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連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
1 阿倍野 030805007  川本　晶斗(2)

阿倍野
ｱﾍﾞﾉ (334) ｶﾜﾓﾄ ｱｷﾄ
273301 040220010  仲村　正汰(2)

阿倍野
(338) ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ

(3:42.56) 030924002  羽田　怜遠(2)
阿倍野

(339) ﾊﾀﾞ ﾚｵﾝ
040113012  林　壯亮(2)

阿倍野
(340) ﾊﾔｼ ｿｳｽｹ

030615008  松田　耀(2)
阿倍野

(341) ﾏﾂﾀﾞ ﾋｶﾙ
040810004  山下　皓生(1)

阿倍野
(720) ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ

2 上宮 030430006  佐田谷　尊(2)
上宮

ｳｴﾉﾐﾔ (306) ｻﾀﾞﾀﾆ ﾀｹﾙ
273307 030805039  中西　翼(2)

上宮
(308) ﾅｶﾆｼ ﾂﾊﾞｻ

(3:45.00) 031021018  山口　開斗(2)
上宮

(454) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｲﾄ
040406008  伊藤　巧朗(1)

上宮
(767) ｲﾄｳ ﾀｸﾛｳ

040618009  藤井　秀伍(1)
上宮

(772) ﾌｼﾞｲ ｼｭｳｺﾞ
050311008  大西　元士(1)

上宮
(775) ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｼ

3 東大阪大柏原 030416027  田中　虎乃丞(2)
東大阪大柏原

ﾋｶﾞｼｵｵｻｶﾀﾞｲｶｼﾜﾗ (46) ﾀﾅｶ ﾄﾗﾉｽｹ
273312 030803006  中谷　真心人(2)

東大阪大柏原
(47) ﾅｶﾀﾆ ﾏｺﾄ

(3:35.00) 030731011  岡本　敢汰(2)
東大阪大柏原

(52) ｵｶﾓﾄ ｶﾝﾀ
040821007  石関　佑一朗(1)

東大阪大柏原
(54) ｲｼｾﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ

040819007  中橋　賢(1)
東大阪大柏原

(55) ﾅｶﾊｼ ｹﾝ
050112012  森本　晃生(1)

東大阪大柏原
(56) ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ

4 関西福祉 031019018  川原　慈(2)
関西福祉

ｶﾝｻｲﾌｸｼ (482) ｶﾜﾊﾗ ｲﾂｸ
273316 040209020  中島　悠揮(2)

関西福祉
(483) ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ

(4:08.15) 031003016  東奥　倖希(2)
関西福祉

(484) ﾋｶﾞｼｵｸ ｺｳｷ
050329013  川崎　裕貴(1)

関西福祉
(702) ｶﾜｻｷ ﾕｳｷ

041101022  坂上　雅生(1)
関西福祉

(703) ｻｶｳｴ ﾏｻｵ
040924006  安居　竜生(1)

関西福祉
(704) ｱﾝｺﾞ ﾘｭｳｾｲ

5 近大附 030728019  高橋　祐希(2)
近大附

ｷﾝﾀﾞｲﾌ (8) ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ
273319 030706006  織田　篤也(2)

近大附
(9) ｵﾀﾞ ｱﾂﾔ

(3:18.36) 030705026  森原　蓮斗(2)
近大附

(14) ﾓﾘﾊﾗ ﾚﾝﾄ
030807033  吉川　偉己(2)

近大附
(16) ﾖｼｶﾜ ｲﾂｷ

041118014  佐々木　祥吾(1)
近大附

(22) ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ
040617011  加茂　翼(1)

近大附
(23) ｶﾓ ﾂﾊﾞｻ
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6 高津 030405002  太田　悠聖(2)

高津
ｺｳﾂﾞ (224) ｵｵﾀ ﾕｳｾｲ
273323 030418024  川端　恵治(2)

高津
(225) ｶﾜﾊﾞﾀ ｹｲｼﾞ

(3:35.00) 030629013  国吉　遼河(2)
高津

(227) ｸﾆﾖｼ ﾘｮｳｶﾞ
030705004  清水　颯太(2)

高津
(231) ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

030519013  田中　天晴(2)
高津

(233) ﾀﾅｶ ﾃﾝｾｲ
030515021  難波　凜(2)

高津
(238) ﾅﾝﾊﾞ ﾘﾝ

7 清水谷 040126025  井上　京作(2)
清水谷

ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆ (376) ｲﾉｳｴ ｷｮｳｻｸ
273327 031224020  祝嶺　光春(2)

清水谷
(377) ｼｭｸﾐﾈ ﾐﾂﾊﾙ

(3:36.39) 030725026  芹田　颯汰(2)
清水谷

(378) ｾﾘﾀ ｿｳﾀ
031016017  千田　倖大(2)

清水谷
(379) ﾁﾀﾞ ｺｳﾀ

031024004  豊留　武眞(2)
清水谷

(381) ﾄﾖﾄﾒ ﾀﾂﾏ
030529020  前田　脩太(2)

清水谷
(382) ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳﾀ

8 住吉 030818024  桃原　由到(2)
住吉

ｽﾐﾖｼ (261) ﾓﾓﾊﾗ ﾕｳﾄ
273334 031104021 ﾐﾃｨ ｱﾘｱｽｶﾞｰ(2)

住吉
(264) ﾐﾃｨ ｱﾘｱｽｶﾞｰ

(3:50.40) 031203021  眞柴　逸希(2)
住吉

(265) ﾏｼﾊﾞ ｲﾂｷ
030722008  近藤　旭(2)

住吉
(266) ｺﾝﾄﾞｳ ｱｻﾋ

030408027  大西　春輝(2)
住吉

(267) ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ
030605011  上村　拓也(2)

住吉
(268) ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾔ

9 清風 030716004  川勝　慎太郎(2)
清風

ｾｲﾌｳ (90) ｶﾜｶﾂ ｼﾝﾀﾛｳ
273337 030514017  水津　迅人(2)

清風
(98) ｽｲｽﾞ ﾊﾔﾄ

(3:35.00) 030605014  土井　遥人(2)
清風

(102) ﾄﾞｲ ﾊﾙﾄ
030714015  平田　充人(2)

清風
(109) ﾋﾗﾀ ﾐﾂﾋﾄ

040723020  金谷　拓紀(1)
清風

(122) ｶﾅﾀﾆ ﾋﾛｷ
050209017  中村　陵起(1)

清風
(826) ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｷ

10 大商大 030726018  河崎　侑真(2)
大商大

ﾀﾞｲｼｮｳﾀﾞｲ (280) ｶﾜｻｷ ﾕｳﾏ
273341 031105013  田中　航宇(2)

大商大
(281) ﾀﾅｶ ｺｳ

(3:35.00) 030712022  立木　真翔(2)
大商大

(282) ﾀﾁｷ ﾏﾅﾄ
040404009  上野　佑太朗(1)

大商大
(287) ｳｴﾉ ﾕｳﾀﾛｳ

040811014  塩屋　風太(1)
大商大

(288) ｼｵﾔ ﾌｳﾀ
040705015  寺田　瑛大(1)

大商大
(291) ﾃﾗﾀﾞ ｴｲﾀ
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11 天王寺 030719010  北川　勝久(2)

天王寺
ﾃﾝﾉｳｼﾞ (74) ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾂﾋｻ
273344 030417028  田中　光(2)

天王寺
(76) ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ

(3:32.00) 030824011  延安　一真(2)
天王寺

(77) ﾉﾌﾞﾔｽ ｶｽﾞﾏ
030524002  金子　傑(2)

天王寺
(80) ｶﾈｺ ﾀｹｼ

040615006  笠谷　侑生(1)
天王寺

(809) ｶｻﾀﾆ ﾕｳｷ
040531013  田中　遼司(1)

天王寺
(811) ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ

12 浪速 040222023  飯尾　駆(2)
浪速

ﾅﾆﾜ (467) ｲｲｵ ｶｹﾙ
273347 031206013  市山　大氣(2)

浪速
(468) ｲﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ

(3:45.00) 030609011  佐橋　怜(2)
浪速

(469) ｻﾊｼ ﾚｲ
030827021  中西　優弥(2)

浪速
(472) ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ

13 日新 040206008  切石　龍之介(2)
日新

ﾆｯｼﾝ (397) ｷﾘｲｼ ﾘｭｳﾉｽｹ
273349 040219007  塚元　一輝(2)

日新
(398) ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ

(3:45.00) 050201014  秋本　青空(1)
日新

(677) ｱｷﾓﾄ ｿﾗ
041109014  久保　諒冴(1)

日新
(678) ｸﾎﾞ ﾘｮｳｶﾞ

040510015  髙倉　將(1)
日新

(679) ﾀｶｸﾗ ﾏｻｼ
050223013  永井　聖也(1)

日新
(680) ﾅｶﾞｲ ｾｲﾔ

14 花園 031105025  榎本　遼(2)
花園

ﾊﾅｿﾞﾉ (607) ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳ
273350 030711012  楠原　勇仁(2)

花園
(609) ｸｽﾊﾗ ﾊﾔﾄ

(3:37.00) 040108009  下田　健太郎(2)
花園

(610) ｼﾓﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ
030620020  大知　祐翔(2)

花園
(611) ﾀﾞｲﾁ ﾕｳﾄ

030705014  長谷　草汰(2)
花園

(612) ﾊｾ ｿｳﾀ
031130013  原田　心(2)

花園
(613) ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝ

15 阪南 040312015  金丸　雅昇(2)
阪南

ﾊﾝﾅﾝ (318) ｶﾅﾏﾙ ﾏｻﾀｶ
273351 031007028  野村　匠(2)

阪南
(319) ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ

(3:59.00) 030713001  吉田　飛輝人(2)
阪南

(320) ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾄ
050116004  荒井　寛太(1)

阪南
(721) ｱﾗｲ ｶﾝﾀ
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16 東住吉 031016003  武田　宙(2)

東住吉
ﾋｶﾞｼｽﾐﾖｼ (509) ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ
273354 031030002  田島　奏(2)

東住吉
(510) ﾀｼﾞﾏ ｿｳ

(3:45.00) 030519009  羽山　薫(2)
東住吉

(511) ﾊﾔﾏ ｶｵﾙ
030928017  松元　大翔(2)

東住吉
(512) ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾄ

031208014  森多　駿介(2)
東住吉

(513) ﾓﾘﾀ ｼｭﾝｽｹ
030718008  山村　瞭太(2)

東住吉
(514) ﾔﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ

17 枚岡樟風 031030024  矢根　翔成(2)
枚岡樟風

ﾋﾗｵｶｼｮｳﾌｳ (406) ﾔﾈ ｼｮｳｾｲ
273356 040430004  齋間　慎吾(1)

枚岡樟風
(643) ｻｲﾏ ｼﾝｺﾞ

(3:55.00) 050219004  山口　叶夢(1)
枚岡樟風

(646) ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅﾒ
040417002  中谷　昴(1)

枚岡樟風
(687) ﾅｶﾀﾆ ｽﾊﾞﾙ

040901019  長瀬　悠斗(1)
枚岡樟風

(689) ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾄ
040820024  橋本　翔麻(1)

枚岡樟風
(776) ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾏ

18 布施 040325017  川内　温人(2)
布施

ﾌｾ (419) ｶﾜｳﾁ ﾊﾙﾄ
273358 040215019  中谷　創(2)

布施
(421) ﾅｶﾀﾆ ｿｳ

(3:45.00) 031023009  福本　勇生(2)
布施

(422) ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｾｲ
030429016  森下　慎(2)

布施
(423) ﾓﾘｼﾀ ｼﾝ

030730014  吉岡　真輝(2)
布施

(425) ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ
19 桃山学院 030406001  伊藤　大輝(2)

桃山学院
ﾓﾓﾔﾏｶﾞｸｲﾝ (517) ｲﾄｳ ﾀｲｷ
273363 031108002  梅澤　大地(2)

桃山学院
(518) ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ

(3:25.00) 031026007  鈴木　伶生(2)
桃山学院

(525) ｽｽﾞｷ ﾚｵ
030412002  徳田　颯太(2)

桃山学院
(530) ﾄｸﾀﾞ ｿｳﾀ

030914019  萩原　唯人(2)
桃山学院

(535) ﾊｷﾞﾊﾗ ﾕｲﾄ
031202005  吉田　有輝(2)

桃山学院
(543) ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ

20 八尾 030526012  福湯　颯太(2)
八尾

ﾔｵ (139) ﾌｸﾕ ｿｳﾀ
273364 030802009  岡本　倫太朗(2)

八尾
(142) ｵｶﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ

(3:40.00) 031023011  前田　翔太(2)
八尾

(149) ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ
031008025  天野　結斗(2)

八尾
(151) ｱﾏﾉ ﾕｲﾄ

040614015  松浦　楓(1)
八尾

(622) ﾏﾂｳﾗ ｶｴﾃﾞ
041221004  馬門　孝介(1)

八尾
(661) ﾏｶﾄﾞ ｺｳｽｹ
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21 山本 030827012  仁尾　葉月(2)

山本
ﾔﾏﾓﾄ (326) ﾆｵ ﾊﾂﾞｷ
273370 030711031  寺田　翔真(2)

山本
(327) ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳﾏ

030405017  田渕　秀(2)
山本

(328) ﾀﾌﾞﾁ ｼｭｳ
031003015  豊澤　拓己(2)

山本
(329) ﾄﾖｻﾜ ﾀｸﾐ

040329013  神宅　駿利(2)
山本

(330) ｺﾔｹ ｼｭﾝﾘ
020107015  村上　櫂(1)

山本
(786) ﾑﾗｶﾐ ｶｲ

22 生野 030809004  小林　和慈(2)
生野

ｲｸﾉ (86) ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｲ
273401 040322024  髙田　敦史(2)

生野
(88) ﾀｶﾀﾞ ｱﾂｼ

(3:19.69) 030804003  冨士原　泰樹(2)
生野

(92) ﾌｼﾞﾊﾗ ﾀｼﾞｭ
030613012  光弘　航太郎(2)

生野
(93) ﾐﾂﾋﾛ ｺｳﾀﾛｳ

041101015  柿塚　良太郎(1)
生野

(95) ｶｷﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ
050326005  今田　航世(1)

生野
(96) ｲﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ

23 和泉 030720005  坂田　英翔(2)
和泉

ｲｽﾞﾐ (236) ｻｶﾀ ﾋﾃﾞﾄ
273402 050121006  横山　寛治(1)

和泉
(851) ﾖｺﾔﾏ ｶﾝｼﾞ

(3:45.00) 040625015  澤田　勝英(1)
和泉

(852) ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｴｲ
041123004  中田　晴斗(1)

和泉
(853) ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ

040817003  魚住　祥雄(1)
和泉

(854) ｳｵｽﾞﾐ ﾖｼｵ
040808015  堀　圭登(1)

和泉
(856) ﾎﾘ ｹｲﾄ

24 泉大津 030402026  上岡　将士(2)
泉大津

ｲｽﾞﾐｵｵﾂ (257) ｳｴｵｶ ｼｮｳﾄ
273403 040120025  大谷　祐貴(2)

泉大津
(258) ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ

(3:50.00) 040210002  小松　創大(2)
泉大津

(259) ｺﾏﾂ ｿｳﾀ
040112011  滝川　蒔音(2)

泉大津
(261) ﾀｷｶﾞﾜ ｼｵﾝ

040122001  西田　大也(2)
泉大津

(263) ﾆｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾔ
030908007  百瀬　太喜(2)

泉大津
(266) ﾓﾓｾ ﾀｲｷ

25 大塚 030630007  芦高　晟弥(2)
大塚

ｵｵﾂｶ (32) ｱｼﾀｶ ﾏｻﾔ
273407 030922007  近藤　遼昌(2)

大塚
(42) ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ

(3:20.76) 040106009  末藤　唯人(2)
大塚

(44) ｽｴﾄｳ ﾕｲﾄ
031026011  高瀬　一晟(2)

大塚
(46) ﾀｶｾ ｲｯｾｲ

031210012  森本　浩貴(2)
大塚

(57) ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ
040415007  林　申雅(1)

大塚
(67) ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ
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 男子共通 ４×４００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
26 鳳 030513008  井上　悠夢(2)

鳳
ｵｵﾄﾘ (152) ｲﾉｳｴ ﾕｳﾏ
273408 031114007  加藤　諒一(2)

鳳
(154) ｶﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ

(3:45.50) 030713007  菊野　泰生(2)
鳳

(155) ｷｸﾉ ﾀｲｷ
030419018  美和　歩(2)

鳳
(161) ﾐﾜ ｱﾕﾑ

041118003  小林　蒼一朗(1)
鳳

(805) ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｲﾁﾛｳ
040922008  坂東　諒優(1)

鳳
(809) ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ

27 貝塚南 030427018  森内　亮太(2)
貝塚南

ｶｲﾂﾞｶﾐﾅﾐ (715) ﾓﾘｳﾁ ﾘｮｳﾀ
273410 040214001  塩谷　直弥(2)

貝塚南
(718) ｼｵﾀﾆ ﾅｵﾔ

(4:00.00) 040225002  牧野　日海(2)
貝塚南

(726) ﾏｷﾉ ﾋｳﾅ
040402006  行　星哉(1)

貝塚南
(831) ﾕｷ ｾｲﾔ

040822005  田路　大座(1)
貝塚南

(832) ﾄｳｼﾞ ﾀｲｻﾞ
040809010  古屋鋪　海琉(1)

貝塚南
(834) ﾌﾙﾔｼｷ ｶｲﾙ

28 金岡 031111011  横内　杏士朗(2)
金岡

ｶﾅｵｶ (388) ﾖｺｳﾁ ｷｮｳｼﾛｳ
273411 031122012  西川　隼叶(2)

金岡
(389) ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾄ

(3:33.00) 030718014  岸田　昂大(2)
金岡

(390) ｷｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ
040301006  友村　謙斗(2)

金岡
(391) ﾄﾓﾑﾗ ｹﾝﾄ

040329004  村上　郁弥(2)
金岡

(395) ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾔ
040426009  前田　和輝(1)

金岡
(792) ﾏｴﾀﾞ ｲﾂﾞｷ

29 河南 040127012  因幡　知哉(2)
河南

ｶﾅﾝ (450) ｲﾅﾊﾞ ﾄﾓﾔ
273412 030531008  大本　海翔(2)

河南
(451) ｵｵﾓﾄ ｶｲﾄ

(3:45.00) 030929014  菊池　咲規斗(2)
河南

(453) ｷｸﾁ ｻｷﾄ
040108013  田中　聖斗(2)

河南
(457) ﾀﾅｶ ｷﾖﾄ

030618022  田中　飛羽(2)
河南

(458) ﾀﾅｶ ﾄﾜ
040610017  徳永　凌大(1)

河南
(848) ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ

30 岸和田 031123005  絹川　鶴真(2)
岸和田

ｷｼﾜﾀﾞ (525) ｷﾇｶﾞﾜ ﾀｽﾞﾏ
273413 030410012  中原　皐太(2)

岸和田
(531) ﾅｶﾊﾗ ｺｳﾀ

(3:40.00) 030711019  野田　夏矢(2)
岸和田

(532) ﾉﾀﾞ ﾅﾂﾔ
030712016  美濃　享佑(2)

岸和田
(958) ﾐﾉｳ ｷｮｳｽｹ

041223006  郷上　蓮(1)
岸和田

(963) ｺﾞｳｶﾞﾐ ﾚﾝ
040527003  細川　亮(1)

岸和田
(968) ﾎｿｶﾜ ﾘｮｳ
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 主　管:大阪高等学校体育連盟陸上競技部
 会　場:大阪市ヤンマーフィールド長居

 男子共通 ４×４００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
31 久米田 040401004  加納　哲杜(2)

久米田
ｸﾒﾀﾞ (410) ｶﾉｳ ﾃﾂﾄ
273415 030817002  辻　陸人(2)

久米田
(413) ﾂｼﾞ ﾘｸﾄ

(3:40.00) 040302001  中村　颯征(2)
久米田

(414) ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
040905001  南野　佑貴(2)

久米田
(416) ﾐﾅﾐﾉ ﾕｳｷ

040727009  佐野　真啓(1)
久米田

(1045) ｻﾉ ﾏﾋﾛ
040510022  安岡　慧(1)

久米田
(1047) ﾔｽｵｶ ｹｲ

32 堺上 030720009  花井　敬介(2)
堺上

ｻｶｲｶﾐ (710) ﾊﾅｲ ｹｲｽｹ
273418 030611028  紅山　敬興(2)

堺上
(711) ﾍﾞﾆﾔﾏ ﾀｶｵｷ

(4:38.00) 030622007  八木　晃希(2)
堺上

(714) ﾔｷﾞ ｺｳｷ
040514007  市村　蓮(1)

堺上
(775) ｲﾁﾑﾗ ﾚﾝ

041006013  吉住　穣(1)
堺上

(776) ﾖｼｽﾞﾐ ﾐﾉﾘ
050110003  森本　凛星(1)

堺上
(777) ﾓﾘﾓﾄ ﾘﾝｾｲ

33 堺西 040318012  伊藤　俊(2)
堺西

ｻｶｲﾆｼ (315) ｲﾄｳ ｼｭﾝ
273422 040320004  佐藤　偉成(2)

堺西
(317) ｻﾄｳ ｲｯｾｲ

(3:35.00) 031104019  土谷　秀太(2)
堺西

(319) ﾂﾁﾔ ｼｭｳﾀ
030513002  造酒　泰斗(2)

堺西
(324) ﾐｷ ﾀｲﾄ

040109010  薮下　真斗(2)
堺西

(325) ﾔﾌﾞｼﾀ ﾏｻﾄ
041011001  坂尾　海仁(1)

堺西
(946) ｻｶｵ ｶｲﾄ

34 堺東 031104020  竹中　洋夢(2)
堺東

ｻｶｲﾋｶﾞｼ (423) ﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾑ
273423 040318026  平野　一晴(2)

堺東
(424) ﾋﾗﾉ ｲｯｾｲ

(3:45.00) 040328002  藤田　倖羽(2)
堺東

(425) ﾌｼﾞﾀ ｺｳ
030503002  御手洗　巧人(2)

堺東
(426) ﾐﾀﾗｲ ﾀｸﾄ

050319015  山口　駿(1)
堺東

(941) ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝ
35 佐野 040116017  上房　奏太(2)

佐野
ｻﾉ (187) ｳｴﾎﾞｳ ｿｳﾀ
273425 030711010  奥田　倖成(2)

佐野
(189) ｵｸﾀﾞ ｺｳｾｲ

(3:45.00) 030507001  武田　青空(2)
佐野

(191) ﾀｹﾀﾞ ｿﾗ
030513016  早野　晋太郎(2)

佐野
(198) ﾊﾔﾉ ｼﾝﾀﾛｳ

030908006  牧瀬　雅士(2)
佐野

(200) ﾏｷｾ ﾏｻﾄ
050130001  中山　彬(1)

佐野
(928) ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ
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 主　管:大阪高等学校体育連盟陸上競技部
 会　場:大阪市ヤンマーフィールド長居

 男子共通 ４×４００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
36 佐野工科 050208003  井出　空良(1)

佐野工科
ｻﾉｺｳｶ (937) ｲﾃﾞ ｱｷﾗ
273426 041012009  藤城　堪太(1)

佐野工科
(938) ﾌｼﾞｼﾛ ｶﾝﾀ

(3:52.00) 040706017  嶋　翔大(1)
佐野工科

(939) ｼﾏ ｼｮｳﾀ
050124003  山本　翔太(1)

佐野工科
(1029) ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ

040503003  満村　倫太朗(1)
佐野工科

(1080) ﾐﾂﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ
050317002  山田　幸八(1)

佐野工科
(1081) ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ

37 狭山 030927009  榊原　裕太(2)
狭山

ｻﾔﾏ (759) ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾀ
273427 030907022  谷田　健太(2)

狭山
(760) ﾀﾆﾀﾞ ｹﾝﾀ

(3:50.00) 040110006  成宗　和起(2)
狭山

(761) ﾅﾘﾑﾈ ｶｽﾞｷ
031208003  藤井　天成(2)

狭山
(762) ﾌｼﾞｲ ﾃﾝｾｲ

050329003  杉山　凌司(1)
狭山

(1038) ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
040513009  妹尾　明聖(1)

狭山
(1039) ｾﾉｵ ｱｻﾄ

38 信太 031021019  髙木　寛太(2)
信太

ｼﾉﾀﾞ (481) ﾀｶｷﾞ ｶﾝﾀ
273429 030921020  中谷　壮良(2)

信太
(482) ﾅｶﾀﾆ ｿﾗ

(3:45.00) 030403002  植田　絢慎(2)
信太

(483) ｳｴﾀﾞ ｹﾝｼﾝ
031130003  藤﨑　郁斗(2)

信太
(484) ﾌｼﾞｻｷ ｲｸﾄ

031215012  八木　陽大(2)
信太

(485) ﾔｷﾞ ﾖｳﾀ
040715002  大石　光(1)

信太
(860) ｵｵｲｼ ﾋｶﾘ

39 精華 030513001  菊池　蓮(2)
精華

ｾｲｶ (214) ｷｸﾁ ﾚﾝ
273432 020402021  加藤　汰一(2)

精華
(215) ｶﾄｳ ﾀｲﾁ

(3:38.00) 040101017  小堤　響(2)
精華

(216) ｺﾂﾞﾂﾐ ﾋﾋﾞｷ
031124001  中元　響生(2)

精華
(217) ﾅｶﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ

030613005  中島　航輝(2)
精華

(218) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｷ
041011004  矢野　尚己(1)

精華
(789) ﾔﾉ ﾅｵｷ

40 清教学園 030911019  江川　智紀(2)
清教学園

ｾｲｷｮｳｶﾞｸｴﾝ (347) ｴｶﾞﾜ ﾄﾓｷ
273433 030522021  小寺　伸治(2)

清教学園
(350) ｺﾃﾗ ｼﾝｼﾞ

(3:50.00) 030524014  西川　大貴(2)
清教学園

(353) ﾆｼｶﾜ ﾀｲｷ
040327005  羽室　孝紀(2)

清教学園
(354) ﾊﾑﾛ ｺｳｷ

030625029  山根　幸希(2)
清教学園

(357) ﾔﾏﾈ ｺｳｷ
040218021  吉田　直剛(2)

清教学園
(358) ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾀｹ
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 会　場:大阪市ヤンマーフィールド長居

 男子共通 ４×４００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
41 清風南海 030815012  尾崎　総(2)

清風南海
ｾｲﾌｳﾅﾝｶｲ (683) ｵｻﾞｷ ｿｳ
273434 040108008  杉本　正樹(2)

清風南海
(688) ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻｷ

(3:40.00) 031116012  髙田　智幹(2)
清風南海

(690) ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｷ
041116008  岡田　幸志郎(1)

清風南海
(1049) ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ

040419009  田丸　晃生(1)
清風南海

(1053) ﾀﾏﾙ ｺｳｾｲ
42 泉北 030529005  北川　渓太(2)

泉北
ｾﾝﾎﾞｸ (247) ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲﾀ
273436 030417027  戸松　征太郎(2)

泉北
(249) ﾄﾏﾂ ｾｲﾀﾛｳ

(3:31.58) 030422023  西岡　貴星翔(2)
泉北

(250) ﾆｼｵｶ ｷﾗﾄ
030805015  東　翔真(2)

泉北
(251) ﾋｶﾞｼ ｼｮｳﾏ

030913015  村尾　颯太(2)
泉北

(253) ﾑﾗｵ ｿｳﾀ
030928007  和田　涼馬(2)

泉北
(254) ﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾏ

43 泉陽 030831004  上垣内　匠(2)
泉陽

ｾﾝﾖｳ (170) ｳｴｶﾞｲﾄ ﾀｸﾐ
273437 030413012  田中　友弥(2)

泉陽
(171) ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ

(3:25.50) 040529008  井上　静吾(1)
泉陽

(819) ｲﾉｳｴ ｾｲｺﾞ
030823010  嘉陽　健介(1)

泉陽
(820) ｶﾖｳ ｹﾝｽｹ

050217004  冨尾　悠人(1)
泉陽

(821) ﾄﾐｵ ﾕｳﾄ
041025011  蓮蔵　真太郎(1)

泉陽
(822) ﾚﾝｿﾞｳ ｼﾝﾀﾛｳ

44 大商大堺 030923020  鏡堂　瞬太(2)
大商大堺

ﾀﾞｲｼｮｳﾀﾞｲｻｶｲ (299) ｶｶﾞﾐﾄﾞｳ ｼｭﾝﾀ
273438 030730021  櫻井　蓮(2)

大商大堺
(301) ｻｸﾗｲ ﾚﾝ

(3:47.18) 030719003  西野　豪(2)
大商大堺

(302) ﾆｼﾉ ｺﾞｳ
030408030  平山　大樹(2)

大商大堺
(303) ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ

031010028  南野　虎之介(2)
大商大堺

(304) ﾐﾅﾐﾉ ﾄﾗﾉｽｹ
45 大体大浪商 030430013  岩田　侑也(2)

大体大浪商
ﾀﾞｲﾀｲﾀﾞｲﾅﾐｼｮｳ (107) ｲﾜﾀ ﾕｳﾔ
273439 030811009  中村　大雅(2)

大体大浪商
(109) ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ

(3:35.00) 031211003  橋本　昂星(2)
大体大浪商

(110) ﾊｼﾓﾄ ｺｳｾｲ
030412021  福井　清流(2)

大体大浪商
(111) ﾌｸｲ ｷｵﾗ

040504005  上田　竣貴(1)
大体大浪商

(130) ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝｷ
040920007  徳田　直斗(1)

大体大浪商
(131) ﾄｸﾀﾞ ﾅｵﾄ
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 男子共通 ４×４００ｍ
連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
46 高石 030710020  児玉　雄介(2)

高石
ﾀｶｲｼ (281) ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ
273440 030719002  齊藤　優斗(2)

高石
(282) ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ

(3:44.80) 040309013  矢野　琉空(2)
高石

(286) ﾔﾉ ﾘｸｳ
040816002  大藪　晃平(1)

高石
(1057) ｵｵﾔﾌﾞ ｺｳﾍｲ

050129001  加藤　悠太(1)
高石

(1058) ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
040913017  斎藤　愛斗(1)

高石
(1060) ｻｲﾄｳ ｱｲﾄ

47  帝塚山泉ヶ丘 030728020  麻野　祥吾(2)
 帝塚山泉ヶ丘

ﾃﾂﾞｶﾔﾏｲｽﾞﾐｶﾞｵｶ (735) ｱｻﾉ ｼｮｳｺﾞ
273442 030504016  宇野　颯太郎(2)

 帝塚山泉ヶ丘
(738) ｳﾉ ｿｳﾀﾛｳ

(3:38.00) 030911012  江川　祐貴(2)
 帝塚山泉ヶ丘

(739) ｴｶﾞﾜ ﾕｳｷ
030611024  金光　浩輝(2)

 帝塚山泉ヶ丘
(741) ｶﾈﾐﾂ ｺｳｷ

030903021  紺谷　尚央(2)
 帝塚山泉ヶ丘

(744) ｺﾝﾔ ﾅｵﾋﾛ
040318023  新谷　一鷹(2)

 帝塚山泉ヶ丘
(745) ｼﾝﾀﾆ ｶｽﾞﾀｶ

48 登美丘 030913016  石山　竜也(2)
登美丘

ﾄﾐｵｶ (573) ｲｼﾔﾏ ﾘｭｳﾔ
273443 030612007  板敷　桐生(2)

登美丘
(574) ｲﾀｼﾞｷ ﾄｷ

(3:35.00) 030826002  柏原　一仁(2)
登美丘

(577) ｶｼﾊﾗ ｶｽﾞﾏｻ
030927008  福井　大斗(2)

登美丘
(589) ﾌｸｲ ﾀﾞｲﾄ

040727007  中元　健芽生(1)
登美丘

(911) ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾒｲ
041209008  本田　創大(1)

登美丘
(912) ﾎﾝﾀﾞ ｿｳﾀ

49 富田林 031224023  泉谷　勇佑(2)
富田林

ﾄﾝﾀﾞﾊﾞﾔｼ (625) ｲｽﾞﾐﾀﾆ ﾕｳｽｹ
273444 030924006  下野　宏貴(2)

富田林
(628) ｼﾓﾉ ﾋﾛｷ

(3:41.29) 030403021  多田　歩生(2)
富田林

(629) ﾀﾀﾞ ﾌｳｷ
031227023  中尾　航大(2)

富田林
(631) ﾅｶｵ ｺｳﾀﾞｲ

050201007  上野　颯己(1)
富田林

(919) ｳｴﾉ ｻﾂｷ
040924002  中山　駿(1)

富田林
(923) ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝ

50 初芝立命館 060925001  久保田　樹(2)
初芝立命館

ﾊﾂｼﾊﾞﾘﾂﾒｲｶﾝ (705) ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂｷ
273452 031002022  髙岡　幸輝(2)

初芝立命館
(706) ﾀｶｵｶ ｺｳｷ

(3:40.00) 031015005  濱田　雅人(2)
初芝立命館

(707) ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ
040612006  土葛　晃久(1)

初芝立命館
(985) ﾄｸｽﾞ ｱｷﾋｻ

040529016  大前　空矢(1)
初芝立命館

(989) ｵｵﾏｴ ｸｳﾔ
040916003  霜村　怜(1)

初芝立命館
(993) ｼﾓﾑﾗ ﾚｲ
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連番  登録チーム D/B code 競技者氏名 所属団体
51 阪南大 031012014  森田　昂心(2)

阪南大
ﾊﾝﾅﾝﾀﾞｲ (495) ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾝ
273455 040323005  本田　大翔(2)

阪南大
(498) ﾎﾝﾀﾞ ﾔﾏﾄ

(3:35.00) 030604009  石田　匠(2)
阪南大

(499) ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾐ
030602023  牛牧　憲汰(2)

阪南大
(503) ｳｼﾏｷ ｹﾝﾀ

030925031  大田　真平(2)
阪南大

(504) ｵｵﾀ ｼﾝﾍﾟｲ
031214009  川村　浩輔(2)

阪南大
(505) ｶﾜﾑﾗ ｺｳｽｹ

52 東百舌鳥 030627019  田崎　晃大(2)
東百舌鳥

ﾋｶﾞｼﾓｽﾞ (292) ﾀｻﾞｷ ｺｳﾀ
273457 031005005  小松　龍斗(1)

東百舌鳥
(1001) ｺﾏﾂ ﾘｭｳﾄ

(3:43.00) 041227013  田中　滉人(1)
東百舌鳥

(1002) ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ
050125001  中川　翔太(1)

東百舌鳥
(1003) ﾅｶｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ

040403021  平野　光栄(1)
東百舌鳥

(1079) ひﾗﾉ ｺｳｴｲ
040611013  野田　平(1)

東百舌鳥
(1004) ﾉﾀﾞ ﾋﾞｮｳ

53 日根野 030414021  河井　颯(2)
日根野

ﾋﾈﾉ (466) ｶﾜｲ ﾊﾔﾃ
273458 030827003  南川　勝(2)

日根野
(468) ﾐﾅﾐｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

(3:45.00) 031129012  山田　智貴(2)
日根野

(469) ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｷ
030810020  和田　進太郎(2)

日根野
(470) ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ

041109003  梶本　歩希(1)
日根野

(943) ｶｼﾞﾓﾄ ｱﾕｷ
050103006  河合　陽(1)

日根野
(944) ｶﾜｲ ｱｷﾗ

54 三国丘 030918005  池田　匠(2)
三国丘

ﾐｸﾆｶﾞｵｶ (368) ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ
273464 030919006  寺内　佳弘(2)

三国丘
(373) ﾃﾗｳﾁ ﾖｼﾋﾛ

(3:40.00) 030605017  松阪　歩(2)
三国丘

(377) ﾏﾂｻｶ ｱﾕﾑ
030412006  村上　了太郎(2)

三国丘
(378) ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳﾀﾛｳ

031116001  吉本　颯太(2)
三国丘

(380) ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀ
050223008  前平　健竜(1)

三国丘
(869) ﾏｴﾋﾗ ﾀｹﾙ


