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日本記録  3:44.82

大会記録  3:54.03

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

宮本　泰輔 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
海野　文希 ｳﾐﾉ ﾌﾐｷ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
小谷　泰平 ｺﾀﾆ ﾀｲﾍｲ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
屋良　充慶 ﾔﾗ ﾐﾂﾉﾘ 名桜大 ﾒｲｵｳﾀﾞｲ

2組 北村　　渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
小野寺　仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞﾝ 東北大 ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ
植木　貴道 ｳｴｷ ﾀｶﾐﾁ 首都大 ｼｭﾄﾀﾞｲ
木村　修平 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 島根大 ｼﾏﾈﾀﾞｲ
長谷川　顕 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
山田　尚緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
乗次　太陽 ﾉﾘﾂｸﾞ ﾀｲﾖｳ 静岡大 ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ
内田　明宏 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
阿部　誠司 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
北澤　慧真 ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲﾏ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ

3組 新妻　直人 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾅｵﾄ 東京大 ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ
中村　奎吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 京都大 ｷｮｳﾄﾀﾞｲ
桐生　顕大 ｷﾘｭｳ ｱｷﾋﾛ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ
牧田　丈靖 ﾏｷﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 茨城大 ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ
高村　　健 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝ 岡山大 ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ
渡辺　周也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾔ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
西尾　　健 ﾆｼｵ ﾀｹﾙ 広島大 ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ
岡田裕次郎 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 佐賀大 ｻｶﾞﾀﾞｲ
脇谷雄一朗 ﾜｷﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大阪大 ｵｵｻｶﾀﾞｲ
小枝　将太 ｺｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 防衛大 ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ

4組 吉村　純平 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福岡教育大 ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ
清水　貴大 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 山口大 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ
矢野　尊彦 ﾔﾉ ﾀｶﾋｺ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
木村　駿甫 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 岩手大 ｲﾜﾃﾀﾞｲ
山本　耕平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
中村健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 鹿屋体育大 ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ
楠原　達樹 ｸｽﾊﾗ ﾀﾂｷ 神戸大 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ
宮嶋　秀彰 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 新潟大 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ
本多　　光 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾗ 大阪教育大 ﾀﾞｲｷｮｳ
高林　佑灯 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 千葉大 ﾁﾊﾞﾀﾞｲ
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9 学関西 295 大4

10 学関東 105 大1

7 学関西 367 大2

8 学中部 275 大1

5 学九州 694 大4

6 学九州 697 大3

3 学関西 352 大4

4 学北部 799 大3

1 学九州 590 大3

2 学中国 563 大3

9 学関西 324 大2

10 学関東 133 大2

7 学中国 521 大2

8 学九州 660 大1

5 学中国 494 大2

6 学九州 699 大3

3 学関東 134 大2

4 学関東 153 大1

1 学関東 73 大1

2 学関西 398 大2

9 学中国 519 大3

10 学関西 395 大3

7 学中部 214 大2

8 学関西 391 大3

5 学中国 498 大1

6 学関東 127 大4

3 学関東 56 大1

4 学中国 475 大2

1 学関東 75 大1

2 学北部 765 大2

9

10

7 学九州 736 大1

8

5 学関東 61 大4

6 学関東 110 大1

3

4 学関西 302 大1

1

2
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