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 1   233 名桜大              学九州  1:52.13 *a

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ             大学

  795 嘉手納夏海      ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ        大2

  796 西原　綾香      ﾆｼﾊﾗ ｱﾔｶ        大1

  794 佐藤　真子      ｻﾄｳ ﾏｺ          大2

  793 知念　七星      ﾁﾈﾝ ﾅﾅｾ         大4

 2   114 大阪教育大          学関西  1:52.01

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  399 阪口　青空      ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ     大2

  393 山本　映実      ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ        大4

  396 中原　優希      ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｷ        大3

  397 赤嶺　梨緒      ｱｶﾐﾈ ﾘｵ         大2

 3     4 東京学芸大          学関東  1:51.80

ｶﾞｸｹﾞｲ              大学

   18 髙濱美咲希      ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ        大2

   14 熊﨑　美和      ｸﾏｻﾞｷ ﾐﾜ        大4

   13 石本　綾音      ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾈ        大4

   15 船木　菜々      ﾌﾅｷ ﾅﾅ          大3

 4    40 筑波大              学関東  1:48.38

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  155 住岡　叶夢      ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ        大1

  151 岸本　梨沙      ｷｼﾓﾄ ﾘｻ         大2

  148 髙橋　花帆      ﾀｶﾊｼ ｶﾎ         大2

  154 奥田　さわ      ｵｸﾀﾞ ｻﾜ         大1

 5   227 鹿屋体育大          学九州  1:48.53

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  769 菅　晴瑠奈      ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ         大4

  768 竹林　愛花      ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ      大4

  773 石原　愛由      ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ         大3

  775 大木場真由      ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ        大3

 6    92 愛知教育大          学中部  1:51.96

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  322 小久保紗由佳    ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ        大2

  320 平岩　桃夏      ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ        大3

  324 市野　梨名      ｲﾁﾉ ﾘﾅ          大1

  323 伊藤　智美      ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ         大1

 7   175 岡山大              学中国  1:52.13 *a

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  597 市原　愛夏      ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ        大3

  598 前田　彩花      ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ        大3

  595 舩越　香帆      ﾌﾅｺｼ ｶﾎ         大4

  599 三島　優花      ﾐｼﾏ ﾕｳｶ         大1

 8   261 弘前大              学北部  1:52.96

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

  889 澤田　有里      ｻﾜﾀﾞ ﾕﾘ         大2

  887 櫻庭　　碧      ｻｸﾗﾊﾞ ﾐﾄﾞﾘ      大2

  890 福士　千陽      ﾌｸｼ ﾁﾋﾛ         大1

  886 中村美智子      ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ        大3
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補欠   108 新潟大              学中部  1:53.59
ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

補欠   129 神戸大              学関西  1:54.60
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学


