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ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ 兵庫 ﾘｰｷｰ ｶﾐﾅ 東京

1 6-127 上田　　颯汰(4) 関西学院大学 13:56.25 1 3-5212 Leakey Kamina(2) 創価大学 13:32.97
ｲﾃﾞ ｶｹﾙ 兵庫 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 群馬

2 6-134 井手　　翔琉(4) 関西学院大学 14:02.26 2 3-2652 島﨑　　慎愛(4) 國學院大學 13:50.56
ﾓﾘﾔ ｶｽﾞｷ 兵庫 ﾕｱｻ ｼﾞﾝ 宮崎

3 6-163 守屋　　和希(3) 関西学院大学 14:07.98 3 3-3016 湯浅　　　仁(3) 中央大学 13:58.32
ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 兵庫 ｲﾄｳ ｱｵｲ 島根

4 6-172 佐藤　　良祐(3) 関西学院大学 14:16.10 4 3-123 伊藤　　蒼唯(1) 駒澤大学 14:09.16
ﾅｶｵ ｼﾝﾔ 兵庫 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 岡山

5 6-189 中尾　　心哉(2) 関西学院大学 14:18.39 5 3-3307 若林　　陽大(4) 中央大学 14:09.64
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓｷ 奈良 ﾂﾌﾞﾗ ｹﾝｽｹ 岡山

6 6-895 坂本　　智基(3) 大阪経済大学 14:18.95 6 3-92 円　　　健介(4) 駒澤大学 14:10.00
ｻｻｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 大阪 ﾔﾏｼﾀ ﾚﾝ 長崎

7 6-888 佐々木凜太郎(4) 大阪経済大学 14:24.98 7 3-867 山下　　　蓮(1) 創価大学 14:10.73
ﾃﾗﾀﾆ ｿｳﾀ 兵庫 ｲﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 三重

8 6-907 寺谷　　壮汰(2) 大阪経済大学 14:34.95 8 5-732 岩島　　昇汰(2) 皇學館大学 14:15.33
ｲﾏｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 兵庫 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾍｲ 三重

9 6-131 今井　　由伸(4) 関西学院大学 14:43.47 9 5-757 松山　　昂平(1) 皇學館大学 14:16.34
ﾋﾉｸﾏ ﾀﾂﾔ 兵庫 ｲｴｲﾘ ﾕｳﾄ 熊本

10 6-154 日隈　　達也(3) 関西学院大学 14:45.57 10 3-859 家入　　勇翔(1) 創価大学 14:17.54
ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾄｼ 大阪 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 三重

11 6-920 山﨑　　真聖(1) 大阪経済大学 14:48.05 11 5-718 宮本　　康希(4) 皇學館大学 14:18.03
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 兵庫 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岩手

12 6-153 田中　　優樹(3) 関西学院大学 14:49.32 12 3-2493 武田　　和馬(2) 法政大学 14:22.10
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾔ 兵庫 ｼﾐｽﾞ ｲｸﾄ 鳥取

13 6-159 齋藤　　翔也(3) 関西学院大学 14:49.96 13 3-2526 清水　　郁杜(1) 法政大学 14:32.15
ｵｶﾀﾞ ｺｳｾｲ 兵庫 ﾐﾔｵｶ ｺｳﾀﾞｲ 愛媛

14 6-182 岡田　　晃成(2) 関西学院大学 14:51.61 14 3-2496 宮岡　　幸大(2) 法政大学 14:33.49
ｵｵﾉ ｹｲﾀﾛｳ 大阪 ﾊﾅｲ ｼｭｳｽｹ 愛知

15 6-262 大野　佳太朗(3) 関西大学 14:51.61 15 5-717 花井　　秀輔(4) 皇學館大学 14:33.81
ﾌｷ ﾀｸﾐ 兵庫 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｾｲ 大阪

16 6-918 婦木　　拓実(1) 大阪経済大学 14:52.97 16 6-314 市川　　侑生(1) 関西大学 14:34.42
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 大阪 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 北海道

17 6-904 佐藤　　　颯(2) 大阪経済大学 14:53.01 17 1-268 佐々木　速斗(4) 札幌国際大学 14:45.76
ｱｷﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 大阪 ｸﾎﾞ ﾏｼｭﾝ 愛知

18 6-310 秋山　翔太朗(1) 関西大学 14:53.55 18 5-735 久保　　舞瞬(2) 皇學館大学 14:46.23
ｵｶ ｶﾝﾀﾞｲ 兵庫 ｲｼｲ ﾋﾛﾄ 香川

19 6-204 岡　　　寛大(2) 関西学院大学 14:53.91 19 6-274 石井　　滉人(3) 関西大学 14:46.32
ｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 大阪 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 鹿児島

20 6-917 須田　　真央(1) 大阪経済大学 15:04.21 20 8-538 小川　　耀平(2) 第一工科大学 14:46.41
ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 福島 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 大阪

21 4-368 佐藤　　　樹(3) 新潟大学 15:04.65 21 6-291 坂東　　壮琉(2) 関西大学 14:47.24
ｶｷﾊﾗ ｶﾝﾀ 鹿児島 ﾅｶｿﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉

22 8-539 柿原　　幹太(2) 第一工科大学 15:07.44 22 3-2441 中園　慎太朗(4) 法政大学
ﾋｶﾞｼ ﾀｲｷ 鹿児島 ｳｴﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 沖縄

23 8-541 東　　　汰騎(2) 第一工科大学 15:10.10 23 3-2684 上原　　琉翔(1) 國學院大學
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾔ 兵庫 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 長野

24 6-121 竹内　　洸哉(4) 関西学院大学 15:10.23 24 3-131 山川　　拓馬(1) 駒澤大学 14:34.72
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ 鹿児島

25 8-550 松村　　幸亮(1) 第一工科大学 15:10.58
ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ 大阪

26 6-919 宮﨑　　源喜(1) 大阪経済大学 15:12.71
ｶｼﾉﾌﾞ ﾊﾔﾄ 鹿児島

27 8-530 柏信　　颯斗(3) 第一工科大学 15:13.14
ﾔｽﾓﾄ ﾀｶｵ 東京

28 2-52 安本　　尚生(2) 東北大学 15:13.47
ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 埼玉

29 2-3 坂本　　　順(3) 東北大学 15:15.83
ﾖｼｵｶ ｱﾂｼ 長野

30 4-277 吉岡　　篤史(4) 信州大学 15:16.20
ﾀｹｶﾞﾐ ﾅｵｷ 鹿児島

31 8-540 竹上　　直希(2) 第一工科大学 15:17.67
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 長崎

32 8-549 山本　　大輔(1) 第一工科大学 15:27.17
ｷﾓﾄ ﾕｳﾄ 兵庫

33 6-894 木本　　悠翔(3) 大阪経済大学 15:27.68
ﾌﾅﾂ ｶｽﾞﾎ 兵庫

34 6-120 舩津　　一帆(4) 関西学院大学 15:33.89
ﾀｹｻｺ ｿｳﾏ 兵庫

35 6-905 竹迫　　蒼真(2) 大阪経済大学 15:53.31
ﾖｼｻﾞｷ ｼｭﾝ 兵庫

36 6-162 吉崎　　　舜(3) 関西学院大学

ｲﾉ ﾕｲﾄ 島根

37 7-1837 猪野　　結人(4) 島根大学 15:02.54
ﾀﾊﾞﾗ　ｼｮｳﾏ 島根

38 39 田原　　匠真(3) 平田高校 14:32.39
ｵｵﾊﾞ ｲｯｼﾝ 島根

39 3 大庭　　一心(3) 益田東高校 14:49.41


