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 1組
 0

 1  1233 弘前大              学北部  8:36.86

ﾋﾛｻｷﾀﾞｲ             大学

  852 伊東　翔太      ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ        大2

  851 井上　羽来      ｲﾉｳｴ ﾊｸ         大2

  856 吉田　拓海      ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ        大2

  853 藤原　　悠      ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳ        大2

 2  1149 島根大              学中国  8:24.92

ｼﾏﾈﾀﾞｲ              大学

  567 長野　真也      ﾅｶﾞﾉ ｼﾝﾔ        大2

  570 大槻　優斗      ｵｵﾂｷ ﾕｳﾄ        大1

  562 上田　大介      ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ      大3

  564 徳田　基希      ﾄｸﾀﾞ ﾓﾄｷ        大3

 3  1056 群馬大              学関東  8:23.71

ｸﾞﾝﾏﾀﾞｲ             大学

  221 山田　灯流      ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲﾙ        大1

  217 太田　翔揮      ｵｵﾀ ﾄｷ          大2

  219 深作　優介      ﾌｶｻｸ ﾕｳｽｹ       大2

  218 塚本　進平      ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ      大2

 4  1202 琉球大              学九州  8:21.26

ﾘｭｳｷｭｳ              大学

  745 吉野　暢晃      ﾖｼﾉ ﾉﾌﾞｱｷ       大3

  748 東江　良樹      ｱｶﾞﾘｴ ﾖｼｷ       大1

  746 田之上旺介      ﾀﾉｳｴ ｵｳｽｹ       大2

  743 荒木　龍馬      ｱﾗｷ ﾘｮｳﾏ        大4

 5  1174 海上保安大          学中国  8:22.68

ｶｲﾎﾀﾞｲ              大学

  634 加藤　啓太      ｶﾄｳ ｹｲﾀ         大4

  636 木之下拓海      ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ        大4

  637 奥野　真央      ｵｸﾉ ﾏﾋﾛ         大2

  635 橋口　泰祉      ﾊｼｸﾞﾁ ﾀｲｼ       大4

 6  1102 新潟大              学中部  8:24.60

ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲ            大学

  381 関　麟太郎      ｾｷ ﾘﾝﾀﾛｳ        大1

  378 白石　敦士      ｼﾗｲｼ ｱﾂｼ        大2

  375 若井　元貴      ﾜｶｲ ﾓﾄｷ         大2

  380 蘭　　硫世      ｱﾗﾗｷﾞ ﾘｭｳｾｲ     大1

 7  1197 鹿児島大            学九州  8:24.98

ｶｺﾞｼﾏﾀﾞｲ            大学

  725 佐々木　快      ｻｻｷ ｺｺﾛ         大1

  720 田山　舜晟      ﾀﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ       大4

  724 福永　航己      ﾌｸﾅｶﾞ ｺｳｷ       大1

  723 佐藤　駿介      ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ       大2

 8

 9
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 0  1010 横浜国立大          学関東  8:18.95

ﾖｺｺｸﾀﾞｲ             大学

   37 藤田　大輝      ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ        大2

   34 春名光太郎      ﾊﾙﾅ ｺｳﾀﾛｳ       大4

   40 奥野　叶太      ｵｸﾉ ｶﾅﾀ         大1

   38 瀬川　大翔      ｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ        大2

 1  1164 香川大              学中国  8:17.40

ｶｶﾞﾜﾀﾞｲ             大学

  613 村上　晴紀      ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｷ        大2

  612 山田　晃司      ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ       大2

  610 篠原　颯杜      ｼﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ        大4

  614 大福　樹生      ｵｵﾌｸ ﾀﾂｷ        大2

 2  1091 金沢大              学中部  8:15.65

ｶﾅｻﾞﾜﾀﾞｲ            大学

  342 小田原康祐      ｵﾀﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ      大3

  340 深谷　太一      ﾌｶﾀﾆ ﾀｲﾁ        大3

  344 斎木涼太郎      ｻｲｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ      大1

  338 永田　晴輝      ﾅｶﾞﾀ ﾊﾙｷ        大4

 3  1063 名古屋大            学中部  8:13.49

ﾅｺﾞﾔﾀﾞｲ             大学

  238 森本　貴大      ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾄ        大4

  235 間島滉一郎      ﾏｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ     大4

  243 檜垣　碧位      ﾋｶﾞｷ ｱｵｲ        大1

  240 松本　崚平      ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ      大3

 4  1021 東京都立大          学関東  8:08.90

ﾄﾘﾂﾀﾞｲ              大学

   68 西村　恭佑      ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｽｹ      大1

   67 惣谷　　陸      ｿｳﾀﾆ ﾘｸ         大2

   66 宮　　恵斗      ﾐﾔ ｹｲﾄ          大3

   63 安井　颯翼      ﾔｽｲ ｿｳｽｹ        大3

 5  1067 岐阜大              学中部  8:12.92

ｷﾞﾌﾀﾞｲ              大学

  261 安藤　　暉      ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾄﾑ       大1

  260 戸田　和樹      ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ        大2

  255 村川　光輝      ﾑﾗｶﾜ ｺｳｷ        大3

  256 堂本　悠介      ﾄﾞｳﾓﾄ ﾕｳｽｹ      大3

 6  1098 信州大              学中部  8:15.16

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ            大学

  367 西口　克輝      ﾆｼｸﾞﾁ ｶﾂｷ       大2

  365 樽屋　賢汰      ﾀﾙﾔ ｹﾝﾀ         大2

  363 高島　稜生      ﾀｶｼﾏ ｲﾂｷ        大3

  362 磯部　怜大      ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ       大4

 7  1146 愛媛大              学中国  8:15.82

ｴﾋﾒﾀﾞｲ              大学

  552 根本祐一郎      ﾈﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ      大4

  556 才上　陽也      ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙﾔ      大1

  553 仙田　知命      ｾﾝﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ       大4

  555 谷山　　悠      ﾀﾆﾔﾏ ﾊﾙｶ        大2

 8  1048 東京工業大          学関東  8:17.61

ﾄｳｺｳﾀﾞｲ             大学

  202 江口　　淳      ｴｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ       大4

  201 渕上　正浩      ﾌﾁｳｴ ﾏｻﾋﾛ       大4

  203 山口　英真      ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｼﾝ      大3

  208 田中　理敬      ﾀﾅｶ ﾐﾁﾀｶ        大1

 9  1128 和歌山大            学関西  8:19.84

ﾜｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  493 岡　　謙佑      ｵｶ ｹﾝｽｹ         大1

  492 荒木　颯太      ｱﾗｷ ｿｳﾀ         大2

  490 仙波　　拓      ｾﾝﾊﾞ ﾀｸ         大3

  489 田中　琉太      ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀ        大4
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 0  1222 北海道大            学北部  8:07.68

ﾎｯｶｲﾄﾞｳ             大学

  823 高野　裕生      ﾀｶﾉ ﾕｳｷ         大4

  820 小野　一弥      ｵﾉ ｶｽﾞﾔ         大4

  826 平井　尚併      ﾋﾗｲ ｼｮｳﾍｲ       大2

  825 菅　　大空      ｽｶﾞ ﾂﾊﾞｻ        大3

 1  1214 東北大              学北部  8:07.17

ﾄｳﾎｸﾀﾞｲ             大学

  798 舘　　宏輔      ﾀﾁ ｺｳｽｹ         大4

  800 大槻　　翼      ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ       大4

  801 冨永　　穏      ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽｷ       大2

  799 結城　大河      ﾕｳｷ ﾀｲｶﾞ        大4

 2  1141 徳島大              学中国  8:04.69

ﾄｸｼﾏﾀﾞｲ             大学

  547 児玉　俊二      ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｼﾞ      大2

  544 島田　滉士      ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄ        大3

  546 西村　理汰      ﾆｼﾑﾗ ｱﾔﾀ        大1

  550 松田　悠希      ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ        大1

 3  1185 九州大              学九州  8:03.86

ｷｭｳﾀﾞｲ              大学

  684 安芸　諒介      ｱｷ ﾘｮｳｽｹ        大3

  677 中尾　　真      ﾅｶｵ ｼﾝ          大3

  685 矢田　鈴人      ﾔﾀ ｽｽﾞﾄ         大2

  688 後藤　旭登      ｺﾞﾄｳ ｱｻﾄ        大2

 4  1111 大阪大              学関西  8:01.63

ｵｵｻｶﾀﾞｲ             大学

  417 吉野　裕貴      ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ         大3

  416 近藤　泰吾      ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲｺﾞ      大4

  419 岸本　　武      ｷｼﾓﾄ ﾀｹﾙ        大2

  410 川口　峻平      ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ    大4

 5  1026 東京大              学関東  8:02.82

ﾄｳｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  100 松本恭太郎      ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾀﾛｳ     大1

   95 前田　英俊      ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ      大3

   94 近藤　　克      ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ       大3

   80 新保　幸輝      ｼﾝﾎﾞ ｺｳｷ        大4

 6  1043 防衛大              学関東  8:03.93

ﾎﾞｳｴｲﾀﾞｲ            大学

  185 下村　直輝      ｼﾓﾑﾗ ﾅｵｷ        大4

  184 早田　晴喜      ﾜｻﾀﾞ ﾊﾙｷ        大4

  189 寺田　　仁      ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞﾝ        大4

  193 井上欣次郎      ｲﾉｳｴ ｷﾝｼﾞﾛｳ     大2

 7  1075 静岡大              学中部  8:05.67

ｼｽﾞｵｶﾀﾞｲ            大学

  276 門脇　正享      ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾀﾞﾕｷ     大3

  281 遠藤　岳利      ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸﾄ      大1

  283 安藤　翔拓      ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾀ      大1

  268 月見里祥真      ﾂｷﾐｻﾄ ｼｮｳﾏ      大4

 8  1040 千葉大              学関東  8:07.63

ﾁﾊﾞﾀﾞｲ              大学

  163 磯部　隼輔      ｲｿﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ      大3

  166 大江　智陽      ｵｵｴ ﾄﾓﾊﾙ        大4

  165 齋藤　大河      ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ       大4

  174 平瀬　和也      ﾋﾗｾ ｶｽﾞﾔ        大1

 9  1119 大阪公立大          学関西  8:07.69

ｵｵｻｶｺｳﾘﾂ            大学

  446 藤原　昇大      ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ      大2

  450 水田　陸斗      ﾐｽﾞﾀ ﾘｸﾄ        大3

  444 豊田　悠希      ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｷ        大2

  447 岡山　　雅      ｵｶﾔﾏ ﾏｻｼ        大3
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 0  1160 広島大              学中国  8:00.28

ﾋﾛｼﾏﾀﾞｲ             大学

  597 浦田　篤志      ｳﾗﾀ ｱﾂｼ         大2

  599 菊地　空音      ｷｸﾁ ｱｵﾄ         大1

  593 井尻　悠晴      ｲｼﾞﾘ ﾕｳｾｲ       大3

  596 丸山野虹輝      ﾏﾙﾔﾏﾉ ｺｳｷ       大2

 1  1134 京都大              学関西  7:58.54

ｷｮｳﾄﾀﾞｲ             大学

  499 日下　和希      ｸｻｶ ｶｽﾞｷ        大4

  508 宮田　　潤      ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝ        大2

  509 松本　直己      ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ        大2

  502 山本裕一朗      ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ     大3

 2  1001 東京学芸大          学関東  7:52.39

ﾄｳｶﾞｸｹﾞｲ            大学

    1 岡林　晃央      ｵｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋｻ     大4

    3 山本　大夢      ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾑ        大4

    7 小林麟之介      ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾉｽｹ     大3

    4 小林　俊尊      ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾀｶ      大4

 3  1108 大阪教育大          学関西  7:45.61

ﾀﾞｲｷｮｳ              大学

  398 悦過　大知      ｴﾂｶ ﾀﾞｲﾁ        大3

  397 竹田　瞬希      ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｷ       大3

  403 堀上　諒馬      ﾎﾘｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ      大1

  401 生部　悠樹      ｼｮｳﾌﾞ ﾕｳｷ       大2

 4  1207 鹿屋体育大          学九州  7:27.22

ｶﾉﾔﾀｲﾀﾞｲ            大学

  755 田中　一光      ﾀﾅｶ ｲｯｺｳ        大4

  771 坂本　春空      ｻｶﾓﾄ ﾊﾙｸ        大1

  768 岩切　斗吾      ｲﾜｷﾘ ﾄｳｺﾞ       大1

  764 水上　瑠日      ﾐｽﾞｶﾐ ﾙｶ        大2

 5  1034 筑波大              学関東  7:29.67

ﾂｸﾊﾞﾀﾞｲ             大学

  133 岩城　優太      ｲﾜｷ ﾕｳﾀ         大2

  117 三浦　恵太      ﾐｳﾗ ｹｲﾀ         大4

  135 石川　大智      ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ       大1

  139 宮本　直輝      ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ        大1

 6  1089 愛知教育大          学中部  7:47.62

ｱｲｷｮｳﾀﾞｲ            大学

  318 後藤　崚太      ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ       大2

  317 関口　凌聖      ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ     大3

  322 安達　瑠斗      ｱﾀﾞﾁ ﾙﾄ         大1

  313 浜田　英嗣      ﾊﾏﾀﾞ ｴｲｼﾞ       大4

 7  1152 岡山大              学中国  7:55.26

ｵｶﾔﾏﾀﾞｲ             大学

  574 塚原　　鉄      ﾂｶﾊﾗ ﾃﾂ         大4

  585 村上　太一      ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ        大1

  581 矢野　和尊      ﾔﾉ ﾜﾀﾙ          大2

  584 竹内　悠翔      ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ        大1

 8  1123 神戸大              学関西  7:59.62

ｺｳﾍﾞﾀﾞｲ             大学

  475 縄田　大翔      ﾅﾜﾀ ﾋﾛﾄ         大1

  465 村尾　知紀      ﾑﾗｵ ﾄﾓｷ         大4

  472 岡崎　圭佑      ｵｶｻﾞｷ ｹｲｽｹ      大3

  468 松島　優太      ﾏﾂｼﾏ ﾕｳﾀ        大3

 9  1012 埼玉大              学関東  8:01.58

ｻｲﾀﾏﾀﾞｲ             大学

   46 堤　　悠人      ﾂﾂﾐ ﾕｳﾄ         大3

   55 吉田　悠生      ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ        大1

   47 山﨑　勇輝      ﾔﾏｻｷ ﾕｳｷ        大3

   49 渡辺　夢叶      ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ       大2


