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 1組
 1

 2 学関西   239 金子　武司          ｶﾈｺ ﾀｹｼ             桃山学院大学        大1    36.00

 3 学関西   327 尹　　鍾成          ﾕﾝ ｼﾞｮﾝｿﾝ           関西大学            大1    33.00

 4 兵  庫   495 日本　雄也          ﾋﾉﾓﾄ ﾕｳﾔ            アクアティック      OPEN

 5 学関西   230 吉川　大輝          ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ           京都工繊大学        大2    31.00

 6 学関西   259 宮島　秀明          ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ         大阪工業大学        大2    35.10
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 2組
 1

 2 学関西   255 岡　倫太郎          ｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ            大阪工業大学        大4    30.00

 3 学関西   107 森　　大地          ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ             大阪市立大学        大1    29.50

 4 学関西   400 出島　夏海          ﾃﾞｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ           大阪府立大学        大1    28.50

 5 学関西    95 井上　貴裕          ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ           大阪市立大学        大3    29.00

 6 学関西   105 相原　大輝          ｱｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ           大阪市立大学        大2    29.55
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 3組
 1

 2 京  都   501 三神　龍堂          ﾐｶﾐ ﾘｭｳﾄﾞｳ          龍谷大学大学院      OPEN

 3 学関西   232 蕪尾　尚樹          ｶﾌﾞｵ ﾅｵｷ            京都工繊大学        大2    28.00

 4 学関西   470 織田　康成          ｵﾘﾀ ｺｳｾｲ            びわこ成蹊大        大2    27.90

 5 学関西    99 渡邉　哲平          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃｯﾍﾟｲ         大阪市立大学        大2    28.00

 6 学関西   234 笹岡　颯太          ｻｻｵｶ ｿｳﾀ            京都工繊大学        大1    28.00
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 4組
 1

 2 学関西   393 古永　　武          ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹﾙ           大阪府立大学        大3    27.80

 3 学関西   448 堀田　天音          ﾎｯﾀ ｱﾏﾈ             大阪経済大学        大2    27.50

 4 学関西    75 宮崎　　航          ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ           大阪大学            大3    27.50

 5 学関西   238 石井　健一          ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ            桃山学院大学        大3    27.50

 6 学関西   200 梶谷　幸輝          ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ           近畿大学            大3    27.68
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 5組
 1

 2 学関西   431 渡部　　智          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ           摂南大学            大1    27.32

 3 学関西   451 竹中　綾一          ﾀｹﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ          大阪経済大学        大1    27.00

 4 学関西   235 山田　尚人          ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ            京都工繊大学        大1    27.00

 5 学関西   236 寺本　勇気          ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｷ            桃山学院大学        大4    27.00

 6 学関西   406 豊田　琢人          ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ            立命館大学          大3    27.20

 7
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 6組
 1

 2 学関西   425 高山　大輔          ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          摂南大学            大4    26.60

 3 学関西   410 千石　遼太          ｾﾝｺﾞｸ ﾘｮｳﾀ          立命館大学          大3    26.50

 4 兵  庫   494 高橋　浩太朗        ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ          kurakura            OPEN

 5 学関西   121 中前　拓海          ﾅｶﾏｴ ﾀｸﾐ            関西学院大学        大2    26.50

 6 学関西   391 奥田　悠介          ｵｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ           大阪府立大学        大3    26.60

 7 学関西   231 池田幸之介          ｲｹﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ          京都工繊大学        大2    27.00
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 7組
 1

 2 学関西   417 小西　隆元          ｺﾆｼ ﾀｶﾓﾄ            立命館大学          大2    26.40

 3 学関西   309 杉山　竜盛          ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ         天理大学            大1    26.00

 4 学関西   240 宮嶋　　陸          ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｸ            桃山学院大学        大1    26.00

 5 学関西   241 神宇知将伍          ｶﾐｳﾁ ｼｮｳｺﾞ          桃山学院大学        大1    26.00

 6 学関西   335 前田　大毅          ﾏｴﾀﾞ ﾀｲｷ            関西大学            大3    26.00

 7 兵  庫   493 河野　大悟          ｶﾜﾉ ﾀﾞｲｺﾞ           kurakura            OPEN

 8

 8組
 1

 2 学関西    65 木村虎太郎          ｷﾑﾗ ｺﾀﾛｳ            大阪教育大学        大1    26.00

 3 学関西   450 最相　秀平          ｻｲｿｳ ｼｭｳﾍｲ          大阪経済大学        大2    25.60

 4 学関西   386 吉本　圭汰          ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾀ            奈良教育大学        大3    25.50

 5 学関西   389 須崎　謙吾          ｽｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ           奈良教育大学        大3    25.50

 6 学関西   210 生見　泰聖          ﾇｸﾐ ﾀｲｾｲ            近畿大学            大1    25.99

 7 学関西    72 西山　京吾          ﾆｼﾔﾏ ｹｲｺﾞ           大阪大学            大2    26.00
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 9組
 1

 2 学関西    60 出口　雄基          ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ           大阪教育大学        大2    25.50

 3 学関西   332 山口　凌慧          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ         関西大学            大3    25.26

 4 学関西   458 生田　敦嗣          ｲｸﾀ ｱﾂｼ             びわこ成蹊大        大3    25.00

 5 学関西   449 竹國　龍斗          ﾀｹｸﾆ ﾘｭｳﾄ           大阪経済大学        大2    25.20

 6 学関西     3 畑田　瑛良          ﾊﾀﾀﾞ ｱｷﾗ            大阪体育大学        大3    25.50

 7 学関西   167 西元　優真          ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾏ            甲南大学            大1    25.50

 8

10組
 1

 2 学関西   306 和田信太郎          ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ           天理大学            大1    25.00

 3 学関西   276 本田　海雅          ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ           同志社大学          大2    25.00

 4 学関西   132 高橋　優輝          ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ            関西学院大学        大1    25.00

 5 学関西   199 池田　隆晟          ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ          近畿大学            大3    25.00

 6 学関西   297 中村　海人          ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ            天理大学            大2    25.00

 7 学関西   348 山本　そら          ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ             関西大学            大1    25.00
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11組
 1

 2 学関西    66 二宮　亮太          ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ           大阪教育大学        大1    25.00

 3 学関西   201 塩田　　駿          ｼｵﾀ ｼｭﾝ             近畿大学            大3    24.80

 4 学関西   331 長谷　　樹          ﾊｾ ﾀﾂｷ              関西大学            大3    24.70

 5 学関西   473 淀川　泰誠          ﾖﾄﾞｶﾜ ﾀｲｾｲ          びわこ成蹊大        大1    24.71

 6 学関西   298 岡嶋　翔太          ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ          天理大学            大2    24.80

 7 学関西   100 道越　光星          ﾐﾁｺﾞｴ ｺｳｾｲ          大阪市立大学        大2    25.00

 8

12組
 1

 2 学関西   206 北川　友祐          ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ          近畿大学            大2    24.68

 3 学関西    14 田村　冴生          ﾀﾑﾗ ｺﾞｵ             大阪体育大学        大2    24.59

 4 学関西   120 三野　　漠          ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ             関西学院大学        大2    24.40

 5 学関西    62 信田　涼介          ﾉﾌﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ          大阪教育大学        大2    24.50

 6 学関西   461 千坂　侑大          ﾁｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ           びわこ成蹊大        大3    24.59

 7 学関西   115 南　　昌志          ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ             関西学院大学        大3    24.70
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13組
 1

 2 学関西   310 川野　湧輝          ｶﾜﾉ ﾕｳｷ             天理大学            大1    24.30

 3 学関西    13 相羽　康平          ｱｲﾊﾞ ｺｳﾍｲ           大阪体育大学        大2    24.26

 4 学関西    85 大前翔太朗          ｵｵﾏｴ ｼｮｳﾀﾛｳ         大阪大学            大1    24.17

 5 学関西     6 宗光　優希          ﾑﾈﾐﾂ ﾕｳｷ            大阪体育大学        大3    24.19

 6 学関西    59 大崎　達也          ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ            大阪教育大学        大2    24.30

 7 学関西   349 濱口　怜央          ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ            関西大学            大1    24.30

 8

14組
 1

 2 学関西   475 新谷　晃生          ﾆｲﾔ ｺｳｷ             びわこ成蹊大        大1    24.02

 3 学関西    25 武田　力紀          ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ             大阪体育大学        大2    23.95

 4 滋  賀   502 中筋　勘太          ﾅｶｽｼﾞ ｶﾝﾀ           びわこ成蹊大学院    OPEN

 5 学関西    20 村田　勇輝          ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ             大阪体育大学        大2    23.88

 6 学関西   264 菊地　優介          ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ            大阪工業大学        大1    24.00

 7 学関西    36 松葉　優作          ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ           大阪体育大学        大1    24.05
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15組
 1

 2 学関西    10 市川　舜明          ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝﾒｲ          大阪体育大学        大3    23.52

 3 京  都   500 金子　竜大          ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀﾞｲ          HOS OGURA           OPEN

 4 学関西   281 猿山　翔太          ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ           同志社大学          大1    22.90

 5 京  都   499 木野　和樹          ｷﾉ ｶｽﾞｷ             HOS OGURA           OPEN

 6 学関西   336 中山　拓紀          ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ            関西大学            大3    23.36

 7 学関西   465 佐野　健太          ｻﾉ ｹﾝﾀ              びわこ成蹊大        大2    23.66
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