
男子60m 男子300m

1 安田 圭吾 10.22 住友電工 1 髙橋 舞羽 21.28 中部連盟

2 平野 翔大 10.25 大東文化大学 2 中野 威織 22.03 摂津高校

3 守 祐陽 10.27 大東文化大学 3 中井 脩太 33.23 大東文化大学

4 岩崎 浩太郎 10.31 ユティック 4 北沢 徹 47.69 城西大学

5 上山 紘輝 10.31 住友電工 5 野中 聖弥 47.79 城西大学

6 与那原 良貴 10.35 一般社団法人アスリート工房 6 藤本 亮 48.07 神戸大学

7 藤本 峻介 10.40 南部自動車学校 7 厚谷 龍 48.37 上尾市消防

8 阪倉 慶一 10.46 T.G.K 8 鍜治木 崚 48.50 住友電工

9 門野 大智 10.49 大東文化大学

10 森川 雄太 10.51 復刻アスリートクラブ

11 勝瀬 健大 10.56 関西実業団 男子110mH

12 上田 嵩矢 10.56 大東文化大学 1 南部 達哉 14.52 神戸大学

13 千種 紹弘 10.64 T.G.K 2 仙石 樹 14.82 復刻アスリートクラブ

14 松井 星矢 10.71 大阪体育大学職員 3 間處 将太 15.02 加古川市陸上競技協会

15 栗本 由紀 10.78 赤兎馬アスリートクラブ

男子5000m

男子100m 1 西川 雄一朗 13.33.45 住友電工

1 安田 圭吾 10.22 住友電工 2 阿部 弘輝 13.33.74 住友電工

2 平野 翔大 10.25 大東文化大学 3 永山 博基 13.49.52 住友電工

3 守 祐陽 10.27 大東文化大学 4 中村 祐紀 13.52.29 住友電工

4 岩崎 浩太郎 10.31 ユティック 5 村本 一樹 13.53.36 住友電工

5 与那原 良貴 10.35 一般社団法人アスリート工房 6 北村 友也 13.54.82 OBRS

6 藤本 峻介 10.40 南部自動車学校 7 伊藤 和麻 13.58.92 住友電工

7 塚原 星来 10.42 岐阜協大 8 藤谷 将希 14.04.81 OBRS

8 鈴木 颯斗 10.44 城西大学 9 熊谷 拓馬 14.06.40 住友電工

9 阪倉 慶一 10.46 T.G.K 10 岩見 秀哉 14.06.99 住友電工

10 門野 大智 10.49 大東文化大学 11 馬場 翔太 14.08.02 NTT西日本

11 森川 雄太 10.51 復刻アスリートクラブ 12 藤村 行央 14.18.25 住友電工伊丹

12 藤田 知和 10.52 岐阜協大 13 竹内 啓一郎 14.27.20 Infinity Athlete & Running Club 2022

13 勝瀬 健大 10.56 関西連盟

14 上田 嵩矢 10.56 大東文化大学

15 髙橋 舞羽 10.57 中部連盟 パラ100m（公認）

16 近藤 光氣 10.60 岐阜協大 宇都田 広樹 公認車いす100m

17 千種 紹弘 10.64 T.G.K 吉野 真旨 公認車いす100m

18 宮内 魁大 10.65 四国学院クラブ 萩原 孝幸 公認車いす100m

19 戸田 富貴 10.69 四国学院クラブ

20 深澤 侑人 10.70 城西大学 パラ100m（非公認）

21 酒井 幹汰 10.70 大東文化大学 円尾 智彦 非公認パラ100m

22 松井 星矢 10.71 大阪体育大学職員 三枝 浩基 非公認パラ100m

23 深町 飛太 10.72 城西大学

24 青木 滋音 10.74 JR西日本陸上競技部

25 簑原 広歩 10.76 中京大学

26 松本 悠来 10.76 大東文化大学

27 栗本 由紀 10.78 赤兎馬アスリートクラブ

28 坪井 直紀 10.78 Glory AC

29 大西 健介 10.80 関西電力

30 伊藤 慎悟 10.80 NEXUS ATHLETE CLUB



女子60m 女子100mH

1 三浦 愛華 11.61 園田学園女子大学 1 中島 ひとみ 13.13 ⾧谷川体育施設

2 壹岐 いちこ 11.66 ユティック 2 藤原 未来 13.24 住友電工

3 山中 日菜美 11.67 The odds 3 梶木 菜々香 13.49 中央大学

4 三宅 奈緒香 11.74 住友電工 4 松下 美咲 13.81 中央大学

5 久保田 真子 11.75 中央大学 5 益子 芽里 13.93 中央大学

6 加藤 杏奈 11.93 中央大学 6 越智 心愛 14.02 園田学園女子大学

7 藤本 色映 12.18 園田学園女子大学 7 梅原 紗月 14.25 住友電工

8 清水 優萌 12.28 園田学園女子大学

9 星野 莉亜 12.34 法政大学 女子3000m

10 松山 奈穂 12.35 摂津高校 1 高橋 実夢 9.36.44 天満屋

2 平野 文珠 9.42.35 ノーリツ

3 白木 万菜 9.42.39 ノーリツ

女子100m 4 吉園 栞 16.05.90 天満屋

1 三浦 愛華 11.61 園田学園女子大学 5 藤村 晴菜 16.11.01 ノーリツ

2 壹岐 いちこ 11.66 ユティック 6 藤村 晶菜 16.15.56 ノーリツ

3 山中 日菜美 11.67 The odds 7 清水 里名 16.23.14 ノーリツ

4 三宅 奈緒香 11.74 住友電工

5 久保田 真子 11.75 中央大学 女子5000m

6 安達 茉鈴 11.76 園田学園女子大学 1 宇都 ひなた 9.32.86 ワコール

7 蒲生 茉鈴 11.86 中央大学 2 デスタ ブルカ 15.16.14 デンソー

8 鶴澤 亜里紗 11.87 中央大学 3 前田 穂南 15.26.39 天満屋

9 深澤 あまね 11.88 中央大学 4 井手 彩乃 15.27.98 ワコール

10 加藤 杏奈 11.93 中央大学 5 ゼイトナ フーサン 15.30.44 デンソー

11 昌 琴音 11.93 園田学園女子大学 6 柳谷 日菜 15.49.21 ワコール

12 徳永 倫加子 11.97 中央大学 7 村松 結 15.49.33 立命館大学

13 杉山 美貴 12.03 株式会社デンソー 8 大東 優奈 15.52.31 天満屋

14 西田 美菜 12.06 ゼビオ株式会社 9 池内 彩乃 15.54.85 デンソー

15 中島 ひとみ 12.09 ⾧谷川体育施設 10 谷口 真菜 15.57.81 ワコール

16 稲岡 真由 12.10 KAGOTANI 11 渡邉 桃子 15.58.21 天満屋

17 田植 晶子 12.14 ＭＰandC 12 松本 夢佳 15.58.34 デンソー

18 横田 華恋 12.15 KAGOTANI 13 柴田 来夢 16.02.87 ワコール

19 梅原 紗月 12.21 住友電工 14 小泉 直子 16.02.91 デンソー

20 中村 智恵 12.29 園田学園女子大学 15 坂尻 有花 16.05.25 茨城陸協

21 星野 莉亜 12.34 法政大学 16 小笠原 朱里 16.17.56 デンソー

22 谷﨑 仁美 12.37 ULTIMATE 17 立迫 志穂 16.18.44 天満屋

女子300m パラ100m（非公認）

1 佐藤 美里 24.08 中央大学 円尾 敦子 非公認パラ100m

2 栃尾 陽菜 24.68 園田学園女子大学 仲本 ゆかり 非公認パラ100m

3 田植 晶子 24.70 ＭＰandC

4 西田 美菜 24.77 ゼビオ株式会社

5 星野 莉亜 25.27 法政大学

6 鳥羽 千晴 25.55 園田学園女子大学

7 小嶋 玲菜 41.88 園田学園女子大学

8 大島 愛梨 54.25 中央大学

9 安藤 百夏 55.17 園田学園女子大学

10 安田 明日翔 55.99 KAGOTANI

11 王子田 萌 56.86 ＮＤソフト

12 谷﨑 仁美 56.93 ULTIMATE

13 竹内 心良 57.28 中央大学



女子4×200mR 男子4×200mR

田中　文菜 女 山口　享郎 男

森川　澪 女 溝腰　好高 男

香取　美春 女 篠原　宏輔 男

横田　桃子 女 薙野　智弥 男

杢家　弘樹 男

小西　勇太 男

大島　愛梨 女 寺崎　崇悦 男

鶴澤　亜里紗 女 佐野　尊 男

蒲生　茉鈴 女 蓑原　広歩 男

佐藤　美里 女 川上　凛太郎 男

特永　倫加子 女 山口　晴生 男

深澤　あまね 女

安藤　百夏 女 平野翔大 男

齊藤　朋佳 女 門野大智 男

三浦　愛華 女 守祐陽 男

安達　茉鈴 女 酒井幹汰 男

昌　琴音 女 上田嵩矢 男

栃尾　陽菜 女 中井脩太 男

稲岡　真由 女 家方　優希 男

那須　眞由 女 中澤　航介 男

横田　華恋 女 梅田　光太朗 男

佐伯　美奈 女 島谷　浩明 男

安田　明日翔 女 武田　博樹 男

槇野　尚輝 男

北沢　徹 男

野中　聖弥 男

鈴木　颯斗 男

深町　飛太 男

深沢　侑人 男

4 武庫川女子大 3 スターヒルズ

5 中央大 4 中京大学

6 園田学園女子 5 大東文化大学

7 KAGOTANI 6 大阪大学

7 城西大学
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