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 1組
 1 学関西   265 田中　颯真          ﾀﾅｶ ｿｳﾏ             大阪工業大学        大1  1:10.00

 2 学関西   258 瀬戸　奏琉          ｾﾄ ｶﾅﾙ              大阪工業大学        大3  1:06.00

 3 学関西   255 岡　倫太郎          ｵｶ ﾘﾝﾀﾛｳ            大阪工業大学        大4  1:06.00

 4 学関西   166 後藤　遥人          ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾄ            甲南大学            大1  1:05.91

 5 学関西   106 澤　　　光          ｻﾜ ﾋｶﾙ              大阪市立大学        大1  1:06.00

 6 学関西   256 山本　祥暉          ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｷ           大阪工業大学        大4  1:06.00

 7 学関西   105 相原　大輝          ｱｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ           大阪市立大学        大2  1:08.50

 8

 2組
 1 学関西   400 出島　夏海          ﾃﾞｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ           大阪府立大学        大1  1:05.00

 2 学関西    95 井上　貴裕          ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ           大阪市立大学        大3  1:05.00

 3 学関西   395 竹内　優斗          ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ            大阪府立大学        大2  1:02.00

 4 学関西    75 宮崎　　航          ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ           大阪大学            大3  1:02.00

 5 学関西   393 古永　　武          ﾌﾙﾅｶﾞ ﾀｹﾙ           大阪府立大学        大3  1:02.00

 6 学関西    86 角　　俊秀          ｽﾐ ﾄｼﾋﾃﾞ            大阪大学            大1  1:05.00

 7 学関西   107 森　　大地          ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ             大阪市立大学        大1  1:05.00
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 3組
 1 学関西   431 渡部　　智          ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ           摂南大学            大1  1:01.07

 2 学関西   410 千石　遼太          ｾﾝｺﾞｸ ﾘｮｳﾀ          立命館大学          大3  1:01.00

 3 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  1:01.00

 4 学関西    98 原田　新太          ﾊﾗﾀﾞ ｱﾗﾀ            大阪市立大学        大2  1:00.50

 5 学関西    77 角野　智哉          ｽﾐﾉ ﾄﾓﾔ             大阪大学            大1  1:01.00

 6 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  1:01.00

 7 学関西   470 織田　康成          ｵﾘﾀ ｺｳｾｲ            びわこ成蹊大        大2  1:01.05
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 4組
 1 学関西   446 木下　成慈          ｷﾉｼﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ         龍谷大学            大3  1:00.00

 2 学関西   394 廣瀬　　楓          ﾋﾛｾ ﾌｳ              大阪府立大学        大3  1:00.00

 3 学関西   426 井上　歩紀          ｲﾉｳｴ ｲﾌﾞｷ           摂南大学            大3    58.30

 4 学関西   430 八尋　　翔          ﾔﾋﾛ ｼｮｳ             摂南大学            大2    58.00

 5 学関西   236 寺本　勇気          ﾃﾗﾓﾄ ﾕｳｷ            桃山学院大学        大4    58.10

 6 学関西   262 土肥　洋介          ﾄﾞﾋ ﾖｳｽｹ            大阪工業大学        大1    59.00

 7 学関西   417 小西　隆元          ｺﾆｼ ﾀｶﾓﾄ            立命館大学          大2  1:00.00

 8

 5組
 1 学関西   108 水田　陸斗          ﾐｽﾞﾀ ﾘｸﾄ            大阪市立大学        大1    58.00

 2 学関西   425 高山　大輔          ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ          摂南大学            大4    57.10

 3 学関西   163 小林　亮太          ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ          甲南大学            大2    57.00

 4 学関西   165 船本　幸輝          ﾌﾅﾓﾄ ｺｳｷ            甲南大学            大1    56.50

 5 学関西   167 西元　優真          ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾏ            甲南大学            大1    56.50

 6 学関西   344 畑中　千拓          ﾊﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ            関西大学            大1    57.00

 7 学関西   428 加治屋　駿          ｶｼﾞﾔ ｼｭﾝ            摂南大学            大3    57.50

 8 学関西   260 渡部　良樹          ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｷ           大阪工業大学        大2    58.00

 6組
 1 学関西   135 楠田　将也          ｸｽﾀﾞ ﾏｻﾔ            関西学院大学        大1    56.00

 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    55.84

 3 学関西   386 吉本　圭汰          ﾖｼﾓﾄ ｹｲﾀ            奈良教育大学        大3    55.50

 4 学関西    14 田村　冴生          ﾀﾑﾗ ｺﾞｵ             大阪体育大学        大2    55.14

 5 学関西   415 髙田　凌佑          ﾀｶﾀ ﾘｮｳｽｹ           立命館大学          大2    55.23

 6 学関西   477 白崎　冬真          ｼﾗｻｷ ﾄｳﾏ            びわこ成蹊大        大1    55.50

 7 学関西    83 篠崎　航介          ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｽｹ          大阪大学            大1    56.00

 8 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    56.00
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 7組
 1 学関西   411 早矢仕幸佑          ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ            立命館大学          大2    55.00

 2 学関西   302 椎名　建斗          ｼｲﾅ ﾀｹﾄ             天理大学            大2    55.00

 3 学関西   132 高橋　優輝          ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ            関西学院大学        大1    55.00

 4 学関西    94 中川　大輔          ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ         大阪市立大学        大3    55.00

 5 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    55.00

 6 学関西   276 本田　海雅          ﾎﾝﾀﾞ ｶｲｶﾞ           同志社大学          大2    55.00

 7 学関西   309 杉山　竜盛          ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ         天理大学            大1    55.00

 8 学関西   458 生田　敦嗣          ｲｸﾀ ｱﾂｼ             びわこ成蹊大        大3    55.00

 8組
 1 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    54.79

 2 学関西   408 深原　大誠          ﾌｶﾊﾗ ﾀｲｾｲ           立命館大学          大3    54.50

 3 学関西   300 片山　直人          ｶﾀﾔﾏ ﾅｵﾄ            天理大学            大2    54.30

 4 学関西   349 濱口　怜央          ﾊﾏｸﾞﾁ ﾚｵ            関西大学            大1    54.00

 5 学関西   420 古橋　龍祐          ﾌﾙﾊｼ ﾘｭｳｽｹ          立命館大学          大1    54.00

 6 学関西    81 吉野　裕貴          ﾖｼﾉ ﾋﾛｷ             大阪大学            大1    54.50

 7 学関西   461 千坂　侑大          ﾁｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ           びわこ成蹊大        大3    54.50

 8 学関西    74 川口　峻平          ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ        大阪大学            大2    55.00

 9組
 1 学関西   331 長谷　　樹          ﾊｾ ﾀﾂｷ              関西大学            大3    54.00

 2 学関西   294 豊福　啓太          ﾄﾖﾌｸ ｹｲﾀ            天理大学            大3    54.00

 3 学関西   115 南　　昌志          ﾐﾅﾐ ﾏｻｼ             関西学院大学        大3    54.00

 4 学関西   332 山口　凌慧          ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ         関西大学            大3    53.98

 5 学関西    66 二宮　亮太          ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ           大阪教育大学        大1    54.00

 6 学関西   201 塩田　　駿          ｼｵﾀ ｼｭﾝ             近畿大学            大3    54.00

 7 学関西   315 萩原健太朗          ﾊｷﾞﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ         天理大学            大1    54.00

 8 学関西   348 山本　そら          ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ             関西大学            大1    54.00

10組
 1 学関西   310 川野　湧輝          ｶﾜﾉ ﾕｳｷ             天理大学            大1    53.90

 2 学関西    59 大崎　達也          ｵｵｻｷ ﾀﾂﾔ            大阪教育大学        大2    53.76

 3 学関西   293 中島　豪隆          ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ         天理大学            大3    53.50

 4 学関西    58 友武　　涼          ﾄﾓﾀｹ ﾘｮｳ            大阪教育大学        大3    53.50

 5 学関西   161 芳田　拓海          ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ            甲南大学            大3    53.50

 6 学関西   464 安藝　佑一          ｱｷ ﾕｳｲﾁ             びわこ成蹊大        大2    53.50

 7 学関西   160 山本康司郎          ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞﾛｳ         甲南大学            大3    53.80

 8 学関西   200 梶谷　幸輝          ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳｷ           近畿大学            大3    53.98

11組
 1 学関西   475 新谷　晃生          ﾆｲﾔ ｺｳｷ             びわこ成蹊大        大1    53.00

 2 学関西   342 城　　広翔          ｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ            関西大学            大2    53.00

 3 学関西   120 三野　　漠          ﾐﾂﾉ ﾊﾞｸ             関西学院大学        大2    53.00

 4 学関西   298 岡嶋　翔太          ｵｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ          天理大学            大2    52.70

 5 学関西   134 杉井　郁哉          ｽｷﾞｲ ﾌﾐﾔ            関西学院大学        大1    52.84

 6 学関西   306 和田信太郎          ﾜﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ           天理大学            大1    53.00

 7 学関西   460 佐野　大樹          ｻﾉ ﾀﾞｲｷ             びわこ成蹊大        大3    53.00

 8 学関西    36 松葉　優作          ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｻｸ           大阪体育大学        大1    53.35

12組
 1 学関西     6 宗光　優希          ﾑﾈﾐﾂ ﾕｳｷ            大阪体育大学        大3    52.51

 2 学関西   270 原　　大地          ﾊﾗ ﾀｲﾁ              同志社大学          大3    52.46

 3 学関西   281 猿山　翔太          ｻﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ           同志社大学          大1    52.00

 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   127 三原　慶悟          ﾐﾊﾗ ｹｲｺﾞ            関西学院大学        大1    51.90

 6 学関西   213 羽岡　草太          ﾊｵｶ ｿｳﾀ             近畿大学            大1    52.30

 7 学関西   465 佐野　健太          ｻﾉ ｹﾝﾀ              びわこ成蹊大        大2    52.50

 8 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    52.70
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13組
 1 学関西    18 泉　　大雅          ｲｽﾞﾐ ﾀｲｶﾞ           大阪体育大学        大2    51.69

 2 学関西   277 尾脇　璃音          ｵﾜｷ ﾘｵﾝ             同志社大学          大2    51.52

 3 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    51.21

 4 学関西   211 木本　憲大          ｷﾓﾄ ｹﾝﾀ             近畿大学            大1    50.50

 5 学関西   272 武田　弥己          ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｷ            同志社大学          大3    50.93

 6 学関西   116 森下　翔太          ﾓﾘｼﾀ ｼｮｳﾀ           関西学院大学        大3    51.30

 7 学関西    25 武田　力紀          ﾀｹﾀﾞ ﾘｷ             大阪体育大学        大2    51.57

 8 学関西    20 村田　勇輝          ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ             大阪体育大学        大2    51.77


