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 1組
 1

 2 学関西    87 菱田　三菜          ﾋｼﾀﾞ ﾐﾅ             大阪大学            大3  1:09.00

 3 学関西   358 河村　芽美          ｶﾜﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ           関西大学            大1  1:05.50

 4 学関西   432 上村　早苗          ｳｴﾑﾗ ｻﾅｴ            摂南大学            大3  1:03.50

 5 学関西   110 中堂　綾乃          ﾅｶﾄﾞｳ ｱﾔﾉ           大阪市立大学        大3  1:04.00

 6 学関西   319 國井　麻未          ｸﾆｲ ｱｻﾐ             天理大学            大3  1:06.86

 7 学関西   405 堀内　咲歩          ﾎﾘｳﾁ ｻﾎ             大阪府立大学        大1  1:10.00
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 2組
 1 学関西   142 松永真彩子          ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｺ           関西学院大学        大2  1:03.00

 2 学関西    70 清川　柚紀          ｷﾖｶﾜ ﾕｽﾞｷ           大阪教育大学        大2  1:02.05

 3 学関西    45 荻野　亜美          ｵｷﾞﾉ ｱﾐ             大阪体育大学        大2  1:01.65

 4 学関西   421 是枝　未来          ｺﾚｴﾀﾞ ﾐｸ            立命館大学          大3  1:01.20

 5 学関西   322 安達　貴砂          ｱﾀﾞﾁ ｷｻ             天理大学            大2  1:01.50

 6 学関西    41 橋場　有那          ﾊｼﾊﾞ ｱﾘﾅ            大阪体育大学        大3  1:01.90

 7 学関西   323 野瀬　理紗          ﾉｾ ﾘｻ               天理大学            大1  1:02.50
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 3組
 1 学関西   491 川﨑　麻衣          ｶﾜｻｷ ﾏｲ             びわこ成蹊大        大1  1:01.00

 2 学関西   350 谷　　裕果          ﾀﾆ ﾕｳｶ              関西大学            大3  1:00.00

 3 学関西   216 奥山　綾子          ｵｸﾔﾏ ｱﾔｺ            近畿大学            大3    59.90

 4 学関西   148 前田　美玖          ﾏｴﾀﾞ ﾐｸ             武庫川女子大        大2    59.71

 5 学関西    55 石田十季子          ｲｼﾀﾞ ﾄｷｺ            大阪体育大学        大1    59.86

 6 学関西   321 小島　奈々          ｺｼﾞﾏ ﾅﾅ             天理大学            大2  1:00.00

 7 学関西   152 藤澤　愛海          ﾌｼﾞｻﾜ ﾏﾅﾐ           武庫川女子大        大2  1:00.34
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 4組
 1 学関西   354 横田　杏圭          ﾖｺﾀ ｷｮｳｶ            関西大学            大2    59.50

 2 学関西   481 沢田　之英          ｻﾜﾀﾞ ﾉﾊﾅ            びわこ成蹊大        大3    58.90

 3 学関西    54 水谷　　楓          ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｴﾃﾞ          大阪体育大学        大1    58.50

 4 学関西   150 田中　唯稀          ﾀﾅｶ ｲﾂｷ             武庫川女子大        大2    58.44

 5 学関西    51 青山　美咲          ｱｵﾔﾏ ﾐｻｷ            大阪体育大学        大1    58.50

 6 学関西   215 小島　早織          ｺｼﾞﾏ ｻｵﾘ            近畿大学            大3    58.50

 7 学関西   364 林　　依茉          ﾊﾔｼ ｴﾏ              関西大学            大1    59.10
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 5組
 1 学関西    44 河岸　凜子          ｶﾜｷﾞｼ ﾘﾝｺ           大阪体育大学        大2    58.41

 2 学関西   361 菅原　千博          ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ           関西大学            大1    58.00

 3 学関西   219 岩佐磨亜沙          ｲﾜｻ ﾏｱｻ             近畿大学            大3    57.80

 4 学関西   218 高嶋ひなの          ﾀｶｼﾏ ﾋﾅﾉ            近畿大学            大3    57.04

 5 学関西    71 入江　望来          ｲﾘｴ ﾐｸ              大阪教育大学        大1    57.57

 6 学関西   145 長島　知里          ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｻﾄ           武庫川女子大        大3    57.89

 7 学関西    46 新山くるみ          ﾆｲﾔﾏ ｸﾙﾐ            大阪体育大学        大2    58.31
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