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1 流通科学大 300001292 松本　慎 (3)

流通科学大・兵　庫
ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲ (831) Shin MATSUMOTO (98)
492356 300001293 竹内　輝冬 (3)

流通科学大・兵　庫
(832) Teruto TAKEUCHI (99)

(  43.38) 300001294 廣瀨　健輔 (3)
流通科学大・兵　庫

(833) Kensuke HIROSE (99)
300001295 原　琢磨 (3)

流通科学大・兵　庫
(834) Takuma HARA (98)

300001297 佐伯　拓城 (2)
流通科学大・兵　庫

(836) Hiroki SAEKI (99)
300002393 遠藤　正勝 (1)

流通科学大・兵　庫
(838) Masakatsu ENDO (00)

2 大阪教育大 300001812 江島　大貴 (4)
大阪教育大・兵　庫

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (319) Taiki EJIMA (98)
490053 300001833 寺崎　一輝 (2)

大阪教育大・群　馬
(326) Kazuki TERASAKI (99)

(  40.80) 300002211 木村　竜晟 (1)
大阪教育大・兵　庫

(332) Ryusei KIMURA (00)
300002212 堀田　和志 (1)

大阪教育大・兵　庫
(333) Kazushi HORITA (00)

300001824 川畑　雄哉 (3)
大阪教育大・大　阪

(324) Yuya KAWAHATA (98)
300001816 嶋原　耕平 (4)

大阪教育大・兵　庫
(320) Kohei SHIMABARA (97)

3 摂南大 300001941 丹生谷　舜 (2)
摂南大・京　都

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (772) Shun NYUNOYA (99)
492302 300001937 水戸　義晶 (2)

摂南大・大　阪
(770) Yoshiaki MITO (99)

300001927 竹中　真人 (3)
摂南大・大　阪

(765) Masato TAKENAKA (98)
300001924 飯村　真那斗 (3)

摂南大・和歌山
(764) Manato IIMURA (98)

300001943 塩渕　紫菜延 (2)
摂南大・香　川

(773) Shinano SHIOBUCHI (99)
300001959 川畑　宏紀 (1)

摂南大・大　阪
(779) Hiroki KAWABATA (00)

4 大阪大谷大 300001907 山口　馨吾 (2)
大阪大谷大・大　阪

ｵｵｻｶｵｵﾀﾆﾀﾞｲ (601) Keigo YAMAGUCHI (99)
492216 300001903 清水　一樹 (3)

大阪大谷大・大　阪
(599) Itsuki SHIMIZU (98)

(  45.00) 300002431 原口　泰一 (1)
大阪大谷大・大　阪

(602) Taichi HARAGUCHI (00)
300002432 長藤　由晟 (1)

大阪大谷大・大　阪
(603) Yusei  NAGAHUJI (00)

300001904 新　風哉 (3)
大阪大谷大・大　阪

(600) Fuya SHIN (98)
5 大阪市立大 300001850 松本　倫太朗 (4)

大阪市立大・大　阪
ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (372) Rintaro MATSUMOTO (97)
491018 300001855 小林　大航 (3)

大阪市立大・大　阪
(375) Hiroki KOBAYASHI (98)

(  40.36) 300001861 福田　将大 (3)
大阪市立大・大　阪

(376) Shota FUKUDA (98)
300001871 小田原　陣 (2)

大阪市立大・大　阪
(379) Jin ODAHARA (99)

300001878 宮本　浩翼 (2)
大阪市立大・京　都

(380) Kosuke MIYAMOTO (99)
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6 桃山学院大 300001896 荘埜　太一 (4)

桃山学院大・大　阪
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (669) Taichi SHONO (97)
492228 300002044 富永　匠哉 (4)

桃山学院大・兵　庫
(672) Takuya TOMINAGA (98)

(  42.55) 300002046 伊藤　大翔 (3)
桃山学院大・和歌山

(673) Hiroto ITO (98)
300001898 西川　勝海 (2)

桃山学院大・大　阪
(670) Katsumi NISHIKAWA (99)

300002052 向田　拓人 (2)
桃山学院大・大　阪

(674) Takuto KODA (99)
300002054 池邉　裕太 (2)

桃山学院大・和歌山
(675) Yuta IKEBE (99)

7 大阪経済大 300001558 田村　真嗣 (2)
大阪経済大・島　根

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (524) Shinji TAMURA (99)
492205 300001561 後藤　槙翼 (2)

大阪経済大・兵　庫
(526) Shimba GOTO (99)

(  41.62) 300001559 藤井　南希 (2)
大阪経済大・大　阪

(525) Minaki FUJII (99)
311000000 高味　珠眞 (1)

大阪経済大・兵　庫
(532) Juma TAKAMI (00)

300001565 奥田　智之 (2)
大阪経済大・徳　島

(529) Tomoyuki OKUDA (99)
300001551 牧野　雄太 (3)

大阪経済大・岡　山
(523) Yuta MAKINO (98)

8 明治国際医療大 300001654 齋藤　薫 (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 (784) Kaoru SAITO (98)
492329 300001679 新井　陽豊 (2)

明治国際医療大・兵　庫
(792) Haruto ARAI (99)

(  41.87) 300001697 古閑　裕太 (1)
明治国際医療大・京　都

(796) Yuta KOGA (01)
300001661 勝原　大輔 (3)

明治国際医療大・大　阪
(786) Daisuke KATSUHARA (98)

300001706 前田　亮 (1)
明治国際医療大・京　都

(799) Ryo MAEDA (00)
9 大阪国際大 300001046 石田　那月 (4)

大阪国際大・大　阪
ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (803) Natsuki ISHIDA (97)
492355 300001050 北川　慎一郎 (4)

大阪国際大・大　阪
(806) Shinichiro KITAGAWA (97)

(  40.64) 300001068 井筒　錬 (3)
大阪国際大・大　阪

(814) Ren IZUTSU (98)
300001057 谷本　駿一 (4)

大阪国際大・大　阪
(808) Shunichi TANIMOTO (97)

300001084 井上　雄揮 (2)
大阪国際大・大　阪

(819) Yuki INOUE (99)
300001102 早川　流星 (1)

大阪国際大・大　阪
(826) Ryusei HAYAKAWA (00)

10 大阪学院大 300001258 真鍋　諒大 (4)
大阪学院大・愛　媛

ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (509) Masahiro MANABE (98)
492204 300001259 有馬　裕太郎 (3)

大阪学院大・兵　庫
(510) Yutaro ARIMA (98)

(  42.17) 300001261 上田　大樹 (3)
大阪学院大・兵　庫

(511) Hiroki UEDA (98)
300001262 大西　克典 (3)

大阪学院大・兵　庫
(512) Katsunori ONISHI (98)

300001273 加藤　嵩人 (2)
大阪学院大・京　都

(516) Shuto KATO (99)
300001274 河野　侑吾 (2)

大阪学院大・兵　庫
(517) Yugo KONO (99)
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11 立命館大 300000080 佐々木　啓輔 (2)

立命館大・京　都
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (480) Keisuke SASAKI (99)
492200 300000064 梶川　颯太 (2)

立命館大・福　井
(471) Sota KAJIKAWA (99)

(  39.16) 300000042 本郷　汰樹 (3)
立命館大・愛　知

(467) Tajyu HONGO (99)
300000073 吉田　弘道 (2)

立命館大・兵　庫
(475) Hiromichi YOSHIDA (99)

300000079 福田　皓規 (2)
立命館大・静　岡

(479) Koki FUKUDA (99)
300000027 谷口　祐 (4)

立命館大・大　阪
(459) Yu TANIGUCHI (97)

12 追手門学院大 300002073 大木　秀平 (2)
追手門学院大・大　阪

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (608) Shuhei OKI (98)
492217 300002079 長岡　泰成 (1)

追手門学院大・大　阪
(611) Taisei NAGAOKA (99)

(  41.19) 300002083 立野　大空 (3)
追手門学院大・大　阪

(612) Ozora TATENO (97)
300002071 翁田　宙 (3)

追手門学院大・大　阪
(606) Sora OTA (97)

300002068 本馬　聖也 (3)
追手門学院大・兵　庫

(604) Seiya HOMMA (97)
300002072 板垣　功輔 (2)

追手門学院大・大　阪
(607) Kosuke ITAGAKI (99)

13 天理大 300001754 赤澤　征樹 (3)
天理大・大　阪

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (735) Masaki AKAZAWA (98)
492249 300001762 北村　泰崇 (3)

天理大・大　阪
(740) Hirotaka KITAMURA (59)

(  40.18) 300001768 島村　侑暉 (3)
天理大・奈　良

(745) Yuki SHIMAMURA (98)
300001767 松本　壮流 (3)

天理大・兵　庫
(744) Takeru MATSUMOTO (98)

300001780 木谷　聡太 (2)
天理大・大　阪

(753) Sota KITANI (99)
300001781 森脇　蓮 (2)

天理大・奈　良
(754) Ren MORIWAKI (99)

14 龍谷大 300000608 武部　正樹 (4)
龍谷大・滋　賀

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (489) Masaki TAKEBE (97)
492201 300000654 佐藤　育空 (1)

龍谷大・大　阪
(507) Narutaka SATO (00)

(  40.49) 300000649 中村　恭輔 (1)
龍谷大・滋　賀

(503) Kyosuke NAKAMURA (00)
300000627 平田　剛 (3)

龍谷大・滋　賀
(495) Tsuyoshi HIRATA (98)

300000633 前田　篤志 (2)
龍谷大・大　阪

(497) Atsushi MAEDA (99)
300000647 新居　裕大 (2)

龍谷大・大　阪
(502) Yuta ARAI (99)

15 大阪大 300000967 大西　淳矢 (4)
大阪大・大　阪

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (300) Junya ONISHI (96)
490051 300000988 平松　力 (4)

大阪大・大　阪
(306) Riki HIRAMATSU (98)

(  40.54) 300000990 本多　健一朗 (4)
大阪大・大　阪

(307) Kenichiro HONDA (97)
300000992 松本　雄志郎 (4)

大阪大・長　崎
(308) Yushiro MATSUMOTO (96)

300001004 木下　将一 (3)
大阪大・兵　庫

(310) Shoichi KINOSHITA (98)
300001044 吉田　真拓 (2)

大阪大・大　阪
(315) Mahiro YOSHIDA (99)
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16 近畿大 300000475 西沢　隆汰 (3)

近畿大・三　重
ｷﾝｷﾀﾞｲ (649) Ryuta NISHIZAWA (98)
492221 300000459 川西　裕太 (4)

近畿大・大　阪
(643) Yuta KAWANISHI (97)

(  39.05) 300000486 上山　紘輝 (2)
近畿大・三　重

(656) Koki UEYAMA (99)
300000471 笠谷　洸貴 (3)

近畿大・大　阪
(645) Koki KASATANI (98)

300000473 白井　雅弥 (3)
近畿大・香　川

(647) Masaya SHIRAI (98)
17 和歌山大 300001225 松岡　翼斗 (3)

和歌山大・和歌山
ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (349) Tsubasa MATSUOKA (98)
490058 300001230 中岡　孝輔 (2)

和歌山大・和歌山
(350) Kosuke NAKAOKA (99)

(  41.11) 300001231 西角　祐亮 (2)
和歌山大・和歌山

(351) Yusuke NISHIKAKU (99)
300001232 橋本　佳吾 (2)

和歌山大・和歌山
(352) Keigo HASHIMOTO (99)

300002088 谷口　瑛祐 (1)
和歌山大・和歌山

(354) Eisuke TANIGUCHI (99)
300002412 片山　尚則 (1)

和歌山大・和歌山
(356) Hisanori KATAYAMA (00)

18 びわこ学院大 300001612 小林　和輝 (3)
びわこ学院大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (883) Kazuki KOBAYASHI (98)
492604 300001627 堀口　龍生 (1)

びわこ学院大・滋　賀
(889) Ryusei HORIGUCHI (00)

300001621 川上　裕也 (1)
びわこ学院大・滋　賀

(888) Yuya KAWAKAMI (01)
300001614 田代　大和 (3)

びわこ学院大・滋　賀
(884) Yamato TASHIRO (98)

300001610 吉田　大介 (4)
びわこ学院大・滋　賀

(881) Daisuke YOSHIDA (97)
300001617 大川　雄大 (2)

びわこ学院大・滋　賀
(886) Takehiro OKAWA (00)

19 関西学院大 300000116 伊里　洋海 (4)
関西学院大・愛　知

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (681) Hiromi IRI (97)
492232 300000153 小倉　朱右 (3)

関西学院大・兵　庫
(690) Shu OGURA (98)

(  39.14) 300000181 烏山　恵輔 (2)
関西学院大・福　岡

(700) Keisuke KARASUYAMA (99)
300000183 丘田　龍弥 (2)

関西学院大・兵　庫
(701) Ryuya OKADA (99)

300000213 桒原　拓也 (2)
関西学院大・兵　庫

(712) Takuya KUWAHARA (98)
300000224 小谷　捷人 (1)

関西学院大・大　阪
(716) Hayato KOTANI (01)

20 大阪産業大 300002215 石丸　忠幸 (1)
大阪産業大・大　阪

ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (546) Tadayuki ISHIMARU (00)
492209 300002216 吉田　大希 (1)

大阪産業大・大　阪
(547) Hiroki YOSHIDA (00)

(  41.68) 300002217 北脇　拓磨 (1)
大阪産業大・奈　良

(548) Takuma KITAWAKI (00)
300002219 若本　樹 (1)

大阪産業大・兵　庫
(549) Tatsuki WAKAMOTO (00)

300002221 篠原　直希 (1)
大阪産業大・兵　庫

(550) Naoki SHINOHARA (00)
300002397 山村　尚輝 (1)

大阪産業大・大　阪
(551) Naoki YAMAMURA (00)
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21 京都大 300000769 澤　薫 (M2)

京都大・滋　賀
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (255) Kaoru SAWA (95)
490048 300000772 珍坂　涼太 (M2)

京都大・大　阪
(257) Ryota CHINZAKA (95)

(  40.94) 300000806 加藤　寿昂 (3)
京都大・石　川

(268) Toshiaki KATO (98)
300000846 田中　大智 (2)

京都大・大　阪
(276) Taichi TANAKA (99)

300000835 藤田　雄大 (2)
京都大・香　川

(275) Yudai FUJITA (99)
300000834 森本　健太 (2)

京都大・奈　良
(274) Kenta MORIMOTO (00)

22 滋賀大 300001500 東　将大 (4)
滋賀大・愛　知

ｼｶﾞﾀﾞｲ (248) Masahiro AZUMA (97)
490047 300001496 南　柊吾 (M2)

滋賀大・京　都
(246) Shugo MINAMI (95)

(  43.23) 300001510 上野　翔 (2)
滋賀大・兵　庫

(252) Tsubasa UENO (99)
300001506 青木　謙尚 (4)

滋賀大・愛　知
(250) Kensho AOKI (96)

300001509 大田　颯人 (3)
滋賀大・兵　庫

(251) Hayato OTA (98)
300002186 加藤　敦詞 (1)

滋賀大・愛　知
(253) Atsushi KATO (01)

23 びわスポ大 300000666 黒田　貴稔 (M2)
びわスポ大・静　岡

ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ (841) Takatoshi KURODA (95)
492522 300000679 吉岡　寛暁 (4)

びわスポ大・滋　賀
(848) Hiroaki YOSHIOKA (97)

(  39.99) 300000686 荒木　貴弘 (3)
びわスポ大・滋　賀

(849) Takahiro ARAKI (98)
300000718 芦田　英太 (2)

びわスポ大・滋　賀
(863) Eita ASHIDA (00)

300000726 岡田　真弘 (2)
びわスポ大・滋　賀

(865) Mahiro OKADA (99)
300000740 髙知　真吾 (2)

びわスポ大・滋　賀
(868) Shingo KOCHI (99)

24 大阪成蹊大 300001722 田中　侑翔 (3)
大阪成蹊大・大　阪

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (872) Yuhi TANAKA (98)
492523 300001724 宮本　拓実 (3)

大阪成蹊大・大　阪
(874) Takumi MIYAMOTO (98)

(  42.00) 300001727 末吉　拓海 (2)
大阪成蹊大・兵　庫

(875) Takumi SUEYOSHI (00)
300001732 黒田　真啓 (1)

大阪成蹊大・兵　庫
(876) Masahiro KURODA (00)

300002307 秋鹿　尚斗 (1)
大阪成蹊大・兵　庫

(877) Naoto AIKA (00)
300002310 川崎　圭悟 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(878) Keigo KAWASAKI (00)

25 同志社大 300000564 高橋　頼 (3)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (427) Rai TAKAHASHI (98)
492195 300000553 青木　滋音 (3)

同志社大・愛　知
(424) Jion AOKI (97)

(  40.56) 300000572 山﨑　智貴 (3)
同志社大・大　阪

(432) Tomoki YAMAZAKI (98)
300000574 須藤　光祐 (2)

同志社大・新　潟
(434) Kosuke SUTO (99)

300000587 四戸　慈朗 (2)
同志社大・滋　賀

(440) Jiro SHINOHE (99)
300000596 伊藤　大和 (1)

同志社大・滋　賀
(443) Yamato ITO (00)
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26 大阪工業大 300001138 竹谷　凌雅 (3)

大阪工業大・大　阪
ｵｵｻｶｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (534) Ryoga TAKEYA  (98)
492208 300001136 旭　秀太 (4)

大阪工業大・大　阪
(533) Shuta ASAHI (97)

300002202 杉町　匠海 (1)
大阪工業大・兵　庫

(539) Takumi SUGIMACHI (00)
300002204 東山　雄飛 (1)

大阪工業大・岡　山
(541) Takato HIGASHIYAMA (00)

300001146 岡田　和磨 (2)
大阪工業大・大　阪

(536) Kazuma OKADA (99)
27 京都教育大 300001425 大谷地　虎希 (4)

京都教育大・新　潟
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (279) Takeki OYACHI (97)
490040 300001430 中井　裕彰 (4)

京都教育大・京　都
(282) Hiroaki NAKAI (97)

(  40.94) 300001434 田原　和真 (3)
京都教育大・徳　島

(285) Kazuma TAHARA (98)
300001438 古川　悠太 (2)

京都教育大・京　都
(286) Yuta FURUKAWA (99)

300001445 野上　翼 (1)
京都教育大・香　川

(290) Tsubasa NOGAMI (00)
300001431 向山　尊次 (M1)

京都教育大・京　都
(283) Takatsugu MUKAIYAMA (94)

28 大阪体育大 300000305 秋鹿　翔 (3)
大阪体育大・兵　庫

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (569) Sho AIKA (99)
492213 300000318 横山　聡 (3)

大阪体育大・大　阪
(576) Satoshi YOKOYAMA (98)

(  40.05) 300000311 笹山　佳暉 (3)
大阪体育大・兵　庫

(573) Yoshiki SASAYAMA (98)
300000330 古川　樹 (2)

大阪体育大・大　阪
(578) Tatsuki FURUKAWA (99)

300002271 岩崎　嵩大 (1)
大阪体育大・大　阪

(592) Takao IWASAKI (00)
300002279 中野　翔大 (1)

大阪体育大・和歌山
(595) Shota NAKANO (00)

29 京都産業大 300000369 杉浦　和博 (4)
京都産業大・京　都

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (390) Kazuhiro SUGIURA (97)
492189 300000370 宮城　銀治 (4)

京都産業大・京　都
(391) Ginji MIYAGI (97)

(  40.00) 100000404 江藤　慎改 (3)
至学館大・愛　知

(158) Shinkai ETO (98)
300000391 植本　尚輝 (3)

京都産業大・大　阪
(398) Naoki UEMOTO (98)

300000408 芦田　幸翼 (2)
京都産業大・兵　庫

(403) Kosuke ASHIDA (99)
300000410 宮内　魁大 (2)

京都産業大・兵　庫
(404) Kaito MIYAUCHI (99)

30 徳山大 500001005 砂崎　達哉 (4)
徳山大・広　島

ﾄｸﾔﾏﾀﾞｲ (1013) Tatsuya SUNAZAKI (97)
492266 500001028 六郎面　有佑 (3)

徳山大・愛　媛
(1021) Yusuke ROKUROMEN (98)

(  41.20) 500001013 穐山　勇介 (3)
徳山大・山　口

(1016) Yusuke AKIYAMA (98)
500001030 二宮　匠海 (2)

徳山大・山　口
(1023) Takumi NINOMIYA (99)

500001068 金本　将太郎 (1)
徳山大・山　口

(1025) Shotaro KANEMOTO (00)
500001069 榊　翔太 (1)

徳山大・福　岡
(1026) Shota SAKAKI (00)
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31 愛媛大 500000636 岡田　陸 (3)

愛媛大・愛　媛
ｴﾋﾒﾀﾞｲ (931) Riku OKADA (98)
490066 500000653 渡部　寛人 (4)

愛媛大・愛　媛
(936) Hiroto WATANABE (96)

(  41.24) 500000657 板井　昌太 (M2)
愛媛大・大　分

(938) Shota ITAI (96)
500000651 西川　晴海 (4)

愛媛大・愛　媛
(935) Harumi NISHIKAWA (97)

500000654 川原　航平 (M1)
愛媛大・愛　媛

(937) Kohei KAWAHARA (96)
500000623 大西　拓也 (2)

愛媛大・愛　媛
(929) Takuya ONISHI (00)

32 環太平洋大 500000829 池澤　翔輝 (4)
環太平洋大・兵　庫

ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲ (1066) Shoki IKEZAWA (97)
492582 500000874 藤原　大輝 (2)

環太平洋大・鳥　取
(1079) Daiki FUJIWARA (99)

(  40.90) 500000863 尾脇　健太 (2)
環太平洋大・長　崎

(1074) Kenta OWAKI (00)
500000852 久住　琢己 (3)

環太平洋大・兵　庫
(1068) Takumi HISAZUMI (98)

500000864 川島　俊平 (2)
環太平洋大・福　岡

(1075) Shumpei KAWASHIMA (99)
500000865 北之防　健太 (2)

環太平洋大・大　阪
(1076) Kenta KITANOBO (99)

33 四国学院大 500000156 南部　泰明 (1)
四国学院大・高　知

ｼｺｸｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1035) Yasuaki NAMBU (01)
492271 500000158 中島　澪哉 (1)

四国学院大・高　知
(1036) Reiya NAKAJIMA (00)

(  42.16) 500000159 中城　望来 (1)
四国学院大・高　知

(1037) Mirai NAKAJO (00)
500000163 矢野　彪雅 (1)

四国学院大・香　川
(1040) Hyuga YANO (00)

500000161 新居　大茅 (1)
四国学院大・香　川

(1039) Taichi NII (00)
500000160 森澤　直人 (1)

四国学院大・香　川
(1038) Naoto MORISAWA (01)

34 四国大 500000039 三江　陸斗 (3)
四国大・徳　島

ｼｺｸﾀﾞｲ (1029) Rikuto MIE (99)
492269 500000044 川西　寿弥 (1)

四国大・香　川
(1030) Hisaya KAWANISHI (00)

(  43.96) 500000049 宮本　一平 (1)
四国大・徳　島

(1032) Ippei MIYAMOTO (00)
500000050 森川　駿 (1)

四国大・香　川
(1033) Shun MORIKAWA (00)

500001075 山本　隼平 (1)
四国大・徳　島

(1034) Jumpei YAMAMOTO (00)
35 岡山大 500000232 遠山　弘貴 (2)

岡山大・兵　庫
ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ (904) Hiroki TOYAMA (99)
490061 500000202 羽村　健渉 (4)

岡山大・岡　山
(899) Kensho HAMURA (98)

(  40.93) 500000219 竹内　友希 (3)
岡山大・岡　山

(902) Tomoki TAKEUCHI (98)
500000210 大塚　泰紀 (3)

岡山大・愛　媛
(900) Taiki OTSUKA (98)

500000231 白川　辰 (2)
岡山大・兵　庫

(903) Jin SHIRAKAWA (00)
500000212 尾﨑　巧 (3)

岡山大・岡　山
(901) Takumi OSAKI (97)
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36 島根大 500000511 亀田　広夢 (4)

島根大・島　根
ｼﾏﾈﾀﾞｲ (943) Hiromu KMEDA (96)
490104 500000502 桐原　勇斗 (2)

島根大・島　根
(941) Yuto KIRIHARA (99)

(  41.23) 500000517 町田　郁惟 (2)
島根大・島　根

(944) Ikutada MACHIDA (98)
500000911 門脇　陸 (1)

島根大・島　根
(946) Riku KADOWAKI (00)

500000913 寺迫　貴希 (1)
島根大・島　根

(948) Takaki TERASAKO (00)
500000912 多田　広紀 (1)

島根大・島　根
(947) Hironori TADA (00)

37 愛知大 100000116 廣田　幹大 (3)
愛知大・愛　知

ｱｲﾁﾀﾞｲ (83) Kandai HIROTA (98)
492165 100000120 杉浦　史樹 (2)

愛知大・愛　知
(84) Fumiki SUGIURA (99)

(  43.03) 100000126 田中　潤 (2)
愛知大・愛　知

(89) Jun TANAKA (99)
100000129 佐藤　大悟 (3)

愛知大・愛　知
(91) Daigo SATO (98)

100000121 中河　正登 (3)
愛知大・愛　知

(85) Masato NAKAGAWA (98)
100000123 小池　正峻 (2)

愛知大・愛　知
(87) Masatoshi KOIKE (99)

38 岡山理科大 500000141 今井　大介 (4)
岡山理科大・岡　山

ｵｶﾔﾏﾘｶﾀﾞｲ (972) Daisuke IMAI (97)
492253 500000142 稲垣　天斗 (4)

岡山理科大・岡　山
(973) Takato INAGAKI (98)

(  42.87) 500000145 戸田　健太 (3)
岡山理科大・岡　山

(974) Kenta TODA (98)
500000152 廣瀬　正弥 (2)

岡山理科大・岡　山
(976) Masaya HIROSE (00)

500001132 仲里　克樹 (1)
岡山理科大・岡　山

(977) Katsuki NAKAZATO  (00)
39 愛知学院大 100000052 深谷　隼斗 (4)

愛知学院大・愛　知
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (95) Hayato FUKAYA (97)
492167 100001153 河合　完治 (4)

愛知学院大・愛　知
(100) Kanji KAWAI (97)

(  41.50) 100000062 小島　安磁 (3)
愛知学院大・愛　知

(96) Anji KOJIMA (98)
100000065 谷川　友希 (3)

愛知学院大・愛　知
(97) Tomoki TANIKAWA (98)

100000072 鈴木　飛鳥 (2)
愛知学院大・愛　知

(98) Asuka SUZUKI (99)
100000075 青木　健史郎 (2)

愛知学院大・愛　知
(99) Kenshiro AOKI (99)

40 愛知教育大 100000005 中山　聖 (M2)
愛知教育大・愛　知

ｱｲﾁｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (30) Hijiri NAKAYAMA (95)
490044 100000007 木村　颯 (M1)

愛知教育大・愛　知
(32) Hayate KIMURA (96)

(  40.21) 100000010 天野　知哉 (4)
愛知教育大・愛　知

(34) Tomoya AMANO (97)
100000014 近藤　佑樹 (4)

愛知教育大・愛　知
(35) Yuki KONDO (97)

100000995 中山　凌 (1)
愛知教育大・愛　知

(42) Ryo NAKAYAMA (00)
100000996 宮田　優多 (1)

愛知教育大・愛　知
(43) Yuta MIYATA (00)
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41 岐阜大 100000282 古橋　侑季 (4)

岐阜大・岐　阜
ｷﾞﾌﾀﾞｲ (2) Yuki FURUHASHI (97)
490041 100000283 赤羽　勇哉 (4)

岐阜大・岐　阜
(3) Yuya AKAHANE (97)

(  41.38) 100000294 深松　佳範 (3)
岐阜大・岐　阜

(7) Yoshinori FUKAMATSU (98)
100000314 笠原　大暉 (3)

岐阜大・岐　阜
(10) Daiki KASAHARA (97)

100000304 黒川　将吾 (2)
岐阜大・岐　阜

(9) Shogo KUROKAWA (98)
100000900 棚橋　大輔 (2)

岐阜大・岐　阜
(11) Daisuke TANAHASHI (99)

42 岐阜協立大 100000165 藤本　峻介 (4)
岐阜協立大・三　重

ｷﾞﾌｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ (65) Shunsuke FUJIMOTO (97)
492161 100000149 江村　翼 (4)

岐阜協立大・新　潟
(59) Tsubasa EMURA (97)

(  40.23) 100000170 南方　斗喜 (4)
岐阜協立大・和歌山

(66) Toki MINAKATA (97)
100000147 岩永　知樹 (4)

岐阜協立大・岐　阜
(58) Tomoki IWANAGA (97)

100000160 種村　隼介 (4)
岐阜協立大・大　阪

(63) Syunsuke TANEMURA (97)
43 皇學館大 100000912 磯田　拓海 (2)

皇學館大・三　重
ｺｳｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲ (200) Takumi ISODA (99)
492185 100000354 酒井　颯大 (2)

皇學館大・三　重
(193) Hayata SAKAI (00)

(  41.69) 100001027 清田　尚弥 (1)
皇學館大・三　重

(204) Naoya KIYOTA (00)
100001029 小見山　泰周 (1)

皇學館大・三　重
(206) Taishu KOMIYAMA (00)

100001026 奥野　芳希 (1)
皇學館大・三　重

(203) Yoshiki OKUNO (01)
101000000 原　啓祐 (M2)

皇學館大・三　重
(209) Keisuke HARA (95)

44 中京大 100000511 市橋　直也 (3)
中京大・愛　知

ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ (118) Naoya ICHIHASHI (98)
492173 100000547 稲葉　光志 (2)

中京大・京　都
(133) Koshi INABA (99)

(  39.36) 100000550 木下　博貴 (2)
中京大・愛　知

(134) Hiroki KINOSHITA (99)
100000554 佐藤　智博 (2)

中京大・愛　知
(135) Chihiro SATO (99)

100000556 杉本　大騎 (2)
中京大・愛　知

(136) Daiki SUGIMOTO (99)
100000559 遠山　亮太 (2)

中京大・静　岡
(138) Ryota TOYAMA (99)

45 中部大 100001118 佐藤　良樹 (4)
中部大・岐　阜

ﾁｭｳﾌﾞﾀﾞｲ (166) Yoshiki SATO (97)
492175 100000607 玉木　愛稀洋 (3)

中部大・愛　知
(162) Akihiro TAMAKI (98)

(  42.01) 100000614 藏辻　賢 (2)
中部大・三　重

(165) Ken KURATSUJI (99)
100000610 石塚　大輝 (2)

中部大・愛　知
(164) Daiki ISHIZUKA (99)

100001182 梅谷　将成 (1)
中部大・愛　知

(167) Masanari UMETANI (99)
101100000 武野　有良 (1)

中部大・愛　知
(168) Yura TAKENO (99)
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46 中部学院大 100000603 冨士本　有希 (2)

中部学院大・岐　阜
ﾁｭｳﾌﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (238) Yuki FUJIMOTO (99)
492428 100000604 西村　遥生 (1)

中部学院大・岐　阜
(239) Haruki NISHIMURA (00)

101200000 校條　祐介 (1)
中部学院大・岐　阜

(240) Yusuke MENJO (00)
100001117 加藤　和磨 (2)

中部学院大・岐　阜
(241) Kazuma KATO (99)

47 東海学園大 100000629 水谷　俊貴 (4)
東海学園大・愛　知

ﾄｳｶｲｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ (228) Yoshitaka MIZUTANI (97)
492412 100000641 山田　佑輔 (3)

東海学園大・愛　知
(232) Yusuke YAMADA (98)

(  41.32) 100000642 和仁　滉我 (3)
東海学園大・岐　阜

(233) Koga WANI (99)
100000643 石原　翔 (2)

東海学園大・愛　知
(234) Sho ISHIHARA (99)

100000639 前畑　有輝 (3)
東海学園大・愛　知

(231) Yuki MAEHATA (98)
100000651 藤井　晃大 (2)

東海学園大・岐　阜
(236) Kota FUJI (99)

48 名古屋工業大 100000751 田中　理人 (3)
名古屋工業大・愛　知

ﾅｺﾞﾔｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (46) Rihito TANAKA (98)
490045 100000755 平井　悠喜 (3)

名古屋工業大・愛　知
(47) Haruki HIRAI (98)

(  42.43) 100000758 竹田　星哉 (2)
名古屋工業大・愛　知

(48) Seiya TAKEDA (99)
100001216 板倉　彰汰 (１)

名古屋工業大・愛　知
(51) Shota ITAKURA (00)

49 名城大 100000839 早川　和輝 (4)
名城大・愛　知

ﾒｲｼﾞｮｳﾀﾞｲ (181) Kazuki HAYAKAWA (97)
492184 100000844 曽我　司 (3)

名城大・愛　知
(182) Tsukasa SOGA (97)

(  41.11) 100000845 三摩　恭平 (3)
名城大・愛　知

(183) Kyohei SAMMA (98)
100001137 小西　伴弥 (1)

名城大・三　重
(186) Tomoya KONISHI (00)

100000852 三木　大輔 (2)
名城大・愛　知

(184) Daisuke MITSUKI (99)
100000854 一柳　凜 (1)

名城大・愛　知
(185) Rin ICHIRYU (00)

50 名桜大 700001008 岡崎　隼弥 (2)
名桜大・沖　縄

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ (1172) Shunya OKAZAKI (99)
491099 700001024 東畠　幸 (3)

名桜大・沖　縄
(1177) Ko HIGASHIBATA (98)

(  40.98) 700001022 下地　伸征 (4)
名桜大・沖　縄

(1176) Shinsei SHIMOJI (97)
710000004 知名　海翔 (1)

名桜大・沖　縄
(1178) Kaito CHINA (00)

700001011 平山　玲 (3)
名桜大・沖　縄

(1173) Rei HIRAYAMA (98)
700001020 萬壽　洸樹 (3)

名桜大・沖　縄
(1175) Koki MANJU (98)
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51 福岡大 700000508 中隠居　一輝 (3)

福岡大・島　根
ﾌｸｵｶﾀﾞｲ (1260) Kazuki NAKAINKYO (98)
492283 700000490 徳永　誠実 (4)

福岡大・福　岡
(1253) Masami TOKUNAGA (97)

(  40.43) 700000439 飽田　洋介 (1)
福岡大・熊　本

(1242) Yosuke AKITA (00)
700000445 平良　光勇真 (1)

福岡大・沖　縄
(1245) Hyuma TAIRA (00)

700000440 大石　雄也 (1)
福岡大・福　岡

(1243) Yuya OISHI (00)
700000509 辻　雄太 (3)

福岡大・福　岡
(1261) Yuta TSUJI (98)

52 福岡教育大 700000590 前田　流弥 (3)
福岡教育大・福　岡

ﾌｸｵｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1104) Ryuya MAEDA (99)
490068 700000591 原田　駆 (3)

福岡教育大・福　岡
(1105) Kakeru HARADA (99)

(  41.46) 700000594 杉尾　海飛 (2)
福岡教育大・宮　崎

(1107) Kaito SUGIO (98)
700000593 小松　将伸 (2)

福岡教育大・広　島
(1106) Masanobu KOMATSU (99)

700000582 鮎川　真樹 (4)
福岡教育大・山　口

(1101) Masaki AYUKAWA (98)
700000586 松川　直樹 (3)

福岡教育大・熊　本
(1102) Naoki MATSUKAWA (98)

53 長崎国際大 700000466 北川　雄翔 (4)
長崎国際大・長　崎

ﾅｶﾞｻｷｺｸｻｲﾀﾞｲ (1314) Yuto KITAGAWA (97)
492479 700000467 小山　知佑 (2)

長崎国際大・長　崎
(1315) Tomosuke OYAMA (99)

(  41.07) 700000479 松尾　詩勇斗 (1)
長崎国際大・長　崎

(1319) Shuto MATSUO (00)
700000480 荒木　塁 (1)

長崎国際大・長　崎
(1320) Rui ARAKI (01)

700000469 崎山　隆史 (3)
長崎国際大・長　崎

(1316) Takashi SAKIYAMA (98)
700000475 中山　光輝 (2)

長崎国際大・長　崎
(1317) Koki NAKAYAMA (99)

54 大分大 700000407 渡辺　聖崇 (M2)
大分大・大　分

ｵｵｲﾀﾀﾞｲ (1162) Kiyotaka WATANABE (95)
490108 700000408 井上　滉太 (4)

大分大・大　分
(1163) Kota INOUE (96)

(  41.22) 700000411 唐嶋　大騎 (3)
大分大・大　分

(1164) Hiroki KARASHIMA (99)
700000413 楡田　章人 (3)

大分大・大　分
(1165) Akihito NIREDA (98)

55 西日本工業大 700001054 中澤　大誓 (1)
西日本工業大・高　知

ﾆｼﾆﾎﾝｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1237) Taisei NAKAZAWA (00)
492282 700001055 松岡　健太郎 (1)

西日本工業大・宮　崎
(1238) Kentaro MATSUOKA (01)

700001056 鋲賀　一駿 (1)
西日本工業大・福　岡

(1239) Kazutoshi BYOGA (00)
700001059 原武　宏敬 (2)

西日本工業大・福　岡
(1241) Hirotaka HARATAKE (99)
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56 鹿屋体育大 700000936 八尋　風太 (M2)

鹿屋体育大・福　岡
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀﾞｲ (1149) Futa YAHIRO (94)
490096 700000352 草野　陸 (4)

鹿屋体育大・佐　賀
(1129) Riku KUSANO (97)

(  41.25) 700000370 小林　拓矢 (3)
鹿屋体育大・和歌山

(1135) Takuya KOBAYASHI (98)
700000382 幸　信光 (3)

鹿屋体育大・鹿児島
(1142) Nobumitsu YUKI (98)

700000383 幸村　康平 (3)
鹿屋体育大・熊　本

(1143) Kohei YUKIMURA (98)
700000946 二田　義大 (1)

鹿屋体育大・長　崎
(1154) Yoshihiro NITA (00)

57 佐賀大 700000182 宮田　竜輔 (4)
佐賀大・佐　賀

ｻｶﾞﾀﾞｲ (1156) Ryosuke MIYATA (97)
490107 700000184 片岡　佑太 (3)

佐賀大・佐　賀
(1157) Yuta KATAOKA (97)

(  41.59) 700000185 坂本　貫太朗 (3)
佐賀大・佐　賀

(1158) Kantaro SAKAMOTO (98)
700000187 松尾　太雅 (3)

佐賀大・佐　賀
(1159) Taiga MATSUO (98)

700000203 赤瀬　慶祐 (2)
佐賀大・佐　賀

(1161) Keisuke AKASE (99)
700000200 中尾　涼介 (2)

佐賀大・佐　賀
(1160) Ryosuke NAKAO (99)

58 熊本大 700000171 田中　滉大 (3)
熊本大・熊　本

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ (1115) Akihiro TANAKA (98)
490074 700000173 三浦　成留 (3)

熊本大・熊　本
(1116) Naru MIURA (98)

700000175 渡部　一輝 (3)
熊本大・熊　本

(1117) Kazuki WATANABE (98)
700000917 岐部　大也 (3)

熊本大・熊　本
(1119) Daiya KIBE (98)

700000915 浦浜　優友 (3)
熊本大・熊　本

(1118) Yusuke URAHAMA (98)
59 九州共立大 700000630 黒木　崚平 (4)

九州共立大・宮　崎
ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ (1180) Ryohei KUROGI (97)
492273 700000679 中村　玲雄 (3)

九州共立大・佐　賀
(1197) Reo NAKAMURA (98)

(  40.02) 700000673 須田　健斗 (3)
九州共立大・宮　崎

(1195) Kento SUDA (98)
700000724 樋口　翔大 (2)

九州共立大・福　岡
(1208) Shota HIGUCHI (99)

700000693 新崎　仁也 (2)
九州共立大・沖　縄

(1202) Masaya ARASAKI (99)
700000876 松原　八宏 (1)

九州共立大・佐　賀
(1217) Yahiro MATSUBARA (00)

60 沖縄大 700000819 照屋　成星 (3)
沖縄大・沖　縄

ｵｷﾅﾜﾀﾞｲ (1300) Naruse TERUYA (98)
492297 700000816 兼田　将吾 (4)

沖縄大・沖　縄
(1299) Shogo KANEDA (97)

(  44.59) 700000821 志堅原　有喜 (2)
沖縄大・沖　縄

(1301) Yuki SHIKENBARU (99)
700000828 仲村渠　雄太 (1)

沖縄大・沖　縄
(1304) Yuta NAKANDAKARI (00)

700000829 伊藤　夢希斗 (1)
沖縄大・沖　縄

(1305) Yukito ITO (00)
700000831 仲田　一星 (1)

沖縄大・沖　縄
(1306) Issei NAKADA (01)
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61 久留米大 700000006 宮田　航希 (4)

久留米大・長　崎
ｸﾙﾒﾀﾞｲ (1222) Koki MIYATA (97)
492276 700000008 表谷　海斗 (3)

久留米大・福　岡
(1223) Kaito OMOTEYA (98)

(  41.61) 700000010 永石　朗之 (3)
久留米大・福　岡

(1224) Akiyuki NAGAISHI (99)
700000011 登立　智大 (3)

久留米大・福　岡
(1225) Tomohiro NOBORITATE (98)

700000015 河野　智優 (2)
久留米大・熊　本

(1226) Tomomasa KONO (99)
710000003 新村 歩夢 (1)

久留米大・鹿児島
(1227) Ayumu SHINMURA (01)

62 西南学院大 700000236 岡山　侑生 (3)
西南学院大・佐　賀

ｾｲﾅﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1229) Yuki OKAYAMA (98)
492277 700000239 興膳　雄大 (3)

西南学院大・福　岡
(1231) Yudai KOZEN (98)

(  41.10) 700000241 野中　竣介 (3)
西南学院大・佐　賀

(1232) Shunsuke NONAKA (97)
700000242 濱地　慎悟 (3)

西南学院大・福　岡
(1233) Shingo HAMACHI (99)

700000247 坂口　慧 (2)
西南学院大・福　岡

(1235) Kei SAKAGUCHI (99)
63 美作大 500000693 福本　悠人 (3)

美作大・高　知
ﾐﾏｻｶﾀﾞｲ (978) Yuto FUKUMOTO (98)
492257 500000695 宮川　裕斗 (3)

美作大・高　知
(979) Yuto MIYAGAWA (99)

(  43.01) 500000696 山岡　大悟 (3)
美作大・高　知

(980) Daigo YAMAOKA (98)
500000697 大田　瑞奎 (2)

美作大・広　島
(981) Mizuki OTA (99)

500001074 荒木　翔 (1)
美作大・鳥　取

(983) Sho ARAKI (00)
64 広島経済大 500000287 倉田　匠 (4)

広島経済大・広　島
ﾋﾛｼﾏｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (995) Takumi KURATA (97)
492259 500000297 庄司　泰志 (3)

広島経済大・広　島
(998) Taishi SHOJI (99)

(  41.06) 500000302 正路　悠 (2)
広島経済大・山　口

(1000) Haruka SHOJI (99)
500000305 山崎　開斗 (2)

広島経済大・広　島
(1001) Kaito YAMASAKI (99)

500001079 小藤　嵐 (1)
広島経済大・岡　山

(1003) Ran KOFUJI (00)
500001080 齋藤　栄輝 (1)

広島経済大・岡　山
(1004) Eiki SAITO (00)
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1 流通科学大 300001294 廣瀨　健輔 (3)

流通科学大・兵　庫
ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲ (833) Kensuke HIROSE (99)
492356 300001296 院瀬見　直也 (2)

流通科学大・兵　庫
(835) Naoya ISEMI (99)

(3:22.75) 300001297 佐伯　拓城 (2)
流通科学大・兵　庫

(836) Hiroki SAEKI (99)
300001298 小野　湧貴 (2)

流通科学大・兵　庫
(837) Yuki ONO (99)

300002396 前川　慎之介 (1)
流通科学大・兵　庫

(839) Shinnosuke MAEKAWA (00)
300001291 指出　克久 (4)

流通科学大・兵　庫
(830) Katsuhisa SASHIDE (97)

2 大阪教育大 300002211 木村　竜晟 (1)
大阪教育大・兵　庫

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (332) Ryusei KIMURA (00)
490053 300001823 河合　和司 (3)

大阪教育大・奈　良
(323) Kazushi KAWAI (98)

(3:15.50) 300001836 森　祐介 (2)
大阪教育大・兵　庫

(329) Yusuke MORI (00)
300001816 嶋原　耕平 (4)

大阪教育大・兵　庫
(320) Kohei SHIMABARA (97)

300001834 林　悠仁 (2)
大阪教育大・大　阪

(327) Yujin HAYASHI (99)
300001807 文　舜孝 (M1)

大阪教育大・兵　庫
(318) Shungo BUN (96)

3 摂南大 300001951 伊藤　奏 (1)
摂南大・香　川

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (776) Kanade ITO (00)
492302 300001945 沼本　勇樹 (2)

摂南大・大　阪
(775) Yuki NUMAMOTO (99)

300001961 篠原　優太朗 (1)
摂南大・香　川

(780) Yutaro SHINOHARA (00)
300001931 森本　晃矢 (3)

摂南大・和歌山
(768) Teruya MORIMOTO (98)

300001929 杉本　陸 (3)
摂南大・和歌山

(766) Riku SUGIMOTO (98)
300001924 飯村　真那斗 (3)

摂南大・和歌山
(764) Manato IIMURA (98)

4 関西大 300000873 南　翔之 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (615) Shono MINAMI (97)
492218 300000935 阪本　育 (1)

関西大・大　阪
(628) Iku SAKAMOTO (00)

(3:12.19) 300000898 井田　浩平 (3)
関西大・和歌山

(622) Kohei IDA (98)
300000877 村岡　竜次 (4)

関西大・兵　庫
(616) Ryuji MURAOKA (97)

300000882 山中　悠人 (3)
関西大・滋　賀

(618) Yuto YAMANAKA (98)
300000920 吉岡　航平 (2)

関西大・奈　良
(627) Kohei YOSHIOKA (99)

5 大阪大谷大 300001901 鈴木　健太 (2)
大阪大谷大・大　阪

ｵｵｻｶｵｵﾀﾆﾀﾞｲ (597) Kenta SUZUKI (99)
492216 300001903 清水　一樹 (3)

大阪大谷大・大　阪
(599) Itsuki SHIMIZU (98)

(3:40.00) 300002431 原口　泰一 (1)
大阪大谷大・大　阪

(602) Taichi HARAGUCHI (00)
300002432 長藤　由晟 (1)

大阪大谷大・大　阪
(603) Yusei  NAGAHUJI (00)

300001904 新　風哉 (3)
大阪大谷大・大　阪

(600) Fuya SHIN (98)
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6 関西外国語大 300001887 高木　優希 (3)

関西外国語大・大　阪
ｶﾝｻｲｶﾞｲｺｸｺﾞﾀﾞｲ (633) Yuki TAKAGI (96)
492220 300001890 瀬戸　路弾 (2)

関西外国語大・兵　庫
(635) Rodan SETO (99)

300001893 山本　隆 (2)
関西外国語大・京　都

(637) Takashi YAMAMOTO (99)
300001894 有富　智哉 (2)

関西外国語大・山　口
(638) Tomoya ARIDOMI (00)

300001889 浅見　天馬 (3)
関西外国語大・兵　庫

(634) Temma ASAMI (99)
300001886 坂本　亮 (4)

関西外国語大・大　阪
(632) Akira SAKAMOTO (97)

7 大阪市立大 300001841 首藤　太志 (M2)
大阪市立大・大　阪

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (369) Futoshi SHUTO (94)
491018 300001847 徳田　和優 (4)

大阪市立大・大　阪
(370) Kazuhiro TOKUDA (98)

(3:11.21) 300001850 松本　倫太朗 (4)
大阪市立大・大　阪

(372) Rintaro MATSUMOTO (97)
300001855 小林　大航 (3)

大阪市立大・大　阪
(375) Hiroki KOBAYASHI (98)

300001861 福田　将大 (3)
大阪市立大・大　阪

(376) Shota FUKUDA (98)
300001871 小田原　陣 (2)

大阪市立大・大　阪
(379) Jin ODAHARA (99)

8 大阪経済大 300001561 後藤　槙翼 (2)
大阪経済大・兵　庫

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (526) Shimba GOTO (99)
492205 300001558 田村　真嗣 (2)

大阪経済大・島　根
(524) Shinji TAMURA (99)

(3:19.48) 300002287 田邉　一真 (1)
大阪経済大・愛　媛

(530) Kazuma TANABE (00)
300001531 柿本　啓人 (4)

大阪経済大・大　阪
(522) Keito KAKIMOTO (97)

300001562 鈴木　吏空 (2)
大阪経済大・大　阪

(527) Riku SUZUKI (99)
300001564 杉原　大輝 (2)

大阪経済大・兵　庫
(528) Daiki SUGIHARA (99)

9 明治国際医療大 300001654 齋藤　薫 (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 (784) Kaoru SAITO (98)
492329 300001679 新井　陽豊 (2)

明治国際医療大・兵　庫
(792) Haruto ARAI (99)

(3:20.00) 300001698 櫻井　遊悟 (1)
明治国際医療大・京　都

(797) Yugo SAKURAI (01)
300001661 勝原　大輔 (3)

明治国際医療大・大　阪
(786) Daisuke KATSUHARA (98)

300001681 川村　真広 (2)
明治国際医療大・大　阪

(793) Mahiro KAWAMURA (99)
300001652 上野　友洋 (4)

明治国際医療大・京　都
(783) Tomohiro UENO (97)

10 大阪国際大 300001066 岡本　大樹 (3)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (812) Daiki OKAMOTO (98)
492355 300001064 森本　秀翔 (3)

大阪国際大・大　阪
(811) Hideto MORIMOTO (98)

(3:19.85) 300001067 大串　黎耶 (3)
大阪国際大・大　阪

(813) Reiya OGUSHI (98)
300001086 山本　理貴 (2)

大阪国際大・大　阪
(821) Riki YAMAMOTO (99)

300001089 濱田　皓祐 (2)
大阪国際大・大　阪

(822) Kosuke HAMADA (99)
300001099 福田　悠翔 (1)

大阪国際大・大　阪
(825) Yuto FUKUDA (00)
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11 大阪学院大 300001258 真鍋　諒大 (4)

大阪学院大・愛　媛
ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (509) Masahiro MANABE (98)
492204 300001267 清水　雄大 (3)

大阪学院大・兵　庫
(514) Yudai SHIMIZU (98)

(3:18.77) 300001273 加藤　嵩人 (2)
大阪学院大・京　都

(516) Shuto KATO (99)
300001278 松本　陸 (2)

大阪学院大・大　阪
(518) Riku MATSUMOTO (99)

300001280 小谷　聖成 (1)
大阪学院大・兵　庫

(519) Sena KOTANI (00)
12 立命館大 300000089 木村　寿樹 (2)

立命館大・愛　知
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (482) Toshiki KIMURA (99)
492200 300000011 黒田　拓臣 (4)

立命館大・大　阪
(457) Takumi KURODA (97)

(3:10.34) 300000066 篠原　宏輔 (2)
立命館大・愛　知

(473) Kosuke SHINOHARA (00)
300000065 安藝　光遥 (2)

立命館大・兵　庫
(472) Koyo AKI (99)

300000028 冨田　大智 (4)
立命館大・福　井

(460) Daichi TOMITA (97)
300000105 野瀬　大輝 (1)

立命館大・愛　知
(487) Daiki NOSE (01)

13 追手門学院大 300002069 下宮　圭恭 (3)
追手門学院大・兵　庫

ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (605) Keisuke IMOMIYA (97)
492217 300002302 関　翔太 (1)

追手門学院大・京　都
(613) Shota SEKI (00)

(3:26.00) 300002072 板垣　功輔 (2)
追手門学院大・大　阪

(607) Kosuke ITAGAKI (99)
300002074 田村　耕規 (2)

追手門学院大・大　阪
(609) Koki TAMURA (99)

300002078 川合　晟太 (2)
追手門学院大・大　阪

(610) Akitaka KWAI (99)
300002068 本馬　聖也 (3)

追手門学院大・兵　庫
(604) Seiya HOMMA (97)

14 天理大 300001764 秦井　聡史 (3)
天理大・大　阪

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (741) Toshifumi HATAI (98)
492249 300001778 猪飼　晃弘 (2)

天理大・大　阪
(752) Akihiro IKAI (99)

(3:19.26) 300001772 小西　祥生 (2)
天理大・大　阪

(747) Shoki KONISHI (00)
300001783 清水　一希 (2)

天理大・大　阪
(756) Kazuki SHIMIZU (99)

300001782 中井　一紀 (2)
天理大・奈　良

(755) Itsuki NAKAI (00)
300002242 矢野　正也 (1)

天理大・岡　山
(759) Masaya YANO (00)

15 龍谷大 300000604 近藤　海斗 (4)
龍谷大・大　阪

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (488) Kaito KONDO (98)
492201 300000653 笹田　仁 (1)

龍谷大・大　阪
(506) Jin SASADA (00)

(3:14.09) 300000623 椎　悠介 (3)
龍谷大・滋　賀

(494) Yusuke SHII (99)
300000636 井上　航 (2)

龍谷大・大　阪
(499) Wataru INOUE (99)

300000622 高橋　和也 (3)
龍谷大・京　都

(493) Kazuya TAKAHASHI (98)
300000634 伊藤　宏至 (2)

龍谷大・和歌山
(498) Koshi ITO (99)
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16 大阪大 300000946 佐藤　弘樹 (M2)

大阪大・富　山
ｵｵｻｶﾀﾞｲ (295) Koki SATO (95)
490051 300000988 平松　力 (4)

大阪大・大　阪
(306) Riki HIRAMATSU (98)

(3:09.81) 300001007 志賀　颯 (3)
大阪大・兵　庫

(312) Hayata SHIGA (98)
300001009 長　奎吾 (3)

大阪大・大　阪
(313) Keigo CHO (98)

300000949 広兼　浩二朗 (M2)
大阪大・京　都

(296) Kojiro HIROKANE (95)
17 兵庫県立大 300001325 藤原　和輝 (4)

兵庫県立大・兵　庫
ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (383) Kazuki FUJIWARA (97)
491082 300001330 林　大地 (3)

兵庫県立大・兵　庫
(385) Daichi HAYASHI (98)

(3:15.41) 300001332 日野田　涼太 (3)
兵庫県立大・兵　庫

(386) Ryota HINODA (99)
300001337 平井　遥次郎 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(388) Yojiro HIRAI (99)

18 近畿大 300000484 石西　子竜 (3)
近畿大・大　阪

ｷﾝｷﾀﾞｲ (655) Shiryu ISONISHI (97)
492221 300000483 安藤　大晃 (3)

近畿大・大　阪
(654) Daiki ANDO (98)

(3:09.66) 300000474 橋本　晃甫 (3)
近畿大・滋　賀

(648) Kosuke HASHIMOTO (98)
300000472 神戸　颯太 (3)

近畿大・兵　庫
(646) Sota KAMBE (98)

300000512 西山　遥斗 (1)
近畿大・三　重

(665) Haruto NISHIYAMA (00)
300000511 廣井　謙吾 (1)

近畿大・岐　阜
(664) Kengo HIROI (00)

19 和歌山大 300001223 濱本　天瞳 (3)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (348) Tendo HAMAMOTO (97)
490058 300001225 松岡　翼斗 (3)

和歌山大・和歌山
(349) Tsubasa MATSUOKA (98)

(3:14.65) 300001230 中岡　孝輔 (2)
和歌山大・和歌山

(350) Kosuke NAKAOKA (99)
300001232 橋本　佳吾 (2)

和歌山大・和歌山
(352) Keigo HASHIMOTO (99)

300002411 大岡　諒真 (1)
和歌山大・和歌山

(355) Ryoma OOKA (00)
300002416 谷村　風真 (1)

和歌山大・和歌山
(358) Fuma TANIMURA (00)

20 関西学院大 300000126 杉原　隆太 (4)
関西学院大・京　都

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (683) Ryuta SUGIHARA (97)
492232 300000127 才藤　魁 (4)

関西学院大・京　都
(684) Kai SAITO (97)

(3:10.29) 300000164 樋口　優人 (3)
関西学院大・京　都

(695) Yuto HIGUCHI (98)
300000177 村端　宥人 (3)

関西学院大・和歌山
(698) Yuto MURABATA (98)

300000192 國枝　温樹 (2)
関西学院大・岐　阜

(705) Haruki KUNIEDA (99)
300000218 片山　卓也 (1)

関西学院大・福　井
(713) Takuya KATAYAMA (00)
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21 兵庫教育大 300001302 阿江　基希 (3)

兵庫教育大・兵　庫
ﾋｮｳｺﾞｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (360) Motoki AE (98)
490092 300001303 橘　和秀 (3)

兵庫教育大・兵　庫
(361) Kazuhide TACHIBANA (98)

(3:22.78) 300001304 高木　元太 (3)
兵庫教育大・兵　庫

(362) Genta TAKAGI (99)
300001311 桒垣　威千介 (M1)

兵庫教育大・兵　庫
(365) Ichisuke KUWAGAKI (95)

300002067 大崎　健太 (M1)
兵庫教育大・兵　庫

(366) Kenta OSAKI (95)
300002327 小林　毅郎 (M2)

兵庫教育大・兵　庫
(367) Takero KOBAYASHI (95)

22 大阪産業大 300002215 石丸　忠幸 (1)
大阪産業大・大　阪

ｵｵｻｶｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (546) Tadayuki ISHIMARU (00)
492209 300002216 吉田　大希 (1)

大阪産業大・大　阪
(547) Hiroki YOSHIDA (00)

(3:20.25) 300002397 山村　尚輝 (1)
大阪産業大・大　阪

(551) Naoki YAMAMURA (00)
300002398 三井　基継 (1)

大阪産業大・兵　庫
(552) Mototsugu MITSUI (00)

300002221 篠原　直希 (1)
大阪産業大・兵　庫

(550) Naoki SHINOHARA (00)
23 京都大 300000835 藤田　雄大 (2)

京都大・香　川
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (275) Yudai FUJITA (99)
490048 300000804 松本　佳太 (4)

京都大・福　岡
(267) Keita MATSUMOTO (96)

(3:10.32) 300000831 犀川　啓太 (2)
京都大・京　都

(272) Keita SAIKAWA (99)
300000852 前田　朝陽 (2)

京都大・愛　知
(277) Asahi MAEDA (99)

300000832 武波　夏輝 (2)
京都大・大　阪

(273) Natsuki TAKENAMI (98)
300000801 水野　廉也 (4)

京都大・大　阪
(265) Renya MIZUNO (97)

24 びわスポ大 300000671 福永　大翔 (4)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ (844) Yamato FUKUNAGA (98)
492522 300000687 石毛　大輝 (3)

びわスポ大・滋　賀
(850) Taiki ISHIGE (98)

(3:13.05) 300000725 大谷　幹 (2)
びわスポ大・滋　賀

(864) Motoki OTANI (99)
300000736 竹内　蒼真 (2)

びわスポ大・兵　庫
(866) Soma TAKEUCHI (99)

300000744 長澤　康平 (2)
びわスポ大・滋　賀

(869) Kohei NAGASAWA (99)
300000764 前川　翔 (1)

びわスポ大・滋　賀
(871) Sho MAEKAWA (00)

25 同志社大 300000546 畑浦　佑亮 (3)
同志社大・大　阪

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (420) Yusuke HATAURA (98)
492195 300000551 中西　光 (3)

同志社大・大　阪
(422) Hikaru NAKANISHI (98)

(3:11.54) 300000552 宮永　凌汰 (3)
同志社大・熊　本

(423) Ryota MIYANAGA (98)
300002195 河野　彰真 (1)

同志社大・大　阪
(448) Shoma KOUNO (00)

300002194 西川　宏太 (1)
同志社大・静　岡

(447) Kota NISHIKAWA (00)
300000536 阿部　観 (4)

同志社大・新　潟
(419) Nozomu ABE (97)
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26 大阪工業大 300001138 竹谷　凌雅 (3)

大阪工業大・大　阪
ｵｵｻｶｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (534) Ryoga TAKEYA  (98)
492208 300002202 杉町　匠海 (1)

大阪工業大・兵　庫
(539) Takumi SUGIMACHI (00)

300001150 吉田　治樹 (2)
大阪工業大・兵　庫

(538) Haruki YOSHIDA (00)
300001140 竹内　和総 (3)

大阪工業大・兵　庫
(535) Kazusa TAKEUCHI (98)

300001149 清水　勝彦 (2)
大阪工業大・兵　庫

(537) Katsuhiko SHIMIZU (98)
27 京都教育大 300001431 向山　尊次 (M1)

京都教育大・京　都
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (283) Takatsugu MUKAIYAMA (94)
490049 300001424 定久　舜 (M1)

京都教育大・岡　山
(278) Shun SADAHISA (96)

(3:12.02) 300001441 脇田　吏玖 (2)
京都教育大・京　都

(287) Riku WAKITA (98)
300002184 西野　優人 (1)

京都教育大・京　都
(292) Yuto NISHINO (01)

300002185 宇佐美　雄章 (1)
京都教育大・三　重

(293) Takeaki USAMI (00)
300002183 川口　将希 (1)

京都教育大・京　都
(291) Masaki KAWAGUCHI (00)

28 大阪体育大 300000306 天野　勝文 (3)
大阪体育大・奈　良

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (570) Masaya AMANO (99)
492213 300000308 井上　普人 (3)

大阪体育大・徳　島
(571) Hiroto INOUE (98)

(3:14.43) 300000309 岸本　健良 (3)
大阪体育大・兵　庫

(572) Kensuke KISHIMOTO (98)
300000336 吉元　陽太郎 (2)

大阪体育大・鹿児島
(581) Yotaro YOSHIMOTO (99)

300002270 今中　輝 (1)
大阪体育大・奈　良

(591) Hikaru IMANAKA (00)
300002280 平原　昌平 (1)

大阪体育大・兵　庫
(596) Shohei HIRAHARA (00)

29 京都産業大 300000376 久保田　大揮 (4)
京都産業大・福　井

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (393) Daiki KUBOTA (97)
492189 300000375 河合　亜季 (4)

京都産業大・奈　良
(392) Aki KAWAI (97)

(3:10.15) 300000437 中川　諒 (1)
京都産業大・兵　庫

(412) Ryo NAKAGAWA (00)
300000436 田口　竜也 (1)

京都産業大・兵　庫
(411) Tatsuya TAGUCHI (00)

300000393 藤井　惇平 (3)
京都産業大・京　都

(399) Jyumpei FUJII (98)
300000419 中村　祐也 (2)

京都産業大・大　阪
(407) Yuya NAKAMURA (99)

30 愛知大 100000125 中根　僚考 (3)
愛知大・愛　知

ｱｲﾁﾀﾞｲ (88) Tomotaka NAKANE (99)
492165 100000130 青山　尚生 (3)

愛知大・愛　知
(92) Naoki AOYAMA (98)

(3:21.68) 100000122 菅沼　秀太郎 (2)
愛知大・愛　知

(86) Shutaro SUGANUMA (00)
100000126 田中　潤 (2)

愛知大・愛　知
(89) Jun TANAKA (99)

100000131 円藤　良樹 (3)
愛知大・愛　知

(93) Yoshiki ENDO (99)
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31 徳山大 500001005 砂崎　達哉 (4)

徳山大・広　島
ﾄｸﾔﾏﾀﾞｲ (1013) Tatsuya SUNAZAKI (97)
492266 500001010 松本　敬幸 (4)

徳山大・愛　媛
(1015) Takayuki MATSUMOTO (97)

(3:24.84) 500001017 金子　大輔 (3)
徳山大・宮　崎

(1017) Daisuke KANEKO (98)
500001028 六郎面　有佑 (3)

徳山大・愛　媛
(1021) Yusuke ROKUROMEN (98)

500001029 金元　航平 (2)
徳山大・愛　媛

(1022) Kohei KANAMOTO (99)
500001071 馬水　新人 (1)

徳山大・鹿児島
(1027) Arato MAMIZU (00)

32 米子工業高専 500001042 藏増 諒 (5)
米子工業高専・鳥　取

ﾖﾅｺﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳｾﾝ (1092) Ryo KURAMASU (00)
496032 500001043 岡本 直也 (5)

米子工業高専・鳥　取
(1093) Naoya OKAMOTO (99)

500001044 眞山　尚輝 (4)
米子工業高専・鳥　取

(1094) Naoki MAYAMA (00)
500001045 西村 大樹 (4)

米子工業高専・鳥　取
(1095) Hiroki NISHIMURA (01)

500001046 足立 連也 (4)
米子工業高専・鳥　取

(1096) Renya ADACHI (00)
500001047 亀井 阿久亜 (4)

米子工業高専・鳥　取
(1097) Akua KAMEI (00)

33 環太平洋大 500000855 堀之内　譲 (3)
環太平洋大・広　島

ｶﾝﾀｲﾍﾝﾖｳﾀﾞｲ (1070) Yuzuru HORINOUCHI (98)
492582 500000856 本城　和貴 (3)

環太平洋大・鳥　取
(1071) Kazuki HONJO (98)

(3:13.47) 500000869 清水　哲彦 (2)
環太平洋大・兵　庫

(1078) Akihiko SHIMIZU (99)
500000854 堀川　紘夢 (3)

環太平洋大・広　島
(1069) Hiromu HORIKAWA (98)

500000858 山口　卓哉 (3)
環太平洋大・熊　本

(1072) Takuya YAMAGUCHI (98)
500000956 正野　拓海 (1)

環太平洋大・徳　島
(1089) Takumi SHONO (01)

34 広島市立大 500000600 坂口　翔太 (4)
広島市立大・広　島

ﾋﾛｼﾏｼﾘﾂﾀﾞｲ (956) Shota SAKAGUCHI (96)
491050 500000601 勝坂　優希 (4)

広島市立大・広　島
(957) Yuki KATSUSAKA (97)

(3:29.58) 500000602 山北　丈将 (3)
広島市立大・広　島

(958) Takenobu YAMAKITA (99)
500000603 岡原　康太 (2)

広島市立大・広　島
(959) Kota OKAHARA (98)

500000604 栗原　涼輔 (2)
広島市立大・広　島

(960) Ryosuke KURIHARA (99)
500000606 伊東　哲博 (2)

広島市立大・広　島
(962) Tetsuhiro ITO (99)

35 広島大 500000068 尾崎　雄祐 (D2)
広島大・長　崎

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ (907) Yusuke OZAKI (94)
490062 500000123 稲井　達也 (M2)

広島大・徳　島
(916) Tatsuya INAI (95)

(3:14.59) 500000128 藤島　廉 (M1)
広島大・宮　崎

(918) Ren FUJISHIMA (96)
500000061 加藤　嵩大 (3)

広島大・愛　知
(906) Takahiro KATO (97)

500000135 片山　隼斗 (2)
広島大・大　分

(920) Hayato KATAYAMA (99)
500001119 三村　剛輝 (1)

広島大・兵　庫
(921) Koki MIMURA (00)



秩父宮賜杯第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会 Page:8
2019/05/29 21:45主　催:東海･中国四国･九州･関西学生陸上競技連盟　運営協力：京都陸上競技協会

会場：西京極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
36 島根大 500000502 桐原　勇斗 (2)

島根大・島　根
ｼﾏﾈﾀﾞｲ (941) Yuto KIRIHARA (99)
490104 500000911 門脇　陸 (1)

島根大・島　根
(946) Riku KADOWAKI (00)

(3:15.50) 500000910 伊藤　千紀 (1)
島根大・島　根

(945) Kazuki ITO (01)
500000916 森永　夏野 (1)

島根大・島　根
(949) Natsuno MORINAGA (00)

500000912 多田　広紀 (1)
島根大・島　根

(947) Hironori TADA (00)
500000505 永岡　宗一郎 (1)

島根大・島　根
(942) Soichiro NAGAOKA (00)

37 岡山理科大 500000141 今井　大介 (4)
岡山理科大・岡　山

ｵｶﾔﾏﾘｶﾀﾞｲ (972) Daisuke IMAI (97)
492253 500000145 戸田　健太 (3)

岡山理科大・岡　山
(974) Kenta TODA (98)

(3:23.20) 500000147 藤越　春希 (3)
岡山理科大・岡　山

(975) Haruki FUJIKOSHI (98)
500000152 廣瀬　正弥 (2)

岡山理科大・岡　山
(976) Masaya HIROSE (00)

500001132 仲里　克樹 (1)
岡山理科大・岡　山

(977) Katsuki NAKAZATO  (00)
38 愛知学院大 100000052 深谷　隼斗 (4)

愛知学院大・愛　知
ｱｲﾁｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (95) Hayato FUKAYA (97)
492167 100001153 河合　完治 (4)

愛知学院大・愛　知
(100) Kanji KAWAI (97)

100000062 小島　安磁 (3)
愛知学院大・愛　知

(96) Anji KOJIMA (98)
100000065 谷川　友希 (3)

愛知学院大・愛　知
(97) Tomoki TANIKAWA (98)

100000072 鈴木　飛鳥 (2)
愛知学院大・愛　知

(98) Asuka SUZUKI (99)
100000075 青木　健史郎 (2)

愛知学院大・愛　知
(99) Kenshiro AOKI (99)

39 愛知教育大 100000005 中山　聖 (M2)
愛知教育大・愛　知

ｱｲﾁｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (30) Hijiri NAKAYAMA (95)
490044 100000007 木村　颯 (M1)

愛知教育大・愛　知
(32) Hayate KIMURA (96)

(3:13.33) 100000010 天野　知哉 (4)
愛知教育大・愛　知

(34) Tomoya AMANO (97)
100000021 福西　恵大 (4)

愛知教育大・愛　知
(36) Keita FUKUNISHI (98)

100000022 山本　武 (3)
愛知教育大・山　梨

(37) Takeshi YAMAMOTO (98)
100000028 山田　祐輔 (3)

愛知教育大・愛　知
(39) Yusuke YAMADA (98)

40 岐阜大 100000285 吉本　昇平 (4)
岐阜大・岐　阜

ｷﾞﾌﾀﾞｲ (4) Shohei YOSHIMOTO (97)
490041 100000282 古橋　侑季 (4)

岐阜大・岐　阜
(2) Yuki FURUHASHI (97)

(3:20.72) 100000900 棚橋　大輔 (2)
岐阜大・岐　阜

(11) Daisuke TANAHASHI (99)
100000289 小川　善也 (3)

岐阜大・岐　阜
(5) Yoshinari OGAWA (98)

100000281 日置　佑輔 (M1)
岐阜大・岐　阜

(1) Yusuke HIOKI (96)
100000299 石濱　透 (2)

岐阜大・岐　阜
(8) Toru ISHIHAMA (99)
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41 岐阜協立大 100000154 佐田　連太郎 (4)

岐阜協立大・大　阪
ｷﾞﾌｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ (62) Rentaro SADA (97)
492161 100000147 岩永　知樹 (4)

岐阜協立大・岐　阜
(58) Tomoki IWANAGA (97)

(3:15.58) 100000170 南方　斗喜 (4)
岐阜協立大・和歌山

(66) Toki MINAKATA (97)
100000208 大島　実 (2)

岐阜協立大・滋　賀
(72) Minoru OSHIMA (99)

100000230 岡田　太陽 (1)
岐阜協立大・三　重

(76) Taiyo OKADA (00)
42 皇學館大 100000912 磯田　拓海 (2)

皇學館大・三　重
ｺｳｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲ (200) Takumi ISODA (99)
492185 100000907 藤川　駿 (4)

皇學館大・三　重
(197) Shun FUJIKAWA (97)

(3:22.99) 100001028 五島　快晴 (1)
皇學館大・三　重

(205) Kaisei GOSHIMA (00)
100000910 三谷　大河 (3)

皇學館大・三　重
(199) Taiga MITANI (98)

100000334 大河内　雄登 (4)
皇學館大・三　重

(189) Yuto OKOCHI (97)
101000000 原　啓祐 (M2)

皇學館大・三　重
(209) Keisuke HARA (95)

43 静岡大 100000933 花輪　駿也 (3)
静岡大・静　岡

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ (16) Shunya HANAWA (99)
490042 100000925 沢山　匠 (2)

静岡大・静　岡
(13) Takumi SAWAYAMA (98)

(3:17.80) 100000922 安達　太陽 (2)
静岡大・静　岡

(12) Taiyo ADACHI (00)
100000926 長瀬　博哉 (2)

静岡大・静　岡
(14) Hiroya NAGASE (99)

100000930 栗田　航希 (3)
静岡大・静　岡

(15) Koki KURITA (98)
44 中京大 100000478 祖父江　巧 (4)

中京大・愛　知
ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ (107) Takumi SOFUE (98)
492173 100000514 井上　隼 (3)

中京大・富　山
(120) Haya INOUE (98)

(3:07.88) 100000520 野村　勇輝 (3)
中京大・宮　崎

(124) Yuki NOMURA (98)
100000522 藤原　将司 (3)

中京大・岡　山
(125) Masashi FUJIWARA (98)

100000558 髙橋　舞羽 (2)
中京大・愛　知

(137) Maiya TAKAHASHI (99)
100000565 堀田　侑冶 (2)

中京大・佐　賀
(140) Yuya HOTTA (99)

45 中部大 100001118 佐藤　良樹 (4)
中部大・岐　阜

ﾁｭｳﾌﾞﾀﾞｲ (166) Yoshiki SATO (97)
492175 100000607 玉木　愛稀洋 (3)

中部大・愛　知
(162) Akihiro TAMAKI (98)

(3:21.88) 100000605 岡戸　祐太 (4)
中部大・愛　知

(161) Yuta OKADO (97)
100000610 石塚　大輝 (2)

中部大・愛　知
(164) Daiki ISHIZUKA (99)

100001182 梅谷　将成 (1)
中部大・愛　知

(167) Masanari UMETANI (99)
101100000 武野　有良 (1)

中部大・愛　知
(168) Yura TAKENO (99)
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46 東海学園大 100000628 松久 裕稀 (4)

東海学園大・愛　知
ﾄｳｶｲｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ (227) Yuki MATSUHISA (98)
492412 100000623 佐藤　陸人 (4)

東海学園大・三　重
(225) Rikuto SATO (97)

(3:25.87) 100000649 平田　章悟 (2)
東海学園大・愛　知

(235) Shogo HIRATA (00)
100001149 松枝　久史 (1)

東海学園大・愛　知
(237) Hisashi MATSUEDA (00)

100000620 加藤　晶大 (4)
東海学園大・三　重

(223) Shota KATO (97)
100000633 東松　賢也 (3)

東海学園大・三　重
(229) Kenya TOMATSU (98)

47 常葉大 100001065 諏訪　成貴 (4)
常葉大・静　岡

ﾄｺﾊﾀﾞｲ (211) Shigeki SUWA (97)
492320 100001072 山本　康平 (4)

常葉大・静　岡
(213) Kohei YAMAMOTO (97)

(3:14.54) 100001084 加藤　和樹 (2)
常葉大・静　岡

(218) Kazuki KATO (99)
100001081 伊藤　翼 (2)

常葉大・静　岡
(216) Tsubasa ITO (00)

100001087 中畑　魁斗 (2)
常葉大・静　岡

(220) Kaito NAKAHATA (99)
100001094 西野　将太朗 (1)

常葉大・静　岡
(221) Shotaro NISHINO (00)

48 名古屋工業大 100000748 野村　昂生 (3)
名古屋工業大・愛　知

ﾅｺﾞﾔｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (45) Takaki NOMURA (98)
490045 100000758 竹田　星哉 (2)

名古屋工業大・愛　知
(48) Seiya TAKEDA (99)

(3:18.78) 100000761 安井　悠人 (2)
名古屋工業大・愛　知

(49) Yuto YASUI (99)
100001216 板倉　彰汰 (１)

名古屋工業大・愛　知
(51) Shota ITAKURA (00)

49 日本福祉大 100000684 岡安　達也 (3)
日本福祉大・愛　知

ﾆﾎﾝﾌｸｼﾀﾞｲ (174) Tatsuya OKAYASU (98)
492183 100000688 宮嵜　侑登 (3)

日本福祉大・愛　知
(175) Yuto MIYAZAKI (99)

(3:25.24) 100000693 加藤　皓大 (2)
日本福祉大・愛　知

(176) Kota KATO (99)
100000700 横山　竜也 (2)

日本福祉大・愛　知
(177) Ryuya YOKOYAMA (99)

100001141 清家　一真 (1)
日本福祉大・愛　知

(178) Kazuma SEIKE (00)
100001144 松岡　翼 (1)

日本福祉大・愛　知
(179) Tsubasa MATSUOKA (00)

50 福岡大 700000493 三浦　歩 (4)
福岡大・福　岡

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ (1254) Susumu MIURA (97)
492283 700000498 松清　和希 (4)

福岡大・福　岡
(1256) Kazuki MATSUKIYO (97)

(3:08.27) 700000503 瓦林　辰猛 (3)
福岡大・福　岡

(1258) Takeru KAWARABAYASHI (98)
700000510 筒江　海斗 (3)

福岡大・熊　本
(1262) Kaito TSUTSUE (98)

700000512 野田　啓介 (2)
福岡大・福　岡

(1263) Keisuke NODA (99)
700000441 小倉　大貴 (1)

福岡大・鳥　取
(1244) Daiki OGURA (00)
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51 福岡教育大 700000582 鮎川　真樹 (4)

福岡教育大・山　口
ﾌｸｵｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (1101) Masaki AYUKAWA (98)
490068 700000586 松川　直樹 (3)

福岡教育大・熊　本
(1102) Naoki MATSUKAWA (98)

(3:13.81) 700000589 福江　真吾 (3)
福岡教育大・福　岡

(1103) Shingo FUKUE (98)
700000594 杉尾　海飛 (2)

福岡教育大・宮　崎
(1107) Kaito SUGIO (98)

700000593 小松　将伸 (2)
福岡教育大・広　島

(1106) Masanobu KOMATSU (99)
700000591 原田　駆 (3)

福岡教育大・福　岡
(1105) Kakeru HARADA (99)

52 西日本工業大 700001054 中澤　大誓 (1)
西日本工業大・高　知

ﾆｼﾆﾎﾝｺｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (1237) Taisei NAKAZAWA (00)
492282 700001055 松岡　健太郎 (1)

西日本工業大・宮　崎
(1238) Kentaro MATSUOKA (01)

700001056 鋲賀　一駿 (1)
西日本工業大・福　岡

(1239) Kazutoshi BYOGA (00)
700001058 吉田　渉 (1)

西日本工業大・福　岡
(1240) Sho YOSHIDA (01)

700001059 原武　宏敬 (2)
西日本工業大・福　岡

(1241) Hirotaka HARATAKE (99)
53 鹿屋体育大 700000936 八尋　風太 (M2)

鹿屋体育大・福　岡
ｶﾉﾔﾀｲｲｸﾀﾞｲ (1149) Futa YAHIRO (94)
490096 700000357 谷本　翔平 (4)

鹿屋体育大・福　岡
(1131) Shohei TANIMOTO (97)

(3:12.56) 700000370 小林　拓矢 (3)
鹿屋体育大・和歌山

(1135) Takuya KOBAYASHI (98)
700000377 福永　誠之助 (3)

鹿屋体育大・鹿児島
(1139) Seinosuke FUKUNAGA (98)

700000383 幸村　康平 (3)
鹿屋体育大・熊　本

(1143) Kohei YUKIMURA (98)
700000939 井上　聖也 (1)

鹿屋体育大・鹿児島
(1151) Seiya INOUE (00)

54 熊本大 700000171 田中　滉大 (3)
熊本大・熊　本

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ (1115) Akihiro TANAKA (98)
490074 700000173 三浦　成留 (3)

熊本大・熊　本
(1116) Naru MIURA (98)

700000175 渡部　一輝 (3)
熊本大・熊　本

(1117) Kazuki WATANABE (98)
700000917 岐部　大也 (3)

熊本大・熊　本
(1119) Daiya KIBE (98)

700000915 浦浜　優友 (3)
熊本大・熊　本

(1118) Yusuke URAHAMA (98)
55 九州共立大 700000637 冨滿　玲央 (4)

九州共立大・宮　崎
ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ (1182) Reo TOMIMITSU (98)
492273 700000643 福田　紘平 (4)

九州共立大・福　岡
(1185) Kohei FUKUDA (97)

(3:09.49) 700000665 大平　海和 (3)
九州共立大・福　岡

(1192) Kaito OHIRA (99)
700000660 稲吉　朝飛 (3)

九州共立大・福　岡
(1190) Asahi INAYOSHI (98)

700000697 浦山　敦史 (2)
九州共立大・福　岡

(1204) Atsushi URAYAMA (99)
700000850 上原 侑真 (1)

九州共立大・沖　縄
(1213) Yuma UEHARA (00)
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56 西南学院大 700000239 興膳　雄大 (3)

西南学院大・福　岡
ｾｲﾅﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (1231) Yudai KOZEN (98)
492277 700000241 野中　竣介 (3)

西南学院大・佐　賀
(1232) Shunsuke NONAKA (97)

(3:18.73) 700000244 藤竹　陽平 (3)
西南学院大・山　口

(1234) Yohei FUJITAKE (98)
700000247 坂口　慧 (2)

西南学院大・福　岡
(1235) Kei SAKAGUCHI (99)

700000248 田中　飛龍 (2)
西南学院大・福　岡

(1236) Hiryu TANAKA (00)
57 美作大 500000693 福本　悠人 (3)

美作大・高　知
ﾐﾏｻｶﾀﾞｲ (978) Yuto FUKUMOTO (98)
492257 500000695 宮川　裕斗 (3)

美作大・高　知
(979) Yuto MIYAGAWA (99)

(3:26.63) 500000696 山岡　大悟 (3)
美作大・高　知

(980) Daigo YAMAOKA (98)
500000697 大田　瑞奎 (2)

美作大・広　島
(981) Mizuki OTA (99)

500001074 荒木　翔 (1)
美作大・鳥　取

(983) Sho ARAKI (00)
58 広島経済大 500000287 倉田　匠 (4)

広島経済大・広　島
ﾋﾛｼﾏｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (995) Takumi KURATA (97)
492259 500000289 中畑　智博 (4)

広島経済大・広　島
(996) Tomohiro NAKAHATA (97)

(3:15.46) 500000301 貞安　航平 (2)
広島経済大・広　島

(999) Kohei SADAYASU (99)
500000305 山崎　開斗 (2)

広島経済大・広　島
(1001) Kaito YAMASAKI (99)

500000308 脇坂　宗汰 (2)
広島経済大・広　島

(1002) Sota WAKISAKA (99)
500001081 末木　拓生 (1)

広島経済大・徳　島
(1005) Hiroki SUEKI (01)



秩父宮賜杯第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会 Page:1
2019/05/29 21:45主　催:東海･中国四国･九州･関西学生陸上競技連盟　運営協力：京都陸上競技協会

会場：西京極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 武庫川女子大 400000398 泉谷　莉子 (M2)

武庫川女子大・大　阪
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (493) Riko IZUTANI (96)
492246 400000406 岡部　玲美 (4)

武庫川女子大・岡　山
(496) Remi OKABE (97)

(  46.74) 400000429 末石　和莉 (3)
武庫川女子大・岡　山

(503) Airi SUEISHI (98)
400000434 野間　楓 (3)

武庫川女子大・兵　庫
(507) Kaede NOMA (98)

400000454 三村　萌 (2)
武庫川女子大・兵　庫

(515) Mebae MIMURA (99)
400000470 長濵　奈々美 (1)

武庫川女子大・兵　庫
(522) Nanami NAGAHAMA (00)

2 大阪市立大 400000839 小田原　かれん (4)
大阪市立大・大　阪

ｵｵｻｶｼﾘﾂﾀﾞｲ (227) Karen ODAHARA (97)
491018 400000842 南　綾香 (3)

大阪市立大・大　阪
(228) Ayaka MINAMI (98)

(  49.64) 400000844 田中　寛子 (2)
大阪市立大・兵　庫

(230) Hiroko TANAKA (00)
400000845 大和　詩菜 (2)

大阪市立大・大　阪
(231) Shiina YAMATO (98)

3 大阪成蹊大 400000770 岩永　梨沙 (4)
大阪成蹊大・沖　縄

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (583) Risa IWANAGA (97)
492523 400000777 春木　麻実伽 (3)

大阪成蹊大・奈　良
(587) Mamika HARUKI (98)

(  45.14) 400000779 朝野　夏海 (3)
大阪成蹊大・富　山

(589) Natsumi ASANO (98)
400000788 野口　理帆 (2)

大阪成蹊大・岡　山
(593) Riho NOGUCHI (99)

400000789  野　史織 (2)
大阪成蹊大・滋　賀

(594) Shiori YOSHINO (99)
4 園田学園女子大 400000495 近藤　亜友美 (4)

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 (458) Ayumi KONDO (98)
492244 400000497 西村　百花 (4)

園田学園女子大・京　都
(459) Momoka NISHIMURA (97)

(  45.51) 400000501 百足　千香 (4)
園田学園女子大・兵　庫

(462) Chika MUKADE (97)
400000520 平田　未来 (3)

園田学園女子大・兵　庫
(469) Miku HIRATA (99)

400000522 藤原　沙耶 (3)
園田学園女子大・兵　庫

(470) Saya FUJIWARA (98)
400000541 姫野　万里乃 (2)

園田学園女子大・滋　賀
(478) Marino HIMENO (99)

5 関西外国語大 400000885 稲垣　菜穂 (1)
関西外国語大・京　都

ｶﾝｻｲｶﾞｲｺｸｺﾞﾀﾞｲ (412) Naho INAGAKI (00)
492220 400000886 清水　彩妃 (1)

関西外国語大・京　都
(413) Saki SHIMIZU (00)

(  51.49) 400000887 曽我　道恵 (3)
関西外国語大・京　都

(414) Michie SOGA (98)
400000888 岡田　詞江里 (3)

関西外国語大・京　都
(415) Shieri OKADA (98)

6 立命館大 400000001 壹岐　いちこ (4)
立命館大・滋　賀

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (289) Ichiko IKI (97)
492200 400000017 岸本　若奈 (3)

立命館大・兵　庫
(298) Wakana KISHIMOTO (98)

(  44.82) 400000024 吉田　夏帆 (3)
立命館大・京　都

(303) Natsuho YOSHIDA (98)
400000039  田　真菜 (2)

立命館大・京　都
(315) Mana YOSHIDA (99)

400000048 臼井　文音 (1)
立命館大・北海道

(318) Ayane USUI (00)
400000053 福原　夏実 (1)

立命館大・京　都
(319) Natsumi FUKUHARA (00)
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7 大阪教育大 400000823 天野　清那 (4)

大阪教育大・大　阪
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (200) Sayana AMANO (97)
490053 400000824 髙島　佳乃子 (4)

大阪教育大・兵　庫
(201) Kanoko TAKASHIMA (97)

(  47.96) 400000827 高瀨　愛実 (3)
大阪教育大・広　島

(202) Manami TAKASE (98)
400000830 松本　夏海 (2)

大阪教育大・大　阪
(205) Natsumi MATSUMOTO (99)

400000829 大崎　美都 (2)
大阪教育大・兵　庫

(204) Misato OSAKI (99)
400000837 宮出　彩花 (1)

大阪教育大・大　阪
(210) Ayaka MIYADE (00)

8 関西大 400000213 阪井　千紗 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (383) Chisa SAKAI (98)
492218 400000228 阪本　華澄 (4)

関西大・大　阪
(391) Kasumi SAKAMOTO (98)

(  48.50) 400000215 澤井　いずみ (3)
関西大・北海道

(384) Izumi SAWAI (99)
400000227 塩音　理子 (3)

関西大・京　都
(390) Riko SHION (98)

400000223 大西　貴子 (3)
関西大・大　阪

(387) Takako ONISHI (99)
400000234 杉浦　葵 (2)

関西大・京　都
(395) Aoi SUGIURA (99)

9 甲南大 400000368 川崎　咲良 (4)
甲南大・大　阪

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (431) Sara KAWASAKI (98)
492234 400000369 杉浦　七海 (4)

甲南大・愛　知
(432) Nanami SUGIURA (97)

(  45.75) 400000371 西尾　香穂 (4)
甲南大・大　阪

(434) Kaho NISHIO (97)
400000373 三宅　真理奈 (4)

甲南大・岡　山
(435) Marina MIYAKE (97)

400000376 鈴木　塔子 (3)
甲南大・三　重

(436) Toko SUZUKI (99)
400000386 高山　綺音 (2)

甲南大・大　阪
(442) Ayane TAKAYAMA (99)

10 明治国際医療大 400000720 川口　愛華 (3)
明治国際医療大・兵　庫

ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲ (544) Aika KAWAGUCHI (99)
492329 400000734 村井　萌恵 (2)

明治国際医療大・京　都
(550) Moe MURAI (99)

(  50.00) 400000717 山中　雅 (4)
明治国際医療大・兵　庫

(542) Miyabi YAMANAKA (97)
400000739 浦谷　愛未 (1)

明治国際医療大・京　都
(554) Ami URATANI (01)

11 大阪国際大 400000259 関西　薫 (4)
大阪国際大・京　都

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (559) Kaoru SEKINISHI (96)
492355 400000281 木村　愛里沙 (2)

大阪国際大・大　阪
(567) Arisa KIMURA (00)

(  47.49) 400000276 根津　明日香 (2)
大阪国際大・奈　良

(565) Asuka NEZU (99)
400000274 斎藤　里紗 (2)

大阪国際大・京　都
(563) Risa SAITO (99)

400000258 奥澤　瑠珠 (4)
大阪国際大・京　都

(558) Ruju OKUZAWA (97)
400000284 髙洲　あかり (2)

大阪国際大・大　阪
(568) Akari TAKASU (00)
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12 天理大 400000797 兼安　亜美 (M2)

天理大・奈　良
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (529) Ami KANEYASU (95)
492249 400000798 松本　侑那 (M2)

天理大・奈　良
(530) Yuna MATSUMOTO (95)

(  47.63) 400000802 吉田　真子 (4)
天理大・奈　良

(533) Mako YOSHIDA (97)
400000805 野村　海凪 (3)

天理大・大　阪
(534) Mina NOMURA (98)

400000808 三住　さつき (3)
天理大・大　阪

(535) Satsuki MISUMI (98)
400000812 永井　瑞穂 (2)

天理大・大　阪
(537) Mizuho NAGAI (00)

13 大阪大 400000255 針間　未侑 (2)
大阪大・広　島

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (198) Miyu HARIMA (99)
490051 400000243 山崎　真奈 (4)

大阪大・広　島
(192) Mana YAMASAKI (98)

(  48.72) 400000249 野尻　真由 (3)
大阪大・大　阪

(196) Mayu NOJIRI (98)
400000250 延安　美穂 (3)

大阪大・兵　庫
(197) Miho NOBUYASU (98)

400000248 遠山　知里 (3)
大阪大・滋　賀

(195) Chisato TOYAMA (98)
400000244 山本　理紗 (4)

大阪大・大　阪
(193) Risa YAMAMOTO (96)

14 和歌山大 400000319 上田　百合子 (4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (216) Yuriko UEDA (97)
490058 400000323 髙野　佑香 (3)

和歌山大・和歌山
(218) Yuka TAKANO (98)

400000324 久保　葉月 (2)
和歌山大・和歌山

(219) Hazuki KUBO (98)
400000326 山本　久泉子 (2)

和歌山大・和歌山
(220) Kumiko YAMAMOTO (99)

400000327 湯垣　七彩 (2)
和歌山大・和歌山

(221) Nanasa YUGAKI (98)
400001037 池田　亜耶香 (1)

和歌山大・和歌山
(222) Ayaka IKEDA (99)

15 関西学院大 400000058 浜田　奈子 (4)
関西学院大・兵　庫

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (419) Nako HAMADA (97)
492232 400000062 遠藤　菜々 (3)

関西学院大・鳥　取
(422) Nana ENDO (98)

(  47.80) 400000063 川原　把菜 (3)
関西学院大・兵　庫

(423) Hana KAWAHARA (98)
400000069 橋本　実紅 (1)

関西学院大・兵　庫
(429) Miku HASHIMOTO (00)

400000964 鶏内　愛菜 (1)
関西学院大・広　島

(430) Aina KAICHI (00)
16 東大阪大 400000846 岡野　紗季 (4)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (597) Saki OKANO (97)
492526 400000849 川西　もも (2)

東大阪大・大　阪
(600) Momo KAWANISHI (00)

(  47.81) 400000855 畑田　星来 (1)
東大阪大・大　阪

(603) Sera HATADA (00)
400000857 萬谷　呂稀 (1)

東大阪大・大　阪
(605) Roki MANTANI (01)

400000858 渡辺　美黎亜 (1)
東大阪大・大　阪

(606) Mirea WATANABE (00)
400000945 逢坂　友利子 (4)

東大阪大・大　阪
(608) Yuriko OSAKA (97)
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17 京都大 400000197 後藤　加奈 (4)

京都大・大　阪
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (178) Kana GOTO (96)
490048 400000199 中野　水貴 (3)

京都大・大　阪
(179) Mizuki NAKANO (98)

(  52.09) 400000200 花房　柚衣香 (3)
京都大・兵　庫

(180) Yuika HANAFUSA (98)
400000203 奥村　夏子 (2)

京都大・京　都
(182) Natsuko OKUMURA (99)

400000195 小西　菜月 (1)
京都大・京　都

(177) Natsuki KONISHI (00)
400000204 西川　真悠 (2)

京都大・大　阪
(183) Mayu NISHIKAWA (00)

18 同志社大 400000143 六反田　実優 (4)
同志社大・石　川

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (257) Miyu ROKUTANDA (97)
492195 400000149 丸本　佳苗 (3)

同志社大・兵　庫
(262) Kanae MARUMOTO (97)

(  47.19) 400000147 牛丸　瞭子 (3)
同志社大・大　阪

(260) Ryoko USHIMARU (98)
400000159 柳澤　祐衣 (1)

同志社大・石　川
(269) Yui YANAGISAWA (00)

400000979 黄瀬　蒼 (1)
同志社大・滋　賀

(273) Aoi KISE (01)
400000160 櫻井　杏樹 (1)

同志社大・群　馬
(270) Anju SAKURAI (00)

19 大阪体育大 400000093 悦木　波音 (3)
大阪体育大・広　島

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (362) Hanon ETSUKI (98)
492213 400000096 南本　羅那 (3)

大阪体育大・大　阪
(365) Rana MINAMIMOTO (98)

(  46.78) 400000097 崎田　奈那 (2)
大阪体育大・大　阪

(366) Nana SAKITA (99)
400000098 高柴　愛佳 (2)

大阪体育大・大　阪
(367) Manaka TAKASHIBA (99)

400001001 稲越　真子 (1)
大阪体育大・岐　阜

(377) Mako INAGOSHI (00)
400001002 坂野　七海 (1)

大阪体育大・大　阪
(378) Nanami SAKANO (00)

20 徳山大 600000319 六車　梨那 (4)
徳山大・徳　島

ﾄｸﾔﾏﾀﾞｲ (660) Rina MUGURUMA (98)
492266 600000320 金本　実華 (3)

徳山大・山　口
(661) Mika KANEMOTO (98)

(  49.79) 600000321 赤塚　海音 (2)
徳山大・鹿児島

(662) Kaine AKATSUKA (99)
600000322 池田　麻美 (2)

徳山大・宮　崎
(663) Mami IKEDA (99)

600000323 今岡　千景 (2)
徳山大・島　根

(664) Chihiro IMAOKA (99)
21 環太平洋大 600000265 安藝　奈々美 (3)

環太平洋大・北海道
ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲ (715) Nanami AKI (98)
492582 600000263 松井　令奈 (4)

環太平洋大・徳　島
(714) Rena MATSUI (98)

(  47.17) 600000300 島袋　祐里 (1)
環太平洋大・沖　縄

(725) Yuri SHIMABUKURO (00)
600000271 安田　志織 (3)

環太平洋大・千　葉
(719) Shiori YASUDA (98)

600000269 篠原　愛海 (3)
環太平洋大・鹿児島

(718) Aimi SHINOHARA (98)
600000304 村上　碧 (1)

環太平洋大・熊　本
(727) Aoi MURAKAMI (00)
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22 四国大 600000013 近藤　真由 (4)

四国大・徳　島
ｼｺｸﾀﾞｲ (676) Mayu KONDO (97)
492269 600000017 寺内　春菜 (3)

四国大・徳　島
(679) Haruna TERAUCHI (98)

(  49.51) 600000019 林　陽菜 (2)
四国大・徳　島

(681) Haruna HAYASHI (99)
600000020 木村　美海 (1)

四国大・徳　島
(682) Miu KIMURA (00)

23 岡山大 600000068 皆尾　早耶 (3)
岡山大・島　根

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ (618) Saya MINAO (99)
490061 600000065 岡崎　穂乃香 (3)

岡山大・鳥　取
(617) Honoka OKAZAKI (98)

(  49.86) 600000062 宇那木　咲良 (4)
岡山大・岡　山

(615) Sakura UNAGI (97)
600000069 山口　更紗 (3)

岡山大・兵　庫
(619) Sarasa YAMAGUCHI (98)

600000074 宮内　梨帆 (2)
岡山大・愛　媛

(620) Riho MIYAUCHI (99)
600000355 松田　倫果 (1)

岡山大・兵　庫
(622) Tomoka MATSUDA (00)

24 島根大 600000140 谷岡　景子 (3)
島根大・鳥　取

ｼﾏﾈﾀﾞｲ (635) Keiko TANIOKA (98)
490104 600000141 伊藤　元伽 (3)

島根大・島　根
(636) Motoka ITO (98)

(  51.04) 600000145 吉岡　琴乃 (3)
島根大・島　根

(639) Kotono YOSHIOKA (98)
600000142 清水　友花 (2)

島根大・島　根
(637) Tomoka SHIMIZU (99)

600000143 園山　実沙季 (1)
島根大・島　根

(638) Misaki SONOYAMA (00)
600000138 前田　流歌 (3)

島根大・島　根
(634) Ruka MAEDA (98)

25 愛知教育大 200000002 松本　扶弥 (4)
愛知教育大・愛　知

ｱｲﾁｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (9) Fumi MATSUMOTO (97)
490044 200000010 園原　晶 (3)

愛知教育大・岐　阜
(12) Akira SONOHARA (98)

(  47.12) 200000014 神谷　優奈 (2)
愛知教育大・愛　知

(15) Yuna KAMIYA (99)
200000016 佐野　文香 (2)

愛知教育大・愛　知
(17) Fumika SANO (99)

200000402 渡辺　彩奈 (1)
愛知教育大・愛　知

(25) Ayana WATANABE (00)
200000404 小泉　満菜 (1)

愛知教育大・愛　知
(27) Mana KOIZUMI (00)

26 岐阜協立大 200000056 中村　向日葵 (3)
岐阜協立大・沖　縄

ｷﾞﾌｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ (36) Himawari NAKAMURA (98)
492161 200000052 安達　萌乃 (3)

岐阜協立大・岐　阜
(32) Moeno ADACHI (98)

(  47.81) 200000057 平子　侑 (3)
岐阜協立大・静　岡

(37) Yu HIRAKO (99)
200000053 川野　伶奈 (3)

岐阜協立大・宮　崎
(33) Reina KAWANO (98)
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27 皇學館大 200000363 松葉　みなみ (4)

皇學館大・三　重
ｺｳｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲ (144) Minami MATSUBA (97)
492185 200000359 伊藤　美穂 (4)

皇學館大・三　重
(141) Miho ITO (97)

(  47.67) 200000364 栢　愛莉 (3)
皇學館大・三　重

(145) Airi KAYA (99)
200000366 伊藤　彩夏 (2)

皇學館大・三　重
(147) Ayaka ITO (99)

200000360 新貝　桃子 (4)
皇學館大・三　重

(142) Momoko SHINKAI (98)
200000361 中世古　祥惠 (4)

皇學館大・三　重
(143) Sachie NAKASEKO (97)

28 至学館大 200000106 水野　瑛梨 (4)
至学館大・愛　知

ｼｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲ (99) Eri MIZUNO (97)
492174 200000108 臼田　菜々美 (3)

至学館大・愛　知
(100) Nanami USUDA (98)

(  46.59) 200000115 八木　穂乃花 (3)
至学館大・愛　知

(103) Honoka YAGI (98)
200000125 近藤　七海 (2)

至学館大・愛　知
(107) Nanami KONDO (99)

200000128 内藤　未彩 (2)
至学館大・静　岡

(108) Mia NAITO (00)
200000130 横山　綾香 (2)

至学館大・三　重
(109) Ayaka YOKOYAMA (00)

29 中京大 200000179 天城　帆乃香 (4)
中京大・静　岡

ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ (54) Honoka AMAGI (97)
492173 200000180 近藤　彩加 (4)

中京大・愛　知
(55) Ayaka KONDO (97)

(  47.13) 200000181 菅嶋　悠乃 (4)
中京大・愛　知

(56) Haruno SUGAJIMA (97)
200000221 伊藤　瑠莉彩 (2)

中京大・愛　知
(79) Ruria ITO (99)

200000222 柴﨑　五月 (2)
中京大・愛　知

(80) Mei SHIBASAKI (99)
200000241 鐘築　静花 (1)

中京大・広　島
(92) Shizuka KANETSUKI (01)

30 中部大 200000441 板倉　左奈 (3)
中部大・愛　知

ﾁｭｳﾌﾞﾀﾞｲ (120) Sana ITAKURA (98)
492175 200000443 中野　華映 (3)

中部大・愛　知
(121) Hanae NAKANO (98)

200000253 足立　早希 (2)
中部大・愛　知

(119) Saki ADACHI (00)
200100000 中村　理乃 (1)

中部大・岐　阜
(122) Rino NAMAMURA (00)

31 東海学園大 200000260 中内　彩虹 (3)
東海学園大・愛　知

ﾄｳｶｲｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ (166) Ayako NAKAUCHI (98)
492412 200000267 佐藤　琴美 (2)

東海学園大・愛　知
(171) Kotomi SATO (99)

(  48.65) 200000262 松尾　有紗 (3)
東海学園大・愛　知

(168) Arisa MATSUO  (98)
200000272 山本　紗也華 (2)

東海学園大・愛　知
(172) Sayaka YAMAMOTO (00)
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32 日本福祉大 200000282 井内　月野 (3)

日本福祉大・愛　知
ﾆﾎﾝﾌｸｼﾀﾞｲ (126) Tsukino IUCHI (98)
492183 200000284 大坂　美月 (2)

日本福祉大・愛　知
(127) Mizuki OSAKA (99)

(  50.85) 200000285 堀田　明里 (2)
日本福祉大・愛　知

(128) Akari HORITA (00)
200000446 茶井　優里 (1)

日本福祉大・愛　知
(130) Yuri CHAI (00)

200000445 葛西　真由 (1)
日本福祉大・愛　知

(129) Mayu KASAI (00)
200000493 安江　紀乃 (1)

日本福祉大・愛　知
(131) Kino YASUE (00)

33 福岡大 800000165 渡邊　輝 (2)
福岡大・長　崎

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ (822) Kirari WATANABE (99)
492283 800000158 兒玉　芽生 (2)

福岡大・大　分
(818) Mei KODAMA (99)

(  45.06) 800000151 田代　純子 (4)
福岡大・福　岡

(815) Junko TASHIRO (97)
800000149 重永　乃理子 (M2)

福岡大・福　岡
(813) Noriko SHIGENAGA (95)

800000129 加茂　明華 (1)
福岡大・佐　賀

(804) Haruka KAMO (00)
34 九州情報大 800000050 平田　鈴夏 (4)

九州情報大・福　岡
ｷｭｳｼｭｳｼﾞｮｳﾎｳﾀﾞｲ (854) Suzuka HIRATA (97)
492443 800000051 小川　愛梨沙 (4)

九州情報大・宮　崎
(855) Arisa OGAWA (97)

800000052 縄田　結 (4)
九州情報大・山　口

(856) Yui NAWATA (97)
800000054 河津　美里 (3)

九州情報大・熊　本
(857) Misato KAWAZU (98)

800000056 園田　愛理佳 (2)
九州情報大・福　岡

(858) Erika SONODA (00)
800000057 阿南　真奈 (1)

九州情報大・福　岡
(859) Mana ANAMI (00)

35 九州共立大 800000212 佐渡山　みなみ (M1)
九州共立大・鹿児島

ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ (758) Minami SADOYAMA (96)
492273 800000232 渡邉　沙七 (4)

九州共立大・福　岡
(766) Sana WATANABE (97)

(  46.32) 800000218 具志堅　美織 (4)
九州共立大・沖　縄

(762) Miori GUSHIKEN (97)
800000241 座間味　里奈 (3)

九州共立大・沖　縄
(771) Rina ZAMAMI (98)

800000269 安田　梨夏 (2)
九州共立大・愛　知

(788) Rika YASUDA (99)
800000305 中村　梨音 (1)

九州共立大・熊　本
(796) Rion NAKAMURA (00)

36 美作大 600000205 松本　真奈 (2)
美作大・鳥　取

ﾐﾏｻｶﾀﾞｲ (652) Mana MATSUMOTO (99)
492257 600000206 渡部　仁美 (2)

美作大・広　島
(653) Hitomi WATANABE (99)

(  50.10) 600000204 井上　舞 (2)
美作大・島　根

(651) Mai INOUE (00)
600000203 小川　莉奈 (3)

美作大・岡　山
(650) Rina OGAWA (98)

600000209 吉澤　菜海 (1)
美作大・岡　山

(655) Nami YOSHIZAWA (00)
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37 東亜大 600000116 西村　優花 (3)

東亜大・熊　本
ﾄｳｱﾀﾞｲ (670) Yuka NISHIMURA (98)
492267 600000117 内田　咲希 (2)

東亜大・大　分
(671) Saki UCHIDA (99)

600000118 藤津　知世 (2)
東亜大・山　口

(672) Chiyo FUJITSU (99)
600000120 島谷　晴菜 (1)

東亜大・長　崎
(673) Haruna SHIMATANI (00)

600000121 下村　実可 (1)
東亜大・佐　賀

(674) Mika SHIMOMURA (00)
600000122 徳永　優香 (1)

東亜大・熊　本
(675) Yuka TOKUNAGA (00)
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1 武庫川女子大 400000416 野々口　明希 (4)

武庫川女子大・兵　庫
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (499) Aki NONOGUCHI (97)
492246 400000430 十亀　美紀 (3)

武庫川女子大・兵　庫
(504) Miki SOGAME (98)

(3:51.99) 400000438 松村　香尋 (3)
武庫川女子大・大　阪

(508) Kahiro MATSUMURA (98)
400000445 小東　ゆい (2)

武庫川女子大・兵　庫
(512) Yui KOHIGASHI (99)

400000469 中塚　萌 (1)
武庫川女子大・京　都

(521) Moe NAKATSUKA (00)
400000470 長濵　奈々美 (1)

武庫川女子大・兵　庫
(522) Nanami NAGAHAMA (00)

2 園田学園女子大 400000502 安達　眞咲 (3)
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 (463) Masaki ADACHI (98)
492244 400000512 栗谷　瑞希 (3)

園田学園女子大・兵　庫
(468) Mizuki KURIYA (98)

(3:43.37) 400000524 横田　華恋 (3)
園田学園女子大・兵　庫

(472) Karen YOKOTA (99)
400000541 姫野　万里乃 (2)

園田学園女子大・滋　賀
(478) Marino HIMENO (99)

400000547 安田　明日翔 (2)
園田学園女子大・兵　庫

(481) Asuka YASUDA (99)
400000560 齊藤　朋佳 (1)

園田学園女子大・兵　庫
(485) Tomoka SAITO (00)

3 立命館大 400000003 柴田　知春 (4)
立命館大・福　井

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (291) Chiharu SHIBATA (97)
492200 400000007 吉田　紗弓 (4)

立命館大・滋　賀
(293) Sayumi YOSHIDA (97)

(3:37.50) 400000031 塩見　綾乃 (2)
立命館大・京　都

(307) Ayano SHIOMI (99)
400000032 西村　寧々花 (2)

立命館大・京　都
(308) Neneka NISHIMURA (99)

400000034 南　千尋 (2)
立命館大・滋　賀

(310) Chihiro MINAMI (00)
400000054 松尾　季奈 (1)

立命館大・兵　庫
(320) Kina MATSUO (00)

4 大阪教育大 400000827 高瀨　愛実 (3)
大阪教育大・広　島

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (202) Manami TAKASE (98)
490053 400000830 松本　夏海 (2)

大阪教育大・大　阪
(205) Natsumi MATSUMOTO (99)

(3:53.24) 400000832 寺田　さゆり (2)
大阪教育大・愛　媛

(206) Sayuri TERADA (00)
400000837 宮出　彩花 (1)

大阪教育大・大　阪
(210) Ayaka MIYADE (00)

400000835 辻井　美緒 (1)
大阪教育大・奈　良

(208) Mio TSUJII (00)
400000836 松元　菜笑 (1)

大阪教育大・大　阪
(209) Nae MATSUMOTO (00)

5 関西大 400000212 笹岡　風美 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (382) Kazami SASAOKA (97)
492218 400000225 名免良　栞 (3)

関西大・大　阪
(388) Shiori NAMERA (98)

(4:02.35) 400000226 椹木　華佳 (3)
関西大・京　都

(389) Hanaka SAWARAGI (98)
400000213 阪井　千紗 (4)

関西大・大　阪
(383) Chisa SAKAI (98)

400000227 塩音　理子 (3)
関西大・京　都

(390) Riko SHION (98)
400000222 櫻井　奏 (3)

関西大・静　岡
(386) Kanade SAKURAI (98)



秩父宮賜杯第72回西日本学生陸上競技対校選手権大会 Page:2
2019/05/29 21:46主　催:東海･中国四国･九州･関西学生陸上競技連盟　運営協力：京都陸上競技協会

会場：西京極総合運動公園陸上競技場

女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 甲南大 400000369 杉浦　七海 (4)

甲南大・愛　知
ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (432) Nanami SUGIURA (97)
492234 400000376 鈴木　塔子 (3)

甲南大・三　重
(436) Toko SUZUKI (99)

(3:44.30) 400000380 中原　みなみ (3)
甲南大・大　阪

(439) Minami NAKAHARA (98)
400000383 片山　栞里 (2)

甲南大・愛　知
(441) Shiori KATAYAMA (99)

400000382 尾上　梨香 (2)
甲南大・兵　庫

(440) Rika ONOE (99)
400000395 平野　芙佑花 (1)

甲南大・兵　庫
(447) Fuka HIRANO (00)

7 大阪国際大 400000259 関西　薫 (4)
大阪国際大・京　都

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (559) Kaoru SEKINISHI (96)
492355 400000262 西前　実久 (4)

大阪国際大・奈　良
(560) Miku NISHIMAE (97)

(4:00.09) 400000276 根津　明日香 (2)
大阪国際大・奈　良

(565) Asuka NEZU (99)
400000273 小岩　祐璃 (2)

大阪国際大・奈　良
(562) Yuri KOIWA (99)

400000274 斎藤　里紗 (2)
大阪国際大・京　都

(563) Risa SAITO (99)
400000286 梅田　沙樹 (1)

大阪国際大・奈　良
(570) Saki UMEDA (01)

8 天理大 400000797 兼安　亜美 (M2)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (529) Ami KANEYASU (95)
492249 400000805 野村　海凪 (3)

天理大・大　阪
(534) Mina NOMURA (98)

(3:56.21) 400000810 邨上　鈴奈 (3)
天理大・大　阪

(536) Reina MURAKAMI (98)
400000814 佐藤　千春 (2)

天理大・兵　庫
(538) Chiharu SATO (00)

400000812 永井　瑞穂 (2)
天理大・大　阪

(537) Mizuho NAGAI (00)
400000818 松本　沙織 (1)

天理大・大　阪
(540) Saori MATSUMOTO (00)

9 龍谷大 400000165 湯上　華奈子 (4)
龍谷大・滋　賀

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (323) Kanako YUNOUE (97)
492201 400000167 中島　里奈 (3)

龍谷大・大　阪
(325) Rina NAKAJIMA (98)

(3:55.41) 400000169 高田　恵里菜 (2)
龍谷大・大　阪

(326) Erina TAKADA (99)
400000170 上野　遙香 (2)

龍谷大・滋　賀
(327) Haruka UENO (99)

400000171 今井　涼歩 (2)
龍谷大・京　都

(328) Suzuho IMAI (99)
400000173 黒田　瑛美香 (2)

龍谷大・大　阪
(329) Emika KURODA (99)

10 和歌山大 400000319 上田　百合子 (4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (216) Yuriko UEDA (97)
490058 400000322 岡崎　真菜 (3)

和歌山大・和歌山
(217) Mana OKAZAKI (99)

400000323 髙野　佑香 (3)
和歌山大・和歌山

(218) Yuka TAKANO (98)
400000324 久保　葉月 (2)

和歌山大・和歌山
(219) Hazuki KUBO (98)

400000326 山本　久泉子 (2)
和歌山大・和歌山

(220) Kumiko YAMAMOTO (99)
400000327 湯垣　七彩 (2)

和歌山大・和歌山
(221) Nanasa YUGAKI (98)
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11 東大阪大 400000846 岡野　紗季 (4)

東大阪大・大　阪
ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (597) Saki OKANO (97)
492526 400000852 神薗　芽衣子 (2)

東大阪大・大　阪
(602) Meiko KAMIZONO (00)

(3:46.57) 400000855 畑田　星来 (1)
東大阪大・大　阪

(603) Sera HATADA (00)
400000857 萬谷　呂稀 (1)

東大阪大・大　阪
(605) Roki MANTANI (01)

400000858 渡辺　美黎亜 (1)
東大阪大・大　阪

(606) Mirea WATANABE (00)
400000945 逢坂　友利子 (4)

東大阪大・大　阪
(608) Yuriko OSAKA (97)

12 京都大 400000197 後藤　加奈 (4)
京都大・大　阪

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (178) Kana GOTO (96)
490048 400000200 花房　柚衣香 (3)

京都大・兵　庫
(180) Yuika HANAFUSA (98)

(4:11.77) 400000201 安藤　百香 (3)
京都大・京　都

(181) Momoka ANDO (98)
400000204 西川　真悠 (2)

京都大・大　阪
(183) Mayu NISHIKAWA (00)

400000203 奥村　夏子 (2)
京都大・京　都

(182) Natsuko OKUMURA (99)
400000195 小西　菜月 (1)

京都大・京　都
(177) Natsuki KONISHI (00)

13 同志社大 400000143 六反田　実優 (4)
同志社大・石　川

ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (257) Miyu ROKUTANDA (97)
492195 400000147 牛丸　瞭子 (3)

同志社大・大　阪
(260) Ryoko USHIMARU (98)

(3:56.04) 400000148 今森　美涼 (3)
同志社大・石　川

(261) Misuzu IMAMORI (98)
400000154 大谷　望 (2)

同志社大・大　阪
(265) Nozomi OTANI (99)

400000979 黄瀬　蒼 (1)
同志社大・滋　賀

(273) Aoi KISE (01)
400000981 竹田　柴乃 (1)

同志社大・大　阪
(274) Shino TAKEDA (00)

14 環太平洋大 600000268 佐野　亜衣 (3)
環太平洋大・鹿児島

ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲ (717) Ai SANO (99)
492582 600000274 黒岩　星紗碧 (2)

環太平洋大・高　知
(720) Sesami KUROIWA  (00)

(3:49.41) 600000304 村上　碧 (1)
環太平洋大・熊　本

(727) Aoi MURAKAMI (00)
600000265 安藝　奈々美 (3)

環太平洋大・北海道
(715) Nanami AKI (98)

600000263 松井　令奈 (4)
環太平洋大・徳　島

(714) Rena MATSUI (98)
600000297 梅本　真有 (1)

環太平洋大・徳　島
(724) Mayu UMEMOTO (00)

15 岡山大 600000068 皆尾　早耶 (3)
岡山大・島　根

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ (618) Saya MINAO (99)
490061 600000065 岡崎　穂乃香 (3)

岡山大・鳥　取
(617) Honoka OKAZAKI (98)

(4:03.73) 600000062 宇那木　咲良 (4)
岡山大・岡　山

(615) Sakura UNAGI (97)
600000064 福井　茉穂 (4)

岡山大・北海道
(616) Maho FUKUI (97)

600000074 宮内　梨帆 (2)
岡山大・愛　媛

(620) Riho MIYAUCHI (99)
600000355 松田　倫果 (1)

岡山大・兵　庫
(622) Tomoka MATSUDA (00)
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16 島根大 600000140 谷岡　景子 (3)

島根大・鳥　取
ｼﾏﾈﾀﾞｲ (635) Keiko TANIOKA (98)
490104 600000141 伊藤　元伽 (3)

島根大・島　根
(636) Motoka ITO (98)

(4:19.42) 600000145 吉岡　琴乃 (3)
島根大・島　根

(639) Kotono YOSHIOKA (98)
600000142 清水　友花 (2)

島根大・島　根
(637) Tomoka SHIMIZU (99)

600000143 園山　実沙季 (1)
島根大・島　根

(638) Misaki SONOYAMA (00)
600000138 前田　流歌 (3)

島根大・島　根
(634) Ruka MAEDA (98)

17 愛知教育大 200000002 松本　扶弥 (4)
愛知教育大・愛　知

ｱｲﾁｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (9) Fumi MATSUMOTO (97)
490044 200000012 髙野　愛華 (3)

愛知教育大・愛　知
(13) Aika TAKANO (98)

(3:52.22) 200000016 佐野　文香 (2)
愛知教育大・愛　知

(17) Fumika SANO (99)
200000018 柏屋　美空 (2)

愛知教育大・愛　知
(19) Miku KASHIWAYA (99)

200000401 加藤　麻由 (1)
愛知教育大・三　重

(24) Mayu KATO (00)
200000407 大西　加那子 (1)

愛知教育大・三　重
(29) Kanako ONISHI (01)

18 皇學館大 200000365 服部　愛美 (3)
皇學館大・三　重

ｺｳｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲ (146) Manami HATTORI (99)
492185 200000368 松坂　果歩 (2)

皇學館大・三　重
(148) Kaho MZTSUSAKA (00)

(3:59.43) 200000360 新貝　桃子 (4)
皇學館大・三　重

(142) Momoko SHINKAI (98)
200000359 伊藤　美穂 (4)

皇學館大・三　重
(141) Miho ITO (97)

200000369 渡邉　明花 (2)
皇學館大・三　重

(149) Haruka WATANABE (00)
200000366 伊藤　彩夏 (2)

皇學館大・三　重
(147) Ayaka ITO (99)

19 至学館大 200000106 水野　瑛梨 (4)
至学館大・愛　知

ｼｶﾞｸｶﾝﾀﾞｲ (99) Eri MIZUNO (97)
492174 200000115 八木　穂乃花 (3)

至学館大・愛　知
(103) Honoka YAGI (98)

(3:47.24) 200000120 大野　百花 (2)
至学館大・愛　知

(104) Momoka ONO (99)
200000125 近藤　七海 (2)

至学館大・愛　知
(107) Nanami KONDO (99)

200000128 内藤　未彩 (2)
至学館大・静　岡

(108) Mia NAITO (00)
200000138 松嶋　真矢 (1)

至学館大・岐　阜
(114) Maya MATSUSHIMA (00)

20 中京大 200000182 高橋　郁乃 (4)
中京大・愛　知

ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ (57) Ikuno TAKAHASHI (97)
492173 200000199 豊永　香音 (3)

中京大・愛　知
(64) Kanon TOYONAGA (98)

(3:48.25) 200000200 長屋　美月 (3)
中京大・愛　知

(65) Mitsuki NAGAYA (99)
200000235 猪岡　真帆 (2)

中京大・三　重
(88) Maho IOKA (99)

200000239 生田　奈緒子 (1)
中京大・愛　知

(90) Naoko IKUTA (00)
200000434 池田　佳菜子 (1)

中京大・高　知
(96) Kanako IKEDA (00)
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21 中部大 200000443 中野　華映 (3)

中部大・愛　知
ﾁｭｳﾌﾞﾀﾞｲ (121) Hanae NAKANO (98)
492175 200000441 板倉　左奈 (3)

中部大・愛　知
(120) Sana ITAKURA (98)

200000253 足立　早希 (2)
中部大・愛　知

(119) Saki ADACHI (00)
200100000 中村　理乃 (1)

中部大・岐　阜
(122) Rino NAMAMURA (00)

22 東海学園大 200000260 中内　彩虹 (3)
東海学園大・愛　知

ﾄｳｶｲｶﾞｸｴﾝﾀﾞｲ (166) Ayako NAKAUCHI (98)
492412 200000267 佐藤　琴美 (2)

東海学園大・愛　知
(171) Kotomi SATO (99)

(4:01.78) 200000262 松尾　有紗 (3)
東海学園大・愛　知

(168) Arisa MATSUO  (98)
200000272 山本　紗也華 (2)

東海学園大・愛　知
(172) Sayaka YAMAMOTO (00)

200000266 加藤　友里 (2)
東海学園大・愛　知

(170) Yuri KATO (00)
200000451 畔柳　幸奈 (1)

東海学園大・愛　知
(175) Yukina KUROYANAGI (01)

23 常葉大 200000423 伊藤　百花 (4)
常葉大・静　岡

ﾄｺﾊﾀﾞｲ (153) Momoka ITO (97)
492320 200000424 須田　遥日 (3)

常葉大・静　岡
(154) Haruka SUDA (98)

(3:57.83) 200000426 黒川　紗椰 (2)
常葉大・静　岡

(155) Saya KUROKAWA (99)
200000427 鈴木　唯菜 (2)

常葉大・静　岡
(156) Yuina SUZUKI (99)

24 福岡大 800000150 黒岩　晶菜 (4)
福岡大・福　岡

ﾌｸｵｶﾀﾞｲ (814) Seina KUROIWA (97)
492283 800000159 安定　紗也香 (2)

福岡大・岡　山
(819) Sayaka ANJO (99)

(3:41.19) 800000128 赤石　純 (1)
福岡大・広　島

(803) Jun AKAISHI (00)
800000129 加茂　明華 (1)

福岡大・佐　賀
(804) Haruka KAMO (00)

800000130 原瀬　優花 (1)
福岡大・岡　山

(805) Yuka HARASE (00)
800000131 藤本　優希 (1)

福岡大・岡　山
(806) Yuki FUJIMOTO (00)

25 九州共立大 800000222 髙木　祐奈 (4)
九州共立大・鹿児島

ｷｭｳｼｭｳｷｮｳﾘﾂﾀﾞｲ (763) Yuna TAKAKI (97)
492273 800000218 具志堅　美織 (4)

九州共立大・沖　縄
(762) Miori GUSHIKEN (97)

(3:51.63) 800000252 山崎　舞 (3)
九州共立大・大　分

(776) Mai YAMASAKI (98)
800000267 古屋敷　光 (2)

九州共立大・鹿児島
(786) Akari FURUYASHIKI (00)

800000257 清田　萌々香 (2)
九州共立大・熊　本

(779) Momoka KIYOTA (00)
800000295 小滝　萌子 (1)

九州共立大・広　島
(791) Moeko ODAKI (00)
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26 東亜大 600000116 西村　優花 (3)

東亜大・熊　本
ﾄｳｱﾀﾞｲ (670) Yuka NISHIMURA (98)
492267 600000117 内田　咲希 (2)

東亜大・大　分
(671) Saki UCHIDA (99)

600000118 藤津　知世 (2)
東亜大・山　口

(672) Chiyo FUJITSU (99)
600000120 島谷　晴菜 (1)

東亜大・長　崎
(673) Haruna SHIMATANI (00)

600000121 下村　実可 (1)
東亜大・佐　賀

(674) Mika SHIMOMURA (00)
600000122 徳永　優香 (1)

東亜大・熊　本
(675) Yuka TOKUNAGA (00)


