
2019. 4. 8 更新

　　　※エントリー競技者で故障等により欠場する場合は、ウェイティングリスト掲載者からの
　　　  追加の関係上、速やかに大会事務局へ「欠場届」を提出してください。

男子 １５００ｍ 女子 １５００ｍ
所　属 所　属

1 舟津 彰馬 中央大 1 ﾍﾚﾝ ｴｶﾗﾚ 豊田自動織機
2 森田 佳祐 小森ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 2 田中 希実 豊田自動織機TC
3 秦 将吾 大塚製薬 3 福田 有以 豊田自動織機
4 楠 康成 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 4 和田 有菜 名城大
5 木村 理来 東海大 5 廣中 璃梨佳 JP日本郵政ｸﾞﾙｰﾌﾟ
6 飯島 陸斗 早稲田大 6 飯野 摩耶 埼玉医科大ｸﾞﾙｰﾌﾟ
7 的野 遼大 MHPS 7 萩谷 楓 ｴﾃﾞｨｵﾝ
8 高橋 佑輔 H 北海道大 8 平野 綾子 水戸信用金庫
9 茂木 亮太 H 住友電工 9 岩川 侑樹 今治造船
10 井上 弘也 H 住友電工 10 藤中 佑美 名城大

11 平岡 美帆 立命館大
12 大西 ひかり JP日本郵政ｸﾞﾙｰﾌﾟ
13 後藤 夢 H 豊田自動織機TC
14 髙橋 ひな H NIKE TOKYO TC

男子 １００００ｍ 女子 １００００ｍ
所　属 所　属

1 ｽﾀﾝﾈﾘｰ ﾜｲｻﾞｶ ﾔｸﾙﾄ 1 ｶﾑﾙ ﾊﾟｳﾘﾝ ｶﾍﾞｹ ﾙｰﾄｲﾝﾎﾃﾙｽﾞ
2 ﾃﾞｨｸ ｼﾞｮﾅｻﾝ J 日立物流 2 ｸﾞﾚｰｽ ｷﾏﾝｽﾞｨ ｽﾀｰﾂ
3 ﾛｼﾞｬｰｽ ｼｭﾓｹﾓｲ 愛三工業 3 矢野 栞理 ｷﾔﾉﾝAC九州
4 ﾍﾞﾅｰﾄﾞ ｺｴﾁ 九電工 4 関谷 夏希 大東文化大
5 ﾚﾀﾞﾏ ｷｻｲｻ 桜美林大 5 ﾛｰｽﾒﾘｰ ﾜﾝｼﾞﾙﾓﾆｶ ｽﾀｰﾂ
6 ｼﾞｮｴﾙ ﾑｧｩﾗ 黒崎播磨 6 森田 香織 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
7 河合 代二 ﾄｰｴﾈｯｸ 7 野上 恵子 十八銀行
8 村山 紘太 旭化成 8 萩原 歩美 豊田自動織機
9 大西 一輝 ｶﾈﾎﾞｳ 9 筒井 咲帆 ﾔﾏﾀﾞ電機
10 大塚 倭 NTT西日本 10 林田 みさき 豊田自動織機
11 市田 宏 旭化成 11 棟久 由貴 東京農業大
12 大池 達也 ﾄﾖﾀ紡織 12 棚池 穂乃香 大塚製薬
13 小松 巧弥 NTT西日本 13 逸木 和香菜 九電工
14 𠮷田 圭太 U 青山学院大 14 佐藤 成葉 立命館大
15 島貫 温太 U 帝京大 15 青木 奈波 岩谷産業
16 山下 一貴 U 駒澤大 16 五島 莉乃 中央大
17 遠藤 大地 U 帝京大 17 池満 綾乃 鹿児島銀行
18 伊東 颯汰 U 駒澤大 18 宮内 宏子 ﾎｸﾚﾝ
19 西山 和弥 U 東洋大 19 加世田 梨花 名城大
20 佐藤 敏也 U 法政大 20 大同 美空 岩谷産業
21 中島 大就 U 明治大 21 中野 円花 ﾉｰﾘﾂ
22 荻久保 寛也 U 城西大 22 佐藤 早也伽 積水化学
23 川村 悠登 U 中央学院大 23 和田 優香里 積水化学
24 土方 英和 U 國學院大 24 赤坂 よもぎ 埼玉医科大ｸﾞﾙｰﾌﾟ

25 佐藤 奈々 ｽﾀｰﾂ
26 福良 郁美 大塚製薬
27 河内 彩衣琉 松山大
28 ﾓｶﾔ ﾏｰﾀ ｷﾔﾉﾝAC九州
29 渡邊 菜々美 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
30 岩出 玲亜 J ｱﾝﾀﾞｰｱｰﾏｰ

第67回兵庫リレーカーニバル　グランプリ種目
エントリーリスト　及び　ウェイティングリスト
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男子 ３０００ｍＳＣ 女子 ３０００ｍＳＣ
所　属 所　属

1 潰滝 大記 J 富士通 1 瀬川 帆夏 ｼｽﾒｯｸｽ
2 阪口 竜平 東海大 2 西山 未奈美 松山大
3 荻野 太成 神奈川大 3 岡田 佳子 松山大
4 石橋 安孝 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 4 森 智香子 積水化学
5 打越 雄允 大塚製薬 5 吉川 侑美 資生堂
6 滋野 聖也 ﾌﾟﾚｽ工業 6 吉村 玲美 大東文化大
7 青木 涼真 法政大 7 中村 真悠子 ｾﾚｽﾎﾟ
8 矢ﾉ倉 弘 NDｿﾌﾄ 8 沖村 美夏 佛教大
9 大山 憲明 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 9 野末 侑花 大東文化大
10 小室 翼 東洋大 10 小池 彩加 大和田住宅仙台
11 三上 嵩斗 SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 11 大内 もか 松山大
12 三浦 龍司 洛南高 12 信岡 桃英 京都産業大
13 大野 雄揮 中央発條 13 清水 萌衣乃 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ
14 高橋 流星 愛知製鋼 14 後藤 梨奈 中京大
15 松本 葵 大塚製薬 15 後藤 夢 豊田自動織機TC
16 篠藤 淳 H 山陽特殊製鋼 16 三浦 佳奈 東北福祉大
17 近藤 聖志 ﾄﾖﾀ自動車

男子 円盤投 女子 走高跳
所　属 所　属

1 堤 雄司 群馬綜合ｶﾞｰﾄﾞｼｽﾃﾑ 1 中西 美早 日本女子体育大
2 知念 豪 ｾﾞﾝﾘﾝ 2 石岡 柚季 日本女子体育大
3 安藤 夢 さわかみ 3 高橋 渚 日本大
4 蓬田 和正 GOLD'S GYM 4 福本 幸 甲南学園AC
5 前田 奎 茨城茗友ｸﾗﾌﾞ 5 青山 夏実 日本女子体育大
6 安保 建吾 秋田陸協 6 小笠原 早矢楓 甲南大
7 松井 俊樹 とらふぐ亭 7 神田 菜摘 福岡大
8 高倉 星也 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ 8 京谷 萌子 北海道ﾊｲﾃｸAC
9 幸長 慎一 四国大 9 中村 紗華 順天堂大
10 飛松 聡 九州共立大 10 武山 玲奈 環太平洋大
11 松田 知利 新潟医療福祉大 11 鈴木 夢 甲南大
12 岡崎 一輝 立命館大 12 竹内 萌 大東文化大
13 湯川 椋盛 国士舘ｸﾗﾌﾞ 13 徳本 鈴奈 友睦物流
14 趙 思野 国士舘ｸﾗﾌﾞ 14 小池 芽生 東洋大

15 松本 万鈴 和歌山北高
16 樋口 愛莉 福岡大

女子 走幅跳 女子 円盤投
所　属 所　属

1 甲斐 好美 JOKER 1 郡 菜々佳 九州共立大
2 平加 有梨奈 ﾆｯﾊﾟﾂ 2 辻川 美乃利 筑波大
3 河添 千秋 日本女子体育大 3 中田 恵莉子 四国大ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
4 秦 澄美鈴 ｼﾊﾞﾀ工業 4 藤森 夏美 福井県ｽﾎﾟｰﾂ協会
5 桝見 咲智子 九電工 5 敷本 愛 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ
6 辻本 愛莉香 金井病院 6 川口 紅音 日本体育大
7 嶺村 優 ｵﾘｺ 7 酒井 梨々華 東京女子体育大
8 𠮷岡 美玲 筑波大 8 半田 水晶 筑波大
9 水野 舞音 岐阜協立大 9 清水 麻衣 滋賀陸協
10 吉田 梨緒 早稲田大 10 岡本 光生 東京女子体育大
11 権瓶 明日夏 福岡大 11 甲斐 利枝 東京女子体育大
12 本原 朱莉 環太平洋大 12 田川 浩子 鹿屋体育大

13 吉留 明夏里 三和建設AC
14 荒野 幸帆 日本体育大
15 寺井 沙希 国士舘ｸﾗﾌﾞ
16 古賀 瑞穂 九州共立大

J：日本陸連推薦競技者　　U：日本学連推薦競技者　　H：主催陸協推薦競技者
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2019. 4. 8 現在

男子 ３０００ｍＳＣ 女子 走幅跳

順位 所　属 順位 所　属

2 熊谷 光 ﾗﾌｨﾈｸﾞﾙｰﾌﾟ 1 三藤 祐梨子 七十七銀行
2 竹内 真弥 日本女子体育大
3 古谷 夢華 横浜国立大
4 今濱 美咲 青山学院大
5 佐々木 明日香 青山学院大
6 北田 莉亜 摂津高
7 茂 沙織 筑波大

ウェイティングリスト

氏　　名 氏　　名


