) ﾀｶﾊｼ ﾏﾕ

5 大阪成蹊大B 200000524 黒田　結生 (1)
大阪成蹊大・京　都

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲB (524) ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ
492523 200000525 石田　悠月 (1)

大阪成蹊大・静  岡
(525) ｲｼﾀﾞ ﾕｽﾞｷ

(3:51.25) 200000527 福田　七海 (1)
大阪成蹊大・大　阪

(527) ﾌｸﾀﾞ ﾅﾐ
200000529 菅原　真桜 (1)

大阪成蹊大・宮　城
(529) ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｵ

6 京都大 200000907 中野　直子 (2)
京都大・愛  知

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (907) ﾅｶﾉ ﾅｵｺ
490048 200001024 平岡　雪乃 (2)

京都大・京　都
(1024) ﾋﾗｵｶ ﾕｷﾉ

(4:08.91) 200001023 齋藤　虹香 (1)
京都大・静  岡

(1023) ｻｲﾄｳ ﾆｼﾞｶ
200000906 平松　藍 (1)

京都大・埼　玉
(906) ﾋﾗﾏﾂ ﾗﾝ

200000909 小坂　みゅ海 (M1)
京都大・大　阪

(909) ｺｻｶ ﾐｭｳ
200000905 小倉　唯愛 (1)

京都大・岡　山
(905) ｵｸﾞﾗ ﾕｲﾅ
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7 大阪公立大 200000559 菅野　瑞恵 (4)

大阪公立大・大　阪
ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲ (559) ｽｶﾞﾉ ﾐﾂﾞｴ
500000 200000560 寺田　美保 (4)

大阪公立大・大　阪
(560) ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾎ

(4:10.33) 200000561 槙本　さくら (4)
大阪公立大・大　阪

(561) ﾏｷﾓﾄ ｻｸﾗ
200000562 村上　ひかる (3)

大阪公立大・大　阪
(562) ﾑﾗｶﾐ ﾋｶﾙ

200000903 藤澤　夏海 (1)
大阪公立大・大　阪

(903) ﾌｼﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ
8 大阪国際大 200000534 梅田　沙樹 (4)

大阪国際大・奈　良
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (534) ｳﾒﾀﾞ ｻｷ
492355 200000536 田中　絵理 (4)

大阪国際大・静  岡
(536) ﾀﾅｶ ｴﾘ

(4:03.78) 200000545 松金　里奈 (3)
大阪国際大・大　阪

(545) ﾏﾂｶﾈ ﾘﾅ
200000546 吉識　史央里 (3)

大阪国際大・香  川
(546) ﾖｼｷ ｼｵﾘ

200000553 松村　佳代子 (1)
大阪国際大・大　阪

(553) ﾏﾂﾑﾗ ｶﾖｺ
9 大阪大 200000620 延安　美穂 (M1)

大阪大・兵　庫
ｵｵｻｶﾀﾞｲ (620) ﾉﾌﾞﾔｽ ﾐﾎ
490051 200000623 加藤　七海 (4)

大阪大・大　阪
(623) ｶﾄｳ ﾅﾅﾐ

(3:54.68) 200000634 阿部　愛美 (2)
大阪大・奈　良

(634) ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ
200000915 中谷　心愛 (1)

大阪大・大　阪
(915) ﾅｶﾀﾆ ｺｺｱ

10 大阪教育大A 200000332 辻井　美緒 (4)
大阪教育大・奈　良

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲA (332) ﾂｼﾞｲ ﾐｵ
490053 200000334 松元　菜笑 (4)

大阪教育大・大　阪
(334) ﾏﾂﾓﾄ ﾅｴ

200000335 宮出　彩花 (4)
大阪教育大・大　阪

(335) ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ
200000341 吉田　果恋 (3)

大阪教育大・大　阪
(341) ﾖｼﾀﾞ ｶﾚﾝ

11 大阪教育大B 200000344 原　佳奈穂 (2)
大阪教育大・岡　山

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲB (344) ﾊﾗ ｶﾅﾎ
490053 200000346 安藤　美結 (1)

大阪教育大・兵　庫
(346) ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｳ

200000888 前原　ゆい (1)
大阪教育大・大　阪

(888) ﾏｴﾊﾗ ﾕｲ
200000941 太農　晴菜 (1)

大阪教育大・大　阪
(941) ﾀﾉｳ ﾊﾙﾅ

200000940 田中　花 (1)
大阪教育大・福  井

(940) ﾀﾅｶ ﾊﾅ
12 天理大 200000349 松本　沙織 (4)

天理大・奈　良
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (349) ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ
492249 200000360 水越　青空 (2)

天理大・奈　良
(360) ﾐｽﾞｺｼ ｱｵｿﾞﾗ

(3:59.24) 200000361 新免　菜央 (1)
天理大・奈　良

(361) ｼﾝﾒﾝ ﾅｵ
200000364 寺本　葵 (1)

天理大・兵　庫
(364) ﾃﾗﾓﾄ ｱｵｲ

200000363 星場　麗羽 (1)
天理大・石  川

(363) ﾎｼﾊﾞ ｳﾙﾊ
200000362 御前　友莉奈 (1)

天理大・奈　良
(362) ﾐｻｷ ﾕﾘﾅ
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連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
13 東大阪大 200000252 大西　愛永 (4)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (252) ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ
492526 200000253 畑田　星来 (4)

東大阪大・大　阪
(253) ﾊﾀﾀﾞ ｾﾗ

(3:45.74) 200000255 有廣　璃々香 (3)
東大阪大・大　阪

(255) ｱﾘﾋﾛ ﾘﾘｶ
200000256 窪　美咲 (3)

東大阪大・大　阪
(256) ｸﾎﾞ ﾐｻｷ

200000258 外山　桃 (3)
東大阪大・大　阪

(258) ﾄﾔﾏ ﾓﾓ
200000264 邨田　菜摘 (2)

東大阪大・大　阪
(264) ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ

14 甲南大 200000488 田和　りな (3)
甲南大・大　阪

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (488) ﾀﾜ ﾘﾅ
492234 200000486 続木　千尋 (3)

甲南大・滋　賀
(486) ﾂﾂﾞｷ ﾁﾋﾛ

(3:43.17) 200000493 青野　美咲 (2)
甲南大・愛　媛

(493) ｱｵﾉ ﾐｻｷ
200000495 大崎　由布子 (2)

甲南大・兵　庫
(495) ｵｵｻｷ ﾕｳｺ

200000499 安田　彩乃 (2)
甲南大・大　阪

(499) ﾔｽﾀﾞ ｱﾔﾉ
200000506 樋口　綾音 (1)

甲南大・大　阪
(506) ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾈ

15 関西大 200000430 立川　加乃 (3)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (430) ﾀﾁｶﾜ ｶﾉ
492218 200000445 延安　美月 (3)

関西大・兵　庫
(445) ﾉﾌﾞﾔｽ ﾐｽﾞｷ

(3:48.00) 200000431 粟津　志帆 (3)
関西大・兵　庫

(431) ｱﾜﾂﾞ ｼﾎ
200000414 亀澤　舞 (4)

関西大・大　阪
(414) ｶﾒｻﾜ ﾏｲ

200000439 冨田　紗妃 (2)
関西大・広　島

(439) ﾄﾝﾀﾞ ｻｷ
200000444 野川　明莉 (1)

関西大・兵　庫
(444) ﾉｶﾞﾜ ｱｶﾘ

16 関西福祉大A 200000454 津村　友愛 (2)
関西福祉大・大　阪

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲA (454) ﾂﾑﾗ ﾕｳｱ
492430 200000453 谷本　きなり (2)

関西福祉大・岡　山
(453) ﾀﾆﾓﾄ ｷﾅﾘ

(4:12.00) 200000455 中家　愛希 (2)
関西福祉大・兵　庫

(455) ﾅｶｲｴ ｱｷ
200000457 後藤　みのり (1)

関西福祉大・兵　庫
(457) ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾘ

17 関西福祉大B 200000451 岸下　美月 (2)
関西福祉大・大　阪

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲB (451) ｷｼｼﾀ ﾐﾂﾞｷ
492430 200000452 鹿野　日陽南 (2)

関西福祉大・岐  阜
(452) ｼｶﾉ ﾋﾖﾅ

(4:12.00) 200000450 大河原　愛礼 (2)
関西福祉大・静  岡

(450) ｵｵｶﾜﾗ ｱｲﾗ
200000448 吉村　美咲 (3)

関西福祉大・兵　庫
(448) ﾖｼﾑﾗ ﾐｻｷ

200000458 出口　綾乃 (1)
関西福祉大・岡　山

(458) ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾔﾉ
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