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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子１部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 同志社大 100000600 岩本　憲明 (M2)

同志社大・広　島
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (291) Noriaki IWAMOTO (97)
492195 100000603 伊藤　大和 (4)

同志社大・滋　賀
(293) Yamato ITO (00)

(  40.51) 100000623 上村　駿介 (3)
同志社大・滋　賀

(305) Shunsuke KAMIMURA (02)
100000625 岩堀　剛己 (3)

同志社大・愛  知
(307) Goki IWAHORI (01)

100000640 野﨑　龍海 (2)
同志社大・滋　賀

(314) Tatsumi NOZAKI (02)
100000668 栗本　幹也 (2)

同志社大・京　都
(321) Mikiya KURIMOTO (01)

2 びわこ成蹊スポーツ大 100000572 川田　一稀 (2)
びわスポ大・大　阪

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (276) Kazuki KAWATA (02)
492522 100000551 則貞　魁 (3)

びわスポ大・滋　賀
(270) Kai NORISADA (02)

(  40.67) 100000590 中山　敬太 (2)
びわスポ大・鳥　取

(280) Keita NAKAYAMA (03)
100000597 森　貫太 (2)

びわスポ大・大　阪
(282) Kanta MORI (02)

100000581 須戸　遼 (2)
びわスポ大・滋　賀

(278) Ryo SUDO (02)
100000534 佐藤　蒼志 (3)

びわスポ大・京　都
(264) Soshi SATO (01)

3 関西学院大 100000114 河野　航大 (4)
関西学院大・福　岡

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (48) Kodai KAWANO (00)
492232 100000134 今関　伸吾 (4)

関西学院大・兵　庫
(59) Shingo IMAZEKI (00)

(  39.61) 100000144 川口　修平 (3)
関西学院大・岐  阜

(62) Shuhei KAWAGUCHI (01)
100000163 岡本　直也 (3)

関西学院大・兵　庫
(73) Naoya OKAMOTO (01)

100000168 仲田　圭吾 (3)
関西学院大・兵　庫

(76) Keigo NAKATA (01)
100000183 佐藤　颯 (2)

関西学院大・大　阪
(83) So SATO (02)

4 関西大 100000256 宮内　和哉 (3)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (106) Kazuya MIYAUCHI (01)
492218 100000285 松井　健斗 (2)

関西大・大　阪
(119) Kento MATSUI (02)

(  39.76) 100000284 濱田　澪 (2)
関西大・大　阪

(118) Rei HAMADA (03)
100000315 垣内　慶紀 (1)

関西大・大　阪
(128) Yoshiki KAKIUCHI (03)

100000257 藤井　恒輝 (3)
関西大・大　阪

(107) Koki FUJII (01)
100000267 北　凌伎 (3)

関西大・大　阪
(114) Ryoki KITA (01)

5 京都産業大 100001774 河村　真毅 (4)
京都産業大・岐  阜

ｷｮｳﾄｻﾝｷﾞｮｳﾀﾞｲ (134) Masaki KAWAMURA (00)
492189 100001781 松﨑　智也 (4)

京都産業大・京　都
(137) Tomoya MATSUZAKI (00)

(  40.20) 100001797 木村　天南 (2)
京都産業大・京　都

(145) Anan KIMURA (03)
100001798 杉浦　正吾 (2)

京都産業大・京　都
(146) Shogo SUGIURA (02)

100001801 細見　大樹 (2)
京都産業大・兵　庫

(147) Daiki HOSOMI (02)
100001811 辻??田　幸輝 (1)

京都産業大・滋　賀
(154) Koki TSUJITA (04)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子１部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 京都大 100000678 梶原　隆真 (M2)

京都大・京　都
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (327) Takamasa KAJIWARA (98)
490048 100000714 吉田　悠樹 (4)

京都大・福  井
(344) Yuki YOSHIDA (99)

(  42.35) 100000721 藤浦　敦士 (3)
京都大・兵　庫

(348) Atsushi FUJIURA (01)
100000753 山田　慎之助 (2)

京都大・福  井
(354) Shinnosuke YAMADA (01)

100000700 室　和希 (4)
京都大・奈　良

(341) Kazuki MURO (99)
100000689 藤田　雄大 (M1)

京都大・香  川
(334) Yudai FUJITA (99)

7 近畿大 100000433 田原　晴斗 (4)
近畿大・兵　庫

ｷﾝｷﾀﾞｲ (225) Haruto TABARU (00)
492221 100000436 馬出　晟冶 (4)

近畿大・奈　良
(228) Seiya UMADE (00)

(  39.41) 100000435 髙木　恒 (4)
近畿大・兵　庫

(227) Koh TAKAGI  (00)
100000453 山口　冬馬 (3)

近畿大・香  川
(236) Toma YAMAGUCHI (02)

100000466 西尾　晃太 (2)
近畿大・兵　庫

(241) Kota NISHIO (02)
100000477 阿河　孝樹 (1)

近畿大・香  川
(245) Koki AGA  (03)

8 大阪教育大 100000759 寺崎　一輝 (5)
大阪教育大・大　阪

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (358) Kazuki TERASAKI (99)
490053 100000774 中本　大地 (3)

大阪教育大・兵　庫
(370) Daichi NAKAMOTO (00)

(  40.80) 100000787 杉田　侑弥 (2)
大阪教育大・徳  島

(376) Yuya SUGITA (02)
100000788 田中　悠雅 (2)

大阪教育大・兵　庫
(377) Yuga TANAKA (02)

100000762 胡　暁越 (4)
大阪教育大・大　阪

(360) Xiaoyue HU (96)
100000791 古川　尊 (2)

大阪教育大・栃　木
(378) Takeru FURUKAWA (02)

9 大阪経済大 100000901 濱田　光貴 (3)
大阪経済大・大　阪

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (435) Koki HAMADA (01)
492205 100000912 正田　陽人 (2)

大阪経済大・大　阪
(444) Yohito MASADA (02)

(  42.87) 100000909 桑野　航汰 (2)
大阪経済大・大　阪

(441) Kota KUWANO (01)
100000914 山根　汰一 (2)

大阪経済大・兵　庫
(445) Taichi YAMANE (02)

100000920 田村　奏人 (1)
大阪経済大・大　分

(447) Kanato TAMURA (03)
100002291 中井　真太郎 (1)

大阪経済大・大　阪
(448) Shintaro NAKAI (03)

10 大阪体育大 100000345 窪田　亮 (4)
大阪体育大・大　阪

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (188) Ryo KUBOTA (01)
492213 100000364 甘利　颯太 (3)

大阪体育大・大　阪
(197) Sota AMARI (01)

(  40.52) 100000382 大西　蒼玄 (3)
大阪体育大・奈　良

(202) Sogen ONISHI (02)
100000395 泉　翔太 (2)

大阪体育大・兵　庫
(207) Shota IZUMI (02)

100000390 萩尾　脩人 (2)
大阪体育大・大　阪

(205) Shuto HAGIO (02)
100000422 馬場　勇弥 (2)

大阪体育大・兵　庫
(211) Yuya BABA (02)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子１部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 天理大 100000800 音村　篤海 (4)

天理大・奈　良
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (387) Atsumi OTOMURA (00)
492249 100000811 矢野　正也 (4)

天理大・岡　山
(392) Masaya YANO (00)

(  40.46) 100000821 坂本　俊介 (3)
天理大・大　阪

(398) Shunsuke SAKAMOTO (02)
100000827 宮川　公輔 (3)

天理大・奈　良
(402) Kosuke MIYAGAWA (01)

100000831 茶圓　裕希 (2)
天理大・大　阪

(405) Hiroki CHAEN (02)
100001981 大荒　大翔 (1)

天理大・大　阪
(411) Daito OARE (03)

12 立命館大 100000011 梶川　颯太 (M1)
立命館大・福  井

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (6) Sota KAJIKAWA (99)
492200 100000027 遠藤　耕介 (3)

立命館大・愛  知
(8) Kosuke ENDO (01)

(  39.27) 100000051 相生　敦海 (3)
立命館大・鳥　取

(21) Atsumi AIOI (01)
100000072 松田　慎太郎 (2)

立命館大・兵　庫
(27) Shintaro MATSUDA (02)

100000042 宮西　光紀 (3)
立命館大・大　阪

(18) Koki MIYANISHI (01)
100000063 今関　康明 (3)

立命館大・兵　庫
(25) Yasuaki IMAZEKI (00)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子１部 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 同志社大 100000603 伊藤　大和 (4)

同志社大・滋　賀
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (293) Yamato ITO (00)
492195 100000606 國枝　翔来 (4)

同志社大・岐  阜
(295) Tobira KUNIEDA (00)

(3:11.48) 100000614 河野　彰真 (4)
同志社大・大　阪

(299) Shoma KONO (00)
100000621 澤田　翔平 (3)

同志社大・大　阪
(303) Shohei SAWADA (01)

100000627 山本　祥太郎 (3)
同志社大・愛　媛

(308) Shotaro YAMAMOTO (02)
100002214 水田　陸斗 (1)

同志社大・兵　庫
(324) Rikuto MIZUTA (03)

2 びわこ成蹊スポーツ大 100000495 北尾　迅 (4)
びわスポ大・滋　賀

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (250) Jin KITAO (00)
492522 100000531 川北　脩斗 (3)

びわスポ大・滋　賀
(261) Shuto KAWAKITA (02)

(3:10.53) 100000522 石川　稚紘 (3)
びわスポ大・大　阪

(259) Chihiro ISHIKAWA (01)
100000532 清原　彰人 (3)

びわスポ大・大　阪
(262) Akito KIYOHARA (01)

100000597 森　貫太 (2)
びわスポ大・大　阪

(282) Kanta MORI (02)
100001916 服部　右夢 (1)

びわスポ大・岐  阜
(288) Mimo HATTORI (04)

3 関西学院大 100000148 安藤　礁吾 (3)
関西学院大・兵　庫

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (65) Shogo ANDO (01)
492232 100000137 小林　諒 (4)

関西学院大・熊　本
(60) Ryo KOBAYASHI (00)

(3:08.58) 100000187 金原　淳晟 (2)
関西学院大・大　阪

(84) Junsei KANEHARA (02)
100000212 山田　彩翔 (１)

関西学院大・山　口
(92) Ayato YAMADA (03)

100000121 片山　卓也 (4)
関西学院大・福  井

(51) Takuya KATAYAMA (00)
100000123 松本　昂大 (4)

関西学院大・兵　庫
(52) Kota MATSUMOTO (00)

4 関西大 100000226 阪本　育 (4)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (95) Iku SAKAMOTO (00)
492218 100000265 栗原　拓海 (3)

関西大・京　都
(112) Takumi KURIHARA (01)

(3:09.62) 100000266 和田　一真 (3)
関西大・京　都

(113) Kazuma WADA  (01)
100000255 増田　潮音 (3)

関西大・兵　庫
(105) Shion MASUDA (01)

100000299 都倉　青 (2)
関西大・兵　庫

(124) Haru TOKURA (02)
100000284 濱田　澪 (2)

関西大・大　阪
(118) Rei HAMADA (03)

5 京都産業大 100001775 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 (135) Tatsuya TAGUCHI (00)
492189 100001776 中川　諒 (4)

京都産業大・兵　庫
(136) Ryo NAKAGAWA (00)

(3:11.11) 100001785 雀部　凌平 (3)
京都産業大・大　阪

(140) Ryohei SASABE (02)
100001788 野田　将太郎 (3)

京都産業大・兵　庫
(141) Shotaro NODA (01)

100001793 田村　樹 (2)
京都産業大・福  井

(143) Itsuki TAMURA (02)
100001806 田中　颯 (1)

京都産業大・滋　賀
(151) Hayate TANAKA (03)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子１部 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 京都大 100000689 藤田　雄大 (M1)

京都大・香  川
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (334) Yudai FUJITA (99)
490048 100000697 前田　朝陽 (M1)

京都大・愛  知
(339) Asahi MAEDA (99)

(3:20.41) 100000700 室　和希 (4)
京都大・奈　良

(341) Kazuki MURO (99)
100000727 角谷　幸紀 (3)

京都大・大　阪
(350) Koki KADOYA (01)

100000754 益田　椋多 (2)
京都大・兵　庫

(355) Ryota MASUDA (01)
100002077 高橋　昂生 (1)

京都大・広　島
(357) Kosei TAKAHASHI (03)

7 近畿大 100000464 西山　遥斗 (4)
近畿大・三  重

ｷﾝｷﾀﾞｲ (240) Haruto NISHIYAMA (00)
492221 100000434 廣井　謙吾 (4)

近畿大・岐  阜
(226) Kengo HIROI (00)

(3:10.05) 100000450 末長　智幸 (3)
近畿大・大　阪

(234) Tomoyuki SUENAGA  (01)
100000469 琴寄　晴仁 (2)

近畿大・滋　賀
(243) Haruto KOTOYORI (02)

100000449 竹内　涼城 (3)
近畿大・兵　庫

(233) Ryoki TAKEUCHI (01)
100000478 瀬古　陸斗 (1)

近畿大・三  重
(246) Rikuto SEKO (03)

8 大阪教育大 100000767 堀田　和志 (4)
大阪教育大・兵　庫

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (363) Kazushi HORITA (00)
490053 100000761 木村　竜晟 (4)

大阪教育大・兵　庫
(359) Ryusei KIMURA (00)

(3:13.87) 100000771 内藤　源一郎 (3)
大阪教育大・兵　庫

(367) Genichiro NAITO (02)
100000778 藤澤　丈 (3)

大阪教育大・大　阪
(372) Jo FUJISAWA (01)

100000794 米田　陽太 (2)
大阪教育大・奈　良

(380) Yota YONEDA (02)
100000776 蜂須賀　辰政 (3)

大阪教育大・兵　庫
(371) Tatsumasa HACHISUKA (01)

9 大阪経済大 100000889 田邉　一真 (4)
大阪経済大・大　阪

ｵｵｻｶｹｲｻﾞｲﾀﾞｲ (430) Kazuma TANABE (00)
492205 100000914 山根　汰一 (2)

大阪経済大・兵　庫
(445) Taichi YAMANE (02)

(3:14.51) 100000911 田中　俊輔 (2)
大阪経済大・大　阪

(443) Shunsuke TANAKA (02)
100000900 谷　純太朗 (3)

大阪経済大・兵　庫
(434) Juntaro TANI (01)

100000910 幸村　侑哉 (2)
大阪経済大・兵　庫

(442) Yuya KOMURA (02)
100000891 堀戸　智博 (4)

大阪経済大・大　阪
(431) Chihiro HORITO (00)

10 大阪体育大 100000341 川西　健太 (4)
大阪体育大・大　阪

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (186) Kenta KAWANISHI (00)
492213 100000355 永田　響 (4)

大阪体育大・島　根
(193) Hibiki NAGATA  (01)

(3:11.63) 100000350 藤原　由規 (4)
大阪体育大・大　阪

(191) Yoshiki FUJIWARA (01)
100000347 瀬戸　夢大 (4)

大阪体育大・北海道
(189) Yudai SETO (01)

100000377 中嶋　佑 (3)
大阪体育大・兵　庫

(200) Tasuku NAKAJIMA (01)
100001952 岩崎　拓生 (1)

大阪体育大・大　阪
(216) Takumi IWASAKI (04)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子１部 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 天理大 100000811 矢野　正也 (4)

天理大・岡　山
ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (392) Masaya YANO (00)
492249 100000825 中村　蓮音 (3)

天理大・京　都
(400) Ren NAKAMURA (02)

(3:18.92) 100000831 茶圓　裕希 (2)
天理大・大　阪

(405) Hiroki CHAEN (02)
100000817 三木　稜士 (3)

天理大・大　阪
(395) Ryoji MIKI (01)

100001981 大荒　大翔 (1)
天理大・大　阪

(411) Daito OARE (03)
100000828 鈴木　堅考 (3)

天理大・奈　良
(403) Takanori SUZUKI (01)

12 立命館大 100000001 野瀬　大輝 (4)
立命館大・滋　賀

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (1) Daiki NOSE (01)
492200 100000034 福字　涼太郎 (3)

立命館大・山　口
(14) Ryotaro FUKUJI (02)

(3:14.01) 100000035 中村　洋介 (3)
立命館大・愛  知

(15) Yosuke NAKAMURA (02)
100000044 酒井　佑弥 (3)

立命館大・愛  知
(19) Yuya SAKAI (01)

100000082 菅沼　玲央 (2)
立命館大・愛  知

(32) Reo SUGANUMA (03)
100000083 橋本　慶太 (2)

立命館大・京　都
(33) Keita HASHIMOTO (02)
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男子２部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪学院大 100001323 山下　新史 (3)

大阪学院大・大　阪
ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (906) Arashi YAMASHITA (01)
492204 100001322 杉本　誠大 (3)

大阪学院大・大　阪
(905) Masahiro SUGIMOTO (03)

(  42.05) 100001325 依岡　朋紀 (3)
大阪学院大・高　知

(908) Tomoki YORIOKA (01)
100001337 森永　悠斗 (1)

大阪学院大・兵　庫
(917) Yuto MORINAGA (03)

100001334 高木　大地 (1)
大阪学院大・大　阪

(914) Daichi TAKAGI (03)
100001339 土井　陽向 (1)

大阪学院大・大　阪
(918) Hinata DOI (03)

2 大阪公立大 100001300 成瀬　朝日 (2)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲ (940) Asahi NARUSE (01)
500000 100001281 植木　雄大 (3)

大阪公立大・大　阪
(930) Yudai UEKI (02)

(  42.80) 100001289 田村　耕平 (3)
大阪公立大・大　阪

(935) Kohei TAMURA (02)
100001276 高木　大登 (4)

大阪公立大・大　阪
(926) Hiroto TAKAGI (00)

100001282 上村　侑 (3)
大阪公立大・大　阪

(931) Yu UEMURA (00)
100001297 中谷　颯太 (2)

大阪公立大・大　阪
(939) Sota NAKATANI (02)

3 大阪国際大 100001161 丸山　翼 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (673) Tsubasa MARUYAMA (00)
492355 100001147 辻中　悠河 (4)

大阪国際大・京　都
(664) Yuga TSUJINAKA (00)

(  41.11) 100001173 阪口　颯良 (3)
大阪国際大・奈　良

(678) Sora SAKAGUCHI (01)
100001187 山本　稔太 (3)

大阪国際大・大　阪
(682) Jinta YAMAMOTO (01)

100001184 二井　悠太 (3)
大阪国際大・大　阪

(681) Yuta FUTAI (01)
100001159 藤田　将史 (4)

大阪国際大・大　阪
(671) Masashi FUJITA (00)

4 大阪商業大 100001250 中村　将貴 (4)
大阪商業大・大　阪

ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (952) Masaki NAKAMURA (00)
492212 100001252 田邉　大輝 (4)

大阪商業大・岡　山
(954) Daiki TANABE (97)

(  43.82) 100001257 松川　恵二郎 (3)
大阪商業大・大　阪

(956) Keijiro MATSUKAWA (01)
100001259 北脇　巧也 (2)

大阪商業大・大　阪
(957) Takuya KITAWAKI (02)

100001260 大山　翔樹 (2)
大阪商業大・大　阪

(958) Shoki OYAMA (02)
100001263 島林　亮馬 (2)

大阪商業大・大　阪
(959) Ryoma SHIMABAYASHI (02)

5 大阪成蹊大 100001117 山崎　奨 (2)
大阪成蹊大・大　阪

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (784) Tasuku YAMASAKI (02)
492523 100001118 谷口　哲也 (2)

大阪成蹊大・京　都
(785) Tetsuya TANIGUCHI (02)

(  44.00) 100001120 中川　祥太 (2)
大阪成蹊大・大　阪

(786) Shota NAKAGAWA (03)
100001121 長島　聖 (2)

大阪成蹊大・大　阪
(787) Hijiri NAGASHIMA (03)

100002208 河崎　侑真 (1)
大阪成蹊大・大　阪

(788) Yuma KAWASAKI (03)
100002211 宮本　将大 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(789) Shota MIYAMOTO (03)
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男子２部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 大阪大 100001366 長　奎吾 (M2)

大阪大・大　阪
ｵｵｻｶﾀﾞｲ (543) Keigo CHO (98)
490051 100001397 家方　優希 (4)

大阪大・大　阪
(558) Yuki YAKATA (99)

(  41.20) 100001400 菅野　宏紀 (4)
大阪大・兵　庫

(560) Hiroki SUGANO (01)
100001415 佐藤　優樹 (3)

大阪大・愛  知
(567) Yuki SATO (01)

100001422 松中　馨大 (3)
大阪大・大　阪

(572) Keita MATSUNAKA (01)
100001440 梅田　光太朗 (2)

大阪大・兵　庫
(581) Kotaro UMEDA (02)

7 大阪産業大 100001080 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 (945) Shunnosuke OMORI (02)
492209 100001078 柴田　智広 (3)

大阪産業大・京　都
(943) Tomohiro SHIBATA (01)

(  42.93) 100001079 柿渕　幸哉 (3)
大阪産業大・兵　庫

(944) Yukiya KAKIBUCHI (01)
100001091 眞田　健心 (2)

大阪産業大・大　阪
(949) Kenshin SANADA (02)

100001084 岡田　聖大 (2)
大阪産業大・兵　庫

(946) Manato OKADA (02)
100001098 黒瀬　尚紀 (4)

大阪産業大・京　都
(951) Naoki KUROSE (00)

8 大和大 100001244 田中　大貴 (3)
大和大・奈　良

ﾔﾏﾄﾀﾞｲ (996) Daiki TANAKA (02)
496998 100001242 前田　大輔 (3)

大和大・奈　良
(997) Daisuke MAEDA (01)

100001246 仁茂田　雄也 (2)
大和大・大　阪

(998) Yuya NIMOTA (02)
100001249 川邉　吉則 (3)

大和大・大　阪
(999) Yoshinori KAWABE (02)

100001247 竹中　康晴 (2)
大和大・兵　庫

(1000) Kosei TAKENAKA (03)
9 追手門学院大 100001479 畑中　涼聖 (3)

追手門学院大・大　阪
ｵｳﾃﾓﾝｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (794) Ryosei HATANAKA (01)
492217 100001478 阿川　晃平 (3)

追手門学院大・大　阪
(793) Kohei AGAWA (01)

(  43.50) 100001477 山本　陽士 (4)
追手門学院大・大　阪

(792) Haruto YAMAMOTO (00)
100002333 滝本　恵果 (1)

追手門学院大・大　阪
(800) Keika TAKIMOTO (03)

100001482 安藤　智紘 (2)
追手門学院大・大　阪

(797) Chihiro ANDO (03)
100001484 田中　吹輝 (2)

追手門学院大・大　阪
(798) Fubuki TANAKA (02)

10 龍谷大 100001729 北浦　稔 (3)
龍谷大・大　阪

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (510) Jin KITAURA (01)
492201 100001738 西山　樹 (2)

龍谷大・大　阪
(516) Tatsuki NISHIYAMA (02)

(  42.59) 100001769 森田　匠 (1)
龍谷大・滋　賀

(534) Takumi MORITA (03)
100001713 中川　貴仁 (4)

龍谷大・滋　賀
(502) Kazuhito NAKAGAWA (00)

100001739 杉本　壮吾 (2)
龍谷大・大　阪

(517) Sogo SUGIMOTO (02)
100001752 吉田　創詠 (2)

龍谷大・岐  阜
(524) Soei YOSHIDA (02)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子２部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 滋賀大 100001680 柊　勇飛 (4)

滋賀大・滋　賀
ｼｶﾞﾀﾞｲ (982) Yuhi HIIRAGI (00)
490047 100001696 吉原　翔大 (4)

滋賀大・滋　賀
(990) Shota YOSHIHARA (01)

(  43.60) 100001679 足立　琢 (2)
滋賀大・滋　賀

(981) Taku ADACHI (01)
100001684 黒川　雄太 (2)

滋賀大・滋　賀
(985) Yuta KUROKAWA (01)

100001686 橋田　大輝 (2)
滋賀大・滋　賀

(986) Daiki HASHIDA (02)
100002119 飯田　航平 (4)

滋賀大・京　都
(991) Kohei IIDA (00)

12 兵庫県立大 100000926 備　未来貴 (4)
兵庫県立大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (750) Miraki SONAE (00)
491082 100000931 上田　健登 (3)

兵庫県立大・兵　庫
(753) Kento UEDA (01)

(  41.21) 100000936 磯野　佑太 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(756) Yuta ISONO (02)
100000937 西尾　咲人 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(757) Sakuto NISHIO (02)

100000939 廣畑　敬太 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(758) Keita HIROHATA (02)
13 京都橘大 100001499 山中　聡一郎 (4)

京都橘大・滋　賀
ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾞｲ (971) Soichiro YAMANAKA (00)
492194 100001502 吉田　勇 (4)

京都橘大・京　都
(974) Yu YOSHIDA (01)

(  43.50) 100001501 上田　浩輔 (3)
京都橘大・大　阪

(973) Kosuke UEDA (01)
100001504 黒田　翔生 (2)

京都橘大・京　都
(975) Shoki KURODA (02)

100001505 山崎　直樹 (2)
京都橘大・大　阪

(976) Naoki YAMAZAKI (02)
100002130 杉村　廉 (1)

京都橘大・滋　賀
(979) Ren SUGIMURA (03)

14 関西外国語大 100001462 堀切　一輝 (4)
関西外国語大・兵　庫

ｶﾝｻｲｶﾞｲｺｸｺﾞﾀﾞｲ (961) Kazuki HORIKIRI (99)
492220 100001466 西田　涼太 (3)

関西外国語大・大　阪
(964) Ryota NISHIDA (01)

(  44.44) 100001467 徳田　尚也 (3)
関西外国語大・大　阪

(965) Naoya TOKUDA (01)
100001469 松下　貴則 (2)

関西外国語大・大　阪
(966) Takanori MATSUSHITA (03)

15 関西福祉大 100000944 東濱　龍之介 (3)
関西福祉大・高　知

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (848) Ryunosuke HIGASHIHAMA (01)
492430 100000949 昆陽　海士 (2)

関西福祉大・兵　庫
(853) Kaito KONYO (02)

(  43.07) 100000951 前川　誠之介 (2)
関西福祉大・兵　庫

(855) Seinosuke MAEKAWA (02)
100000953 池本　大介 (1)

関西福祉大・兵　庫
(857) Daisuke IKEMOTO (03)

100000954 柴崎　優 (1)
関西福祉大・兵　庫

(858) Yu SHIBASAKI (03)
100000957 山本　慈喜 (1)

関西福祉大・滋　賀
(861) Itsuki YAMAMOTO (04)
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男子２部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 摂南大 100001566 藤江　成歩 (4)

摂南大・大　阪
ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (611) Naruho FUJIE (00)
492302 100001553 執行　隼之介 (2)

摂南大・兵　庫
(600) Shunnosuke SHIGYO (02)

(  41.41) 100001543 梶田　陸空 (2)
摂南大・大　阪

(595) Riku KAJITA (03)
100002054 木村　烈 (1)

摂南大・兵　庫
(618) Retsu KIMURA (04)

100001538 篠原　優太朗 (4)
摂南大・香  川

(591) Yutaro SHINOHARA (00)
100001557 伊勢脇　洸太 (3)

摂南大・大　阪
(603) Kota ISEWAKI (01)

17 神戸大 100000996 喜多　政天 (M2)
神戸大・奈　良

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (624) Masataka KITA (98)
490054 100001029 森脇　寛太 (2)

神戸大・大　阪
(648) Kanta MORIWAKI (02)

(  41.58) 100001032 木塚　海詩 (2)
神戸大・大　阪

(651) Kaishi KIZUKA (02)
100001033 大西　悠生 (2)

神戸大・愛　媛
(652) Yusei ONISHI (03)

100001034 福本　雄太 (2)
神戸大・兵　庫

(653) Yuta FUKUMOTO (02)
100002162 増田　圭紀 (1)

神戸大・大　阪
(659) Yoshiki MASUDA (02)

18 京都府立医科大 100001701 井口　義人 (6)
京都府立医科大・京　都

ｷｮｳﾄﾌﾘﾂｲｶﾀﾞｲ (863) Yoshihito IGUCHI (98)
491016 100001702 栗林　健一 (6)

京都府立医科大・京　都
(864) Kenichi KURIBAYASHI (91)

(  42.50) 100001707 増田　大誠 (4)
京都府立医科大・京　都

(865) Taisei MASUDA (00)
100001711 青木　陸 (2)

京都府立医科大・京　都
(866) Riku AOKI (02)

19 和歌山大 100001510 大岡　諒真 (4)
和歌山大・和歌山

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (872) Ryoma OOKA (00)
490058 100001511 片山　尚則 (4)

和歌山大・和歌山
(873) Hisanori KATAYAMA (00)

100001529 木戸　海斗 (3)
和歌山大・和歌山

(883) Kaito KIDO (01)
100001526 高原　昌平 (3)

和歌山大・和歌山
(880) Shohei TAKAHARA (00)

100001527 滝下　連太郎 (3)
和歌山大・和歌山

(881) Rentaro TAKISHITA (01)
100002232 吉里　憧大 (1)

和歌山大・和歌山
(884) Shota YOSHIZATO (03)

20 佛教大 100002094 齋藤　拳 (1)
佛教大・和歌山

ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ (813) Ken SAITO (03)
492199 100002093 藤本　真吾 (1)

佛教大・京　都
(812) Shingo FUJIMOTO (03)

100002096 小西　大輝 (1)
佛教大・京　都

(814) Daiki KONISHI (04)
100002097 山下　大輔 (1)

佛教大・大　阪
(815) Daisuke YAMASHITA (03)

100001655 金森　雄亮 (2)
佛教大・大　阪

(809) Yusuke KANAMORI (02)
100001650 瀬尾　尚登 (3)

佛教大・京　都
(808) Naoto SEO (00)
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男子２部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 桃山学院大 100001099 豕瀬　友徳 (4)

桃山学院大・大　阪
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (832) Tomonori INOSE (00)
492228 100001100 細田　修平 (4)

桃山学院大・大　阪
(833) Shuhei HOSODA (00)

(  42.50) 100001104 藤島　早登 (3)
桃山学院大・大　阪

(836) Hayato FUJISHIMA (01)
100001106 國貞　俊広 (2)

桃山学院大・大　阪
(838) Toshihiro KUNISADA (02)

100002072 川上　大翔 (1)
桃山学院大・岡　山

(841) Hiroto KAWAKAMI (03)
100002071 中西　優弥 (1)

桃山学院大・大　阪
(840) Yuya NAKANISHI (03)

22 明治国際医療大 100001577 古閑　裕太 (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 (693) Yuta KOGA (01)
492329 100001578 前田　亮 (4)

明治国際医療大・京　都
(694) Ryo MAEDA (00)

(  41.87) 100001594 木田　慧司 (2)
明治国際医療大・京　都

(705) Satoshi KIDA (02)
100001618 飯野　友哉 (1)

明治国際医療大・滋　賀
(725) Tomoya IINO (03)

100001590 山本　直生 (3)
明治国際医療大・京　都

(702) Naoki YAMAMOTO (01)
100001608 中西　遼 (1)

明治国際医療大・京　都
(717) Ryo NAKANISHI (03)

23 流通科学大 100001065 遠藤　正勝 (4)
流通科学大・兵　庫

ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲ (1001) Masakatsu ENDO (00)
492356 100001066 前川　慎之介 (4)

流通科学大・兵　庫
(1002) Shinnosuke MAEKAWA (00)

(  42.50) 100001068 枝川　尚輝 (3)
流通科学大・兵　庫

(1003) Naoki EDAGAWA (01)
100001069 下里　淳司 (2)

流通科学大・兵　庫
(1004) Junji SHIMOZATO (02)

100001070 川本　源一郎 (2)
流通科学大・兵　庫

(1005) Genichiro KAWAMOTO (02)
100001072 平野　渚生 (2)

流通科学大・兵　庫
(1007) Sho HIRANO (02)

24 京都教育大 100001868 野上　翼 (4)
京都教育大・香  川

ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (761) Tsubasa NOGAMI (00)
490049 100001871 宇佐美　雄章 (4)

京都教育大・三  重
(764) Takeaki USAMI (00)

(  40.84) 100001872 峰山　達希 (4)
京都教育大・大　阪

(765) Tatsuki MINEYAMA  (00)
100001877 三本木　優也 (3)

京都教育大・京　都
(769) Yuya SAMBONGI (01)

100001874 寺井　雄大 (3)
京都教育大・京　都

(767) Yudai TERAI (01)
100002306 宮本　真久翔 (1)

京都教育大・香  川
(775) Makuto MIYAMOTO (03)

25 甲南大 100000959 葛川　智博 (M1)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (727) Tomohiro KUZUKAWA (99)
492234 100000964 豊嶋　夏輝 (4)

甲南大・大　阪
(730) Natsuki TOYOSHIMA (00)

(  40.70) 100000967 神崎　貴仁 (3)
甲南大・兵　庫

(731) Takahito KANZAKI (02)
100000972 結城　克海 (3)

甲南大・兵　庫
(734) Katsumi YUKI (01)

100000975 衣笠　拓実 (2)
甲南大・兵　庫

(736) Takumi KINUGASA (03)
100000979 谷尾　匠 (2)

甲南大・兵　庫
(740) Takumi TANIO (02)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
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男子２部 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 京都工芸繊維大 100001885 佐々木　宏晃 (M2)

京都工芸繊維大・滋　賀
ｷｮｳﾄｺｳｹﾞｲｾﾝｲﾀﾞｲ (871) Hiroaki SASAKI (98)
490050 100001862 安井　涼 (3)

京都工芸繊維大・奈　良
(869) Ryo YASUI (01)

(  43.20) 100001864 山本　想真 (3)
京都工芸繊維大・大　阪

(870) Soma YAMAMOTO (01)
100001856 栗山　玲温 (3)

京都工芸繊維大・京　都
(867) Reon KURIYAMA (00)

100001860 櫻井　春誓 (3)
京都工芸繊維大・北海道

(868) Haruchi SAKURAI (00)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

男子２部 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 大阪学院大 100001323 山下　新史 (3)

大阪学院大・大　阪
ｵｵｻｶｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (906) Arashi YAMASHITA (01)
492204 100001322 杉本　誠大 (3)

大阪学院大・大　阪
(905) Masahiro SUGIMOTO (03)

(3:28.00) 100001325 依岡　朋紀 (3)
大阪学院大・高　知

(908) Tomoki YORIOKA (01)
100001319 石本　勝人 (3)

大阪学院大・愛　媛
(903) Masato ISHIMOTO (01)

100001333 稲葉　健心 (1)
大阪学院大・大　阪

(913) Kenshin INABA (04)
100001334 高木　大地 (1)

大阪学院大・大　阪
(914) Daichi TAKAGI (03)

2 大阪公立大 100001300 成瀬　朝日 (2)
大阪公立大・大　阪

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂﾀﾞｲ (940) Asahi NARUSE (01)
500000 100001277 濱崎　佳真 (4)

大阪公立大・京　都
(927) Keima HAMASAKI (99)

(3:18.00) 100001279 細谷　雅貴 (4)
大阪公立大・大　阪

(929) Masaki HOSOYA (99)
100001307 山城　爽輔 (2)

大阪公立大・大　阪
(941) Sosuke YAMASHIRO (02)

100001287 末原　壮馬 (3)
大阪公立大・大　阪

(934) Soma SUEHARA (02)
100001292 山岡　航大 (3)

大阪公立大・大　阪
(937) Kodai YAMAOKA (01)

3 大阪国際大 100001142 坂本　龍星 (4)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (663) Ryusei SAKAMOTO (00)
492355 100001170 加治木　悠真 (3)

大阪国際大・大　阪
(677) Yuma KAJIKI (02)

(3:14.19) 100001137 山本　理貴 (4)
大阪国際大・大　阪

(661) Riki YAMAMOTO (99)
100001157 福田　悠翔 (4)

大阪国際大・大　阪
(670) Yuto FUKUDA (00)

100001151 徳永　康生 (4)
大阪国際大・大　阪

(666) Kosei TOKUNAGA (00)
100001224 陶　康平 (1)

大阪国際大・大　阪
(687) Kohei SUE (03)

4 大阪商業大 100001250 中村　将貴 (4)
大阪商業大・大　阪

ｵｵｻｶｼｮｳｷﾞｮｳﾀﾞｲ (952) Masaki NAKAMURA (00)
492212 100001251 木村　彰吾 (4)

大阪商業大・大　阪
(953) Shogo KIMURA (01)

100001259 北脇　巧也 (2)
大阪商業大・大　阪

(957) Takuya KITAWAKI (02)
100001260 大山　翔樹 (2)

大阪商業大・大　阪
(958) Shoki OYAMA (02)

100001263 島林　亮馬 (2)
大阪商業大・大　阪

(959) Ryoma SHIMABAYASHI (02)
100002009 山川　直也 (1)

大阪商業大・奈　良
(960) Naoya YAMAKAWA (03)

5 大阪大 100001395 細野　航太郎 (4)
大阪大・兵　庫

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (556) Kotaro HOSONO (99)
490051 100001409 奥野　賢汰 (3)

大阪大・大　阪
(564) Kenta OKUNO (01)

(3:10.73) 100001425 杉島　匠 (3)
大阪大・大　阪

(573) Takumi SUGISHIMA (01)
100001432 桑島　和輝 (3)

大阪大・北海道
(577) Kazuki KUWAJIMA (01)

100001445 山路　涼太 (2)
大阪大・滋　賀

(582) Ryota YAMAJI (03)
100001360 志賀　颯 (M2)

大阪大・兵　庫
(540) Hayata SHIGA (98)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
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男子２部 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 追手門学院大 100001481 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 (796) Kohei YAO (01)
492217 100001478 阿川　晃平 (3)

追手門学院大・大　阪
(793) Kohei AGAWA (01)

(3:29.15) 100001475 関　翔太 (4)
追手門学院大・大　阪

(790) Shota SEKI (00)
100001476 福田　寛和 (4)

追手門学院大・大　阪
(791) Hirokazu FUKUDA (00)

100002334 田中　大空 (1)
追手門学院大・大　阪

(801) Sora TANAKA (03)
100001485 湯浅　貴斗 (2)

追手門学院大・大　阪
(799) Takato YUASA (03)

7 龍谷大 100001715 笹田　仁 (4)
龍谷大・大　阪

ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ (504) Jin SASADA (00)
492201 100001731 大橋　怜央 (3)

龍谷大・滋　賀
(512) Reo OHASHI (02)

(3:14.03) 100001742 八木　翔也 (2)
龍谷大・京　都

(519) Shoya YAGI (02)
100001749 渡邊　隼斗 (2)

龍谷大・兵　庫
(523) Hayato WATANABE (02)

100001713 中川　貴仁 (4)
龍谷大・滋　賀

(502) Kazuhito NAKAGAWA (00)
100001741 伊部　智哉 (2)

龍谷大・滋　賀
(518) Tomoya IBE (02)

8 滋賀大 100001680 柊　勇飛 (4)
滋賀大・滋　賀

ｼｶﾞﾀﾞｲ (982) Yuhi HIIRAGI (00)
490047 100001682 伊藤　憧 (3)

滋賀大・滋　賀
(983) Sho ITO (01)

(3:28.79) 100001683 孫　陽勲 (3)
滋賀大・滋　賀

(984) Yangfun SON (01)
100001691 堀内　毅 (3)

滋賀大・滋　賀
(989) Takeshi HORIUCHI (01)

100001679 足立　琢 (2)
滋賀大・滋　賀

(981) Taku ADACHI (01)
100001687 中出　蓮 (2)

滋賀大・滋　賀
(987) Ren NAKADE (03)

9 兵庫県立大 100000926 備　未来貴 (4)
兵庫県立大・兵　庫

ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (750) Miraki SONAE (00)
491082 100000927 寺垣内　啓吾 (4)

兵庫県立大・兵　庫
(751) Keigo TERAGAITO (01)

(3:23.22) 100000937 西尾　咲人 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(757) Sakuto NISHIO (02)
100000939 廣畑　敬太 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(758) Keita HIROHATA (02)

100000940 吉岡　樹永 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(759) Mikito YOSHIOKA (02)
100000935 池本　陽介 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(755) Yosuke IKEMOTO (02)

10 京都橘大 100001499 山中　聡一郎 (4)
京都橘大・滋　賀

ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅﾀﾞｲ (971) Soichiro YAMANAKA (00)
492194 100001502 吉田　勇 (4)

京都橘大・京　都
(974) Yu YOSHIDA (01)

(3:20.00) 100001500 両見　颯真 (3)
京都橘大・島　根

(972) Soma RYOKEN (01)
100001501 上田　浩輔 (3)

京都橘大・大　阪
(973) Kosuke UEDA (01)

100002128 成矢　優希 (2)
京都橘大・大　阪

(977) Yuki NARIYA (02)
100002129 松原　慎之介 (1)

京都橘大・京　都
(978) Shinnosuke MATSUBARA (04)
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男子２部 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 関西外国語大 100001463 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 (962) Haruto KOYAMA (00)
492220 100001465 前田　啓太 (3)

関西外国語大・奈　良
(963) Keita MAEDA (01)

(3:31.12) 100001471 山田　祥汰 (2)
関西外国語大・京　都

(967) Shota YAMADA (03)
100001472 北澤　友琉 (2)

関西外国語大・京　都
(968) Yuru KITAZAWA (01)

100001474 岡村　拓明 (2)
関西外国語大・大　阪

(970) Takuaki OKAMURA (02)
12 関西福祉大 100000943 中川　隼一 (3)

関西福祉大・兵　庫
ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (847) Shunichi NAKAGAWA (01)
492430 100000945 森　玲 (3)

関西福祉大・兵　庫
(849) Ryo MORI (01)

(3:29.63) 100000949 昆陽　海士 (2)
関西福祉大・兵　庫

(853) Kaito KONYO (02)
100000951 前川　誠之介 (2)

関西福祉大・兵　庫
(855) Seinosuke MAEKAWA (02)

100000953 池本　大介 (1)
関西福祉大・兵　庫

(857) Daisuke IKEMOTO (03)
100000954 柴崎　優 (1)

関西福祉大・兵　庫
(858) Yu SHIBASAKI (03)

13 摂南大 100001532 鈴木　雄大 (4)
摂南大・大　阪

ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ (585) Yudai SUZUKI (00)
492302 100001534 伊藤　奏 (4)

摂南大・香  川
(587) Kanade ITO (00)

(3:14.42) 100001560 舛谷　大成 (3)
摂南大・京　都

(606) Taisei MASUTANI (02)
100001564 中村　勇斗 (2)

摂南大・大　阪
(609) Yuto NAKAMURA (02)

100001545 岡村　陸王 (2)
摂南大・大　阪

(596) Rikuo OKAMURA (02)
100001568 田村　翔 (2)

摂南大・和歌山
(612) Sho TAMURA (03)

14 神戸大 100001001 後藤　弘太郎 (4)
神戸大・兵　庫

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (628) Kotaro GOTO (00)
490054 100001003 西澤　憲生 (4)

神戸大・和歌山
(629) Kensei NISHIZAWA (00)

(3:13.33) 100001015 山科　真之介 (3)
神戸大・岡　山

(637) Shinnosuke YAMASHINA (01)
100001022 渡邊　拓海 (3)

神戸大・兵　庫
(643) Takumi WATANABE (01)

100001023 松下　亘騎 (3)
神戸大・大　阪

(644) Koki MATSUSHITA (02)
100001932 藤本　亮 (1)

神戸大・兵　庫
(658) Ryo FUJIMOTO (02)

15 神戸学院大 100001046 速水　修史 (3)
神戸学院大・兵　庫

ｺｳﾍﾞｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (816) Shuji HAYAMIZU (01)
492237 100002173 段塚　夢叶 (1)

神戸学院大・兵　庫
(828) Yuto DANTSUKA (03)

(3:28.00) 100002182 山崎　龍摩 (1)
神戸学院大・兵　庫

(830) Ryoma YAMASAKI (04)
100002183 加藤　輝 (1)

神戸学院大・兵　庫
(831) Akira KATO (03)
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男子２部 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 和歌山大 100001519 上野　僚 (4)

和歌山大・和歌山
ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ (877) Ryo UENO (00)
490058 100001515 谷村　風真 (4)

和歌山大・和歌山
(875) Fuma TANIMURA (00)

100001521 伊藤　祥希 (3)
和歌山大・和歌山

(879) Yoshiki ITO (00)
100001529 木戸　海斗 (3)

和歌山大・和歌山
(883) Kaito KIDO (01)

100001527 滝下　連太郎 (3)
和歌山大・和歌山

(881) Rentaro TAKISHITA (01)
100002237 水口　智貴 (1)

和歌山大・和歌山
(887) Tomoki MIZUGUCHI (03)

17 明治国際医療大 100001588 五十棲　瑞樹 (3)
明治国際医療大・京　都

ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲ (701) Mizuki ISOZUMI (01)
492329 100001594 木田　慧司 (2)

明治国際医療大・京　都
(705) Satoshi KIDA (02)

100001608 中西　遼 (1)
明治国際医療大・京　都

(717) Ryo NAKANISHI (03)
100001590 山本　直生 (3)

明治国際医療大・京　都
(702) Naoki YAMAMOTO (01)

100001618 飯野　友哉 (1)
明治国際医療大・滋　賀

(725) Tomoya IINO (03)
100001580 伊部　功記 (4)

明治国際医療大・滋　賀
(695) Koki IBE (00)

18 流通科学大 100001065 遠藤　正勝 (4)
流通科学大・兵　庫

ﾘｭｳﾂｳｶｶﾞｸﾀﾞｲ (1001) Masakatsu ENDO (00)
492356 100001068 枝川　尚輝 (3)

流通科学大・兵　庫
(1003) Naoki EDAGAWA (01)

(3:23.00) 100001070 川本　源一郎 (2)
流通科学大・兵　庫

(1005) Genichiro KAWAMOTO (02)
100001071 春田　展幸 (2)

流通科学大・兵　庫
(1006) Nobuyuki HARUTA (02)

100001072 平野　渚生 (2)
流通科学大・兵　庫

(1007) Sho HIRANO (02)
100002279 福村　仁紀 (1)

流通科学大・兵　庫
(1008) Hitoki FUKUMURA (04)

19 京都教育大 100001867 古川　悠太 (4)
京都教育大・京　都

ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (760) Yuta FURUKAWA (99)
490049 100001869 川口　将希 (4)

京都教育大・京　都
(762) Masaki KAWAGUCHI (00)

(3:15.73) 100001871 宇佐美　雄章 (4)
京都教育大・三  重

(764) Takeaki USAMI (00)
100001870 西野　優人 (4)

京都教育大・京　都
(763) Yuto NISHINO (01)

100001879 井上　陽登 (2)
京都教育大・京　都

(771) Akito INOUE (02)
100002308 井口　大地 (1)

京都教育大・滋　賀
(777) Daichi IGUCHI (03)

20 甲南大 100000959 葛川　智博 (M1)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (727) Tomohiro KUZUKAWA (99)
492234 100000964 豊嶋　夏輝 (4)

甲南大・大　阪
(730) Natsuki TOYOSHIMA (00)

(3:18.00) 100000978 米田　翔太 (2)
甲南大・兵　庫

(739) Shota YONEDA (02)
100000980 前田　陸人 (2)

甲南大・兵　庫
(741) Rikuto MAEDA (03)

100000987 三原　大輝 (3)
甲南大・兵　庫

(743) Daiki MIHARA (00)
100002155 大國　拓人 (1)

甲南大・兵　庫
(746) Takuto OKUNI (03)
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女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 同志社大 200000289 柳澤　祐衣 (4)

同志社大・石  川
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (217) Yui YANAGISAWA (00)
492195 200000292 黄瀬　蒼 (4)

同志社大・滋　賀
(219) Aoi KISE (01)

(  46.60) 200000305 中尾　玲 (3)
同志社大・大　阪

(229) Rei NAKAO (01)
200000310 谷　奈美 (2)

同志社大・兵　庫
(233) Nami TANI (03)

200000900 柴田　博冬菜 (1)
同志社大・京　都

(237) Hitona SHIBATA (04)
200000931 井出　美聡 (1)

同志社大・岡　山
(238) Misato IDE (03)

2 びわこ成蹊スポーツ大 200000279 有本　吏里 (3)
びわスポ大・鳥　取

ﾋﾞﾜｺｾｲｹｲｽﾎﾟｰﾂﾀﾞｲ (343) Riri ARIMOTO (01)
492522 200000282 杉江　美香 (3)

びわスポ大・滋　賀
(345) Mika SUGIE (01)

(  48.35) 200000284 宮前　鼓 (3)
びわスポ大・岐  阜

(346) Tsuzumi MIYAMAE (01)
200000288 林　真奈美 (2)

びわスポ大・滋　賀
(349) Manami HAYASHI (02)

200000286 島中　初音 (2)
びわスポ大・大　阪

(348) Hatsune SHIMANAKA (03)
200000274 樋口　友彩 (4)

びわスポ大・滋　賀
(340) Yusa HIGUCHI (00)

3 関西学院大 200000682 鶏内　愛菜 (4)
関西学院大・広　島

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (182) Aina KAICHI (00)
492232 200000681 橋本　実紅 (4)

関西学院大・兵　庫
(181) Miku HASHIMOTO (00)

(  46.82) 200000685 檜垣　真由 (3)
関西学院大・兵　庫

(185) Mayu HIGAKI (01)
200000686 平山　亜美 (3)

関西学院大・兵　庫
(186) Ami HIRAYAMA (02)

200000698 市川　紗有 (2)
関西学院大・兵　庫

(194) Sayu ICHIKAWA (02)
200000703 岩田　乃映 (１)

関西学院大・兵　庫
(197) Noa IWATA (03)

4 関西大 200000427 上島　優里 (3)
関西大・奈　良

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (309) Yuri UESHIMA (02)
492218 200000429 立川　加乃 (3)

関西大・大　阪
(310) Kano TACHIKAWA (01)

(  48.42) 200000436 井上　晴稀 (2)
関西大・京　都

(315) Haruki INOUE (02)
200000437 中島　杏奈 (2)

関西大・大　阪
(316) Anna NAKAJIMA (02)

200000442 澤田　佳奈 (1)
関西大・京　都

(320) Kana SAWADA (03)
200000443 野川　明莉 (1)

関西大・兵　庫
(321) Akari NOGAWA (03)

5 京都大 200000322 森尾　美月 (3)
京都大・兵　庫

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (428) Mizuki MORIO (01)
490048 200000323 新保　歩 (2)

京都大・京　都
(429) Ayumi SHIMBO (01)

(  53.50) 200000905 平松　藍 (1)
京都大・埼　玉

(432) Ran HIRAMATSU (02)
200000906 中野　直子 (2)

京都大・愛  知
(433) Naoko NAKANO (02)

200000907 齋藤　あおば (2)
京都大・愛  知

(434) Aoba SAITO (00)
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主催:関西学生陸上競技連盟　運営協力:一般財団法人 京都陸上競技協会
協賛：ミズノ株式会社　協力：赤穂化成株式会社　　
会場：たけびしスタジアム京都

女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 近畿大 200000509 河野　七海 (4)

近畿大・大　阪
ｷﾝｷﾀﾞｲ (438) Nanami KONO (00)
492221 200000510 長瀬　仁美 (4)

近畿大・兵　庫
(439) Hitomi NAGASE (00)

(  49.40) 200000512 長瀬　美七海 (3)
近畿大・大　阪

(440) Minami NAGASE (01)
200000515 鈴木　凪 (2)

近畿大・大　阪
(443) Nagi SUZUKI (02)

200000513 中村　友香 (2)
近畿大・大　阪

(441) Yuka NAKAMURA (02)
200000514 松本　美紀 (2)

近畿大・大　阪
(442) Miki MATSUMOTO (03)

7 大阪教育大 200000327 大崎　美都 (M1)
大阪教育大・兵　庫

ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (250) Misato OSAKI (99)
490053 200000329 玉井　奈那 (4)

大阪教育大・愛　媛
(251) Nana TAMAI (00)

(  49.25) 200000334 宮出　彩花 (4)
大阪教育大・大　阪

(255) Ayaka MIYADE (00)
200000338 中村　美紀 (3)

大阪教育大・兵　庫
(257) Minori NAKAMURA (01)

200000339 山田　なつ子 (3)
大阪教育大・大　阪

(258) Natsuko YAMADA (01)
200000887 前原　ゆい (1)

大阪教育大・大　阪
(264) Yui MAEHARA (03)

8 大阪体育大 200000165 坂野　七海 (4)
大阪体育大・大　阪

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (86) Nanami SAKANO (00)
492213 200000170 宮本　奈美夏 (3)

大阪体育大・大　阪
(90) Namika MIYAMOTO (01)

(  48.43) 200000172 川村　ひかる (3)
大阪体育大・滋　賀

(92) Hikaru KAWAMURA (01)
200000190 横山　結香 (2)

大阪体育大・三  重
(105) Yuika YOKOYAMA (02)

200000183 青海　夢生 (2)
大阪体育大・和歌山

(101) Yui AOMI (02)
200000889 波江野　夏帆 (1)

大阪体育大・大　阪
(109) Natsuho HAENO (03)

9 天理大 200000348 松本　沙織 (4)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (397) Saori MATSUMOTO (00)
492249 200000359 水越　青空 (2)

天理大・奈　良
(405) Aozora MIZUKOSHI (02)

(  48.95) 200000360 新免　菜央 (1)
天理大・奈　良

(406) Nao SHIMMEN (03)
200000361 御前　友莉奈 (1)

天理大・奈　良
(407) Yurina MISAKI (04)

200000362 星場　麗羽 (1)
天理大・石  川

(408) Uruha HOSHIBA (03)
200000894 大谷　華未 (1)

天理大・大　阪
(411) Hanami OTANI (03)

10 甲南大 200000493 青山　華依 (2)
甲南大・大　阪

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (171) Hanae AOYAMA (02)
492234 200000484 井戸アビゲイル　風果 (3)

甲南大・岐  阜
(165) Fuka IDO ABIGEIRU (01)

(  45.37) 200000477 下村　日向子 (4)
甲南大・滋　賀

(160) Hinako SHIMOMURA (00)
200000481 前田　夏美 (4)

甲南大・鳥　取
(164) Natsumi MAETA (00)

200000506 三宅　舞 (1)
甲南大・大　阪

(179) Mai MIYAKE (03)
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女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 立命館大 200000100 壹岐　あいこ (4)

立命館大・滋　賀
ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (44) Aiko IKI (00)
492200 200000102 臼井　文音 (4)

立命館大・北海道
(45) Ayane USUI (00)

(  45.49) 200000116 榎本　樹羅 (3)
立命館大・香  川

(54) Jura ENOMOTO (01)
200000117 佃　光紗 (3)

立命館大・兵　庫
(55) Misuzu TSUKUDA (01)

200000147 角　良子 (1)
立命館大・鳥　取

(74) Ryoko SUMI (03)
200000148 永石　小雪 (1)

立命館大・佐　賀
(75) Koyuki NAGAISHI (03)

12 大阪成蹊大 200000521 宮崎　佳乃 (1)
大阪成蹊大・岐  阜

ｵｵｻｶｾｲｹｲﾀﾞｲ (275) Kano MIYAZAKI (03)
492523 200000522 山根　千歩 (1)

大阪成蹊大・広　島
(276) Chiho YAMANE (03)

(  48.09) 200000524 石田　悠月 (1)
大阪成蹊大・静  岡

(278) Yuzuki ISHIDA (03)
200000525 高橋　茉柚 (1)

大阪成蹊大・大　阪
(279) Mayu TAKAHASHI (04)

200000526 福田　七海 (1)
大阪成蹊大・大　阪

(280) Nami FUKUDA (03)
200000528 菅原　真桜 (1)

大阪成蹊大・宮　城
(281) Mao SUGAWARA (04)

13 大阪国際大 200000543 前田　朱音 (3)
大阪国際大・大　阪

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (390) Akane MAEDA (01)
492355 200000533 梅田　沙樹 (4)

大阪国際大・奈　良
(383) Saki UMEDA (01)

(  48.74) 200000540 郡山　月花 (3)
大阪国際大・大　阪

(388) Tsukika KORIYAMA (01)
200000542 堀川　今日子 (3)

大阪国際大・大　阪
(389) Kyoko HORIKAWA (02)

200000547 高木　美悠 (2)
大阪国際大・大　阪

(393) Miyu TAKAGI (02)
200000539 吉田　彩花 (4)

大阪国際大・奈　良
(387) Ayaka YOSHIDA (00)

14 大阪大 200000619 延安　美穂 (M1)
大阪大・兵　庫

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (240) Miho NOBUYASU (98)
490051 200000622 加藤　七海 (4)

大阪大・大　阪
(241) Nanami KATO (99)

(  49.70) 200000624 大岡　千咲 (3)
大阪大・大　阪

(242) Chisaki OOKA (00)
200000627 西岡　瞳 (3)

大阪大・兵　庫
(244) Hitomi NISHIOKA (01)

200000633 阿部　愛美 (2)
大阪大・奈　良

(247) Manami ABE (01)
200000913 竹中　ゆりあ (2)

大阪大・兵　庫
(248) Yuria TAKENAKA (03)

15 東大阪大 200000251 大西　愛永 (4)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (143) Manae ONISHI (00)
492526 200000252 畑田　星来 (4)

東大阪大・大　阪
(144) Sera HATADA  (00)

(  48.46) 200000254 有廣　璃々香 (3)
東大阪大・大　阪

(146) Ririka ARIHIRO (01)
200000257 外山　桃 (3)

東大阪大・大　阪
(148) Momo TOYAMA (01)

200000263 邨田　菜摘 (2)
東大阪大・大　阪

(153) Natsumi MURATA (02)
200000269 宍戸　花帆 (1)

東大阪大・石  川
(158) Kaho SHISHIDO (03)
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女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 滋賀大 200000827 長谷部　那菜 (3)

滋賀大・大　阪
ｼｶﾞﾀﾞｲ (473) Nana HASEBE (01)
490047 200000824 西山　愛華 (2)

滋賀大・滋　賀
(471) Aika NISHIYAMA (02)

(  53.85) 200000829 坂本　里利香 (3)
滋賀大・滋　賀

(475) Ririka SAKAMOTO (02)
200000828 森　七海 (3)

滋賀大・大　阪
(474) Nanami MORI (01)

200000916 北村　茉璃彩 (1)
滋賀大・滋　賀

(476) Marisa KITAMURA (03)
17 兵庫県立大 200000376 佐藤　琴音 (3)

兵庫県立大・兵　庫
ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ (482) Kotone SATO (01)
491082 200000377 本宮　亜希子 (3)

兵庫県立大・兵　庫
(483) Akiko HONGU (02)

(  51.06) 200000379 川尻　絵留 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(485) Eru KAWAJIRI (01)
200000380 中澤　春香 (2)

兵庫県立大・兵　庫
(486) Haruka NAKAZAWA (01)

200000381 村上　舞衣 (2)
兵庫県立大・兵　庫

(487) Mai MURAKAMI (03)
18 園田学園女子大 200000002 井上　あず美 (4)

園田学園女子大・京　都
ｿﾉﾀﾞｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ (3) Azumi INOUE (00)
492244 200000012 杉村　美緒 (4)

園田学園女子大・大　阪
(8) Mio SUGIMURA (01)

(  45.85) 200000043 三浦　愛華 (3)
園田学園女子大・奈　良

(20) Manaka MIURA (02)
200000057 堂西　愛加 (2)

園田学園女子大・和歌山
(28) Aika DONISHI (02)

200000064 昌　琴音 (2)
園田学園女子大・兵　庫

(33) Kotone MASA (02)
200000096 藤本　色映 (1)

園田学園女子大・兵　庫
(42) Iroha FUJIMOTO (04)

19 関西福祉大 200000445 谷根　優花 (4)
関西福祉大・兵　庫

ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (444) Yuka TANINE (00)
492430 200000446 立岩　杏珠 (3)

関西福祉大・兵　庫
(445) Ami TATEIWA (01)

(  47.73) 200000451 鹿野　日陽南 (2)
関西福祉大・岐  阜

(450) Hiyona SHIKANO (02)
200000452 谷本　きなり (2)

関西福祉大・岡　山
(451) Kinari TANIMOTO (02)

200000453 津村　友愛 (2)
関西福祉大・大　阪

(452) Yua TSUMURA (02)
200000456 後藤　みのり (1)

関西福祉大・兵　庫
(455) Minori GOTO (03)

20 神戸大 200000469 山口　莉穂 (3)
神戸大・大　阪

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (356) Riho YAMAGUCHI (00)
490054 200000471 伊藤　帆乃香 (2)

神戸大・福　岡
(358) Honoka ITO (03)

(  50.88) 200000472 金武　栞菜 (2)
神戸大・兵　庫

(359) Kanna KANETAKE (01)
200000923 桑野　葵 (1)

神戸大・兵　庫
(360) Aoi KUWANO (03)
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女子 ４×１００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
21 武庫川女子大 200000209 田中 文菜 (4)

武庫川女子大・兵　庫
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (115) Fumina TANAKA (00)
492246 200000223 河原林　桃音 (3)

武庫川女子大・京　都
(122) Momone KAWARABAYASHI (01)

(  47.64) 200000231 山本　早留香 (3)
武庫川女子大・兵　庫

(128) Haruka YAMAMOTO (02)
200000242 植村　莉子 (1)

武庫川女子大・大　阪
(135) Riko UEMURA (03)

200000218 荒島　友紀子 (3)
武庫川女子大・兵　庫

(120) Yukiko ARASHIMA (02)
200000234 渡邉　美紅 (3)

武庫川女子大・広　島
(130) Miku WATANABE (01)

22 明治国際医療大 200000735 赤堀　仁美 (4)
明治国際医療大・鳥　取

ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲ (202) Norimi AKAHORI (00)
492329 200000737 浦谷　愛未 (4)

明治国際医療大・京　都
(203) Ami URATANI (01)

200000750 本田　芽吹 (2)
明治国際医療大・山　口

(208) Mebuki HONDA (02)
200000751 金沢　杏音 (2)

明治国際医療大・鹿児島
(209) Momone KANAZAWA (02)

200000745 角谷　美湖 (3)
明治国際医療大・静  岡

(207) Miko KAKUYA (01)
23 京都教育大 200000870 是枝　和佳奈 (3)

京都教育大・京　都
ｷｮｳﾄｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (288) Wakana KOREEDA (01)
490049 200000863 岡本　真悠子 (M1)

京都教育大・京　都
(283) Mayuko OKAMOTO (99)

(  49.88) 200000872 黒川　翔音 (2)
京都教育大・兵　庫

(289) Sane KUROKAWA (02)
200000876 吉田　萌夏 (2)

京都教育大・京　都
(292) Moka YOSHIDA (02)

200000968 赤堀　もも (1)
京都教育大・静  岡

(297) Momo AKAHORI (03)
200000966 小島　世菜 (1)

京都教育大・広　島
(296) Sena KOJIMA (03)
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女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 同志社大 200000292 黄瀬　蒼 (4)

同志社大・滋　賀
ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ (219) Aoi KISE (01)
492195 200000294 竹田　紫乃 (4)

同志社大・大　阪
(220) Shino TAKEDA (00)

(3:53.06) 200000305 中尾　玲 (3)
同志社大・大　阪

(229) Rei NAKAO (01)
200000308 椿原　響 (2)

同志社大・香  川
(231) Hibiki TSUBAKIHARA (02)

200000311 小丸　碧 (2)
同志社大・大　阪

(234) Aoi KOMARU (02)
200000314 河本　瑞華 (1)

同志社大・大　阪
(236) Mizuka KAWAMOTO (03)

2 関西学院大 200000681 橋本　実紅 (4)
関西学院大・兵　庫

ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾀﾞｲ (181) Miku HASHIMOTO (00)
492232 200000692 加茂　万由子 (2)

関西学院大・兵　庫
(190) Mayuko KAMO (03)

(4:02.70) 200000699 松本　耀 (2)
関西学院大・兵　庫

(195) Kirari MATSUMOTO (02)
200000700 中田　穂紀 (2)

関西学院大・山　口
(196) Honori NAKATA (02)

200000705 田　春菜 (１)
関西学院大・兵　庫

(198) Haruna DEN (03)
200000706 辰巳　沙也加 (１)

関西学院大・兵　庫
(199) Sayaka TATSUMI (03)

3 関西大 200000429 立川　加乃 (3)
関西大・大　阪

ｶﾝｻｲﾀﾞｲ (310) Kano TACHIKAWA (01)
492218 200000430 粟津　志帆 (3)

関西大・兵　庫
(311) Shiho AWAZU (01)

(3:55.38) 200000437 中島　杏奈 (2)
関西大・大　阪

(316) Anna NAKAJIMA (02)
200000438 冨田　紗妃 (2)

関西大・広　島
(317) Saki TONDA (03)

200000443 野川　明莉 (1)
関西大・兵　庫

(321) Akari NOGAWA (03)
200000444 延安　美月 (3)

関西大・兵　庫
(322) Mizuki NOBUYASU (01)

4 京都大 200000315 大坂　桃子 (D1)
京都大・京　都

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ (424) Momoko OSAKA (96)
490048 200000904 小倉　唯愛 (1)

京都大・岡　山
(431) Yuina OGURA (03)

200000908 小坂　みゅ海 (M1)
京都大・大　阪

(435) Myu KOSAKA (99)
200000906 中野　直子 (2)

京都大・愛  知
(433) Naoko NAKANO (02)

200000320 三好　紗椰 (3)
京都大・兵　庫

(427) Saya MIYOSHI (01)
200000323 新保　歩 (2)

京都大・京　都
(429) Ayumi SHIMBO (01)

5 近畿大 200000513 中村　友香 (2)
近畿大・大　阪

ｷﾝｷﾀﾞｲ (441) Yuka NAKAMURA (02)
492221 200000515 鈴木　凪 (2)

近畿大・大　阪
(443) Nagi SUZUKI (02)

(3:50.70) 200000514 松本　美紀 (2)
近畿大・大　阪

(442) Miki MATSUMOTO (03)
200000509 河野　七海 (4)

近畿大・大　阪
(438) Nanami KONO (00)
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女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
6 大阪教育大 200000331 辻井　美緒 (4)

大阪教育大・奈　良
ｵｵｻｶｷｮｳｲｸﾀﾞｲ (252) Mio TSUJII (00)
490053 200000333 松元　菜笑 (4)

大阪教育大・大　阪
(254) Nae MATSUMOTO (00)

(3:49.51) 200000334 宮出　彩花 (4)
大阪教育大・大　阪

(255) Ayaka MIYADE (00)
200000343 原　佳奈穂 (2)

大阪教育大・岡　山
(260) Kanaho HARA (02)

200000345 安藤　美結 (1)
大阪教育大・兵　庫

(261) Miyu ANDO (04)
200000887 前原　ゆい (1)

大阪教育大・大　阪
(264) Yui MAEHARA (03)

7 大阪体育大 200000168 甲斐　美羽 (3)
大阪体育大・兵　庫

ｵｵｻｶﾀｲｲｸﾀﾞｲ (88) Miu KAI (00)
492213 200000189 津田　百翔 (2)

大阪体育大・大　阪
(104) Momoka TSUDA (03)

(4:01.37) 200000182 森田　音羽 (2)
大阪体育大・静  岡

(100) Otoha MORITA (03)
200000186 貴島　萌夏美 (2)

大阪体育大・大　阪
(103) Monami KIJIMA (02)

200000171 山下　柚月 (3)
大阪体育大・大　阪

(91) Yudsuki YAMASHITA (01)
200000201 大森　夢菜 (2)

大阪体育大・兵　庫
(108) Yuna OMORI (02)

8 天理大 200000348 松本　沙織 (4)
天理大・奈　良

ﾃﾝﾘﾀﾞｲ (397) Saori MATSUMOTO (00)
492249 200000359 水越　青空 (2)

天理大・奈　良
(405) Aozora MIZUKOSHI (02)

(4:00.82) 200000360 新免　菜央 (1)
天理大・奈　良

(406) Nao SHIMMEN (03)
200000362 星場　麗羽 (1)

天理大・石  川
(408) Uruha HOSHIBA (03)

200000363 寺本　葵 (1)
天理大・兵　庫

(409) Aoi TERAMOTO (03)
200000897 松本　桃佳 (1)

天理大・奈　良
(414) Momoka MATSUMOTO (03)

9 甲南大 200000480 平野　芙佑花 (4)
甲南大・兵　庫

ｺｳﾅﾝﾀﾞｲ (163) Fuka HIRANO (00)
492234 200000478 堂本　真衣 (4)

甲南大・大　阪
(161) Mai DOMOTO (00)

(3:47.54) 200000487 田和　りな (3)
甲南大・大　阪

(168) Rina TAWA (02)
200000485 続木　千尋 (3)

甲南大・滋　賀
(166) Chihiro TSUZUKI (01)

200000505 樋口　綾音 (1)
甲南大・大　阪

(178) Ayane HIGUCHI (04)
200000477 下村　日向子 (4)

甲南大・滋　賀
(160) Hinako SHIMOMURA (00)

10 立命館大 200000107 德永　弥栄 (4)
立命館大・大　阪

ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ (48) Yae TOKUNAGA (00)
492200 200000110 松尾　季奈 (4)

立命館大・兵　庫
(50) Kina MATSUO (00)

(3:38.43) 200000120 藤田　英里 (3)
立命館大・岡　山

(58) Eri FUJITA (01)
200000123 吉岡　里奈 (3)

立命館大・京　都
(59) Rina YOSHIOKA (01)

200000129 工藤　芽衣 (2)
立命館大・大　阪

(61) Mei KUDO (02)
200000134 山本　亜美 (2)

立命館大・滋　賀
(64) Ami YAMAMOTO (02)
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女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
11 大阪成蹊大 200000520 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 (274) Shiori Pamela ACHY (03)
492523 200000521 宮崎　佳乃 (1)

大阪成蹊大・岐  阜
(275) Kano MIYAZAKI (03)

(4:02.81) 200000523 黒田　結生 (1)
大阪成蹊大・京　都

(277) Yuina KURODA (03)
200000524 石田　悠月 (1)

大阪成蹊大・静  岡
(278) Yuzuki ISHIDA (03)

200000526 福田　七海 (1)
大阪成蹊大・大　阪

(280) Nami FUKUDA (03)
200000528 菅原　真桜 (1)

大阪成蹊大・宮　城
(281) Mao SUGAWARA (04)

12 大阪国際大 200000533 梅田　沙樹 (4)
大阪国際大・奈　良

ｵｵｻｶｺｸｻｲﾀﾞｲ (383) Saki UMEDA (01)
492355 200000535 田中　絵理 (4)

大阪国際大・静  岡
(384) Eri TANAKA (00)

(4:01.08) 200000544 松金　里奈 (3)
大阪国際大・大　阪

(391) Rina MATSUKANE (01)
200000545 吉識　史央里 (3)

大阪国際大・香  川
(392) Shiori YOSHIKI (01)

200000536 辻　綾音 (4)
大阪国際大・大　阪

(385) Ayane TSUJI  (00)
200000552 松村　佳代子 (1)

大阪国際大・大　阪
(396) Kayoko MATSUMURA (03)

13 大阪大 200000619 延安　美穂 (M1)
大阪大・兵　庫

ｵｵｻｶﾀﾞｲ (240) Miho NOBUYASU (98)
490051 200000622 加藤　七海 (4)

大阪大・大　阪
(241) Nanami KATO (99)

(3:52.32) 200000624 大岡　千咲 (3)
大阪大・大　阪

(242) Chisaki OOKA (00)
200000631 小川　桃依 (2)

大阪大・福  井
(246) Momoe OGAWA (03)

200000633 阿部　愛美 (2)
大阪大・奈　良

(247) Manami ABE (01)
200000914 中谷　心愛 (1)

大阪大・大　阪
(249) Kokoa NAKATANI (04)

14 東大阪大 200000251 大西　愛永 (4)
東大阪大・大　阪

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲ (143) Manae ONISHI (00)
492526 200000254 有廣　璃々香 (3)

東大阪大・大　阪
(146) Ririka ARIHIRO (01)

(3:45.60) 200000255 窪　美咲 (3)
東大阪大・大　阪

(147) Misaki KUBO (01)
200000257 外山　桃 (3)

東大阪大・大　阪
(148) Momo TOYAMA (01)

200000263 邨田　菜摘 (2)
東大阪大・大　阪

(153) Natsumi MURATA (02)
200000267 川田　美沙希 (1)

東大阪大・大　阪
(157) Misaki KAWATA (03)

15 園田学園女子大 200000010 齊藤　朋佳 (4)
園田学園女子大・兵　庫

ｿﾉﾀﾞｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ (7) Tomoka SAITO (00)
492244 200000018 中西　彩梨 (4)

園田学園女子大・大　阪
(10) Sari NAKANISHI (00)

(3:45.14) 200000047 安達　茉鈴 (2)
園田学園女子大・滋　賀

(23) Marin ADACHI (03)
200000064 昌　琴音 (2)

園田学園女子大・兵　庫
(33) Kotone MASA (02)

200000087 武元　美澪 (1)
園田学園女子大・京　都

(39) Mirei TAKEMOTO (03)
200000090 栃尾　陽菜 (1)

園田学園女子大・大　阪
(41) Hinata TOCHIO (03)
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女子 ４×４００ｍ
連番 登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
16 関西福祉大 200000446 立岩　杏珠 (3)

関西福祉大・兵　庫
ｶﾝｻｲﾌｸｼﾀﾞｲ (445) Ami TATEIWA (01)
492430 200000447 吉村　美咲 (3)

関西福祉大・兵　庫
(446) Misaki YOSHIMURA (02)

(4:12.99) 200000448 井上　未悠 (2)
関西福祉大・岡　山

(447) Miyu INOUE (02)
200000449 大河原　愛礼 (2)

関西福祉大・静  岡
(448) Aira OKAWARA (02)

200000454 中家　愛希 (2)
関西福祉大・兵　庫

(453) Aki NAKAIE (03)
200000457 出口　綾乃 (1)

関西福祉大・岡　山
(456) Ayano DEGUCHI (04)

17 神戸大 200000468 前田　佳穂 (4)
神戸大・兵　庫

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ (355) Kaho MAEDA (00)
490054 200000469 山口　莉穂 (3)

神戸大・大　阪
(356) Riho YAMAGUCHI (00)

(4:15.68) 200000471 伊藤　帆乃香 (2)
神戸大・福　岡

(358) Honoka ITO (03)
200000467 仲野　由佳梨 (M2)

神戸大・兵　庫
(354) Yukari NAKANO (98)

200000923 桑野　葵 (1)
神戸大・兵　庫

(360) Aoi KUWANO (03)
18 武庫川女子大 200000210 中塚　萌 (4)

武庫川女子大・京　都
ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ (116) Moe NAKATSUKA (00)
492246 200000226 中野　菜乃 (3)

武庫川女子大・兵　庫
(123) Nano NAKANO (01)

(3:48.78) 200000231 山本　早留香 (3)
武庫川女子大・兵　庫

(128) Haruka YAMAMOTO (02)
200000236 石野　智深 (2)

武庫川女子大・兵　庫
(131) Tomomi ISHINO (02)

200000241 内匠　ありさ (2)
武庫川女子大・兵　庫

(134) Arisa TAKUMI (02)
200000221 大林　真緒 (3)

武庫川女子大・大　阪
(121) Mao OBAYASHI (01)

19 明治国際医療大 200000735 赤堀　仁美 (4)
明治国際医療大・鳥　取

ﾒｲｼﾞｺｸｻｲｲﾘｮｳﾀﾞｲ (202) Norimi AKAHORI (00)
492329 200000737 浦谷　愛未 (4)

明治国際医療大・京　都
(203) Ami URATANI (01)

200000750 本田　芽吹 (2)
明治国際医療大・山　口

(208) Mebuki HONDA (02)
200000751 金沢　杏音 (2)

明治国際医療大・鹿児島
(209) Momone KANAZAWA (02)

200000745 角谷　美湖 (3)
明治国際医療大・静  岡

(207) Miko KAKUYA (01)
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