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日本記録  1:52.51
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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
1組

齊藤　圭亮 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
蓑　　拓也 ﾐﾉ ﾀｸﾔ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ
田中　孝尚 ﾀﾅｶ ﾀｶﾅｵ 金沢大 ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ

2組
茂櫛　友佑 ﾓｸｼ ﾕｳｽｹ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
田中　貴大 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
中川　卓也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
大谷　紀彦 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾋｺ 北海道大 ﾎｯｶｲﾄﾞｳ
井阪　嘉伸 ｲｻｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
山口　　徹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
木立　淳司 ｷﾘｭｳ ｱﾂｼ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
金光　伸祐 ｶﾈﾐﾂ ｼﾝｽｹ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ

3組 小枝　将太 ｺｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
上運天聖也 ｶﾐｳﾝﾃﾝ ｾｲﾔ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
石塚　諒平 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｮｳﾍｲ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
石川　和樹 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
下園　悟士 ｼﾓｿﾞﾉ ｻﾄｼ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
中野　　卓 ﾅｶﾉ ｽｸﾞﾙ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
樫尾　泰斗 ｶｼｵ ﾀｲﾄ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
松延　　諒 ﾏﾂﾉﾌﾞ ﾘｮｳ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
古居　達弥 ﾌﾙｲ ﾀﾂﾔ 岐阜大 ｷﾞﾌﾀﾞｲ
益田　桂輔 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ

4組 河合　兆治 ｶﾜｲ ﾁｮｳｼﾞ 鹿児島大 ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ
高橋　祐樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
柳　登貴人 ﾔﾅｷﾞ ﾄｷﾄ 九州大 ｷｭｳｼｭｳﾀﾞ
山内　優貴 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 琉球大 ﾘｭｳｷｭｳﾀﾞ
宮本　拓磨 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｸﾏ 大阪府立大 ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ
小田島嘉孝 ｺﾀﾞｼﾏ ﾖｼﾀｶ 東京農工大 ﾉｳｺｳﾀﾞｲ
齋藤　凌雅 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｶﾞ 愛媛大 ｴﾋﾒﾀﾞｲ
原口　洋平 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 宮崎大 ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ
勝山健太郎 ｶﾂﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
米谷　陸杜 ﾖﾈﾔ ﾘｸﾄ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ

5組 杉浦　啓太 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲﾀ 名古屋工業大 ﾒｲｺｳﾀﾞｲ
杉本　卓巳 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾐ 大阪府立大 ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ
橋本　奨平 ﾊｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
三好　　達 ﾐﾖｼ ﾀﾂﾙ 愛知教育大 ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ
堀田　修平 ﾎｯﾀ ｼｭｳﾍｲ 信州大 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ
関谷　洸希 ｾｷﾔ ｺｳｷ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
田中　　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
及川　龍二 ｵｲｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 弘前大 ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ
平川　　翔 ﾋﾗｶﾜ ｼｮｳ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
五十嵐研治 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 高崎経済大 ﾀｶｹｲﾀﾞｲ
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9 学関西 356 大4

10 学関東 165 大2

7 学関西 360 大2

8 学北部 816 大1

5 学中部 262 大1

6 学中国 488 大3

3 学関東 124 大4

4 学中部 230 大1

1 学中部 264 大4

2 学関西 420 大4

9 学北部 755 大4

10 学北部 815 大1

7 学中国 455 大3

8 学九州 674 大4

5 学関西 421 大4

6 学関東 91 大3

3 学九州 604 大3

4 学九州 688 大3

1 学九州 665 大1

2 学関東 121 大4

9 学中部 201 大1

10 学北部 767 大2

7 学関西 330 大1

8 学関西 322 大2

5 学九州 662 大3

6 学北部 768 大1

3 学中部 277 大1

4 学関東 109 大1

1 学関東 133 大2

2 学九州 733 大3

9 学関西 394 大1

10

7 学九州 670 大1

8 学関東 72 大2

5 学北部 784 大4

6 学関西 362 大2

3 学中国 513 大4

4 学関東 58 大4

1

2 学関東 101 大3

9

10

7

8

5 学中部 251 大1

6 学中部 243 大4

3

4 学関西 291 大4

1

2
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氏　　　名 ヨミガナ 所　属　名 所属名ヨミガナ ｴﾝﾄﾘｰﾀｲﾑ
6組 鈴木　雅輝 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ

深瀬　　翼 ﾌｶｾ ﾂﾊﾞｻ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
土野　克哉 ﾊﾉ ｶﾂﾔ 京都教育大 ｷｮｳﾄｷｮｳｲ
長岡　主樹 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｷ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
清水　一利 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄｼ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
久保　俊裕 ｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ 東京医歯大 ｲｶｼｶﾀﾞｲ
下地　健太 ｼﾓｼﾞ ｹﾝﾀ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ
阿部　健一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 大阪府立大 ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ
玉川　稜汰 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 東京学芸大 ﾄｳｶﾞｸｹﾞ

7組 金関　剛史 ｶﾈｾｷ ﾂﾖｼ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
下条慎之介 ｼﾓｼﾞｮｳ ｼﾝﾉｽｹ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
市原健太郎 ｲﾁﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 香川大 ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ
菅原　大樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
安原　　遼 ﾔｽﾊﾗ ﾘｮｳ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
辰井　雅好 ﾀﾂｲ ﾏｻﾖｼ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
塩谷　康允 ｼｵﾀﾆ ｺｳｽｹ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
河又　紀三 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼﾐ 埼玉大 ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ
佐藤　卓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
松本　雄佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 東京農工大 ﾉｳｺｳﾀﾞｲ
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9 学中部 269 大3

10 学関東 87 大3

7 学中国 576 大1

8 学関東 39 大1

5 学中国 485 大4

6 学中国 493 大2

3 学中国 537 大3

4 学中国 562 大4

1 学関西 382 大4

2 学関東 46 大3

9 学関西 427 大1

10 学関東 4 大1

7 学関東 161 大6

8 学九州 730 大4

5 学関西 298 大2

6 学関西 387 大3

3 学関西 410 大2

4 学九州 595 大2

1 学関東 150 大2

2 学中部 266 大4
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