
No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
1 男子 １００ｍ 勝瀬　健大 ｶﾂｾ ｹﾝﾀﾞｲ 男子 大　阪 なにわJAC
1 男子 １００ｍ 中東　大輔 ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ男子 三  重 京都産業大
1 男子 １００ｍ 石塚　春輝 ｲｼﾂﾞｶ ﾊﾙｷ 男子 滋　賀 HST
1 男子 １００ｍ 大崎　健太 ｵｵｻｷ ｹﾝﾀ 男子 兵　庫 T&F.net KOBE
1 男子 １００ｍ 千種　紹弘 ﾁｸｻ ｱｷﾋﾛ 男子 三  重 TGK
1 男子 １００ｍ 山口　大凱 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｶﾞ 男子 鳥　取 同志社大
1 男子 １００ｍ 前田　盛翔 ﾏｴﾀﾞ ｾｲｼｮｳ 男子 滋　賀 公立学校共済
1 男子 １００ｍ 寺岡　楓馬 ﾃﾗｵｶ ﾌｳﾏ 男子 滋　賀 関西実業団
1 男子 １００ｍ 杉浦　正吾 ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｺﾞ 男子 京　都 京都産業大
1 男子 １００ｍ 松井　麗王 ﾏﾂｲ ﾚｵ 男子 愛  知 東海学園大
1 男子 １００ｍ 岡本　拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 船木　陸 ﾌﾅｷ ﾘｸ 男子 福　岡 Luster
1 男子 １００ｍ 魚里　勇介 ｳｵｻﾞﾄ ﾕｳｽｹ 男子 茨　城 関彰商事
1 男子 １００ｍ 今関　康明 ｲﾏｾﾞｷ ﾔｽｱｷ 男子 兵　庫 立命館大
1 男子 １００ｍ 安田　悠生 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 関西学院大
1 男子 １００ｍ 伊藤　慎悟 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 男子 大　阪 NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 竹田　星哉 ﾀｹﾀﾞ ｾｲﾔ 男子 三  重 TGK
1 男子 １００ｍ 小倉　舞大 ｵｸﾞﾗ ﾏｲﾄ 男子 大　阪 同志社大
1 男子 １００ｍ 堀江　新太郎 ﾎﾘｴ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 三田市陸協
1 男子 １００ｍ 佐々木　宏晃 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 男子 滋　賀 京都工芸繊維大
1 男子 １００ｍ 木幡　憲 ｺﾊﾀ ｹﾝ 男子 福　岡 Luster
1 男子 １００ｍ 森田　拓也 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 N.C.C.
1 男子 １００ｍ 中村　拓矢 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 男子 京　都 大阪大
1 男子 １００ｍ 佐々木　諒 ｻｻｷ ﾘｮｳ 男子 大　阪 スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 薮木　雅也 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻﾔ 男子 兵　庫 Frontier AC
1 男子 １００ｍ 木村　天南 ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ 男子 京　都 京都産業大
1 男子 １００ｍ 塩山　昌弘 ｼｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 男子 大　阪 NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 新山　優弥 ｼﾝﾔﾏ ｳﾐ 男子 大　阪 近畿大
1 男子 １００ｍ 森永　悠人 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 大阪学院大
1 男子 １００ｍ 栗山　玲温 ｸﾘﾔﾏ ﾚｵﾝ 男子 京　都 京都工芸繊維大
1 男子 １００ｍ 安井　涼 ﾔｽｲ ﾘｮｳ 男子 奈　良 京都工芸繊維大
1 男子 １００ｍ 平松　康 ﾋﾗﾏﾂ ｺｳ 男子 岡　山 京都産業大
1 男子 １００ｍ 辻　佑太 ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ 男子 三  重 TGK
1 男子 １００ｍ 阿部　空知 ｱﾍﾞ ｿﾗﾁ 男子 神奈川 立命館大
1 男子 １００ｍ 上田　健登 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 兵　庫 兵庫県立大
1 男子 １００ｍ 阿嘉　克浩 ｱｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 藤井　新 ﾌｼﾞｲ ｱﾗﾀ 男子 大　阪 近畿大
1 男子 １００ｍ 松井　星矢 ﾏﾂｲ ｾｲﾔ 男子 兵　庫 大体大職員
1 男子 １００ｍ 菅野　宏紀 ｽｶﾞﾉ ﾋﾛｷ 男子 兵　庫 大阪大
1 男子 １００ｍ 藤本　琉世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 眞尾　拓臣 ﾏｵ ﾀｸﾐ 男子 兵　庫 Frontier AC
1 男子 １００ｍ 桑野　航汰 ｸﾜﾉ ｺｳﾀ 男子 大　阪 大阪経済大
1 男子 １００ｍ 藤澤　亮輔 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳｽｹ男子 兵　庫 住友電工伊丹
1 男子 １００ｍ 松本　海斗 ﾏﾂﾓﾄ ｶｲﾄ 男子 徳  島 JTEKT
1 男子 １００ｍ 古川　雅也 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾔ 男子 大　阪 スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 吉岡　達哉 ﾖｼｵｶ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 関西実業団
1 男子 １００ｍ 石原　誠 ｲｼﾊﾗ ｾｲ 男子 兵　庫 立命館大
1 男子 １００ｍ 喜田　展矢 ｷﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ 男子 大　阪 NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 家方　優希 ﾔｶﾀ ﾕｳｷ 男子 大　阪 大阪大
1 男子 １００ｍ 澤　航平 ｻﾜ ｺｳﾍｲ 男子 兵　庫 Frontier AC
1 男子 １００ｍ 武田　博樹 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 大阪大
1 男子 １００ｍ 長岡　泰成 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 なにわJAC
1 男子 １００ｍ 川村　建勝 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼｮｳ 男子 愛  知 極東商会
1 男子 １００ｍ 江田　政紀 ｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 男子 兵　庫 関西学院大
1 男子 １００ｍ 中川　諒 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 兵　庫 京都産業大
1 男子 １００ｍ 細川　和紀 ﾎｿｶﾜ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 藤居　儀文 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘﾌﾐ 男子 滋　賀 同志社大
1 男子 １００ｍ 内賀嶋　陽史 ｳﾁｶﾞｼﾏ ﾋﾌﾐ 男子 大　阪 関西電力
1 男子 １００ｍ 西川　晃輝 ﾆｼｶﾜ ｺｳｷ 男子 兵　庫 Frontier AC
1 男子 １００ｍ 小畠　隆文 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶﾌﾐ 男子 大　阪 同志社大
1 男子 １００ｍ 薮内　翼 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 男子 大　阪 大教大AC
1 男子 １００ｍ 森澤　祐介 ﾓﾘｻﾜ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 NMR
1 男子 １００ｍ 荒木　貴弘 ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 トータルスポーツ
1 男子 １００ｍ 古川　絋規 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｷ 男子 大　阪 近畿大
1 男子 １００ｍ 眞武　俊輔 ﾏﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　阪 スターヒルズ
1 男子 １００ｍ 綾野　蒼士 ｱﾔﾉ ｿｳｼ 男子 徳  島 京都産業大



1 男子 １００ｍ 河村　真毅 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 男子 岐  阜 京都産業大
1 男子 １００ｍ 畑中　慎也 ﾊﾀﾅｶ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 トータルスポーツ
1 男子 １００ｍ 菅野　晴心 ｶﾝﾉ ｾｲｼﾝ 男子 兵　庫 市西宮高
1 男子 １００ｍ 原田　涼平 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 男子 京　都 立命館大
1 男子 １００ｍ 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 男子 愛  知 立命館大
1 男子 １００ｍ 松尾　勇汰 ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ 男子 兵　庫 K.A.C
1 男子 １００ｍ 蛭子谷　大夢 ｴﾋﾞｽﾀﾆ ﾀﾞｲﾑ 男子 大　阪 京都産業大
1 男子 １００ｍ 長谷川　大 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｵｷ 男子 京　都 京都大医学部AC
1 男子 １００ｍ 内藤　謙心 ﾅｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 木下　恭太朗 ｷﾉｼﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ男子 兵　庫 明石北高
1 男子 １００ｍ 髙谷　望巳 ﾀｶﾀﾆ ﾉｿﾞﾐ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 赤松　建 ｱｶﾏﾂ ﾀｹﾙ 男子 大　阪 いちりつ高校
1 男子 １００ｍ 田口　竜也 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 京都産業大
1 男子 １００ｍ 北田　大貴 ｷﾀﾀﾞ ﾀｲｷ 男子 滋　賀 京都産業大
1 男子 １００ｍ 山下　新史 ﾔﾏｼﾀ ｱﾗｼ 男子 大　阪 大阪学院大
1 男子 １００ｍ 島谷　浩明 ｼﾏﾔ ﾋﾛｱｷ 男子 茨　城 大阪大
1 男子 １００ｍ 杉浦　和博 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 京　都 京産大AC
1 男子 １００ｍ 西村　望 ﾆｼﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 男子 愛  知 中部実業団
1 男子 １００ｍ 川勝　慎太郎 ｶﾜｶﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 大　阪 近畿大
1 男子 １００ｍ 稲田　和樹 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 立命館大
1 男子 １００ｍ 長田　雅史 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻｼ 男子 大　阪 京都大
1 男子 １００ｍ 大薮　祐歳 ｵｵﾔﾌﾞ ﾕｳﾄ 男子 愛  知 TFO
1 男子 １００ｍ 沖　昌 ｵｷ ｱｷﾗ 男子 大　阪 関西電力
1 男子 １００ｍ 加世田　玲宇 ｶｾﾀﾞ ﾚｳ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 西尾　晃太 ﾆｼｵ ｺｳﾀ 男子 兵　庫 近畿大
1 男子 １００ｍ 梅村　侑生 ｳﾒﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 愛  知 関西学院大
1 男子 １００ｍ 山口　紫童 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾄﾞｳ 男子 兵　庫 京都産業大
1 男子 １００ｍ 八田　晴生 ﾊｯﾀ ﾊﾙｾ 男子 香  川 京都産業大
1 男子 １００ｍ 西山　竜二 ﾆｼﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 男子 三  重 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
1 男子 １００ｍ 田口　直裕 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 男子 兵　庫 市西宮高
1 男子 １００ｍ 林　昇 ﾊﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ 男子 兵　庫 関西学院大
1 男子 １００ｍ 山口　史人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐﾄ 男子 三  重 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
1 男子 １００ｍ 大北　陽斗 ｵｵｷﾀ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 立命館宇治高
1 男子 １００ｍ 奥津　翔太 ｵｸﾂ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 磯野　佑太 ｲｿﾉ ﾕｳﾀ 男子 兵　庫 兵庫県立大
1 男子 １００ｍ 西岡　勇人 ﾆｼｵｶ ﾕｳﾄ 男子 大　阪 アトレティカ
1 男子 １００ｍ 宮城　銀治 ﾐﾔｷﾞ ｷﾞﾝｼﾞ 男子 京　都 京産大AC
1 男子 １００ｍ 水口　政人 ﾐﾅｸﾁ ﾏｻﾄ 男子 神奈川 ダブルスチール
1 男子 １００ｍ 幸村　侑哉 ｺｳﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 兵　庫 大阪経済大
1 男子 １００ｍ 鈴木　累生 ｽｽﾞｷ ﾙｲ 男子 兵　庫 東洋大姫路高
1 男子 １００ｍ 福間　陽仁 ﾌｸﾏ ﾊﾙﾄ 男子 兵　庫 関西学院大
1 男子 １００ｍ 佐野　慎太郎 ｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 川西緑台高
1 男子 １００ｍ 梅田　晃成 ｳﾒﾀﾞ ｺｳｾｲ 男子 兵　庫 明石北高
1 男子 １００ｍ 中井　颯人 ﾅｶｲ ﾊﾔﾄ 男子 兵　庫 大阪大
1 男子 １００ｍ 木村　淳之介 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ男子 兵　庫 鷹匠AC
1 男子 １００ｍ 小林　和貴 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 森ノ宮医療大
1 男子 １００ｍ 藤浦　敦士 ﾌｼﾞｳﾗ ｱﾂｼ 男子 兵　庫 京都大
1 男子 １００ｍ 上田　達也 ｳｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ 男子 大　阪 アトレティカ
1 男子 １００ｍ 五十川　剛史 ｲｿｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 男子 大　阪 立命館大
1 男子 １００ｍ 高田　皓太郎 ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 群　馬 関西学院大
1 男子 １００ｍ 井上　友寛 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 男子 兵　庫 市西宮高
1 男子 １００ｍ 明榮　凌太朗 ﾐｮｳｴ ﾘｮｳﾀﾛｳ男子 兵　庫 明石北高
1 男子 １００ｍ 黒川　雄太 ｸﾛｶﾜ ﾕｳﾀ 男子 滋　賀 滋賀大
1 男子 １００ｍ 富永　匠哉 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 男子 兵　庫 復刻AC
1 男子 １００ｍ 前川　裕貴 ﾏｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 奈　良 YAMATO TC
1 男子 １００ｍ 濱川　秀哉 ﾊﾏｶﾞﾜ ｼｭｳﾔ 男子 大　阪 大阪陸協
1 男子 １００ｍ 田畑　有貴 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 TIC Valley
1 男子 １００ｍ 松村　翔 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳ 男子 滋　賀 HST
1 男子 １００ｍ 渡辺　勇太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 男子 大　阪 堺ファインズ
1 男子 １００ｍ 高木　幹太 ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ 男子 兵　庫 T&F.net   KOBE
1 男子 １００ｍ 堀内　祐希 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 男子 大　阪 アトレティカ
1 男子 １００ｍ 中井　彬人 ﾅｶｲ ｱｷﾄ 男子 兵　庫 市伊丹高
1 男子 １００ｍ 中村　誠基 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 男子 兵　庫 T&F.net KOBE
1 男子 １００ｍ 新井　睦也 ｱﾗｲ ﾑﾂﾅﾘ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 松川　直央 ﾏﾂｶﾜ ﾅｵ 男子 京　都 立命館大
1 男子 １００ｍ 森末　大介 ﾓﾘｽｴ ﾀﾞｲｽｹ 男子 兵　庫 神戸市陸協
1 男子 １００ｍ 石谷　崚 ｲｼﾀﾆ ﾘｮｳ 男子 兵　庫 大阪大



1 男子 １００ｍ 藪内　允士 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾏｻｼ 男子 兵　庫 関西学院大
1 男子 １００ｍ 田畑　篤志 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 男子 大　阪 同志社大
1 男子 １００ｍ 北村　明彦 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋｺ 男子 三  重 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
1 男子 １００ｍ 前田　潤 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛ 男子 兵　庫 東洋大姫路高
1 男子 １００ｍ 澤田　葵翔 ｻﾜﾀﾞ ｱｵﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 川上　隆治 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ 男子 大　分 大阪大
1 男子 １００ｍ 金丸　和嗣 ｶﾅﾏﾙ ｶｽﾞｼ 男子 和歌山 FIELDHOUSE
1 男子 １００ｍ 水野　稜 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ 男子 兵　庫 T&F.net KOBE
1 男子 １００ｍ 山﨑　広夢 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾑ 男子 兵　庫 兵庫県立大
1 男子 １００ｍ 下司　剛久 ｹﾞｼ ﾀｹﾋｻ 男子 兵　庫 川崎重工
1 男子 １００ｍ 柿崎　湘 ｶｷｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 兵　庫 西宮北高
1 男子 １００ｍ 稲田　昇平 ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 兵　庫 ランバース
1 男子 １００ｍ 花光　隼人 ﾊﾅﾐﾂ ﾊﾔﾄ 男子 大　阪 大阪陸協
1 男子 １００ｍ 坪内　伸太 ﾂﾎﾞｳﾁ ｼﾝﾀ 男子 兵　庫 北条高
1 男子 １００ｍ 伊藤　蓮 ｲﾄｳ ﾚﾝ 男子 兵　庫 川西緑台高
1 男子 １００ｍ 川端　将貴 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 男子 大　阪 アトレティカ
1 男子 １００ｍ 池上　英徳 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ 男子 滋　賀 HST
1 男子 １００ｍ 脇阪　泰地 ﾜｷｻｶ ﾀｲﾁ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 澤野　碧 ｻﾜﾉ ｱｵｲ 男子 奈　良 YAMATO TC
1 男子 １００ｍ 高田　大輝 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 大阪大
1 男子 １００ｍ 伊後　達矢 ｲｺﾞ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 K.A.C
1 男子 １００ｍ 中森　拓馬 ﾅｶﾓﾘ ﾀｸﾏ 男子 兵　庫 鳩印Ｇ＆Ｔ
1 男子 １００ｍ 丸橋　健人 ﾏﾙﾊﾞｼ ﾀｹﾄ 男子 兵　庫 川崎重工
1 男子 １００ｍ 大西　啓斗 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 髙畑　聡汰 ﾀｶﾊﾀ ｿｳﾀ 男子 兵　庫 川西緑台高
1 男子 １００ｍ 松本　拓海 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 男子 徳  島 RJTC
1 男子 １００ｍ 吉本　倖大 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾀ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 南口　海 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ｶｲ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 今東　拓巳 ｲﾏﾋｶﾞｼ ﾀｸﾐ 男子 兵　庫 京都産業大
1 男子 １００ｍ 濱田　倖輝 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 森山　空翔 ﾓﾘﾔﾏ ｿﾗﾄ 男子 兵　庫 宝塚東高
1 男子 １００ｍ 森下　然 ﾓﾘｼﾀ ｾﾞﾝ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 阿比留　友輔 ｱﾋﾞﾙ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 大阪マスターズ
1 男子 １００ｍ 喜熨斗　拓也 ｷﾉｼ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 N.C.C.
1 男子 １００ｍ 船奥　凛斗 ﾌﾅｵｸ ﾘﾝﾄ 男子 兵　庫 尼崎小田高
1 男子 １００ｍ 松尾　淳平 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 兵　庫 東洋大姫路高
1 男子 １００ｍ 田村　優介 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同陸同好会
1 男子 １００ｍ 尾﨑　亘 ｵｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 男子 兵　庫 尼崎北高
1 男子 １００ｍ 辻　颯斗 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 男子 兵　庫 川西緑台高
1 男子 １００ｍ 小野　愛弥 ｵﾉ ﾏﾅﾔ 男子 兵　庫 T&F.net   KOBE
1 男子 １００ｍ 松元　春樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｷ 男子 兵　庫 住友電工伊丹
1 男子 １００ｍ 富田　尊博 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 NEXUS AC
1 男子 １００ｍ 前田　真一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 男子 兵　庫 TIC Valley
1 男子 １００ｍ 古賀　功亮 ｺｶﾞ ﾅﾙﾌｻ 男子 神奈川 ダブルスチール
1 男子 １００ｍ 久松　竜也 ﾋｻﾏﾂ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 高木　大地 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 男子 大　阪 大阪学院大
1 男子 １００ｍ 入口　拓己 ｲﾘｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 男子 兵　庫 市西宮高
1 男子 １００ｍ 中務　孝太 ﾅｶﾂｶｻ ｺｳﾀ 男子 兵　庫 市伊丹高
1 男子 １００ｍ 藤原　悠斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 古屋　優樹 ﾌﾙﾔ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 尼崎工高
1 男子 １００ｍ 谷本　洋一 ﾀﾆﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 川合　倖綺 ｶﾜｲ ｺｳｷ 男子 愛  知 TFO
1 男子 １００ｍ 平塚　優幹 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 安田　煌音 ﾔｽﾀﾞ ｷﾗﾄ 男子 兵　庫 東洋大姫路高
1 男子 １００ｍ 長谷川　純士 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ男子 大　阪 いちりつ高校
1 男子 １００ｍ 岡本　啓吾 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 Gloria-AC
1 男子 １００ｍ 西岡　寛貴 ﾆｼｵｶ ﾋﾛｷ 男子 兵　庫 市西宮高
1 男子 １００ｍ 片井　大貴 ｶﾀｲ ﾀｲｷ 男子 兵　庫 T&F.net KOBE
1 男子 １００ｍ 鎌田　峻輔 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 天野　裕翔 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾄ 男子 大　阪 大阪府立東高
1 男子 １００ｍ 谷口　治貴 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 男子 京　都 立命館宇治高
1 男子 １００ｍ 植田　理貴 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｷ 男子 大　阪 GRowing MAN
1 男子 １００ｍ 堤　修一 ﾂﾂﾐ ｼｭｳｲﾁ 男子 兵　庫 K.A.C
1 男子 １００ｍ 大塚　健司 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 男子 兵　庫 TIC Valley
1 男子 １００ｍ 宮崎　翔 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳ 男子 奈　良 YAMATO TC
1 男子 １００ｍ 光本　陽 ﾐﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 男子 兵　庫 尼崎稲園高
1 男子 １００ｍ 向井　誠一 ﾑｶｲ ｾｲﾝ 男子 京　都 立命館宇治高



1 男子 １００ｍ 松永　音輝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｷ 男子 兵　庫 宝塚東高
1 男子 １００ｍ 萩森　洸太 ﾊｷﾞﾓﾘ ｺｳﾀ 男子 大　阪 大阪府立東高
1 男子 １００ｍ 池山　佑斗 ｲｹﾔﾏ ﾕｳﾄ 男子 三  重 ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
1 男子 １００ｍ 山本　康平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 男子 和歌山 和歌山陸協
1 男子 １００ｍ 松山　雄亮 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 尼崎北高
1 男子 １００ｍ 山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 男子 京　都 舞鶴市
1 男子 １００ｍ 田中　秀彦 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 男子 兵　庫 鳩印Ｇ＆Ｔ
1 男子 １００ｍ 田中　淳暉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 中山　鷹暁 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 幸　昇吾 ﾐﾕｷ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 いちりつ高校
1 男子 １００ｍ 鈴木　隼太 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀ 男子 大　阪 大阪陸協
1 男子 １００ｍ 永井　俊充 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾐﾂ 男子 兵　庫 西宮北高
1 男子 １００ｍ 奥屋敷　海斗 ｵｸﾔｼｷ ｶｲﾄ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 山村　惇 ﾔﾏﾑﾗ ｱﾂｼ 男子 大　阪 N.C.C.
1 男子 １００ｍ 辻　湧斗 ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 川西緑台高
1 男子 １００ｍ 吉田　開 ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 男子 兵　庫 神戸学院大
1 男子 １００ｍ 曽奈　知央 ｿﾅ ﾁﾋﾛ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 丸吉　達也 ﾏﾙﾖｼ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 K.A.C
1 男子 １００ｍ 片島　憲弘 ｶﾀｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ 男子 兵　庫 尼崎北高
1 男子 １００ｍ 愛甲　柊 ｱｲｺｳ ｼｭｳ 男子 兵　庫 川西緑台高
1 男子 １００ｍ 池野　昌弘 ｲｹﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 兵　庫 鳩印Ｇ＆Ｔ
1 男子 １００ｍ 中上　博揮 ﾅｶｳｴ ﾋﾛｷ 男子 大　阪 大阪府立東高
1 男子 １００ｍ 木下　千颯 ｷﾉｼﾀ ﾁﾊﾔ 男子 兵　庫 市西宮高
1 男子 １００ｍ 茶木　琉星 ﾁｬｷ ﾘｭｳｾｲ 男子 兵　庫 北条高
1 男子 １００ｍ 田上　亮 ﾀｶﾞﾐ ﾘｮｳ 男子 大　阪 堺ファインズ
1 男子 １００ｍ 清水　真怜 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 米澤　陽友 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 永里　天誠 ﾅｶﾞｻﾄ ﾃﾝｾｲ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 岡村　一吾 ｵｶﾑﾗ ｲﾁｺﾞ 男子 京　都 立命館宇治高
1 男子 １００ｍ 岡本　望来 ｵｶﾓﾄ ﾐﾗｲ 男子 兵　庫 北条高
1 男子 １００ｍ 前田　孝志朗 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 男子 兵　庫 県伊丹高
1 男子 １００ｍ 原口　知秀 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾃﾞ 男子 大　阪 堺ファインズ
1 男子 １００ｍ 下川　拓海 ｼﾓｶﾜ ﾀｸﾐ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 土井　涼平 ﾄﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 男子 兵　庫 県尼崎高
1 男子 １００ｍ 今川　雄行 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 男子 兵　庫 KSYS
1 男子 １００ｍ 真鍋　諒大 ﾏﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 男子 大　阪 たまゆら



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
2 男子 ４００ｍ 田村　朋也 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 兵　庫 住友電工
2 男子 ４００ｍ 田口　竜也 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 京都産業大
2 男子 ４００ｍ 中川　諒 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 男子 兵　庫 京都産業大
2 男子 ４００ｍ 辻　佑太 ﾂｼﾞ ﾕｳﾀ 男子 三  重 TGK
2 男子 ４００ｍ 塚原　啓太 ﾂｶﾊﾗ ｹｲﾀ 男子 兵　庫 神戸大
2 男子 ４００ｍ 濱口　虎汰郎 ﾊﾏｸﾞﾁ ｺﾀﾛｳ 男子 三  重 近畿大
2 男子 ４００ｍ 藤本　悠希 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 川崎重工
2 男子 ４００ｍ 宮田　大聖 ﾐﾔﾀ ﾀｲｾｲ 男子 兵　庫 鷹匠AC
2 男子 ４００ｍ 岡戸　祐太 ｵｶﾄﾞ ﾕｳﾀ 男子 愛  知 TFO
2 男子 ４００ｍ 西尾　咲人 ﾆｼｵ ｻｸﾄ 男子 兵　庫 兵庫県立大
2 男子 ４００ｍ 吉田　和晃 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 男子 大　阪 スターヒルズ
2 男子 ４００ｍ 木本　純平 ｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 三  重 近畿大
2 男子 ４００ｍ 大月　勇典 ｵｵﾂｷ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 京都産業大
2 男子 ４００ｍ 藤林　祐貴 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ男子 京　都 立命館宇治高
2 男子 ４００ｍ 田村　優介 ﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 京　都 同陸同好会
2 男子 ４００ｍ 幸村　侑哉 ｺｳﾑﾗ ﾕｳﾔ 男子 兵　庫 大阪経済大
2 男子 ４００ｍ 吉岡　樹永 ﾖｼｵｶ ﾐｷﾄ 男子 兵　庫 兵庫県立大
2 男子 ４００ｍ 水野　稜 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ 男子 兵　庫 T&F.net KOBE
2 男子 ４００ｍ 尾崎　友基 ｵｻﾞｷ ﾕｳｷ 男子 滋　賀 近畿大
2 男子 ４００ｍ 下司　剛久 ｹﾞｼ ﾀｹﾋｻ 男子 兵　庫 川崎重工
2 男子 ４００ｍ 太田　宗一郎 ｵｵﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ男子 大　阪 大阪大
2 男子 ４００ｍ 田中　創也 ﾀﾅｶ ｿｳﾔ 男子 愛  知 TFO
2 男子 ４００ｍ 片野　貴裕 ｶﾀﾉ ﾀｶﾋﾛ 男子 大　阪 WAC
2 男子 ４００ｍ 角田　俊 ﾂﾉﾀﾞ ｼｭﾝ 男子 兵　庫 明石北高
2 男子 ４００ｍ 平井　康士朗 ﾋﾗｲ ｺｳｼﾛｳ 男子 兵　庫 神戸大
2 男子 ４００ｍ 島田　雄斗 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 宝塚東高
2 男子 ４００ｍ 伊東　流希 ｲﾄｳ ﾙｲｷ 男子 愛  知 TFO
2 男子 ４００ｍ 杉田　幸輝 ｽｷﾞﾀ ｺｳｷ 男子 奈　良 奈良陸協
2 男子 ４００ｍ 富永　匠哉 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 男子 兵　庫 復刻AC
2 男子 ４００ｍ 佐々木　愼平 ｻｻｷ ｼﾝﾍﾟｲ 男子 大　阪 アトレティカ
2 男子 ４００ｍ 浦部　拓人 ｳﾗﾍﾞ ﾀｸﾄ 男子 大　阪 近畿大
2 男子 ４００ｍ 堀内　祐希 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 男子 大　阪 アトレティカ
2 男子 ４００ｍ 藤原　悠斗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
2 男子 ４００ｍ 稲葉　大輔 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 兵　庫 東洋大姫路高
2 男子 ４００ｍ 大西　啓斗 ｵｵﾆｼ ﾀｶﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
2 男子 ４００ｍ 内藤　謙心 ﾅｲﾄｳ ｹﾝｼﾝ 男子 兵　庫 県尼崎高
2 男子 ４００ｍ 清水　真怜 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高
2 男子 ４００ｍ 石本　勝人 ｲｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 男子 愛  知 大阪学院大
2 男子 ４００ｍ 木下　翔太 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 Mix Up KOBE
2 男子 ４００ｍ 濱田　倖輝 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 男子 兵　庫 県伊丹高
2 男子 ４００ｍ 依岡　朋紀 ﾖﾘｵｶ ﾄﾓｷ 男子 高　知 大阪学院大
2 男子 ４００ｍ 植田　拓隼 ｳｴﾀﾞ ﾀｸﾄ 男子 兵　庫 明石南高
2 男子 ４００ｍ 加世田　玲宇 ｶｾﾀﾞ ﾚｳ 男子 兵　庫 県伊丹高
2 男子 ４００ｍ 中村　誠基 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 男子 兵　庫 T&F.net KOBE
2 男子 ４００ｍ 片井　大貴 ｶﾀｲ ﾀｲｷ 男子 兵　庫 T&F.net KOBE
2 男子 ４００ｍ 宮本　大輝 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 男子 大　阪 アトレティカ
2 男子 ４００ｍ 川井　啓佑 ｶﾜｲ ｹｲｽｹ 男子 大　阪 いちりつ高校
2 男子 ４００ｍ 明榮　凌太郎 ﾐｮｳｴ ﾘｮｳﾀﾛｳ男子 兵　庫 明石北高
2 男子 ４００ｍ 平澤　泰輝 ﾋﾗｻﾞﾜ ﾀｲｷ 男子 兵　庫 明石北高
2 男子 ４００ｍ 上松　優弥 ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾔ 男子 大　阪 京都工芸繊維大
2 男子 ４００ｍ 平塚　優幹 ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 県伊丹高
2 男子 ４００ｍ 金岡　諒介 ｶﾅｵｶ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 県伊丹高
2 男子 ４００ｍ 池野　昌弘 ｲｹﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 兵　庫 鳩印Ｇ＆Ｔ
2 男子 ４００ｍ 山脇　孝之 ﾔﾏﾜｷ ﾀｶﾕｷ 男子 兵　庫 U2M
2 男子 ４００ｍ 高見　昴琉 ﾀｶﾐ ｽﾊﾞﾙ 男子 兵　庫 北条高
2 男子 ４００ｍ 中橋　亮介 ﾅｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 市伊丹高
2 男子 ４００ｍ 藤井　暖人 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾄ 男子 兵　庫 川西緑台高
2 男子 ４００ｍ 今井　悠介 ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 大阪府立東高
2 男子 ４００ｍ 松葉　良空 ﾏﾂﾊﾞ ﾖｼﾀｶ 男子 兵　庫 尼崎双星高
2 男子 ４００ｍ 今川　雄行 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 男子 兵　庫 KSYS



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
3 男子 １５００ｍ 北村　友也 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 京　都 OBRS
3 男子 １５００ｍ 阿部　利樹 ｱﾍﾞ ﾄｼｷ 男子 兵　庫 U2M
3 男子 １５００ｍ 荒堀　太一郎 ｱﾗﾎﾘ ﾀｲﾁﾛｳ 男子 兵　庫 関西学院大
3 男子 １５００ｍ 岩田　直人 ｲﾜﾀ ﾅｵﾄ 男子 滋　賀 大阪体育大
3 男子 １５００ｍ 奥村　俊太 ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 男子 兵　庫 須磨学園高
3 男子 １５００ｍ 濵田　晃輝 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 男子 大　阪 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 櫻井　晃平 ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 佛教大
3 男子 １５００ｍ 三千田　雅治 ﾐﾁﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 男子 兵　庫 関西学院大
3 男子 １５００ｍ 岡久　広 ｵｶﾋｻ ﾋﾛｼ 男子 京　都 OBRS
3 男子 １５００ｍ 粟田　貴明 ｱﾜﾀ  ﾀｶｱｷ 男子 大　阪 GRlab
3 男子 １５００ｍ 木戸　陽太 ｷﾄﾞ ﾖｳﾀ 男子 兵　庫 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 日野　裕貴 ﾋﾉ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 西宮市陸協
3 男子 １５００ｍ 辻　蒼汰 ﾂｼﾞ ｿｳﾀ 男子 滋　賀 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 上田　皓一 ｳｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ 男子 兵　庫 兵庫県立大
3 男子 １５００ｍ 宗野　佑大 ｿｳﾉ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 須磨学園高
3 男子 １５００ｍ 小松原　遊波 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾕｳﾊ 男子 奈　良 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
3 男子 １５００ｍ 尾崎　圭亮 ｵｻﾞｷ ｹｲｽｹ 男子 和歌山 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 田上　凌真 ﾀﾉｳｴ ﾘｮｳﾏ 男子 大　阪 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 大村　舜 ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝ 男子 滋　賀 ダイフク
3 男子 １５００ｍ 川口　修大 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾄ 男子 大　阪 京都大
3 男子 １５００ｍ 足立　奏太 ｱﾀﾞﾁ ｶﾅﾀ 男子 京　都 佛教大
3 男子 １５００ｍ 斎藤　光明 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｱｷ 男子 京　都 OBRS
3 男子 １５００ｍ 伏本　カーディンﾌｼﾓﾄ ｶｰﾃﾞｨﾝ 男子 大　阪 GRowing MAN
3 男子 １５００ｍ 小田　颯河 ｵﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良県立医科大
3 男子 １５００ｍ 田中　大地 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 男子 兵　庫 宝塚東高
3 男子 １５００ｍ 池田　拓海 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 兵　庫 姫路陸協
3 男子 １５００ｍ 左近　実智隆 ｻｺﾝ ﾐﾁﾀｶ 男子 大　阪 WAC
3 男子 １５００ｍ 玉田　匠 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 男子 大　阪 大阪府庁
3 男子 １５００ｍ 貝　章太郎 ｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 男子 大　阪 大阪府立東高
3 男子 １５００ｍ 人見　了 ﾋﾄﾐ ﾘｮｳ 男子 京　都 鴨川走友会
3 男子 １５００ｍ 山本　真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 男子 大　阪 日新AC
3 男子 １５００ｍ 木村　春暉 ｷﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 京　都 OBRSfa
3 男子 １５００ｍ 清村　浩司 ｷﾖﾑﾗ ﾋﾛｼﾞ 男子 奈　良 S-Ren
3 男子 １５００ｍ 佐毘　容平 ｻﾋﾞ ﾖｳﾍｲ 男子 大　阪 関西実業団
3 男子 １５００ｍ 福田　真哉 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾔ 男子 奈　良 SFIDA奈良
3 男子 １５００ｍ 西田　楓真 ﾆｼﾀﾞ ﾌｳﾏ 男子 兵　庫 尼崎稲園高
3 男子 １５００ｍ 佐々木　啓仁 ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 東洋大姫路高
3 男子 １５００ｍ 作田　大翔 ｻｸﾀ ﾀﾞｲｶ 男子 大　阪 関西実業団
3 男子 １５００ｍ 土井　琉遠 ﾄﾞｲ ﾘｵﾝ 男子 京　都 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 眞尾　泰浩 ﾏｵ ﾔｽﾋﾛ 男子 兵　庫 淡路陸上教室
3 男子 １５００ｍ 小山　智喜 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 男子 大　阪 いちりつ高校
3 男子 １５００ｍ 櫻井　清剛 ｻｸﾗｲ ｷﾖﾀｶ 男子 兵　庫 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 堀毛　雄翔 ﾎﾘｹ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 鴻ノ池SC
3 男子 １５００ｍ 小川　隆太朗 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ男子 兵　庫 武庫荘総合高
3 男子 １５００ｍ 玉田　匠平 ﾀﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 男子 兵　庫 明石北高
3 男子 １５００ｍ 河野　泰地 ｺｳﾉ ﾀｲﾁ 男子 兵　庫 県尼崎高
3 男子 １５００ｍ 東元　遼介 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ男子 大　阪 大阪府立東高
3 男子 １５００ｍ オリビエ　真之亜ｵﾘﾋﾞｴ ﾏﾉｱ 男子 兵　庫 宝塚東高
3 男子 １５００ｍ 中野　開友 ﾅｶﾉ ｶｲｽｹ 男子 兵　庫 明石北高
3 男子 １５００ｍ 兼田　祐毅 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 尼崎市陸協
3 男子 １５００ｍ 関　裕大 ｾｷ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 京　都 びわこ学院大
3 男子 １５００ｍ 清田　大貴 ｷﾖﾀ ﾋﾛｷ 男子 京　都 同陸同好会
3 男子 １５００ｍ 松井　楓 ﾏﾂｲ ｶｴﾃﾞ 男子 兵　庫 明石北高
3 男子 １５００ｍ 小野　龍之介 ｵﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 奈　良 鴻ノ池SC



3 男子 １５００ｍ 杵谷　左京 ｷﾈﾀﾆ ｻｷｮｳ 男子 兵　庫 県尼崎高
3 男子 １５００ｍ 小崎　哲也 ｺｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 男子 兵　庫 サブゼロ豊岡
3 男子 １５００ｍ 栗坂　俊弥 ｸﾘｻｶ ﾄｼﾔ 男子 兵　庫 GRlab
3 男子 １５００ｍ 井上　欧太 ｲﾉｳｴ ｵｳﾀ 男子 大　阪 大阪府立東高
3 男子 １５００ｍ 禾野　遥基 ﾉｷﾞﾉ ﾊﾙｷ 男子 兵　庫 尼崎双星高
3 男子 １５００ｍ 山下　功祐 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ 男子 兵　庫 北条高
3 男子 １５００ｍ 丸井　俊英 ﾏﾙｲ ﾄｼﾋﾃﾞ 男子 兵　庫 カネカ
3 男子 １５００ｍ 石井　大喜 ｲｼｲ ﾀﾞｲｷ 男子 兵　庫 明石北高
3 男子 １５００ｍ 増田　和暉 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 奈　良 鴻ノ池SC
3 男子 １５００ｍ 北川　一紀 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 グンゼスポーツ
3 男子 １５００ｍ 結石　悠太 ｹｲｼ ﾕｳﾀ 男子 京　都 同陸同好会
3 男子 １５００ｍ 佐藤　章徳 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ 男子 兵　庫 カネカ
3 男子 １５００ｍ 上野　簾太郎 ｳｴﾉ ﾚﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 明石南高
3 男子 １５００ｍ 井上　裕介 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 男子 兵　庫 KAC
3 男子 １５００ｍ 浅井　次郎 ｱｻｲ ｼﾞﾛｳ 男子 兵　庫 神戸市陸協
3 男子 １５００ｍ 城間　泰佑 ｼﾛﾏ ﾀｲｽｹ 男子 大　阪 大阪陸協
3 男子 １５００ｍ 吉原　陽大 ﾖｼﾊﾗ ｻﾝﾀ 男子 兵　庫 尼崎北高
3 男子 １５００ｍ 松永　幸貴 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｷ 男子 兵　庫 Mix Up KOBE
3 男子 １５００ｍ 水越　喜紀 ﾐｽﾞｺｼ ﾖｼｷ 男子 大　阪 大阪府立東高
3 男子 １５００ｍ 樋口　歩 ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 男子 奈　良 鴻ノ池SC
3 男子 １５００ｍ 藤井　佑輝 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 伊丹西高
3 男子 １５００ｍ 新崎　心路 ｼﾝｻﾞｷ ｺｺﾛ 男子 兵　庫 県伊丹高
3 男子 １５００ｍ 丸尾　宙 ﾏﾙｵ ｿﾗ 男子 兵　庫 尼崎工高
3 男子 １５００ｍ 三上　賢吾 ﾐｶﾐ ｹﾝｺﾞ 男子 大　阪 GRowingMAN
3 男子 １５００ｍ 中村　俊輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ男子 大　阪 ロングライフ
3 男子 １５００ｍ 松山　陽路 ﾏﾂﾔﾏ ﾋｲﾛ 男子 兵　庫 尼崎双星高
3 男子 １５００ｍ 川崎　晶大 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋﾛ 男子 兵　庫 県伊丹高
3 男子 １５００ｍ 髙瀬　磨秀 ﾀｶｾ ﾏｼｭｳ 男子 兵　庫 尼崎北高
3 男子 １５００ｍ 細川　光輝 ﾎｿｶﾜ ｺｳｷ 男子 兵　庫 尼崎工高
3 男子 １５００ｍ 苗倉　結斗 ﾅｴｸﾗ ﾕｳﾄ 男子 兵　庫 県尼崎高
3 男子 １５００ｍ 前田　昌孝 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 男子 兵　庫 西宮市陸協
3 男子 １５００ｍ 杉本　匠斗 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾄ 男子 兵　庫 県尼崎高
3 男子 １５００ｍ 石井　寛 ｲｼｲ ﾕﾀｶ 男子 兵　庫 西宮市陸協
3 男子 １５００ｍ 野口　誠太 ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾀ 男子 兵　庫 伊丹西高
3 男子 １５００ｍ 大上　暖陽 ｵｵｳｴ ﾊﾙﾋ 男子 兵　庫 県伊丹高
3 男子 １５００ｍ 東郷　良馬 ﾄｳｺﾞｳ ﾘｮｳﾏ 男子 兵　庫 北条高
3 男子 １５００ｍ 武居　泰男 ﾀｹｲ ﾔｽｵ 男子 兵　庫 電通



No 氏名２ 性別 都道府県 所属
OBRSｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ　男子　　京　都

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ 男子 京　都 洛南高
ﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 男子 徳  島 大塚製薬
ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞｷ 男子 徳  島 大塚製薬
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 男子 徳  島 大塚製薬
ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 男子 奈　良 大和精機
ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 男子 京　都 洛南高
ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ 男子 京　都 洛南高
ｶｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 男子 京　都 洛南高
ﾅﾐｶﾜ ｿｳﾀ 男子 京　都 洛南高
ｻﾅﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 男子 兵　庫 須磨学園高
ｻｶﾞﾐ ｼｮｳﾔ 男子 京　都 洛南高
ﾎﾘﾉ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 須磨学園高

競技名 氏名１
4 男子 ３０００ｍ 北村　友也
4 男子 ３０００ｍ 若林　良樹
4 男子 ３０００ｍ 野田　一貴
4 男子 ３０００ｍ 上村　和生
4 男子 ３０００ｍ 相馬　崇史
4 男子 ３０００ｍ 浜田　泰輔
4 男子 ３０００ｍ 井上　朋哉
4 男子 ３０００ｍ 三宅　悠斗
4 男子 ３０００ｍ 加嶋　翼
4 男子 ３０００ｍ 並川　颯太
4 男子 ３０００ｍ 真田　大輔
4 男子 ３０００ｍ 佐上　湘哉
4 男子 ３０００ｍ 堀野　正太
4 男子 ３０００ｍ 平島　匠 ﾋﾗｼﾏ ﾀｸﾐ 男子 京　都 洛南高
4 男子 ３０００ｍ 長谷川　大翔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 須磨学園高
4 男子 ３０００ｍ 脇坂　耕平 ﾜｷｻｶ ｺｳﾍｲ 男子 京　都 洛南高
4 男子 ３０００ｍ 工藤　羽流 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙ 男子 京　都 洛南高
4 男子 ３０００ｍ 福島　直樹 ﾌｸｼﾏ ﾅｵｷ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 和田　拓真 ﾜﾀﾞ ﾀｸﾏ 男子 奈　良 智辯カレッジ高
4 男子 ３０００ｍ 橋本　尚斗 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾄ 男子 徳  島 大塚製薬
4 男子 ３０００ｍ 中村　貫太 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾀ 男子 京　都 洛南高
4 男子 ３０００ｍ 八木澤　來太 ﾔｷﾞｻﾜ ﾗﾌﾄ 男子 京　都 洛南高
4 男子 ３０００ｍ 北　裕介 ｷﾀ ﾕｳｽｹ 男子 奈　良 SFIDA奈良
4 男子 ３０００ｍ 瀨古　優太 ｾｺ ﾕｳﾀ 男子 京　都 OBRS
4 男子 ３０００ｍ 中尾　光希 ﾅｶｵ ｺｳｷ 男子 兵　庫 須磨学園高
4 男子 ３０００ｍ 髙杉　彰太 ﾀｶｽｷﾞ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 須磨学園高
4 男子 ３０００ｍ 吉田　湧真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 兵　庫 須磨学園高
4 男子 ３０００ｍ 木村　友哉 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾔ 男子 奈　良 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
4 男子 ３０００ｍ 山本　聖琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｶﾙ 男子 奈　良 智辯カレッジ高
4 男子 ３０００ｍ 岩橋　快晟 ｲﾜﾊｼ ｶｲｾｲ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 静川　陽向 ｼｽﾞｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 森岡　篤史 ﾓﾘｵｶ ｱﾂｼ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 山本　悠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 福居　京弥 ﾌｸｲ ｷｮｳﾔ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 谷口　僚哉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳﾔ 男子 和歌山 紀の国ＡＣ
4 男子 ３０００ｍ 南　月人 ﾐﾅﾐ ﾂｷﾄ 男子 奈　良 智辯カレッジ高
4 男子 ３０００ｍ 瀬口　啓太 ｾｸﾞﾁ ｹｲﾀ 男子 兵　庫 住友電工伊丹
4 男子 ３０００ｍ 辻本　幸星 ﾂｼﾞﾓﾄ ｺｳｾｲ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 田中　悠大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 男子 和歌山 岩出第二中
4 男子 ３０００ｍ 西　訓由 ﾆｼ ﾉﾘﾕｷ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 山口　輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 男子 京　都 洛南高
4 男子 ３０００ｍ 平田　治 ﾋﾗﾀ ｵｻﾑ 男子 奈　良 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
4 男子 ３０００ｍ 指田　駿太 ｻｼﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 男子 兵　庫 尼崎市陸協
4 男子 ３０００ｍ 岡田　元輝 ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 河野　嵩矢 ｺｳﾉ ｼｭｳﾔ 男子 大　阪 大阪学院大
4 男子 ３０００ｍ 宮本　泰地 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲﾁ 男子 兵　庫 尼崎稲園高
4 男子 ３０００ｍ 山田　司瑳 ﾔﾏﾀﾞ ﾂｶｻ 男子 和歌山 智辯和歌山高
4 男子 ３０００ｍ 坂梨　達也 ｻｶﾅｼ ﾀﾂﾔ 男子 奈　良 関西実業団
4 男子 ３０００ｍ 土肥　星太 ﾄﾞｲ ｾｲﾀ 男子 奈　良 智辯カレッジ高
4 男子 ３０００ｍ 松井　智幹 ﾏﾂｲ ﾄﾓｷ 男子 兵　庫 尼崎稲園高
4 男子 ３０００ｍ 山本 　大智 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 男子 兵　庫 西宮北高
4 男子 ３０００ｍ 久保　敦嗣 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ 男子 兵　庫 住友電工伊丹
4 男子 ３０００ｍ 丹野　唯楓 ﾀﾝﾉ ｲﾌﾞｷ 男子 兵　庫 明石南高
4 男子 ３０００ｍ 臼井　健悟 ｳｽｲ ｹﾝｺﾞ 男子 京　都 京都工芸繊維大
4 男子 ３０００ｍ 高橋　一虎 ﾀｶﾊｼ ｲｯｺｳ 男子 奈　良 智辯カレッジ高
4 男子 ３０００ｍ 高橋　大翔 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 尼崎稲園高
4 男子 ３０００ｍ 新居　蒼惟 ｼﾝｲ ｱｵｲ 男子 兵　庫 尼崎工高
4 男子 ３０００ｍ 新開　亮二 ｼﾝｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 男子 兵　庫 西宮市陸協
4 男子 ３０００ｍ 並川　大地 ﾅﾐｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 男子 兵　庫 明石南高
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5 男子 ５０００ｍ 藤原　直樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 男子 兵　庫 山陽特殊製鋼
5 男子 ５０００ｍ 比夫見　将吾 ﾋﾌﾐ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　阪 大阪府警
5 男子 ５０００ｍ 永信　明人 ｴｲｼﾝ ｱｷﾋﾄ 男子 大　阪 大阪府警
5 男子 ５０００ｍ 川田　信 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝ 男子 大　阪 大阪府警
5 男子 ５０００ｍ 大坂　祐輝 ｵｵｻｶ ﾕｳｷ 男子 大　阪 大阪府警
5 男子 ５０００ｍ 吉野　駆流 ﾖｼﾉ ｶｹﾙ 男子 大　阪 大阪府警
5 男子 ５０００ｍ 熊代　拓也 ｸﾏｼﾛ ﾀｸﾔ 男子 兵　庫 山陽特殊製鋼
5 男子 ５０００ｍ 山本　翔馬 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾏ 男子 大　阪 ＮＴＴ西日本
5 男子 ５０００ｍ 馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ 男子 大　阪 ＮＴＴ西日本
5 男子 ５０００ｍ 森井　勇磨 ﾓﾘｲ ﾕｳﾏ 男子 京　都 関西実業団
5 男子 ５０００ｍ 熊橋　弘将 ｸﾏﾊｼ ﾋﾛﾏｻ 男子 兵　庫 山陽特殊製鋼
5 男子 ５０００ｍ 藤村　行央 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｷｵ 男子 兵　庫 住友電工伊丹
5 男子 ５０００ｍ 山﨑　竹丸 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ 男子 高　知 まるRC
5 男子 ５０００ｍ 浜田　泰輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 男子 奈　良 大和精機
5 男子 ５０００ｍ 髙田　滉翔 ﾀｶﾀ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 藤田　圭悟 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｺﾞ 男子 大　阪 関西創価高
5 男子 ５０００ｍ 寺坂　晃一 ﾃﾗｻｶ ｺｳｲﾁ 男子 兵　庫 仁川高
5 男子 ５０００ｍ 堀越　信司 ﾎﾘｺｼ ﾀﾀﾞｼ 男子 大　阪 ＮＴＴ西日本
5 男子 ５０００ｍ 村岡　大雅 ﾑﾗｵｶ ﾀｲｶﾞ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 岩﨑　竜馬 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾏ 男子 大　阪 関西創価高
5 男子 ５０００ｍ 西田　陽太 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 横山　志穏 ﾖｺﾔﾏ ｼｵﾝ 男子 大　阪 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 三木　浩輔 ﾐｷ ｺｳｽｹ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 谷口　博紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 男子 和歌山 FIELDHOUSE AC
5 男子 ５０００ｍ 西垣　怜 ﾆｼｶﾞｷ ﾚﾝ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 杉本　和法 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 男子 奈　良 奈良陸協
5 男子 ５０００ｍ 船元　勇聖 ﾌﾅﾓﾄ ﾕｳｾｲ 男子 大　阪 関西創価高
5 男子 ５０００ｍ 下妻　樹生 ｼﾓﾂﾞﾏ ﾀﾂｷ 男子 兵　庫 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 金岡　弘尚 ｶﾅｵｶ ﾋﾛﾅｵ 男子 兵　庫 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 中村　直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 男子 大　阪 大阪陸協
5 男子 ５０００ｍ 小田　颯河 ｵﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 男子 奈　良 奈良県立医科大
5 男子 ５０００ｍ 山本　弥輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｷ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 脇田　幸輝 ﾜｷﾀ ｺｳｷ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 藤島　直也 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅｵﾔ 男子 大　阪 DEEARS
5 男子 ５０００ｍ 山本　友希 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 男子 和歌山 和歌山県庁
5 男子 ５０００ｍ 徳田　航也 ﾄｸﾀﾞ ｺｳﾔ 男子 兵　庫 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 城本　尚斗 ｼﾛﾓﾄ ﾅｵﾄ 男子 和歌山 和歌山県庁
5 男子 ５０００ｍ 一兜　健 ﾋﾄﾂｶﾌﾞﾄ ｹﾝ 男子 兵　庫 須磨学園高
5 男子 ５０００ｍ 池嶋　佳憲 ｲｹｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 男子 大　阪 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 北田　颯 ｷﾀﾀﾞ ｿｳ 男子 大　阪 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 松木　隼也 ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 京　都 ＴＥＡＭ　Ｐ－ｍａｎ
5 男子 ５０００ｍ 岩本　直樹 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 男子 大　阪 GRlab
5 男子 ５０００ｍ 大石　陸斗 ｵｵｲｼ ﾘｸﾄ 男子 高　知 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 武本　佳明 ﾀｹﾓﾄ ﾖｼｱｷ 男子 大　阪 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 出原　祥磨 ｲｽﾞﾊﾗ ｼｮｳﾏ 男子 兵　庫 川崎重工
5 男子 ５０００ｍ 下村　悟 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄﾙ 男子 滋　賀 パナソニックホームズ
5 男子 ５０００ｍ 宮本　寛司 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝｼﾞ 男子 和歌山 和歌山RC
5 男子 ５０００ｍ 高砂　直紘 ﾀｶｻｺﾞ ﾅｵﾋﾛ 男子 大　阪 大阪学院大
5 男子 ５０００ｍ 遠藤　修史 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 男子 兵　庫 GRowing MAN
5 男子 ５０００ｍ 藤　幸太郎 ﾌｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 男子 兵　庫 森ノ宮医療大
5 男子 ５０００ｍ 上田　譲 ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞﾙ 男子 大　阪 GRowing MAN
5 男子 ５０００ｍ 森口　勇輝 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 兵庫県立大
5 男子 ５０００ｍ 濵木　遼太 ﾊﾏｷ ﾘｮｳﾀ 男子 大　阪 森ノ宮医療大
5 男子 ５０００ｍ 白矢　昂汰 ｼﾗﾔ ｺｳﾀ 男子 京　都 京都工芸繊維大
5 男子 ５０００ｍ 菊川　信人 ｷｸｶﾜ ﾉﾌﾞﾄ 男子 兵　庫 宝塚市陸協
5 男子 ５０００ｍ 井上　師宏 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ 男子 大　阪 ランスポット
5 男子 ５０００ｍ 新井　陽豊 ｱﾗｲ ﾐﾅﾄ 男子 兵　庫 宝塚東高
5 男子 ５０００ｍ 佐藤　修一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 男子 大　阪 大阪府庁
5 男子 ５０００ｍ 森　武志 ﾓﾘ ﾀｹｼ 男子 大　阪 ランスポット
5 男子 ５０００ｍ 松宮　賢人 ﾏﾂﾐﾔ ｹﾝﾄ 男子 滋　賀 パナソニックホームズ
5 男子 ５０００ｍ 矢谷　爽空 ﾔﾀﾆ ｿｳｱ 男子 兵　庫 明石北高
5 男子 ５０００ｍ 細野　崇人 ﾎｿﾉ ﾀｶﾄ 男子 兵　庫 東洋大姫路高
5 男子 ５０００ｍ 小林　純也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 男子 兵　庫 県尼崎高
5 男子 ５０００ｍ 杉山　淳一郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ男子 兵　庫 尼崎北高
5 男子 ５０００ｍ 森本　研一 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 男子 大　阪 大阪府庁
5 男子 ５０００ｍ 桑原　大祐 ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 男子 大　阪 大阪府庁



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
6 男子 走高跳 瀬古　優斗 ｾｺ ﾕｳﾄ 男子 滋　賀 滋賀レイクスターズ
6 男子 走高跳 赤松　諒一 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 男子 岐  阜 アワーズ
6 男子 走高跳 羽田　充宏 ﾊﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 男子 新  潟 大阪大
6 男子 走高跳 藤井　康正 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾏｻ 男子 兵　庫 神戸学院大
6 男子 走高跳 福本　義永 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 男子 京　都 オフィスシャッツ
6 男子 走高跳 佐藤　隼斗 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 男子 東　京 神戸大
6 男子 走高跳 荻野　虎太郎 ｵｷﾞﾉ ｺﾀﾛｳ 男子 静  岡 関西学院大
6 男子 走高跳 土井　陽向 ﾄﾞｲ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 大阪学院大
6 男子 走高跳 關　憲行 ｾｷ ﾉﾘﾕｷ 男子 大　阪 大阪大
6 男子 走高跳 明尾　匡樹 ｱｹｵ ﾏｻｷ 男子 兵　庫 市西宮高
6 男子 走高跳 谷口　輪太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ男子 兵　庫 明石北高
6 男子 走高跳 山中　一凜 ﾔﾏﾅｶ ｲﾁﾘﾝ 男子 兵　庫 市西宮高
6 男子 走高跳 錺　優希 ｶｻﾞﾘ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 市西宮高
6 男子 走高跳 中山　鷹暁 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ 男子 兵　庫 県尼崎高
6 男子 走高跳 伊藤　司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ 男子 兵　庫 市伊丹高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
7 男子 走幅跳 海老沼　勝輝 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾏｻｷ 男子 大　阪 三和建設
7 男子 走幅跳 木下　将一 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 男子 兵　庫 大阪大
7 男子 走幅跳 臼杵　將悟 ｳｽｷ ｼｮｳｺﾞ 男子 兵　庫 Frontier AC
7 男子 走幅跳 長岡　泰成 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｲｾｲ 男子 大　阪 なにわJAC
7 男子 走幅跳 田中　雅貴 ﾀﾅｶ ﾏｻﾀｶ 男子 兵　庫 日本製鉄広畑
7 男子 走幅跳 山本　想真 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 男子 大　阪 京都工芸繊維大
7 男子 走幅跳 安田　悠生 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 関西学院大
7 男子 走幅跳 難波　隆輝 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳｷ 男子 滋　賀 びわ成AC
7 男子 走幅跳 板西　佑介 ｲﾀﾆｼ ﾕｳｽｹ 男子 大　阪 市立東高
7 男子 走幅跳 大石　真也 ｵｵｲｼ ｼﾝﾔ 男子 兵　庫 同志社大
7 男子 走幅跳 岡野　悠生 ｵｶﾉ ﾕｳｷ 男子 兵　庫 同志社大
7 男子 走幅跳 岐田　遼太郎 ｷﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 滋　賀 MOON
7 男子 走幅跳 陶山　雄世 ｽﾔﾏ ﾕｳｾｲ 男子 兵　庫 T&F.net   KOBE
7 男子 走幅跳 森田　拓也 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾔ 男子 大　阪 N.C.C.
7 男子 走幅跳 田川　遼介 ﾀｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 男子 福  井 関西学院大
7 男子 走幅跳 北村　健人 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 男子 兵　庫 神戸大
7 男子 走幅跳 渡瀬　孔明 ﾜﾀｾ ｺｳﾒｲ 男子 鹿児島 大阪大
7 男子 走幅跳 阿嘉　克浩 ｱｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 男子 兵　庫 県尼崎高
7 男子 走幅跳 上田　陽介 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｽｹ 男子 大　阪 神戸大
7 男子 走幅跳 中山　翔太 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 神戸大
7 男子 走幅跳 吉ノ元　武儀 ﾖｼﾉﾓﾄ ﾑｷﾞ 男子 大　阪 京都産業大
7 男子 走幅跳 尾原　正人 ｵﾊﾗ ﾏｻﾄ 男子 大　阪 大阪大
7 男子 走幅跳 森田　智比呂 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男子 兵　庫 タイモスポーツ
7 男子 走幅跳 西田　憲吾 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 男子 兵　庫 京都産業大
7 男子 走幅跳 古賀　天 ｺｶﾞ ﾀｶﾄ 男子 兵　庫 神戸大
7 男子 走幅跳 鎌田　峻輔 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ 男子 兵　庫 県伊丹高
7 男子 走幅跳 坂本　璃月 ｻｶﾓﾄ ﾘﾂｷ 男子 京　都 京都大
7 男子 走幅跳 永沼　渡輝央 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄｷｵ 男子 大　阪 大阪大
7 男子 走幅跳 森　大雅 ﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 男子 大　阪 同志社大
7 男子 走幅跳 水津　陸人 ｽｲﾂﾞ ﾘｸﾄ 男子 大　阪 大阪府立東高
7 男子 走幅跳 田中　淳暉 ﾀﾅｶ ｱﾂｷ 男子 兵　庫 県伊丹高
7 男子 走幅跳 藤浪　正季 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾏｻｷ 男子 大　阪 GRowingMAN
7 男子 走幅跳 植野　琉青 ｳｴﾉ ﾘｭｳｾｲ 男子 兵　庫 市西宮高
7 男子 走幅跳 藤本　琉世 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ男子 兵　庫 県尼崎高
7 男子 走幅跳 奥屋敷　海斗 ｵｸﾔｼｷ ｶｲﾄ 男子 兵　庫 県尼崎高
7 男子 走幅跳 川嶋　浩斗 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 尼崎北高
7 男子 走幅跳 野々村　旺亮 ﾉﾉﾑﾗ ｵｵｽｹ 男子 兵　庫 県伊丹高
7 男子 走幅跳 小倉　惺 ｵｸﾞﾗ ｼｮｳ 男子 兵　庫 県伊丹高
7 男子 走幅跳 北　俊蔵 ｷﾀ ﾄｼｿﾞｳ 男子 京　都 立命館宇治高
7 男子 走幅跳 濵田　亮介 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 男子 兵　庫 県伊丹高
7 男子 走幅跳 池野　昌弘 ｲｹﾉ ﾏｻﾋﾛ 男子 兵　庫 鳩印Ｇ＆Ｔ
7 男子 走幅跳 奥津　翔太 ｵｸﾂ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 県伊丹高
7 男子 走幅跳 荒木　智仁 ｱﾗｷ ﾄﾓﾋﾄ 男子 富  山 近畿大



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
8 男子 砲丸投(7.260kg)伊後　達矢 ｲｺﾞ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 K.A.C
8 男子 砲丸投(7.260kg)潟　希星 ｶﾞﾀ ｷﾗﾘ 男子 兵　庫 県尼崎高
8 男子 砲丸投(7.260kg)宿野　咲太 ｼｭｸﾉ ｻｸﾀ 男子 兵　庫 立命館大
8 男子 砲丸投(7.260kg)山本　祥慶 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾁｶ 男子 兵　庫 県尼崎高
8 男子 砲丸投(7.260kg)中井　希輔 ﾅｶｲ ﾏﾚｽｹ 男子 兵　庫 北条高
8 男子 砲丸投(7.260kg)加藤　健吾 ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 男子 兵　庫 県尼崎高
8 男子 砲丸投(7.260kg)石丸　弘徳 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛﾉﾘ 男子 兵　庫 日本製鉄広畑
8 男子 砲丸投(7.260kg)西藤　聖 ｻｲﾄｳ ﾋｼﾞﾘ 男子 兵　庫 市伊丹高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
9 男子 円盤投(2.000kg)横田　光太朗 ﾖｺﾀ ｺｳﾀﾛｳ 男子 兵　庫 明石北高
9 男子 円盤投(2.000kg)塚本　一耀 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ 男子 大　阪 大阪学院大
9 男子 円盤投(2.000kg)波多野　快斗 ﾊﾀﾉ ｶｲﾄ 男子 京　都 大阪学院大
9 男子 円盤投(2.000kg)黄田　俊英イサフィルｺｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞｲｻﾌｨﾙ男子 兵　庫 鳩印Ｇ＆Ｔ
9 男子 円盤投(2.000kg)中東　琉士朗 ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ男子 兵　庫 県尼崎高
9 男子 円盤投(2.000kg)潟　希星 ｶﾞﾀ ｷﾗﾘ 男子 兵　庫 県尼崎高
9 男子 円盤投(2.000kg)西藤　聖 ｻｲﾄｳ ﾋｼﾞﾘ 男子 兵　庫 市伊丹高
9 男子 円盤投(2.000kg)野々村　旺亮 ﾉﾉﾑﾗ ｵｵｽｹ 男子 兵　庫 県伊丹高
9 男子 円盤投(2.000kg)加藤　健吾 ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 男子 兵　庫 県尼崎高
9 男子 円盤投(2.000kg)田中　元気 ﾀﾅｶ ｹﾞﾝｷ 男子 兵　庫 尼崎工高
9 男子 円盤投(2.000kg)山本　祥慶 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾁｶ 男子 兵　庫 県尼崎高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
10 男子 ハンマー投(7.260kg)小泉　健太郎 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀﾛｳ男子 兵　庫 タイモスポーツ
10 男子 ハンマー投(7.260kg)西脇　博之 ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 男子 滋　賀 ｔｏｎｏｍｅ内装信越
10 男子 ハンマー投(7.260kg)大竹　敦士 ｵｵﾀｹ ｱﾂｼ 男子 兵　庫 尼崎工高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
11 男子 やり投(0.800kg)小松　祥大 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 男子 兵　庫 近畿大
11 男子 やり投(0.800kg)谷場　雅之 ﾀﾆﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 男子 大　阪 WBF
11 男子 やり投(0.800kg)成田　賢信 ﾅﾘﾀ ｹﾝｼﾝ 男子 大　阪 同志社大
11 男子 やり投(0.800kg)中野　耕汰 ﾅｶﾉ ｺｳﾀ 男子 兵　庫 武庫荘総合高
11 男子 やり投(0.800kg)吉江　明広 ﾖｼｴ ｱｷﾋﾛ 男子 兵　庫 タイモスポーツ
11 男子 やり投(0.800kg)森田　智比呂 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ 男子 兵　庫 タイモスポーツ
11 男子 やり投(0.800kg)波多野　快斗 ﾊﾀﾉ ｶｲﾄ 男子 京　都 大阪学院大
11 男子 やり投(0.800kg)岡本　啓吾 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺﾞ 男子 京　都 Gloria-AC
11 男子 やり投(0.800kg)三枝　睦哉 ｻｲｸｻ ﾁｶﾔ 男子 兵　庫 武庫荘総合高
11 男子 やり投(0.800kg)野﨑　勝矩 ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 男子 兵　庫 尼崎工高
11 男子 やり投(0.800kg)岡本　亜哲 ｵｶﾓﾄ ｱｻﾄ 男子 京　都 京都大
11 男子 やり投(0.800kg)菅野　晴心 ｶﾝﾉ ｾｲｼﾝ 男子 兵　庫 市西宮高
11 男子 やり投(0.800kg)東　竜生 ﾋｶﾞｼ ﾘｭｳｷ 男子 兵　庫 尼崎工高
11 男子 やり投(0.800kg)増田　陸人 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ 男子 兵　庫 県伊丹高



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
12 女子 １００ｍ 廣瀬　桃奈 ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ 女子 京　都 園田学園女子大
12 女子 １００ｍ 柳澤　祐衣 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｲ 女子 石  川 同志社大
12 女子 １００ｍ 藤本　色映 ﾌｼﾞﾓﾄ ｲﾛﾊ 女子 兵　庫 園田学園女子大
12 女子 １００ｍ 中口　綾乃 ﾅｶｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 女子 兵　庫 立命館大
12 女子 １００ｍ 井上　あず美 ｲﾉｳｴ ｱｽﾞﾐ 女子 京　都 園田学園女子大
12 女子 １００ｍ 西田　美菜 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾅ 女子 大　阪 ゼビオ
12 女子 １００ｍ 藤本　彩花 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 女子 大　阪 園田学園女子大
12 女子 １００ｍ 倉本　奈緒 ｸﾗﾓﾄ ﾅｵ 女子 山　口 園田学園女子大
12 女子 １００ｍ 齊藤　朋佳 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ 女子 兵　庫 園田学園女子大
12 女子 １００ｍ 河原林　桃音 ｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ ﾓﾓﾈ女子 京　都 武庫川女子大
12 女子 １００ｍ 村上　恵 ﾑﾗｶﾐ ﾒｸﾞﾐ 女子 兵　庫 明石北高
12 女子 １００ｍ 黄瀬　蒼 ｷｾ ｱｵｲ 女子 滋　賀 同志社大
12 女子 １００ｍ 中野　菜乃 ﾅｶﾉ ﾅﾉ 女子 兵　庫 武庫川女子大
12 女子 １００ｍ 三好　紗椰 ﾐﾖｼ ｻﾔ 女子 兵　庫 京都大
12 女子 １００ｍ 安達　杏香 ｱﾀﾞﾁ  ｷｮｳｶ 女子 兵　庫 武庫川女子大
12 女子 １００ｍ 竹内　栞里 ﾀｹｳﾁ ｼｵﾘ 女子 兵　庫 園田学園女子大
12 女子 １００ｍ 小橋　美柚 ｺﾊﾞｼ ﾐﾕ 女子 兵　庫 県尼崎高
12 女子 １００ｍ 佐下　亜未 ｻｶ ｱﾐ 女子 兵　庫 NEXUS AC
12 女子 １００ｍ 松本　亜依 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲ 女子 大　阪 いちりつ高校
12 女子 １００ｍ 田中　咲帆 ﾀﾅｶ ｻﾎ 女子 兵　庫 明石北高
12 女子 １００ｍ 綿越　友唯 ﾜﾀｺﾞｼ ﾕｲ 女子 兵　庫 尼崎稲園高
12 女子 １００ｍ 上田　心咲 ｳｴﾀﾞ ﾐｻｷ 女子 兵　庫 明石北高
12 女子 １００ｍ 角野　里奈 ｶｸﾉ ﾘﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高
12 女子 １００ｍ 板倉　佑佳 ｲﾀｸﾗ ﾕｶ 女子 兵　庫 市西宮高
12 女子 １００ｍ 荒島　友紀子 ｱﾗｼﾏ ﾕｷｺ 女子 兵　庫 武庫川女子大
12 女子 １００ｍ 伊藤　里子 ｲﾄｳ ﾘｺ 女子 兵　庫 市西宮高
12 女子 １００ｍ 水谷　麻希 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏｷ 女子 三  重 TGK
12 女子 １００ｍ 川尻　絵留 ｶﾜｼﾞﾘ ｴﾙ 女子 兵　庫 兵庫県立大
12 女子 １００ｍ 榎本　ことみ ｴﾉﾓﾄ ｺﾄﾐ 女子 兵　庫 県尼崎高
12 女子 １００ｍ 佐々木　友美 ｻｻｷ ﾕﾐ 女子 大　阪 スターヒルズAC
12 女子 １００ｍ 平澤　舞 ﾋﾗｻﾞﾜ ﾏｲ 女子 兵　庫 明石北高
12 女子 １００ｍ 影山　ゆな ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高
12 女子 １００ｍ 松本　知音 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾈ 女子 大　阪 大阪府立東高
12 女子 １００ｍ 梶田　梨津 ｶｼﾞﾀ ﾘﾂ 女子 兵　庫 市伊丹高
12 女子 １００ｍ 上平　紗希 ｶﾐﾀﾞｲﾗ ｻｷ 女子 兵　庫 県伊丹高
12 女子 １００ｍ 池信　南帆 ｲｹﾉﾌﾞ ﾐﾅﾎ 女子 兵　庫 県伊丹高
12 女子 １００ｍ 井東　紗弓 ｲﾄｳ ｻﾕﾐ 女子 兵　庫 市西宮高
12 女子 １００ｍ 波田　梨花 ﾊﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 兵　庫 市伊丹高
12 女子 １００ｍ 東根　葵帆 ﾋｶﾞｼﾈ ｷﾎ 女子 兵　庫 GREEN RUNNING
12 女子 １００ｍ 後邉　有希 ｱﾄﾍﾞ ﾕｷ 女子 大　阪 NEXUS AC
12 女子 １００ｍ 藤原　実優 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾕ 女子 大　阪 アトレティカ
12 女子 １００ｍ 本田　紗羅 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾗ 女子 兵　庫 尼崎北高
12 女子 １００ｍ 目春　咲 ﾒﾊﾙ ｻｷ 女子 兵　庫 市西宮高
12 女子 １００ｍ 平松　明莉 ﾋﾗﾏﾂ ｱｶﾘ 女子 兵　庫 淡路陸上教室
12 女子 １００ｍ 東　千優 ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 女子 大　阪 堺ファインズ
12 女子 １００ｍ 栗野　琴弓 ｸﾘﾉ ｺﾄﾐ 女子 兵　庫 県伊丹高
12 女子 １００ｍ 山地　陽菜 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾅ 女子 兵　庫 川西緑台高
12 女子 １００ｍ 松木　菜々美 ﾏﾂｷ ﾅﾅﾐ 女子 兵　庫 尼崎北高
12 女子 １００ｍ 阪本　千紘 ｻｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ 女子 兵　庫 市西宮高
12 女子 １００ｍ 久保　歩菜 ｸﾎﾞ ｱﾕﾅ 女子 兵　庫 武庫荘総合高
12 女子 １００ｍ 村岡　優 ﾑﾗｵｶ ﾕｳ 女子 兵　庫 県尼崎高
12 女子 １００ｍ 永岡　彩那 ﾅｶﾞｵｶ ｻﾅ 女子 兵　庫 尼崎北高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
13 女子 ４００ｍ 安達　茉鈴 ｱﾀﾞﾁ ﾏﾘﾝ 女子 滋　賀 園田学園女子大
13 女子 ４００ｍ 平野　芙佑花 ﾋﾗﾉ ﾌｳｶ 女子 兵　庫 甲南大
13 女子 ４００ｍ 齊藤　朋佳 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ 女子 兵　庫 園田学園女子大
13 女子 ４００ｍ 岡本　陽香 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙｶ 女子 京　都 金井病院
13 女子 ４００ｍ 北川　真悠 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾕ 女子 大　阪 大阪府立東高
13 女子 ４００ｍ 東　千優 ﾋｶﾞｼ ﾁﾋﾛ 女子 大　阪 堺ファインズ
13 女子 ４００ｍ 玉田　彩恵 ﾀﾏﾀﾞ ｱﾔﾒ 女子 兵　庫 尼崎双星高
13 女子 ４００ｍ 貞松　由瑛 ｻﾀﾞﾏﾂ ﾕｴ 女子 兵　庫 市西宮高
13 女子 ４００ｍ 髙橋　彩花 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｶ 女子 兵　庫 県尼崎高
13 女子 ４００ｍ 松本　寿美 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 女子 大　阪 GRlab



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
14 女子 １５００ｍ 逸見　亜優 ﾍﾝﾐ ｱﾕｳ 女子 大　阪 京都産業大
14 女子 １５００ｍ 深田　望友 ﾌｶﾀﾞ ﾐﾕ 女子 京　都 立命館宇治高
14 女子 １５００ｍ 粟　愛華 ｱﾜ ﾏﾅｶ 女子 岡　山 京都産業大
14 女子 １５００ｍ 前野　美優 ﾏｴﾉ ﾐﾕ 女子 香  川 佛教大
14 女子 １５００ｍ 来間　美月 ｸﾙﾏ ﾐﾂﾞｷ 女子 鳥　取 京都光華女子大
14 女子 １５００ｍ 室山　優奈 ﾑﾛﾔﾏ ﾕｳﾅ 女子 大　阪 関西外国語大
14 女子 １５００ｍ 伊藤　蒼遥 ｲﾄｳ ｿﾖ 女子 岐  阜 佛教大
14 女子 １５００ｍ 中川　瑞稀 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 女子 石  川 佛教大
14 女子 １５００ｍ 国本　陽菜 ｸﾆﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 兵　庫 佛教大
14 女子 １５００ｍ 雲丹亀　美月 ｳﾆｶﾞﾒ ﾐﾂﾞｷ 女子 兵　庫 大阪芸術大
14 女子 １５００ｍ 金山　琳 ｶﾅﾔﾏ ﾘﾝ 女子 兵　庫 園田学園女子大
14 女子 １５００ｍ 志水　麻紗 ｼﾐｽﾞ ﾏｻ 女子 兵　庫 尼崎市陸協
14 女子 １５００ｍ 大川　菜々美 ｵｵｶﾜ ﾅﾅﾐ 女子 和歌山 和大附属中
14 女子 １５００ｍ 武田　愛生 ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾐ 女子 滋　賀 佛教大
14 女子 １５００ｍ 西澤　楓 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 女子 京　都 立命館宇治高
14 女子 １５００ｍ 風呂谷 　茉優 ﾌﾛﾀﾆ  ﾏﾕｳ 女子 奈　良 京都産業大
14 女子 １５００ｍ 田中　希空 ﾀﾅｶ ﾉｱ 女子 兵　庫 西脇工業高
14 女子 １５００ｍ 柴田　さくら ｼﾊﾞﾀ ｻｸﾗ 女子 京　都 佛教大
14 女子 １５００ｍ 森　乙葉 ﾓﾘ ｵﾄﾊ 女子 愛  知 佛教大
14 女子 １５００ｍ 村井　美友 ﾑﾗｲ ﾐﾕｳ 女子 京　都 佛教大
14 女子 １５００ｍ 近藤　瑠奈 ｺﾝﾄﾞｳ ﾙﾅ 女子 奈　良 びわこ学院大
14 女子 １５００ｍ 渡辺　愛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲ 女子 大　阪 園田学園女子大
14 女子 １５００ｍ 清水　ひなた ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ 女子 滋　賀 佛教大
14 女子 １５００ｍ 三浦　瞳 ﾐｳﾗ ﾋﾄﾐ 女子 滋　賀 佛教大
14 女子 １５００ｍ 市原　利美 ｲﾁﾊﾗ ﾘﾐ 女子 京　都 立命館宇治高
14 女子 １５００ｍ 肥塚　真実 ｺｴﾂﾞｶ ﾏﾐ 女子 京　都 京都光華女子大
14 女子 １５００ｍ 直江　詩 ﾅｵｴ ｳﾀ 女子 兵　庫 明石北高
14 女子 １５００ｍ 染川　舞衣 ｿﾒｶﾜ ﾏｲ 女子 兵　庫 西脇工業高
14 女子 １５００ｍ 井本　まひろ ｲﾓﾄ ﾏﾋﾛ 女子 兵　庫 明石南高
14 女子 １５００ｍ 吉田　優音 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾈ 女子 兵　庫 西脇工業高
14 女子 １５００ｍ 鳴尾　真優 ﾅﾙｵ ﾏﾕ 女子 兵　庫 明石南高
14 女子 １５００ｍ 藤田　日菜 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅ 女子 滋　賀 びわこ学院大
14 女子 １５００ｍ 米谷　結希 ｺﾒﾀﾆ ﾕｳｷ 女子 奈　良 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
14 女子 １５００ｍ 宮武　愛珠 ﾐﾔﾀｹ ﾏﾅﾐ 女子 兵　庫 武庫川女子大
14 女子 １５００ｍ 佐野　綺咲 ｻﾉ ｷｷ 女子 大　阪 大阪府立東高
14 女子 １５００ｍ 山下　真実 ﾔﾏｼﾀ ﾏﾁｶ 女子 大　阪 大阪芸術大
14 女子 １５００ｍ 水野　さくら ﾐｽﾞﾉ ｻｸﾗ 女子 兵　庫 西脇工業高
14 女子 １５００ｍ 蔭山　悠実乃 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾐﾉ 女子 兵　庫 西脇工業高
14 女子 １５００ｍ 橋本　結菜 ﾊｼﾓﾄ ﾕｲﾅ 女子 兵　庫 西脇工業高
14 女子 １５００ｍ 奥野　カイア ｵｸﾉ ｶｲｱ 女子 兵　庫 淡路陸上教室
14 女子 １５００ｍ 尾中　花和 ｵﾅｶ ﾊﾅﾅ 女子 兵　庫 兵庫大
14 女子 １５００ｍ 清水　結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 女子 兵　庫 武庫川女子大
14 女子 １５００ｍ 村上　和葉 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾊ 女子 京　都 園田学園女子大
14 女子 １５００ｍ 木岡　優芽 ｷｵｶ ﾕﾒ 女子 大　阪 園田学園女子大
14 女子 １５００ｍ 下野　七彩 ｼﾓﾉ ﾅﾅｾ 女子 大　阪 大阪府立東高
14 女子 １５００ｍ 綿田　真子 ﾜﾀﾀﾞ ﾏｺ 女子 兵　庫 武庫川女子大
14 女子 １５００ｍ 橋本　晴菜 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ 女子 兵　庫 西脇工業高
14 女子 １５００ｍ 松本　寿美 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 女子 大　阪 GRlab
14 女子 １５００ｍ 岸上　真奈 ｷｼｶﾞﾐ ﾏﾅ 女子 兵　庫 明石北高
14 女子 １５００ｍ 水原　沙紀 ﾐｽﾞﾊﾗ ｻｷ 女子 兵　庫 北条高
14 女子 １５００ｍ 中西　ちひろ ﾅｶﾆｼ ﾁﾋﾛ 女子 兵　庫 明石北高
14 女子 １５００ｍ 倉橋　かんな ｸﾗﾊｼ ｶﾝﾅ 女子 兵　庫 県伊丹高
14 女子 １５００ｍ 今村　莉捺 ｲﾏﾑﾗ ﾘﾅ 女子 大　阪 大阪府立東高
14 女子 １５００ｍ 福田　サラ ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ 女子 大　阪 ロングライフ
14 女子 １５００ｍ 寺倉　楓華 ﾃﾗｸﾗ ﾌｳｶ 女子 大　阪 大阪府立東高
14 女子 １５００ｍ 加来　彩心 ｶｸ ｱﾔﾐ 女子 兵　庫 尼崎双星高
14 女子 １５００ｍ 小林　遥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 女子 兵　庫 明石北高
14 女子 １５００ｍ 軸丸　颯和 ｼﾞｸﾏﾙ ｿｳﾜ 女子 兵　庫 県尼崎高
14 女子 １５００ｍ 石橋　由徠 ｲｼﾊﾞｼ ﾕﾗ 女子 兵　庫 県尼崎高



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
15 女子 ３０００ｍ 大森　菜月 ｵｵﾓﾘ ﾅﾂｷ 女子 大　阪 ダイハツ
15 女子 ３０００ｍ 柴田　来夢 ｼﾊﾞﾀ ﾗﾑ 女子 京　都 ワコール
15 女子 ３０００ｍ 武田　千捺 ﾀｹﾀﾞ ﾁﾅﾂ 女子 大　阪 ダイハツ
15 女子 ３０００ｍ 中野　円花 ﾅｶﾉ ﾏﾄﾞｶ 女子 大　阪 岩谷産業
15 女子 ３０００ｍ 永長　里緒 ｴｲﾅｶﾞ ﾘｵ 女子 兵　庫 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 塩﨑　彩理 ｼｵｻﾞｷ ｱﾔﾘ 女子 兵　庫 西脇工業高
15 女子 ３０００ｍ 竹山　楓菜 ﾀｹﾔﾏ ｶｴﾅ 女子 大　阪 ダイハツ
15 女子 ３０００ｍ 宇都　ひなた ｳﾄ ﾋﾅﾀ 女子 京　都 ワコール
15 女子 ３０００ｍ 八木　美羽 ﾔｷﾞ ﾐｳ 女子 大　阪 岩谷産業
15 女子 ３０００ｍ 小林　舞妃留 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾋﾙ 女子 京　都 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 川村　楓 ｶﾜﾑﾗ ｶｴﾃﾞ 女子 大　阪 岩谷産業
15 女子 ３０００ｍ 岡田　柚希 ｵｶﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 女子 兵　庫 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 塚本　衣音 ﾂｶﾓﾄ ｲｵ 女子 徳  島 大塚製薬
15 女子 ３０００ｍ 清水　里名 ｼﾐｽﾞ ﾘﾅ 女子 兵　庫 ノーリツ
15 女子 ３０００ｍ 佐藤　千紘 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 女子 大　阪 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 柳谷　日菜 ﾔﾅｷﾞﾀﾆ ﾋﾅ 女子 京　都 ワコール
15 女子 ３０００ｍ 鎌田　幸来 ｶﾏﾀﾞ ｺｺ 女子 京　都 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 山本　釉未 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ 女子 京　都 立命館宇治高
15 女子 ３０００ｍ 田中　毬愛 ﾀﾅｶ ﾏﾘｱ 女子 静  岡 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 津熊　彩 ﾂｸﾏ ｱﾔ 女子 徳  島 大塚製薬
15 女子 ３０００ｍ 澤田　月乃 ｻﾜﾀﾞ ﾂｷﾉ 女子 兵　庫 ノーリツ
15 女子 ３０００ｍ 白木　万菜 ｼﾗｷ ｶｽﾞﾅ 女子 兵　庫 ノーリツ
15 女子 ３０００ｍ 大同　美空 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾐｸ 女子 大　阪 岩谷産業
15 女子 ３０００ｍ 前田　彩里 ﾏｴﾀﾞ ｻｲﾘ 女子 大　阪 ダイハツ
15 女子 ３０００ｍ 安井　絵理奈 ﾔｽｲ ｴﾘﾅ 女子 大　阪 岩谷産業
15 女子 ３０００ｍ 青木　奈波 ｱｵｷ ﾅﾅﾐ 女子 大　阪 岩谷産業
15 女子 ３０００ｍ 谷口　真菜 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏﾅ 女子 京　都 ワコール
15 女子 ３０００ｍ 山下　彩菜 ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾅ 女子 熊　本 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 村尾　綾香 ﾑﾗｵ ｱﾔｶ 女子 大　阪 ダイハツ
15 女子 ３０００ｍ 依田　来巳 ﾖﾀﾞ ｸﾙﾐ 女子 静  岡 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 井澤　奈甫 ｲｻﾞﾜ ﾅﾎ 女子 兵　庫 西脇工業高
15 女子 ３０００ｍ 藤城　さくら ﾌｼﾞｼﾛ ｻｸﾗ 女子 兵　庫 西脇工業高
15 女子 ３０００ｍ 山中　ほの香 ﾔﾏﾅｶ ﾎﾉｶ 女子 滋　賀 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 袴田　華帆 ﾊｶﾏﾀ ｶﾎ 女子 静  岡 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 西尾　咲良 ﾆｼｵ ｻｸﾗ 女子 大　阪 岩谷産業
15 女子 ３０００ｍ 真也加　ジェルーシャ有里ﾏﾔｶ ｼﾞｪﾙｰｼｬﾕﾘ女子 徳  島 大塚製薬
15 女子 ３０００ｍ 柴田　佑希 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷ 女子 大　阪 ダイハツ
15 女子 ３０００ｍ 井本　彩文 ｲﾓﾄ ｻｱﾔ 女子 京　都 佛教大
15 女子 ３０００ｍ 野崎　光 ﾉｻﾞｷ ﾋｶﾙ 女子 宮　崎 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 白波瀬　彩 ｼﾗﾊｾ ｱﾔ 女子 京　都 立命館宇治高
15 女子 ３０００ｍ 鹿嶋　仁渚 ｶｼﾏ ﾆｲﾅ 女子 和歌山 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 髙田　陽織 ﾀｶﾀﾞ ﾋｵﾘ 女子 福　岡 佛教大
15 女子 ３０００ｍ 金山　琳 ｶﾅﾔﾏ ﾘﾝ 女子 兵　庫 園田学園女子大
15 女子 ３０００ｍ 河本　律 ｶﾜﾓﾄ ﾘﾂ 女子 愛  知 園田学園女子大
15 女子 ３０００ｍ 清水　萌楓 ｼﾐｽﾞ ﾓｶ 女子 大　阪 関西外国語大
15 女子 ３０００ｍ 中山　優奈 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾅ 女子 福　岡 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 大西　桃花 ｵｵﾆｼ ﾓﾓｶ 女子 京　都 立命館宇治高
15 女子 ３０００ｍ 猪阪　幸花 ｲﾉｻｶ ｻﾁｶ 女子 京　都 京都光華女子大
15 女子 ３０００ｍ 平田　由佳 ﾋﾗﾀ ﾕｶ 女子 奈　良 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
15 女子 ３０００ｍ 福山　友菜 ﾌｸﾔﾏ ﾕﾅ 女子 京　都 立命館宇治高
15 女子 ３０００ｍ 西田　華奈 ﾆｼﾀﾞ ｶﾅ 女子 京　都 京都光華女子大
15 女子 ３０００ｍ 宇都　さくら ｳﾄ ｻｸﾗ 女子 京　都 京都光華女子大
15 女子 ３０００ｍ 片桐　穂乃香 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 女子 京　都 京都光華女子大
15 女子 ３０００ｍ 鈴木　笑里 ｽｽﾞｷ ｴﾐﾘ 女子 静  岡 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 松浦　優夏 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾅ 女子 京　都 京都光華女子大
15 女子 ３０００ｍ 竹元　万結 ﾀｹﾓﾄ ﾏﾕ 女子 大　阪 大阪府立東高
15 女子 ３０００ｍ 上本　琴未 ｳｴﾓﾄ ｺﾄﾐ 女子 兵　庫 園田学園女子大
15 女子 ３０００ｍ 三浦　萌 ﾐｳﾗ ﾓｴ 女子 秋　田 大阪学院大
15 女子 ３０００ｍ 永見　結 ﾅｶﾞﾐ ﾕｳ 女子 兵　庫 武庫川女子大
15 女子 ３０００ｍ 藤野　葵 ﾌｼﾞﾉ ｱｵｲ 女子 兵　庫 園田学園女子大
15 女子 ３０００ｍ 渡邊　歩花 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾉｶ 女子 奈　良 智辯カレッジ高
15 女子 ３０００ｍ 稲富　早紀 ｲﾅﾄﾐ ｻｷ 女子 兵　庫 明石北高
15 女子 ３０００ｍ 水谷　美紀子 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐｷｺ 女子 大　阪 ランスポット
15 女子 ３０００ｍ 土井　萌々香 ﾄﾞｲ ﾓﾓｶ 女子 兵　庫 関西学院大
15 女子 ３０００ｍ 當銘　愛琉 ﾄｳﾒｲ ｱｲﾙ 女子 兵　庫 尼崎北高



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
16 女子 ５０００ｍ 鳴瀧　ほのか ﾅﾙﾀｷ ﾎﾉｶ 女子 兵　庫 シスメックス
16 女子 ５０００ｍ 藤村　晶菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾅ 女子 兵　庫 ノーリツ
16 女子 ５０００ｍ 藤村　晴菜 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾙﾅ 女子 兵　庫 ノーリツ
16 女子 ５０００ｍ 長岡　あず ﾅｶﾞｵｶ ｱｽﾞ 女子 兵　庫 兵庫大
16 女子 ５０００ｍ 平岡　美帆 ﾋﾗｵｶ ﾐﾎ 女子 広　島 立命館大
16 女子 ５０００ｍ 平野　文珠 ﾋﾗﾉ ｱﾔﾐ 女子 兵　庫 ノーリツ
16 女子 ５０００ｍ 大井　千鶴 ｵｵｲ ﾁﾂﾞﾙ 女子 奈　良 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
16 女子 ５０００ｍ 豊田　理瑚 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｺ 女子 滋　賀 京都産業大
16 女子 ５０００ｍ 外間　礼那 ｿﾄﾏ ﾚｲﾅ 女子 東　京 立命館大
16 女子 ５０００ｍ 福永　愛佳 ﾌｸﾅｶﾞ ｱｲｶ 女子 兵　庫 兵庫大
16 女子 ５０００ｍ 渡邉　香澄 ﾜﾀﾅべ ｶｽﾐ 女子 静  岡 京都産業大
16 女子 ５０００ｍ 堀　綾花 ﾎﾘ ｱﾔｶ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 福永　楓花 ﾌｸﾅｶﾞ ﾌｳｶ 女子 広　島 立命館大
16 女子 ５０００ｍ 須田　花音 ｽﾀﾞ ｶﾉﾝ 女子 岐  阜 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 中本　香 ﾅｶﾓﾄ ｶｵﾘ 女子 兵　庫 京都産業大
16 女子 ５０００ｍ 古川　天音 ﾌﾙｶﾜ ｱﾏﾈ 女子 岐  阜 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 松本　陽暖 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾅﾀ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 宮定　愛実 ﾐﾔｻﾀﾞ ｱﾐ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 右田　有奈 ﾐｷﾞﾀ ﾕﾅ 女子 大　阪 Japan Create
16 女子 ５０００ｍ 杉山　静香 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｽﾞｶ 女子 岐  阜 関西外国語大
16 女子 ５０００ｍ 曽根　野乃花 ｿﾈ ﾉﾉｶ 女子 京　都 立命館大
16 女子 ５０００ｍ 菊地　結香 ｷｸﾁ ﾕｲｶ 女子 大　阪 大阪芸術大
16 女子 ５０００ｍ 貞松　真帆 ｻﾀﾞﾏﾂ ﾏﾎ 女子 大　阪 大阪芸術大
16 女子 ５０００ｍ 岡崎　菜津乃 ｵｶｻﾞｷ ﾅﾂﾉ 女子 兵　庫 GRlab
16 女子 ５０００ｍ 増原　なつみ ﾏｽﾊﾗ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 関西外国語大
16 女子 ５０００ｍ 吉村　唯 ﾖｼﾑﾗ ﾕｲ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 伊藤　夢 ｲﾄｳ ﾕﾒ 女子 山  梨 立命館大
16 女子 ５０００ｍ 広内　来幸 ﾋﾛｳﾁ ｷｻﾁ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 井川　夏実 ｲｶﾜ ﾅﾂﾐ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 政田　愛梨 ﾏｻﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 鳥　取 京都産業大
16 女子 ５０００ｍ 楠本　風花 ｸｽﾓﾄ ﾌｳｶ 女子 和歌山 大阪芸術大
16 女子 ５０００ｍ 桑田　渚 ｸﾜﾀ ﾅｷﾞｻ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 宮澤　実亜 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐｱ 女子 長  野 立命館大
16 女子 ５０００ｍ 白井　かすみ ｼﾗｲ ｶｽﾐ 女子 兵　庫 兵庫大
16 女子 ５０００ｍ 清水　穂高 ｼﾐｽﾞ ﾎﾀﾞｶ 女子 奈　良 NARA-Xｱｽﾘｰﾂ
16 女子 ５０００ｍ 佐藤　友香 ｻﾄｳ ﾄﾓｶ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 青栁　朋花 ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶ 女子 大　阪 大阪芸術大
16 女子 ５０００ｍ 川野　真奈 ｶﾜﾉ ﾏﾅ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 中西　未海 ﾅｶﾆｼ ﾐﾅﾐ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 橋本　さつき ﾊｼﾓﾄ ｻﾂｷ 女子 兵　庫 兵庫大
16 女子 ５０００ｍ 原田　愛菜 ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾅ 女子 和歌山 京都産業大
16 女子 ５０００ｍ 神吉　優海 ｶﾝｷ ﾕｳﾐ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 三戸　真美 ﾐﾄ ﾏﾐ 女子 兵　庫 神戸学院大
16 女子 ５０００ｍ 三木　楓美子 ﾐｷ ﾌﾐｺ 女子 京　都 OBRS

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
17 女子 走高跳 岡野　弥幸 ｵｶﾉ ﾐｻｷ 女子 群　馬 甲南大
17 女子 走高跳 福本　幸 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾕｷ 女子 大　阪 甲南大職
17 女子 走高跳 河村　彩香 ｶﾜﾑﾗ ｻﾔｶ 女子 福  井 甲南大
17 女子 走高跳 鈴木　夢 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ 女子 奈　良 重心道アスレティクス
17 女子 走高跳 髙橋　実咲 ﾀｶﾊｼ  ﾐｻｷ 女子 香  川 武庫川女子大
17 女子 走高跳 上月　亜美 ｺｳﾂﾞｷ ｱﾐ 女子 兵　庫 園田学園女子大
17 女子 走高跳 小笠原　早矢楓ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾔｶ 女子 愛  知 甲南大
17 女子 走高跳 井東　紗弓 ｲﾄｳ ｻﾕﾐ 女子 兵　庫 市西宮高
17 女子 走高跳 柏原　菜那 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾅﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高
17 女子 走高跳 阪本　千紘 ｻｶﾓﾄ ﾁﾋﾛ 女子 兵　庫 市西宮高
17 女子 走高跳 柳　心乃 ﾔﾅｷﾞ ｺｺﾉ 女子 兵　庫 市西宮高
17 女子 走高跳 和泉　純奈 ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾅ 女子 兵　庫 尼崎北高
17 女子 走高跳 廣岡　咲良 ﾋﾛｵｶ ｻｸﾗ 女子 兵　庫 県尼崎高
17 女子 走高跳 片山　綾音 ｶﾀﾔﾏ ｱﾔﾈ 女子 大　阪 いちりつ高校
17 女子 走高跳 溝渕　陽菜 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾋﾅ 女子 大　阪 いちりつ高校
17 女子 走高跳 服部　美咲 ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 女子 兵　庫 尼崎北高
17 女子 走高跳 白崎　翔子 ｼﾗｻｷ ｼｮｳｺ 女子 兵　庫 尼崎北高
17 女子 走高跳 井上　あいり ｲﾉｳｴ ｱｲﾘ 女子 兵　庫 武庫荘総合高
17 女子 走高跳 國元　桜 ｸﾆﾓﾄ ｻｸﾗ 女子 兵　庫 県尼崎高
17 女子 走高跳 乾　衣澄 ｲﾇｲ ｲｽﾞﾐ 女子 兵　庫 尼崎北高



No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
18 女子 走幅跳 龍山　芽生 ﾀﾂﾔﾏ ﾒｲ 女子 愛  知 甲南大
18 女子 走幅跳 市原　琴乃 ｲﾁﾊﾗ ｺﾄﾉ 女子 京　都 旭油業株式会社
18 女子 走幅跳 森川　澪 ﾓﾘｶﾜ ﾘｮｳ 女子 兵　庫 武庫川女子大
18 女子 走幅跳 稲谷　凪沙 ｲﾅﾀﾆ ﾅｷﾞｻ 女子 和歌山 武庫川女子大
18 女子 走幅跳 安達　杏香 ｱﾀﾞﾁ  ｷｮｳｶ 女子 兵　庫 武庫川女子大
18 女子 走幅跳 玉田　若菜 ﾀﾏﾀﾞ ﾜｶﾅ 女子 兵　庫 武庫川女子大
18 女子 走幅跳 上田　梨央 ｳｴﾀﾞ ﾘｵ 女子 兵　庫 明石北高
18 女子 走幅跳 東田　智子 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾄﾓｺ 女子 大　阪 三国丘高教
18 女子 走幅跳 本宮　亜希子 ﾎﾝｸﾞｳ ｱｷｺ 女子 兵　庫 兵庫県立大
18 女子 走幅跳 廣瀬　未羽 ﾋﾛｾ ﾐｳ 女子 兵　庫 尼崎北高
18 女子 走幅跳 佐野　晴菜 ｻﾉ ﾊﾙﾅ 女子 兵　庫 尼崎稲園高
18 女子 走幅跳 橋本　美優 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｳ 女子 兵　庫 武庫荘総合高
18 女子 走幅跳 福本　涼音 ﾌｸﾓﾄ ｽｽﾞﾈ 女子 兵　庫 園田学園女子大
18 女子 走幅跳 土井　香織里 ﾄﾞｲ ｶｵﾘ 女子 兵　庫 武庫川女子大
18 女子 走幅跳 井上　和奏 ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ 女子 兵　庫 武庫川女子大
18 女子 走幅跳 吉川　侑来 ﾖｼｶﾜ ﾕﾗ 女子 兵　庫 市伊丹高
18 女子 走幅跳 加藤　心優 ｶﾄｳ ﾐﾕｳ 女子 兵　庫 明石北高
18 女子 走幅跳 原田　愛里 ﾊﾗﾀﾞ ｱｲﾘ 女子 大　阪 大阪府立東高
18 女子 走幅跳 大山　菜摘 ｵｵﾔﾏ ﾅﾂﾐ 女子 大　阪 大阪府立東高
18 女子 走幅跳 池信　南帆 ｲｹﾉﾌﾞ ﾐﾅﾎ 女子 兵　庫 県伊丹高
18 女子 走幅跳 貞松　由瑛 ｻﾀﾞﾏﾂ ﾕｴ 女子 兵　庫 市西宮高
18 女子 走幅跳 堀　夏海 ﾎﾘ ﾅﾂﾐ 女子 兵　庫 県尼崎高
18 女子 走幅跳 山本　汐音 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾈ 女子 大　阪 堺ファインズ
18 女子 走幅跳 波田　梨花 ﾊﾀﾞ ﾘﾝｶ 女子 兵　庫 市伊丹高
18 女子 走幅跳 影山　ゆな ｶｹﾞﾔﾏ ﾕﾅ 女子 兵　庫 市伊丹高
18 女子 走幅跳 森口　夏帆 ﾓﾘｸﾞﾁ ｶﾎ 女子 兵　庫 県伊丹高
18 女子 走幅跳 宇山　日香梨 ｳﾔﾏ ﾋｶﾘ 女子 兵　庫 県伊丹高
18 女子 走幅跳 小川　桃子 ｵｶﾞﾜ ﾄｳｺ 女子 兵　庫 尼崎北高
18 女子 走幅跳 中野　一葉 ﾅｶﾉ ｲﾁﾊ 女子 兵　庫 尼崎北高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
19 女子 砲丸投(4.000kg)東田　いろは ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 女子 兵　庫 県尼崎高
19 女子 砲丸投(4.000kg)大前　優音 ｵｵﾏｴ ﾕﾉﾝ 女子 兵　庫 県伊丹高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
20 女子 円盤投(1.000kg)山本　実果 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｶ 女子 兵　庫 コンドーテック
20 女子 円盤投(1.000kg)安里　彩加 ﾔｽｻﾞﾄ ｱﾔｶ 女子 兵　庫 園田学園女子大
20 女子 円盤投(1.000kg)鎌野　里名 ｶﾏﾉ ﾘﾅ 女子 兵　庫 武庫荘総合高
20 女子 円盤投(1.000kg)東田　いろは ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｲﾛﾊ 女子 兵　庫 県尼崎高
20 女子 円盤投(1.000kg)竹之内　美優 ﾀｹﾉｳﾁ ﾐﾕ 女子 兵　庫 県尼崎高
20 女子 円盤投(1.000kg)中祖　優莉 ﾅｶｿ ﾕｳﾘ 女子 兵　庫 市伊丹高
20 女子 円盤投(1.000kg)大前　優音 ｵｵﾏｴ ﾕﾉﾝ 女子 兵　庫 県伊丹高
20 女子 円盤投(1.000kg)栗野　琴弓 ｸﾘﾉ ｺﾄﾐ 女子 兵　庫 県伊丹高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
21 女子 ハンマー投(4.000kg)山本　紗矢 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔ 女子 兵　庫 立命館大
21 女子 ハンマー投(4.000kg)中嶋　美羽 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｳ 女子 福  井 立命館大
21 女子 ハンマー投(4.000kg)佐藤　日桜里 ｻﾄｳ ﾋｵﾘ 女子 兵　庫 尼崎双星高

No 競技名 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属
22 女子 やり投(0.600kg)加藤　りの ｶﾄｳ ﾘﾉ 女子 兵　庫 武庫川女子大
22 女子 やり投(0.600kg)寺田　早希 ﾃﾗﾀﾞ ｻｷ 女子 京　都 京都光華女子大
22 女子 やり投(0.600kg)岡本　茜 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾈ 女子 兵　庫 武庫川大附高
22 女子 やり投(0.600kg)末岡　絢菜 ｽｴｵｶ ｱﾔﾅ 女子 兵　庫 武庫川女子大
22 女子 やり投(0.600kg)稲田　あゆみ ｲﾅﾀﾞ ｱﾕﾐ 女子 兵　庫 尼崎双星高
22 女子 やり投(0.600kg)河谷　ゆら ｶﾜﾀﾆ ﾕﾗ 女子 兵　庫 県尼崎高
22 女子 やり投(0.600kg)片山　梨月 ｶﾀﾔﾏ ﾅｽﾞｷ 女子 大　阪 いちりつ高校
22 女子 やり投(0.600kg)今西　琴音 ｲﾏﾆｼ ｺﾄﾈ 女子 大　阪 いちりつ高校
22 女子 やり投(0.600kg)竹内　千夏 ﾀｹｳﾁ ﾁｶ 女子 兵　庫 市伊丹高


