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男子 100m 267 沼田 充広 ﾇﾏﾀ ﾐﾂﾋﾛ NUMATA Mitsuhiro 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ
男子 100m 273 江川 雅人 ｴｶﾜ ﾏｻﾄ EKAWA Masato 中央大 ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲ
男子 100m 307 寺澤 大地 ﾃﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ TERASAWA Daichi 洛南高 ﾗｸﾅﾝｺｳ
男子 200m 225 杉浦 正吾 ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｺﾞ SUGIURA Shogo 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
男子 200m 229 松﨑 智也 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ MATSUZAKI Tomoya 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
男子 200m 267 沼田 充広 ﾇﾏﾀ ﾐﾂﾋﾛ NUMATA Mitsuhiro 城西大 ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ
男子 400m 215 井上 陽登 ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ INOUE Akito 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
男子 400m 269 舛谷 大成 ﾏｽﾀﾆ ﾀｲｾｲ MASUTANI Taisei 摂南大 ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ
男子 400m 295 木下 祐一 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｲﾁ KINOSHITA Yuichi 法政大 ﾎｳｾｲﾀﾞｲ
男子 400m 301 岡嶋 大地 ｵｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ OKAJIMA Daichi 紫野高 ﾑﾗｻｷﾉｺｳ
男子 800m 246 高山 翔悟 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ TAKAYAMA Shogo 近大 ｷﾝﾀﾞｲ
男子 800m 268 戸澤 悠介 ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ TOZAWA Yuusuke 摂南大 ｾﾂﾅﾝﾀﾞｲ
男子 800m 271 淺田 明道 ｱｻﾀﾞ ｱｷﾐﾁ ASADA Akimichi Soleil ｿﾚｲﾕ
男子 1500m 241 永田 秀悟 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ NAGATA Syugo 京都府立大 ｷｮｳﾄﾌﾘﾂﾀﾞｲ
男子 1500m 293 飛田 駿星 ﾄﾋﾞﾀ ﾘｭｳﾄ TOBITA Ryuto 福知山成美高 ﾌｸﾁﾔﾏｾﾋﾞｺｳ
男子 1500m 294 櫻井 晃平 ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ SAKURAI Kouhei 佛教大 ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ
男子 5000m 242 北村 友也 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ KITAMURA Tomoya 京都陸協 ｷｮｳﾄﾘｯｷｮｳ
男子 5000m 311 升田 和真 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾏ MASUDA Kazuma 佛教大 ﾌﾞｯｷｮｳﾀﾞｲ
男子 110mH(106.7cm_9.14m) 258 岩井 章太郎 ｲﾜｲ ｼｮｳﾀﾛｳ IWAI Shotaro 慶應大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ
男子 110mH(106.7cm_9.14m) 279 杤岡 武奎 ﾄﾁｵｶ ﾀｹｲ TOCHIOKA Takei 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ
男子 110mH(106.7cm_9.14m) 291 木下 博翔 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾄ KINOSHITA Hiroto びわスポ大 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ
男子 110mH(106.7cm_9.14m) 308 松本 望 ﾏﾂﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ MATSUMOTO Nozomu 洛南高 ﾗｸﾅﾝｺｳ
男子 110mH(106.7cm_9.14m) 310 松村 哲平 ﾏﾂﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ MATSUMURA Teppei 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
男子 400mH(91.4cm_35.0m) 203 広兼 浩二朗 ﾋﾛｶﾈ ｺｳｼﾞﾛｳ HIROKANE Kojiro 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
男子 400mH(91.4cm_35.0m) 213 蓮葉 晴基 ﾚﾝﾊﾞ ﾊﾙｷ RENBA Haruki 関学大 ｶﾝｶﾞｸﾀﾞｲ
男子 400mH(91.4cm_35.0m) 231 山城 良汰 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｳﾀ YAMASHIRO Ryota 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
男子 400mH(91.4cm_35.0m) 310 松村 哲平 ﾏﾂﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ MATSUMURA Teppei 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
男子 3000m障害 239 吉村 柊太 ﾖｼﾑﾗ ｼｭｳﾀ YOSHIMURA Shuta 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
男子 3000m障害 286 岡久 広 ｵｶﾋｻ ﾋﾛｼ OKAHISA Hiroshi 西練 ﾆｼﾚﾝ
男子 5000m競歩 204 山下 尚真 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾏ YAMASHITA Shoma 岡山県立大 ｵｶﾔﾏｹﾝﾘﾂﾀﾞｲ
男子 5000m競歩 270 杉本 明洋 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ SUGIMOTO Akihiro 蒼穹クラブ ｿｳｷｭｳｸﾗﾌﾞ
男子 5000m競歩 272 北村 亘 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ KITAMURA Wataru 田辺高 ﾀﾅﾍﾞｺｳ
男子 5000m競歩 274 谷垣 大翔 ﾀﾆｶﾞｷ ﾋﾛﾄ TANIGAKI Hiroto 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ
男子 走高跳 240 福本 義永 ﾌｸﾓﾄ ﾖｼﾋｻ FUKUMOTO Yoshihisa 京都TFC ｷｮｳﾄﾃｨｴﾌｼ
男子 走高跳 243 小出 勇輝 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｷ KOIDE Yuki 京都陸協 ｷｮｳﾄﾘｯｷｮｳ
男子 走高跳 244 松田 和成 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ MATSUDA Kazunari 京都陸協 ｷｮｳﾄﾘｯｷｮｳ
男子 走高跳 249 佐々木 竜一 ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ SASAKI Ryuichi Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
男子 走高跳 275 岡田 雅之 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ OKADA Masayuki 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ
男子 棒高跳 266 奥 吏玖 ｵｸ ﾘｸ OKU Riku 順大 ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 推薦
男子 棒高跳 202 藤平 直輝 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾅｵｷ FUJIHIRA Naoki アラキスポーツ ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ
男子 棒高跳 252 逸見 俊太 ﾍﾝﾐ ｼｭﾝﾀ HENMI Shunta Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
男子 棒高跳 276 木村 海 ｷﾑﾗ ｶｲ KIMURA Kai 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ
男子 棒高跳 289 漆畑 優司 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ URUSHIBATA Yuji びわスポ大 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ
男子 棒高跳 296 杉本 遼 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ SUGIMOTO Ryo 北稜高 ﾎｸﾘｮｳｺｳ
男子 棒高跳 306 加納 大河 ｶﾉｳ ﾀｲｶﾞ KANO Taiga 洛東高 ﾗｸﾄｳｺｳ
男子 走幅跳 211 尾花 海斗 ｵﾊﾞﾅ ｶｲﾄ OBANA Kaito 亀岡高 ｶﾒｶｺｳ
男子 走幅跳 212 谷口 卓 ﾀﾆｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ TANIGUTI Suguru 関学大 ｶﾝｶﾞｸﾀﾞｲ
男子 走幅跳 214 大西 悠太 ｵｵﾆｼ ﾕｳﾀ ONISHI Yuta 京医AC ｷｮｳｲAC
男子 走幅跳 250 西澤 明生 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷｵ NISHIZAWA Akio Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
男子 走幅跳 257 イベル ブランドン ｲﾍﾞﾙ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ EBERL Brandon 慶應大 ｹｲｵｳﾀﾞｲ
男子 三段跳 218 菅原 慎平 ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ SUGAHARA Shimpei 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
男子 三段跳 250 西澤 明生 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷｵ NISHIZAWA Akio Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
男子 三段跳 277 畚野 翔太 ﾌｺﾞﾉ ｼｮｳﾀ FUGONO Syota 天理大 ﾃﾝﾘﾀﾞｲ
男子 三段跳 298 渡辺 多瑠嘉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾙｶ WATANABE Taruka 北稜高 ﾎｸﾘｮｳｺｳ
男子 砲丸投(7.260kg) 290 金井 一平 ｶﾅｲ ｲｯﾍﾟｲ KANAI Ippei びわスポ大 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ
男子 砲丸投(7.260kg) 292 細見 明也 ﾎｿﾐ ﾒｲﾔ HOSOMI Meiya びわスポ大 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ
男子 砲丸投(7.260kg) 297 松村 大輔 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ MATSUMURA Daisuke 北稜高 ﾎｸﾘｮｳｺｳ
男子 砲丸投(7.260kg) 299 中井 一成 ﾅｶｲ ｲｯｾｲ NAKAI Issei 宮・加・天橋高 ﾐﾔﾂﾞﾃﾝｷｮｳｺｳ
男子 砲丸投(7.260kg) 303 田村 星哉 ﾀﾑﾗ ｾｲﾔ TAMURA Seiya 明国医大 ﾒｲｺｸｲﾀﾞｲ
男子 円盤投(2.000kg) 288 足立 琉希 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｷ ADACHI Ryuki びわスポ大 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ
男子 ハンマー投(7.260kg) 222 大森 舜太郎 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ OMORI Syuntaro 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
男子 ハンマー投(7.260kg) 245 後藤 大悟 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ GOTO Daigo 近大 ｷﾝﾀﾞｲ
男子 ハンマー投(7.260kg) 302 下村 海渡 ｼﾓﾑﾗ ｶｲﾄ SHIMOMURA Kaito 明国医大 ﾒｲｺｸｲﾀﾞｲ
男子 ハンマー投(7.260kg) 304 野田 昂汰 ﾉﾀﾞ ｺｳﾀ NODA Kota 明国医大 ﾒｲｺｸｲﾀﾞｲ
男子 ハンマー投(7.260kg) 309 田中 煕 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ TANAKA Hikaru 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
男子 やり投(0.800kg) 230 三原 光生 ﾐﾊﾗ ｺｳｾｲ MIHARA Kousei 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
男子 やり投(0.800kg) 232 田原 紘樹 ﾀﾊﾗ ﾋﾛｷ TAHARA Hiroki 京大職員TC ｷｮｳﾀﾞｲｼｮｸｲﾝ
男子 やり投(0.800kg) 247 井上 堅斗 ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ INOUE Kento 久御山高 ｸﾐﾔﾏｺｳ
男子 やり投(0.800kg) 305 藤原 翔真 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳﾏ FUJIWARA Shoma 明国医大 ﾒｲｺｸｲﾀﾞｲ
男子 十種競技 201 遠山 裕介 ﾄｳﾔﾏ ﾕｳｽｹ TOUYAMA Yusuke アラキスポーツ ｱﾗｷｽﾎﾟｰﾂ
男子 十種競技 265 北川 嵩人 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾄ KITAGAWA Takato 国士大 ｺｸｼﾀﾞｲ
男子 十種競技 278 高須賀 蓮 ﾀｶｽｶﾞ ﾚﾝ TAKASUGA Ren 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ
男子 十種競技 287 早川 巧 ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾐ HAYAKAWA Takumi 日大 ﾆﾁﾀﾞｲ
男子 十種競技 300 中西 陸 ﾅｶﾆｼ ﾘｸ NAKANISHI Riku 宮・加・天橋高 ﾐﾔﾂﾞﾃﾝｷｮｳｺｳ
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女子 100m 204 井上 晴稀 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ INOUE Haruki 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ
女子 100m 217 白金 愛沙海 ｼﾛｶﾞﾈ ｱｻﾐ SHIROGANE Asami 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
女子 100m 259 廣瀬 桃奈 ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ HIROSE Momona 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 100m 316 石渡 ｸﾘｽﾃｨｰﾅ京香 ｲｼﾜﾀﾘ ｸﾘｽﾃｨｰﾅｹｲｶ ISHIWATARI Christina Keika 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
女子 100m 317 長澤 小雪 ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾕｷ NAGASAWA Koyuki 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
女子 100m 318 石橋 葵 ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ ISHIBASHI Aoi 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
女子 200m 201 中尾 あゆみ ﾅｶｵ ｱﾕﾐ NAKAO Ayumi 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ
女子 200m 204 井上 晴稀 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｷ INOUE Haruki 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ
女子 200m 218 岸本 冬羽 ｷｼﾓﾄ ﾌｳ KISHIMOTO Fuu 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
女子 200m 219 小野田 菜七 ｵﾉﾀﾞ ﾅﾅ ONODA Nana 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
女子 200m 316 石渡 ｸﾘｽﾃｨｰﾅ京香 ｲｼﾜﾀﾘ ｸﾘｽﾃｨｰﾅｹｲｶ ISHIWATARI Christina Keika 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
女子 200m 318 石橋 葵 ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ ISHIBASHI Aoi 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
女子 400m 258 後野 詩衣菜 ｺﾞﾉ ｼｲﾅ GONO Shina 駿河台大 ｽﾙｶﾞﾀﾞｲﾀﾞｲ
女子 400m 310 塩見 綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ SHIOMI Ayano 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
女子 400m 311 西村 寧々花 ﾆｼﾑﾗ ﾈﾈｶ NISHIMURA Neneka 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
女子 800m 244 長谷川 麻央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ HASEGAWA Mahiro 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
女子 800m 298 芦田 遥 ｱｼﾀﾞ ﾊﾙｶ ASHIDA Haruka 福知山高 ﾌｸﾁﾔﾏｺｳ
女子 800m 299 川尻 萌愛 ｶﾜｼﾞﾘ ﾓｴ KAWAJIRI Moe 福知山成美高 ﾌｸﾁﾔﾏｾﾋﾞｺｳ
女子 800m 310 塩見 綾乃 ｼｵﾐ ｱﾔﾉ SHIOMI Ayano 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
女子 1500m 214 福井 彩乃 ﾌｸｲ ｱﾔﾉ FUKUI Ayano 京都外大西高 ｷｮｳﾄｶﾞｲﾀﾞｲﾆｼｺｳ
女子 1500m 308 村松 結 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ MURAMATSU Yu 立命館宇治高 ﾘﾂﾒｲｶﾝｳｼﾞｺｳ
女子 1500m 309 山本 釉未 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ YAMAMOTO Yumi 立命館宇治高 ﾘﾂﾒｲｶﾝｳｼﾞｺｳ
女子 100mH(83.8cm_8.5m) 201 中尾 あゆみ ﾅｶｵ ｱﾕﾐ NAKAO Ayumi 青学大 ｱｵｶﾞｸﾀﾞｲ
女子 100mH(83.8cm_8.5m) 203 清水 彩妃 ｼﾐｽﾞ ｻｷ SHIMIZU Saki 関西外大 ｶﾝｻｲｶﾞｲﾀﾞｲ
女子 100mH(83.8cm_8.5m) 232 田邊 葵 ﾀﾅﾍﾞ ｱｵｲ TANABE Aoi 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
女子 100mH(83.8cm_8.5m) 256 萩野 瑠衣 ﾊｷﾞﾉ ﾙｲ HAGINO Rui 向陽高 ｺｳﾖｳｺｳ
女子 100mH(83.8cm_8.5m) 260 圓城寺 祐穂 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾕｳﾎ ENJOJI Yuho 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 400mH(76.2cm_35.0m) 245 小島 陽 ｺｼﾞﾏ ﾋﾅﾀ KOJIMA Hinata 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
女子 400mH(76.2cm_35.0m) 261 井川 紅亜 ｲｶﾞﾜ ｸﾚｱ IGAWA Kurea 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 400mH(76.2cm_35.0m) 273 尾崎 未悠 ｵｻﾞｷ ﾐﾕ OZAKI Miyu 同志社大 ﾄﾞｳｼｼｬﾀﾞｲ
女子 400mH(76.2cm_35.0m) 276 高垣 実夢 ﾀｶｶﾞｷ ﾐﾕ TAKAGAKI Miyu 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
女子 400mH(76.2cm_35.0m) 304 中塚 萌 ﾅｶﾂｶ ﾓｴ NAKATHUKA Moe 武庫川女大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 400mH(76.2cm_35.0m) 311 西村 寧々花 ﾆｼﾑﾗ ﾈﾈｶ NISHIMURA Neneka 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
女子 走高跳 206 西田 未玖 ﾆｼﾀﾞ ﾐｸ NISHIDA Miku 環太平洋大 ｶﾝﾀｲﾍｲﾖｳﾀﾞｲ
女子 走高跳 291 林中 櫻 ﾊﾔｼﾅｶ ｻｸﾗ HAYASHINAKA Sakura 日女体大 ﾆﾁｼﾞｮﾀｲﾀﾞｲ
女子 走高跳 300 川邊 美奈 ｶﾜﾍﾞ ﾐﾅ KAWABE Mina 北稜高 ﾎｸﾘｮｳｺｳ
女子 走高跳 302 上田 桃愛 ｳｴﾀﾞ ﾓﾓｱ UEDA Momoa 宮・加・天橋高 ﾐﾔﾂﾞﾃﾝｷｮｳｺｳ
女子 棒高跳 208 武久 由佳 ﾀｹﾋｻ ﾕｶ TAKEHISA Yuka 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
女子 棒高跳 209 上羽 萌 ｳﾜﾊﾞ ﾓｴｷﾞ UWABA Moegi 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
女子 棒高跳 296 桝山 ゆき葉 ﾏｽﾔﾏ ﾕｷﾊ MASUYAMA Yukiha びわスポ大 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ
女子 棒高跳 303 藤原 一華 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲﾁｶ FUJIWARA Ichika 宮・加・天橋高 ﾐﾔﾂﾞﾃﾝｷｮｳｺｳ
女子 棒高跳 305 木下 瑚都 ｷﾉｼﾀ ｺﾄ KINOSHITA Koto 武庫川女大 ﾑｺｶﾞﾜｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 走幅跳 205 八田 真奈 ﾊｯﾀ ﾏﾅ HATTA Mana 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ
女子 走幅跳 246 白石 羽蘭 ｼﾗｲｼ ｳﾗﾝ SHIRAISHI Uran 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
女子 走幅跳 274 秋津 柚芽 ｱｷﾂ ﾕﾒ AKITSU Yume 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
女子 走幅跳 301 竹口 莉子 ﾀｹｸﾞﾁ ﾘｺ TAKEGUCHI Riko 北稜高 ﾎｸﾘｮｳｺｳ
女子 走幅跳 315 森 望来 ﾓﾘ ﾐﾗｲ MORI Mirai 龍谷大 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲ
女子 三段跳 205 八田 真奈 ﾊｯﾀ ﾏﾅ HATTA Mana 関西大 ｶﾝｻｲﾀﾞｲ
女子 三段跳 210 下野 紗希 ｼﾓﾉ ｻｷ SHIMONO Saki 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
女子 三段跳 247 藤本 美涼 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｽｽﾞ FUJIMOTO Misuzu 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
女子 三段跳 254 宮畑 さくら ﾐﾔﾊﾀ ｻｸﾗ MIYAHATA Sakura Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
女子 三段跳 259 廣瀬 桃奈 ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ HIROSE Momona 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 三段跳 312 柳川 かれん ﾔﾅｶﾞﾜ ｶﾚﾝ YANAGAWA Karen 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
女子 砲丸投(4.000kg) 233 松田 凜々子 ﾏﾂﾀﾞ ﾘﾘｺ MATSUDA Ririko 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
女子 砲丸投(4.000kg) 234 吉岡 凜 ﾖｼｵｶ ﾘﾝ YOSHIOKA Rin 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
女子 砲丸投(4.000kg) 235 村山 美乃 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾉ MURAYAMA Yoshino 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
女子 砲丸投(4.000kg) 262 内藤 結衣 ﾅｲﾄｳ ﾕｲ NAITO Yui 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 砲丸投(4.000kg) 292 筈井 華惠 ﾊｽﾞｲ ﾊﾅｴ HAZUI Hanae 花園高 ﾊﾅｿﾞﾉｺｳ
女子 砲丸投(4.000kg) 314 中堂 妃菜 ﾅｶﾄﾞｳ ﾋﾅ NAKADO Hina 流経大 ﾘｭｳｹｲﾀﾞｲ
女子 円盤投(1.000kg) 202 水谷 碧那 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｵﾅ MIZUTANI Aona 乙訓高 ｵﾄｸﾆｺｳ
女子 円盤投(1.000kg) 207 川勝 彩矢 ｶﾜｶﾂ ｻﾔ KAWAKATSU Saya 九共大 ｷｭｳｷｮｳﾀﾞｲ
女子 円盤投(1.000kg) 215 中芝 美玖 ﾅｶｼﾊﾞ ﾐｸ NAKASHIBA Miku 京都女大 ｷｮｳﾄｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 円盤投(1.000kg) 236 大庭 沙月 ｵｵﾊﾞ ｻﾂｷ OBA Satsuki 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
女子 円盤投(1.000kg) 237 伊藤 汐葵 ｲﾄｳ ｼｷ ITO Shiki 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
女子 円盤投(1.000kg) 293 金 華鈴 ｷﾝ ｶﾘﾝ KIN Karin 花園高 ﾊﾅｿﾞﾉｺｳ
女子 やり投(0.600kg) 235 村山 美乃 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾉ MURAYAMA Yoshino 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
女子 やり投(0.600kg) 252 池田 瑛瑠 ｲｹﾀﾞ ｴﾙ IKEDA Eru 久御山高 ｸﾐﾔﾏｺｳ
女子 やり投(0.600kg) 255 寺田 早希 ﾃﾗﾀﾞ ｻｷ TERADA Saki 光華女大 ｺｳｶｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 やり投(0.600kg) 263 白石 香乃 ｼﾗｲｼ ｶﾉ SHIRAISHI Kano 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 やり投(0.600kg) 272 服部 花菜子 ﾊｯﾄﾘ ｶﾅｺ HATTORI Kanako 中京大 ﾁｭｳｷｮｳﾀﾞｲ
女子 ハンマー投(4.000kg) 213 西村 南 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾅﾐ NISHIMURA Minami 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
女子 ハンマー投(4.000kg) 253 住谷 春歌 ｽﾐﾀﾆ ﾊﾙｶ SUMITANI Haruka 久御山高 ｸﾐﾔﾏｺｳ
女子 ハンマー投(4.000kg) 294 高橋 萌々子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ TAKAHASHI Momoko 花園高 ﾊﾅｿﾞﾉｺｳ
女子 ハンマー投(4.000kg) 295 大野 藍美 ｵｵﾉ ｱｲﾐ ONO Aimi 花園高 ﾊﾅｿﾞﾉｺｳ
女子 ハンマー投(4.000kg) 297 荒井 香穂 ｱﾗｲ ｶﾎ ARAI Kaho びわスポ大 ﾋﾞﾜｽﾎﾟﾀﾞｲ
女子 ハンマー投(4.000kg) 314 中堂 妃菜 ﾅｶﾄﾞｳ ﾋﾅ NAKADO Hina 流経大 ﾘｭｳｹｲﾀﾞｲ
女子 七種競技 216 小西 菜月 ｺﾆｼ ﾅﾂｷ KONISHI Natsuki 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
女子 七種競技 260 圓城寺 祐穂 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾕｳﾎ ENJOJI Yuho 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
女子 七種競技 275 野口 奈央 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵ NOGUCHI Nao 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
女子 七種競技 306 廣瀬 杏奈 ﾋﾛｾ ｱﾝﾅ HIROSE Anna 紫野高 ﾑﾗｻｷﾉｺｳ
女子 七種競技 307 閨谷 木の実 ﾈﾔﾀﾆ ｺﾉﾐ NEYATANI Konomi 紫野高 ﾑﾗｻｷﾉｺｳ
女子 七種競技 313 山下 紗稀子 ﾔﾏｼﾀ ｻｷｺ YAMASHITA Sakiko 立命館大 ﾘﾂﾒｲｶﾝﾀﾞｲ
女子 3000m障害 211 加芝 有和 ｶｼﾊﾞ ｱﾘﾅ KASHIBA Arina 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
女子 3000m障害 212 八木 さやか ﾔｷﾞ ｻﾔｶ YAGI Sayaka 京工院高 ｷｮｳｺｳｲﾝｺｳ
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4×100mR 男子 205 池谷 光志 ｲｹﾀﾆ ｺｳｼ IKETANI Koshi 乙訓高 ｵﾄｸﾆｺｳ
4×100mR 男子 206 今井 颯太 ｲﾏｲ ｿｳﾀ IMAI Sota 乙訓高 ｵﾄｸﾆｺｳ
4×100mR 男子 207 大西 叶汰 ｵｵﾆｼ ｶﾅﾀ ONISHI Kanata 乙訓高 ｵﾄｸﾆｺｳ
4×100mR 男子 208 小林 夏陽 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ KOBAYASHI Nao 乙訓高 ｵﾄｸﾆｺｳ
4×100mR 男子 209 澤田 蓮 ｻﾜﾀﾞ ﾚﾝ SAWADA Ren 乙訓高 ｵﾄｸﾆｺｳ
4×100mR 男子 210 宮坂 寛仁 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛﾄ MIYASAKA Hiroto 乙訓高 ｵﾄｸﾆｺｳ
4×100mR 男子 223 木村 天南 ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ KIMURA Anan 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×100mR 男子 225 杉浦 正吾 ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳｺﾞ SUGIURA Shogo 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×100mR 男子 227 原吉 龍 ﾊﾗﾖｼ ﾘｭｳ HARAYOSHI Ryu 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×100mR 男子 228 平井 柊太 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾀ HIRAI Shuta 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×100mR 男子 229 松﨑 智也 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾔ MATSUZAKI Tomoya 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×100mR 男子 233 麻尾 将太 ｱｻｵ ｼｮｳﾀ ASAO Shota 京都共栄学園高 ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｺｳ
4×100mR 男子 234 土淵 龍之助 ﾄﾞﾌﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ DOBUCHI Ryunosuke 京都共栄学園高 ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｺｳ
4×100mR 男子 235 豊嶋 柊士 ﾄﾖｼﾏ ｼｭｳﾄ TOYOSHIMA Shuto 京都共栄学園高 ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｺｳ
4×100mR 男子 236 中嶋 太紀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ NAKAJIMA Taiki 京都共栄学園高 ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｺｳ
4×100mR 男子 237 野村 彩人 ﾉﾑﾗ ｱﾔﾄ NOMURA Ayato 京都共栄学園高 ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｺｳ
4×100mR 男子 238 藤澤 龍吾 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｺﾞ FUJISAWA Ryugo 京都共栄学園高 ｷｮｳﾄｷｮｳｴｲｺｳ
4×100mR 男子 248 菊地 憧 ｷｸﾁ ｼｮｳ KIKUCHI Sho Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×100mR 男子 251 東川 滉希 ﾋｶﾞｼｶﾜ ｺｳｷ HIGASHIKAWA Koki Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×100mR 男子 253 向山 尊次 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶﾂｸﾞ MUKAIYAMA Takatsugu Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×100mR 男子 254 村上 眞生 ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ MURAKAMI Mao Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×100mR 男子 255 森 知幸 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ MORI Tmoyuki Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×100mR 男子 256 山﨑 光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ YAMASAKI Hikaru Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×400mR 男子 215 井上 陽登 ｲﾉｳｴ ｱｷﾄ INOUE Akito 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
4×400mR 男子 216 川口 将希 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ KAWAGUCHI Masaki 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
4×400mR 男子 217 三本木 優也 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾕｳﾔ SAMBONGI Yuya 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
4×400mR 男子 219 寺井 雄大 ﾃﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ TERAI Yudai 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
4×400mR 男子 220 古川 悠太 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ FURUKAWA Yuta 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
4×400mR 男子 221 山田 剛嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ YAMADA Tsuyoshi 京教大 ｷｮｳｷｮｳﾀﾞｲ
4×400mR 男子 223 木村 天南 ｷﾑﾗ ｱﾅﾝ KIMURA Anan 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×400mR 男子 224 國谷 大地 ｸﾆﾀﾆ ﾀﾞｲﾁ KUNITANI Daichi 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×400mR 男子 226 田鹿 空知 ﾀｼﾞｶ ｿﾗﾁ TAJIKA Sorachi 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×400mR 男子 228 平井 柊太 ﾋﾗｲ ｼｭｳﾀ HIRAI Shuta 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×400mR 男子 231 山城 良汰 ﾔﾏｼﾛ ﾘｮｳﾀ YAMASHIRO Ryota 京産大 ｷｮｳｻﾝﾀﾞｲ
4×400mR 男子 248 菊地 憧 ｷｸﾁ ｼｮｳ KIKUCHI Sho Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×400mR 男子 251 東川 滉希 ﾋｶﾞｼｶﾜ ｺｳｷ HIGASHIKAWA Koki Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×400mR 男子 253 向山 尊次 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶﾂｸﾞ MUKAIYAMA Takatsugu Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×400mR 男子 254 村上 眞生 ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ MURAKAMI Mao Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×400mR 男子 255 森 知幸 ﾓﾘ ﾄﾓﾕｷ MORI Tmoyuki Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×400mR 男子 256 山﨑 光 ﾔﾏｻｷ ﾋｶﾙ YAMASAKI Hikaru Gloria ｸﾞﾛｰﾘｱ
4×400mR 男子 259 青山 陽太 ｱｵﾔﾏ ﾋﾅﾀ AOYAMA Hinata 向陽高 ｺｳﾖｳｺｳ
4×400mR 男子 260 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ITO Daisuke 向陽高 ｺｳﾖｳｺｳ
4×400mR 男子 261 髙橋 伶旺 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ TAKAHASHI Reo 向陽高 ｺｳﾖｳｺｳ
4×400mR 男子 262 中村 颯良 ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ NAKAMURA Sora 向陽高 ｺｳﾖｳｺｳ
4×400mR 男子 263 西村 倫太朗 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ NISHIMURA Rintaro 向陽高 ｺｳﾖｳｺｳ
4×400mR 男子 264 安原 凌太 ﾔｽﾊﾗ ﾘｮｳﾀ YASUHARA Ryouta 向陽高 ｺｳﾖｳｺｳ
4×400mR 男子 280 池田 敏樹 ｲｹﾀﾞ ﾄｼｷ IKEDA Toshiki 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
4×400mR 男子 281 磯辺 悠輝 ｲｿﾍﾞ ﾊﾙｷ ISOBE Haruki 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
4×400mR 男子 282 田中 琉喜 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｷ TANAKA Ryuki 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
4×400mR 男子 283 中田 陸斗 ﾅｶﾀ ﾘｸﾄ NAKATA Rikuto 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
4×400mR 男子 284 林 正純 ﾊﾔｼ ﾏｻｽﾞﾐ HAYASHI Masazumi 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
4×400mR 男子 285 増田 涼 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ MASUDA Ryo 鳥羽高 ﾄﾊﾞｺｳ
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4×100mR 女子 217 白金 愛沙海 ｼﾛｶﾞﾈ ｱｻﾐ SHIROGANE Asami 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 218 岸本 冬羽 ｷｼﾓﾄ ﾌｳ KISHIMOTO Fuu 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 220 和田 深蒼 ﾜﾀﾞ ﾐｻｵ WADA Misao 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 221 谷野 梨乃愛 ﾀﾆﾉ ﾘﾉｱ TANINO Rinoa 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 222 瀧野 未来 ﾀｷﾉ ﾐｸ TAKINO Miku 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 223 森本 海咲希 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｻｷ MORIMOTO Misaki 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 224 寺下 玲奈 ﾃﾗｼﾀ ﾚﾅ TERASHITA Rena 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 225 イベル 聖羅 ｲﾍﾞﾙ ｾﾗ IBERU Sera 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 226 柴田 博冬菜 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾄﾅ SHIBATA Hitona 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 227 大西 美実 ｵｵﾆｼ ﾐﾐ ONISHI Mimi 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×100mR 女子 259 廣瀬 桃奈 ﾋﾛｾ ﾓﾓﾅ HIROSE Momona 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×100mR 女子 264 古西 清乃 ｺﾆｼ ｻﾔﾉ KONISHI Sayano 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×100mR 女子 265 井上 あず美 ｲﾉｳｴ ｱｽﾞﾐ INOUE Azumi 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×100mR 女子 266 中村 智恵 ﾅｶﾑﾗ ﾁｴ NAKAMURA Chie 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×100mR 女子 267 定池 弥音 ｻﾀﾞｲｹ ﾐﾈ SADAIKE Mine 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×100mR 女子 268 木村 鈴香 ｷﾑﾗ ｽｽﾞｶ KIMURA Suzuka 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×100mR 女子 277 澤田 佳奈 ｻﾜﾀﾞ ｶﾅ SAWADA Kana 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 278 黒田 結生 ｸﾛﾀﾞ ﾕｲﾅ KURODA Yuina 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 279 吉田 知香 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶ YOSHIDA Chika 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 280 丸尾 陽咲 ﾏﾙｵ ﾊﾙｻ MARUO Harusa 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 281 武元 美澪 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ TAKEMOTO Mirei 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 282 湫 真音 ﾇﾏ ﾏｵﾄ NUMA Maoto 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 283 浅尾 美香 ｱｻｵ ﾐｶ ASAO Mika 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 284 村田 奈津実 ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ MURATA Natsumi 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 285 湫 実音 ﾇﾏ ﾐｵﾄ NUMA Mioto 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 286 上山 莉奈 ｳｴﾔﾏ ﾘﾅ UEYAMA Rina 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 287 石田 寧 ｲｼﾀﾞ ﾈｲ ISHIDA Nei 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 288 上田 阿子 ｳｴﾀﾞ ｱｺ UEDA Ako 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×100mR 女子 316 石渡 ｸﾘｽﾃｨｰﾅ京香 ｲｼﾜﾀﾘ ｸﾘｽﾃｨｰﾅｹｲｶ ISHIWATARI Christina Keika 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
4×100mR 女子 317 長澤 小雪 ﾅｶﾞｻﾜ ｺﾕｷ NAGASAWA Koyuki 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
4×100mR 女子 318 石橋 葵 ｲｼﾊﾞｼ ｱｵｲ ISHIBASHI Aoi 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
4×100mR 女子 319 岡根 和奏 ｵｶﾈ ﾜｶﾅ OKANE Wakana 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
4×100mR 女子 320 近者 志歩 ｷﾝｼﾞｬ ｼﾎ KINJA Shiho 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
4×100mR 女子 321 河崎 愛美 ｶﾜｻｷ ﾒｸﾞﾐ KAWASAKI Megumi 龍谷大平安高 ﾘｭｳｺｸﾀﾞｲﾍｲｱﾝｺｳ
4×400mR 女子 218 岸本 冬羽 ｷｼﾓﾄ ﾌｳ KISHIMOTO Fuu 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×400mR 女子 219 小野田 菜七 ｵﾉﾀﾞ ﾅﾅ ONODA Nana 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×400mR 女子 228 福井 彩乃 ﾌｸｲ ｱﾔﾉ FUKUI Ayano 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×400mR 女子 229 堀 彩里沙 ﾎﾘ ｱﾘｻ HORI Arisa 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×400mR 女子 230 伊佐 乃亜 ｲｻ ﾉｱ ISA Noa 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×400mR 女子 231 假屋 千佳 ｶﾘﾔ ﾁｶ KARIYA Chika 京都橘高 ｷｮｳﾄﾀﾁﾊﾞﾅｺｳ
4×400mR 女子 238 和田 茉桜 ﾜﾀﾞ ﾏｵ WADA Mao 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
4×400mR 女子 239 中村 緑 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ NAKAMURA Midori 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
4×400mR 女子 240 村山 美咲 ﾑﾗﾔﾏ ﾐｻｷ MURAYAMA Misaki 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
4×400mR 女子 241 山本 和華 ﾔﾏﾓﾄ ﾖﾘｶ YAMAMOTO Yorika 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
4×400mR 女子 242 川崎 真菜 ｶﾜｻｷ ﾏﾅ KAWASAKI Mana 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
4×400mR 女子 243 井出口 彩依 ｲﾃﾞｸﾞﾁ ｻｴ IDEGUCHI Sae 京都西山高 ｷｮｳﾄﾆｼﾔﾏｺｳ
4×400mR 女子 244 長谷川 麻央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ HASEGAWA Mahiro 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
4×400mR 女子 247 藤本 美涼 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｽｽﾞ FUJIMOTO Misuzu 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
4×400mR 女子 248 辻本 紗菜 ﾂｼﾞﾓﾄ ｻﾅ TSUJIMOTO Sana 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
4×400mR 女子 249 長谷川 夕夏 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｶ HASEGAWA Yuuka 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
4×400mR 女子 250 松尾 愛利紗 ﾏﾂｵ ｱﾘｻ MATSUO Arisa 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
4×400mR 女子 251 岩田 栞 ｲﾜﾀ ｼｵﾘ IWATA Shiori 京都文教高 ｷｮｳﾄﾌﾞﾝｷｮｳｺｳ
4×400mR 女子 261 井川 紅亜 ｲｶﾞﾜ ｸﾚｱ IGAWA Kurea 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×400mR 女子 265 井上 あず美 ｲﾉｳｴ ｱｽﾞﾐ INOUE Azumi 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×400mR 女子 268 木村 鈴香 ｷﾑﾗ ｽｽﾞｶ KIMURA Suzuka 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×400mR 女子 269 清田 愛来 ｷﾖﾀ ｱｲﾗ KIYOTA Aira 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×400mR 女子 270 村上 和葉 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾊ MURAKAMI Kazuha 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×400mR 女子 271 川西 可紗 ｶﾜﾆｼ ｱﾘｻ KAWANISHI Arisa 園田学園女大 ｿﾉﾀﾞｶﾞｸｴﾝｼﾞｮｼﾀﾞｲ
4×400mR 女子 279 吉田 知香 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶ YOSHIDA Chika 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×400mR 女子 281 武元 美澪 ﾀｹﾓﾄ ﾐﾚｲ TAKEMOTO Mirei 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×400mR 女子 284 村田 奈津実 ﾑﾗﾀ ﾅﾂﾐ MURATA Natsumi 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×400mR 女子 285 湫 実音 ﾇﾏ ﾐｵﾄ NUMA Mioto 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×400mR 女子 289 中西 百合香 ﾅｶﾆｼ ﾕﾘｶ NAKANISHI Yurika 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
4×400mR 女子 290 中山 瑞佳 ﾅｶﾔﾏ ﾐｽﾞｶ NAKAYAMA Mizuka 西城陽高 ﾆｼｼﾞｮｳﾖｳｺｳ
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