
日本グランプリシリーズ大阪大会　第５回木南道孝記念陸上競技大会（グランプリ種目）
【男子】

氏　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 記録 備考
<<男子400m>>

１ 招待 Steven Gayle ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ ｹﾞｲﾙ JAM 4499
２ 招待 木村　和史 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｼ 四電工 香川 4553
３ 招待 佐藤　拳太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 富士通 埼玉 4567
４ 1 若林　康太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 駿河台大 新潟 4603
５ 2 河内　光起 ｶﾜｳﾁ ﾐﾂｷ 近畿大 滋賀 4606
６ 3 東　魁輝 ｱｽﾞﾏ ｶｲｷ NTN 三重 4633
７ 4 木村　淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 大阪ガス 大阪 4642
８ 5 池田　弘佑 ｲｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 鳥取大 鳥取 4667
９ 6 高橋　祐満 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 近畿大 大阪 4667
１０ 7 松清　和希 ﾏﾂｷﾖ ｶｽﾞｷ 福岡大 福岡 4678
１１ 8 川満　健太 ｶﾜﾐﾂ ｹﾝﾀ 岐阜経済大 沖縄 4693
１２ 9 山崎　大紀 ﾔﾏｻﾞｷﾀﾞｲｷ 大東文化大 東京 4694
１３ 10 池田　祥樹 ｲｹﾀﾞｼｮｳｷ 大阪国際大 大阪 4702
１４ 11 染谷　翔 ｿﾒﾔ ｼｮｳ 順天堂大 千葉 4703
１５ 12 細井　ブライアン ﾎｿｲ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 大東文化大 群馬 4707
１６ 13 愛敬　彰太郎 ｱｲｷｮｳ ｼｮｳﾀﾛｳ NTN 三重 4710
１７ 14 渡部　弘樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 同志社大 大阪 4714
１８ 14 大村　駿弥 ｵｵﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 大阪陸協 大阪 4718
１９ 15 伊東　利来也 ｲﾄｳ ﾘｸﾔ 早稲田大 千葉 4727
２０ 16 中川　滋貴 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞｷ ライトグループ 東京都 4728
２０ 16 富岡　優也 ﾄﾐｵｶ ﾕｳﾔ 大東文化大 神奈川 4728
２２ 18 猶木　雅文 ﾅｵｷ ﾏｻﾌﾐ 大阪ガス 大阪 4729
２３ 19 松本　倫太朗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 大阪市立大 大阪 4733
２４ 20 山﨑　謙吾 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｺﾞ ヤマダ電機 群馬 4740
２５ 21 油井　快晴 ﾕｲ ｶｲｾｲ 順天堂大 静岡 4743
２５ 21 工藤　大晟 ｸﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 駿河台大 秋田 4743

<<男子110mH>>
１ 招待 増野　元太 ﾏｽﾉ ｹﾞﾝﾀ ヤマダ電機 群馬 1340
２ 招待 矢澤　航 ﾔｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ デサントＴＣ 東京 1349
３ 招待 金井　大旺 ｶﾅｲ ﾀｲｵｳ 福井県スポーツ協会 福井 1353
４ 招待 佐藤　大志 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 日立化成 東京 1359
５ 1 田中　新也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ K-plus 茨城 1364
６ 2 鍵本　真啓 ｶｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 立命館大 奈良 1383
７ 3 札塲　大輝 ﾌﾀﾞﾊﾞ ﾀﾞｲｷ ヤマダ電機 群馬 1394
８ 4 前田　紘毅 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｷ 立命館大 鹿児島 1403
８ 4 畑中　悠志 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｼ 大阪体育大 大阪 1403
１０ 6 尾崎　俊祐 ｵｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 九州工業大 長崎 1405
１１ 7 田上　駿 ﾀｳｴ ｼｭﾝ 順天堂大 京都 1408
１２ 8 中田　英駿 ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 順天堂大 京都 1413
１２ 8 乾　大輔 ｲﾇｲ ﾀﾞｲｽｹ ECC 大阪 1413
１４ 10 村上　眞生 ﾑﾗｶﾐ ﾏｵ Groria 京都 1414
１５ 11 萩尾　竜也 ﾊｷﾞｵ ﾀﾂﾔ 京都産業大 大阪 1417
１６ 12 桐山　範大 ｷﾘﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ 関西電力 大阪 1418
１７ 13 吉岡　久志 ﾖｼｵｶ　ﾋｻｼ 中央大 大阪 1421
１８ 14 渡瀬　友斗 ﾜﾀｾ ﾕｳﾄ 大阪体育大 大阪 1427
１９ 15 前田　喬紀 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 摂南大 兵庫 1432
２０ 16 山村　恵斗 ﾔﾏﾑﾗ ｹｲﾄ 生野高 大阪 1435
２１ 17 玉置　将吾 ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ 順天堂大 和歌山 1439
２２ 18 小野　和彦 ｵﾉ ｶｽﾞﾋｺ 生野AC 大阪 1440
２３ 19 川村　直也 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾔ 筑波大 大阪 1449
２３ 19 八代　貢輝 ﾔｼﾛ ｺｳｷ 順天堂大 愛知 1449

<<男子400mH>>
１ 招待 Eric Cray ｴﾘｯｸ ｸﾚｰ PHI 4947 PB 4898
２ 招待 小西　勇太 ｺﾆｼ ﾕｳﾀ 住友電気工業 兵庫 4903
３ 招待 前野　景 ﾏｴﾉ ｹｲ ＵＡＡＣ 東京 4906
４ 招待 鍛冶木　峻 ｶｼﾞｷ ﾘｮｳ 住友電気工業 兵庫 4933
５ 招待 石田　裕介 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 日立産機システム 東京 4935
６ 1 松下　祐樹 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｷ ミズノ 4940
７ 2 渡部　佳朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾛｳ 城西大 福島 4943
８ 3 吉田　和晃 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ NOBY T＆F 大阪 4964
９ 4 大林　督享 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 石丸製麺 香川 4970
１０ 5 山本　諒 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ ユメオミライ 東京 5009
１１ 6 井上　駆 ｲﾉｳｴ ｶｹﾙ 順天堂大 岡山 5031
１２ 7 白尾　悠祐 ｼﾗｵ ﾕｳｽｹ 順天堂大 群馬 5036
１３ 8 有田　英憲 ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 順天堂大 鹿児島 5043
１４ 9 岩﨑　崇文 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾌﾐ 順天堂大 福島 5044
１５ 10 小原　吏貴 ｵﾊﾗ ﾘｷ 立命館大 岡山 5045
１６ 11 藤井　琉成 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 大東文化大 福岡 5071
１７ 12 冨田　博貴 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾀｶ 城西大 千葉 5075
１８ 13 川越　広弥 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛﾔ 城西大 宮崎 5083
１９ 14 記野　友晴 ｷﾉ ﾄﾓﾊﾙ 東邦銀行 福島 5090
２０ 15 舘野　哲也 ﾀﾃﾉ ﾃﾂﾔ 日立産機システム 東京 5095
２１ 16 田邉　将大良 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ゼンリン 神奈川 5101
２２ 17 野中　渓人 ﾉﾅｶ ｹｲﾄ 九州情報大 熊本 5107
２３ 18 野口　友輝 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｷ 城西大 茨城 5118
２４ 19 長谷　伸之助 ﾊｾ　ｼﾝﾉｽｹ 中央大 東京 5136
２５ 20 山本　研司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 近畿大 大阪 5152
２６ 21 大賀 一諒 ｵｵｶﾞ ｶｽﾞｱｷ 立命館大 富山 5154

<<男子ハンマー投>>
１ 招待 柏村　亮太 ｶｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ ヤマダ電機 群馬 7136
２ 招待 墨　　訓煕 ｽﾐ ｸﾆﾋﾛ 愛知陸協 愛知 7005
３ 招待 植松　直紀 ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ スズキ浜松ＡＣ 静岡 6901
４ 招待 根本　太樹 ﾈﾓﾄ ﾀｲｷ 流経大クラブ 茨城 6842
５ 1 保坂　雄志郎 ﾎｻｶ ﾕｳﾄﾛｳ 群馬綜合ガード 群馬 6725
６ 2 奥村　匡由 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 流通経済大 滋賀 6606



【女子】
氏　名 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 所属 府県 記録 備考

<<女子400m>>
１ 招待 川田　朱夏 ｶﾜﾀ ｱﾔｶ 東大阪大 大阪 5356
２ 招待 北村　夢 エディオン 広島 5371
３ 1 新宅　麻未 ｼﾝﾀｸ ｱｻﾐ アットホーム 東京 5440
４ 2 青木　りん ｱｵｷ ﾘﾝ 東邦銀行 福島 5449
５ 3 稲岡　真由 ｲﾅｵｶ ﾏﾕ 園田学園女子大 兵庫 5465
６ 4 松本　聖華 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶ 駿河台大 埼玉 5474
７ 5 片山　栞里 ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ 甲南大 愛知 5506
８ 6 宮出　彩花 ﾐﾔﾃﾞ ｱﾔｶ 東大阪大敬愛高 大阪 5509
８ 7 大西　愛永 ｵｵﾆｼ ﾏﾅｴ 東大阪大敬愛高 大阪 5509
１０ 8 尾上　梨香 ｵﾉｴ ﾘｶ 甲南大 兵庫 5512
１１ 9 伊谷　栞奈 ｲﾀﾆ ｶﾝﾅ 駿河台大 静岡 5519
１２ 10 木本　彩葉 ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ 立命館大 滋賀 5543
１３ 11 佐藤　日奈子 ｻﾄｳ ﾋﾅｺ 大東文化大 山形 5554
１４ 12 後野　詩衣菜 ｺﾞﾉ ｼｲﾅ 駿河台大 京都 5566
１５ 13 木戸　恵理 ｷﾄﾞｴﾘ 広島大 広島 5600
１６ 14 井戸アビゲイル　風果ｲﾄﾞｱﾋﾞｹﾞｲﾙ ﾌｳｶ 至学館高校 愛知 5601

<<女子100mH>>
１ 招待 Hyelim Jung ﾁｮﾝ ﾍﾘﾑ KOR 1311 鄭　蕙林 PB 13"04
２ 招待 紫村　仁美 ｼﾑﾗ ﾋﾄﾐ 東邦銀行 福島 1303
３ 招待 木村　文子 ｷﾑﾗ ｱﾔｺ エディオン 広島 1306
４ 招待 青木　益未 ｱｵｷ ﾏｽﾐ 七十七銀行 宮城 1318
５ 招待 相馬　絵里子 ｿｳﾏ ｴﾘｺ 茨城陸協 茨城 1334
６ 1 清山　ちさと ｷﾖﾔﾏ ﾁｻﾄ いちご 宮崎 1335
７ 2 福部　真子 ﾌｸﾍﾞ ﾏｺ 日本建設工業ＡＣ 東京 1337
８ 3 中村　有希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ エディオン 広島 1348
９ 4 田中 佑美 ﾀﾅｶ ﾕﾐ 立命館大 大阪 1349
１０ 5 藤森　菜那 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅ 明治大 静岡 1359
１１ 6 鎌田　咲季 ｶﾏﾀﾞ ｻｷ 福岡大 福岡 1361
１２ 7 佐々木　天 ｻｻｷ ﾃﾝ 筑波大 岩手 1369
１３ 8 片岡　咲葵 ｶﾀｵｶ ｻｷ 大阪体育大 大阪 1373
１４ 9 藤原　未来 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ 住友電気工業 兵庫 1381
１５ 10 宮前　里帆 ﾐﾔﾏｴ ﾘﾎ 大阪国際大学 和歌山 1386
１６ 11 藤原　涼花 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｽﾞｶ 至学館大 愛知 1391
１７ 12 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 住友電気工業 兵庫 1392
１８ 13 関本　萌香 ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 早稲田大学 秋田 1397
１９ 14 野上　理沙 ﾉｶﾞﾐ ﾘｻ 武庫川女子大 熊本 1400
２０ 15 堂脇　優香 ﾄﾞｳﾜｷ ﾕｳｶ 武庫川女子大 兵庫 1406
２０ 16 木村　瑞穂 ｷﾑﾗ ﾐｽﾞﾎ 甲南大 大阪 1407
２１ 17 長原　実希 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾐｷ 大阪陸協 大阪 1413
２２ 18 吉田　のぞみ ﾖｼﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 大東文化大 埼玉 1415
２３ 19 大山　茜里 ｵｵﾔﾏ ｱｶﾘ 大東文化大 栃木 1416
２３ 19 泉谷　莉子 ｲｽﾞﾀﾆ ﾘｺ 武庫川女子大 大阪 1416
２５ 19 鹿山　鼓文 ｶﾔﾏ ﾂﾂﾞﾐ 大東文化大 群馬 1417
２６ 22 和田　来称 ﾜﾀﾞ ｸﾙﾐ 甲南大 奈良 1422

<<女子400mH>>
１ 招待 Tia Adana Belle ﾃｨｱｱﾀﾞﾅ ﾍﾞﾙ BAR 5542
２ 招待 青木　沙弥佳 ｱｵｷ ｻﾔｶ 東邦銀行 福島 5632
３ 招待 吉良　愛美 ｷﾗ ﾏﾅﾐ アットホーム 東京 5696
４ 招待 宇都宮　絵莉 ｳﾂﾉﾐﾔ ｴﾘ 長谷川体育施設 兵庫 5722
５ 招待 小山　佳奈 ｺﾔﾏ ｶﾅ 早稲田大 神奈川 5787
６ 招待 王子田　萌 ｵｳｼﾃﾞﾝ ﾓｴ エヌ・デーソフトウェア 大阪 5809
７ 1 吉田　佳純 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾐ 駿河台大 岐阜 5868
８ 2 村上　夏美 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾂﾐ 早稲田大 千葉 5879
９ 3 齋藤　真佑 ｻｲﾄｳ ﾏﾕ 七十七銀行 宮城 5887
１０ 4 芝田　陽香 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ チームミズノアスレティック京都 5894
１１ 5 武石　この実 ﾀｹｲｼ ｺﾉﾐ 東邦銀行 福島 5922
１２ 6 梅原　紗月 ｳﾒﾊﾗ ｻﾂｷ 住友電気工業 兵庫 5936
１３ 7 中原　みなみ ﾅｶﾊﾗ ﾐﾅﾐ 甲南大 大阪 5941
１４ 8 関本　萌香 ｾｷﾓﾄ ﾓｴｶ 早稲田大 秋田 5944
１５ 9 三藤　祐梨子 ﾐﾄｳ　ﾕﾘｺ 七十七銀行 宮城 5957
１５ 9 伊藤　明子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 筑波大 東京 5957
１７ 11 兒玉　彩希 ｺﾀﾞﾏ ｻｷ 早稲田大 大分 5976
１８ 12 六反田　実優 ﾛｸﾀﾝﾀﾞ ﾐﾕｳ 同志社大 石川 5978
１９ 13 南野　智美 ﾉｳﾉ ﾄﾓﾐ 早稲田大 山口 10004
２０ 14 横田　華恋 ﾖｺﾀ ｶﾚﾝ 園田学園女子大 兵庫 10018
２１ 15 小山　涼華 ｺﾔﾏ ｽｽﾞｶ 大東文化大 栃木 10052
２２ 16 大谷　友梨恵 ｵｵﾀﾆ ﾕﾘｴ 加藤建設 愛知 10061
２３ 17 寺本　光里 ﾃﾗﾓﾄ ﾋｶﾘ 大東文化大 青森 10063
２４ 18 橘田　佳苗 ｷｯﾀ ｶﾅｴ 立命館大 大阪 10072
２５ 19 德永　弥栄 ﾄｸﾅｶﾞ ﾔｴ 東大阪大敬愛高 大阪 10076
２６ 20 安達　眞咲 ｱﾀﾞﾁ ﾏｻｷ 園田学園女子大 兵庫 10121
２７ 21 木本　彩葉 ｷﾓﾄ ｱﾔﾊ 立命館大 滋賀 10123


