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 1組
 0

 1

 2

 3  1055 群馬大              学関東

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ             大学

  222 會澤　　唯      ｱｲｻﾞﾜ ﾕｲ        大1

  226 井野　凪紗      ｲﾉ ﾅｷﾞｻ         大1

  223 秋谷　里実      ｱｷﾔ ｻﾄﾐ         大4

  225 山口　舞佳      ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｲｶ       大3

 4  1225 北海道大            学北部 棄権

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

 5  1069 岐阜大              学中部  4:48.54

ｷﾞﾌﾀﾞｲ              大学

  265 千原　日那      ﾁﾊﾗ ﾋﾅ          大1

  264 山浦　結衣      ﾔﾏｳﾗ ﾕｲ         大2

  263 小坪　朋夏      ｺﾂﾎﾞ ﾄﾓｶ        大3

  262 柳本　麻衣      ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏｲ       大4

 6

 7

 8

 9
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 2組
 0

 1  1169 鳥取大              学中国  5:12.12

ﾄｯﾄﾘﾀﾞｲ             大学

  627 髙尾　青奈      ﾀｶｵ ﾊﾙﾅ         大2

  626 髙濵　咲月      ﾀｶﾊﾏ ｻﾂｷ        大2

  628 遠藤　香乃      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾉ        大2

  625 北村　潮音      ｷﾀﾑﾗ ｼｵﾈ        大4

 2  1044 防衛大              学関東  5:09.37

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ            大学

  198 八尋　結愛      ﾔﾋﾛ ﾕｳｱ         大2

  200 角野　久桐      ｶﾄﾞﾉ ｸｷﾘ        大1

  199 福富　真歩      ﾌｸﾄﾐ ﾏﾎ         大1

  195 光澤　知花      ﾐﾂｻﾜ ﾁｶ         大4

 3  1017 東京都立大          学関東  5:08.59

ﾄﾘﾂﾀﾞｲ              大学

   78 菊池和花奈      ｷｸﾁ ﾜｶﾅ         大1

   70 藤本　凜子      ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾝｺ       大3

   69 米田　純菜      ﾖﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾅ      大3

   73 石井　恵美      ｲｼｲ ｴﾐ          大2

 4  1232 弘前大              学北部  5:04.88

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

  859 須藤　夕喜      ｽﾄﾞｳ ﾕｳｷ        大4

  862 佐藤　　栞      ｻﾄｳ ｼｵﾘ         大2

  860 中川　愛佳      ﾅｶｶﾞﾜ ｱｲｶ       大3

  865 尾形　綺音      ｵｶﾞﾀ ｱﾔﾈ        大1

 5  1038 千葉大              学関東  5:05.47

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ              大学

  183 平本　夏海      ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂﾐ        大1

  178 宮下　真衣      ﾐﾔｼﾀ ﾏｲ         大3

  177 横田　和花      ﾖｺﾀ ﾜｶ          大4

  179 井林　倖菜      ｲﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾅ       大3

 6  1007 横浜市立大          学関東  5:08.66

ﾖｺﾊﾏｼﾀﾞｲ            大学

   29 中島　胡桃      ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾙﾐ       大3

   28 松田　菜那      ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾅ         大2

   30 小畑　桜子      ｵﾊﾞﾀ ｻｸﾗｺ       大1

   31 田中　羽海      ﾀﾅｶ ｳﾐ          大1

 7  1079 三重大              学中部  5:09.62

ﾐｴﾀﾞｲｶﾞｸ            大学

  298 小森　柚季      ｺﾓﾘ ﾕｽﾞｷ        大3

  296 奥田　怜那      ｵｸﾀﾞ ﾚｲﾅ        大4

  297 宮部　夏帆      ﾐﾔﾍﾞ ﾅﾂﾎ        大3

  300 西塚　笑香      ﾆｼﾂﾞｶ ｴﾐｶ       大2

 8  1081 名古屋市立大        学中部  5:13.68

ﾅｺﾞﾔｼﾘﾂ             大学

  308 山田　花帆      ﾔﾏﾀﾞ ｶﾎ         大2

  307 加藤　優奈      ｶﾄｳ ﾕﾅ          大1

  311 川﨑　　桃      ｶﾜｻｷ ﾓﾓ         大1

  310 小林亜衣梨      ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ       大1

 9
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 3組
 0  1191 熊本大              学九州  5:03.26

ｸﾏﾓﾄﾀﾞｲ             大学

  707 副嶋　夏葵      ｿｴｼﾞﾏ ﾅﾂｷ       大2

  706 佐松　理子      ｻﾏﾂ ﾘｺ          大3

  708 水流　花都      ﾂﾙ ﾊﾅﾄ          大2

  709 山﨑奈央子      ﾔﾏｻｷ ﾅｵｺ        大2

 1  1132 京都大              学関西  4:52.66

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

  514 豊田　光彩      ﾄﾖﾀ ﾐｻ          大4

  518 森花　来未      ﾓﾘﾊﾅ ｸﾙﾐ        大2

  516 熊川ひなた      ｸﾏｶﾞﾜ ﾋﾅﾀ       大3

  513 嶋田　樹香      ｼﾏﾀﾞ ｺﾉｶ        大4

 2  1072 静岡大              学中部  4:49.97

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ            大学

  284 大濱　朋音      ｵｵﾊﾏ ﾄﾓﾈ        大2

  286 塚本　乃愛      ﾂｶﾓﾄ ﾉｱ         大1

  285 小粥　彩加      ｵｶﾞｲ ｱﾔｶ        大2

  288 上山　愛莉      ｳｴﾔﾏ ｱｲﾘ        大1

 3  1060 名古屋大            学中部  4:47.43

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ             大学

  246 下原あゆみ      ｼﾓﾊﾗ ｱﾕﾐ        大4

  248 齋藤　　希      ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ       大4

  250 藤井ひな子      ﾌｼﾞｲ ﾋﾅｺ        大2

  252 渡辺　　栞      ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾘ       大2

 4  1127 神戸大              学関西  4:43.71

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  479 石田　絢子      ｲｼﾀﾞ ｱﾔｺ        大4

  482 千住　響子      ｾﾝｼﾞｭｳ ｷｮｳｺ     大2

  483 北岡さくら      ｷﾀｵｶ ｻｸﾗ        大1

  480 増田　夢菜      ﾏｽﾀﾞ ﾕﾒﾅ        大4

 5  1024 東京大              学関東  4:46.60

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  106 藤倉　璃保      ﾌｼﾞｸﾗ ﾘﾎ        大2

  104 新井　佑奈      ｱﾗｲ ﾕｳﾅ         大4

  105 水野あかり      ﾐｽﾞﾉ ｱｶﾘ        大3

  107 秡川　典子      ﾊﾗｲｶﾜ ﾉﾘｺ       大2

 6  1199 鹿児島大            学九州  4:48.51

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ            大学

  730 井上　采子      ｲﾉｳｴ ｻｴｺ        大2

  731 酒匂　春奈      ｻｺｳ ﾊﾙﾅ         大1

  729 池田　芽生      ｲｹﾀﾞ ﾒｲ         大4

  727 和田実央理      ﾜﾀﾞ ﾐｵﾘ         大5

 7  1156 広島大              学中国  4:51.24

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  609 成田　佳乃      ﾅﾘﾀ ﾖｼﾉ         大1

  603 笠井　美歩      ｶｻｲ ﾐﾎ          大3

  602 上田　瑞貴      ｳｴﾀﾞ ﾐｽﾞｷ       大4

  608 濵田　莉緒      ﾊﾏﾀﾞ ﾘｵ         大1

 8  1172 高知大              学中国 棄権

ｺｳﾁﾀﾞｲ              大学

 9  1016 埼玉大              学関東  5:04.81

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ             大学

   58 関口　陽弓      ｾｷｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ       大3

   61 上路　奏来      ｼﾞｮｳｼﾞ ｿﾗ       大2

   57 横川智奈美      ﾖｺｶﾜ ﾁﾅﾐ        大4

   59 山村　志乃      ﾔﾏﾑﾗ ｼﾉ         大2
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 4組
 0  1121 大阪公立大          学関西  4:40.83

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂ            大学

  455 千葉　喬子      ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ        大4

  462 勝野　花菜      ｶﾂﾉ ﾊﾅ          大2

  456 中西　梨予      ﾅｶﾆｼ ﾘﾖ         大2

  459 堀内　咲歩      ﾎﾘｳﾁ ｻﾎ         大3

 1  1218 東北大              学北部  4:40.34

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ             大学

  814 木口　真優      ｷｸﾞﾁ ﾏﾕ         大1

  812 石川　海音      ｲｼｶﾜ ﾐｵ         大1

  813 小野　真愛      ｵﾉ ﾏｲ           大1

  809 前田　春那      ﾏｴﾀﾞ ﾊﾙﾅ        大3

 2  1154 岡山大              学中国  4:35.54

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  590 津島　光希      ﾂｼﾏ ﾐﾂｷ         大1

  586 卷幡　　樂      ﾏｷﾊﾀ ﾗｸ         大4

  589 大高八重子      ｵｵﾀｶ ﾔｴｺ        大2

  588 柳生　笑利      ﾔｷﾞｭｳ ｴﾘ        大3

 3  1212 鹿屋体育大          学九州  4:17.59

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  772 吉原　杏実      ﾖｼﾊﾗ ｱﾐ         大4

  780 黒田　絢子      ｸﾛﾀﾞ ｱﾔｺ        大1

  781 仲田　　葵      ﾅｶﾀ ｱｵｲ         大1

  779 久保田梨琉      ｸﾎﾞﾀ ﾘﾙ         大2

 4  1031 筑波大              学関東  4:08.37

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  146 片桐　珠実      ｶﾀｷﾞﾘ ﾀﾏﾐ       大3

  145 平林　優花      ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ      大3

  143 飯塚　千遥      ｲｲﾂｶ ﾁﾊﾙ        大4

  140 込山　　瞳      ｺﾐﾔﾏ ﾋﾄﾐ        大4

 5  1088 愛知教育大          学中部  4:17.08

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  333 大鐘　結衣      ｵｵｶﾞﾈ ﾕｲ        大3

  328 安藤　綾美      ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾐ       大4

  323 小川　真尋      ｵｶﾞﾜ ﾏﾋﾛ        大4

  325 森内　瑠菜      ﾓﾘｳﾁ ﾙﾅ         大4

 6  1004 東京学芸大          学関東  4:26.68

ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ            大学

   22 菊地　智与      ｷｸﾁ ﾄﾓﾖ         大1

   24 宮下　紗伎      ﾐﾔｼﾀ ｻｷ         大1

   19 前田　ゆい      ﾏｴﾀ ﾕｲ          大3

   16 山村　涼乃      ﾔﾏﾑﾗ ｽｽﾞﾉ       大4

 7  1183 九州大              学九州  4:39.97

ｷｭｳﾀﾞｲ              大学

  696 濱田はるか      ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ        大1

  697 小関　　葵      ｺｾｷ ｱｵｲ         大1

  699 楳木　麻央      ｳﾒｷ ﾏｵ          大1

  693 平井　野歩      ﾋﾗｲ ﾉﾎ          大4

 8  1113 大阪大              学関西  4:40.35

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

  435 福井梨香子      ﾌｸｲ ﾘｶｺ         大1

  430 松本　和海      ﾏﾂﾓﾄ ﾅｺﾞﾐ       大4

  429 平嶋　美月      ﾋﾗｼﾏ ﾐﾂﾞｷ       大4

  431 太田ひまわり    ｵｵﾀ ﾋﾏﾜﾘ        大4

 9  1105 大阪教育大          学関西  4:42.04

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  407 森　　花菜      ﾓﾘ ﾊﾅ           大1

  408 藤澤依里子      ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾘｺ       大1

  406 入江　望来      ｲﾘｴ ﾐｸ          大3

  405 清川　柚紀      ｷﾖｶﾜ ﾕｽﾞｷ       大4


