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 1   127 神戸大              学関西  7:59.12

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  447 高見　維吹      ﾀｶﾐ ｲﾌﾞｷ        大3

  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

  441 山田　凌平      ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ      大3

 2   247 北海道大            学北部  7:56.00

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

 3    96 金沢大              学中部  7:52.26

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ            大学

  328 中村　怜央      ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ         大4

  329 安井　康平      ﾔｽｲ ｺｳﾍｲ        大3

  332 髙木　翔太      ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ       大2

  336 安井　優介      ﾔｽｲ ﾕｳｽｹ        大1

 4    38 筑波大              学関東  7:36.75

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  137 猪狩　雄哉      ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ        大2

  124 渡会　　舜      ﾜﾀﾗｲ ｼｭﾝ        大4

  127 近藤　　樹      ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ       大3

  122 三浦　　遼      ﾐｳﾗ ﾘｮｳ         大4

 5   225 鹿屋体育大          学九州  7:46.90

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  757 小林　祐馬      ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ       大3

  758 佐貫　省吾      ｻﾇｷ ｼｮｳｺﾞ       大3

  765 古賀圭一郎      ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ      大1

  761 野﨑　　充      ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ        大2

 6   173 岡山大              学中国  7:55.95

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  592 國本　大海      ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ        大1

  594 行徳　克斗      ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ      大1

  588 樋口　淳哉      ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ      大2

  583 行徳　健汰      ｷﾞｮｳﾄｸ ｹﾝﾀ      大4

 7   179 広島大              学中国  7:57.63

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  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

  605 森川　滉介      ﾓﾘｶﾜ ｺｳｽｹ       大3

  613 林　　圭亮      ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ        大2

 8   112 大阪教育大          学関西  7:59.44

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  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

  383 小山圭一郎      ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ      大3

  381 石井　孝典      ｲｼｲ ｺｳｽｹ        大4
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補欠   142 京都大              学関西  7:59.85
ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

補欠    90 愛知教育大          学中部  8:00.61
ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学


