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 1   180 広島大              学中国  3:54.49

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  609 白石　亮平      ｼﾗｲｼ ﾘｮｳﾍｲ      大3

  610 安芸　祐作      ｱｷ ﾕｳｻｸ         大3

  600 近藤　直大      ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ      大4

  605 森川　滉介      ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ       大3

 2   174 岡山大              学中国  3:53.59

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  583 行徳　健汰      ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ      大4

  581 大坪　弘基      ｵｵﾂﾎﾞ ｺｳｷ       大4

  588 樋口　淳哉      ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ      大2

  585 吉村　健太      ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ        大4

 3   113 大阪教育大          学関西  3:53.38

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  387 白石　航平      ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ       大2

  381 石井　孝典      ｲｼｲ ｺｳｽｹ        大4

  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

 4    39 筑波大              学関東  3:48.19

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  125 陣ヶ岡　胤      ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ﾂﾂﾞｷ    大4

  136 戸澤　潤也      ﾄｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ      大2

  124 渡会　　舜      ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ        大4

  122 三浦　　遼      ﾐｳﾗ ﾘｮｳ         大4

 5   226 鹿屋体育大          学九州  3:53.07

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  760 富田　修平      ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ       大3

  753 宮澤　祐太      ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ       大4

  761 野﨑　　充      ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ        大2

  765 古賀圭一郎      ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ      大1

 6   125 大阪市立大          学関西  3:53.50

ｵｵｻｶｲﾁﾀﾞｲ           大学

  434 河野　大悟      ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ       大2

  432 神岡　大己      ｶﾐｵｶ ﾀﾞｲｷ       大3

  431 高橋浩太朗      ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ      大3

  435 重村　　優      ｼｹﾞﾑﾗ ﾕｳ        大1

 7    91 愛知教育大          学中部  3:54.31

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  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

  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

 8   248 北海道大            学北部  3:55.19

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

  846 山﨑　　仁      ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ       大2

  835 牧　　海平      ﾏｷ ｶｲﾍｲ         大3

  847 堀合孝太郎      ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ      大1

  843 福岡　大河      ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ       大3
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補欠   128 神戸大              学関西  3:55.22
ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

補欠    29 東京大              学関東  3:55.52
ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学


