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1 50038 吉川 悠人 ｷｯｶﾜ ﾕｳﾄ 八王子市役所 東京都 0:17:14
2 50091 向山 孝 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶｼ 埼玉県 0:17:23
3 50096 吉野 健夫 ﾖｼﾉ ﾀﾃｵ 湘南アスリート 神奈川県 0:17:41
4 50147 山崎 優起 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 富士フイルム足柄 神奈川県 0:18:08
5 50100 澤田 善信 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 八王子走ろう会 東京都 0:18:11
6 50098 横坂 卓也 ﾖｺｻｶ ﾀｸﾔ 帝人日野走友会 東京都 0:18:15
7 50026 木村 越 ｷﾑﾗ ｴﾂ 法政高校陸上部 東京都 0:18:19
8 50021 中島 惇 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ 明大中野八王子 東京都 0:18:34
9 50070 上田 哲也 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ チェリーズ 神奈川県 0:18:40

10 50153 黒田 眞生 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川ＢＢ小隊 神奈川県 0:18:45
11 50019 竹花 凌太 ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾀ 明中八王子高校 東京都 0:18:50
12 50161 永井 隆也 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾔ 神奈川県 0:18:54
13 50162 望月 優 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳ 神奈川県 0:19:02
14 50148 井上 勲 ｲﾉｳｴ ｲｻｵ ＣＣＨ 東京都 0:19:05
15 50024 滝沢 貢 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂｸﾞ ＳＡＧＡＭＩＨＡＲＡ ＣＩＴＹ 神奈川県 0:19:16
16 50063 長谷川 浩也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 神奈川県 0:19:21
17 50149 田村 康徳 ﾀﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ ＣＣＨ 東京都 0:19:26
18 50159 藤田 将之 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 0:19:36
19 50104 滑川 多人 ﾅﾒｶﾜ ﾏｻﾄ 東京ウィングス 東京都 0:19:40
20 50022 村上 裕輝 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 明中八王子高校 東京都 0:19:57
21 50103 白井 吾一 ｼﾗｲ ｺﾞｲﾁ 白井家 神奈川県 0:20:13
22 50001 長谷川 直輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 東京工科大学 東京都 0:20:25
23 50082 高橋 勇樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 神奈川県 0:20:32
24 50093 中村 遼太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 0:20:44
25 50094 大塚 孝太 ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ ヒロシプロ 神奈川県 0:20:47
26 50167 上原 浩稔 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾄｼ 神奈川県 0:20:52
27 50168 伊藤 凜玖 ｲﾄｳ ﾘｸ 神奈川県 0:20:55
28 50158 齋藤 一公 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ 神奈川県 0:21:17
29 50075 宍戸 力 ｼｼﾄﾞ ﾘｷ こむこむーず 神奈川県 0:21:19
30 50144 長倉 祐太 ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｳﾀ ストローク 東京都 0:21:25
31 50135 松田 秀斗 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳﾄ 神奈川県 0:21:34
32 50160 三浦 裕晃 ﾐｳﾗ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 0:21:48
33 50023 菅原 翔 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳ せりざわ 神奈川県 0:22:21
34 50028 中田 太郎 ﾅｶﾀ ﾀﾛｳ 神奈川県 0:22:42
35 50171 遠藤 治直 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅｵ 町田走友会 東京都 0:22:50
36 50114 関口 大輝 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 0:22:58
37 50125 小林 優太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 神奈川県 0:23:00
38 50141 二階堂 直樹 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾅｵｷ 神奈川県 0:23:04
39 50084 鷲崎 信広 ｽｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 0:23:18
40 50035 加藤 直哉 ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 東京都 0:23:20
41 50095 安田 裕哉 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾔ かもめ走遊会 神奈川県 0:23:24
42 50164 日向 操 ﾋﾅﾀ ﾐｻｵ 神奈川県 0:23:28
43 50097 川中 康太 ｶﾜﾅｶ ｺｳﾀ 東京都 0:23:36
44 50002 新山 楓峨 ﾆｲﾔﾏ ﾌｳｶﾞ 神奈川県 0:23:48
45 50072 小島 一紘 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 0:24:07
46 50118 村山 勇気 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｷ 東京都 0:24:14
47 50151 樽川 智也 ﾀﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ 神奈川県 0:24:17
48 50010 佐々木 隼也 ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ 弥栄中学校 神奈川県 0:24:18
49 50029 瀬戸 伸明 ｾﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 0:24:34
50 50110 辻 明裕 ﾂｼﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 0:24:57
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51 50006 新谷 啓 ﾆｲﾔ ﾊｼﾞﾒ 柏ケ谷中学校 神奈川県 0:25:16
52 50068 竹谷 友志 ﾀｹﾔ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 0:25:18
53 50080 山本 剛巳 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾐ アーキ・Ｐ＆Ｃ 神奈川県 0:25:24
54 50117 赤津 俊之 ｱｶﾂ ﾄｼﾕｷ 東京都 0:25:28
55 50172 山田 陸斗 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸﾄ 神奈川県 0:25:36
56 50017 土肥 健太郎 ﾄﾞﾋ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 0:25:44
57 50014 茂木 孔雅 ﾓﾃｷﾞ ｺｳｶﾞ 神奈川県 0:25:49
58 50128 益村 桂太郎 ﾏｽﾑﾗ ｹｲﾀﾛｳ 東京都 0:25:59
59 50015 池田 蕗広 ｲｹﾀﾞ ﾌｷﾋﾛ 神奈川県 0:26:02
60 50112 吉川 修平 ﾖｼｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 東京都 0:26:25
61 50143 太田 丈 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳ 神奈川県 0:26:44
62 50031 鈴木 敏光 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 神奈川県 0:26:46
63 50175 吉田 匡希 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 0:26:51
64 50071 石津 賢志郎 ｲｼﾂﾞ ｹﾝｼﾛｳ 神奈川県 0:26:58
65 50056 崎原 孫周 ｻｷﾊﾗ ｿﾝｼｭｳ 神奈川県 0:27:00
66 50130 荒澤 慎太郎 ｱﾗｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 0:27:03
67 50119 岸山 雄一朗 ｷｼﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 0:27:10
68 50078 井元 啓喜 ｲﾉﾓﾄ ﾋﾛｷ アーキ・Ｐ＆Ｃ 神奈川県 0:27:12
69 50073 岩崎 翔 ｲﾜｻﾞｷ ｼｮｳ ＩＣＨＩＬＡＢ 神奈川県 0:27:15
70 50129 永田 大輔 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 0:27:22
71 50120 河村 将宏 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 0:27:29
72 50146 笠井 勇輝 ｶｻｲ ﾕｳｷ 神奈川県 0:27:35
73 50155 青木 拓哉 ｱｵｷ ﾀｸﾔ 神奈川県 0:27:35
74 50157 城木 克弥 ｼﾛｷ ｶﾂﾔ 神奈川県 0:27:36
75 50127 内藤 健貴 ﾅｲﾄｳ ｹﾝｷ 神奈川県 0:27:49
76 50123 吉岡 浩人 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 神奈川県 0:27:49
77 50134 田中 克哉 ﾀﾅｶ ｶﾂﾔ 神奈川県 0:27:50
78 50177 白方 咲大 ｼﾗｶﾀ ｻｸﾄ 神奈川県 0:28:00
79 50126 下入佐 圭太 ｼﾓｲﾘｻ ｹｲﾀ 東京都 0:28:04
80 50156 森脇 勇気 ﾓﾘﾜｷ ﾕｳｷ 神奈川県 0:28:13
81 50170 比嘉 満 ﾋｶﾞ ﾐﾂﾙ 神奈川県 0:28:13
82 50041 花本 真吾 ﾊﾅﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 東京都 0:28:19
83 50065 江頭 裕司 ｴﾄｳ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 0:28:19
84 50066 森 健太郎 ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 0:28:28
85 50030 北村 孝則 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ ＲＵＮＮＥＲＳ Ｋ． 神奈川県 0:28:48
86 50009 前原 慎 ﾏｴﾊﾗ ｼﾝ 栃木県 0:28:50
87 50055 佐藤 大 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:28:56
88 50085 中川 弘暁 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ ＮＤＴＣ 神奈川県 0:29:00
89 50049 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 神奈川県 0:29:02
90 50025 北村 昌士 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｼ 神奈川県 0:29:50
91 50083 江戸 謙太 ｴﾄ ｹﾝﾀ 神奈川県 0:29:53
92 50039 安藤 洋一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 東京都 0:30:03
93 50064 相澤 純平 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 0:30:05
94 50145 石割 隆輔 ｲｼﾜﾘ ﾘｭｳｽｹ 神奈川県 0:30:23
95 50079 松井 渓 ﾏﾂｲ ｹｲ アーキ・Ｐ＆Ｃ 神奈川県 0:30:42
96 50007 松田 蓮 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝ 神奈川県 0:30:42
97 50054 小池 隆太 ｺｲｹ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 0:31:04
98 50140 東 真也 ｱｽﾞﾏ ｼﾝﾔ 神奈川県 0:31:22
99 50059 後藤 洸一 ｺﾞﾄｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:32:12

100 50044 横田 賢二 ﾖｺﾀ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:32:22
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101 50173 永田 夏輝 ﾅｶﾞﾀ ﾅﾂｷ 神奈川県 0:32:23
102 50136 矢野 壱弥 ﾔﾉ ｶｽﾞﾔ 東京都 0:32:25
103 50115 田下 博康 ﾀｼﾀ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 0:32:33
104 50011 佐藤 拓弥 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 神奈川県 0:32:33
105 50060 竹田 友 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓ 神奈川県 0:33:19
106 50057 溝口 裕弥 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 神奈川県 0:33:19
107 50087 早坂 翼 ﾊﾔｻｶ ﾂﾊﾞｻ ＮＤＴＣ 神奈川県 0:33:28
108 50043 茂呂 雄一 ﾓﾛ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:33:30
109 50040 川口 貴大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 東京都 0:33:39
110 50142 本間 恭平 ﾎﾝﾏ ｷｮｳﾍｲ 神奈川県 0:33:48
111 50152 宮坂 翔太 ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ 大野北中学校 神奈川県 0:33:51
112 50045 小佐部 直純 ｺｻﾍﾞ ﾅｵｽﾞﾐ 優馨親分 東京都 0:33:53
113 50138 樋口 良太 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ カタツムリＲＣ 神奈川県 0:34:11
114 50027 佐藤 亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 神奈川県 0:34:14
115 50122 岩崎 裕司 ｲﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 0:34:16
116 50003 成田 記也 ﾅﾘﾀ ﾌﾐﾔ 日本山村硝子 神奈川県 0:34:17
117 50052 加藤 芳規 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 0:34:29
118 50090 三浦 雄翔 ﾐｳﾗ ﾕｳﾄ 神奈川県 0:34:31
119 50132 今井 俊輝 ｲﾏｲ ﾄｼｷ 神奈川県 0:34:47
120 50131 川上 享佑 ｶﾜｶﾐ ｷｮｳｽｹ 神奈川県 0:34:47
121 50116 村上 拓馬 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾏ 東京都 0:35:15
122 50107 山内 純 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:35:29
123 50077 秋元 亮 ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳ アーキ・Ｐ＆Ｃ 神奈川県 0:35:34
124 50105 水江 悟 ﾐｽﾞｴ ｻﾄﾙ 神奈川県 0:36:02
125 50062 濵脇 昌文 ﾊﾏﾜｷ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 0:36:07
126 50109 寺田 真也 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 0:36:12
127 50124 及川 潤 ｵｲｶﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:37:09
128 50169 川口 龍平 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川県 0:37:52
129 50013 池田 航 ｲｹﾀﾞ ｺｳ 神奈川県 0:38:14
130 50088 加藤 剛士 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ ＮＤＴＣ 神奈川県 0:50:07
131 50106 中西 良太 ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳﾀ 東京都 0:51:05
132 50108 渡邊 真之介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 神奈川県 0:51:09
133 50101 山次 大翔 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾄ 神奈川県 0:52:54


