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種別 種目名 日付 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
６０ｍ 10/4 山口　達哉  6.70/+3.2

城西大学・鹿児島

平山　裕太  6.77/+3.2

法政大学・千葉

寺田　健人  6.81/+3.2

中京大学・愛知

佐々木　秀弥  6.83/+3.2

大東文化大学・宮城

小林　圭介  6.99/+3.2

法政大学・新潟

１００ｍ 10/4 野川　大地 10.38/+1.5

NGR住友電工・兵庫

山口　達哉 10.40/+1.5

NGR城西大学・鹿児島

土手　啓史 10.43/+1.5

住友電工・兵庫

児島　大樹 10.60/+1.5

中京大学・愛知

佐々木　秀弥 10.69/+2.2

大東文化大学・宮城

寺田　健人 10.75/+1.5

中京大学・愛知

松本　優一 10.77/+2.2

中京大学・愛知

藤澤　亮輔 10.79/+1.5

住友電工・兵庫

３００ｍ 10/4 ウォルシュ　ジュリアン 33.04

NGR東洋大学・埼玉

川瀬　実来央 33.67

大東文化大学・神奈川

森　雅治 33.75

大東文化大学・神奈川

川辺　隼也 33.77

法政大学・神奈川

猶木　雅文 34.13

中央大学・東京

須貝　陽太郎 34.18

大東文化大学・新潟

日吉　克実 34.27

中央大学・静岡

片山　雄斗 34.29

法政大学・大阪

５０００ｍ

1組

10/4 西川　凌矢 14:26.97

トーエネック・愛知

野中　優志 14:36.39

関西学院大学・兵庫

谷本　旭洋 14:38.92

住友電工・兵庫

高橋　流星 14:43.51

大阪経済大学・京都

塚田　空 14:45.70

ＳＧＨグループ・京都

藤原　直樹 14:47.40

関西学院大学・兵庫

阿部　豊幸 14:48.42

ＮＴＴ西日本・大阪

大江　啓貴 14:50.58

大阪ガス・大阪

５０００ｍ

2組

10/4 竹澤　健介 14:04.38

住友電工・兵庫

伊藤　和麻 14:14.92

住友電工・兵庫

山本　亮 14:18.58

ＳＧＨグループ・京都

熊谷　拓馬 14:21.35

住友電工・兵庫

那須　大地 14:27.29

住友電工・兵庫

藤村　行央 14:28.78

住友電工・兵庫

篠藤　淳 14:31.71

山陽特殊製鋼・兵庫

木村　哲也 14:32.84

住友電工・兵庫

２００ｍＨ

(0.762m)

10/4 大室　秀樹 22.92/+0.9

NGR大塚製薬・徳島

堀江　新太郎 23.23/+0.9

NGR住友電工・兵庫

坂梨　雄亮 23.69/+0.9

中央大学・静岡

萩本　颯 24.39/+0.9

立命館大学・兵庫

堀江　功輝 24.62/+0.9

中京大学・岐阜

４×２００ｍ 10/4 中央大学  1:24.47

日吉　克実

魚野　翔太

北原　拓朗

猶木　雅文

大東文化大学  1:24.58

須貝　陽太郎

森　雅治

佐藤　礼

川瀬　実来央

中京大学  1:24.99

丹羽　勇揮

児島　大樹

松本　優一

寺田　健人

法政大学  1:26.07

平山　裕太

小林　圭介

片山　雄斗

川辺　隼也

東洋大学  1:26.24

ウォルシュ　ジュリアン

櫻井　朴也

池田　仁

山本　翼

城西大学  1:28.45

荒木　孝一

渡邊　駿

加藤　龍尋

大村　将照

男子

６０ｍ 10/4 佐々木　梓  7.61/+2.7

東大阪大敬愛高校・大阪

井上　愛梨  7.87/+2.7

東大阪大敬愛高校・大阪

鈴木　彩芳  7.91/+2.7

園田学園女大学・兵庫

１００ｍ 10/4 高木　志帆 11.81/+2.7

住友電工・兵庫

佐々木　梓 11.95/+2.7

東大阪大敬愛高校・大阪

中島　ひとみ 12.00/+2.7

園田学園女大学・兵庫

久貝　瞳 12.06/+2.7

園田学園女大学・兵庫

梅原　紗月 12.29/+2.9

立命館大学・京都

谷　若奈 12.43/+2.9

青雲中学校・兵庫

井上　愛梨 12.52/+2.9

東大阪大敬愛高校・大阪

鈴木　彩芳 12.63/+2.7

園田学園女大学・兵庫

３００ｍ 10/4 小田垣　亜樹 39.38

立命館大学・兵庫

宇都宮　絵莉 39.91

園田学園女大学・兵庫

王子田　萌 40.24

立命館大学・大阪

逢坂 友利子 40.30

東大阪大敬愛高校・大阪

川田　朱夏 40.70

東大阪大敬愛高校・大阪

戸谷　湧海 40.90

東大阪大敬愛高校・大阪

加藤　亜友美 40.95

住友電工・兵庫

天野　瑠菜 41.58

東大阪大敬愛高校・大阪

３０００ｍ 10/4 伊藤　舞  9:34.26

大塚製薬・徳島

真柄　碧  9:37.88

ｷﾔﾉﾝAC九州・大分

岡田　芽  9:38.91

ホクレン・北海道

宇都宮　亜未  9:42.30

ｷﾔﾉﾝAC九州・大分

小山　瑠菜  9:44.42

ホクレン・北海道

岡田　唯  9:49.03

大塚製薬・徳島

上村　英恵  9:56.43

ホクレン・北海道

川嶋　利佳 10:05.05

ｷﾔﾉﾝAC九州・大分

５０００ｍ 10/4 石澤　ゆかり 16:08.59

エディオン・広島

竹上　千咲 16:10.62

ｷﾔﾉﾝAC九州・大分

井上　藍 16:11.80

ノーリツ・兵庫

渡邊　裕子 16:12.90

エディオン・広島

大蔵　玲乃 16:17.74

ホクレン・北海道

城戸　智恵子 16:23.54

ｷﾔﾉﾝAC九州・大分

安井　絵理奈 16:28.54

エディオン・広島

小倉　久美 16:29.54

トーエネック・愛知

１００ｍＨ

(0.762m)

10/4 梅原　紗月 13.54/+3.9

立命館大学・京都

山中　亜耶 14.05/+3.9

東大阪大学・大阪

ｼｭﾚｽﾀ　まや 14.24/+3.9

東大阪大敬愛高校・大阪

宮嵜　仁美 14.52/+3.9

神戸大学・大阪

４×２００ｍ 10/4 園田学園女子大学  1:39.32

稲岡　真由

中島　ひとみ

久貝　瞳

宇都宮　絵莉

立命館大学  1:39.38

木本　彩葉

梅原　紗月

王子田　萌

小田垣　亜樹

東大阪大敬愛高  1:39.73

西田　美菜

逢坂 友利子

佐々木　梓

戸谷　湧海

武庫川女子大学  1:43.17

宮本　怜育

山下　優香

江口　あす実

寶珠山　汐梨

女子

４×１００ｍ 10/4 伊丹市陸上教室男子A 59.30

中島　空汰

小林　立門

平田　崇人

高寺　柊里

伊丹市陸上教室女子  1:03.56

白岩　凛音

尾畑　琴真

安田　悠夏

新見　咲耶

伊丹市陸上教室男子B  1:03.83

堂下　瑠聖

依岡　柊

高寺　琉羽

吉川　拓見

小学生

凡例（NGR:大会新記録）


