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 1    34 東京大              学関東  3:53.05 *a

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  115 井ノ本　快      ｲﾉﾓﾄ ｶｲ         大4

  124 石井　　了      ｲｼｲ ﾘｮｳ         大1

  108 今村　史悠      ｲﾏﾑﾗ ｼﾕｳ        大4

  114 政本　郁海      ﾏｻﾓﾄ ｲｸﾐ        大4

 2   123 大阪教育大          学関西  3:52.34

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  442 白石　航平      ｼﾗｲｼ ｺｳﾍｲ       大3

  439 小山圭一郎      ｺﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ      大4

  447 上田　吏騎      ｳｴﾀﾞ ﾘｷ         大2

  449 友武　　涼      ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ        大1

 3   272 北海道大            学北部  3:51.70

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

  968 山﨑　　仁      ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞﾝ       大3

  955 牧　　海平      ﾏｷ ｶｲﾍｲ         大4

  972 堀合孝太郎      ﾎﾘｱｲ ｺｳﾀﾛｳ      大2

  962 福岡　大河      ﾌｸｵｶ ﾀｲｶﾞ       大4

 4    46 筑波大              学関東  3:46.96

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  177 安井　健斗      ﾔｽｲ ｹﾝﾄ         大1

  158 大久保琳太郎    ｵｵｸﾎﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ     大4

  168 猪狩　雄哉      ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾔ        大3

  156 佐藤　勝亮      ｻﾄｳ ｶﾂｱｷ        大4

 5   252 鹿屋体育大          学九州  3:50.59

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  891 富田　修平      ﾄﾐﾀ ｼｭｳﾍｲ       大4

  885 脇園　　樹      ﾜｷｿﾞﾉ ｲﾂｷ       大4

  892 野﨑　　充      ﾉｻﾞｷ ﾐﾂﾙ        大3

  896 古賀圭一郎      ｺｶﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ      大2

 6   141 神戸大              学関西  3:51.82

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  497 森　　圭祐      ﾓﾘ ｹｲｽｹ         大4

  496 山田　凌平      ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ      大4

  506 西田　和也      ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ       大2

  501 倉田　和俊      ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄｼ       大3

 7   195 岡山大              学中国  3:53.05 *a

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  689 國本　大海      ｸﾆﾓﾄ ﾋﾛﾐ        大2

  690 早﨑　翔紀      ﾊﾔｻｷ ｼｮｳｷ       大2

  684 樋口　淳哉      ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ      大3

  691 行徳　克斗      ｷﾞｮｳﾄｸ ｶﾂﾄ      大2

 8   129 大阪大              学関西  3:54.65

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

  460 吉村　　承      ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳ        大3

  465 坂本　瑞樹      ｻｶﾓﾄ ﾐｽﾞｷ       大3

  472 髙橋　裕汰      ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ        大1

  464 植村　泰拓      ｳｴﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ       大3
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補欠   135 大阪市立大          学関西  3:54.80
ｲﾁﾀﾞｲ               大学

補欠   227 九州大              学九州  3:55.14
ｷｭｳﾀﾞｲ              大学


