
男子 １５００ｍ 男子 ２０００ｍＳＣ
所　属 所　属

1 河村 一輝 ﾄｰｴﾈｯｸ 1 青木 涼真 Honda
2 館澤 亨次 DeNAｱｽﾚﾃｨｯｸｽｴﾘｰﾄ 2 楠 康成 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ
3 飯島 陸斗 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 3 潰滝 大記 富士通
4 野口 雄大 ﾄｰｴﾈｯｸ 4 荻野 太成 旭化成
5 GUEM Abraham 阿見ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ 5 滋野 聖也 ﾌﾟﾚｽ工業
6 高橋 佑輔 北海道大 6 松本 葵 大塚製薬
7 坂東 悠汰 富士通
8 片山 直人 山陽特殊製鋼
9 才記 壮人 富士山の銘水 男子 砲丸投
10 山﨑 優希 KAGOTANI 所　属

11 馬場 勇一郎 明治大 1 MORRISON William edward PHI
2 ｱﾂｵﾋﾞﾝ ｼﾞｪｲｿﾝ 福岡大
3 村上 輝 日本体育施設

男子 １００００ｍ 4 武田 歴次 四国急行
所　属 5 佐藤 征平 新潟ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽRC

1 RICHARD Kimunyan ﾛｼﾞｽﾃｨｰﾄﾞ 6 陽 伯恩 TPE
2 KOECH Benard Kibet 九電工 7 馬 皓瑋 TPE
3 KIPLAGAT Emmanuel 三菱重工 8 森下 大地 第一学院高教
4 MASAI SAMWEL Kao 9 岩佐 隆時 ﾁｰﾑ佐賀ｽﾎﾟｰﾂﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ

5 JONATHAN Ndiku ﾛｼﾞｽﾃｨｰﾄﾞ 10 羽生田 智 MINT TOKYO AC
6 SITONIK Kiprono 黒崎播磨 11 金城 海斗 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ鹿児島
7 西山 和弥 ﾄﾖﾀ自動車 12 國司 裕通 日本大
8 細谷 恭平 黒崎播磨
9 大石 港与 ﾄﾖﾀ自動車
10 吉田 礼志 中央学院大 男子 円盤投
11 森山 真伍 YKK 所　属

12 栃木 渡 ひらまつ病院 1 堤 雄司 ALSOK群馬
13 西山 雄介 ﾄﾖﾀ自動車 2 湯上 剛輝 ﾄﾖﾀ自動車
14 鈴木 勝彦 SUBARU 3 米沢 茂友樹 ｵﾘｺ
15 風岡 永吉 JFEｽﾁｰﾙ 4 幸長 慎一 四国大AC
16 村山 謙太 旭化成 5 山下 航生 九州共立大
17 河合 代二 ﾄｰｴﾈｯｸ 6 飛川　 龍雅 東海大
18 野中 優志 ﾄﾖﾀ自動車 7 蓬田 和正 KAGOTANI
19 田村 友佑 黒崎播磨 8 藤原 孝史朗 九州共立大
20 土井 大輔 黒崎播磨 9 稻福 颯 日成
21 杉山 魁声 Kao 10 安藤 夢 みはる矯正歯科AC
22 田中 秀幸 ﾄﾖﾀ自動車 11 濱口 泰河 日本体育大
23 阿部 弘輝 住友電工
24 山本 唯翔 城西大
25 田村 和希 住友電工

WT1 STANLEY Waithaka ﾔｸﾙﾄ
WT2 KIPKEMEI EVANS JFEｽﾁｰﾙ
WT3 WANJIKU Charleskamau 武蔵野学院大
※ 外国人競技者の欠場の場合に限る
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名　　前

名　　前

ウェイティング

兵庫リレーカーニバル大会事務局
　　　ＦＡＸ： 078 - 360 - 5519

　　　メール： relay@kobe-np.co.jp

U：U20オリンピック育成競技者　　　　WT：ウェイティング

名　　前 名　　前

第71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 ・ ウェイティングリスト

2023. 4. 1 発表

ウェイティング期間：４月１３日（木）まで

故障等により欠場する場合は、速やかに下記までＦＡＸまたはメールで
必ず「欠場届」を提出してください。



女子 １５００ｍ 女子 棒高跳
所　属 所　属

1 田中 希実 New Balance 1 那須 眞由 KAGOTANI
2 後藤 夢 ﾕﾆｸﾛ 2 竜田 夏苗 ﾆｯﾊﾟﾂ
3 卜部 蘭 積水化学 3 UY Natalie rose PHI
4 MARGARET Akidor ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞ 4 諸田 実咲 ｱｯﾄﾎｰﾑ
5 JANET Nyiva ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 5 古林 愛理 園田学園女大
6 井手 彩乃 ﾜｺｰﾙ 6 大坂谷 明里 園田学園女大
7 信櫻 空 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 7 沈 怡如 TPE
8 田島 愛梨 日本郵政ｸﾞﾙｰﾌﾟ 8 柳川 美空 前橋育英高
9 樫原 沙紀 筑波大 9 所 杏子 ﾗﾌｨﾈ愛知
10 田﨑 優理 ｼｽﾒｯｸｽ
11 康本 花梨 ﾕﾆｸﾛ
12 平井 見季 ﾕﾆｸﾛ 女子 走幅跳
13 保坂 野恋花 埼玉医科大G 所　属

14 山中 柚乃 愛媛銀行 1 秦 澄美鈴 ｼﾊﾞﾀ工業
15 正司 瑠奈 環太平洋大 2 髙良 彩花 日本航空

3 俞 雅欣 HKG
4 小玉 葵水 ﾗﾌｨﾈ北海道

女子 １００００ｍ 5 嶺村 優 ｵﾘｺ
所　属 6 権瓶 明日夏 ALSOK新潟

1 EKALALE Hellen 豊田自動織機 7 竹内 真弥 ﾐｽﾞﾉ
2 川口 桃佳 ﾕﾆｸﾛ 8 恒石 望乃 高知高
3 BURKA Desta ﾃﾞﾝｿｰ
4 兼友 良夏 京ｾﾗ
5 兼重 志帆 GRlab山口 女子 砲丸投
6 佐藤 奈々 ｽﾀｰﾂ 所　属

7 安井 エリナ 岩谷産業 1 簡 晨昕 TPE
8 上杉 真穂 ｽﾀｰﾂ 2 吳 慈恩 TPE
9 中村 優希 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 3 大野 史佳 筑波大院
10 黒田 澪 京ｾﾗ 4 小山田 芙由子 日大桜門陸友会
11 WANGUI Esther ｽﾀｰﾂ 5 尾山 和華 今村病院
12 山ノ内 みなみ しまむら 6 久保田 亜由 九州共立大
13 藤村 晶菜 ﾉｰﾘﾂ 7 廣島 愛亜梨 日本大
14 西田 留衣 肥後銀行 8 奥山 琴未 岡山商科大
15 北村 遥 ｽﾀｰﾂ 9 松下 ちひろ 国士舘ｸﾗﾌﾞ
16 伊東 明日香 埼玉医科大G 10 日夏 涼香 福岡大

11 大谷 夏稀 日本製鉄
12 齋藤 友里 Sanyo Realty

女子 ２０００ｍＳＣ 13 田中 杏実 九州共立大
所　属 14 菊池 聖奈 日本大

1 西出 優月 ﾀﾞｲﾊﾂ 15 今西 あかり 九州共立大
2 西山 未奈美 三井住友海上 16 秋山 愛莉 福岡大
3 小池 彩加 ｴﾌｱｼｽﾄ
4 沖村 美夏 愛媛銀行
5 瀬川 帆夏 ｼｽﾒｯｸｽ 女子 ハンマー投
6 白川 朝陽 U 大塚高 所　属

1 余 雅倩 TPE
2 小舘 充華 染めQ
3 勝山 眸美 ｵﾘｺ
4 勝冶 玲海 九州共立大
5 藤本 咲良 ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ
6 渡邉 ももこ ｼﾞｬｸｴﾂ
7 髙橋 沙湖 佐賀県ｽﾎﾟｰﾂ協会

名　　前

名　　前

名　　前

名　　前

名　　前

名　　前 名　　前


