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 1   235 名桜大              学九州  4:38.84

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

  793 知念　七星      ﾁﾈﾝ ﾅﾅｾ         大4

  794 佐藤　真子      ｻﾄｳ ﾏｺ          大2

 2    94 愛知教育大          学中部  4:30.32

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  319 大内　優季      ｵｵｳﾁ ﾕｳｷ        大4

  323 伊藤　智美      ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ         大1

  320 平岩　桃夏      ﾋﾗｲﾜ ﾓﾓｶ        大3

  322 小久保紗由佳    ｺｸﾎﾞ ｻﾕｶ        大2

 3   116 大阪教育大          学関西  4:27.00

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

 4    42 筑波大              学関東  4:17.96

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  147 西脇　怜奈      ﾆｼﾜｷ ﾚﾅ         大3

  152 岸　　愛弓      ｷｼ ｱﾕﾐ          大2

  150 平田　茉穂      ﾋﾗﾀ ﾏﾎ          大2

  151 岸本　梨沙      ｷｼﾓﾄ ﾘｻ         大2

 5   229 鹿屋体育大          学九州  4:20.52

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  779 山口　藍李      ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾘ       大2

  776 五十嵐陽美      ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾅﾐ       大2

  781 小林　瑠那      ｺﾊﾞﾔｼ ﾙﾅ        大1

  773 石原　愛由      ｲｼﾊﾗ ﾏﾕ         大3

 6   177 岡山大              学中国  4:27.64

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  598 前田　彩花      ﾏｴﾀﾞ ｱﾔｶ        大3

  599 三島　優花      ﾐｼﾏ ﾕｳｶ         大1

  597 市原　愛夏      ｲﾁﾊﾗ ｱｲﾅ        大3

  595 舩越　香帆      ﾌﾅｺｼ ｶﾎ         大4

 7     6 東京学芸大          学関東  4:30.86

ｶﾞｸｹﾞｲ              大学

   17 生方みちか      ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｶ       大2

   20 小山　　薫      ｵﾔﾏ ｶｵﾙ         大1

   13 石本　綾音      ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾈ        大4

   18 髙濱美咲希      ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ        大2

 8   131 神戸大              学関西  4:40.37

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  456 中川　優花      ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶ       大1

  455 中山　尚美      ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾐ        大3

  454 西原　萌笑      ﾆｼﾊﾗ ﾓｴ         大3

  457 見浪　早紀      ﾐﾅﾐ ｻｷ          大2
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補欠   183 広島大              学中国  4:41.39
ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

補欠   110 新潟大              学中部  4:43.58
ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学


