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37人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 S.B. P.B. 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ---------- ---------- ------ --------- ---
1 0 黒木　陽向 (1) ｸﾛｷ ﾋﾅﾀ 男子 熊　本 創価大 13:50.00 1
2 0 大泉　真尋 (3) ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏﾋﾛ 男子 山　形 神奈川大 14:10.00 2
3 0 加藤　聡太 (3) ｶﾄｳ ｿｳﾀ 男子 山　梨 神奈川大 14:10.00 3
4 0 高橋　銀河 (3) ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｶﾞ 男子 秋　田 神奈川大 13:40.00 4
5 0 中原　優人 (2) ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 男子 奈　良 神奈川大 13:40.00 5
6 0 酒井　健成 (1) ｻｶｲ ｹﾝｾｲ 男子 愛　知 神奈川大 14:10.00 6
7 0 塩田　大空 (1) ｼｵﾀ ｿﾗ 男子 兵　庫 神奈川大 14:10.00 7
8 0 宮本　陽叶 (1) ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾙﾄ 男子 京　都 神奈川大 13:40.00 8
9 0 山田　基貴 (1) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄｷ 男子 佐　賀 神奈川大 14:10.00 9
10 0 赤池　　祥 (1) ｱｶｲｹ ｼｮｳ 男子 山　梨 神奈川大 14:10.00 10
11 0 島﨑　昇汰 (4) ｼﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 男子 福　岡 神奈川大 13:40.00 11
12 0 木村　吉希 (4) ｷﾑﾗ ﾖｼｷ 男子 福　島 城西大 13:55.00 12
13 0 野村　颯斗 (3) ﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 男子 山　口 城西大 13:55.00 13
14 0 大沼良太郎 (1) ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 男子 茨　城 城西大 13:55.00 14
15 0 古橋　空弥 (1) ﾌﾙﾊｼ ｸｳﾔ 男子 岐　阜 城西大 13:55.00 15
16 0 助川　拓海 (4) ｽｹｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 男子 茨　城 中大 13:40.00 16
17 0 浦田　優斗 (2) ｳﾗﾀ ﾕｳﾄ 男子 東　京 中大 13:40.00 17
18 0 篠原　　寛 (1) ｼﾉﾊﾗ ｶﾝ 男子 千　葉 中大 13:40.00 18
19 0 白川　陽大 (1) ｼﾗｶﾜ ﾋﾅﾀ 男子 大　阪 中大 13:40.00 19
20 0 大澤　健人 (3) ｵｵｻﾜ ｹﾝﾄ 男子 静　岡 中大 14:10.00 20
21 0 綱島　辰弥 (4) ﾂﾅｼﾏ ﾀﾂﾔ 男子 神奈川 国士大 13:55.00 21
22 0 中島　弘太 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 男子 東　京 国士大 13:55.00 22
23 0 中島　一翠 (2) ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 男子 神奈川 関東学院大 14:25.00 23
24 0 青木　瑠郁 (1) ｱｵｷ ﾙｲ 男子 群　馬 國學院大 13:45.00 24
25 0 内田　賢利 (3) ｳﾁﾀﾞ ｹﾝﾄ 男子 東　京 立大 13:55.00 25
26 0 関口　絢太 (3) ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 男子 東　京 立大 13:55.00 26
27 0 服部　凱杏 (3) ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ 男子 長　野 立大 13:55.00 27
28 0 林　虎大朗 (2) ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 男子 福　岡 立大 13:55.00 28
29 0 山本　羅生 (2) ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ 男子 長　崎 立大 13:55.00 29
30 0 國安　広人 (1) ｸﾆﾔｽ ﾋﾛﾄ 男子 兵　庫 立大 13:55.00 30
31 0 梶谷　優斗 (2) ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾄ 男子 滋　賀 東海大 13:40.00 31
32 0 倉田　　蓮 (4) ｸﾗﾀ ﾚﾝ 男子 茨　城 大東大 13:59.00 32
33 0 伊東　正悟 (3) ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 男子 神奈川 大東大 13:59.00 33
34 0 佐竹　勇樹 (3) ｻﾀｹ ﾕｳｷ 男子 滋　賀 大東大 13:59.00 34
35 0 松村　晴生 (3) ﾏﾂﾑﾗ ﾊﾙｷ 男子 茨　城 大東大 13:59.00 35
36 0 上野　隼弥 (1) ｳｴﾉ ｼｭﾝﾔ 男子 埼　玉 大東大 13:59.00 36
37 0 戸田　優真 (1) ﾄﾀﾞ ﾕｳﾏ 男子 福　島 大東大 13:59.00 37
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1 0 木村　有希 (2) ｷﾑﾗ ﾕｳｷ 男子 福　島 慶大 28:50.00 1
2 0 田島公太郎 (2) ﾀｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 男子 熊　本 慶大 28:50.00 2
3 0 本田晃士郎 (4) ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ 男子 大　阪 創価大 28:50.00 3
4 0 横山　魁哉 (4) ﾖｺﾔﾏ ｶｲﾔ 男子 静　岡 創価大 28:50.00 4
5 0 桑田　大輔 (3) ｸﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 男子 鳥　取 創価大 28:50.00 5
6 0 志村　健太 (3) ｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 男子 大　阪 創価大 28:50.00 6
7 0 溝口　泰良 (3) ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｲﾗ 男子 長　崎 創価大 28:50.00 7
8 0 小暮　栄輝 (2) ｺｸﾞﾚ ｴｲｷ 男子 群　馬 創価大 28:50.00 8
9 0 吉田　　凌 (2) ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 男子 福　島 創価大 28:50.00 9
10 0 石丸　惇那 (1) ｲｼﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾅ 男子 鹿児島 創価大 28:50.00 10
11 0 野沢　悠真 (1) ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 男子 宮　城 創価大 28:50.00 11
12 0 有村　祐亮 (4) ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｽｹ 男子 鹿児島 神奈川大 28:30.00 12
13 0 山﨑　諒介 (4) ﾔﾏｻｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 佐　賀 神奈川大 28:30.00 13
14 0 宇津野　篤 (3) ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 男子 長　野 神奈川大 28:30.00 14
15 0 尾方　馨斗 (3) ｵｶﾞﾀ ｹｲﾄ 男子 福　岡 神奈川大 29:10.00 15
16 0 佐々木亮輔 (3) ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 男子 佐　賀 神奈川大 29:10.00 16
17 0 長谷川　舜 (2) ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝ 男子 岡　山 神奈川大 29:10.00 17
18 0 工藤　大和 (2) ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 男子 千　葉 麗澤大 28:50.00 18
19 0 鈴木　康也 (2) ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 男子 千　葉 麗澤大 28:50.00 19
20 0 廣瀬　啓伍 (2) ﾋﾛｾ ｹｲｺﾞ 男子 福　井 麗澤大 29:10.00 20
21 0 関　　優樹 (1) ｾｷ ﾕｳｷ 男子 大　分 麗澤大 29:10.00 21
22 0 ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｼｭﾝｹﾞﾔ･ﾈｲﾔｲ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ ｼｭﾝｹﾞﾔ ﾈｲﾔｲ 男子 千　葉 麗澤大 28:50.00 22
23 0 穴澤　友崇 (4) ｱﾅｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 男子 福　島 平成国大 28:50.00 23
24 0 ｽﾃﾌｨﾝ･ｶﾏｳ (4) ｽﾃﾌｨﾝ ｶﾏｳ 男子 青　森 平成国大 28:50.00 24
25 0 辻野　大輝 (4) ﾂｼﾞﾉ ﾀﾞｲｷ 男子 群　馬 武蔵野学大 29:00.00 25
26 0 小島　　拓 (4) ｺｼﾞﾏ ﾀｸ 男子 愛　知 城西大 28:50.00 26
27 0 平林　　樹 (2) ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 男子 東　京 城西大 28:50.00 27
28 0 園木　大斗 (3) ｿﾉｷ ﾀﾞｲﾄ 男子 熊　本 中大 28:35.00 28
29 0 伊東　大翔 (3) ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 男子 東　京 中大 29:10.00 29
30 0 佐野　拓実 (2) ｻﾉ ﾀｸﾐ 男子 京　都 中大 29:30.00 30
31 0 佐藤　宏亮 (1) ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 男子 秋　田 中大 29:30.00 31
32 0 森　　　基 (1) ﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 男子 埼　玉 中大 29:30.00 32
33 0 西澤　侑真 (4) ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 男子 静　岡 順大 28:30.00 33
34 0 石井　一希 (3) ｲｼｲ ｶｽﾞｷ 男子 千　葉 順大 28:30.00 34
35 0 海老澤憲伸 (2) ｴﾋﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ 男子 栃　木 順大 28:50.00 35
36 0 堀内　郁哉 (4) ﾎﾘｳﾁ ﾌﾐﾔ 男子 岩　手 順大 28:50.00 36
37 0 堀越　翔人 (2) ﾎﾘｺｼ ｼｮｳﾄ 男子 群　馬 順大 28:50.00 37
38 0 藤原　優希 (3) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 男子 岡　山 順大 29:10.00 38
39 0 平　　駿介 (4) ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 男子 佐　賀 順大 28:50.00 39
40 0 浅井　皓貴 (2) ｱｻｲ ｺｳｷ 男子 愛　知 順大 28:50.00 40
41 0 奈良　大寿 (3) ﾅﾗ ﾀﾞｲｽ 男子 東　京 上智大 29:20.00 41
42 0 川勝　悠雅 (1) ｶﾜｶﾂ　ﾕｳｶﾞ 男子 京　都 国士大 29:10.00 42
43 0 伊藤　秀虎 (3) ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄﾗ 男子 三　重 中央学大 28:52.15 43
44 0 飯塚　達也 (3) ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾂﾔ 男子 兵　庫 中央学大 29:06.55 44
45 0 堀田　晟礼 (2) ﾎｯﾀ ｾｲｱ 男子 熊　本 中央学大 28:49.05 45
46 0 工藤　巧夢 (2) ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾑ 男子 栃　木 中央学大 29:21.52 46
47 0 蒲田　陽生 (2) ｶﾏﾀ ﾖｳｾｲ 男子 千　葉 中央学大 29:43.65 47
48 0 黒岩　勇禅 (1) ｸﾛｲﾜ ﾕｳｾﾞﾝ 男子 埼　玉 中央学大 29:58.55 48
49 0 近田　陽路 (1) ｺﾝﾀﾞ ﾋﾛ 男子 愛　知 中央学大 29:46.50 49
50 0 伊地知賢造 (3) ｲｼﾞﾁ ｹﾝｿﾞｳ 男子 埼　玉 國學院大 28:30.00 50
51 0 坂本　健悟 (4) ｻｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 男子 神奈川 國學院大 28:40.00 51
52 0 藤本　　竜 (4) ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 男子 北海道 國學院大 28:40.00 52
53 0 鶴　　元太 (2) ﾂﾙ ｹﾞﾝﾀ 男子 千　葉 國學院大 28:50.00 53
54 0 嘉数　純平 (1) ｶｶｽﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 男子 沖　縄 國學院大 29:10.00 54
55 0 高山　豪起 (1) ﾀｶﾔﾏ ｺﾞｳｷ 男子 山　口 國學院大 29:10.00 55
56 0 岸本健太郎 (3) ｷｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 男子 兵　庫 立大 29:10.00 56
57 0 中山　凜斗 (3) ﾅｶﾔﾏ ﾘﾝﾄ 男子 熊　本 立大 28:50.00 57
58 0 盛本　聖也 (4) ﾓﾘﾓﾄ ｾｲﾔ 男子 奈　良 日体大 28:50.00 58
59 0 水金　大亮 (3) ﾐｽﾞｶﾈ ﾀﾞｲｽｹ 男子 兵　庫 日体大 29:00.00 59
60 0 中野　魁人 (4) ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 男子 東　京 日本薬大 28:50.00 60
61 0 福永　一聖 (3) ﾌｸﾅｶﾞ ｲｯｾｲ 男子 鹿児島 日本薬大 28:50.00 61
62 0 榎本　正樹 (2) ｴﾉﾓﾄ ﾏｻｷ 男子 千　葉 日本薬大 29:10.00 62
63 0 波多江隆人 (2) ﾊﾀｴ ﾘｭｳﾄ 男子 福　岡 日本薬大 28:50.00 63
64 0 矢板　慈生 (2) ﾔｲﾀ ｲﾂｷ 男子 茨　城 日本薬大 29:10.00 64
65 0 江原　守平 (1) ｴﾊﾞﾗ ｼｭﾝﾍｲ 男子 群　馬 日本薬大 29:10.00 65
66 0 佐藤　俊輔 (4) ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 男子 大　分 東海大 28:40.00 66
67 0 竹村　拓真 (4) ﾀｹﾑﾗ ﾀｸﾏ 男子 秋　田 東海大 28:20.00 67
68 0 五十嵐喬信 (2) ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 男子 茨　城 東海大 29:30.00 68
69 0 越　　陽汰 (2) ｺｼ ﾊﾙﾀ 男子 長　野 東海大 28:30.00 69
70 0 水野　龍志 (2) ﾐｽﾞﾉ ﾀﾂﾕｷ 男子 宮　崎 東海大 29:15.00 70
71 0 大内　　瞬 (1) ｵｵｳﾁ ｼｭﾝ 男子 茨　城 東海大 29:00.00 71
72 0 ﾙｶ･ﾑｾﾝﾋﾞ (4) ﾙｶ･ﾑｾﾝﾋﾞ 男子 埼　玉 東国大 28:30.00 72
73 0 東泉　大河 (1) ﾄｳｾﾝ ﾀｲｶﾞ 男子 栃　木 駿河台大 28:50.00 73
74 0 清野　太成 (4) ｷﾖﾉ ﾀｲｾｲ 男子 埼　玉 駿河台大 28:50.00 74
75 0 伊東　大暉 (4) ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 男子 鹿児島 山梨学大 28:50.00 75
76 0 木山　達哉 (4) ｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ 男子 香　川 山梨学大 28:50.00 76
77 0 石部　夏希 (4) ｲｼﾍﾞ ﾅﾂｷ 男子 山　梨 山梨学大 28:50.00 77
78 0 篠原　　楓 (4) ｼﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 男子 愛　媛 山梨学大 28:50.00 78
79 0 北村　惇生 (3) ｷﾀﾑﾗ ｽﾅｵ 男子 山　梨 山梨学大 28:50.00 79
80 0 川原　正輝 (3) ｶﾜﾊﾗ ﾏｻｷ 男子 山　形 山梨学大 29:10.00 80
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81 0 横山竜之介 (3) ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 男子 秋　田 山梨学大 29:10.00 81
82 0 砂川　大河 (2) ｽﾅｶﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 男子 沖　縄 山梨学大 28:50.00 82
83 0 髙田　尚暉 (2) ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ 男子 山　梨 山梨学大 28:50.00 83
84 0 土器屋快都 (2) ﾄﾞｷﾔ ﾊﾔﾄ 男子 山　梨 山梨学大 29:10.00 84
85 0 品田　滉人 (1) ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛﾄ 男子 新　潟 山梨学大 29:10.00 85
86 0 大西　　陸 (2) ｵｵﾆｼ ﾘｸ 男子 山　梨 山梨学大 29:10.00 86
87 0 小野寺　陣 (4) ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞﾝ 男子 山　梨 山梨学大 29:10.00 87
88 0 村上　大樹 (2) ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｷ 男子 山　梨 山梨学大 29:10.00 88
89 0 阿部　　塁 (1) ｱﾍﾞ ﾙｲ 男子 山　梨 山梨学大 29:10.00 89
90 0 長谷田英義 (2) ﾊｾﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖｼ 男子 山　梨 山梨学大 29:10.00 90
91 0 大野　陽人 (4) ｵｵﾉ ﾊﾙﾄ 男子 山　形 大東大 28:30.00 91
92 0 木山　　凌 (4) ｷﾔﾏ ﾘｮｳ 男子 愛　媛 大東大 28:30.00 92
93 0 塩田　祥梧 (4) ｼｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 男子 大　分 大東大 29:10.00 93
94 0 菊地　駿介 (3) ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 男子 宮　城 大東大 28:30.00 94
95 0 久保田　徹 (3) ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ 男子 埼　玉 大東大 28:30.00 95
96 0 長島　玲音 (3) ﾅｶﾞｼﾏ ﾚｵﾄ 男子 長　崎 大東大 29:10.00 96
97 0 大谷　章紘 (2) ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ 男子 茨　城 大東大 29:10.00 97
98 0 小田　恭平 (2) ｵﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 男子 茨　城 大東大 29:10.00 98
99 0 佐々木真人 (2) ｻｻｷ ﾅｵﾄ 男子 東　京 大東大 29:10.00 99
100 0 中澤　優希 (2) ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 男子 新　潟 大東大 29:10.00 100
101 0 西代　雄豪 (2) ﾆｼﾀﾞｲ ﾕｳｺﾞ 男子 埼　玉 大東大 29:10.00 101
102 0 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾜﾝｼﾞﾙ (2) ﾋﾟｰﾀｰ ﾜﾝｼﾞﾙ 男子 埼　玉 大東大 28:30.00 102
103 0 入濵　輝大 (1) ｲﾘﾊﾏ ｷﾋﾛ 男子 長　崎 大東大 28:30.00 103
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* 女子 ５０００ｍ *
**********************************
63人

# No 氏名１ 氏名２ 性別 都道府県 所属 資格記録 S.B. P.B. 自番組 個属 Seq
--- ----- -------------------- -------------------- ---- -------- -------------------- ---------- ---------- ---------- ------ --------- ---
1 0 浅田　遥香 (4) ｱｻﾀﾞ ﾊﾙｶ 女子 埼　玉 東農大 16:40.00 1
2 0 田辺　真奈 (1) ﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅ 女子 山　口 東農大 16:39.99 2
3 0 渡辺　光美 (4) ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾐ 女子 千　葉 城西大 16:20.00 3
4 0 村上　礼乃 (3) ﾑﾗｶﾐ ﾚﾉ 女子 神奈川 城西大 16:20.00 4
5 0 金子　陽向 (1) ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 女子 神奈川 城西大 16:20.00 5
6 0 髙橋　　葵 (1) ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 女子 千　葉 城西大 16:10.38 6
7 0 加藤　礼菜 (3) ｶﾄｳ ﾚｲﾅ 女子 千　葉 中大 16:25.00 7
8 0 鈴木梨々亜 (3) ｽｽﾞｷ ﾘﾘｱ 女子 東　京 中大 16:25.00 8
9 0 赤間　陽菜 (3) ｱｶﾏ ﾊﾙﾅ 女子 福　島 中大 17:05.00 9
10 0 会田　佳世 (3) ｱｲﾀﾞ ｶﾖ 女子 東　京 中大 17:13.00 10
11 0 浜野　　光 (1) ﾊﾏﾉ ﾋｶﾙ 女子 埼　玉 中大 16:25.00 11
12 0 南　　日向 (1) ﾐﾅﾐ ﾋﾅﾀ 女子 千　葉 中大 16:25.00 12
13 0 木下　紗那 (1) ｷﾉｼﾀ ｽｽﾞﾅ 女子 埼　玉 中大 16:25.00 13
14 0 守角　彩絵 (4) ﾓﾘｽﾞﾐ ｻｴ 女子 千　葉 東女体大 16:45.00 14
15 0 土屋　愛佳 (3) ﾂﾁﾔ ｱｲｶ 女子 山　梨 東女体大 16:59.00 15
16 0 小野　汐音 (4) ｵﾉ ｼｵﾝ 女子 千　葉 順大 16:20.00 16
17 0 垣内　瑞希 (3) ｶｷｳﾁ ﾐｽﾞｷ 女子 三　重 順大 16:10.00 17
18 0 井　美咲 (3) ﾖｼｲ ﾐｻｷ 女子 埼　玉 順大 16:30.00 18
19 0 小暮　真緒 (2) ｺｸﾞﾚ ﾏｵ 女子 埼　玉 順大 15:55.00 19
20 0 丹羽　瑞希 (2) ﾆﾜ ﾐｽﾞｷ 女子 三　重 順大 16:40.00 20
21 0 神林　由乃 (1) ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ 女子 埼　玉 順大 16:40.00 21
22 0 齊藤日歩美 (1) ｻｲﾄｳ ﾋﾌﾐ 女子 埼　玉 順大 16:40.00 22
23 0 森　　結唯 (3) ﾓﾘ ﾕｲ 女子 千　葉 松蔭大 16:25.00 23
24 0 前場　美優 (2) ﾏｴﾊﾞ ﾐﾕｳ 女子 福　島 松蔭大 17:00.00 24
25 0 森川　彩夢 (2) ﾓﾘｶﾜ ｱﾔﾒ 女子 栃　木 松蔭大 16:50.00 25
26 0 堀　　純花 (1) ﾎﾘ ｽﾐｶ 女子 神奈川 松蔭大 17:00.00 26
27 0 眞田ひかる (1) ｻﾅﾀﾞ ﾋｶﾙ 女子 静　岡 亜大 16:40.00 27
28 0 金井美凪海 (3) ｶﾅｲ ﾐﾅﾓ 女子 東　京 亜大 16:15.00 28
29 0 河嶋菜々子 (3) ｶﾜｼﾏ ﾅﾅｺ 女子 茨　城 亜大 16:40.00 29
30 0 菅谷　茉生 (2) ｽｶﾞﾔ ﾏｲ 女子 静　岡 亜大 16:40.00 30
31 0 髙橋　朱穂 (2) ﾀｶﾊｼ ｼｭﾎ 女子 埼　玉 亜大 16:15.00 31
32 0 髙橋華瑠亜 (1) ﾀｶﾊｼ ｶﾙｱ 女子 宮　城 亜大 16:40.00 32
33 0 沖　　千都 (1) ｵｷ ﾁｻﾄ 女子 静　岡 亜大 16:40.00 33
34 0 九津見美花 (1) ｸﾂﾐ ﾐｶ 女子 東　京 亜大 16:40.00 34
35 0 五日市莉歩 (4) ｲﾂｶｲﾁ ﾘﾎ 女子 東　京 立大 16:40.00 35
36 0 本庄悠紀奈 (4) ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｷﾅ 女子 大　阪 筑波大 16:20.00 36
37 0 兵藤　柚花 (3) ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｶ 女子 愛　知 筑波大 17:00.00 37
38 0 市川　碧花 (1) ｲﾁｶﾜ ｱｵｶ 女子 福　岡 筑波大 16:30.00 38
39 0 山下　真奈 (1) ﾔﾏｼﾀ ﾏﾅ 女子 群　馬 筑波大 17:00.00 39
40 0 小松　夕夏 (1) ｺﾏﾂ ﾕｳｶ 女子 佐　賀 筑波大 16:20.00 40
41 0 佐竹　結衣 (4) ｻﾀｹ ﾕｲ 女子 山　形 東洋大 16:40.00 41
42 0 立迫　望美 (3) ﾀﾁｻﾞｺ ﾉｿﾞﾐ 女子 鹿児島 東洋大 16:40.00 42
43 0 江口　春姫 (2) ｴｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 女子 愛　知 東洋大 16:40.00 43
44 0 杉本　雛鞠 (3) ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾅｷﾞｸ 女子 新　潟 東洋大 16:40.00 44
45 0 中才　茉子 (1) ﾅｶｻｲ ﾏｺ 女子 富　山 東洋大 16:15.00 45
46 0 小松　　和 (2) ｺﾏﾂ ﾅｺﾞﾐ 女子 福　島 東海大 16:15.00 46
47 0 星野　　凜 (2) ﾎｼﾉ ﾘﾝ 女子 栃　木 東海大 16:15.00 47
48 0 鯨井　聖美 (2) ｸｼﾞﾗｲ ﾏｻﾐ 女子 埼　玉 東海大 16:15.00 48
49 0 松本　怜美 (1) ﾏﾂﾓﾄ ﾚﾐ 女子 福　島 東海大 16:40.00 49
50 0 臼井　美空 (1) ｳｽｲ ﾐｸ 女子 岐　阜 東海大 16:40.00 50
51 0 福井　　凜 (1) ﾌｸｲ ﾘﾝ 女子 栃　木 東海大 16:40.00 51
52 0 岩井　沙祈 (2) ｲﾜｲ ｻｷ 女子 千　葉 東海大 16:40.00 52
53 0 中澤咲絵子 (1) ﾅｶｻﾞﾜ ｻｴｺ 女子 埼　玉 駿河台大 16:40.00 53
54 0 塩野愛梨花 (1) ｼｵﾉ ｴﾘｶ 女子 千　葉 駿河台大 16:10.00 54
55 0 藤原　唯奈 (2) ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕﾅ 女子 栃　木 大東大 16:15.00 55
56 0 蟹江きりの (2) ｶﾆｴ ｷﾘﾉ 女子 埼　玉 大東大 16:15.00 56
57 0 四元　桃奈 (2) ﾖﾂﾓﾄ ﾓﾓﾅ 女子 埼　玉 大東大 16:15.00 57
58 0 川瀬　真由 (1) ｶﾜｾ ﾏﾕ 女子 埼　玉 大東大 16:15.00 58
59 0 福田　幸来 (4) ﾌｸﾀﾞ ｻﾗ 女子 埼　玉 玉川大 16:45.00 59
60 0 小林　遥香 (3) ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ 女子 栃　木 玉川大 16:20.00 60
61 0 炭谷　綺乃 (3) ｽﾐﾀﾆ ｷﾉ 女子 石　川 玉川大 16:20.00 61
62 0 山田　桃愛 (3) ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｱ 女子 埼　玉 玉川大 16:35.00 62
63 0 金原　千尋 (2) ｷﾝﾊﾞﾗ ﾁﾋﾛ 女子 千　葉 玉川大 16:45.00 63  


