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第92回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 審 判 長:中島　　剛
記録主任:赤峰　俊彦

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:ﾄﾗﾝｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ 2015-10-17 09:35

順位 No. 氏 名　 　　　　　所属団体名 5km 10km 15km 記 録 備　考
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1 32 ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾑｲﾊﾞ･ｷﾄﾆｰ(4) 日本大学 14:10 28:30 43:11 58:20
Daniel Muiva Kitonyi 東　京 (14:20) (14:41) (15:09)

2 84 ﾜｰｸﾅｰ･ﾃﾞﾚｾ (1) 拓殖大学 14:29 29:23 44:22 59:10
Workneh Derese 東　京 (14:54) (14:59) (14:48)

3 177 ｼﾃｷ･ｽﾀﾝﾚｲ (2) 東京国際大学 14:28 29:22 44:22 59:14
Siteki Stanley 埼　玉 (14:54) (15:00) (14:52)

4 114 徳永　　照 (4) 中央大学 14:30 29:24 44:23 59:17
ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳ 岡　山 (14:54) (14:59) (14:54)

5 71 金森　寛人 (4) 拓殖大学 14:32 29:23 44:22 59:21
ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛﾄ 新　潟 (14:51) (14:59) (14:59)

6 127 山口　修平 (4) 創価大学 14:29 29:23 44:22 59:26
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 福　井 (14:54) (14:59) (15:04)

7 141 戸田　雅稀 (4) 東京農業大学 14:30 29:23 44:23 59:34
ﾄﾀﾞ ﾏｻｷ 群　馬 (14:53) (15:00) (15:11)

8 28 塩尻　和也 (1) 順天堂大学 14:31 29:23 44:22 59:38
ｼｵｼﾞﾘ ｶｽﾞﾔ 群　馬 (14:52) (14:59) (15:16)

9 93 鈴木　健吾 (2) 神奈川大学 14:50 29:58 44:54 59:44
ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 愛　媛 (15:08) (14:56) (14:50)

10 61 小松　巧弥 (3) 日本体育大学 14:50 29:58 44:54 59:44
ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 岡　山 (15:08) (14:56) (14:50)

11 29 荻野　眞乃介 (4) 日本大学 14:50 29:58 44:53 59:51
ｵｷﾞﾉ ｼﾝﾉｽｹ 静　岡 (15:08) (14:55) (14:58)

12 160 足羽　純実 (3) 法政大学 14:54 29:58 44:54 59:52
ｱｼﾜ ｱﾂﾐ 鳥　取 (15:04) (14:56) (14:58)

13 100 東　　森拓 (4) 上武大学 14:50 29:58 44:56 59:53
ﾋｶﾞｼ ﾓﾘﾋﾛ 群　馬 (15:08) (14:58) (14:57)

14 57 奥野　翔弥 (4) 日本体育大学 14:50 29:58 44:55 59:54
ｵｸﾉ ｼｮｳﾔ 静　岡 (15:08) (14:57) (14:59)

15 122 町澤　大雅 (3) 中央大学 14:29 29:23 44:23 59:55
ﾏﾁｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 千　葉 (14:54) (15:00) (15:32)

16 63 小町　昌矢 (2) 日本体育大学 14:50 29:58 44:55 59:58
ｺﾏﾁ ﾏｻﾔ 神奈川 (15:08) (14:57) (15:03)

17 4 髙橋　裕太 (4) 帝京大学 14:33 29:50 44:54 1:00:01
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 埼　玉 (15:17) (15:04) (15:07)

18 17 松枝　博輝 (4) 順天堂大学 14:33 29:44 44:55 1:00:06
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川 (15:11) (15:11) (15:11)

19 33 石川　颯真 (3) 日本大学 14:50 29:58 44:56 1:00:13
ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ 栃　木 (15:08) (14:58) (15:17)

20 79 宇田　朋史 (3) 拓殖大学 14:53 29:58 44:56 1:00:13
ｳﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 埼　玉 (15:05) (14:58) (15:17)

21 272 工藤　隼人 (3) 亜細亜大学 14:51 29:59 44:55 1:00:14
ｸﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 青　森 (15:08) (14:56) (15:19)

22 201 武藤　健太 (4) 国士舘大学 14:51 29:59 44:57 1:00:14
ﾑﾄｳ ｹﾝﾀ 福　島 (15:08) (14:58) (15:17)

23 231 丸山　竜也 (3) 専修大学 14:52 29:59 44:56 1:00:15
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 千　葉 (15:07) (14:57) (15:19)

24 75 東島　彰吾 (4) 拓殖大学 14:54 29:58 44:56 1:00:16
ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 佐　賀 (15:04) (14:58) (15:20)

25 132 ｾﾙﾅﾙﾄﾞ　祐慈 (3) 創価大学 14:51 29:59 45:04 1:00:18
ｾﾙﾅﾙﾄﾞ ﾕｳｼﾞ 静　岡 (15:08) (15:05) (15:14)
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26 108 坂本　佳太 (2) 上武大学 14:50 29:58 44:56 1:00:20
ｻｶﾓﾄ ｹｲﾀ 佐　賀 (15:08) (14:58) (15:24)

27 87 我那覇　和真 (4) 神奈川大学 14:50 29:58 45:02 1:00:23
ｶﾞﾅﾊ ｶｽﾞﾏ 神奈川 (15:08) (15:04) (15:21)

28 49 細森　大輔 (3) 國學院大學 14:40 29:58 45:00 1:00:25
ﾎｿﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 富　山 (15:18) (15:02) (15:25)

29 187 柴田　拓真 (3) 平成国際大学 14:51 29:59 44:59 1:00:29
ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾏ 北海道 (15:08) (15:00) (15:30)

30 88 西山　凌平 (4) 神奈川大学 15:09 30:20 45:30 1:00:30
ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 三　重 (15:11) (15:10) (15:00)

31 275 加藤　風磨 (2) 亜細亜大学 14:51 29:58 44:57 1:00:30
ｶﾄｳ ﾌｳﾏ 埼　玉 (15:07) (14:59) (15:33)

32 562 松井　将器 (4) 東京工業大学 14:51 29:59 45:06 1:00:32
ﾏﾂｲ ﾏｻｷ 長　野 (15:08) (15:07) (15:26)

33 106 森田　清貴 (3) 上武大学 15:05 30:19 45:24 1:00:32
ﾓﾘﾀ ｷﾖﾀｶ 群　馬 (15:14) (15:05) (15:08)

34 15 稲田　翔威 (4) 順天堂大学 14:50 29:58 45:00 1:00:34
ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳｲ 茨　城 (15:08) (15:02) (15:34)

35 94 鈴木　祐希 (2) 神奈川大学 15:10 30:21 45:30 1:00:34
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 愛　知 (15:11) (15:09) (15:04)

36 169 関　　竜大 (4) 東京国際大学 15:06 30:21 45:25 1:00:34
ｾｷ ﾘｭｳﾀ 長　崎 (15:15) (15:04) (15:09)

37 159 有井　　渉 (4) 法政大学 15:06 30:20 45:27 1:00:34
ｱﾘｲ ﾜﾀﾙ 千　葉 (15:14) (15:07) (15:07)

38 90 中平　英志 (3) 神奈川大学 15:10 30:21 45:30 1:00:34
ﾅｶﾋﾗ ｴｲｼﾞ 高　知 (15:11) (15:09) (15:04)

39 30 木津　晶夫 (4) 日本大学 14:51 29:58 44:58 1:00:35
ｷﾂﾞ ﾏｻｵ 東　京 (15:07) (15:00) (15:37)

40 96 大野　日暉 (2) 神奈川大学 15:10 30:21 45:30 1:00:35
ｵｵﾉ ﾊﾙｷ 愛　知 (15:11) (15:09) (15:05)

41 3 君島　亮太 (4) 帝京大学 15:11 30:22 45:30 1:00:37
ｷﾐｼﾏ ﾘｮｳﾀ 栃　木 (15:11) (15:08) (15:07)

42 101 山岸　　塁 (4) 上武大学 15:05 30:19 45:25 1:00:38
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ 群　馬 (15:14) (15:06) (15:13)

43 10 加藤　勇也 (3) 帝京大学 14:51 29:58 45:05 1:00:38
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 北海道 (15:07) (15:07) (15:33)

44 120 相馬　一生 (3) 中央大学 14:58 30:12 45:24 1:00:38
ｿｳﾏ ｲｯｾｲ 新　潟 (15:14) (15:12) (15:14)

45 83 馬場　祐輔 (1) 拓殖大学 15:06 30:21 45:27 1:00:39
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ 福　岡 (15:15) (15:06) (15:12)

46 37 山﨑　一輝 (2) 日本大学 15:10 30:20 45:28 1:00:39
ﾔﾏｻﾞｷ ｲｯｷ 兵　庫 (15:10) (15:08) (15:11)

47 328 吉村　　匠 (4) 東京経済大学 15:05 30:19 45:24 1:00:39
ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 千　葉 (15:14) (15:05) (15:15)

48 258 平賀　喜裕 (3) 駿河台大学 15:05 30:19 45:23 1:00:39
ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 山　梨 (15:14) (15:04) (15:16)

49 20 聞谷　賢人 (3) 順天堂大学 15:06 30:19 45:26 1:00:40
ｷｸﾀﾆ ｹﾝﾄ 愛　知 (15:13) (15:07) (15:14)

50 212 村瀬　圭太 (4) 麗澤大学 14:53 29:58 45:04 1:00:40
ﾑﾗｾ ｹｲﾀ 愛　知 (15:05) (15:06) (15:36)
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51 172 鈴木　大貴 (3) 東京国際大学 15:06 30:21 45:25 1:00:40
ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 宮　城 (15:15) (15:04) (15:15)

52 13 畔上　和弥 (1) 帝京大学 14:50 29:59 45:21 1:00:41
ｱｾﾞｶﾐ ｶｽﾞﾔ 新　潟 (15:09) (15:22) (15:20)

53 42 加藤　拓海 (1) 日本大学 15:21 30:34 45:47 1:00:41
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 千　葉 (15:13) (15:13) (14:54)

54 162 坂田　昌駿 (3) 法政大学 15:05 30:20 45:24 1:00:42
ｻｶﾀ ﾏｻﾄｼ 三　重 (15:15) (15:04) (15:18)

55 24 栃木　　渡 (2) 順天堂大学 14:51 29:59 45:07 1:00:42
ﾄﾁｷﾞ ﾜﾀﾙ 栃　木 (15:08) (15:08) (15:35)

56 229 濱野　優太 (3) 専修大学 15:13 30:28 45:23 1:00:43
ﾊﾏﾉ ﾕｳﾀ 神奈川 (15:15) (14:55) (15:20)

57 2 岩間　俊友 (4) 帝京大学 15:12 30:22 45:30 1:00:43
ｲﾜﾏ ｼｭﾝｽｹ 千　葉 (15:10) (15:08) (15:13)

58 153 小山　直城 (1) 東京農業大学 14:51 30:00 45:14 1:00:43
ｺﾔﾏ ﾅｵｷ 埼　玉 (15:09) (15:14) (15:29)

59 8 樋口　史朗 (4) 帝京大学 15:12 30:22 45:31 1:00:44
ﾋｸﾞﾁ ｼﾛｳ 静　岡 (15:10) (15:09) (15:13)

60 129 後沢　広大 (4) 創価大学 14:50 29:59 45:05 1:00:45
ｺﾞｻﾞﾜ ｺｵﾀﾞｲ 長　野 (15:09) (15:06) (15:40)

61 6 堤　　悠生 (4) 帝京大学 15:11 30:22 45:27 1:00:46
ﾂﾂﾐ ﾕｳｾｲ 広　島 (15:11) (15:05) (15:19)

62 47 稲毛　悠太 (3) 國學院大學 14:50 29:59 45:20 1:00:46
ｲﾅｹﾞ ﾕｳﾀ 神奈川 (15:09) (15:21) (15:26)

63 82 戸部　凌佑 (1) 拓殖大学 15:05 30:19 45:25 1:00:47
ﾄﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 群　馬 (15:14) (15:06) (15:22)

64 142 佐野　雅治 (4) 東京農業大学 14:51 29:59 45:20 1:00:47
ｻﾉ ﾏｻﾊﾙ 群　馬 (15:08) (15:21) (15:27)

65 210 住吉　秀昭 (1) 国士舘大学 15:06 30:20 45:28 1:00:51
ｽﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ 福　島 (15:14) (15:08) (15:23)

66 68 吉田　亮壱 (2) 日本体育大学 15:16 30:34 45:51 1:00:51
ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 福　岡 (15:18) (15:17) (15:00)

67 16 田中　孝貴 (4) 順天堂大学 14:50 29:59 45:16 1:00:51
ﾀﾅｶ ｺｳｷ 静　岡 (15:09) (15:17) (15:35)

68 107 井上　弘也 (2) 上武大学 14:51 29:58 45:08 1:00:53
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾔ 兵　庫 (15:07) (15:10) (15:45)

69 86 渡邉　慎也 (4) 神奈川大学 15:10 30:21 45:31 1:00:53
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 佐　賀 (15:11) (15:10) (15:22)

70 197 堀合　修平 (4) 国士舘大学 14:51 29:59 44:57 1:00:54
ﾎﾘｱｲ ｼｭｳﾍｲ 青　森 (15:08) (14:58) (15:57)

71 123 鈴木　修平 (3) 中央大学 14:58 30:21 45:35 1:00:55
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 岩　手 (15:23) (15:14) (15:20)

72 9 山﨑　　渉 (4) 帝京大学 15:11 30:21 45:30 1:00:56
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 千　葉 (15:10) (15:09) (15:26)

73 434 近藤　秀一 (1) 東京大学 14:54 29:59 45:22 1:01:00
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ 静　岡 (15:05) (15:23) (15:38)

74 40 岡野　佑輝 (2) 日本大学 15:10 30:20 45:24 1:01:02
ｵｶﾉ ﾕｳｷ 岡　山 (15:10) (15:04) (15:38)

75 268 佐久間　祥 (4) 亜細亜大学 14:46 29:58 45:48 1:01:02
ｻｸﾏ ｼｮｳ 福　島 (15:12) (15:50) (15:14)
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76 70 室伏　穂高 (1) 日本体育大学 15:16 30:34 45:51 1:01:03
ﾑﾛﾌｼ ﾎﾀｶ 静　岡 (15:18) (15:17) (15:12)

77 12 瀬戸口　文弥 (3) 帝京大学 15:11 30:21 45:30 1:01:04
ｾﾄｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 鹿児島 (15:10) (15:09) (15:34)

78 55 向　　晃平 (2) 國學院大學 15:10 30:28 45:41 1:01:04
ﾑｶｲ ｺｳﾍｲ 長　崎 (15:18) (15:13) (15:23)

79 60 小野木　俊 (3) 日本体育大学 15:15 30:33 45:51 1:01:05
ｵﾉｷ ｼｭﾝ 茨　城 (15:18) (15:18) (15:14)

80 228 小澤　勇斗 (3) 専修大学 14:51 29:59 45:16 1:01:05
ｵｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 神奈川 (15:08) (15:17) (15:49)

81 178 濱登　貴也 (2) 東京国際大学 15:14 30:37 45:59 1:01:06
ﾊﾏﾄ ﾀｶﾔ 岩　手 (15:23) (15:22) (15:07)

82 22 西澤　卓弥 (3) 順天堂大学 15:06 30:19 45:27 1:01:06
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 静　岡 (15:13) (15:08) (15:39)

83 66 野　恭哉 (2) 日本体育大学 15:15 30:34 45:51 1:01:07
ﾂｼﾞﾉ ｷｮｳﾔ 三　重 (15:19) (15:17) (15:16)

84 67 富安　　央 (2) 日本体育大学 15:16 30:35 45:51 1:01:07
ﾄﾐﾔｽ ｱｷﾗ 愛　知 (15:19) (15:16) (15:16)

85 23 森　　湧暉 (3) 順天堂大学 15:07 30:21 45:43 1:01:09
ﾓﾘ ﾕｳｷ 宮　崎 (15:14) (15:22) (15:26)

86 202 山田　健太 (4) 国士舘大学 15:13 30:31 45:41 1:01:09
ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀ 福　井 (15:18) (15:10) (15:28)

87 11 島口　翔太郎 (3) 帝京大学 15:12 30:22 45:31 1:01:10
ｼﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 北海道 (15:10) (15:09) (15:39)

88 118 新垣　魁都 (3) 中央大学 14:57 30:19 45:35 1:01:12
ｱﾗｶﾞｷ ｾｲﾄ 沖　縄 (15:22) (15:16) (15:37)

89 167 本多　寛幸 (1) 法政大学 15:05 30:19 45:36 1:01:13
ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 京　都 (15:14) (15:17) (15:37)

90 188 坂野　敬一 (3) 平成国際大学 15:05 30:20 45:35 1:01:14
ｻｶﾉ ｹｲｲﾁ 長　崎 (15:15) (15:15) (15:39)

91 163 城越　洸星 (3) 法政大学 15:05 30:20 45:32 1:01:15
ｼﾛｺｼ ｺｳｾｲ 京　都 (15:15) (15:12) (15:43)

92 158 藤井　翔太 (4) 法政大学 15:06 30:20 45:40 1:01:15
ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 山　口 (15:14) (15:20) (15:35)

93 56 江島　崚太 (1) 國學院大學 15:11 30:28 45:42 1:01:16
ｴｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 長　崎 (15:17) (15:14) (15:34)

94 115 松原　啓介 (4) 中央大学 15:05 30:20 45:37 1:01:17
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 千　葉 (15:15) (15:17) (15:40)

95 150 原　　由幸 (2) 東京農業大学 15:20 30:35 45:52 1:01:18
ﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 神奈川 (15:15) (15:17) (15:26)

96 44 瀬川　大貴 (4) 國學院大學 15:05 30:19 45:35 1:01:18
ｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ 長　崎 (15:14) (15:16) (15:43)

97 46 廣川　倖暉 (4) 國學院大學 14:51 30:20 45:49 1:01:19
ﾋﾛｶﾜ ｺｳｷ 兵　庫 (15:29) (15:29) (15:30)

98 236 川平　浩之 (1) 専修大学 15:13 30:29 45:41 1:01:19
ｶﾜﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ 広　島 (15:16) (15:12) (15:38)

99 214 三郷　一輝 (4) 麗澤大学 15:13 30:21 45:33 1:01:19
ｻﾝｺﾞｳ ｶｽﾞｷ 静　岡 (15:08) (15:12) (15:46)

100 271 渡邊　晋史 (4) 亜細亜大学 14:54 30:12 45:43 1:01:19
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 福　島 (15:18) (15:31) (15:36)
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101 281 吉成　祐人 (4) 筑波大学 15:14 30:37 46:01 1:01:19
ﾖｼﾅﾘ ﾕｳﾄ 栃　木 (15:23) (15:24) (15:18)

102 62 山本　航平 (3) 日本体育大学 15:15 30:34 45:51 1:01:20
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 愛　媛 (15:19) (15:17) (15:29)

103 183 佐藤　　玲 (4) 平成国際大学 15:12 30:32 45:52 1:01:21
ｻﾄｳ ﾚｲ 秋　田 (15:20) (15:20) (15:29)

104 95 大川　一成 (2) 神奈川大学 15:10 30:21 45:36 1:01:22
ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川 (15:11) (15:15) (15:46)

105 297 古川　敬祐 (4) 関東学院大学 15:06 30:21 45:39 1:01:22
ﾌﾙｶﾜ ｹｲｽｹ 広　島 (15:15) (15:18) (15:43)

106 34 高野　千尋 (2) 日本大学 15:22 30:52 46:12 1:01:22
ﾀｶﾉ ﾁﾋﾛ 山　口 (15:30) (15:20) (15:10)

107 174 石井　辰樹 (3) 東京国際大学 15:06 30:20 45:36 1:01:23
ｲｼｲ ﾀﾂｷ 宮　城 (15:14) (15:16) (15:47)

108 239 酒井　真乃補 (4) 流通経済大学 14:55 30:20 45:39 1:01:23
ｻｶｲ ｼﾝﾉｽｹ 広　島 (15:25) (15:19) (15:44)

109 137 三澤　　匠 (2) 創価大学 15:23 30:54 46:02 1:01:24
ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 福　井 (15:31) (15:08) (15:22)

110 18 甲斐　智樹 (3) 順天堂大学 15:10 30:32 45:52 1:01:25
ｶｲ ﾄﾓｷ 宮　崎 (15:22) (15:20) (15:33)

111 157 中村　　涼 (4) 法政大学 15:05 30:20 45:44 1:01:26
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 京　都 (15:15) (15:24) (15:42)

112 203 石井　秀昂 (3) 国士舘大学 15:06 30:20 45:34 1:01:27
ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川 (15:14) (15:14) (15:53)

113 206 本多　将貴 (2) 国士舘大学 15:13 30:31 45:46 1:01:27
ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 福　島 (15:18) (15:15) (15:41)

114 200 中村　大介 (4) 国士舘大学 15:13 30:31 45:46 1:01:28
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 福　島 (15:18) (15:15) (15:42)

115 64 重松　尚志 (2) 日本体育大学 15:15 30:34 45:51 1:01:28
ｼｹﾞﾏﾂ ﾋｻｼ 愛　媛 (15:19) (15:17) (15:37)

116 165 磯田　和也 (2) 法政大学 15:12 30:29 45:46 1:01:29
ｲｿﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 埼　玉 (15:17) (15:17) (15:43)

117 102 上田　隼平 (3) 上武大学 15:05 30:21 45:49 1:01:29
ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 滋　賀 (15:16) (15:28) (15:40)

118 190 東山　知弘 (3) 平成国際大学 15:09 30:28 45:46 1:01:29
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 滋　賀 (15:19) (15:18) (15:43)

119 173 照井　明人 (3) 東京国際大学 15:06 30:22 45:48 1:01:29
ﾃﾙｲ ｱｷﾄ 岩　手 (15:16) (15:26) (15:41)

120 98 山藤　篤司 (1) 神奈川大学 15:09 30:20 45:32 1:01:30
ﾔﾏﾄｳ ｱﾂｼ 愛　知 (15:11) (15:12) (15:58)

121 209 八巻　雄飛 (2) 国士舘大学 15:13 30:31 45:44 1:01:31
ﾔﾏｷ ﾕｳﾄ 福　島 (15:18) (15:13) (15:47)

122 199 中村　克磨 (4) 国士舘大学 15:13 30:31 45:46 1:01:31
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾞﾏ 東　京 (15:18) (15:15) (15:45)

123 166 土井　大輔 (1) 法政大学 15:05 30:20 45:37 1:01:34
ﾄﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 福　岡 (15:15) (15:17) (15:57)

124 130 山本　真紗也 (4) 創価大学 15:24 30:53 46:13 1:01:34
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ 愛　知 (15:29) (15:20) (15:21)

125 36 新関　涼介 (2) 日本大学 15:22 30:52 46:12 1:01:35
ﾆｲｾﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 北海道 (15:30) (15:20) (15:23)
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126 14 大塚　瑞季 (1) 帝京大学 15:11 30:21 45:42 1:01:38
ｵｵﾂｶ ﾐｽﾞｷ 栃　木 (15:10) (15:21) (15:56)

127 126 堀尾　謙介 (1) 中央大学 14:54 30:06 45:42 1:01:40
ﾎﾘｵ ｹﾝｽｹ 兵　庫 (15:12) (15:36) (15:58)

128 143 遠藤　凌平 (4) 東京農業大学 15:06 30:21 45:49 1:01:40
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾍｲ 岩　手 (15:15) (15:28) (15:51)

129 144 大澤　　拳 (4) 東京農業大学 15:20 30:34 45:52 1:01:40
ｵｵｻﾜ ｹﾝ 埼　玉 (15:14) (15:18) (15:48)

130 117 渥美　良明 (3) 中央大学 15:16 30:43 46:08 1:01:42
ｱﾂﾐ ﾖｼｱｷ 静　岡 (15:27) (15:25) (15:34)

131 287 勝谷　徳仁 (3) 筑波大学 15:06 30:32 45:58 1:01:42
ｶﾂﾔ ﾉﾘﾋﾄ 埼　玉 (15:26) (15:26) (15:44)

132 38 石井　健登 (2) 日本大学 15:23 30:52 46:12 1:01:42
ｲｼｲ ｹﾝﾄ 神奈川 (15:29) (15:20) (15:30)

133 205 餅﨑　巧実 (3) 国士舘大学 15:13 30:31 45:46 1:01:42
ﾓﾁｻﾞｷ ﾀｸﾐ 千　葉 (15:18) (15:15) (15:56)

134 156 田中　優大 (4) 法政大学 15:13 30:32 46:06 1:01:43
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 千　葉 (15:19) (15:34) (15:37)

135 170 小針　旭人 (4) 東京国際大学 15:15 30:36 46:04 1:01:44
ｺﾊﾞﾘ ｱｷﾋﾄ 福　島 (15:21) (15:28) (15:40)

136 180 鈴木　聖人 (2) 東京国際大学 15:15 30:37 46:04 1:01:45
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 埼　玉 (15:22) (15:27) (15:41)

137 161 岡田　　悠 (3) 法政大学 15:12 30:29 45:55 1:01:45
ｵｶﾀﾞ ﾕｳ 岐　阜 (15:17) (15:26) (15:50)

138 111 太田黒　卓 (1) 上武大学 15:13 30:33 46:05 1:01:46
ｵｵﾀｸﾞﾛ ｽｸﾞﾙ 熊　本 (15:20) (15:32) (15:41)

139 148 西村　昌悟 (3) 東京農業大学 15:23 30:54 46:15 1:01:47
ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 埼　玉 (15:31) (15:21) (15:32)

140 26 江口　智耶 (1) 順天堂大学 15:09 30:33 46:10 1:01:47
ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 福　岡 (15:24) (15:37) (15:37)

141 72 白石　海斗 (4) 拓殖大学 15:19 30:37 46:05 1:01:47
ｼﾗｲｼ ｶｲﾄ 長　崎 (15:18) (15:28) (15:42)

142 54 花沢　拓己 (2) 國學院大學 15:10 30:28 45:54 1:01:48
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 千　葉 (15:18) (15:26) (15:54)

143 147 木山　雄生 (3) 東京農業大学 15:06 30:21 45:56 1:01:48
ｷﾔﾏ ﾕｳｷ 香　川 (15:15) (15:35) (15:52)

144 145 大橋　真弥 (4) 東京農業大学 15:23 30:54 46:19 1:01:50
ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 宮　城 (15:31) (15:25) (15:31)

145 43 吾妻　佑起 (4) 國學院大學 15:05 30:20 45:43 1:01:50
ｱﾂﾞﾏ ﾕｳｷ 宮　城 (15:15) (15:23) (16:07)

146 152 滋野　聖也 (1) 東京農業大学 15:09 30:22 45:57 1:01:50
ｼｹﾞﾉ ｾｲﾔ 神奈川 (15:13) (15:35) (15:53)

147 52 内田　健太 (2) 國學院大學 15:11 30:28 46:06 1:01:50
ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾀ 埼　玉 (15:17) (15:38) (15:44)

148 184 粕谷　拓人 (4) 平成国際大学 15:12 30:29 46:03 1:01:51
ｶｽﾔ ﾀｸﾄ 東　京 (15:17) (15:34) (15:48)

149 175 熊谷　　光 (3) 東京国際大学 15:15 30:36 46:06 1:01:51
ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ 岩　手 (15:21) (15:30) (15:45)

150 53 國澤　優志 (2) 國學院大學 15:10 30:28 45:56 1:01:52
ｸﾆｻﾜ ﾕｳｼ 千　葉 (15:18) (15:28) (15:56)
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151 222 田中　　匠 (1) 麗澤大学 15:24 30:54 46:13 1:01:52
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 栃　木 (15:30) (15:19) (15:39)

152 78 横瀬　健吾 (4) 拓殖大学 15:24 30:54 46:18 1:01:53
ﾖｺｾ ｹﾝｺﾞ 山　形 (15:30) (15:24) (15:35)

153 356 桜庭　宏暢 (2) 日本薬科大学 15:02 30:35 46:19 1:01:54
ｻｸﾗﾊﾞ ﾋﾛﾐﾂ 埼　玉 (15:33) (15:44) (15:35)

154 182 福田　瑠楓 (1) 東京国際大学 15:15 30:37 46:01 1:01:55
ﾌｸﾀﾞ ﾙｶ 長　崎 (15:22) (15:24) (15:54)

155 251 出田　優斗 (2) 流通経済大学 15:12 30:41 46:18 1:01:56
ｲﾃﾞﾀ ﾕｳﾄ 鹿児島 (15:29) (15:37) (15:38)

156 92 枝村　高輔 (2) 神奈川大学 15:14 30:29 46:00 1:01:56
ｴﾀﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 静　岡 (15:15) (15:31) (15:56)

157 139 古場　京介 (1) 創価大学 15:23 30:54 46:16 1:01:56
ｺﾊﾞ ｷｮｳｽｹ 熊　本 (15:31) (15:22) (15:40)

158 238 藤井　健吾 (1) 専修大学 15:13 30:34 46:00 1:01:57
ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺﾞ 岩　手 (15:21) (15:26) (15:57)

159 58 周防　俊也 (4) 日本体育大学 15:15 30:35 46:23 1:01:57
ｽｵｳ ｼｭﾝﾔ 群　馬 (15:20) (15:48) (15:34)

160 135 蟹澤　淳平 (2) 創価大学 15:23 30:53 46:05 1:01:58
ｶﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長　野 (15:30) (15:12) (15:53)

161 134 大山　憲明 (2) 創価大学 15:24 30:53 46:17 1:01:58
ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 福　岡 (15:29) (15:24) (15:41)

162 269 田村　　惇 (4) 亜細亜大学 15:14 30:38 46:08 1:01:58
ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 千　葉 (15:24) (15:30) (15:50)

163 73 栩山　　健 (4) 拓殖大学 15:05 30:26 46:05 1:01:59
ﾄﾁﾔﾏ ｹﾝ 東　京 (15:21) (15:39) (15:54)

164 364 ｻｲﾓﾝ･ｶﾘｳｷ (1) 日本薬科大学 14:39 30:12 45:59 1:02:00
Simon Kariuki 埼　玉 (15:33) (15:47) (16:01)

165 193 吉田　和也 (2) 平成国際大学 15:13 30:39 46:14 1:02:01
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 静　岡 (15:26) (15:35) (15:47)

166 226 上手　　慶 (4) 専修大学 14:50 30:02 45:43 1:02:01
ｶﾐﾃ ｹｲ 茨　城 (15:12) (15:41) (16:18)

167 7 野村　雄一 (4) 帝京大学 15:11 30:21 45:47 1:02:02
ﾉﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川 (15:10) (15:26) (16:15)

168 140 二宗　広大 (1) 創価大学 15:23 30:54 46:13 1:02:02
ﾆｼｭｳ ｺｳﾀﾞｲ 埼　玉 (15:31) (15:19) (15:49)

169 181 梅本　祥太 (1) 東京国際大学 15:15 30:37 46:14 1:02:02
ｳﾒﾓﾄ ｼｮｳﾀ 熊　本 (15:22) (15:37) (15:48)

170 357 髙橋　　宗 (2) 日本薬科大学 14:54 30:21 46:08 1:02:06
ﾀｶﾊｼ ｿｳ 埼　玉 (15:27) (15:47) (15:58)

171 221 西澤　健太 (1) 麗澤大学 15:12 30:28 46:16 1:02:06
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 千　葉 (15:16) (15:48) (15:50)

172 99 石黒　大介 (4) 上武大学 15:13 30:49 46:32 1:02:06
ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 愛　知 (15:36) (15:43) (15:34)

173 234 宮尾　佳輔 (2) 専修大学 15:13 30:28 46:01 1:02:07
ﾐﾔｵ ｹｲｽｹ 神奈川 (15:15) (15:33) (16:06)

174 245 山本　大輝 (3) 流通経済大学 15:14 30:43 46:01 1:02:08
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 鳥　取 (15:29) (15:18) (16:07)

175 262 河口　昂平 (2) 駿河台大学 15:26 30:53 46:17 1:02:10
ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 熊　本 (15:27) (15:24) (15:53)



【 記 録 表 】 Time:10:59:11 Page: 8

第92回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 審 判 長:中島　　剛
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176 237 佐藤　雄基 (1) 専修大学 15:13 30:34 46:11 1:02:11
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 神奈川 (15:21) (15:37) (16:00)

177 225 阿部　良平 (4) 専修大学 15:13 30:28 46:02 1:02:13
ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 福　島 (15:15) (15:34) (16:11)

178 110 山岸　広海 (2) 上武大学 15:12 30:38 46:22 1:02:13
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｳﾐ 新　潟 (15:26) (15:44) (15:51)

179 104 佐藤　史弥 (3) 上武大学 15:11 30:31 46:13 1:02:14
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 群　馬 (15:20) (15:42) (16:01)

180 276 今関　拳人 (2) 亜細亜大学 15:05 30:22 46:06 1:02:15
ｲﾏｾﾞｷ ｹﾝﾄ 静　岡 (15:17) (15:44) (16:09)

181 211 高越　　涼 (4) 麗澤大学 15:12 30:28 46:10 1:02:19
ﾀｶｺﾞｼ ﾘｮｳ 山　口 (15:16) (15:42) (16:09)

182 171 湊　　太一 (4) 東京国際大学 15:15 30:37 46:13 1:02:20
ﾐﾅﾄ ﾀｲﾁ 埼　玉 (15:22) (15:36) (16:07)

183 89 石橋　　健 (3) 神奈川大学 15:10 30:29 46:13 1:02:20
ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝ 青　森 (15:19) (15:44) (16:07)

184 207 三田　眞司 (2) 国士舘大学 15:09 30:21 45:56 1:02:21
ﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 神奈川 (15:12) (15:35) (16:25)

185 289 河野　　誉 (2) 筑波大学 15:15 30:49 46:33 1:02:24
ｶﾜﾉ ﾎﾏﾚ 宮　崎 (15:34) (15:44) (15:51)

186 265 西沢　晃佑 (1) 駿河台大学 15:26 31:00 46:34 1:02:24
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長　野 (15:34) (15:34) (15:50)

187 125 竹内　大地 (2) 中央大学 15:05 30:31 46:08 1:02:26
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 愛　知 (15:26) (15:37) (16:18)

188 109 松村　脩平 (2) 上武大学 15:16 30:49 46:33 1:02:29
ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 長　崎 (15:33) (15:44) (15:56)

189 105 志塚　亮介 (3) 上武大学 15:14 30:47 46:34 1:02:29
ｼﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 群　馬 (15:33) (15:47) (15:55)

190 27 金原　弘直 (1) 順天堂大学 15:07 30:20 45:59 1:02:29
ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾛﾅｵ 静　岡 (15:13) (15:39) (16:30)

191 31 稲住　　拓 (4) 日本大学 15:22 30:53 46:21 1:02:30
ｲﾅｽﾞﾐ ﾀｸ 兵　庫 (15:31) (15:28) (16:09)

192 119 市田　拓海 (3) 中央大学 15:11 30:33 46:19 1:02:30
ｲﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 福　岡 (15:22) (15:46) (16:11)

193 50 松本　流星 (3) 國學院大學 15:10 30:27 46:12 1:02:30
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 佐　賀 (15:17) (15:45) (16:18)

194 74 中原　拓海 (4) 拓殖大学 15:24 30:54 46:28 1:02:31
ﾅｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 鹿児島 (15:30) (15:34) (16:03)

195 213 中尾　祐輝 (4) 麗澤大学 15:07 30:50 46:36 1:02:31
ﾅｶｵ ﾕｳｷ 福　岡 (15:43) (15:46) (15:55)

196 300 廣瀬　　岳 (3) 関東学院大学 15:39 31:21 46:58 1:02:32
ﾋﾛｾ ｶﾞｸ 大　分 (15:42) (15:37) (15:34)

197 51 磯邉　翔太 (2) 國學院大學 15:10 30:32 46:24 1:02:32
ｲｿﾍﾞ ｼｮｳﾀ 兵　庫 (15:22) (15:52) (16:08)

198 365 岡田　　篤 (4) 東京情報大学 15:11 30:39 46:25 1:02:32
ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 千　葉 (15:28) (15:46) (16:07)

199 215 菅野　　葵 (4) 麗澤大学 15:12 30:22 46:10 1:02:34
ｶﾝﾉ ｱｵｲ 岩　手 (15:10) (15:48) (16:24)

200 220 藤村　　穣 (2) 麗澤大学 15:12 30:49 46:36 1:02:34
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼﾞｮｳ 岐　阜 (15:37) (15:47) (15:58)
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201 277 須佐　郁也 (2) 亜細亜大学 15:11 30:53 46:40 1:02:35
ｽｻ ﾌﾐﾔ 埼　玉 (15:42) (15:47) (15:55)

202 217 橋本　将志 (3) 麗澤大学 15:24 30:54 46:25 1:02:36
ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 山　口 (15:30) (15:31) (16:11)

203 323 井上　雄一 (4) 東京経済大学 15:11 30:31 46:31 1:02:38
ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 東　京 (15:20) (16:00) (16:07)

204 149 内沼　　司 (2) 東京農業大学 15:20 30:38 46:24 1:02:38
ｳﾁﾇﾏ ﾂｶｻ 埼　玉 (15:18) (15:46) (16:14)

205 233 渡辺　瑠偉 (3) 専修大学 15:13 30:34 46:24 1:02:38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 千　葉 (15:21) (15:50) (16:14)

206 224 市川　　駿 (1) 麗澤大学 15:25 30:54 46:36 1:02:39
ｲﾁｶﾜ ｼｭﾝ 千　葉 (15:29) (15:42) (16:03)

207 311 帆波　圭斗 (4) 武蔵野学院大学 15:15 30:43 46:33 1:02:39
ﾎﾅﾐ ｹｲﾄ 兵　庫 (15:28) (15:50) (16:06)

208 267 石井　龍麻 (4) 亜細亜大学 15:16 30:52 46:40 1:02:40
ｲｼｲ ﾘｮｳﾏ 岡　山 (15:36) (15:48) (16:00)

209 502 秋山　太陽 (M2) 東京大学大学院 15:19 31:02 46:50 1:02:41
ｱｷﾔﾏ ﾀｲﾖｳ 茨　城 (15:43) (15:48) (15:51)

210 146 折居　卓哉 (3) 東京農業大学 15:14 30:46 46:35 1:02:42
ｵﾘｲ ﾀｸﾔ 埼　玉 (15:32) (15:49) (16:07)

211 270 丸尾　尚史 (4) 亜細亜大学 15:10 30:28 46:08 1:02:43
ﾏﾙｵ ﾀｶﾌﾐ 北海道 (15:18) (15:40) (16:35)

212 113 小谷　政宏 (4) 中央大学 15:18 30:48 46:37 1:02:43
ｺﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 大　分 (15:30) (15:49) (16:06)

213 247 谷野　稜弥 (2) 流通経済大学 15:11 30:38 46:29 1:02:43
ﾀﾆﾉ ﾘｮｳﾔ 和歌山 (15:27) (15:51) (16:14)

214 196 賀澤　拓海 (1) 平成国際大学 15:12 30:54 46:47 1:02:43
ｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 福　島 (15:42) (15:53) (15:56)

215 216 青木　章悟 (3) 麗澤大学 15:24 30:53 46:24 1:02:44
ｱｵｷ ｼｮｳｺﾞ 千　葉 (15:29) (15:31) (16:20)

216 358 中才　雄介 (2) 日本薬科大学 15:08 30:49 46:46 1:02:44
ﾅｶｻｲ ﾕｳｽｹ 埼　玉 (15:41) (15:57) (15:58)

217 39 川口　賢人 (2) 日本大学 15:25 31:03 46:53 1:02:48
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 神奈川 (15:38) (15:50) (15:55)

218 253 松枝　啓太 (4) 駿河台大学 15:07 30:51 46:47 1:02:49
ﾏﾂｴﾀﾞ ｹｲﾀ 広　島 (15:44) (15:56) (16:02)

219 186 下山　哲史 (4) 平成国際大学 15:12 30:49 46:47 1:02:50
ｼﾓﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 栃　木 (15:37) (15:58) (16:03)

220 25 中村　陵介 (2) 順天堂大学 15:06 30:20 45:59 1:02:51
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 栃　木 (15:14) (15:39) (16:52)

221 136 姫宮　大地 (2) 創価大学 15:23 30:53 46:34 1:02:52
ﾋﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 広　島 (15:30) (15:41) (16:18)

222 309 小柳　隼人 (4) 武蔵野学院大学 15:37 31:21 47:14 1:02:55
ｵﾔﾅｷﾞ ﾊﾔﾄ 埼　玉 (15:44) (15:53) (15:41)

223 155 佐藤　和仁 (4) 法政大学 15:13 30:33 46:22 1:02:56
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ 福　島 (15:20) (15:49) (16:34)

224 643 山田　幸輝 (3) 埼玉大学 15:26 30:55 46:35 1:02:56
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 埼　玉 (15:29) (15:40) (16:21)

225 80 苅田　広野 (2) 拓殖大学 15:25 31:10 47:09 1:02:57
ｶﾘﾀ ｺｳﾔ 神奈川 (15:45) (15:59) (15:48)
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226 208 守屋　太貴 (2) 国士舘大学 15:13 30:32 46:29 1:02:58
ﾓﾘﾔ ﾀｲｷ 静　岡 (15:19) (15:57) (16:29)

227 252 藤崎　真伍 (1) 流通経済大学 15:14 30:49 46:34 1:03:01
ﾌｼﾞｻｷ ｼﾝｺﾞ 鹿児島 (15:35) (15:45) (16:27)

228 385 大西　政徳 (3) 立教大学 15:18 30:54 46:42 1:03:01
ｵｵﾆｼ ﾏｻﾉﾘ 宮　崎 (15:36) (15:48) (16:19)

229 249 福留　大樹 (2) 流通経済大学 15:34 31:21 47:02 1:03:02
ﾌｸﾄﾞﾒ ﾋﾛｷ 宮　崎 (15:47) (15:41) (16:00)

230 65 白永　真彦 (2) 日本体育大学 15:16 30:36 46:42 1:03:06
ｼﾗﾅｶﾞ ﾏｻﾋｺ 京　都 (15:20) (16:06) (16:24)

231 264 藤岡　勇樹 (2) 駿河台大学 15:47 31:43 47:32 1:03:09
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｷ 三　重 (15:56) (15:49) (15:37)

232 121 谷　　星輝 (3) 中央大学 15:18 30:58 46:59 1:03:10
ﾀﾆ ﾎｼｷ 東　京 (15:40) (16:01) (16:11)

233 235 吉田　裕晟 (2) 専修大学 15:13 30:32 46:36 1:03:12
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｾｲ 長　崎 (15:19) (16:04) (16:36)

234 91 朝倉　健太 (3) 神奈川大学 15:10 30:28 46:33 1:03:13
ｱｻｸﾗ ｹﾝﾀ 熊　本 (15:18) (16:05) (16:40)

235 254 寺嶋　源太郎 (4) 駿河台大学 15:46 31:42 47:33 1:03:14
ﾃﾗｼﾏ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 熊　本 (15:56) (15:51) (15:41)

236 304 柿田　直輝 (2) 関東学院大学 15:39 31:21 47:03 1:03:16
ｶｷﾀ ﾅｵｷ 静　岡 (15:42) (15:42) (16:13)

237 195 鈴木　悠太 (1) 平成国際大学 15:12 30:48 47:07 1:03:17
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 青　森 (15:36) (16:19) (16:10)

238 381 黒崎　　晃 (4) 立教大学 15:11 30:46 46:52 1:03:21
ｸﾛｻｷ ﾋｶﾙ 東　京 (15:35) (16:06) (16:29)

239 194 滝口　　諒 (2) 平成国際大学 15:13 30:53 46:53 1:03:22
ﾀｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 千　葉 (15:40) (16:00) (16:29)

240 298 郡司　真大 (3) 関東学院大学 15:38 31:21 47:06 1:03:24
ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 栃　木 (15:43) (15:45) (16:18)

241 259 山重　雅矢 (3) 駿河台大学 15:46 31:37 47:24 1:03:24
ﾔﾏｼｹﾞ ﾏｻﾔ 岡　山 (15:51) (15:47) (16:00)

242 404 田部　幹也 (1) 桜美林大学 15:40 31:34 47:34 1:03:24
ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷﾔ 島　根 (15:54) (16:00) (15:50)

243 192 渋谷　晃輝 (3) 平成国際大学 15:13 31:14 47:11 1:03:25
ｼﾌﾞﾔ ｺｳｷ 山　形 (16:01) (15:57) (16:14)

244 394 小高　真基 (2) 桜美林大学 15:39 31:34 47:31 1:03:29
ｺﾀﾞｶ ﾅｵｷ 静　岡 (15:55) (15:57) (15:58)

245 266 弥久保　亮太 (1) 駿河台大学 15:47 31:42 47:33 1:03:29
ﾔｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 新　潟 (15:55) (15:51) (15:56)

246 369 四方　祥雄 (4) 東京情報大学 15:35 31:30 47:32 1:03:31
ｼｶﾀ ﾖｼｵ 千　葉 (15:55) (16:02) (15:59)

247 227 迫田　和也 (4) 専修大学 15:13 30:58 47:08 1:03:32
ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 山　口 (15:45) (16:10) (16:24)

248 260 鈴木　侑太朗 (2) 駿河台大学 15:47 31:42 47:33 1:03:32
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 栃　木 (15:55) (15:51) (15:59)

249 280 古川　　舜 (1) 亜細亜大学 15:14 31:03 47:06 1:03:32
ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝ 埼　玉 (15:49) (16:03) (16:26)

250 410 宮岡　盛治 (3) 明治学院大学 15:22 31:05 47:13 1:03:36
ﾐﾔｵｶ ｾｲｼﾞ 埼　玉 (15:43) (16:08) (16:23)
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251 131 柴田　拓人 (3) 創価大学 15:23 30:53 47:08 1:03:36
ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾄ 愛　知 (15:30) (16:15) (16:28)

252 314 林　　優人 (3) 武蔵野学院大学 15:36 31:24 47:26 1:03:36
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 長　野 (15:48) (16:02) (16:10)

253 366 川上　英樹 (4) 東京情報大学 15:16 31:08 47:10 1:03:39
ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 千　葉 (15:52) (16:02) (16:29)

254 310 清水　　崚 (4) 武蔵野学院大学 15:55 31:59 47:49 1:03:39
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 群　馬 (16:04) (15:50) (15:50)

255 263 親﨑　達朗 (2) 駿河台大学 15:47 31:42 47:33 1:03:40
ｵﾔｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 埼　玉 (15:55) (15:51) (16:07)

256 448 根岸　祐太 (1) 慶應義塾大学 15:41 31:30 47:25 1:03:41
ﾈｷﾞｼ ﾕｳﾀ 埼　玉 (15:49) (15:55) (16:16)

257 352 谷　　大樹 (3) 日本薬科大学 15:45 31:42 47:37 1:03:41
ﾀﾆ ﾋﾛｷ 埼　玉 (15:57) (15:55) (16:04)

258 242 古屋　勝博 (4) 流通経済大学 15:12 31:06 47:11 1:03:41
ﾌﾙﾔ ｶﾂﾋﾛ 北海道 (15:54) (16:05) (16:30)

259 285 才記　壮人 (3) 筑波大学 15:34 31:35 47:25 1:03:43
ｻｲｷ ﾏｻﾄ 富　山 (16:01) (15:50) (16:18)

260 391 轟木　亜問 (1) 立教大学 15:57 32:03 47:53 1:03:44
ﾄﾄﾞﾛｷ ｱﾄｳ 宮　崎 (16:06) (15:50) (15:51)

261 405 平野　秀一 (1) 桜美林大学 15:39 31:34 47:30 1:03:48
ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁ 北海道 (15:55) (15:56) (16:18)

262 189 佐々木　良章 (3) 平成国際大学 15:13 30:55 47:13 1:03:48
ｻｻｷ ﾖｼｱｷ 岐　阜 (15:42) (16:18) (16:35)

263 317 安倍　智輝 (1) 武蔵野学院大学 15:55 32:00 47:58 1:03:48
ｱﾍﾞ ﾄﾓｷ 山　形 (16:05) (15:58) (15:50)

264 303 小田　友博 (2) 関東学院大学 15:39 31:21 47:24 1:03:49
ｵﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長　崎 (15:42) (16:03) (16:25)

265 278 服部　純哉 (2) 亜細亜大学 15:11 30:55 47:05 1:03:52
ﾊｯﾄﾘ ｽﾐﾔ 埼　玉 (15:44) (16:10) (16:47)

266 543 藤村　章太 (2) 学習院大学 15:48 31:43 47:35 1:03:53
ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｮｳﾀ 香　川 (15:55) (15:52) (16:18)

267 459 矢澤　健太 (2) 芝浦工業大学 15:45 31:43 47:35 1:03:53
ﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 埼　玉 (15:58) (15:52) (16:18)

268 353 寺澤　　望 (3) 日本薬科大学 15:24 31:43 47:58 1:03:56
ﾃﾗｻﾜ ﾉｿﾞﾑ 埼　玉 (16:19) (16:15) (15:58)

269 360 神戸　　巧 (1) 日本薬科大学 15:26 31:42 47:36 1:03:56
ｶﾝﾍﾞ ﾀｸﾐ 埼　玉 (16:16) (15:54) (16:20)

270 283 西浦　孝則 (4) 筑波大学 15:15 31:08 47:22 1:03:57
ﾆｼｳﾗ ﾀｶﾉﾘ 和歌山 (15:53) (16:14) (16:35)

271 218 木下　晋治 (2) 麗澤大学 15:24 31:16 47:34 1:03:58
ｷﾉｼﾀ ｼﾝｼﾞ 愛　知 (15:52) (16:18) (16:24)

272 376 山岸　雄太 (3) 東京情報大学 15:36 31:34 47:36 1:03:59
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾀ 千　葉 (15:58) (16:02) (16:23)

273 279 梅本　龍太 (1) 亜細亜大学 15:24 31:23 47:37 1:03:59
ｳﾒﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 熊　本 (15:59) (16:14) (16:22)

274 520 枡川　健太郎 (2) 横浜国立大学 15:56 32:00 47:49 1:04:05
ﾏｽｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 (16:04) (15:49) (16:16)

275 261 岩嵜　　誠 (2) 駿河台大学 15:26 31:23 47:35 1:04:06
ｲﾜｻｷ ﾏｺﾄ 神奈川 (15:57) (16:12) (16:31)
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276 302 安西　佑騎 (2) 関東学院大学 15:56 31:59 47:54 1:04:09
ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｷ 大　分 (16:03) (15:55) (16:15)

277 406 森　　駿太 (1) 桜美林大学 15:45 31:37 47:25 1:04:10
ﾓﾘ ｼｭﾝﾀ 千　葉 (15:52) (15:48) (16:45)

278 418 鈴木　　陸 (1) 明治学院大学 15:39 31:22 47:23 1:04:10
ｽｽﾞｷ ﾘｸ 茨　城 (15:43) (16:01) (16:47)

279 241 藤山　省吾 (4) 流通経済大学 15:34 31:34 47:46 1:04:14
ﾌｼﾞﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 広　島 (16:00) (16:12) (16:28)

280 464 柘植　翔太 (4) 東京学芸大学 15:55 32:01 47:55 1:04:15
ﾂｹﾞ ｼｮｳﾀ 広　島 (16:06) (15:54) (16:20)

281 288 斎須　克久 (3) 筑波大学 15:48 32:01 47:54 1:04:19
ｻｲｽ ｶﾂﾋｻ 茨　城 (16:13) (15:53) (16:25)

282 425 福島　洋佑 (3) 東京大学 15:51 32:01 48:14 1:04:20
ﾌｸｼﾏ ﾖｳｽｹ 東　京 (16:10) (16:13) (16:06)

283 312 堀口　寛史 (4) 武蔵野学院大学 15:55 31:59 47:58 1:04:23
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 埼　玉 (16:04) (15:59) (16:25)

284 330 池田　敬生 (3) 東京経済大学 15:57 32:02 48:13 1:04:23
ｲｹﾀﾞ ﾀｶｵ 栃　木 (16:05) (16:11) (16:10)

285 414 大谷　智希 (1) 明治学院大学 15:23 31:14 47:53 1:04:29
ｵｵﾔ ﾄﾓｷ 神奈川 (15:51) (16:39) (16:36)

286 305 小泉　慶太 (2) 関東学院大学 15:56 32:00 48:03 1:04:29
ｺｲｽﾞﾐ ｹｲﾀ 静　岡 (16:04) (16:03) (16:26)

287 246 稲冨　智希 (2) 流通経済大学 15:34 31:30 47:50 1:04:31
ｲﾅﾄﾞﾐ ﾄｼｷ 佐　賀 (15:56) (16:20) (16:41)

288 419 添田　尚也 (1) 明治学院大学 16:18 32:31 48:29 1:04:34
ｿｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 福　島 (16:13) (15:58) (16:05)

289 296 中村　桂都 (4) 関東学院大学 15:39 31:34 47:44 1:04:35
ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾄ 長　崎 (15:55) (16:10) (16:51)

290 341 長瀬　順志 (3) 松蔭大学 15:50 32:00 48:19 1:04:37
ﾅｶﾞｾ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川 (16:10) (16:19) (16:18)

291 308 伊藤　　明 (1) 関東学院大学 15:39 31:30 47:59 1:04:37
ｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川 (15:51) (16:29) (16:38)

292 77 横内　　悠 (4) 拓殖大学 15:24 31:03 47:23 1:04:39
ﾖｺｳﾁ ﾕｳ 千　葉 (15:39) (16:20) (17:16)

293 293 小林　航央 (1) 筑波大学 15:49 32:02 48:22 1:04:40
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｵｳ 茨　城 (16:13) (16:20) (16:18)

294 240 栗原　佑介 (4) 流通経済大学 15:35 31:43 48:08 1:04:41
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｽｹ 茨　城 (16:08) (16:25) (16:33)

295 574 塩田　　匠 (1) 東京工業大学 15:52 31:59 48:02 1:04:42
ｼｵﾀﾞ ﾀｸﾐ 埼　玉 (16:07) (16:03) (16:40)

296 386 皆川　尚人 (3) 立教大学 15:57 32:03 48:18 1:04:43
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 埼　玉 (16:06) (16:15) (16:25)

297 337 坂田　　学 (4) 松蔭大学 15:50 32:00 48:07 1:04:43
ｻｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ 富　山 (16:10) (16:07) (16:36)

298 348 宍戸　公紀 (1) 松蔭大学 15:50 32:00 47:58 1:04:44
ｼｼﾄﾞ ﾏｻｷ 福　島 (16:10) (15:58) (16:46)

299 290 森田　佳祐 (2) 筑波大学 15:34 31:36 48:07 1:04:45
ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ 千　葉 (16:02) (16:31) (16:38)

300 250 渡邊　晴樹 (2) 流通経済大学 15:35 31:38 47:50 1:04:45
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 神奈川 (16:03) (16:12) (16:55)
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301 338 仲宗根　龍一 (4) 松蔭大学 15:57 32:03 48:18 1:04:45
ﾅｶｿﾈ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川 (16:06) (16:15) (16:27)

302 443 下川　唯布輝 (2) 慶應義塾大学 15:19 31:21 47:53 1:04:45
ｼﾓｶﾜ ｲﾌﾞｷ 兵　庫 (16:02) (16:32) (16:52)

303 295 坂井　進矢 (4) 関東学院大学 15:39 31:30 48:08 1:04:46
ｻｶｲ ｼﾝﾔ 熊　本 (15:51) (16:38) (16:38)

304 344 中山　　将 (2) 松蔭大学 15:50 32:00 48:19 1:04:46
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 神奈川 (16:10) (16:19) (16:27)

305 343 下山　敦也 (2) 松蔭大学 15:57 32:03 48:18 1:04:47
ｼﾓﾔﾏ ｱﾂﾔ 神奈川 (16:06) (16:15) (16:29)

306 372 佐藤　　実 (3) 東京情報大学 15:47 32:10 48:30 1:04:48
ｻﾄｳ ﾐﾉﾘ 千　葉 (16:23) (16:20) (16:18)

307 243 森口　広也 (4) 流通経済大学 15:38 31:57 48:25 1:04:48
ﾓﾘｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ 福　井 (16:19) (16:28) (16:23)

308 350 生方　勇気 (1) 松蔭大学 15:51 32:01 48:47 1:04:49
ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳｷ 神奈川 (16:10) (16:46) (16:02)

309 257 青木　勇歩 (3) 駿河台大学 15:46 31:42 48:07 1:04:49
ｱｵｷ ﾕｳﾎ 山　梨 (15:56) (16:25) (16:42)

310 334 小新　裕貴 (1) 東京経済大学 15:57 32:03 48:14 1:04:50
ｺｼﾝ ﾋﾛｷ 宮　城 (16:06) (16:11) (16:36)

311 517 新　　遼吾 (3) 横浜国立大学 16:23 32:26 48:34 1:04:54
ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 長　野 (16:03) (16:08) (16:20)

312 331 下澤　聖哉 (3) 東京経済大学 15:58 32:07 48:30 1:04:55
ｼﾓｻﾞﾜ ｾｲﾔ 静　岡 (16:09) (16:23) (16:25)

313 536 杉原　啓佑 (4) 学習院大学 15:48 31:43 48:05 1:04:56
ｽｷﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 神奈川 (15:55) (16:22) (16:51)

314 417 佐久間　康弘 (1) 明治学院大学 15:47 31:53 48:18 1:05:00
ｻｸﾏ ﾔｽﾋﾛ 埼　玉 (16:06) (16:25) (16:42)

315 299 児玉　海人 (3) 関東学院大学 15:55 32:01 48:26 1:05:01
ｺﾀﾞﾏ ｶｲﾄ 熊　本 (16:06) (16:25) (16:35)

316 291 武田　勇美 (2) 筑波大学 15:37 31:42 48:10 1:05:02
ﾀｹﾀﾞ ｲｻﾐ 神奈川 (16:05) (16:28) (16:52)

317 363 山本　翔也 (1) 日本薬科大学 15:24 31:43 48:06 1:05:02
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾔ 埼　玉 (16:19) (16:23) (16:56)

318 621 古林　潤也 (1) 防衛大学校 15:34 31:44 48:07 1:05:02
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川 (16:10) (16:23) (16:55)

319 423 網谷　直紀 (4) 東京大学 15:52 32:02 48:26 1:05:03
ｱﾐﾀﾆ ﾅｵｷ 富　山 (16:10) (16:24) (16:37)

320 318 小野　雄大 (1) 武蔵野学院大学 15:55 32:00 48:17 1:05:04
ｵﾉ ﾕｳﾀ 青　森 (16:05) (16:17) (16:47)

321 422 渥美　祐次郎 (4) 東京大学 15:51 32:01 48:35 1:05:05
ｱﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛　知 (16:10) (16:34) (16:30)

322 282 津田　修也 (4) 筑波大学 15:34 31:35 47:55 1:05:07
ﾂﾀﾞ ｼｭｳﾔ 山　口 (16:01) (16:20) (17:12)

323 458 増田　勇太 (2) 芝浦工業大学 15:58 32:03 48:17 1:05:07
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 埼　玉 (16:05) (16:14) (16:50)

324 324 桜井　悠輔 (4) 東京経済大学 15:48 32:01 48:37 1:05:08
ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ 富　山 (16:13) (16:36) (16:31)

325 413 大畑　智将 (1) 明治学院大学 15:47 31:44 47:57 1:05:11
ｵｵﾊﾀ ﾄﾓﾏｻ 静　岡 (15:57) (16:13) (17:14)
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326 420 山内　郁人 (1) 明治学院大学 15:40 31:40 48:16 1:05:12
ﾔﾏｳﾁ ﾌﾐﾄ 神奈川 (16:00) (16:36) (16:56)

327 481 和泉　貴浩 (3) 国際武道大学 15:56 32:05 48:34 1:05:15
ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 宮　城 (16:09) (16:29) (16:41)

328 294 村上　　諄 (1) 筑波大学 15:49 32:14 48:43 1:05:16
ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 岩　手 (16:25) (16:29) (16:33)

329 335 元川　嵩大 (1) 東京経済大学 15:56 32:02 48:22 1:05:16
ﾓﾄｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 東　京 (16:06) (16:20) (16:54)

330 373 佐藤　勇也 (3) 東京情報大学 15:46 32:11 48:38 1:05:18
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 千　葉 (16:25) (16:27) (16:40)

331 649 林田　祥志 (1) 埼玉大学 15:39 31:46 48:16 1:05:20
ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 栃　木 (16:07) (16:30) (17:04)

332 637 外山　正一郎 (2) 上智大学 16:33 33:08 49:19 1:05:20
ｿﾄﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 千　葉 (16:35) (16:11) (16:01)

333 446 武田　和徳 (1) 慶應義塾大学 16:02 32:22 48:45 1:05:23
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 東　京 (16:20) (16:23) (16:38)

334 322 山本　寿真 (1) 武蔵野学院大学 15:55 32:32 48:52 1:05:25
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 大　阪 (16:37) (16:20) (16:33)

335 646 秋元　皓志 (1) 埼玉大学 15:47 32:02 48:35 1:05:27
ｱｷﾓﾄ ｺｳｼ 栃　木 (16:15) (16:33) (16:52)

336 340 高橋　尚之 (3) 松蔭大学 15:57 32:09 48:44 1:05:27
ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ 山　形 (16:12) (16:35) (16:43)

337 398 森山　隆秀 (2) 桜美林大学 16:16 32:27 48:40 1:05:27
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 兵　庫 (16:11) (16:13) (16:47)

338 480 須賀　健太朗 (3) 国際武道大学 16:26 32:55 49:17 1:05:29
ｽｶ ｹﾝﾀﾛｳ 埼　玉 (16:29) (16:22) (16:12)

339 319 木下　拓哉 (1) 武蔵野学院大学 15:56 32:27 49:22 1:05:32
ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 青　森 (16:31) (16:55) (16:10)

340 316 矢崎　佑喜 (2) 武蔵野学院大学 16:02 32:19 48:42 1:05:32
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 長　野 (16:17) (16:23) (16:50)

341 421 小松　息吹 (4) 東京大学 15:51 32:04 48:41 1:05:33
ｺﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 青　森 (16:13) (16:37) (16:52)

342 133 彦坂　一成 (3) 創価大学 15:23 31:08 47:25 1:05:34
ﾋｺｻｶ ｶｽﾞﾅﾘ 愛　知 (15:45) (16:17) (18:09)

343 347 植田　一貴 (2) 松蔭大学 15:57 32:06 48:38 1:05:34
ｳｴﾀ ｲﾂｷ 神奈川 (16:09) (16:32) (16:56)

344 361 小松　亜門 (1) 日本薬科大学 15:46 31:43 48:33 1:05:36
ｺﾏﾂ ｱﾓﾝ 埼　玉 (15:57) (16:50) (17:03)

345 441 中野　真志 (3) 慶應義塾大学 16:09 32:33 49:01 1:05:37
ﾅｶﾉ ﾏｻｼ 埼　玉 (16:24) (16:28) (16:36)

346 583 菊地　悠人 (4) 一橋大学 15:42 31:42 47:55 1:05:38
ｷｸﾁ ﾕｳﾄ 東　京 (16:00) (16:13) (17:43)

347 339 新堀　　遼 (3) 松蔭大学 15:51 32:00 48:08 1:05:38
ｼﾝﾎﾞﾘ ﾘｮｳ 神奈川 (16:09) (16:08) (17:30)

348 430 大日方　孝輝 (2) 東京大学 16:34 33:12 49:23 1:05:42
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長　野 (16:38) (16:11) (16:19)

349 354 安藤　優気 (2) 日本薬科大学 15:48 32:21 49:17 1:05:43
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 埼　玉 (16:33) (16:56) (16:26)

350 596 金子　智春 (2) 東京理科大学 15:57 32:07 48:48 1:05:44
ｶﾈｺ ﾁﾊﾙ 埼　玉 (16:10) (16:41) (16:56)
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351 524 長谷川　拓 (3) 高崎経済大学 16:34 33:05 49:21 1:05:44
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸ 岐　阜 (16:31) (16:16) (16:23)

352 342 岡部　　豊 (2) 松蔭大学 15:56 32:12 48:50 1:05:45
ｵｶﾍﾞ ﾕﾀｶ 神奈川 (16:16) (16:38) (16:55)

353 377 井上　和弥 (2) 東京情報大学 15:37 31:54 48:42 1:05:50
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 千　葉 (16:17) (16:48) (17:08)

354 505 梁瀬　将史 (M2) 東京大学大学院 15:52 32:25 49:05 1:05:51
ﾔﾅｾ ﾏｻﾌﾐ 山　形 (16:33) (16:40) (16:46)

355 424 鈴木　敦士 (4) 東京大学 15:51 32:04 48:41 1:05:51
ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 三　重 (16:13) (16:37) (17:10)

356 627 鈴木　恵介 (3) 上智大学 16:33 33:08 49:30 1:05:55
ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 東　京 (16:35) (16:22) (16:25)

357 284 田内　誠人 (3) 筑波大学 15:45 32:29 49:20 1:05:57
ﾀｳﾁ ﾏｺﾄ 兵　庫 (16:44) (16:51) (16:37)

358 576 三好　優汰 (3) 一橋大学 15:52 32:01 48:35 1:06:00
ﾐﾖｼ ﾕｳﾀ 広　島 (16:09) (16:34) (17:25)

359 449 足利　昂治 (4) 芝浦工業大学 16:28 32:55 49:28 1:06:00
ｱｼｶｶﾞ ﾀｶﾊﾙ 埼　玉 (16:27) (16:33) (16:32)

360 412 永沼　知大 (2) 明治学院大学 15:56 32:13 48:48 1:06:00
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄﾓﾋﾛ 千　葉 (16:17) (16:35) (17:12)

361 336 福田　拓未 (2) 東京経済大学 15:57 32:21 49:08 1:06:07
ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 東　京 (16:24) (16:47) (16:59)

362 359 福光　　悠 (2) 日本薬科大学 15:36 32:00 48:55 1:06:09
ﾌｸﾐﾂ ﾕｳ 埼　玉 (16:24) (16:55) (17:14)

363 444 藤井　一樹 (2) 慶應義塾大学 15:58 32:25 49:12 1:06:09
ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｷ 神奈川 (16:27) (16:47) (16:57)

364 409 鈴木　太揮 (3) 明治学院大学 15:36 31:54 48:45 1:06:10
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 静　岡 (16:18) (16:51) (17:25)

365 467 小原　　成 (3) 東京学芸大学 16:16 32:44 49:29 1:06:12
ｵﾊﾗ ﾅﾙ 大　阪 (16:28) (16:45) (16:43)

366 435 河田　健太郎 (4) 慶應義塾大学 15:53 32:39 49:25 1:06:13
ｶﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川 (16:46) (16:46) (16:48)

367 374 藤本　星夜 (3) 東京情報大学 15:37 32:11 49:09 1:06:17
ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 千　葉 (16:34) (16:58) (17:08)

368 427 織原　健人 (3) 東京大学 16:17 32:56 49:23 1:06:17
ｵﾘﾊﾗ ｹﾝﾄ 静　岡 (16:39) (16:27) (16:54)

369 411 五十嵐　修一 (2) 明治学院大学 16:29 32:56 49:29 1:06:18
ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｲﾁ 福　島 (16:27) (16:33) (16:49)

370 639 奥山　雄太 (4) 埼玉大学 15:46 32:01 48:42 1:06:18
ｵｸﾔﾏ ﾕｳﾀ 静　岡 (16:15) (16:41) (17:36)

371 375 渡辺　風馬 (3) 東京情報大学 15:56 32:15 49:02 1:06:20
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳﾏ 千　葉 (16:19) (16:47) (17:18)

372 542 曲直瀬　生 (2) 学習院大学 15:48 32:09 49:14 1:06:20
ﾏﾅｾ ｲｸﾙ 神奈川 (16:21) (17:05) (17:06)

373 401 安西　亮介 (1) 桜美林大学 16:16 33:07 49:39 1:06:22
ｱﾝｻﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 東　京 (16:51) (16:32) (16:43)

374 403 嶋津　颯太 (1) 桜美林大学 16:17 32:45 49:28 1:06:25
ｼﾏﾂﾞ ｿｳﾀ 東　京 (16:28) (16:43) (16:57)

375 538 笹原　杜斗 (4) 学習院大学 15:56 32:45 49:33 1:06:29
ｻｻﾊﾗ ﾓﾘﾄ 東　京 (16:49) (16:48) (16:56)
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376 325 星　雄太朗 (4) 東京経済大学 16:01 32:27 49:17 1:06:31
ﾎｼ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川 (16:26) (16:50) (17:14)

377 368 小島　竜太 (4) 東京情報大学 15:46 32:12 49:09 1:06:33
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 千　葉 (16:26) (16:57) (17:24)

378 327 濱嶋　裕貴 (4) 東京経済大学 16:09 32:51 49:37 1:06:34
ﾊﾏｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 千　葉 (16:42) (16:46) (16:57)

379 447 永野　裕也 (1) 慶應義塾大学 16:19 33:02 49:36 1:06:36
ﾅｶﾞﾉ ﾕｳﾔ 高　知 (16:43) (16:34) (17:00)

380 445 佐伯　拓海 (1) 慶應義塾大学 16:19 33:02 49:41 1:06:37
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 長　野 (16:43) (16:39) (16:56)

381 428 坂出　竜弥 (3) 東京大学 16:33 33:12 49:40 1:06:38
ｻｶﾃﾞ ﾘｭｳﾔ 東　京 (16:39) (16:28) (16:58)

382 301 渡邉　裕紀 (3) 関東学院大学 15:39 32:00 49:25 1:06:38
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 栃　木 (16:21) (17:25) (17:13)

383 437 横松　丈周 (4) 慶應義塾大学 16:07 32:36 49:22 1:06:38
ﾖｺﾏﾂ ﾀｹﾅﾘ 栃　木 (16:29) (16:46) (17:16)

384 460 笹谷　啓太 (1) 芝浦工業大学 16:33 33:12 49:51 1:06:39
ｻｻﾔ ｹｲﾀ 埼　玉 (16:39) (16:39) (16:48)

385 647 高橋　洸稀 (1) 埼玉大学 16:06 32:46 49:30 1:06:43
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 秋　田 (16:40) (16:44) (17:13)

386 518 澤畠　竜一朗 (3) 横浜国立大学 16:16 32:33 49:02 1:06:43
ｻﾜﾊﾀ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 茨　城 (16:17) (16:29) (17:41)

387 431 田村　和也 (2) 東京大学 16:05 32:48 49:41 1:06:44
ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 神奈川 (16:43) (16:53) (17:03)

388 321 高岡　朝日 (1) 武蔵野学院大学 15:55 32:13 49:09 1:06:45
ﾀｶｵｶ ｱｻﾋ 山　形 (16:18) (16:56) (17:36)

389 455 齊藤　洸太郎 (2) 芝浦工業大学 16:29 32:56 49:47 1:06:48
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 埼　玉 (16:27) (16:51) (17:01)

390 568 新美　惣一朗 (2) 東京工業大学 16:33 33:16 50:06 1:06:50
ﾆｲﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 埼　玉 (16:43) (16:50) (16:44)

391 393 石川　純平 (2) 桜美林大学 15:45 32:05 49:02 1:06:52
ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛　知 (16:20) (16:57) (17:50)

392 580 森　　紀友 (3) 一橋大学 16:17 32:32 49:19 1:06:53
ﾓﾘ ﾉﾘﾄﾓ 東　京 (16:15) (16:47) (17:34)

393 382 前田　啓志 (4) 立教大学 16:39 33:34 50:19 1:06:54
ﾏｴﾀ ﾞｹｲｼ 埼　玉 (16:55) (16:45) (16:35)

394 497 鎌田　晃輔 (1) 千葉大学 16:26 33:15 50:07 1:06:55
ｶﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 群　馬 (16:49) (16:52) (16:48)

395 485 露木　翔太 (1) 国際武道大学 16:26 32:55 49:28 1:06:55
ﾂﾕｷ ｼｮｳﾀ 千　葉 (16:29) (16:33) (17:27)

396 514 林　　賢成 (4) 横浜国立大学 16:33 33:18 50:19 1:06:57
ﾊﾔｼ ﾀｶﾅﾘ 兵　庫 (16:45) (17:01) (16:38)

397 440 荘林　　豪 (3) 慶應義塾大学 15:53 32:21 49:20 1:07:00
ｼｮｳﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 神奈川 (16:28) (16:59) (17:40)

398 471 川口　文岳 (1) 東京学芸大学 16:40 33:32 50:07 1:07:01
ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾐﾀｹ 神奈川 (16:52) (16:35) (16:54)

399 397 南　　裕也 (2) 桜美林大学 15:51 32:22 49:29 1:07:03
ﾐﾅﾐ ﾕｳﾔ 熊　本 (16:31) (17:07) (17:34)

400 387 青山　大海 (2) 立教大学 16:39 33:31 50:20 1:07:07
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 東　京 (16:52) (16:49) (16:47)
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401 415 小野　　快 (1) 明治学院大学 16:33 33:16 50:07 1:07:07
ｵﾉ ｶｲ 神奈川 (16:43) (16:51) (17:00)

402 602 長嶋　黎治 (2) 東京理科大学 16:34 33:19 50:21 1:07:08
ﾅｶﾞｼﾏ ﾚｲｼﾞ 神奈川 (16:45) (17:02) (16:47)

403 523 佐藤　寛毅 (3) 高崎経済大学 16:17 32:51 49:52 1:07:09
ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 福　島 (16:34) (17:01) (17:17)

404 498 豊田　大輔 (1) 千葉大学 16:26 33:15 50:06 1:07:11
ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 茨　城 (16:49) (16:51) (17:05)

405 591 森　　雅弘 (1) 東京理科大学 16:00 32:39 49:37 1:07:12
ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 千　葉 (16:39) (16:58) (17:35)

406 407 國府田　啓 (4) 明治学院大学 16:29 33:14 50:06 1:07:12
ｸﾆﾌﾀﾞ ｹｲ 茨　城 (16:45) (16:52) (17:06)

407 461 原　　皓人 (1) 芝浦工業大学 16:28 32:55 50:00 1:07:17
ﾊﾗ ﾋﾛﾄ 埼　玉 (16:27) (17:05) (17:17)

408 453 柳　　寿明 (3) 芝浦工業大学 16:34 33:13 50:06 1:07:18
ﾔﾅｷﾞ ﾄｼｱｷ 埼　玉 (16:39) (16:53) (17:12)

409 370 千野　公久 (4) 東京情報大学 15:56 32:15 49:22 1:07:19
ﾁﾉ ｷﾐﾋｻ 千　葉 (16:19) (17:07) (17:57)

410 614 杉山　玲斗 (4) 防衛大学校 16:26 33:14 50:12 1:07:21
ｽｷﾞﾔﾏ ﾚﾅﾄ 神奈川 (16:48) (16:58) (17:09)

411 390 嶋　　大興 (1) 立教大学 16:36 33:16 50:07 1:07:22
ｼﾏ ﾀﾞｲｷ 大　分 (16:40) (16:51) (17:15)

412 491 上村　冬実 (3) 千葉大学 16:26 33:15 50:06 1:07:27
ｶﾐﾑﾗ ﾌﾕﾐ 茨　城 (16:49) (16:51) (17:21)

413 454 川脇　大輝 (2) 芝浦工業大学 17:03 33:50 50:30 1:07:27
ｶﾜﾜｷ ﾀﾞｲｷ 埼　玉 (16:47) (16:40) (16:57)

414 600 山田　純矢 (1) 東京理科大学 15:56 32:07 49:18 1:07:29
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 静　岡 (16:11) (17:11) (18:11)

415 648 長谷川　季樹 (1) 埼玉大学 16:41 33:40 50:37 1:07:32
ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｷ 埼　玉 (16:59) (16:57) (16:55)

416 508 原　　知明 (M1) 東京大学大学院 16:40 33:45 50:33 1:07:33
ﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 愛　知 (17:05) (16:48) (17:00)

417 638 田中　一樹 (3) 埼玉大学 16:34 33:16 50:10 1:07:38
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 福　島 (16:42) (16:54) (17:28)

418 595 松丸　大樹 (3) 東京理科大学 16:34 33:16 50:06 1:07:41
ﾏﾂﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 千　葉 (16:42) (16:50) (17:35)

419 355 木戸　洋介 (2) 日本薬科大学 15:46 32:39 50:05 1:07:41
ｷﾄﾞ ﾖｳｽｹ 埼　玉 (16:53) (17:26) (17:36)

420 626 松本　拓也 (1) 防衛大学校 16:09 32:52 50:05 1:07:42
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 神奈川 (16:43) (17:13) (17:37)

421 433 小林　龍史 (1) 東京大学 16:37 33:32 50:35 1:07:42
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｼ 神奈川 (16:55) (17:03) (17:07)

422 594 岡崎　隼人 (2) 東京理科大学 16:54 33:41 50:24 1:07:45
ｵｶｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 神奈川 (16:47) (16:43) (17:21)

423 565 小島　俊平 (3) 東京工業大学 17:02 33:51 50:31 1:07:45
ｺｼﾞﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東　京 (16:49) (16:40) (17:14)

424 400 和田　海希 (2) 桜美林大学 16:17 33:16 50:27 1:07:45
ﾜﾀﾞ ｶｲｷ 群　馬 (16:59) (17:11) (17:18)

425 383 山本　竜童 (4) 立教大学 16:41 33:42 50:38 1:07:46
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾄﾞｳ 埼　玉 (17:01) (16:56) (17:08)
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426 589 森下　尚耶 (1) 一橋大学 16:51 33:42 50:35 1:07:46
ﾓﾘｼﾀ ﾅｵﾔ 東　京 (16:51) (16:53) (17:11)

427 457 名取　恭平 (2) 芝浦工業大学 16:53 33:50 50:36 1:07:49
ﾅﾄﾘ ｷｮｳﾍｲ 埼　玉 (16:57) (16:46) (17:13)

428 644 小野寺　涼 (2) 埼玉大学 15:51 32:29 49:44 1:07:54
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ 東　京 (16:38) (17:15) (18:10)

429 380 大沢　拓也 (4) 立教大学 16:33 33:16 50:16 1:07:55
ｵｵｻﾜ ﾀｸﾔ 埼　玉 (16:43) (17:00) (17:39)

430 561 川島　僚雄 (1) 首都大学東京 16:50 33:44 50:34 1:07:56
ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳﾕｳ 埼　玉 (16:54) (16:50) (17:22)

431 468 黒島　永竜 (3) 東京学芸大学 16:18 33:04 50:15 1:08:00
ｸﾛｼﾏ ﾅｶﾞﾀﾂ 東　京 (16:46) (17:11) (17:45)

432 488 安部　俊亮 (3) 千葉大学 17:04 34:03 51:03 1:08:01
ｱﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 千　葉 (16:59) (17:00) (16:58)

433 554 國分　　巌 (3) 首都大学東京 16:47 33:43 50:35 1:08:02
ｺｸﾌﾞ ｲﾜｵ 神奈川 (16:56) (16:52) (17:27)

434 548 浅見　　頼 (1) 学習院大学 16:48 33:42 50:37 1:08:03
ｱｻﾐ ﾗｲ 埼　玉 (16:54) (16:55) (17:26)

435 503 原　慎一郎 (M2) 東京大学大学院 16:18 33:12 50:24 1:08:04
ﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東　京 (16:54) (17:12) (17:40)

436 384 横田　　純 (4) 立教大学 16:36 33:21 50:34 1:08:07
ﾖｺﾀ ｼﾞｭﾝ 埼　玉 (16:45) (17:13) (17:33)

437 493 花村　信太郎 (3) 千葉大学 17:05 34:06 51:11 1:08:09
ﾊﾅﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 千　葉 (17:01) (17:05) (16:58)

438 396 萬上　和海 (2) 桜美林大学 16:16 33:07 50:28 1:08:10
ﾏﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ 東　京 (16:51) (17:21) (17:42)

439 654 恩田　裕也 (1) 帝京平成大学 17:03 34:03 51:03 1:08:14
ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 千　葉 (17:00) (17:00) (17:11)

440 501 張　　仕穎 (D3) 東京大学大学院 16:43 33:47 51:04 1:08:14
ﾁｬﾝ ｼｲﾝ 東　京 (17:04) (17:17) (17:10)

441 549 湊　　省吾 (3) 首都大学東京 16:48 33:42 50:36 1:08:17
ﾐﾅﾄ ｼｮｳｺﾞ 静　岡 (16:54) (16:54) (17:41)

442 436 中崎　正大 (4) 慶應義塾大学 16:37 33:27 50:32 1:08:18
ﾅｶｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川 (16:50) (17:05) (17:46)

443 556 中村　　匠 (2) 首都大学東京 17:28 34:53 51:48 1:08:25
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 東　京 (17:25) (16:55) (16:37)

444 472 鈴村　公輔 (1) 東京学芸大学 17:04 34:26 51:30 1:08:27
ｽｽﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 岐　阜 (17:22) (17:04) (16:57)

445 490 大貫　拓人 (3) 千葉大学 17:04 34:03 51:04 1:08:28
ｵｵﾇｷ ﾀｸﾄ 茨　城 (16:59) (17:01) (17:24)

446 484 竹田　魁人 (2) 国際武道大学 16:37 33:33 50:41 1:08:29
ﾀｹﾀﾞ ｶｲﾄ 北海道 (16:56) (17:08) (17:48)

447 641 舟久保　優 (4) 埼玉大学 16:40 33:49 51:00 1:08:30
ﾌﾅｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 山　梨 (17:09) (17:11) (17:30)

448 477 棚原　憲哉 (4) 国際武道大学 15:34 32:35 50:55 1:08:37
ﾀﾅﾊﾗ ｹﾝﾔ 沖　縄 (17:01) (18:20) (17:42)

449 482 勝野　正敬 (3) 国際武道大学 16:42 33:36 50:41 1:08:39
ｶﾂﾉ ﾏｻﾀｶ 千　葉 (16:54) (17:05) (17:58)

450 371 川上　克真 (3) 東京情報大学 15:56 32:47 50:15 1:08:40
ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾞﾏ 千　葉 (16:51) (17:28) (18:25)
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451 590 島田　直人 (4) 東京理科大学 16:34 33:25 50:37 1:08:41
ｼﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 栃　木 (16:51) (17:12) (18:04)

452 451 中根　遼太 (4) 芝浦工業大学 17:04 34:03 51:05 1:08:42
ﾅｶﾈ ﾘｮｳﾀ 埼　玉 (16:59) (17:02) (17:37)

453 483 宮内　郁哉 (3) 国際武道大学 16:15 33:36 51:06 1:08:43
ﾐﾔｳﾁ ﾌﾐﾔ 茨　城 (17:21) (17:30) (17:37)

454 642 岡井　　稜 (4) 埼玉大学 16:54 34:09 51:25 1:08:43
ｵｶｲ ﾘｮｳ 埼　玉 (17:15) (17:16) (17:18)

455 519 後藤　　優 (2) 横浜国立大学 16:54 33:51 50:47 1:08:46
ｺﾞﾄｳ ﾕｳ 神奈川 (16:57) (16:56) (17:59)

456 494 安達　　剛 (2) 千葉大学 17:04 34:04 51:05 1:08:50
ｱﾀﾞﾁ ｺﾞｳ 千　葉 (17:00) (17:01) (17:45)

457 379 内田　晃太郎 (4) 立教大学 15:45 32:34 50:36 1:08:53
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 千　葉 (16:49) (18:02) (18:17)

458 492 関根　輝也 (3) 千葉大学 16:26 33:16 50:33 1:08:53
ｾｷﾈ ﾃﾙﾔ 埼　玉 (16:50) (17:17) (18:20)

459 438 板橋　正寛 (3) 慶應義塾大学 16:18 33:38 51:15 1:08:54
ｲﾀﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 千　葉 (17:20) (17:37) (17:39)

460 582 神村　玲緒奈 (4) 一橋大学 16:47 33:42 50:52 1:08:55
ｶﾐﾑﾗ ﾚｵﾅ 東　京 (16:55) (17:10) (18:03)

461 509 大内田弘太朗 (D1) 東京大学大学院 16:42 33:47 51:17 1:08:56
ｵｵｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 東　京 (17:05) (17:30) (17:39)

462 652 柳瀬　尚徳 (2) 帝京平成大学 17:03 34:03 51:05 1:08:57
ﾔﾅｾ ﾋｻﾉﾘ 静　岡 (17:00) (17:02) (17:52)

463 392 盛田　真吾 (1) 立教大学 16:37 33:35 51:06 1:08:58
ﾓﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 東　京 (16:58) (17:31) (17:52)

464 465 吉原　　稔 (4) 東京学芸大学 16:52 34:16 51:36 1:08:58
ﾖｼﾊﾗ ﾐﾉﾙ 東　京 (17:24) (17:20) (17:22)

465 541 坂根　大悟 (3) 学習院大学 16:47 34:06 51:25 1:08:58
ｻｶﾈ ﾀﾞｲｺﾞ 埼　玉 (17:19) (17:19) (17:33)

466 623 河地　悠希 (1) 防衛大学校 16:18 33:16 50:49 1:09:03
ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 神奈川 (16:58) (17:33) (18:14)

467 603 飯村　祥太 (1) 東京理科大学 16:34 33:21 51:01 1:09:04
ｲｲﾑﾗ ｼｮｳﾀ 茨　城 (16:47) (17:40) (18:03)

468 601 佐山　秀成 (1) 東京理科大学 16:57 34:31 51:41 1:09:06
ｻﾔﾏ ﾋﾃﾞﾅﾘ 福　島 (17:34) (17:10) (17:25)

469 553 園川　雅樹 (4) 首都大学東京 17:01 34:07 51:35 1:09:08
ｿﾉｶﾜ ﾏｻｷ 福　島 (17:06) (17:28) (17:33)

470 476 小林　優作 (4) 国際武道大学 17:04 34:09 51:34 1:09:20
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｻｸ 静　岡 (17:05) (17:25) (17:46)

471 531 椎名　敦也 (2) 高崎経済大学 16:45 33:50 51:28 1:09:21
ｼｲﾅ ｱﾂﾔ 群　馬 (17:05) (17:38) (17:53)

472 456 中村　洋太 (2) 芝浦工業大学 16:53 34:08 51:42 1:09:22
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 埼　玉 (17:15) (17:34) (17:40)

473 429 伊東　祐輝 (2) 東京大学 16:42 33:55 51:24 1:09:25
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 東　京 (17:13) (17:29) (18:01)

474 635 山森　魁人 (2) 上智大学 17:09 34:26 51:51 1:09:26
ﾔﾏﾓﾘ ｶｲﾄ 群　馬 (17:17) (17:25) (17:35)

475 622 松元　平河 (1) 防衛大学校 16:15 33:41 51:27 1:09:26
ﾏﾂﾓﾄ ﾋｮｳｶﾞ 神奈川 (17:26) (17:46) (17:59)
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476 569 箱崎　喜郎 (2) 東京工業大学 17:20 34:47 52:06 1:09:26
ﾊｺｻﾞｷ ﾖｼﾛｳ 東　京 (17:27) (17:19) (17:20)

477 604 二階堂　啓吾 (5) 東京農工大学 17:00 34:18 51:52 1:09:30
ﾆｶｲﾄﾞｳ ｹｲｺﾞ 宮　城 (17:18) (17:34) (17:38)

478 567 杉浦　拓馬 (2) 東京工業大学 17:46 35:29 52:29 1:09:30
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸﾏ 静　岡 (17:43) (17:00) (17:01)

479 469 杉森　亮太 (3) 東京学芸大学 16:19 33:43 51:37 1:09:31
ｽｷﾞﾓﾘ ﾘｮｳﾀ 兵　庫 (17:24) (17:54) (17:54)

480 496 奥村　公登 (1) 千葉大学 17:06 34:20 51:40 1:09:32
ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾄ 大　阪 (17:14) (17:20) (17:52)

481 473 原田　雄太 (1) 東京学芸大学 16:47 33:50 51:07 1:09:34
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 静　岡 (17:03) (17:17) (18:27)

482 395 冨田　寛治 (2) 桜美林大学 16:18 33:49 51:40 1:09:36
ﾄﾐﾀ ｶﾝｼﾞ 岐　阜 (17:31) (17:51) (17:56)

483 326 山田　　嶺 (4) 東京経済大学 15:57 32:58 50:51 1:09:36
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ 静　岡 (17:01) (17:53) (18:45)

484 527 片根　大輔 (4) 高崎経済大学 16:52 34:17 51:51 1:09:38
ｶﾀﾈ ﾀﾞｲｽｹ 茨　城 (17:25) (17:34) (17:47)

485 525 柴原　　涼 (3) 高崎経済大学 17:09 34:31 51:54 1:09:38
ｼﾊﾞﾊﾗ ﾘｮｳ 福　島 (17:22) (17:23) (17:44)

486 609 西薗　亘祐 (3) 東京農工大学 17:20 34:40 51:56 1:09:42
ﾆｼｿﾞﾉ ｺｳｽｹ 東　京 (17:20) (17:16) (17:46)

487 500 山田　純平 (1) 千葉大学 17:04 34:05 51:41 1:09:42
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千　葉 (17:01) (17:36) (18:01)

488 636 三浦　資生 (2) 上智大学 17:08 34:26 52:07 1:09:44
ﾐｳﾗ ﾓﾄｷ 埼　玉 (17:18) (17:41) (17:37)

489 631 小関　将之 (1) 上智大学 17:20 34:48 52:02 1:09:50
ｺｾｷ ﾏｻﾕｷ 千　葉 (17:28) (17:14) (17:48)

490 463 大内　穂高 (4) 東京学芸大学 17:34 35:03 52:18 1:09:59
ｵｵｳﾁ ﾎﾀｶ 茨　城 (17:29) (17:15) (17:41)

491 597 新郷　航希 (3) 東京理科大学 17:04 34:16 51:52 1:10:00
ｼﾝｺﾞｳ ｺｳｷ 長　野 (17:12) (17:36) (18:08)

492 570 山内　岳秋 (2) 東京工業大学 17:20 34:55 52:30 1:10:03
ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｱｷ 兵　庫 (17:35) (17:35) (17:33)

493 487 志賀　大輝 (4) 千葉大学 17:04 34:09 51:51 1:10:04
ｼｶﾞ ﾋﾛｷ 福　島 (17:05) (17:42) (18:13)

494 566 中野　佑太 (3) 東京工業大学 17:19 34:47 52:10 1:10:05
ﾅｶﾉ ﾕｳﾀ 島　根 (17:28) (17:23) (17:55)

495 546 伊川　雄一朗 (2) 学習院大学 16:55 34:16 52:07 1:10:05
ｲｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千　葉 (17:21) (17:51) (17:58)

496 470 志摩　亮彦 (2) 東京学芸大学 16:59 34:16 51:53 1:10:07
ｼﾏ ｱｷﾋｺ 三　重 (17:17) (17:37) (18:14)

497 653 黒川　　岳 (1) 帝京平成大学 17:03 34:03 51:31 1:10:11
ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ 長　野 (17:00) (17:28) (18:40)

498 587 柿沼　拓也 (2) 一橋大学 17:01 34:16 51:52 1:10:18
ｶｷﾇﾏ ﾀｸﾔ 茨　城 (17:15) (17:36) (18:26)

499 545 高山　寛史 (2) 学習院大学 17:05 34:48 52:26 1:10:19
ｺｳﾔﾏ ﾋﾛｼ 神奈川 (17:43) (17:38) (17:53)

500 613 広瀬　雅治 (1) 東京農工大学 17:21 34:55 52:26 1:10:19
ﾋﾛｾ ﾏｻﾊﾙ 東　京 (17:34) (17:31) (17:53)
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501 534 菊池　琢哉 (1) 高崎経済大学 17:22 34:47 52:19 1:10:21
ｷｸﾁ ﾀｸﾔ 茨　城 (17:25) (17:32) (18:02)

502 608 岩田　侑馬 (3) 東京農工大学 17:20 34:40 52:31 1:10:30
ｲﾜﾀ ﾕｳﾏ 東　京 (17:20) (17:51) (17:59)

503 510 池田　岳弘 (M1) 東京大学大学院 17:38 35:37 53:26 1:10:33
ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 埼　玉 (17:59) (17:49) (17:07)

504 552 石川　将貴 (1) 首都大学東京 16:48 33:49 51:39 1:10:35
ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 神奈川 (17:01) (17:50) (18:56)

505 533 野崎　智希 (1) 高崎経済大学 17:09 34:36 52:16 1:10:37
ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ 長　野 (17:27) (17:40) (18:21)

506 620 丸岡　義典 (2) 防衛大学校 17:11 34:48 52:38 1:10:46
ﾏﾙｵｶ ﾖｼﾉﾘ 神奈川 (17:37) (17:50) (18:08)

507 329 飯田　勇希 (3) 東京経済大学 16:20 34:20 52:16 1:10:46
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川 (18:00) (17:56) (18:30)

508 632 岸野　浩弥 (4) 上智大学 17:46 35:26 53:00 1:10:49
ｷｼﾉ ﾋﾛﾔ 東　京 (17:40) (17:34) (17:49)

509 592 塚原　直明 (4) 東京理科大学 16:43 35:09 53:21 1:10:51
ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｱｷ 神奈川 (18:26) (18:12) (17:30)

510 560 森野　達矢 (2) 首都大学東京 17:28 34:53 52:31 1:10:53
ﾓﾘﾉ ﾀﾂﾔ 神奈川 (17:25) (17:38) (18:22)

511 547 野田　俊輔 (1) 学習院大学 17:08 34:48 52:26 1:10:54
ﾉﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 東　京 (17:40) (17:38) (18:28)

512 579 馬場　祐吾 (3) 一橋大学 17:01 34:55 52:57 1:10:55
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｺﾞ 神奈川 (17:54) (18:02) (17:58)

513 513 皿井　泰光 (4) 横浜国立大学 17:30 35:02 52:29 1:11:02
ｻﾗｲ ﾔｽﾐﾂ 愛　知 (17:32) (17:27) (18:33)

514 645 斉藤　直岐 (2) 埼玉大学 17:04 34:48 52:45 1:11:03
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐﾁ 群　馬 (17:44) (17:57) (18:18)

515 521 長尾　亮児 (1) 横浜国立大学 17:03 34:33 52:31 1:11:05
ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川 (17:30) (17:58) (18:34)

516 640 田中　　渉 (4) 埼玉大学 16:08 33:23 52:05 1:11:06
ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ 群　馬 (17:15) (18:42) (19:01)

517 581 結城　史友 (3) 一橋大学 17:28 35:05 52:52 1:11:07
ﾕｳｷ ﾌﾐﾄﾓ 山　形 (17:37) (17:47) (18:15)

518 606 衣斐　俊彦 (4) 東京農工大学 17:20 34:48 52:44 1:11:11
ｴﾋﾞ ﾄｼﾋｺ 神奈川 (17:28) (17:56) (18:27)

519 537 川口　　徹 (4) 学習院大学 17:12 34:48 52:46 1:11:16
ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 東　京 (17:36) (17:58) (18:30)

520 489 大木　　学 (3) 千葉大学 17:07 35:02 53:13 1:11:19
ｵｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 茨　城 (17:55) (18:11) (18:06)

521 588 久保井　遼介 (1) 一橋大学 17:29 35:12 52:56 1:11:20
ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 千　葉 (17:43) (17:44) (18:24)

522 512 今井　喜一 (4) 横浜国立大学 17:02 34:17 52:22 1:11:23
ｲﾏｲ ﾖｼｶｽﾞ 愛　知 (17:15) (18:05) (19:01)

523 345 福島　研二 (2) 松蔭大学 15:57 33:21 52:23 1:11:23
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川 (17:24) (19:02) (19:00)

524 610 西部　将史 (3) 東京農工大学 17:05 34:37 52:47 1:11:24
ﾆｼﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ 神奈川 (17:32) (18:10) (18:37)

525 611 荒川　直也 (2) 東京農工大学 17:23 34:57 52:59 1:11:25
ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾔ 埼　玉 (17:34) (18:02) (18:26)
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526 522 津久井　慧 (3) 高崎経済大学 17:23 34:59 52:59 1:11:28
ﾂｸｲ ｻﾄｼ 群　馬 (17:36) (18:00) (18:29)

527 535 細田　達也 (1) 高崎経済大学 17:29 35:07 52:48 1:11:28
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ 長　野 (17:38) (17:41) (18:40)

528 515 望月　拓巳 (4) 横浜国立大学 17:30 35:05 53:14 1:11:30
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾐ 神奈川 (17:35) (18:09) (18:16)

529 657 岡本　竜馬 (2) 帝京平成大学 17:22 35:12 53:10 1:11:37
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 山　梨 (17:50) (17:58) (18:27)

530 504 三浦　達彦 (M2) 東京大学大学院 17:32 35:37 53:33 1:11:38
ﾐｳﾗ ﾀﾂﾋｺ 埼　玉 (18:05) (17:56) (18:05)

531 474 山口　希望 (1) 東京学芸大学 17:30 35:03 52:48 1:11:39
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉｿﾞﾑ 東　京 (17:33) (17:45) (18:51)

532 625 松下　義明 (1) 防衛大学校 16:34 34:31 52:53 1:11:40
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼｱｷ 神奈川 (17:57) (18:22) (18:47)

533 450 梶原　　遥 (4) 芝浦工業大学 17:27 34:59 52:54 1:11:44
ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｳ 埼　玉 (17:32) (17:55) (18:50)

534 526 青木　　豊 (4) 高崎経済大学 17:29 35:17 53:26 1:11:50
ｱｵｷ ﾕﾀｶ 群　馬 (17:48) (18:09) (18:24)

535 479 渡久地　政海 (3) 国際武道大学 16:18 34:09 52:47 1:11:52
ﾄｸﾞﾁ ﾏｻｳﾐ 沖　縄 (17:51) (18:38) (19:05)

536 593 鈴木　博之 (3) 東京理科大学 17:06 34:53 53:14 1:11:54
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東　京 (17:47) (18:21) (18:40)

537 539 阿部　　敦 (4) 学習院大学 17:30 35:02 53:08 1:11:59
ｱﾍﾞ ｱﾂｼ 東　京 (17:32) (18:06) (18:51)

538 551 上甲　　隼 (1) 首都大学東京 17:28 35:05 53:35 1:12:07
ｼﾞｮｳｺｳ ﾊﾔﾄ 東　京 (17:37) (18:30) (18:32)

539 628 齋藤　匠吾 (1) 上智大学 17:36 35:29 53:06 1:12:10
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 千　葉 (17:53) (17:37) (19:04)

540 578 下和田　陽介 (3) 一橋大学 17:47 35:37 53:33 1:12:21
ｼﾓﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 東　京 (17:50) (17:56) (18:48)

541 486 佐藤　優樹 (1) 国際武道大学 16:56 35:11 53:51 1:12:26
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 山　形 (18:15) (18:40) (18:35)

542 475 須賀　貴俊 (4) 国際武道大学 16:26 34:41 53:05 1:12:27
ｽｶﾞ ﾀｶﾄｼ 東　京 (18:15) (18:24) (19:22)

543 655 金盛　陽平 (1) 帝京平成大学 17:03 34:09 52:17 1:12:28
ｶﾅﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 千　葉 (17:06) (18:08) (20:11)

544 511 小野田　実真 (M2) 東京大学大学院 17:37 35:37 53:45 1:12:30
ｵﾉﾀﾞ ﾐﾁｶ 静　岡 (18:00) (18:08) (18:45)

545 555 山根　圭太 (4) 首都大学東京 17:47 35:29 53:43 1:12:30
ﾔﾏﾈ ｹｲﾀ 東　京 (17:42) (18:14) (18:47)

546 612 大野　　哲 (1) 東京農工大学 17:29 35:30 53:56 1:12:35
ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 東　京 (18:01) (18:26) (18:39)

547 660 石井　直樹 (1) 帝京平成大学 17:29 35:26 53:41 1:12:36
ｲｼｲ ﾅｵｷ 千　葉 (17:57) (18:15) (18:55)

548 619 宇田　敬史朗 (2) 防衛大学校 17:11 35:01 53:33 1:12:37
ｳﾀﾞ ｹｲｼﾛｳ 神奈川 (17:50) (18:32) (19:04)

549 658 真壁　竜平 (2) 帝京平成大学 17:22 35:22 53:49 1:12:38
ﾏｶﾍﾞ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川 (18:00) (18:27) (18:49)

550 530 小森　勇志 (2) 高崎経済大学 17:22 35:01 53:14 1:12:38
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 群　馬 (17:39) (18:13) (19:24)
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551 572 江頭　悠郎 (2) 東京工業大学 18:22 36:36 54:34 1:12:50
ｴｶﾞｼﾗ ﾋｻｼﾛｳ 東　京 (18:14) (17:58) (18:16)

552 563 辻　　航平 (3) 東京工業大学 18:43 37:21 55:20 1:12:51
ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ 神奈川 (18:38) (17:59) (17:31)

553 559 黒澤　道希 (2) 首都大学東京 17:34 35:28 53:40 1:12:58
ｸﾛｻﾜ ﾐﾁｷ 東　京 (17:54) (18:12) (19:18)

554 656 佐藤　　誠 (3) 帝京平成大学 17:29 35:26 53:41 1:12:59
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 千　葉 (17:57) (18:15) (19:18)

555 633 向井　悠樹 (3) 上智大学 17:47 35:55 54:28 1:13:08
ﾑｶｲ ﾕｳｷ 東　京 (18:08) (18:33) (18:40)

556 630 間宮　　馨 (2) 上智大学 17:47 35:38 54:00 1:13:12
ﾏﾐﾔ ｶｵﾙ 千　葉 (17:51) (18:22) (19:12)

557 466 大川内　明 (3) 東京学芸大学 17:49 35:55 54:15 1:13:22
ｵｵｶﾜﾁ ｱｷﾗ 佐　賀 (18:06) (18:20) (19:07)

558 616 中村　瞭一 (4) 防衛大学校 17:19 35:23 54:04 1:13:32
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川 (18:04) (18:41) (19:28)

559 575 井上　暁人 (1) 東京工業大学 18:21 36:36 54:35 1:13:36
ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾄ 東　京 (18:15) (17:59) (19:01)

560 558 田村　達哉 (2) 首都大学東京 17:57 36:01 54:08 1:13:43
ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ 新　潟 (18:04) (18:07) (19:35)

561 617 谷口　大和 (4) 防衛大学校 17:12 35:07 54:11 1:13:47
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 神奈川 (17:55) (19:04) (19:36)

562 573 奈良　悠冬 (1) 東京工業大学 17:51 36:22 54:56 1:14:01
ﾅﾗ ﾕｳﾄ 宮　城 (18:31) (18:34) (19:05)

563 634 中村　泰啓 (3) 上智大学 17:36 35:35 54:27 1:14:04
ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 埼　玉 (17:59) (18:52) (19:37)

564 544 岡田　朗人 (2) 学習院大学 17:08 34:47 52:06 1:14:11
ｵｶﾀﾞ ｱｷﾄ 東　京 (17:39) (17:19) (22:05)

565 478 吉川　将司 (4) 国際武道大学 17:21 35:45 54:38 1:14:14
ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 茨　城 (18:24) (18:53) (19:36)

566 506 吉岡　　基 (M2) 東京大学大学院 17:39 36:05 55:19 1:14:15
ﾖｼｵｶ ﾓﾄ 埼　玉 (18:26) (19:14) (18:56)

567 516 結城　　渉 (4) 横浜国立大学 17:30 35:29 54:33 1:14:39
ﾕｳｷ ﾜﾀﾙ 山　形 (17:59) (19:04) (20:06)

568 661 石田　将也 (1) 帝京平成大学 17:34 36:08 55:21 1:15:00
ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 栃　木 (18:34) (19:13) (19:39)

569 615 中原　　航 (4) 防衛大学校 17:44 36:31 55:52 1:15:22
ﾅｶﾊﾗ ﾜﾀﾙ 神奈川 (18:47) (19:21) (19:30)

570 528 高橋　　慧 (4) 高崎経済大学 17:46 36:32 55:51 1:15:29
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 秋　田 (18:46) (19:19) (19:38)

571 585 澤武　　励 (4) 一橋大学 17:56 36:10 55:38 1:15:50
ｻﾜﾀｹ ﾚｲ 千　葉 (18:14) (19:28) (20:12)

572 659 佐野　駿介 (1) 帝京平成大学 17:39 37:10 57:01 1:17:53
ｻﾉ ｼｭﾝｽｹ 埼　玉 (19:31) (19:51) (20:52)

573 507 吉田　周平 (M2) 東京大学大学院 17:44 36:52 57:33 1:18:02
ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 東　京 (19:08) (20:41) (20:29)

574 557 清末　大賀 (4) 首都大学東京 18:43 37:41 57:37 1:18:05
ｷﾖｽｴ ﾀｲｶﾞ 福　岡 (18:58) (19:56) (20:28)

575 584 坂井　雄毅 (3) 一橋大学 17:57 36:53 56:44 1:18:20
ｻｶｲ ﾕｳｷ 東　京 (18:56) (19:51) (21:36)
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576 607 水口　拓歩 (4) 東京農工大学 17:49 36:33 55:52 1:18:31
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾎ 東　京 (18:44) (19:19) (22:39)

605 井上　和貴 (4) 東京農工大学 19:09 DQ DQ1
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 石　川

(備考凡例：DQ :失 格 ／ DQ1:10㎞地点タイムオーバー)


