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 1組
 1

 2 学関西    98 原田　新太          ﾊﾗﾀﾞ ｱﾗﾀ            大阪市立大学        大2  1:09.00

 3 学関西   257 野坂　柚介          ﾉｻﾞｶ ﾕｳｽｹ           大阪工業大学        大1  1:08.00

 4 学関西    60 出口　雄基          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ           大阪教育大学        大2  1:05.00

 5 学関西    84 長野　冬瑚          ﾅｶﾞﾉ ﾄｳｺﾞ           大阪大学            大1  1:05.00

 6 学関西   303 池野　理輝          ｲｹﾉ ﾅｵｷ             天理大学            大2  1:08.55

 7 学関西   388 岸田　謙伸          ｷｼﾀﾞ ｹﾝｼﾝ           奈良教育大学        大3  1:10.00
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 2組
 1 学関西    57 三村　朋裕          ﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ            大阪教育大学        大2  1:05.00

 2 学関西   391 奥田　悠介          ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ           大阪府立大学        大3  1:03.00

 3 学関西   311 市川　嵐士          ｲﾁｶﾜ ｱﾗｼ            天理大学            大1  1:02.00

 4 学関西   479 夕部　大輝          ﾕｳﾍﾞ ﾀﾞｲｷ           びわこ成蹊大        大1  1:01.50

 5 学関西   102 森安　　響          ﾓﾘﾔｽ ﾋﾋﾞｷ           大阪市立大学        大2  1:02.00

 6 学関西   261 高浦　茂昌          ﾀｶｳﾗ ｼｹﾞﾏｻ          大阪工業大学        大2  1:03.00

 7 学関西   103 梅井　一輝          ｳﾒｲ ｶｽﾞｷ            大阪市立大学        大2  1:04.50
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 3組
 1 学関西   469 濱野　史龍          ﾊﾏﾉ ｼﾘｭｳ            びわこ成蹊大        大2  1:01.50

 2 学関西   305 大島谷　龍          ｵｵｼﾏﾀﾆ ﾘｭｳ          天理大学            大1  1:00.40

 3 学関西     9 南谷　和志          ﾐﾅﾐﾀﾆ ｶｽﾞｼ          大阪体育大学        大3  1:00.10

 4 学関西   290 角井　一輝          ｶｸｲ ｶｽﾞｷ            天理大学            大3  1:00.00

 5 学関西     7 山村　波風          ﾔﾏﾑﾗ ｻｱﾌ            大阪体育大学        大3  1:00.02

 6 学関西    21 東　　侑玖          ｱｽﾞﾏ ﾀｽｸ            大阪体育大学        大2  1:00.27

 7 学関西   296 黒木　　渉          ｸﾛｷ ﾜﾀﾙ             天理大学            大3  1:00.50
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 4組
 1 学関西   117 仲村　尚大          ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ         関西学院大学        大3    59.99

 2 学関西    32 吉水　尚樹          ﾖｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ           大阪体育大学        大1    59.00

 3 学関西   467 髙須加大和          ﾀｶｽｶ ﾔﾏﾄ            びわこ成蹊大        大2    58.75

 4 大  阪   492 金持　義和          ｶﾅｼﾞ ﾖｼｶｽﾞ          JSS深井             OPEN

 5 学関西    23 林　　快斗          ﾊﾔｼ ｶｲﾄ             大阪体育大学        大2    58.72

 6 学関西     3 畑田　瑛良          ﾊﾀﾀﾞ ｱｷﾗ            大阪体育大学        大3    59.00

 7 学関西   242 東　真夏斗          ｱｽﾞﾏ ﾏﾅﾄ            桃山学院大学        大1    59.00
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 5組
 1 学関西   328 松井　綜汰          ﾏﾂｲ ｿｳﾀ             関西大学            大4    58.50

 2 学関西    28 高橋　篤広          ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾋﾛ           大阪体育大学        大1    58.12

 3 学関西   279 河南　　晟          ｶﾜﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳ          同志社大学          大2    57.82

 4 学関西   128 福本　勝太          ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳﾀ           関西学院大学        大1    57.78

 5 学関西   113 藤田　紘希          ﾌｼﾞﾀ ｺｳｷ            関西学院大学        大3    57.80

 6 学関西    22 安井　陸登          ﾔｽｲ ﾘｸﾄ             大阪体育大学        大2    58.02

 7 学関西    17 森　　海斗          ﾓﾘ ｶｲﾄ              大阪体育大学        大2    58.15
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 6組
 1 学関西   316 入江　五陸          ｲﾘｴ ｲﾂﾑ             天理大学            大1    57.47

 2 学関西   131 高　　大輔          ｺｳ ﾀﾞｲｽｹ            関西学院大学        大1    57.05

 3 学関西   214 奈須　一樹          ﾅｽ ｶｽﾞｷ             近畿大学            大1    56.63

 4 福  井   498 西村　駿弥          ﾆｼﾑﾗ ｼｭﾝﾔ           福井県ｽﾎﾟｰﾂ協会     OPEN

 5 学関西   198 井野　竜佳          ｲﾉ ﾘｭｳｶ             近畿大学            大3    55.55

 6 学関西   114 塩川　裕也          ｼｵｶﾜ ﾕｳﾔ            関西学院大学        大3    56.90

 7 学関西   284 御手洗大心          ﾐﾀﾗｲ ﾀｲｼﾝ           同志社大学          大1    57.13
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