
3'05"54

順位 記 録 所 属 氏 名 月 日 大　　会　　名　 場 所 備 考

1 3'13"33 神戸大 渡邊　拓海(2)・高柳　正徳(M2)・谷垣　  幹(1)・山科真之介(2) 10.22 関西学生対校選手権 長居第二

2 3'13"48 報徳高 田辺　　開(3)・辰己　蒼真(2)・川口　吏功(2)・吉里　憧大(3) 6.20 近畿ＩＨ ユニバー

3 3'13"70 滝川第二高 相川翔一郎(2)・山下　　諒(3)・安保　祐希(2)・下里日向汰(2) 6.19 近畿ＩＨ ユニバー

4 3'13"97 神戸大 高柳　正徳(M2)・山科真之介(2)・渡邊　拓海(2)・篠原　直生(2) 5.22 関西学生チャンピオンシップ 西 京 極

5 3'14"26 滝川第二高 相川翔一郎(2)・小西  拓斗(3)・山下　　諒(3)・安保　祐希(2) 8. 1 全国ＩＨ 福井県営

6 3'14"72 滝川第二高 下里日向汰(2)・山下　　諒(3)・安保　祐希(2)・柴崎　　優(3) 6.20 近畿ＩＨ ユニバー

7 3'16"20 京都産業大 柴田  桂吾(4)・中川    諒(3)・高木  陽太(4)・田口  竜也(3) 7.11 兵庫選手権 ユニバー

8 3'16"42 滝川第二高 相川翔一郎(2)・山下　　諒(3)・鈴木　歩夢(3)・安保　祐希(2) 5.29 兵庫ＩＨ ユニバー

9 3'16"94 報徳高 吉里  憧大(3)・川口  吏功(2)・吉本    潤(1)・田辺    開(3) 4.24 兵庫リレーカーニバル ユニバー

10 3'16"97 滝川第二高 下里日向汰(2)・相川翔一郎(2)・杉山  昂生(2)・柴崎　　優(3) 7.11 兵庫選手権 ユニバー

11 3'17"26 滝川第二高 山下    諒(3)・相川翔一郎(2)・柴崎　　優(3)・鈴木  歩夢(3) 7.11 兵庫選手権 ユニバー

12 3'17"63 豊岡高 前田恒太郎(2)・水田  陸斗(3)・久保田凌平(2)・金澤  岳晃(3) 5.30 兵庫ＩＨ ユニバー

13 3'17"68 加古川西高 山本  丈翔(3)・真殿  悠輔(3)・保田  真吾(3)・佐藤  駿一(3) 5.30 兵庫ＩＨ ユニバー

14 3'17"75 滝川第二高 小西  拓斗(3)・相川翔一郎(2)・山下    諒(3)・和田　純弥(1) 8.29 近畿選手権 鴻 ノ 池

15 3'17"76 滝川第二高 小西  拓斗(3)・山下    諒(3)・相川翔一郎(2)・下里日向汰(2) 4.25 兵庫リレーカーニバル ユニバー

16 3'18"47 明石北高 作本  智基(2)・角田    爽(3)・小西  勘太(3)・西田  舶十(3) 5.30 兵庫ＩＨ ユニバー

17 3'18"66 滝川第二高 小西  拓斗(3)・牛尾  威裕(3)・安保  祐希(2)・鈴木  歩夢(3) 10. 3 神戸リレーカーニバル ユニバー

18 3'18"72 県西宮高 川端    善(3)・藤本    歩(3)・小池  翔太(3)・村上  尊哉(2) 5.30 兵庫ＩＨ ユニバー

19 3'18"74 兵庫県立大 西尾　咲人(1)・備　未来貴(3)・清水　祥吾(4)・横川　和輝(4) 10.22 関西学生対校選手権 長居第二

20 3'18"85 姫路東高 長谷川速士(2)・古阪　優樹(2)・川端　隆太(3)・田村　秀介(3) 6.19 近畿ＩＨ ユニバー

21 3'19"02 神戸大 渡邊　拓海(2)・高柳　正徳(M2)・西澤　憲生(3)・谷垣　  幹(1) 10.21 関西学生対校選手権 長居第二

22 3'19"12 滝川第二高 柴崎    優(3)・小西  拓斗(3)・小西  翔太(3)・下里日向汰(2) 4.24 兵庫リレーカーニバル ユニバー

23 3'19"58 神戸大高 渡邊　拓海(2)・高柳　正徳(M2)・今城　有貴(4)・篠原　直生(2) 4. 2 兵庫学生対校選手権 尼 崎

23 3'19"58 市尼崎高 松岡  正真(3)・大國  拓人(3)・嘉勢  悠夏(3)・藤井    蓮(3) 5.30 兵庫ＩＨ ユニバー

25 3'19"67 神戸大 高柳　正徳(M2)・山科真之介(2)・渡邊　拓海(2)・松下　亘騎(2) 5.23 関西学生チャンピオンシップ 西 京 極

26 3'19"74 滝川第二高 杉山  昂生(2)・相川翔一郎(2)・安保  祐希(2)・瀧埜    蒼(1) 9.19 近畿ユース 西 京 極

27 3'19"75 滝川第二高 杉山  昂生(2)・相川翔一郎(2)・瀧埜    蒼(1)・横田  優駕(2) 8.22 兵庫ユース ユニバー

28 3'20"09 姫路東高 長谷川速士(2)・古阪　優樹(2)・田中　裕翔(2)・石野　裕貴(2) 1.9 近畿ユース 西 京 極

29 3'20"19 滝川第二高 杉山  昂生(2)・相川翔一郎(2)・横田  優駕(2)・安保  祐希(2) 8.21 兵庫ユース ユニバー

30 3'20"42 社高 酒井  春名(2)・三浦  康生(3)・西村    悠(2)・藤本  真生(3) 4.25 兵庫リレーカーニバル ユニバー

31 3'20"47 神戸大 高柳　正徳(M2)・松下　亘騎(2)・渡邊　拓海(2)・平田　岳(2) 8. 5 2021第1回学連競技会 長居第二

32 3'20"48 流通科学大 院瀬見直也(4)・平野  渚生(1)・春田  展幸(1)・川本源一郎(1) 10. 3 神戸リレーカーニバル ユニバー

33 3'20"54 滝川第二高 相川翔一郎(2)・山下    諒(3)・谷　  一輝(1)・和田　純弥(1) 8.29 近畿選手権 鴻 ノ 池

34 3'20"55 社高 藤原  篤弥(2)・三浦  康生(3)・西村    悠(2)・藤本  真生(3) 4.25 兵庫リレーカーニバル ユニバー

35 3'20"56 報徳高 辰己  蒼真(2)・川口  吏功(2)・吉里  憧大(3)・吉本    潤(1) 5.29 兵庫ＩＨ ユニバー

35 3'20"56 県西宮高 川端　　善(3)・藤本　　歩(3)・小池　翔太(3)・中原　隆満(3) 6.20 近畿ＩＨ ユニバー

37 3'20"62 市尼崎高 松岡  正真(3)・大國  拓人(3)・稲津磨凪人(2)・藤井    蓮(3) 5.30 兵庫ＩＨ ユニバー

38 3'20"68 滝川第二高 杉山  昂生(2)・相川翔一郎(2)・和田　純弥(1)・谷　  一輝(1) 9.18 近畿ユース 西 京 極

39 3'20"76 社高 酒井  春名(2)・森    遼介(3)・藤本  真生(3)・三浦  康生(3) 4.10 兵庫高校地区別記録会 加 古 川

40 3'20"83 社高 藤原  篤弥(2)・三浦  康生(3)・森    遼介(3)・藤本  真生(3) 4.24 兵庫リレーカーニバル ユニバー

41 3'20"91 滝川第二高 柴崎    優(3)・山下    諒(3)・内田  大稀(3)・和田  一晃(3) 10. 3 神戸リレーカーニバル ユニバー

42 3'20"97 滝川第二高 杉山  昂生(2)・相川翔一郎(2)・鈴木  歩夢(3)・安保  祐希(2) 10. 3 神戸リレーカーニバル ユニバー

43 3'21"12 姫路東高 長谷川速士(2)・古阪  優樹(2)・田中  裕翔(2)・田村　秀介(3) 5.29 兵庫ＩＨ ユニバー

44 3'21"30 報徳高 東    光流(2)・川口  吏功(2)・森本  ゆう(2)・辰己  蒼真(2) 8.22 兵庫ユース ユニバー

45 3'21"35 T&F.netKOBE 中川    駿・大崎  健太・水野    稜・小松  将大 10. 3 神戸リレーカーニバル ユニバー

46 3'21"59 社高 三和龍之介(2)・山下  真武(1)・西村    悠(2)・酒井  春名(2) 9.18 近畿ユース 西 京 極

47 3'21"98 兵庫県立大 西尾　咲人(1)・備　未来貴(3)・寺垣内啓吾(3)・横川　和輝(4) 7.11 兵庫選手権 ユニバー

48 3'22"13 明石北高 作本  智基(2)・西田  舶十(3)・角田    爽(3)・中堀  希海(3) 4.24 兵庫リレーカーニバル ユニバー

49 3'22"20 加古川西高 山本　丈翔(3)・真殿　悠輔(3)・中川　怜威(2)・佐藤　駿一(3) 6.20 近畿ＩＨ ユニバー

50 3'22"21 滝川第二高 柴崎    優(3)・小西  拓斗(3)・小西  翔太(3)・松本  圭吾(2) 4.10 兵庫高校地区別記録会 ユニバー
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