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 1   109 新潟大              学中部  4:09.13

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  378 捧　真理加      ｻｻｹﾞ ﾏﾘｶ        大1

  377 岡本　優美      ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾐ        大2

  374 阿久津光穂      ｱｸﾂ ﾐﾎ          大4

  375 五十嵐杏奈      ｲｶﾗｼ ｱﾝﾅ        大4

 2     5 東京学芸大          学関東  4:06.99

ｶﾞｸｹﾞｲ              大学

   13 石本　綾音      ｲｼﾓﾄ ｱﾔﾈ        大4

   14 熊﨑　美和      ｸﾏｻﾞｷ ﾐﾜ        大4

   15 船木　菜々      ﾌﾅｷ ﾅﾅ          大3

   18 髙濱美咲希      ﾀｶﾊﾏ ﾐｻｷ        大2

 3   115 大阪教育大          学関西  4:04.46

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  393 山本　映実      ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾐ        大4

  399 阪口　青空      ｻｶｸﾞﾁ ｱｵｿﾞﾗ     大2

  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    41 筑波大              学関東  3:54.99

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  151 岸本　梨沙      ｷｼﾓﾄ ﾘｻ         大2

  154 奥田　さわ      ｵｸﾀﾞ ｻﾜ         大1

  155 住岡　叶夢      ｽﾐｵｶ ｶﾅｴ        大1

  142 大西　綾香      ｵｵﾆｼ ｱﾔｶ        大4

 5   228 鹿屋体育大          学九州  3:58.95

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  769 菅　晴瑠奈      ｽｶﾞ ﾊﾙﾅ         大4

  775 大木場真由      ｵｵｺﾊﾞ ﾏﾕ        大3

  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   176 岡山大              学中国  4:05.90

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

 7    93 愛知教育大          学中部  4:07.54

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

  324 市野　梨名      ｲﾁﾉ ﾘﾅ          大1

  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

 8   234 名桜大              学九州  4:09.22

ﾒｲｵｳﾀﾞｲ             大学

  794 佐藤　真子      ｻﾄｳ ﾏｺ          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

  795 嘉手納夏海      ｶﾃﾞﾅ ﾅﾂﾐ        大2
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補欠   262 弘前大              学北部  4:10.00
ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

補欠   121 大阪大              学関西  4:17.60
ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学


