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 1組
 1 学関西   399 奥地　政基          ｵｸﾁ ﾏｻｷ             大阪府立大学        大1  1:12.00

 2 学関西   396 渡邊　資生          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ           大阪府立大学        大2  1:05.00

 3 学関西   394 廣瀬　　楓          ﾋﾛｾ ﾌｳ              大阪府立大学        大3  1:03.50

 4 学関西    73 井崎　洋介          ｲｻﾞｷ ﾖｳｽｹ           大阪大学            大3  1:02.00

 5 学関西   410 千石　遼太          ｾﾝｺﾞｸ ﾘｮｳﾀ          立命館大学          大3  1:03.00

 6 学関西   267 名原　拓望          ﾅﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ            大阪工業大学        大1  1:04.00

 7 学関西   101 下村　　優          ｼﾓﾑﾗ ﾕｳ             大阪市立大学        大2  1:07.00
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 2組
 1 学関西   138 有友　敬亮          ｱﾘﾄﾓ ﾀｶｱｷ           関西学院大学        大1  1:01.71

 2 学関西   237 大釜　雅裕          ｵｵｶﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ          桃山学院大学        大4  1:00.50

 3 学関西   312 長谷川陽平          ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ          天理大学            大1  1:00.00

 4 学関西    61 恵田　史偉          ｴﾀﾞ ｼｴﾗ             大阪教育大学        大2  1:00.00

 5 学関西   263 岡田　瞬介          ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ          大阪工業大学        大1  1:00.00

 6 学関西   137 藤原　大彰          ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ          関西学院大学        大1  1:00.22

 7 学関西    78 冨田　雄揮          ﾄﾐﾀ ﾕｳｷ             大阪大学            大2  1:01.00

 8

 3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    59.81

 2 学関西    64 木場　勇樹          ｺﾊﾞ ﾕｳｷ             大阪教育大学        大1    58.50

 3 学関西    58 友武　　涼          ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ            大阪教育大学        大3    58.00

 4 学関西   478 高松　直仁          ﾀｶﾏﾂ ﾅｵﾋﾄ           びわこ成蹊大        大1    57.50

 5 学関西   447 平良　暢崇          ﾀｲﾗ ﾏｻﾀｶ            龍谷大学            大3    57.55

 6 学関西    30 垣内　洸星          ｶｷｳﾁ ｺｳｾｲ           大阪体育大学        大1    58.20

 7 学関西   345 山口　智広          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ          関西大学            大1    59.00
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 4組
 1 学関西   471 錦田　恭太          ﾆｼｷﾀﾞ ｷｮｳﾀ          びわこ成蹊大        大2    57.50

 2 学関西   462 奥地　修斗          ｵｸﾁ ｼｭｳﾄ            びわこ成蹊大        大3    57.00

 3 学関西   419 川畑　皐馬          ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾏ           立命館大学          大1    57.00

 4 学関西   329 篠野　　司          ｻｻﾉ ﾂｶｻ             関西大学            大3    57.00

 5 学関西   408 深原　大誠          ﾌｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ           立命館大学          大3    57.00

 6 学関西   460 佐野　大樹          ｻﾉ ﾀﾞｲｷ             びわこ成蹊大        大3    57.00

 7 学関西   420 古橋　龍祐          ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ          立命館大学          大1    57.30
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 5組
 1 学関西   480 照井　　尊          ﾃﾙｲ ﾀｹﾙ             びわこ成蹊大        大1    56.70

 2 学関西   285 峰尾　　迅          ﾐﾈｵ ｼﾞﾝ             同志社大学          大1    56.50

 3 学関西   455 築地　一磨          ﾂｷｼﾞ ｶｽﾞﾏ           びわこ成蹊大        大3    56.30

 4 学関西   283 十亀　正暉          ｿｶﾞﾒ ﾏｻﾃﾙ           同志社大学          大1    55.92

 5 学関西   280 村瀬　亘紀          ﾑﾗｾ ｺｳｷ             同志社大学          大2    56.10

 6 学関西   134 杉井　郁哉          ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ            関西学院大学        大1    56.44

 7 学関西   289 善野　　翔          ｾﾞﾝﾉ ｶｹﾙ            天理大学            大3    56.50
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 6組
 1 学関西   123 植田　竜成          ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ          関西学院大学        大2    55.74

 2 学関西   124 堀　　敬貴          ﾎﾘ ｲﾂｷ              関西学院大学        大2    55.50

 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    55.43

 4 学関西    22 安井　陸登          ﾔｽｲ ﾘｸﾄ             大阪体育大学        大2    55.23

 5 学関西    25 武田　力紀          ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ             大阪体育大学        大2    55.42

 6 学関西    27 立山　拓路          ﾀﾃﾔﾏ ﾀｸﾐ            大阪体育大学        大1    55.46

 7 学関西   129 好川　大雅          ﾖｼｶﾜ ﾀｲｶﾞ           関西学院大学        大1    55.50

 8 学関西   207 松浦　　亨          ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳ            近畿大学            大1    55.81
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 7組
 1 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    55.10

 2 学関西   116 森下　翔太          ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ           関西学院大学        大3    55.00

 3 学関西     2 春岡　草太          ﾊﾙｵｶ ｿｳﾀ            大阪体育大学        大3    53.78

 4 学関西   204 塚本　康介          ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ           近畿大学            大2    52.51

 5 大  阪   497 寛嶋　尚二          ｶﾝｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ         近畿大学大学院      OPEN

 6 学関西   205 平野　柊生          ﾋﾗﾉ ｼｭｳ             近畿大学            大2    54.40

 7 学関西   297 中村　海人          ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ            天理大学            大2    55.00

 8 学関西    29 北村　祥瑛          ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳｴｲ          大阪体育大学        大1    55.16


