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 1    27 東京大              学関東  3:35.76

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

 2   224 鹿屋体育大          学九州  3:34.27

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  765 古賀圭一郎      ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ      大1

  755 岡本　匡史      ｵｶﾓﾄ ｺｳｼ        大3

  750 遠藤　舜弥      ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ      大4

  757 小林　祐馬      ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ       大3

 3    95 金沢大              学中部  3:33.26

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

 4    37 筑波大              学関東  3:27.57

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  122 三浦　　遼      ﾐｳﾗ ﾘｮｳ         大4

  130 山田　泰也      ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ        大3

  124 渡会　　舜      ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ        大4

  137 猪狩　雄哉      ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ        大2

 5   172 岡山大              学中国  3:33.07

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  585 吉村　健太      ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ        大4

  591 田之上将太      ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀ       大2

  588 樋口　淳哉      ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ      大2

  589 星島　貴志      ﾎｼｼﾏ ﾀｶｼ        大2

 6   246 北海道大            学北部  3:34.18

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

 7   126 神戸大              学関西  3:35.20

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

 8   178 広島大              学中国  3:36.47

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
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補欠   210 佐賀大              学九州  3:36.82
ｻｶﾞﾀﾞｲ              大学

補欠   141 京都大              学関西  3:37.17
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学


