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第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 審 判 長:吉儀　　宏
記録主任:山地　遥香

主　催:関東学生陸上競技連盟
共　催:読売新聞社
コース:陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km)
********************************
* 男子 ２０ｋｍ *
********************************
測定区分:手動1/1秒 2012-10-20 09:30

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 10km 15km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- ------- ------- -------- ----------

1 143 ｶﾞﾝﾄﾞｩ･ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ(4) 日本大学 14:22 28:40 43:06 57:47
GANDU,BENJAMIN 東　京 (14:18) (14:26) (14:41)

2 49 ﾀﾞﾝｶﾝ･ﾓｾﾞ (3) 拓殖大学 14:22 28:40 43:48 59:07
DUNCAN,MUTHEE 東　京 (14:18) (15:08) (15:19)

3 85 藤井　啓介 (4) 中央学院大学 14:31 29:23 44:12 59:09
ﾌｼﾞｲ ｹｲｽｹ 兵　庫 (14:52) (14:49) (14:57)

4 31 蛯名　聡勝 (3) 帝京大学 15:02 29:58 44:42 59:40
ｴﾋﾞﾅ ﾄｼｶﾂ 青　森 (14:56) (14:44) (14:58)

5 107 本田　　匠 (3) 日本体育大学 15:01 29:57 44:42 59:43
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ 熊　本 (14:56) (14:45) (15:01)

6 108 矢野　圭吾 (3) 日本体育大学 15:01 29:57 44:43 59:55
ﾔﾉ ｹｲｺﾞ 長　野 (14:56) (14:46) (15:12)

7 30 山川　雄大 (4) 帝京大学 15:01 29:58 45:03 59:59
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 大　分 (14:57) (15:05) (14:56)

8 86 室田　祐司 (4) 中央学院大学 15:02 30:02 45:01 1:00:00
ﾑﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 兵　庫 (15:00) (14:59) (14:59)

9 124 竹内　竜真 (2) 東京農業大学 15:02 30:02 45:02 1:00:02
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ 山　形 (15:00) (15:00) (15:00)

10 15 早川　　翼 (4) 東海大学 15:01 29:57 44:51 1:00:02
ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 福　井 (14:56) (14:54) (15:11)

11 115 木村　翔太 (4) 東京農業大学 15:01 30:00 45:01 1:00:04
ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 青　森 (14:59) (15:01) (15:03)

12 169 大沼　恭教 (4) 亜細亜大学 15:01 29:59 45:00 1:00:04
ｵｵﾇﾏ ﾔｽﾉﾘ 愛　知 (14:58) (15:01) (15:04)

13 74 渡辺　力将 (4) 上武大学 15:01 29:58 44:51 1:00:07
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾉﾌﾞ 群　馬 (14:57) (14:53) (15:16)

14 103 福士　優太朗 (4) 日本体育大学 15:03 30:02 45:01 1:00:11
ﾌｸｼ ﾕｳﾀﾛｳ 兵　庫 (14:59) (14:59) (15:10)

15 35 熊崎　健人 (2) 帝京大学 15:03 29:57 44:49 1:00:20
ｸﾏｻﾞｷ ﾀｹﾄ 大　阪 (14:54) (14:52) (15:31)

16 36 早川　昇平 (2) 帝京大学 15:04 30:01 45:01 1:00:22
ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 宮　城 (14:57) (15:00) (15:21)

17 116 内藤　寛人 (4) 東京農業大学 15:01 30:02 45:08 1:00:24
ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 埼　玉 (15:01) (15:06) (15:16)

18 136 西池　和人 (2) 法政大学 15:07 30:22 45:28 1:00:25
ﾆｼｲｹ ｶｽﾞﾄ 兵　庫 (15:15) (15:06) (14:57)

19 110 勝亦　祐太 (1) 日本体育大学 15:11 30:28 45:36 1:00:27
ｶﾂﾏﾀ ﾕｳﾀ 兵　庫 (15:17) (15:08) (14:51)

20 155 大橋　秀星 (4) 専修大学 15:03 30:03 45:07 1:00:29
ｵｵﾊｼ ｼｭｳｾｲ 千　葉 (15:00) (15:04) (15:22)

21 88 田中　瑞穂 (3) 中央学院大学 15:02 30:02 45:04 1:00:30
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞﾎ 兵　庫 (15:00) (15:02) (15:26)

22 81 佐藤　　舜 (2) 上武大学 15:02 29:59 45:07 1:00:30
ｻﾄｳ ｼｭﾝ 新　潟 (14:57) (15:08) (15:23)

23 193 市田　　孝 (2) 大東文化大学 15:04 30:09 45:19 1:00:31
ｲﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 鹿児島 (15:05) (15:10) (15:12)

24 89 岡本　雄大 (3) 中央学院大学 15:02 30:02 45:07 1:00:31
ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 岡　山 (15:00) (15:05) (15:24)

25 141 佐藤　佑輔 (4) 日本大学 15:00 30:03 45:11 1:00:33
ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 千　葉 (15:03) (15:08) (15:22)
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26 72 氏原　健介 (4) 上武大学 15:01 30:01 45:03 1:00:34
ｳｼﾞﾊﾗ ｹﾝｽｹ 群　馬 (15:00) (15:02) (15:31)

27 530 ﾙｳﾙ･ｹﾞﾌﾞﾚｼﾗｼｪ(1) 東京国際大学 14:32 29:41 44:48 1:00:35
LEUL,GEBRESILASE 埼　玉 (15:09) (15:07) (15:47)

28 190 片川　準二 (3) 大東文化大学 15:07 30:22 45:31 1:00:35
ｶﾀｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静　岡 (15:15) (15:09) (15:04)

29 223 山口　修平 (1) 創価大学 15:06 30:22 45:28 1:00:35
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 福　井 (15:16) (15:06) (15:07)

30 101 高柳　祐也 (4) 日本体育大学 15:11 30:28 45:43 1:00:36
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾔ 埼　玉 (15:17) (15:15) (14:53)

31 5 菊池　貴文 (3) 国士舘大学 15:01 30:03 45:04 1:00:36
ｷｸﾁ ﾀｶﾌﾐ 栃　木 (15:02) (15:01) (15:32)

32 104 甲斐　翔太 (3) 日本体育大学 15:11 30:28 45:42 1:00:37
ｶｲ ｼｮｳﾀ 福　岡 (15:17) (15:14) (14:55)

33 112 山中　秀仁 (1) 日本体育大学 15:11 30:28 45:42 1:00:37
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ 大　阪 (15:17) (15:14) (14:55)

34 79 倉田　翔平 (2) 上武大学 15:02 30:03 45:12 1:00:38
ｸﾗﾀ ｼｮｳﾍｲ 熊　本 (15:01) (15:09) (15:26)

35 106 服部　翔大 (3) 日本体育大学 15:11 30:28 45:42 1:00:39
ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾀ 埼　玉 (15:17) (15:14) (14:57)

36 32 小山　　司 (3) 帝京大学 15:03 30:05 45:26 1:00:40
ｺﾔﾏ ﾂｶｻ 埼　玉 (15:02) (15:21) (15:14)

37 33 千葉　一慶 (3) 帝京大学 15:12 30:29 45:40 1:00:40
ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ 埼　玉 (15:17) (15:11) (15:00)

38 183 稲田　康希 (4) 大東文化大学 15:14 30:24 45:29 1:00:40
ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ 岩　手 (15:10) (15:05) (15:11)

39 64 柿原　聖哉 (2) 神奈川大学 15:04 30:02 45:10 1:00:40
ｶｷﾊﾗ ﾏｻﾔ 大　阪 (14:58) (15:08) (15:30)

40 164 斉藤　翔太 (2) 専修大学 15:03 30:04 45:19 1:00:41
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 岩　手 (15:01) (15:15) (15:22)

41 135 関口　頌悟 (2) 法政大学 15:08 30:22 45:32 1:00:44
ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 群　馬 (15:14) (15:10) (15:12)

42 130 田井　慎一郎 (3) 法政大学 15:12 30:29 45:31 1:00:47
ﾀｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千　葉 (15:17) (15:02) (15:16)

43 199 吉村　大輝 (2) 流通経済大学 15:03 30:05 45:18 1:00:48
ﾖｼﾑﾗ ﾀｲｷ 鹿児島 (15:02) (15:13) (15:30)

44 77 山岸　宏貴 (3) 上武大学 15:08 30:25 45:40 1:00:49
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｷ 新　潟 (15:17) (15:15) (15:09)

45 68 西山　凌平 (1) 神奈川大学 15:05 30:21 45:40 1:00:50
ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 三　重 (15:16) (15:19) (15:10)

46 57 鈴木　　駿 (4) 神奈川大学 15:03 30:03 45:18 1:00:50
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 静　岡 (15:00) (15:15) (15:32)

47 80 佐々木　天太 (2) 上武大学 15:08 30:29 45:41 1:00:52
ｻｻｷ ﾃﾝﾀ 群　馬 (15:21) (15:12) (15:11)

48 63 赤松　宏樹 (2) 神奈川大学 15:12 30:29 45:37 1:00:53
ｱｶﾏﾂ ﾋﾛｷ 兵　庫 (15:17) (15:08) (15:16)

49 41 髙橋　裕太 (1) 帝京大学 15:12 30:28 45:37 1:00:54
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 埼　玉 (15:16) (15:09) (15:17)

50 188 大崎　翔也 (3) 大東文化大学 15:19 30:41 45:43 1:00:54
ｵｵｻｷ ｼｮｳﾔ 鳥　取 (15:22) (15:02) (15:11)
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51 48 野本　大喜 (4) 拓殖大学 15:06 30:25 45:44 1:00:55
ﾉﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 長　崎 (15:19) (15:19) (15:11)

52 65 小泉　和也 (2) 神奈川大学 15:12 30:29 45:42 1:00:56
ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 鳥　取 (15:17) (15:13) (15:14)

53 102 谷永　雄一 (4) 日本体育大学 15:13 30:29 45:44 1:00:57
ﾀﾆﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ 鹿児島 (15:16) (15:15) (15:13)

54 94 及川　佑太 (2) 中央学院大学 15:05 30:22 45:40 1:00:57
ｵｲｶﾜ ﾕｳﾀ 宮　城 (15:17) (15:18) (15:17)

55 192 池田　紀保 (2) 大東文化大学 15:15 30:24 45:42 1:00:58
ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾔｽ 宮　城 (15:09) (15:18) (15:16)

56 194 市田　　宏 (2) 大東文化大学 15:15 30:28 45:45 1:00:59
ｲﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 鹿児島 (15:13) (15:17) (15:14)

57 134 佐野　拓馬 (2) 法政大学 15:11 30:29 45:39 1:00:59
ｻﾉ ﾀｸﾏ 兵　庫 (15:18) (15:10) (15:20)

58 113 青木　　優 (4) 東京農業大学 15:02 30:05 45:30 1:00:59
ｱｵｷ ﾏｻﾙ 宮　城 (15:03) (15:25) (15:29)

59 20 元村　大地 (3) 東海大学 15:06 30:22 45:39 1:01:00
ﾓﾄﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 熊　本 (15:16) (15:17) (15:21)

60 105 鈴木　悠介 (3) 日本体育大学 15:11 30:28 45:45 1:01:05
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 神奈川 (15:17) (15:17) (15:20)

61 122 岩渕　慎矢 (2) 東京農業大学 15:04 30:22 45:40 1:01:06
ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾝﾔ 岩　手 (15:18) (15:18) (15:26)

62 67 我那覇　和真 (1) 神奈川大学 15:11 30:29 45:29 1:01:07
ｶﾞﾅﾊ ｶｽﾞﾏ 東　京 (15:18) (15:00) (15:38)

63 59 福田　健太 (4) 神奈川大学 15:03 30:03 45:12 1:01:07
ﾌｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 熊　本 (15:00) (15:09) (15:55)

64 162 松尾　修治 (3) 専修大学 15:12 30:30 45:48 1:01:10
ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ 島　根 (15:18) (15:18) (15:22)

65 53 佐護　啓輔 (2) 拓殖大学 15:07 30:22 45:40 1:01:11
ｻｺﾞ ｹｲｽｹ 長　崎 (15:15) (15:18) (15:31)

66 195 植木　章文 (2) 大東文化大学 15:14 30:24 45:40 1:01:11
ｳｴｷ ｱｷﾌﾐ 埼　玉 (15:10) (15:16) (15:31)

67 44 兼実　省伍 (4) 拓殖大学 15:01 30:04 45:39 1:01:13
ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ 岡　山 (15:03) (15:35) (15:34)

68 275 山本　哲広 (3) 関東学院大学 15:04 30:21 45:42 1:01:15
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 和歌山 (15:17) (15:21) (15:33)

69 97 塩谷　桂大 (1) 中央学院大学 15:02 30:02 45:28 1:01:15
ｼｵﾔ ｹｲﾀ 栃　木 (15:00) (15:26) (15:47)

70 91 沼田　大貴 (3) 中央学院大学 15:05 30:21 45:41 1:01:17
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲｷ 茨　城 (15:16) (15:20) (15:36)

71 186 成田　匠平 (4) 大東文化大学 15:14 30:23 45:42 1:01:20
ﾅﾘﾀ ｼｮｳﾍｲ 埼　玉 (15:09) (15:19) (15:38)

72 189 大西　　亮 (3) 大東文化大学 15:09 30:24 45:44 1:01:22
ｵｵﾆｼ ﾘｮｳ 徳　島 (15:15) (15:20) (15:38)

73 128 篠原　義裕 (4) 法政大学 15:08 30:31 46:02 1:01:23
ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 山　口 (15:23) (15:31) (15:21)

74 174 河田　雅由紀 (3) 亜細亜大学 15:15 30:31 45:45 1:01:23
ｶﾜﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川 (15:16) (15:14) (15:38)

75 158 星野　光汰 (4) 専修大学 15:11 30:29 45:45 1:01:24
ﾎｼﾉ ｺｳﾀ 神奈川 (15:18) (15:16) (15:39)
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76 4 岡崎　友哉 (3) 国士舘大学 15:12 30:29 45:41 1:01:24
ｵｶｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 新　潟 (15:17) (15:12) (15:43)

77 149 林　　慎吾 (2) 日本大学 15:16 30:32 46:00 1:01:25
ﾊﾔｼ ｼﾝｺﾞ 長　崎 (15:16) (15:28) (15:25)

78 22 石川　裕之 (2) 東海大学 15:26 30:51 46:03 1:01:27
ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛　知 (15:25) (15:12) (15:24)

79 198 梅木　侑介 (3) 流通経済大学 15:11 30:30 45:51 1:01:27
ｳﾒｷ ﾕｳｽｹ 山　形 (15:19) (15:21) (15:36)

80 253 塚田　　空 (4) 平成国際大学 15:03 30:21 45:43 1:01:28
ﾂｶﾀﾞ ｿﾗ 埼　玉 (15:18) (15:22) (15:45)

81 37 三田　和矢 (2) 帝京大学 15:12 30:29 45:39 1:01:30
ﾐﾀ ｶｽﾞﾔ 神奈川 (15:17) (15:10) (15:51)

82 3 池上　聖史 (3) 国士舘大学 15:11 30:29 45:44 1:01:32
ｲｹｳｴ ｻﾄｼ 宮　崎 (15:18) (15:15) (15:48)

83 525 安藤　大地 (1) 東京国際大学 15:07 30:29 45:52 1:01:32
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 埼　玉 (15:22) (15:23) (15:40)

84 24 中川　　瞭 (2) 東海大学 15:05 30:14 45:42 1:01:33
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 三　重 (15:09) (15:28) (15:51)

85 62 柏部　孝太郎 (2) 神奈川大学 15:12 30:29 45:44 1:01:34
ｶｼﾜﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 静　岡 (15:17) (15:15) (15:50)

86 58 吉川　　了 (4) 神奈川大学 15:11 30:29 45:43 1:01:34
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 奈　良 (15:18) (15:14) (15:51)

87 111 小泉　雄輝 (1) 日本体育大学 15:12 30:29 45:45 1:01:35
ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼｷ 神奈川 (15:17) (15:16) (15:50)

88 142 寺田　裕成 (4) 日本大学 15:19 30:47 46:04 1:01:35
ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ 山　口 (15:28) (15:17) (15:31)

89 144 田村　優宝 (3) 日本大学 15:02 30:21 45:50 1:01:35
ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 青　森 (15:19) (15:29) (15:45)

90 82 松元　　航 (2) 上武大学 15:13 30:31 46:00 1:01:36
ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ 群　馬 (15:18) (15:29) (15:36)

91 154 荻野　眞乃介 (1) 日本大学 15:15 30:32 46:01 1:01:37
ｵｷﾞﾉ ｼﾝﾉｽｹ 静　岡 (15:17) (15:29) (15:36)

92 120 山本　和樹 (3) 東京農業大学 15:14 30:29 45:44 1:01:37
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 岐　阜 (15:15) (15:15) (15:53)

93 127 品田　潤之 (4) 法政大学 15:17 30:55 46:17 1:01:39
ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 兵　庫 (15:38) (15:22) (15:22)

94 137 森永　貴幸 (2) 法政大学 15:17 30:52 46:18 1:01:41
ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 山　口 (15:35) (15:26) (15:23)

95 45 北澤　健太 (4) 拓殖大学 15:05 30:31 46:01 1:01:41
ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 埼　玉 (15:26) (15:30) (15:40)

96 96 山田　侑紀 (2) 中央学院大学 15:05 30:21 45:44 1:01:42
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 兵　庫 (15:16) (15:23) (15:58)

97 161 澤野　健史 (3) 専修大学 15:13 30:31 46:02 1:01:43
ｻﾜﾉ ｹﾝｼ 神奈川 (15:18) (15:31) (15:41)

98 185 田口　　哲 (4) 大東文化大学 15:08 30:27 46:05 1:01:43
ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｼ 鹿児島 (15:19) (15:38) (15:38)

99 200 前田　康太 (3) 流通経済大学 15:13 30:34 46:01 1:01:43
ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾀ 福　岡 (15:21) (15:27) (15:42)

100 225 橋爪　孝安 (4) 松蔭大学 15:04 30:22 45:42 1:01:44
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｶﾔｽ 富　山 (15:18) (15:20) (16:02)
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101 78 大西　淳貴 (2) 上武大学 15:13 30:33 46:08 1:01:44
ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｷ 群　馬 (15:20) (15:35) (15:36)

102 55 栩山　　健 (1) 拓殖大学 15:01 30:05 45:41 1:01:44
ﾄﾁﾔﾏ ｹﾝ 東　京 (15:04) (15:36) (16:03)

103 235 菅野　師希 (2) 松蔭大学 15:08 30:32 46:03 1:01:45
ｶﾝﾉ ｶｽﾞｷ 宮　城 (15:24) (15:31) (15:42)

104 132 松田　憲彦 (3) 法政大学 15:18 30:52 46:20 1:01:45
ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 神奈川 (15:34) (15:28) (15:25)

105 258 大澤　駿雄 (3) 平成国際大学 15:19 30:42 46:04 1:01:49
ｵｵｻﾜ ﾀｶｵ 千　葉 (15:23) (15:22) (15:45)

106 71 石川　拓馬 (4) 上武大学 15:08 30:31 46:02 1:01:50
ｲｼｶﾜ ﾀｸﾏ 群　馬 (15:23) (15:31) (15:48)

107 151 高松　峻平 (2) 日本大学 15:20 30:44 46:05 1:01:51
ﾀｶﾏﾂ ｼｭﾝﾍﾟｲ 石　川 (15:24) (15:21) (15:46)

108 12 小田部　大樹 (2) 国士舘大学 15:20 30:42 46:01 1:01:51
ｺﾀﾍﾞ ﾀｲｷ 茨　城 (15:22) (15:19) (15:50)

109 219 沼口　雅彦 (2) 創価大学 15:21 30:48 46:08 1:01:53
ﾇﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 宮　崎 (15:27) (15:20) (15:45)

110 66 渡邉　慎也 (1) 神奈川大学 15:12 30:31 46:01 1:01:56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 佐　賀 (15:19) (15:30) (15:55)

111 175 鈴木　利弥 (3) 亜細亜大学 15:15 30:31 45:53 1:01:56
ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔ 東　京 (15:16) (15:22) (16:03)

112 118 三輪　晋大朗 (3) 東京農業大学 15:10 30:25 45:51 1:01:59
ﾐﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 静　岡 (15:15) (15:26) (16:08)

113 217 小嶋　大輝 (2) 創価大学 15:03 30:06 45:41 1:01:59
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 (15:03) (15:35) (16:18)

114 38 嶺井　雄宇 (2) 帝京大学 15:12 30:31 46:22 1:01:59
ﾐﾈｲ ﾕｳ 沖　縄 (15:19) (15:51) (15:37)

115 150 竹ノ内　佳樹 (2) 日本大学 15:16 30:41 46:04 1:02:00
ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ 大　阪 (15:25) (15:23) (15:56)

116 140 藤井　孝之 (1) 法政大学 15:18 30:55 46:20 1:02:01
ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾕｷ 岡　山 (15:37) (15:25) (15:41)

117 39 柳原　貴大 (2) 帝京大学 15:12 30:29 45:58 1:02:01
ﾔｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 福　島 (15:17) (15:29) (16:03)

118 54 金森　寛人 (1) 拓殖大学 15:08 30:29 46:11 1:02:01
ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾄ 新　潟 (15:21) (15:42) (15:50)

119 73 平迫　幸紀 (4) 上武大学 15:12 30:33 46:03 1:02:02
ﾋﾗｻｺ ｺｳｷ 群　馬 (15:21) (15:30) (15:59)

120 25 白吉　　凌 (1) 東海大学 15:37 31:11 46:35 1:02:02
ｼﾗﾖｼ ﾘｮｳ 埼　玉 (15:34) (15:24) (15:27)

121 163 吉良　充人 (2) 専修大学 15:16 30:38 46:12 1:02:02
ｷﾗ ﾐﾂﾄ 長　野 (15:22) (15:34) (15:50)

122 95 木部　誠人 (2) 中央学院大学 15:05 30:22 45:57 1:02:03
ｷﾍﾞ ﾏｺﾄ 京　都 (15:17) (15:35) (16:06)

123 125 遠藤　凌平 (1) 東京農業大学 15:05 30:22 45:57 1:02:03
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ 岩　手 (15:17) (15:35) (16:06)

124 277 田籠　優生 (2) 関東学院大学 15:08 30:27 46:01 1:02:04
ﾀｺﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 福　岡 (15:19) (15:34) (16:03)

125 179 大槻　晃靖 (2) 亜細亜大学 15:20 30:55 46:20 1:02:06
ｵｵﾂｷ ﾃﾙﾔｽ 千　葉 (15:35) (15:25) (15:46)
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126 19 岡　　　豊 (3) 東海大学 15:21 30:50 46:31 1:02:06
ｵｶ ﾕﾀｶ 大　阪 (15:29) (15:41) (15:35)

127 50 尾上　慎太郎 (2) 拓殖大学 15:13 30:36 46:15 1:02:08
ｵｶﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 長　崎 (15:23) (15:39) (15:53)

128 187 有木　俊平 (3) 大東文化大学 15:15 30:29 46:23 1:02:09
ｱﾘｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 鹿児島 (15:14) (15:54) (15:46)

129 281 早乙女　夏紀 (4) 武蔵野学院大学 15:10 30:47 46:21 1:02:11
ｿｳﾄﾒ　ﾅﾂｷ 栃　木 (15:37) (15:34) (15:50)

130 6 玉木　章吾 (3) 国士舘大学 15:14 30:38 46:17 1:02:11
ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ 福　島 (15:24) (15:39) (15:54)

131 34 難波　幸貴 (3) 帝京大学 15:02 30:07 45:54 1:02:12
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 新　潟 (15:05) (15:47) (16:18)

132 147 村越　直希 (2) 日本大学 15:16 30:41 46:12 1:02:12
ﾑﾗｺｼ ﾅｵｷ 福　島 (15:25) (15:31) (16:00)

133 166 中山　賢太 (2) 専修大学 15:12 30:32 46:09 1:02:12
ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾀ 兵　庫 (15:20) (15:37) (16:03)

134 133 黒山　和嵩 (2) 法政大学 15:12 30:38 46:20 1:02:13
ｸﾛﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 京　都 (15:26) (15:42) (15:53)

135 13 櫻井　亮太 (2) 国士舘大学 15:14 30:37 46:19 1:02:14
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 神奈川 (15:23) (15:42) (15:55)

136 126 戸田　雅稀 (1) 東京農業大学 15:04 30:09 45:59 1:02:14
ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ 群　馬 (15:05) (15:50) (16:15)

137 212 倉澤　昇平 (4) 創価大学 15:37 31:00 46:26 1:02:15
ｸﾗｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 長　野 (15:23) (15:26) (15:49)

138 146 日向野　聖隆 (3) 日本大学 15:15 30:44 46:17 1:02:15
ﾋｶﾞﾉ ｷﾖﾀｶ 栃　木 (15:29) (15:33) (15:58)

139 117 花田　昌之 (4) 東京農業大学 15:08 30:31 46:21 1:02:18
ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 埼　玉 (15:23) (15:50) (15:57)

140 157 住中　　翔 (4) 専修大学 15:16 30:32 46:06 1:02:21
ｽﾐﾅｶ ｼｮｳ 山　口 (15:16) (15:34) (16:15)

141 56 日下　粛基 (1) 拓殖大学 15:19 30:59 46:34 1:02:21
ﾋｼﾓ ﾄｼｷ 岡　山 (15:40) (15:35) (15:47)

142 287 紺野　勇樹 (2) 武蔵野学院大学 15:36 31:11 46:37 1:02:22
ｺﾝﾉ　ﾕｳｷ 福　島 (15:35) (15:26) (15:45)

143 167 渡邉　哲也 (2) 専修大学 15:21 30:50 46:29 1:02:23
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 山　形 (15:29) (15:39) (15:54)

144 2 細見　駿介 (4) 国士舘大学 15:14 30:39 46:22 1:02:24
ﾎｿﾐ ｼｭﾝｽｹ 鳥　取 (15:25) (15:43) (16:02)

145 7 中山　祐介 (3) 国士舘大学 15:15 30:47 46:22 1:02:26
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 福　岡 (15:32) (15:35) (16:04)

146 196 平塚　祐三 (2) 大東文化大学 15:15 30:38 46:10 1:02:26
ﾋﾗﾂｶ ﾕｳｿﾞｳ 山　梨 (15:23) (15:32) (16:16)

147 16 松谷　公靖 (4) 東海大学 15:37 31:10 46:45 1:02:27
ﾏﾂﾀﾆ ｷﾐﾔｽ 三　重 (15:33) (15:35) (15:42)

148 260 木野　安騎史 (2) 平成国際大学 15:19 30:44 46:23 1:02:28
ｷﾉ ｱｷﾌﾐ 山　形 (15:25) (15:39) (16:05)

149 226 小濱　郁己 (4) 松蔭大学 15:35 31:11 46:48 1:02:28
ｺﾊﾏ ｲｸﾐ 京　都 (15:36) (15:37) (15:40)

150 232 鎌田　裕貴 (3) 松蔭大学 15:35 31:11 46:46 1:02:29
ｶﾏﾀ ﾕｳｷ 神奈川 (15:36) (15:35) (15:43)
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151 165 芝田　俊作 (2) 専修大学 15:12 30:31 46:05 1:02:29
ｼﾊﾞﾀ ｼｭﾝｻｸ 兵　庫 (15:19) (15:34) (16:24)

152 244 濱本　　学 (3) 麗澤大学 15:21 30:51 46:22 1:02:30
ﾊﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 三　重 (15:30) (15:31) (16:08)

153 98 潰滝　大記 (1) 中央学院大学 15:05 30:22 46:05 1:02:30
ﾂｴﾀｷ ﾋﾛﾉﾘ 和歌山 (15:17) (15:43) (16:25)

154 27 宮上　翔太 (1) 東海大学 15:21 30:49 46:20 1:02:31
ﾐﾔｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 熊　本 (15:28) (15:31) (16:11)

155 319 門出　康孝 (3) 慶應義塾大学 15:14 30:38 46:21 1:02:32
ﾓﾝﾃﾞ ﾔｽﾀｶ 千　葉 (15:24) (15:43) (16:11)

156 203 大島　亘銘 (3) 流通経済大学 15:19 30:51 46:26 1:02:33
ｵｵｼﾏ ｺｳﾒｲ 佐　賀 (15:32) (15:35) (16:07)

157 170 吉本　駿亮 (4) 亜細亜大学 15:21 30:54 46:41 1:02:33
ﾖｼﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 岐　阜 (15:33) (15:47) (15:52)

158 177 佐々木　隆文 (3) 亜細亜大学 15:19 30:54 46:31 1:02:34
ｻｻｷ ﾀｶﾌﾐ 佐　賀 (15:35) (15:37) (16:03)

159 443 清水　友博 (3) 東京理科大学 15:33 31:20 46:51 1:02:37
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川 (15:47) (15:31) (15:46)

160 211 太田　正史 (4) 創価大学 15:02 30:28 46:14 1:02:39
ｵｵﾀ ﾏｻｼ 長　野 (15:26) (15:46) (16:25)

161 87 岩田　将央 (4) 中央学院大学 15:12 30:35 46:29 1:02:39
ｲﾜﾀ ﾏｻｵ 福　井 (15:23) (15:54) (16:10)

162 254 飯坂　元貴 (4) 平成国際大学 15:19 30:46 46:31 1:02:40
ｲｲｻﾞｶ ﾓﾄｷ 千　葉 (15:27) (15:45) (16:09)

163 209 大澤　靖一郎 (1) 流通経済大学 15:19 30:51 46:37 1:02:41
ｵｵｻﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 福　島 (15:32) (15:46) (16:04)

164 214 山口　智永 (3) 創価大学 15:21 30:55 46:42 1:02:44
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾅｶﾞ 岐　阜 (15:34) (15:47) (16:02)

165 221 後沢　広大 (1) 創価大学 15:25 31:01 46:47 1:02:46
ｺﾞｻﾞﾜ ｺｵﾀﾞｲ 長　野 (15:36) (15:46) (15:59)

166 298 五十嵐　友也 (2) 東京経済大学 15:05 30:30 46:24 1:02:46
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾔ 東　京 (15:25) (15:54) (16:22)

167 172 千葉　駿介 (4) 亜細亜大学 15:21 30:57 46:45 1:02:46
ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 埼　玉 (15:36) (15:48) (16:01)

168 69 南　　俊輔 (1) 神奈川大学 15:17 30:50 46:42 1:02:50
ﾐﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ 熊　本 (15:33) (15:52) (16:08)

169 289 山本　貴紀 (2) 武蔵野学院大学 15:35 31:12 47:00 1:02:51
ﾔﾏﾓﾄ　ﾀｶﾉﾘ 新　潟 (15:37) (15:48) (15:51)

170 83 石黒　大介 (1) 上武大学 15:16 30:45 46:22 1:02:51
ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 群　馬 (15:29) (15:37) (16:29)

171 61 上倉　拓也 (3) 神奈川大学 15:12 30:38 46:27 1:02:53
ｱｹﾞｸﾗ ﾀｸﾔ 静　岡 (15:26) (15:49) (16:26)

172 10 菊池　槙也 (2) 国士舘大学 15:16 30:47 46:36 1:02:56
ｷｸﾁ ｼﾝﾔ 岩　手 (15:31) (15:49) (16:20)

173 222 前原　和輝 (1) 創価大学 15:26 31:07 47:18 1:03:00
ﾏｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 広　島 (15:41) (16:11) (15:42)

174 249 贄　　貴紀 (2) 麗澤大学 15:14 30:50 46:46 1:03:02
ﾆｴ ﾀｶﾉﾘ 岐　阜 (15:36) (15:56) (16:16)

175 9 飯野　　彬 (2) 国士舘大学 15:14 30:38 46:41 1:03:02
ｲｲﾉ ｱｷﾗ 埼　玉 (15:24) (16:03) (16:21)
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176 18 上原　将平 (3) 東海大学 15:21 30:56 46:46 1:03:02
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 宮　崎 (15:35) (15:50) (16:16)

177 160 後藤　竜也 (3) 専修大学 15:21 30:55 46:23 1:03:06
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 北海道 (15:34) (15:28) (16:43)

178 310 鐵本　智大 (4) 慶應義塾大学 15:29 31:12 46:53 1:03:07
ﾃﾂﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 千　葉 (15:43) (15:41) (16:14)

179 47 登井　崚太 (4) 拓殖大学 15:22 31:11 47:08 1:03:07
ﾄｲ ﾘｮｳﾀ 徳　島 (15:49) (15:57) (15:59)

180 178 渡辺　季雄 (3) 亜細亜大学 15:19 30:54 46:44 1:03:07
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｷｵ 埼　玉 (15:35) (15:50) (16:23)

181 255 阿部　壮一郎 (4) 平成国際大学 15:21 31:13 47:15 1:03:08
ｱﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 北海道 (15:52) (16:02) (15:53)

182 273 松本　伸之 (3) 関東学院大学 15:02 30:34 46:34 1:03:08
ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 熊　本 (15:32) (16:00) (16:34)

183 213 石川　史康 (3) 創価大学 15:26 31:15 47:24 1:03:08
ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾔｽ 山　形 (15:49) (16:09) (15:44)

184 29 三輪　龍之介 (4) 帝京大学 15:11 30:35 46:25 1:03:09
ﾐﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 広　島 (15:24) (15:50) (16:44)

185 220 樋浦　雄大 (2) 創価大学 15:21 30:56 46:50 1:03:09
ﾋﾉｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 新　潟 (15:35) (15:54) (16:19)

186 76 高津戸　翔太 (3) 上武大学 15:15 30:56 46:52 1:03:11
ﾀｶﾂﾄ ｼｮｳﾀ 群　馬 (15:41) (15:56) (16:19)

187 261 太田　　明 (2) 平成国際大学 15:21 31:11 47:10 1:03:14
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 滋　賀 (15:50) (15:59) (16:04)

188 250 東　　恭平 (2) 麗澤大学 15:14 31:10 47:10 1:03:14
ﾋｶﾞｼ ｷｮｳﾍｲ 愛　知 (15:56) (16:00) (16:04)

189 386 柳井　崇司 (2) 国際武道大学 15:22 31:03 47:06 1:03:17
ﾔﾅｲ ﾀｶｼ 福　島 (15:41) (16:03) (16:11)

190 301 橋本　悠利 (2) 東京経済大学 15:17 31:19 47:16 1:03:18
ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 東　京 (16:02) (15:57) (16:02)

191 139 中村　　涼 (1) 法政大学 15:19 30:57 46:50 1:03:18
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 京　都 (15:38) (15:53) (16:28)

192 358 尾﨑　拓磨 (2) 筑波大学 15:14 30:53 46:55 1:03:19
ｵｻﾞｷ ﾀｸﾏ 神奈川 (15:39) (16:02) (16:24)

193 204 吉村　祥太郎 (2) 流通経済大学 15:19 30:58 46:55 1:03:20
ﾖｼﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 福　岡 (15:39) (15:57) (16:25)

194 262 杉村　　純 (2) 平成国際大学 15:29 31:10 47:05 1:03:25
ｽｷﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 千　葉 (15:41) (15:55) (16:20)

195 279 松山　逸馬 (2) 関東学院大学 15:39 31:27 47:23 1:03:26
ﾏﾂﾔﾏ ｲﾂﾏ 鹿児島 (15:48) (15:56) (16:03)

196 171 平郡　達也 (4) 亜細亜大学 15:21 30:56 47:02 1:03:29
ﾍｸﾞﾘ ﾀﾂﾔ 鹿児島 (15:35) (16:06) (16:27)

197 359 紺野　　凌 (2) 筑波大学 15:34 31:26 47:25 1:03:30
ｺﾝﾉ ﾘｮｳ 山　形 (15:52) (15:59) (16:05)

198 553 松井　将器 (1) 東京工業大学 15:20 31:12 47:23 1:03:30
ﾏﾂｲ ﾏｻｷ 東　京 (15:52) (16:11) (16:07)

199 233 近藤　賢太 (3) 松蔭大学 15:35 31:11 47:09 1:03:32
ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 神奈川 (15:36) (15:58) (16:23)

200 114 片山　優俊 (4) 東京農業大学 15:15 30:49 46:58 1:03:32
ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 高　知 (15:34) (16:09) (16:34)
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201 259 村上　雄哉 (3) 平成国際大学 15:41 31:31 47:26 1:03:33
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾔ 北海道 (15:50) (15:55) (16:07)

202 100 大田　侑典 (4) 日本体育大学 15:03 30:31 46:40 1:03:33
ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 熊　本 (15:28) (16:09) (16:53)

203 252 中尾　祐輝 (1) 麗澤大学 15:45 31:41 47:39 1:03:34
ﾅｶｵ ﾕｳｷ 福　岡 (15:56) (15:58) (15:55)

204 168 上手　　慶 (1) 専修大学 15:20 30:52 47:06 1:03:35
ｶﾐﾃ ｹｲ 茨　城 (15:32) (16:14) (16:29)

205 234 本田　和希 (3) 松蔭大学 15:36 31:11 47:04 1:03:36
ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞｷ 滋　賀 (15:35) (15:53) (16:32)

206 257 安西　拓弥 (4) 平成国際大学 15:45 31:41 47:37 1:03:37
ｱﾝｻﾞｲ ﾀｸﾔ 岐　阜 (15:56) (15:56) (16:00)

207 288 狭間　裕也 (2) 武蔵野学院大学 15:39 31:28 47:23 1:03:37
ﾊｻﾞﾏ　ﾕｳﾔ 兵　庫 (15:49) (15:55) (16:14)

208 148 小島　秀斗 (2) 日本大学 15:16 30:48 47:01 1:03:38
ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾄ 愛　知 (15:32) (16:13) (16:37)

209 520 福田　裕希修 (1) 東京国際大学 15:37 31:27 47:22 1:03:38
ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋｻ 埼　玉 (15:50) (15:55) (16:16)

210 276 渡辺　嘉克 (3) 関東学院大学 15:35 31:12 47:15 1:03:40
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｶﾂ 静　岡 (15:37) (16:03) (16:25)

211 181 山本　　学 (2) 亜細亜大学 15:21 30:55 47:02 1:03:44
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 高　知 (15:34) (16:07) (16:42)

212 208 斉藤　充俊 (1) 流通経済大学 15:22 31:12 47:17 1:03:45
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾄｼ 山　口 (15:50) (16:05) (16:28)

213 243 佐々木　将 (3) 麗澤大学 15:13 31:00 47:16 1:03:45
ｻｻｷ ﾏｻｼ 広　島 (15:47) (16:16) (16:29)

214 205 川村　貴洋 (3) 流通経済大学 15:18 31:11 47:18 1:03:48
ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 千　葉 (15:53) (16:07) (16:30)

215 248 中島　裕貴 (2) 麗澤大学 15:26 31:15 47:27 1:03:53
ﾅｶｼﾏ ﾕｳｷ 熊　本 (15:49) (16:12) (16:26)

216 267 大越　崇史 (4) 関東学院大学 15:39 31:15 47:15 1:03:54
ｵｵｺﾞｼ ﾀｶﾌﾐ 新　潟 (15:36) (16:00) (16:39)

217 46 後藤　広行 (4) 拓殖大学 15:20 31:11 47:16 1:03:56
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 栃　木 (15:51) (16:05) (16:40)

218 90 鈴木　宏弥 (3) 中央学院大学 15:12 30:35 46:47 1:03:57
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔ 埼　玉 (15:23) (16:12) (17:10)

219 180 難波　美彰 (2) 亜細亜大学 15:21 30:58 47:04 1:03:58
ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾂｱｷ 福　島 (15:37) (16:06) (16:54)

220 201 髙橋　　大 (3) 流通経済大学 15:19 31:11 47:25 1:03:58
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲ 山　形 (15:52) (16:14) (16:33)

221 21 山本　大輔 (3) 東海大学 15:21 30:57 47:27 1:04:03
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 宮　崎 (15:36) (16:30) (16:36)

222 218 鳥海　将史 (2) 創価大学 15:26 31:20 47:25 1:04:05
ﾄﾘｳﾐ ﾏｻｼ 東　京 (15:54) (16:05) (16:40)

223 245 前田　赳志 (3) 麗澤大学 15:16 31:15 47:45 1:04:05
ﾏｴﾀﾞ ﾀｹｼ 福　岡 (15:59) (16:30) (16:20)

224 256 本田　圭一 (4) 平成国際大学 15:40 31:36 47:38 1:04:05
ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｲﾁ 茨　城 (15:56) (16:02) (16:27)

225 246 桂　　優伍 (2) 麗澤大学 15:05 30:42 46:57 1:04:06
ｶﾂﾗ ﾕｳｺﾞ 兵　庫 (15:37) (16:15) (17:09)
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226 11 工藤　　超 (2) 国士舘大学 15:15 30:51 47:19 1:04:08
ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 青　森 (15:36) (16:28) (16:49)

227 556 増田　紘之 (D3) 東京大学大学院 15:25 31:34 47:51 1:04:10
ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 静　岡 (16:09) (16:17) (16:19)

228 263 佐藤　　玲 (1) 平成国際大学 15:38 31:32 47:38 1:04:10
ｻﾄｳ ﾚｲ 秋　田 (15:54) (16:06) (16:32)

229 333 柘植　翔太 (1) 東京学芸大学 15:56 32:02 48:03 1:04:13
ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 広　島 (16:06) (16:01) (16:10)

230 202 古賀　　渉 (3) 流通経済大学 15:19 31:08 47:24 1:04:15
ｺｶﾞ ﾜﾀﾙ 滋　賀 (15:49) (16:16) (16:51)

231 364 今井　勇汰 (2) 駿河台大学 16:03 32:15 48:34 1:04:15
ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 群　馬 (16:12) (16:19) (15:41)

232 303 吉﨑　竜星 (2) 東京経済大学 15:20 31:11 47:32 1:04:16
ﾖｼｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 静　岡 (15:51) (16:21) (16:44)

233 302 栃木　祐輝 (2) 東京経済大学 15:38 31:32 47:44 1:04:17
ﾄﾁｷﾞ ﾕｳｷ 栃　木 (15:54) (16:12) (16:33)

234 529 池田　大樹 (2) 東京国際大学 15:30 31:14 47:30 1:04:17
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 埼　玉 (15:44) (16:16) (16:47)

235 207 酒井　真乃補 (1) 流通経済大学 15:25 31:28 47:48 1:04:18
ｻｶｲ ｼﾝﾉｽｹ 広　島 (16:03) (16:20) (16:30)

236 241 外舘　礼規 (4) 麗澤大学 15:39 31:31 47:42 1:04:22
ﾄﾀﾞﾃ ﾋﾛｷ 青　森 (15:52) (16:11) (16:40)

237 374 寺嶋　源太郎 (1) 駿河台大学 16:00 32:15 48:30 1:04:22
ﾃﾗｼﾏ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 熊　本 (16:15) (16:15) (15:52)

238 356 吉田　純平 (3) 筑波大学 15:55 32:03 48:04 1:04:23
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 埼　玉 (16:08) (16:01) (16:19)

239 408 人見　泰弘 (3) 学習院大学 15:38 31:32 47:44 1:04:24
ﾋﾄﾐ ﾔｽﾋﾛ 栃　木 (15:54) (16:12) (16:40)

240 280 坂井　進矢 (1) 関東学院大学 15:46 31:44 48:04 1:04:24
ｻｶｲ ｼﾝﾔ 熊　本 (15:58) (16:20) (16:20)

241 320 粟田　貴明 (2) 慶應義塾大学 15:41 31:48 48:04 1:04:24
ｱﾜﾀ ﾀｶｱｷ 大　阪 (16:07) (16:16) (16:20)

242 490 川内　鴻輝 (2) 高崎経済大学 15:46 32:03 48:17 1:04:25
ｶﾜｳﾁ ｺｳｷ 埼　玉 (16:17) (16:14) (16:08)

243 242 河合　代二 (3) 麗澤大学 15:06 30:44 47:28 1:04:26
ｶﾜｲ ﾀﾞｲｼﾞ 岐　阜 (15:38) (16:44) (16:58)

244 229 伊藤　佳正 (3) 松蔭大学 15:35 31:30 47:45 1:04:26
ｲﾄｳ ﾖｼﾏｻ 愛　知 (15:55) (16:15) (16:41)

245 380 伏見　太郎 (4) 国際武道大学 15:46 31:42 48:05 1:04:26
ﾌｼﾐ ﾀﾛｳ 埼　玉 (15:56) (16:23) (16:21)

246 306 桜井　悠輔 (1) 東京経済大学 15:27 31:35 48:03 1:04:28
ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ 富　山 (16:08) (16:28) (16:25)

247 401 柳原　真人 (2) 立教大学 15:31 31:38 48:03 1:04:31
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾄ 埼　玉 (16:07) (16:25) (16:28)

248 432 佐川　将暢 (2) 千葉大学 16:01 32:02 48:03 1:04:31
ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 千　葉 (16:01) (16:01) (16:28)

249 286 恒木　智弥 (3) 武蔵野学院大学 15:36 31:27 47:45 1:04:37
ﾂﾈｷ　ﾄﾓﾔ 兵　庫 (15:51) (16:18) (16:52)

250 129 大久保　圭 (4) 法政大学 15:19 31:16 47:54 1:04:39
ｵｵｸﾎﾞ ｹｲ 神奈川 (15:57) (16:38) (16:45)
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251 119 矢澤　　舜 (3) 東京農業大学 15:12 30:57 47:16 1:04:40
ﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝ 神奈川 (15:45) (16:19) (17:24)

252 216 小島　一貴 (2) 創価大学 15:22 30:49 46:59 1:04:44
ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 岐　阜 (15:27) (16:10) (17:45)

253 347 渥美　祐次郎 (1) 東京大学 16:02 32:16 48:31 1:04:44
ｱﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛　知 (16:14) (16:15) (16:13)

254 384 遠畑　雄大 (3) 国際武道大学 15:55 32:03 48:20 1:04:45
ﾄｵﾊﾀ ﾕｳﾀ 岩　手 (16:08) (16:17) (16:25)

255 519 尾石　　岳 (1) 東京国際大学 15:37 31:44 48:22 1:04:47
ｵｲｼ ｶﾞｸ 埼　玉 (16:07) (16:38) (16:25)

256 210 會澤　皇妃 (1) 流通経済大学 15:27 31:52 48:12 1:04:47
ｱｲｻﾜ ｵｳｷ 愛　知 (16:25) (16:20) (16:35)

257 522 中谷　貢司 (1) 東京国際大学 15:35 31:42 48:05 1:04:49
ﾅｶﾀﾆ ｺｳｼﾞ 埼　玉 (16:07) (16:23) (16:44)

258 526 藤井　裕也 (1) 東京国際大学 15:37 31:35 48:08 1:04:50
ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾔ 埼　玉 (15:58) (16:33) (16:42)

259 558 高田　裕之 (M2) 東京大学大学院 15:38 31:41 48:05 1:04:54
ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川 (16:03) (16:24) (16:49)

260 282 古荘　雄麻 (4) 武蔵野学院大学 15:55 32:03 48:21 1:04:56
ﾌﾙｼｮｳ　ﾕｳﾏ 熊　本 (16:08) (16:18) (16:35)

261 528 湊　　太一 (1) 東京国際大学 15:37 31:32 47:53 1:04:57
ﾐﾅﾄ ﾀｲﾁ 埼　玉 (15:55) (16:21) (17:04)

262 272 岡本　拓也 (3) 関東学院大学 15:29 31:28 47:54 1:04:58
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 神奈川 (15:59) (16:26) (17:04)

263 307 中村　秀登 (1) 東京経済大学 15:32 31:42 48:02 1:04:58
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾄ 静　岡 (16:10) (16:20) (16:56)

264 383 與那國　弘樹 (4) 国際武道大学 16:00 32:03 48:20 1:04:58
ﾖﾅｸﾞﾆ ﾋﾛｷ 沖　縄 (16:03) (16:17) (16:38)

265 299 後藤　　駿 (2) 東京経済大学 15:22 31:27 48:12 1:04:59
ｺﾞﾄｳ ｼｭﾝ 山　形 (16:05) (16:45) (16:47)

266 274 望月　敏生 (3) 関東学院大学 15:04 30:51 47:29 1:05:00
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 静　岡 (15:47) (16:38) (17:31)

267 382 山内　俊輝 (4) 国際武道大学 15:19 31:21 47:48 1:05:01
ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｷ 千　葉 (16:02) (16:27) (17:13)

268 365 折橋　　歩 (2) 駿河台大学 16:01 32:03 48:25 1:05:04
ｵﾘﾊｼ ｱﾕﾑ 愛　知 (16:02) (16:22) (16:39)

269 324 福井　雅俊 (4) 東京学芸大学 15:24 31:37 48:17 1:05:04
ﾌｸｲ ﾏｻﾄｼ 栃　木 (16:13) (16:40) (16:47)

270 52 櫻井　一樹 (2) 拓殖大学 15:15 30:56 47:35 1:05:06
ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ 群　馬 (15:41) (16:39) (17:31)

271 285 須藤　直樹 (3) 武蔵野学院大学 15:38 31:47 48:21 1:05:08
ｽﾄﾞｳ　ﾅｵｷ 千　葉 (16:09) (16:34) (16:47)

272 268 緒方　康介 (4) 関東学院大学 15:22 30:56 47:16 1:05:09
ｵｶﾞﾀ ｺｳｽｹ 愛　知 (15:34) (16:20) (17:53)

273 264 粕谷　拓人 (1) 平成国際大学 15:32 31:30 47:55 1:05:13
ｶｽﾔ ﾀｸﾄ 東　京 (15:58) (16:25) (17:18)

274 409 長谷野　良平 (3) 学習院大学 15:35 31:48 48:14 1:05:16
ﾊｾﾉ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川 (16:13) (16:26) (17:02)

275 502 上條　俊之 (3) 山梨大学 15:48 32:00 48:23 1:05:17
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ 山　梨 (16:12) (16:23) (16:54)
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276 284 佐藤　晃章 (3) 武蔵野学院大学 15:55 32:03 48:41 1:05:21
ｻﾄｳ　ﾃﾙｱｷ 東　京 (16:08) (16:38) (16:40)

277 588 上原　浩輝 (2) 東京情報大学 15:22 31:17 47:49 1:05:23
ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｷ 千　葉 (15:55) (16:32) (17:34)

278 367 立成　仁志 (2) 駿河台大学 16:00 32:03 48:05 1:05:23
ﾀﾂﾅﾘ ﾏｻｼ 大　阪 (16:03) (16:02) (17:18)

279 145 津田　光介 (3) 日本大学 15:17 31:16 48:08 1:05:25
ﾂﾀﾞ ｺｳｽｹ 兵　庫 (15:59) (16:52) (17:17)

280 524 小針　旭人 (1) 東京国際大学 15:29 31:51 48:32 1:05:25
ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾋﾄ 埼　玉 (16:22) (16:41) (16:53)

281 514 奥山　雄太 (1) 埼玉大学 16:00 32:03 48:29 1:05:26
ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾀ 静　岡 (16:03) (16:26) (16:57)

282 1 栗原　健太郎 (4) 国士舘大学 15:15 31:06 48:03 1:05:27
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 福　岡 (15:51) (16:57) (17:24)

283 26 冨田　三貴 (1) 東海大学 15:37 31:35 48:18 1:05:28
ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾀｶ 福　岡 (15:58) (16:43) (17:10)

284 290 清水 　 崚 (1) 武蔵野学院大学 16:10 32:24 48:45 1:05:28
ｼﾐｽﾞ　ﾘｮｳ 群　馬 (16:14) (16:21) (16:43)

285 278 藤波　優太 (2) 関東学院大学 15:39 31:52 48:26 1:05:32
ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳﾀ 大　分 (16:13) (16:34) (17:06)

286 523 小林　龍之介 (1) 東京国際大学 15:38 31:42 48:15 1:05:34
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 埼　玉 (16:04) (16:33) (17:19)

287 323 牛越　晴生 (4) 東京学芸大学 16:27 32:54 49:02 1:05:40
ｳｼｺｼ ﾊﾙｷ 長　野 (16:27) (16:08) (16:38)

288 251 村瀬　圭太 (1) 麗澤大学 15:33 31:34 48:16 1:05:41
ﾑﾗｾ ｹｲﾀ 愛　知 (16:01) (16:42) (17:25)

289 366 直原　　奨 (2) 駿河台大学 16:26 33:04 49:26 1:05:46
ｼﾞｷﾊﾗ ｼｮｳ 埼　玉 (16:38) (16:22) (16:20)

290 292 帆波　圭斗 (1) 武蔵野学院大学 16:10 32:24 48:45 1:05:47
ﾎﾅﾐ　ｹｲﾄ 兵　庫 (16:14) (16:21) (17:02)

291 361 西浦　孝則 (1) 筑波大学 16:35 33:05 49:27 1:05:51
ﾆｼｳﾗ ﾀｶﾉﾘ 和歌山 (16:30) (16:22) (16:24)

292 567 庄司　頼太 (4) 一橋大学 16:26 32:49 49:21 1:05:51
ｼｮｳｼﾞ ﾗｲﾀ 富　山 (16:23) (16:32) (16:30)

293 373 田中　健太 (1) 駿河台大学 16:26 33:04 49:28 1:05:51
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 埼　玉 (16:38) (16:24) (16:23)

294 377 七井　和弘 (4) 国際武道大学 16:00 32:32 49:11 1:05:53
ﾅﾅｲ ｶｽﾞﾋﾛ 東　京 (16:32) (16:39) (16:42)

295 388 小林　優作 (1) 国際武道大学 15:38 31:49 48:47 1:05:58
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｻｸ 静　岡 (16:11) (16:58) (17:11)

296 283 吉村　雄太 (4) 武蔵野学院大学 16:26 33:04 49:26 1:06:06
ﾖｼﾑﾗ　ﾕｳﾀ 埼　玉 (16:38) (16:22) (16:40)

297 295 佐山　賢成 (4) 東京経済大学 15:55 32:18 49:10 1:06:07
ｻﾔﾏ ﾏｻﾅﾘ 福　島 (16:23) (16:52) (16:57)

298 308 星　雄太朗 (1) 東京経済大学 15:33 32:06 49:11 1:06:08
ﾎｼ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 (16:33) (17:05) (16:57)

299 336 岩川　純也 (4) 東京大学 16:02 32:17 49:03 1:06:09
ｲﾜｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 愛　知 (16:15) (16:46) (17:06)

300 492 星野　達彦 (2) 高崎経済大学 15:55 32:31 49:11 1:06:10
ﾎｼﾉ ﾀﾂﾋｺ 群　馬 (16:36) (16:40) (16:59)



【 記 録 表 】 Time:10:54:13 Page:13

第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 審 判 長:吉儀　　宏
記録主任:山地　遥香

主　催:関東学生陸上競技連盟
共　催:読売新聞社
コース:陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km)
********************************
* 男子 ２０ｋｍ *
********************************
測定区分:手動1/1秒 2012-10-20 09:30

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 10km 15km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- ------- ------- -------- ----------

301 372 杉江　一真 (1) 駿河台大学 16:26 33:04 49:32 1:06:10
ｽｷﾞｴ ｶｽﾞﾏ 埼　玉 (16:38) (16:28) (16:38)

302 238 坂田　　学 (1) 松蔭大学 15:36 31:50 48:47 1:06:10
ｻｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ 富　山 (16:14) (16:57) (17:23)

303 591 山中　俊樹 (2) 東京情報大学 15:46 32:25 49:10 1:06:11
ﾔﾏﾅｶ ﾄｼｷ 千　葉 (16:39) (16:45) (17:01)

304 403 黒崎　　晃 (1) 立教大学 15:36 32:00 48:33 1:06:11
ｸﾛｻｷ ﾋｶﾙ 東　京 (16:24) (16:33) (17:38)

305 176 新田　　大 (3) 亜細亜大学 15:19 31:27 48:25 1:06:12
ﾆｯﾀ ﾀｶｼ 千　葉 (16:08) (16:58) (17:47)

306 239 船井　慎太郎 (4) 麗澤大学 15:04 30:50 47:54 1:06:13
ﾌﾅｲ ｼﾝﾀﾛｳ 長　崎 (15:46) (17:04) (18:19)

307 360 津田　修也 (1) 筑波大学 15:55 32:05 48:52 1:06:15
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山　口 (16:10) (16:47) (17:23)

308 515 田中　　渉 (1) 埼玉大学 16:05 32:37 49:21 1:06:16
ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ 群　馬 (16:32) (16:44) (16:55)

309 237 瀧澤　友基 (1) 松蔭大学 15:35 32:04 49:10 1:06:21
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 愛　知 (16:29) (17:06) (17:11)

310 595 川上　英樹 (1) 東京情報大学 15:46 32:24 49:13 1:06:28
ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 千　葉 (16:38) (16:49) (17:15)

311 475 堀井　勇希 (3) 防衛大学校 15:41 32:16 49:11 1:06:28
ﾎﾘｲ ﾕｳｷ 神奈川 (16:35) (16:55) (17:17)

312 270 穴井　　豪 (3) 関東学院大学 15:38 31:52 49:03 1:06:29
ｱﾅｲ ｺﾞｳ 熊　本 (16:14) (17:11) (17:26)

313 527 太田　元紀 (1) 東京国際大学 15:45 32:18 49:22 1:06:31
ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ 埼　玉 (16:33) (17:04) (17:09)

314 328 神田　朝日 (2) 東京学芸大学 16:50 33:45 50:27 1:06:37
ｶﾝﾀﾞ ｱｻﾋ 新　潟 (16:55) (16:42) (16:10)

315 375 松枝　啓太 (1) 駿河台大学 16:01 32:39 49:35 1:06:38
ﾏﾂｴﾀﾞ ｹｲﾀ 広　島 (16:38) (16:56) (17:03)

316 363 荒井　智博 (4) 駿河台大学 15:57 32:46 49:30 1:06:39
ｱﾗｲ ﾄﾓﾋﾛ 埼　玉 (16:49) (16:44) (17:09)

317 362 吉成　祐人 (1) 筑波大学 15:25 32:36 49:29 1:06:39
ﾖｼﾅﾘ ﾕｳﾄ 栃　木 (17:11) (16:53) (17:10)

318 296 諸角　　曉 (4) 東京経済大学 15:38 32:34 49:41 1:06:39
ﾓﾛｽﾞﾐ ｻﾄﾙ 神奈川 (16:56) (17:07) (16:58)

319 593 岡田　　篤 (1) 東京情報大学 15:27 32:14 49:27 1:06:40
ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 千　葉 (16:47) (17:13) (17:13)

320 352 澤田　拓也 (4) 筑波大学 16:34 33:05 49:28 1:06:40
ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾔ 北海道 (16:31) (16:23) (17:12)

321 314 坂庭　大輝 (3) 慶應義塾大学 15:18 30:56 49:59 1:06:42
ｻｶﾆﾜ ﾀﾞｲｷ 埼　玉 (15:38) (19:03) (16:43)

322 405 秋山　雄哉 (4) 学習院大学 16:26 33:06 49:55 1:06:43
ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾔ 埼　玉 (16:40) (16:49) (16:48)

323 339 渡邊　　駿 (4) 東京大学 16:34 33:22 49:57 1:06:44
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 長　野 (16:48) (16:35) (16:47)

324 424 藤本　雅史 (3) 横浜国立大学 15:55 32:33 49:35 1:06:44
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ 神奈川 (16:38) (17:02) (17:09)

325 400 高木　勇希 (2) 立教大学 16:02 32:36 49:33 1:06:47
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 東　京 (16:34) (16:57) (17:14)
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326 544 宮崎　晃年 (4) 東京工業大学 16:26 33:06 49:55 1:06:49
ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾄｼ 埼　玉 (16:40) (16:49) (16:54)

327 416 大庭　　大 (4) 横浜国立大学 16:02 32:45 49:43 1:06:51
ｵｵﾊﾞ ﾀﾞｲ 東　京 (16:43) (16:58) (17:08)

328 343 梁瀬　将史 (3) 東京大学 16:18 32:56 49:52 1:06:52
ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ 山　形 (16:38) (16:56) (17:00)

329 587 小林　祥大 (4) 東京情報大学 15:58 33:06 50:04 1:06:52
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀﾞｲ 千　葉 (17:08) (16:58) (16:48)

330 500 田邉　　献 (4) 山梨大学 15:48 32:15 49:17 1:06:54
ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 山　梨 (16:27) (17:02) (17:37)

331 518 黒澤　　慎 (1) 東京国際大学 15:56 32:37 49:43 1:06:59
ｸﾛｻﾜ ｼﾝ 埼　玉 (16:41) (17:06) (17:16)

332 351 木村　良将 (4) 筑波大学 16:31 33:05 49:44 1:07:06
ｷﾑﾗ ﾖｼﾏｻ 茨　城 (16:34) (16:39) (17:22)

333 451 丸山　裕樹 (2) 東京理科大学 16:31 33:19 50:00 1:07:06
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川 (16:48) (16:41) (17:06)

334 376 百鳥　光太 (1) 駿河台大学 16:02 32:38 49:40 1:07:07
ﾓﾓﾄﾘ ｺｳﾀ 青　森 (16:36) (17:02) (17:27)

335 230 江副　雄大 (3) 松蔭大学 15:36 32:15 49:25 1:07:11
ｴｿﾞｴ ﾕｳﾀﾞｲ 神奈川 (16:39) (17:10) (17:46)

336 584 吉永　隼人 (3) 北里大学 16:25 33:14 50:06 1:07:11
ﾖｼﾅｶﾞ ﾊﾔﾄ 東　京 (16:49) (16:52) (17:05)

337 325 前田　雅人 (3) 東京学芸大学 16:40 33:23 50:03 1:07:16
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 福　島 (16:43) (16:40) (17:13)

338 353 高橋　孝生 (4) 筑波大学 16:47 33:44 50:34 1:07:19
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾅﾘ 埼　玉 (16:57) (16:50) (16:45)

339 596 国吉　　諒 (1) 東京情報大学 15:50 32:08 49:19 1:07:22
ｸﾆﾖｼ ﾘｮｳ 千　葉 (16:18) (17:11) (18:03)

340 531 前原　大輝 (4) 芝浦工業大学 16:47 33:48 50:40 1:07:24
ﾏｴﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 埼　玉 (17:01) (16:52) (16:44)

341 332 原　　広野 (2) 東京学芸大学 16:26 33:01 49:58 1:07:25
ﾊﾗ ｺｳﾔ 長　野 (16:35) (16:57) (17:27)

342 540 増田　純一 (1) 芝浦工業大学 16:47 33:48 50:42 1:07:29
ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼　玉 (17:01) (16:54) (16:47)

343 457 篠田　雄太 (4) 首都大学東京 16:29 33:02 49:51 1:07:30
ｼﾉﾀﾞ ﾕｳﾀ 神奈川 (16:33) (16:49) (17:39)

344 417 杉山　健司 (4) 横浜国立大学 16:04 33:01 50:05 1:07:30
ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川 (16:57) (17:04) (17:25)

345 330 鳥羽　大地 (2) 東京学芸大学 16:42 33:45 50:35 1:07:35
ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 長　野 (17:03) (16:50) (17:00)

346 309 齋藤　大樹 (4) 慶應義塾大学 15:46 32:21 49:31 1:07:42
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 福　島 (16:35) (17:10) (18:11)

347 354 植木　陽治 (3) 筑波大学 16:50 33:45 50:36 1:07:44
ｳｴｷ ﾖｳｼﾞ 大　阪 (16:55) (16:51) (17:08)

348 444 大和久　貴裕 (3) 東京理科大学 16:54 34:06 51:09 1:07:44
ｵｵﾜｸ ﾀｶﾋﾛ 千　葉 (17:12) (17:03) (16:35)

349 345 原　　知明 (2) 東京大学 16:46 33:49 50:34 1:07:45
ﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 愛　知 (17:03) (16:45) (17:11)

350 381 松下　真大 (4) 国際武道大学 16:30 33:20 50:35 1:07:46
ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 静　岡 (16:50) (17:15) (17:11)
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351 350 大城　彬彦 (4) 筑波大学 16:31 33:06 50:14 1:07:46
ｵｵｷ ｱｷﾋｺ 神奈川 (16:35) (17:08) (17:32)

352 410 青木　光哉 (3) 学習院大学 16:01 32:49 49:57 1:07:47
ｱｵｷ ｺｳﾔ 埼　玉 (16:48) (17:08) (17:50)

353 422 仙波　龍生 (3) 横浜国立大学 16:26 33:17 50:18 1:07:47
ｾﾝﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 茨　城 (16:51) (17:01) (17:29)

354 549 丸山　蒼太 (2) 東京工業大学 16:18 32:59 50:05 1:07:54
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 新　潟 (16:41) (17:06) (17:49)

355 326 石田　竜祐 (2) 東京学芸大学 17:05 34:09 51:03 1:07:55
ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 茨　城 (17:04) (16:54) (16:52)

356 589 岡崎　　光 (2) 東京情報大学 16:16 33:19 50:43 1:07:56
ｵｶｻﾞｷ ﾋｶﾙ 千　葉 (17:03) (17:24) (17:13)

357 483 澤口　　光 (3) 高崎経済大学 16:27 33:15 50:37 1:07:57
ｻﾜｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 群　馬 (16:48) (17:22) (17:20)

358 398 小野寺　秀平 (2) 立教大学 16:48 33:44 50:41 1:07:57
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳﾍｲ 千　葉 (16:56) (16:57) (17:16)

359 331 根橋　　徹 (2) 東京学芸大学 17:02 34:04 51:04 1:07:59
ﾈﾊｼ ﾄｵﾙ 静　岡 (17:02) (17:00) (16:55)

360 590 古賀　稔彦 (2) 東京情報大学 15:40 32:50 50:10 1:08:00
ｺｶﾞ ﾄｼﾋｺ 千　葉 (17:10) (17:20) (17:50)

361 533 栗田　　匠 (2) 芝浦工業大学 16:48 33:48 50:44 1:08:03
ｸﾘﾀ ﾀｸﾐ 埼　玉 (17:00) (16:56) (17:19)

362 294 山科 　丈 (1) 武蔵野学院大学 16:47 33:48 51:13 1:08:05
ﾔﾏｼﾅ　ｼﾞｮｳ 埼　玉 (17:01) (17:25) (16:52)

363 387 安藤　勇介 (1) 国際武道大学 16:05 33:23 50:38 1:08:05
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 千　葉 (17:18) (17:15) (17:27)

364 574 菊地　悠人 (1) 一橋大学 16:06 32:46 50:15 1:08:13
ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 東　京 (16:40) (17:29) (17:58)

365 315 嶋村　孔明 (3) 慶應義塾大学 16:47 33:44 50:37 1:08:14
ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾒｲ 神奈川 (16:57) (16:53) (17:37)

366 419 渡辺　貴之 (4) 横浜国立大学 15:48 33:01 50:37 1:08:18
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川 (17:13) (17:36) (17:41)

367 472 竹下　遼太郎 (4) 防衛大学校 16:27 33:15 50:44 1:08:18
ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川 (16:48) (17:29) (17:34)

368 445 本田　健太 (3) 東京理科大学 16:52 34:04 51:06 1:08:23
ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾀ 千　葉 (17:12) (17:02) (17:17)

369 340 小野田　実真 (3) 東京大学 16:34 33:22 50:37 1:08:24
ｵﾉﾀﾞ ﾐﾁｶ 静　岡 (16:48) (17:15) (17:47)

370 337 大久保　翔平 (4) 東京大学 16:46 33:49 50:40 1:08:25
ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾍｲ 奈　良 (17:03) (16:51) (17:45)

371 505 齊藤　佑輔 (2) 山梨大学 16:13 33:23 50:38 1:08:25
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 山　梨 (17:10) (17:15) (17:47)

372 465 宮田　和舞 (2) 首都大学東京 16:31 33:37 50:43 1:08:26
ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾏ 東　京 (17:06) (17:06) (17:43)

373 304 四方田　春樹 (2) 東京経済大学 15:16 30:51 47:51 1:08:29
ﾖﾓﾀﾞ ﾊﾙｷ 富　山 (15:35) (17:00) (20:38)

374 369 松山　健吾 (2) 駿河台大学 16:26 33:05 50:55 1:08:34
ﾏﾂﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 埼　玉 (16:39) (17:50) (17:39)

375 437 前野　雅敬 (2) 千葉大学 17:19 34:45 51:32 1:08:41
ﾏｴﾉ ﾏｻﾕｷ 埼　玉 (17:26) (16:47) (17:09)
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376 479 遠藤　　輝 (2) 防衛大学校 17:16 34:44 51:32 1:08:41
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 神奈川 (17:28) (16:48) (17:09)

377 598 佐藤　颯太 (1) 東京情報大学 15:58 33:01 51:26 1:08:52
ｻﾄｳ ｿｳﾀ 千　葉 (17:03) (18:25) (17:26)

378 565 東　　大貴 (M1) 東京大学大学院 16:50 33:46 50:58 1:08:57
ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｷ 北海道 (16:56) (17:12) (17:59)

379 395 永武　宏樹 (3) 立教大学 15:35 31:56 49:33 1:08:59
ﾅｶﾞﾀｹ ﾋﾛｷ 群　馬 (16:21) (17:37) (19:26)

380 474 可児　昌大 (3) 防衛大学校 15:57 33:25 51:26 1:09:03
ｶﾆ ﾏｻﾋﾛ 岐　阜 (17:28) (18:01) (17:37)

381 559 井上　雄介 (M2) 東京大学大学院 16:47 33:51 51:18 1:09:04
ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ 千　葉 (17:04) (17:27) (17:46)

382 455 永井　史也 (4) 首都大学東京 17:10 34:27 51:34 1:09:06
ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾔ 群　馬 (17:17) (17:07) (17:32)

383 477 多久　涼平 (3) 防衛大学校 17:16 34:43 51:48 1:09:07
ﾀｸ ﾘｮｳﾍｲ 熊　本 (17:27) (17:05) (17:19)

384 397 池田　拓史 (2) 立教大学 16:28 33:44 51:05 1:09:09
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾐ 埼　玉 (17:16) (17:21) (18:04)

385 334 吉原　　稔 (1) 東京学芸大学 17:01 34:04 51:28 1:09:12
ﾖｼﾊﾗ ﾐﾉﾙ 東　京 (17:03) (17:24) (17:44)

386 414 杉原　啓佑 (1) 学習院大学 17:08 34:27 51:36 1:09:12
ｽｷﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 神奈川 (17:19) (17:09) (17:36)

387 227 八木　宏平 (4) 松蔭大学 15:41 32:13 49:45 1:09:12
ﾔｷﾞ ｺｳﾍｲ 神奈川 (16:32) (17:32) (19:27)

388 389 須賀　貴俊 (1) 国際武道大学 16:06 33:14 50:33 1:09:13
ｽｶﾞ ﾀｶﾄｼ 東　京 (17:08) (17:19) (18:40)

389 487 東迫　一樹 (3) 高崎経済大学 16:36 33:47 51:18 1:09:14
ﾋｶﾞｼｻﾞｺ ｶｽﾞｷ 群　馬 (17:11) (17:31) (17:56)

390 427 田中　俊暉 (2) 横浜国立大学 16:36 33:48 51:20 1:09:14
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 宮　城 (17:12) (17:32) (17:54)

391 547 柴田　幸樹 (3) 東京工業大学 16:47 33:50 51:17 1:09:15
ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ 神奈川 (17:03) (17:27) (17:58)

392 321 河田　健太郎 (1) 慶應義塾大学 16:26 33:15 50:43 1:09:16
ｶﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 (16:49) (17:28) (18:33)

393 341 田片　亨典 (3) 東京大学 16:47 34:18 51:58 1:09:21
ﾀｶﾀ ｱｷﾉﾘ 香　川 (17:31) (17:40) (17:23)

394 460 原田　恭英 (3) 首都大学東京 17:11 34:26 51:53 1:09:21
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 山　形 (17:15) (17:27) (17:28)

395 393 佐々木　史人 (3) 立教大学 15:47 32:21 50:53 1:09:22
ｻｻｷ ﾌﾐﾄ 神奈川 (16:34) (18:32) (18:29)

396 491 里見　裕章 (2) 高崎経済大学 16:43 33:54 51:31 1:09:22
ｻﾄﾐ ﾋﾛｱｷ 長　野 (17:11) (17:37) (17:51)

397 412 笹原　杜斗 (1) 学習院大学 16:19 33:39 51:21 1:09:24
ｻｻﾊﾗ ﾓﾘﾄ 東　京 (17:20) (17:42) (18:03)

398 551 清水　大輔 (1) 東京工業大学 17:09 34:25 51:47 1:09:25
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛　知 (17:16) (17:22) (17:38)

399 508 和田　恭平 (3) 埼玉大学 16:35 33:31 50:57 1:09:30
ﾜﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 埼　玉 (16:56) (17:26) (18:33)

400 581 田中　健一 (3) 北里大学 16:48 33:56 51:31 1:09:33
ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 東　京 (17:08) (17:35) (18:02)
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401 379 平野　瑛嵩 (4) 国際武道大学 17:09 34:41 52:20 1:09:38
ﾋﾗﾉ ｱｷﾀｶ 千　葉 (17:32) (17:39) (17:18)

402 392 鈴木　崇広 (4) 立教大学 17:00 34:16 51:53 1:09:40
ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 神奈川 (17:16) (17:37) (17:47)

403 438 渡辺　堅斗 (2) 千葉大学 17:19 34:45 51:58 1:09:41
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 埼　玉 (17:26) (17:13) (17:43)

404 467 中村　昌稔 (1) 首都大学東京 16:51 34:12 51:54 1:09:41
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 東　京 (17:21) (17:42) (17:47)

405 311 福島　健介 (4) 慶應義塾大学 16:26 33:39 51:15 1:09:43
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｽｹ 神奈川 (17:13) (17:36) (18:28)

406 450 花新発　光紀 (3) 東京理科大学 16:49 34:12 51:54 1:09:44
ｶｼﾊﾞ ｺｳｷ 東　京 (17:23) (17:42) (17:50)

407 300 成原　貴之 (2) 東京経済大学 15:39 32:42 51:28 1:09:45
ﾅﾘﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 東　京 (17:03) (18:46) (18:17)

408 560 早川　晃司 (M2) 東京大学大学院 17:26 34:49 51:51 1:09:46
ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 東　京 (17:23) (17:02) (17:55)

409 312 松田　昂大 (4) 慶應義塾大学 16:18 33:23 51:09 1:09:50
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千　葉 (17:05) (17:46) (18:41)

410 23 片原　　照 (2) 東海大学 15:43 33:10 52:08 1:09:51
ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 千　葉 (17:27) (18:58) (17:43)

411 394 髙木　　剛 (3) 立教大学 15:29 31:35 48:01 1:09:53
ﾀｶｷﾞ ﾂﾖｼ 神奈川 (16:06) (16:26) (21:52)

412 456 十河　　恢 (4) 首都大学東京 17:09 34:27 51:54 1:09:54
ｿｺﾞｳ ｶｲ 東　京 (17:18) (17:27) (18:00)

413 507 深谷　　心 (3) 埼玉大学 17:17 34:45 52:01 1:09:54
ﾌｶﾔ ｼﾝ 福　島 (17:28) (17:16) (17:53)

414 481 中西　勇人 (2) 防衛大学校 17:16 34:44 52:23 1:09:55
ﾅｶﾆｼ ﾊﾔﾄ 大　阪 (17:28) (17:39) (17:32)

415 355 根本　祥平 (3) 筑波大学 16:35 33:05 50:34 1:09:56
ﾈﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 茨　城 (16:30) (17:29) (19:22)

416 348 福島　洋佑 (1) 東京大学 16:47 33:51 51:59 1:09:56
ﾌｸｼﾏ ﾖｳｽｹ 東　京 (17:04) (18:08) (17:57)

417 461 臼井　崇人 (3) 首都大学東京 17:24 34:51 52:16 1:09:57
ｳｽｲ ﾀｶﾋﾄ 東　京 (17:27) (17:25) (17:41)

418 510 田中　幸平 (3) 埼玉大学 17:45 35:11 52:33 1:09:58
ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 埼　玉 (17:26) (17:22) (17:25)

419 338 野田　智博 (4) 東京大学 16:47 33:51 51:41 1:09:58
ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 熊　本 (17:04) (17:50) (18:17)

420 463 高野　　遼 (2) 首都大学東京 17:08 34:24 51:40 1:10:00
ﾀｶﾉ ﾘｮｳ 神奈川 (17:16) (17:16) (18:20)

421 495 中村　祐輔 (1) 高崎経済大学 16:45 34:02 52:02 1:10:04
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 群　馬 (17:17) (18:00) (18:02)

422 534 海老沼　太志 (2) 芝浦工業大学 17:26 34:57 52:34 1:10:14
ｴﾋﾞﾇﾏ ﾀｲｼ 埼　玉 (17:31) (17:37) (17:40)

423 442 岩井　正幸 (4) 東京理科大学 16:55 34:31 52:15 1:10:14
ｲﾜｲ ﾏｻﾕｷ 千　葉 (17:36) (17:44) (17:59)

424 316 玉井　秀明 (3) 慶應義塾大学 16:31 33:40 51:45 1:10:14
ﾀﾏｲ ﾋﾃﾞｱｷ 大　阪 (17:09) (18:05) (18:29)

425 404 山本　竜童 (1) 立教大学 16:50 34:18 51:56 1:10:15
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄﾞｳ 埼　玉 (17:28) (17:38) (18:19)
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426 536 梶原　　遥 (1) 芝浦工業大学 17:27 35:09 52:53 1:10:16
ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｳ 埼　玉 (17:42) (17:44) (17:23)

427 542 川目　　悠 (4) 東京工業大学 17:11 34:40 52:29 1:10:16
ｶﾜﾒ ﾕｳ 千　葉 (17:29) (17:49) (17:47)

428 480 山中　大士 (2) 防衛大学校 17:16 34:44 52:20 1:10:20
ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｼ 神奈川 (17:28) (17:36) (18:00)

429 569 石井　雄一 (3) 一橋大学 17:02 34:12 51:44 1:10:22
ｲｼｲ ﾕｳｲﾁ 千　葉 (17:10) (17:32) (18:38)

430 413 川口　　徹 (1) 学習院大学 17:09 34:28 52:03 1:10:26
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 東　京 (17:19) (17:35) (18:23)

431 464 那賀川　凌平 (2) 首都大学東京 17:17 34:44 52:19 1:10:29
ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 埼　玉 (17:27) (17:35) (18:10)

432 550 佐々木　皓崇 (1) 東京工業大学 17:39 35:12 52:44 1:10:33
ｻｻｷ ﾋﾛﾀｶ 神奈川 (17:33) (17:32) (17:49)

433 597 小島　竜太 (1) 東京情報大学 16:37 34:11 52:11 1:10:35
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 千　葉 (17:34) (18:00) (18:24)

434 583 原　　義尚 (3) 北里大学 17:20 34:45 52:14 1:10:37
ﾊﾗ ﾖｼﾋｻ 神奈川 (17:25) (17:29) (18:23)

435 469 米山　昇平 (4) 防衛大学校 17:17 34:43 52:20 1:10:40
ﾖﾈﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 神奈川 (17:26) (17:37) (18:20)

436 557 金尾　太郎 (D2) 東京大学大学院 17:47 35:41 53:13 1:10:42
ｶﾅｵ ﾀﾛｳ 埼　玉 (17:54) (17:32) (17:29)

437 548 松野　　樹 (2) 東京工業大学 17:39 35:31 53:19 1:10:43
ﾏﾂﾉ ﾀﾂｷ 滋　賀 (17:52) (17:48) (17:24)

438 344 富岡　真悟 (2) 東京大学 17:09 34:45 52:42 1:10:43
ﾄﾐｵｶ ｼﾝｺﾞ 東　京 (17:36) (17:57) (18:01)

439 421 佐藤　司郎 (3) 横浜国立大学 17:39 35:19 52:44 1:10:44
ｻﾄｳ ｼﾛｳ 神奈川 (17:40) (17:25) (18:00)

440 546 小林　雅彦 (3) 東京工業大学 17:39 35:11 52:52 1:10:45
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋｺ 東　京 (17:32) (17:41) (17:53)

441 582 中橋　冬陽 (3) 北里大学 16:28 34:27 52:29 1:10:46
ﾅｶﾊｼ ﾌﾕﾊﾙ 青　森 (17:59) (18:02) (18:17)

442 425 栗原　雅典 (2) 横浜国立大学 16:48 34:19 52:15 1:10:57
ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 千　葉 (17:31) (17:56) (18:42)

443 459 鈴木　聡太 (3) 首都大学東京 17:09 34:45 52:34 1:10:57
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 神奈川 (17:36) (17:49) (18:23)

444 564 嶌田　洸一 (M2) 東京大学大学院 17:19 34:45 52:36 1:10:59
ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川 (17:26) (17:51) (18:23)

445 430 小村　慶太朗 (3) 千葉大学 17:56 35:41 53:28 1:11:02
ｺﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 東　京 (17:45) (17:47) (17:34)

446 378 濱砂　竜太 (4) 国際武道大学 16:30 34:24 52:32 1:11:04
ﾊﾏｽﾅ ﾘｭｳﾀ 宮　崎 (17:54) (18:08) (18:32)

447 441 高橋　直希 (1) 千葉大学 17:57 35:42 53:29 1:11:05
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 茨　城 (17:45) (17:47) (17:36)

448 539 中根　遼太 (1) 芝浦工業大学 16:47 33:48 52:02 1:11:07
ﾅｶﾈ ﾘｮｳﾀ 埼　玉 (17:01) (18:14) (19:05)

449 600 二階堂　直樹 (1) 東京情報大学 16:54 34:57 53:19 1:11:08
ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾅｵｷ 千　葉 (18:03) (18:22) (17:49)

450 313 岡田　健吾 (3) 慶應義塾大学 15:49 33:03 51:38 1:11:08
ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 神奈川 (17:14) (18:35) (19:30)
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451 532 重松　　拓 (4) 芝浦工業大学 18:05 35:59 53:42 1:11:11
ｼｹﾞﾏﾂ ﾀｸ 埼　玉 (17:54) (17:43) (17:29)

452 454 塚原　直明 (1) 東京理科大学 17:05 34:27 52:39 1:11:15
ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｱｷ 神奈川 (17:22) (18:12) (18:36)

453 509 白波瀬　悠紀 (3) 埼玉大学 17:48 35:49 53:35 1:11:16
ｼﾗﾊｾ ﾕｳｷ 埼　玉 (18:01) (17:46) (17:41)

454 415 田中　　翔 (1) 学習院大学 17:08 34:27 52:33 1:11:17
ﾀﾅｶ ｼｮｳ 茨　城 (17:19) (18:06) (18:44)

455 561 渡邉　拓也 (M2) 東京大学大学院 17:00 34:57 53:12 1:11:19
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 栃　木 (17:57) (18:15) (18:07)

456 407 宮川　喜博 (4) 学習院大学 17:08 34:54 53:15 1:11:20
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 東　京 (17:46) (18:21) (18:05)

457 478 八谷　弘樹 (3) 防衛大学校 17:23 35:10 52:54 1:11:22
ﾔﾂﾔ ﾋﾛｷ 神奈川 (17:47) (17:44) (18:28)

458 466 園川　雅樹 (1) 首都大学東京 17:09 34:27 52:42 1:11:25
ｿﾉｶﾜ ﾏｻｷ 福　島 (17:18) (18:15) (18:43)

459 541 和田　隆寛 (1) 芝浦工業大学 17:57 35:42 53:20 1:11:27
ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼　玉 (17:45) (17:38) (18:07)

460 418 吉原　圭亮 (4) 横浜国立大学 17:09 35:04 53:10 1:11:34
ﾖｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 神奈川 (17:55) (18:06) (18:24)

461 578 泉　　翔太 (4) 北里大学 17:11 34:42 52:27 1:11:38
ｲｽﾞﾐ ｼｮｳﾀ 神奈川 (17:31) (17:45) (19:11)

462 586 鈴木　渉太 (1) 北里大学 17:26 35:09 53:16 1:11:47
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 群　馬 (17:43) (18:07) (18:31)

463 402 内田　晃太郎 (1) 立教大学 16:48 34:17 52:00 1:11:53
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 千　葉 (17:29) (17:43) (19:53)

464 498 熊谷　拓磨 (6) 山梨大学 17:45 35:57 53:53 1:11:56
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 山　梨 (18:12) (17:56) (18:03)

465 537 川上　幸一 (1) 芝浦工業大学 18:07 35:58 53:49 1:11:58
ｶﾜｶﾐ ｺｳｲﾁ 埼　玉 (17:51) (17:51) (18:09)

466 571 辻村　瞭太 (3) 一橋大学 18:12 36:28 54:16 1:12:02
ﾂｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 長　崎 (18:16) (17:48) (17:46)

467 563 山田　竜也 (M1) 東京大学大学院 16:48 34:32 53:03 1:12:03
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛　知 (17:44) (18:31) (19:00)

468 440 志賀　大輝 (1) 千葉大学 17:56 35:41 53:30 1:12:04
ｼｶﾞ ﾋﾛｷ 福　島 (17:45) (17:49) (18:34)

469 327 井上　僚太 (2) 東京学芸大学 18:04 36:05 54:06 1:12:06
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 岡　山 (18:01) (18:01) (18:00)

470 473 小山　良尋 (4) 防衛大学校 17:23 35:30 53:51 1:12:07
ｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 神奈川 (18:07) (18:21) (18:16)

471 506 青木　　陽 (1) 山梨大学 17:09 35:16 53:37 1:12:12
ｱｵｷ ｱｷﾗ 山　梨 (18:07) (18:21) (18:35)

472 555 月崎　竜童 (D3) 東京大学大学院 17:15 34:46 53:20 1:12:14
ﾂｷｻﾞｷ ﾘｭｳﾄﾞｳ 静　岡 (17:31) (18:34) (18:54)

473 535 足利　昂治 (1) 芝浦工業大学 18:07 35:59 53:54 1:12:16
ｱｼｶｶﾞ ﾀｶﾊﾙ 埼　玉 (17:52) (17:55) (18:22)

474 448 渡邊　　均 (3) 東京理科大学 16:56 34:54 53:18 1:12:16
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 茨　城 (17:58) (18:24) (18:58)

475 562 石丸　翔也 (M1) 東京大学大学院 17:28 35:14 53:39 1:12:25
ｲｼﾏﾙ ｼｮｳﾔ 愛　媛 (17:46) (18:25) (18:46)
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476 471 陶山　　強 (4) 防衛大学校 17:17 35:00 53:25 1:12:31
ｽﾔﾏ ﾂﾖｼ 神奈川 (17:43) (18:25) (19:06)

477 494 高橋　　慧 (1) 高崎経済大学 17:47 35:41 53:50 1:12:33
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 秋　田 (17:54) (18:09) (18:43)

478 573 神村　玲緒奈 (1) 一橋大学 18:13 36:28 54:17 1:12:33
ｶﾐﾑﾗ ﾚｵﾅ 東　京 (18:15) (17:49) (18:16)

479 436 樋口　達郎 (2) 千葉大学 17:56 35:47 54:01 1:12:36
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾛｳ 群　馬 (17:51) (18:14) (18:35)

480 580 小野寺　舜 (3) 北里大学 17:14 35:23 53:48 1:12:43
ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭﾝ 神奈川 (18:09) (18:25) (18:55)

481 318 松岡　宏史郎 (3) 慶應義塾大学 16:44 34:57 53:50 1:12:43
ﾏﾂｵｶ ｺｳｼﾛｳ 神奈川 (18:13) (18:53) (18:53)

482 452 山岡　誠一郎 (2) 東京理科大学 17:23 35:42 53:58 1:12:52
ﾔﾏｵｶ ｾｲｲﾁﾛｳ 千　葉 (18:19) (18:16) (18:54)

483 335 青沼　和幸 (4) 東京大学 17:10 35:27 54:00 1:12:52
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾕｷ 東　京 (18:17) (18:33) (18:52)

484 470 津村　尊己 (4) 防衛大学校 17:21 35:30 53:59 1:12:55
ﾂﾑﾗ ﾀｶｷ 神奈川 (18:09) (18:29) (18:56)

485 485 竹内　俊貴 (3) 高崎経済大学 17:17 35:07 53:49 1:12:58
ﾀｹｳﾁ ﾄｼｷ 群　馬 (17:50) (18:42) (19:09)

486 497 稲川　優多 (6) 山梨大学 17:50 35:57 54:13 1:13:01
ｲﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 山　梨 (18:07) (18:16) (18:48)

487 568 新庄　洋人 (4) 一橋大学 16:54 34:57 53:54 1:13:01
ｼﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 東　京 (18:03) (18:57) (19:07)

488 420 渡部　有悟 (4) 横浜国立大学 17:09 35:36 54:35 1:13:05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺﾞ 神奈川 (18:27) (18:59) (18:30)

489 439 國分　佑太 (1) 千葉大学 17:57 35:42 53:59 1:13:06
ｺｸﾌﾞ ﾕｳﾀ 千　葉 (17:45) (18:17) (19:07)

490 513 岡井　　稜 (1) 埼玉大学 17:46 35:57 54:28 1:13:08
ｵｶｲ ﾘｮｳ 埼　玉 (18:11) (18:31) (18:40)

491 329 島倉　拓巳 (2) 東京学芸大学 18:11 36:29 54:57 1:13:13
ｼﾏｸﾗ ﾀｸﾐ 東　京 (18:18) (18:28) (18:16)

492 570 庄子　　将 (3) 一橋大学 18:12 36:28 54:17 1:13:16
ｼｮｳｼﾞ ﾀﾓﾂ 埼　玉 (18:16) (17:49) (18:59)

493 446 村川　嘉彦 (3) 東京理科大学 18:06 36:29 54:46 1:13:18
ﾑﾗｶﾜ ﾖｼﾋｺ 大　阪 (18:23) (18:17) (18:32)

494 575 澤武　　励 (1) 一橋大学 18:13 36:28 54:39 1:13:19
ｻﾜﾀｹ ﾚｲ 千　葉 (18:15) (18:11) (18:40)

495 576 村上　駿介 (1) 一橋大学 18:13 36:30 54:54 1:13:24
ﾑﾗｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 東　京 (18:17) (18:24) (18:30)

496 484 高橋　　凌 (3) 高崎経済大学 17:19 35:32 54:12 1:13:28
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 群　馬 (18:13) (18:40) (19:16)

497 516 舟久保　優 (1) 埼玉大学 18:14 36:53 55:00 1:13:31
ﾌﾅｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 山　梨 (18:39) (18:07) (18:31)

498 406 松原　宏次 (4) 学習院大学 17:09 35:26 54:18 1:13:31
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川 (18:17) (18:52) (19:13)

499 428 結城　　渉 (1) 横浜国立大学 17:33 35:39 54:12 1:13:37
ﾕｳｷ ﾜﾀﾙ 山　形 (18:06) (18:33) (19:25)

500 545 氏本　　慧 (3) 東京工業大学 17:42 35:41 54:50 1:13:44
ｳｼﾞﾓﾄ ｹｲ 東　京 (17:59) (19:09) (18:54)
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501 566 浅井　隆太郎 (4) 一橋大学 18:12 36:28 54:49 1:13:46
ｱｻｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東　京 (18:16) (18:21) (18:57)

502 511 木村　悠祐 (2) 埼玉大学 18:07 36:24 54:32 1:13:50
ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼　玉 (18:17) (18:08) (19:18)

503 503 鈴木　大輝 (3) 山梨大学 17:45 35:57 53:56 1:13:55
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 山　梨 (18:12) (17:59) (19:59)

504 399 佐藤　泰紀 (2) 立教大学 16:51 35:21 54:03 1:14:10
ｻﾄｳ ﾀｲｷ 埼　玉 (18:30) (18:42) (20:07)

505 411 奈良井　淑一 (2) 学習院大学 17:09 35:37 54:36 1:14:14
ﾅﾗｲ ﾄｼｶｽﾞ 東　京 (18:28) (18:59) (19:38)

506 426 河野　駿介 (2) 横浜国立大学 17:19 35:33 54:27 1:14:19
ｺｳﾉ ｼｭﾝｽｹ 長　野 (18:14) (18:54) (19:52)

507 462 三輪田　知宏 (3) 首都大学東京 18:07 36:25 55:02 1:14:22
ﾐﾜﾀ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川 (18:18) (18:37) (19:20)

508 449 厚井　悠太 (3) 東京理科大学 17:23 35:41 54:31 1:14:24
ｺｳｲ ﾕｳﾀ 千　葉 (18:18) (18:50) (19:53)

509 538 小久保　翼 (1) 芝浦工業大学 18:07 35:56 54:09 1:14:34
ｺｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 埼　玉 (17:49) (18:13) (20:25)

510 572 山下　佑貴 (2) 一橋大学 18:13 36:29 54:43 1:14:38
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ 千　葉 (18:16) (18:14) (19:55)

511 431 斎藤　悠真 (2) 千葉大学 17:57 36:06 55:05 1:14:43
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 埼　玉 (18:09) (18:59) (19:38)

512 585 柴田　　曉 (2) 北里大学 17:46 36:03 54:43 1:14:46
ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 神奈川 (18:17) (18:40) (20:03)

513 488 石井　哲也 (2) 高崎経済大学 17:47 36:07 55:10 1:14:48
ｲｼｲ ﾃﾂﾔ 千　葉 (18:20) (19:03) (19:38)

514 512 早川　正也 (2) 埼玉大学 18:07 36:27 55:35 1:15:09
ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾔ 岐　阜 (18:20) (19:08) (19:34)

515 499 青木　　亮 (5) 山梨大学 18:09 37:35 56:32 1:15:43
ｱｵｷ ﾘｮｳ 山　梨 (19:26) (18:57) (19:11)

516 554 渡邉　鏡平 (1) 東京工業大学 18:13 36:29 55:39 1:15:48
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 東　京 (18:16) (19:10) (20:09)

517 447 植竹　勇介 (3) 東京理科大学 17:40 36:40 56:14 1:16:25
ｳｴﾀｹ ﾕｳｽｹ 東　京 (19:00) (19:34) (20:11)

518 543 武石　良平 (4) 東京工業大学 17:50 35:45 54:12 1:16:30
ﾀｹｲｼ ﾘｮｳﾍｲ 北海道 (17:55) (18:27) (22:18)

519 434 野村　昌登 (2) 千葉大学 17:30 36:07 55:44 1:16:41
ﾉﾑﾗ ﾏｻﾄ 埼　玉 (18:37) (19:37) (20:57)

520 486 多田　幸広 (3) 高崎経済大学 17:46 36:29 56:02 1:17:44
ﾀﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 栃　木 (18:43) (19:33) (21:42)

521 504 宮下　翔太 (3) 山梨大学 18:03 37:01 57:02 1:18:58
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ 山　梨 (18:58) (20:01) (21:56)

522 493 吉留　孝祐 (2) 高崎経済大学 17:47 37:16 58:09 1:19:22
ﾖｼﾄﾞﾒ ｺｳｽｹ 群　馬 (19:29) (20:53) (21:13)

523 579 池田　航太 (3) 北里大学 17:30 36:47 57:28 1:19:59
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀ 神奈川 (19:17) (20:41) (22:31)

524 433 菅澤　純也 (2) 千葉大学 19:12 38:24 58:26 1:20:07
ｽｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 千　葉 (19:12) (20:02) (21:41)

525 577 有馬　敏彦 (5) 北里大学 17:47 37:03 57:39 1:20:51
ｱﾘﾏ ﾄｼﾋｺ 神奈川 (19:16) (20:36) (23:12)
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第89回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 審 判 長:吉儀　　宏
記録主任:山地　遥香

主　催:関東学生陸上競技連盟
共　催:読売新聞社
コース:陸上自衛隊立川駐屯地～立川市街地～国営昭和記念公園(20km)
********************************
* 男子 ２０ｋｍ *
********************************
測定区分:手動1/1秒 2012-10-20 09:30

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 10km 15km 記 録 備　考
---- ----- -------------------- -------------------- ------- ------- ------- -------- ----------

526 501 原田　悠司 (4) 山梨大学 18:10 38:01 58:18 1:20:58
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 山　梨 (19:51) (20:17) (22:40)

429 高橋　　翔 (4) 千葉大学 19:12 38:52 DQ2
ﾀｶﾊｼ ｶｹﾙ 茨　城 (19:40)

368 原塚　大貴 (2) 駿河台大学 DNF
ﾊﾗﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 愛　知

592 新井　直幸 (1) 東京情報大学 DNF
ｱﾗｲ ﾅｵﾕｷ 千　葉

(備考凡例：DNF:途中棄権 ／ DQ2:13.4㎞地点タイムオーバー)


