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 1組
 1

 2

 3    17 埼玉大              学関東  4:10.00

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ             大学

   50 大熊　亮平      ｵｵｸﾏ ﾘｮｳﾍｲ      大3

   60 山迫　武瑠      ﾔﾏｻｺ ﾀｹﾙ        大1

   55 西原　大輝      ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｷ        大1

   53 熊谷　拓実      ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾐ       大3

 4    66 茨城大              学関東  3:47.65

ｲﾊﾞﾗｷﾀﾞｲ            大学

  228 星　　孝大      ﾎｼ ﾀｶﾋﾛ         大3

  226 佐藤　世良      ｻﾄｳ ｾﾗ          大2

  225 塚越　英樹      ﾂｶｺｼ ﾋﾃﾞｷ       大3

  224 髙橋　佑理      ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ        大3

 5   202 長崎大              学九州  3:45.00

ﾅｶﾞｻｷﾀﾞｲ            大学

  695 大庭　康平      ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ       大2

  697 伊野拳太朗      ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ        大1

  696 久保田健斗      ｸﾎﾞﾀ ｹﾝﾄ        大2

  694 福永　真広      ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ      大3

 6    74 高崎経済大          学関東  3:45.35

ﾀｶｹｲﾀﾞｲ             大学

  246 増山　智昭      ﾏｼﾔﾏ ﾄﾓｱｷ       大3

  247 木戸　元輝      ｷﾄﾞ ｹﾞﾝｷ        大3

  244 林　　春輝      ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ         大3

  245 武藤　光輝      ﾑﾄｳ ﾐﾂｷ         大2

 7    43 東京海洋大          学関東  3:48.00

ｶｲﾖｳﾀﾞｲ             大学

  158 髙林遼太朗      ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ   大3

  161 奈良井　奨      ﾅﾗｲ ｼｮｳ         大3

  159 有泉　亮佑      ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ    大3

  162 大田　光生      ｵｵﾀ ｺｳｾｲ        大2

 8

 9
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 2組
 1    69 群馬大              学関東  3:45.00

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ             大学

  234 川島　　淳      ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝ       大3

  237 岡野　　廉      ｵｶﾉ ﾚﾝ          大1

  232 石野　雅樹      ｲｼﾉ ﾏｻｷ         大3

  236 西田　修平      ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ      大2

 2    14 横浜国立大          学関東  3:45.00

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ             大学

   44 神田　莉央      ｶﾝﾀﾞ ﾘｵ         大2

   45 ﾚｲｴｽﾗｳｽﾃｨﾝ      ﾚｲｴｽ ﾗｳｽﾃｨﾝ     大2

   48 内藤　大智      ﾅｲﾄｳ ｻﾄｼ        大1

   39 濱本　宜輝      ﾊﾏﾓﾄ ﾖｼｷ        大2

 3   222 宮崎大              学九州  3:42.90

ﾐﾔｻﾞｷﾀﾞｲ            大学

  737 松室　明渡      ﾏﾂﾑﾛ ｱｷﾄ        大2

  736 佐竹　　崚      ｻﾀｹ ﾘｮｳ         大2

  735 井上　　翔      ｲﾉｳｴ ｼｮｳ        大3

  738 栂野　壱式      ﾄｶﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ      大2

 4    60 防衛大              学関東  3:42.00

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ            大学

  210 工藤慎一朗      ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ     大2

  209 有嶋　貴裕      ｱﾘｼﾏ ﾀｶﾋﾛ       大3

  208 秋山　翔吾      ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ      大2

  204 山口　勝己      ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾐ       大4

 5   236 東北大              学北部  3:41.34

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ             大学

  801 後藤　大輝      ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ        大4

  809 杉山　成実      ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾙﾐ       大2

  807 永作　太一      ﾅｶﾞｻｸ ﾀｲﾁ       大1

  802 工藤　栄大      ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ      大3

 6   105 新潟大              学中部  3:41.87

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  369 生駒晃太朗      ｲｺﾏ ｺｳﾀﾛｳ       大2

  373 中澤　健介      ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ      大1

  368 園田　俊哉      ｿﾉﾀﾞ ｼｭﾝﾔ       大2

  370 小林　京平      ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ     大1

 7   230 名桜大              学九州  3:42.00

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ             大学

  783 高田　論之      ﾀｶﾀ ﾛﾝｼ         大4

  791 大坪　周平      ｵｵﾂﾎﾞ ｼｭｳﾍｲ     大1

  789 井上　天心      ｲﾉｳｴ ﾃﾝｼﾝ       大1

  786 中村　結城      ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ        大1

 8     1 東京学芸大          学関東  3:45.00

ｶﾞｸｹﾞｲ              大学

    2 下倉　太一      ｼﾀｸﾗ ﾀｲﾁ        大4

    6 村上　　岳      ﾑﾗｶﾐ ｶﾞｸ        大1

    1 黒野　　翼      ｸﾛﾉ ﾂﾊﾞｻ        大3

    5 水越　勇人      ﾐｽﾞｺｼ ﾊﾔﾄ       大3

 9    36 一橋大              学関東  3:45.00

ﾋﾄﾂﾊﾞｼ              大学

  116 八鍬　昴輝      ﾔｸﾜ ﾄﾓｷ         大3

  118 宮島　大知      ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ      大3

  119 相原　慶太      ｱｲﾊﾗ ｹｲﾀ        大3

  117 内田　裕士      ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼ        大4
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 3組
 1   196 福岡教育大          学九州  3:41.18

ﾌｯｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  672 森本　　司      ﾓﾘﾓﾄ ﾂｶｻ        大3

  674 宮本　彬生      ﾐﾔﾓﾄ ｱﾔｵ        大2

  673 宮崎信之介      ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ     大1

  675 岩本　　陽      ｲﾜﾓﾄ ﾖｳ         大1

 2    80 岐阜大              学中部  3:41.18

ｷﾞﾌﾀﾞｲ              大学

  285 高松　海斗      ﾀｶﾏﾂ ｶｲﾄ        大1

  280 守安　政太      ﾓﾘﾔｽ ｼｮｳﾀ       大1

  275 改田　　修      ｶｲﾀﾞ ｵｻﾑ        大3

  281 堂本　恭兵      ﾄﾞｳﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ     大2

 3    23 首都大              学関東  3:41.18

ｼｭﾄﾀﾞｲ              大学

   75 江草　俊作      ｴｸﾞｻ ｼｭﾝｻｸ      大2

   72 横田　　剛      ﾖｺﾀ ｺﾞｳ         大3

   68 榎本　　遼      ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳ        大4

   73 野木　実佑      ﾉｷﾞ ﾐﾕｳ         大2

 4   163 徳島大              学中国  3:41.05

ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ             大学

  556 鳥取　賢人      ﾄｯﾄﾘ ｹﾝﾄ        大2

  557 松村　俊輝      ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｷ        大1

  555 近藤　亨一      ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ      大2

  554 辰巳　尚展      ﾀﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ        大3

 5   164 愛媛大              学中国  3:40.76

ｴﾋﾒﾀﾞｲ              大学

  559 川角　洸介      ｶﾜｽﾐ ｺｳｽｹ       大3

  564 大野　耕平      ｵｵﾉ ｺｳﾍｲ        大1

  560 大西　伊吹      ｵｵﾆｼ ｲﾌﾞｷ       大2

  563 小澤　佑介      ｵｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ       大1

 6    63 東京工業大          学関東  3:41.00

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ             大学

  211 山本　倫也      ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ       大4

  214 山本　蒔恩      ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾝ        大2

  219 松島　諒汰      ﾏﾂｼﾏ ﾘｮｳﾀ       大1

  212 木田　健斗      ｷﾀﾞ ｹﾝﾄ         大4

 7     8 横浜市立大          学関東  3:41.18

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ            大学

   31 石本直偉士      ｲｼﾓﾄ ﾅｲﾄ        大3

   33 吾郷　　遼      ｱｺﾞｳ ﾘｮｳ        大1

   29 佐藤　寛展      ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ       大4

   28 新井隆之介      ｱﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ      大3

 8    48 東京外国語大        学関東 棄権

ｶﾞｲｺﾞﾀﾞｲ            大学

 9   188 山口大              学中国  3:41.18

ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲ            大学

  644 本薗　尚悟      ﾓﾄｿﾞﾉ ｼｮｳｺﾞ     大2

  647 近藤　潤一      ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ    大2

  646 林　　大介      ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ       大2

  649 加瀬　海斗      ｶｾ ｶｲﾄ          大1
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 4組
 1    88 三重大              学中部  3:40.53

ﾐｴﾀﾞｲｶﾞｸ            大学

  301 鍋野　航平      ﾅﾍﾞﾉ ｺｳﾍｲ       大3

  300 中村　星斗      ﾅｶﾑﾗ ﾎｼﾄ        大4

  299 小栗　速斗      ｵｸﾞﾘ ﾊﾔﾄ        大4

  303 市川　航大      ｲﾁｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ      大2

 2   184 香川大              学中国  3:40.41

ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ             大学

  624 大田　一貴      ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ        大3

  623 別所　佑亮      ﾍﾞｯｼｮ ﾕｳｽｹ      大3

  622 公門　岳曉      ｷﾐｶﾄﾞ ﾀｶｱｷ      大3

  625 中西　弘晃      ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｱｷ       大2

 3   252 秋田大              学北部  3:40.00

ｱｷﾀﾀﾞｲ              大学

  867 成田　圭佑      ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ        大2

  863 越後谷健太      ｴﾁｺﾞﾔ ｹﾝﾀ       大4

  866 福原　一輝      ﾌｸﾊﾗ ｶｽﾞｷ       大2

  868 鈴木　拓実      ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ        大1

 4    51 千葉大              学関東  3:40.00

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ              大学

  187 松尾　勇太      ﾏﾂｵ ﾕｳﾀ         大2

  190 宮嵜　拓海      ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾐ       大1

  186 川辺愼太郎      ｶﾜﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ      大2

  182 岩崎　晃士      ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ       大4

 5   207 熊本大              学九州  3:39.15

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ             大学

  706 秋山光太朗      ｱｷﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ      大3

  705 徳永　皓介      ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｽｹ      大3

  707 牧　慶士郎      ﾏｷ ｹｲｼﾛｳ        大2

  708 森田　恭矢      ﾓﾘﾀ ﾕｷﾔ         大2

 6   117 大阪大              学関西  3:39.42

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

  413 吉村　　承      ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ        大2

  403 西畑　　穣      ﾆｼﾊﾞﾀ ｼﾞｮｳ      大4

  410 大谷　翔吾      ｵｵﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ      大3

  415 植村　泰拓      ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ       大2

 7   216 鹿児島大            学九州  3:40.00

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ            大学

  727 福岡　瑠青      ﾌｸｵｶ ﾘｭｳｾｲ      大3

  728 澤本伸之輔      ｻﾜﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ      大3

  725 金子　達也      ｶﾈｺ ﾀﾂﾔ         大4

  729 白石　雄樹      ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ        大1

 8   194 高知工科大          学中国  3:40.04

ｺｳﾁｺｳｶﾀﾞ            大学

  660 成田　和樹      ﾅﾙﾀ ｶｽﾞｷ        大3

  661 菰田　誉大      ｺﾓﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ       大2

  663 中原　雄太      ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾀ        大1

  659 川村　優太      ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ        大3

 9    76 名古屋大            学中部  3:40.52

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ             大学

  263 山下　晃一      ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ       大3

  264 中井　良輔      ﾅｶｲ ﾘｮｳｽｹ       大3

  267 是永　琢斗      ｺﾚﾅｶﾞ ﾀｸﾄ       大1

  258 森原　晃平      ﾓﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ       大3
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 5組
 1     7 電気通信大          学関東  3:39.01

ﾃﾞﾝﾂｳﾀﾞｲ            大学

   25 馬原　愛斗      ﾏﾊﾗ ｱｲﾄ         大1

   22 大里　則人      ｵｵｻﾄ ﾉﾘﾋﾄ       大2

   26 遠藤　　丈      ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ       大2

   24 石井　孝明      ｲｼｲ ｺｳﾒｲ        大2

 2   123 大阪市立大          学関西  3:37.31

ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞｲ           大学

  433 中川　啓介      ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ      大2

  436 小峯　力輝      ｺﾐﾈ ﾘｷ          大1

  428 松田　龍祐      ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ      大4

  431 高橋浩太朗      ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      大3

 3   178 広島大              学中国  3:35.03

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  605 森川　滉介      ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ       大3

  600 近藤　直大      ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ      大4

  606 長谷川　遼      ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ       大3

  610 安芸　祐作      ｱｷ ﾕｳｻｸ         大3

 4   246 北海道大            学北部  3:32.85

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

  847 堀合孝太郎      ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ      大1

  841 横井　拓実      ﾖｺｲ ﾀｸﾐ         大3

  840 中川　卓眞      ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ       大3

  843 福岡　大河      ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ       大3

 5   224 鹿屋体育大          学九州  3:25.20

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  750 遠藤　舜弥      ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ      大4

  758 佐貫　省吾      ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ       大3

  757 小林　祐馬      ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ       大3

  767 可徳　圭秀      ｶﾄｸ ﾖｼﾋﾃﾞ       大1

 6   198 九州大              学九州  3:30.00

ｷｭｳﾀﾞｲ              大学

  686 中川　義健      ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾀｹ      大1

  677 宮崎　郁弥      ﾐﾔｻﾞｷ ﾌﾐﾔ       大3

  679 岩原　将吾      ｲﾜﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ      大2

  685 齋藤　　匠      ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ        大2

 7   169 島根大              学中国  3:34.61

ｼﾏﾈﾀﾞｲ              大学

  576 加藤　大輝      ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ        大2

  572 西田　　覚      ﾆｼﾀﾞ ｻﾄﾙ        大3

  577 田中皐太郎      ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ       大2

  574 堆　　裕貴      ｱｸﾂ ﾕｳｷ         大2

 8   135 和歌山大            学関西  3:36.12

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  468 小梶　琢也      ｺｶｼﾞ ﾀｸﾔ        大3

  472 伊藤　和真      ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ        大2

  471 大橋　亮也      ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ       大2

  469 山下　夏輝      ﾔﾏｼﾀ ﾅﾂｷ        大3

 9    86 静岡大              学中部  3:37.92

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ            大学

  294 磯貝　充輝      ｲｿｶﾞｲ ﾐﾂｷ       大4

  297 成瀬　開斗      ﾅﾙｾ ｶｲﾄ         大1

  296 岡野　達海      ｵｶﾉ ﾀﾂﾐ         大4

  295 高原　　誠      ﾀｶﾊﾗ ﾏｺﾄ        大4
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 6組
 1   258 弘前大              学北部  3:38.55

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

  879 土井　瑞基      ﾄﾞｲ ﾐｽﾞｷ        大3

  881 相馬　享亮      ｿｳﾏ ｺｳｽｹ        大3

  878 関田　大輝      ｾｷﾀ ﾀﾞｲｷ        大3

  880 澁谷　旬哉      ｼﾌﾞﾀﾆ ｼｭﾝﾔ      大3

 2   102 信州大              学中部  3:37.20

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ            大学

  358 佐伯　俊輔      ｻｴｷ ｼｭﾝｽｹ       大3

  355 市原　和樹      ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞｷ       大4

  359 小幡　祐暉      ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｷ        大1

  356 山本　大智      ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ       大4

 3   210 佐賀大              学九州  3:35.00

ｻｶﾞﾀﾞｲ              大学

  714 重松　誠弥      ｼｹﾞﾏﾂ ｾｲﾔ       大2

  715 坪内　　豊      ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ       大2

  717 石田　友輝      ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ        大1

  711 江口　一輝      ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ       大4

 4   150 滋賀大              学関西  3:32.83

ｼｶﾞﾀﾞｲ              大学

  517 柴田　真成      ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾅﾘ       大4

  520 北川　友貴      ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｷ       大2

  522 黒田　仁哉      ｸﾛﾀﾞ ｼﾞﾝﾔ       大1

  521 藤本　　稜      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ       大2

 5    37 筑波大              学関東  3:25.00

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  129 坂田　真輝      ｻｶﾀ ﾏｻｷ         大3

  134 向中野元気      ﾑｶｲﾅｶﾉ ｹﾞﾝｷ     大2

  126 佐藤　勝亮      ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ        大3

  131 奥山　寛也      ｵｸﾔﾏ ﾋﾛﾔ        大3

 6   111 大阪教育大          学関西  3:28.69

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  391 上田　吏騎      ｳｴﾀﾞ ﾘｷ         大1

  380 廣里　英幹      ﾋﾛｻﾄ ﾋﾃﾞｷ       大4

  383 小山圭一郎      ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ      大3

  387 白石　航平      ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ       大2

 7    27 東京大              学関東  3:34.50

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

   95 秋野　広佑      ｱｷﾉ ｺｳｽｹ        大3

   89 今村　史悠      ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ        大3

   87 中村　麻也      ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ         大4

   96 政本　郁海      ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ        大3

 8   141 京都大              学関西  3:35.92

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

  494 高野　　淳      ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝ        大3

  496 柳瀬　航太      ﾔﾅｾ ｺｳﾀ         大3

  492 武永　　駿      ﾀｹﾅｶﾞ ｼｭﾝ       大3

  485 渡邉　雄平      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾍｲ      大4

 9   242 山形大              学北部  3:37.56

ﾔﾏｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  822 加藤　　大      ｶﾄｳ ﾀﾞｲ         大4

  826 佐藤　文哉      ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ         大1

  823 川本　泰雅      ｶﾜﾓﾄ ﾀｲｶﾞ       大1

  825 安部　航大      ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾞｲ       大1
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 7組
 1   223 琉球大              学九州  3:38.00

ﾘｭｳﾀﾞｲ              大学

  743 杉野翔太郎      ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ     大1

  742 平良　碩紹      ﾀｲﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ       大1

  744 片山　　翼      ｶﾀﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ       大1

  741 佐保　光祐      ｻﾎ ｺｳｽｹ         大4

 2    89 愛知教育大          学中部  3:36.67

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  314 小鷹　　慎      ｺﾀｶ ｼﾝ          大2

  317 竹内　聡汰      ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀ        大1

  316 宮本　悠矢      ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ        大1

  311 川村　友英      ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ      大4

 3   239 小樽商科大          学北部  3:34.61

ｵﾀﾙｼｮｳｶ             大学

  816 松尾　剛志      ﾏﾂｵ ﾂﾖｼ         大1

  817 水口翔太郎      ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ   大1

  815 湊　　恭平      ﾐﾅﾄ ｷｮｳﾍｲ       大2

  814 小野　元気      ｵﾉ ｹﾞﾝｷ         大4

 4    95 金沢大              学中部  3:32.38

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ            大学

  328 中村　怜央      ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ         大4

  336 安井　優介      ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ        大1

  332 髙木　翔太      ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ       大2

  329 安井　康平      ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ        大3

 5

 6   172 岡山大              学中国  3:26.38

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  589 星島　貴志      ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ        大2

  591 田之上将太      ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ       大2

  592 國本　大海      ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ        大1

  585 吉村　健太      ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ        大4

 7   156 大阪府立大          学関西  3:33.08

ｵｵｻｶﾌﾀﾞｲ            大学

  537 徳永　海斗      ﾄｸﾅｶﾞ ｶｲﾄ       大2

  536 牛尾　海斗      ｳｼｵ ｶｲﾄ         大2

  532 服部励太郎      ﾊｯﾄﾘ ﾚｲﾀﾛｳ      大2

  531 林田　風汰      ﾊﾔｼﾀﾞ ﾌｳﾀ       大3

 8   126 神戸大              学関西  3:35.06

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  440 佐伯　義樹      ｻｴｷ ﾖｼｷ         大4

  439 橋本　竜馬      ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾏ       大4

  442 宇田　幸平      ｳﾀﾞ ｺｳﾍｲ        大4

  449 倉田　和俊      ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ       大2

 9   132 京都工繊大          学関西  3:37.44

ｷｮｳﾄｺｳｾﾝ            大学

  461 浅井　隆似      ｱｻｲ ﾘｭｳｲ        大3

  462 若林　奎人      ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ      大3

  460 左居　宗泰      ｻｲ ﾑﾈﾋﾛ         大3

  459 平瀬　　曉      ﾋﾗｾ ｱｷﾗ         大3


