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1 199 竹下 和輝 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞｷ 東洋大学 1:02:41
2 132 ムソニ ムイル ﾑｿﾆ ﾑｲﾙ 創価大学 1:02:41
3 20 森田 歩希 ﾓﾘﾀ ﾎﾏﾚ 青山学院大学 1:02:46
4 16 橋詰 大慧 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀｲｾｲ 青山学院大学 1:02:56
5 227 佐藤 敏也 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 法政大学 1:02:56
6 1 一色 恭志 ｲｯｼｷ ﾀﾀﾞｼ 青山学院大学 1:02:58
7 5 近藤 修一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 青山学院大学 1:02:59
8 235 古賀 裕樹 ｺｶﾞ ﾋﾛｷ 山梨学院大学 1:03:02
9 174 湯澤 舜 ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大学 1:03:07

10 221 渡邉 奏太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 東洋大学 1:03:09
11 9 中村 祐紀 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 青山学院大学 1:03:10
12 161 中島 怜利 ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ 東海大学 1:03:12
13 201 堀 龍彦 ﾎﾘ ﾀﾂﾋｺ 東洋大学 1:03:32
14 136 蟹沢 淳平 ｶﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 創価大学 1:03:44
15 18 林 奎介 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 青山学院大学 1:03:48
16 237 久保 和馬 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾏ 山梨学院大学 1:03:48
17 145 上田 結也 ｳｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 創価大学 1:03:48
18 113 服部 潤哉 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 城西大学 1:03:58
19 17 橋間 貴弥 ﾊｼﾏ ﾀｶﾔ 青山学院大学 1:03:59
20 11 小野田 勇次 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 青山学院大学 1:04:01
21 88 藤江 千紘 ﾌｼﾞｴ ﾁﾋﾛ 国士館大学 1:04:02
22 15 富田 浩之 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ 青山学院大学 1:04:03
23 138 三澤 匠 ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 創価大学 1:04:03
24 198 髙森 健吾 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 東洋大学 1:04:06
25 2 石川 優作 ｲｼｶﾜ ﾕｳｻｸ 青山学院大学 1:04:08
26 97 中村 大聖 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 駒澤大学 1:04:12
27 230 青木 涼真 ｱｵｷ ﾘｮｳﾏ 法政大学 1:04:12
28 144 米満 怜 ﾖﾈﾐﾂ ﾚﾝ 創価大学 1:04:16
29 90 山下 一貴 ﾔﾏｼﾀ ｲﾁﾀｶ 駒澤大学 1:04:16
30 68 小中 駿介 ｺﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 國學院大學 1:04:24
31 116 西嶋 雄伸 ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｳｼﾝ 城西大学 1:04:29
32 137 古場 京介 ｺﾊﾞ ｷｮｳｽｹ 創価大学 1:04:30
33 93 白頭 徹也 ﾊｸﾄｳ ﾃﾂﾔ 駒澤大学 1:04:31
34 202 小笹 椋 ｺｻﾞｻ ﾘｮｳ 東洋大学 1:04:31
35 21 山田 滉介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 青山学院大学 1:04:33
36 191 髙橋 悠平 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東京農業大学 1:04:35
37 19 松田 岳大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 青山学院大学 1:04:40
38 208 田中 健 ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ 東洋大学 1:04:40
39 239 片山 優人 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 山梨学院大学 1:04:41
40 258 清水 歓太 ｼﾐｽﾞ ｶﾝﾀ 早稲田大学 1:04:41
41 115 中原 佑仁 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 城西大学 1:04:46
42 98 原嶋 渓 ﾊﾗｼﾏ ｹｲ 駒澤大学 1:04:46
43 96 中村 大成 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 駒澤大学 1:04:49
44 143 棚橋 健太 ﾀﾅﾊｼ ｹﾝﾄ 創価大学 1:05:00
45 213 今西 駿介 ｲﾏﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 東洋大学 1:05:05
46 207 唐本 直登 ｶﾗﾓﾄ ﾅｵﾄ 東洋大学 1:05:12
47 170 羽田 智哉 ﾊﾀﾞ ﾄﾓﾔ 東海大学 1:05:17
48 243 首藤 貴樹 ｼｭﾄｳ ﾀｶｷ 山梨学院大学 1:05:21
49 225 小坂 太我 ｺｻｶ ﾀｲｶﾞ 日本大学 1:05:23
50 3 大越 望 ｵｵｺﾞｼ ﾉｿﾞﾐ 青山学院大学 1:05:24
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51 4 小田 俊平 ｵﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 青山学院大学 1:05:28
52 159 江連 崇裕 ｴﾂﾞﾚ ﾀｶﾋﾛ 中央大学 1:05:40
53 23 植村 拓未 ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾐ 青山学院大学 1:05:44
54 211 山口 健弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 東洋大学 1:05:46
55 187 髙良 綾太郎 ｺｳﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京農業大学 1:05:47
56 299 細澤 幸輝 ﾎｿｻﾞﾜ ｺｳｷ 三重大学陸上部 1:05:48
57 205 小柳 涼 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳ 東洋大学 1:05:50
58 29 中根 滉稀 ﾅｶﾈ ｺｳｷ 青山学院大学 1:05:59
59 123 渡辺 瑠偉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｲ 専修大学 1:06:00
60 185 田中 健祐 ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 東京農業大学 1:06:04
61 175 島田 良吾 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｺﾞ 東海大学 1:06:07
62 24 生方 敦也 ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾂﾔ 青山学院大学 1:06:09
63 147 松浦 朋也 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾔ 創価大学 1:06:18
64 48 市川 拓 ｲﾁｶﾜ ﾀｸ 亜細亜大学 1:06:18
65 148 坂野 和久 ｻｶﾉ ｶｽﾞﾋｻ 創価大学 1:06:30
66 229 強矢 涼太 ｺﾞｳﾔ ﾘｮｳﾀ 法政大学 1:06:31
67 194 鈴木 開登 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 東京農業大学 1:06:34
68 183 朝比奈 俊介 ｱｻﾋﾅ ｼｭﾝｽｹ 東京農業大学 1:06:36
69 114 吉川 幸紀 ｷｶﾜ ｺｳｷ 城西大学 1:06:37
70 86 本多 将貴 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 国士館大学 1:06:39
71 127 櫻木 健次朗 ｻｸﾗｷﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 専修大学 1:06:40
72 151 郷 龍輔 ｺﾞｳ ﾘｭｳｽｹ 創価大学 1:06:41
73 218 中野 創也 ﾅｶﾉ ｿｳﾔ 東洋大学 1:06:42
74 92 海老沢 太郎 ｴﾋﾞｻﾜ ﾀﾛｳ 駒澤大学 1:06:47
75 210 中村 拳梧 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 東洋大学 1:06:55
76 186 髙田 悠太 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京農業大学 1:06:57
77 31 永井 拓真 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 青山学院大学 1:06:58
78 22 上村 臣平 ｳｴﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 青山学院大学 1:06:58
79 163 湊谷 春紀 ﾐﾅﾄﾔ ﾊﾙｷ 東海大学 1:07:02
80 46 河野辺 祐貴 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 亜細亜大学 1:07:06
81 238 池田 眞臣 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵﾐ 山梨学院大学 1:07:06
82 141 玉利 健志 ﾀﾏﾘ ｹﾝｼﾞ 創価大学 1:07:06
83 236 中井 直希 ﾅｶｲ ﾅｵｷ 山梨学院大学 1:07:09
84 125 末永 晃大 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ 専修大学 1:07:12
85 94 大坪 桂一郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 駒澤大学 1:07:18
86 172 小野 稔彦 ｵﾉ ﾄｼﾋｺ 東海大学 1:07:18
87 173 加藤 拓実 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 東海大学 1:07:18
88 168 廣瀬 泰輔 ﾋﾛｾ ﾀｲｽｹ 東海大学 1:07:27
89 223 伊藤 直輝 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 日本大学 1:07:30
90 80 加藤 雄平 ｶﾄｳ ﾕｳﾍｲ 国士館大学 1:07:39
91 320 古林 潤也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 1:07:42
92 30 中村 友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 青山学院大学 1:07:45
93 110 大石 巧 ｵｵｲｼ ﾀｸﾐ 城西大学 1:07:45
94 41 横田 大地 ﾖｺﾀ ﾀﾞｲﾁ 亜細亜大学 1:07:45
95 164 関原 稔記 ｾｷﾊﾗ ﾄｼｷ 東海大学 1:07:50
96 222 大塚 達矢 ｵｵﾂｶ ﾀﾂﾔ 日本大学 1:07:51
97 217 土壁 和希 ﾂﾁｶﾍﾞ ｶｽﾞｷ 東洋大学 1:07:53
98 154 成澤 拓也 ﾅﾘｻﾜ ﾀｸﾔ 創価大学 1:08:01
99 95 佐々木 聖和 ｻｻｷ ｷﾖﾀｶ 駒澤大学 1:08:06

100 14 木村 光佑 ｷﾑﾗ ｺｳｽｹ 青山学院大学 1:08:09
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101 118 小林 彬寛 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 専修大学 1:08:09
102 129 田淵 智也 ﾀﾌﾞﾁ ﾄﾓﾔ 専修大学 1:08:23
103 104 宍戸 公紀 ｼｼﾄﾞ ﾏｻｷ 松蔭大学 1:08:29
104 119 水口 敬斗 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲﾄ 専修大学 1:08:31
105 179 山田 大地 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 東海大学 1:08:37
106 44 武 雄介 ﾀｹ ﾕｳｽｹ 亜細亜大学 1:08:37
107 279 和田 海希 ﾜﾀﾞ ｶｲｷ 桜美林大学 1:08:38
108 26 竹石 尚人 ﾀｹｲｼ ﾅｵﾄ 青山学院大学 1:08:40
109 32 花田 凌一 ﾊﾅﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 青山学院大学 1:08:40
110 33 花輪 瑞貴 ﾊﾅﾜ ﾐｽﾞｷ 青山学院大学 1:08:40
111 152 吉田 泰樹 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ 創価大学 1:08:42
112 12 小野塚 久弥 ｵﾉﾂﾞｶ ﾋｻﾔ 青山学院大学 1:08:47
113 81 佐藤 弥憂 ｻﾄｳ ﾐﾕｳ 国士館大学 1:08:48
114 171 茂山 蓮太 ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ 東海大学 1:08:52
115 54 乾 碩 ｲﾇｲ ｽｸﾞﾙ 亜細亜大学 1:08:57
116 275 笠井 勇馬 ｶｻｲ ﾕｳﾏ 桜美林大学 1:08:58
117 184 西野 匠哉 ﾆｼﾉ ｼｮｳﾔ 東京農業大学 1:09:03
118 87 木部 俊介 ｷﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 国士館大学 1:09:11
119 339 金子 健洋 ｶﾈｺ ﾀｹﾋﾛ 1:09:16
120 344 荒木 祐哉 ｱﾗｷ ﾕｳﾔ 1:09:25
121 283 田村 和也 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 東京大学 1:09:26
122 192 関 樹道 ｾｷ ｼｹﾞﾐﾁ 東京農業大学 1:09:30
123 246 長尾 亮児 ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳｼﾞ 横浜国立大学 1:09:35
124 177 場中 陸 ﾊﾞﾅｶ ﾘｸ 東海大学 1:09:54
125 50 田巻 直也 ﾀﾏｷ ﾅｵﾔ 亜細亜大学 1:09:55
126 214 大西 晴己 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 東洋大学 1:10:11
127 140 竹下 和真 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾏ 創価大学 1:10:16
128 265 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 一橋大学 1:10:22
129 100 下山 敦也 ｼﾓﾔﾏ ｱﾂﾔ 松蔭大学 1:10:23
130 10 吉永 竜聖 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 青山学院大学 1:10:24
131 42 伊藤 維基 ｲﾄｳ ﾂﾅｷ 亜細亜大学 1:10:30
132 176 生駒 大知 ｲｺﾏ ﾀﾞｲﾁ 東海大学 1:10:48
133 85 平松 颯馬 ﾋﾗﾏﾂ ﾌｳﾏ 国士館大学 1:10:58
134 102 若宮 良 ﾜｶﾐﾔ ﾘｮｳ 松蔭大学 1:11:14
135 178 坂口 拓男 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸｵ 東海大学 1:11:27
136 190 加藤 大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 東京農業大学 1:11:39
137 272 高橋 啓 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 桜美林大学 1:11:46
138 197 根岸 力 ﾈｷﾞｼ ﾘｷ 東京農業大学 1:11:55
139 34 谷野 航平 ﾔﾉ ｺｳﾍｲ 青山学院大学 1:12:01
140 124 本間 周平 ﾎﾝﾏ ｼｭｳﾍｲ 専修大学 1:12:17
141 244 鵜之沢 敦志 ｳﾉｻﾜ ｱﾂｼ 横浜国立大学 1:12:26
142 267 久保井 遼介 ｸﾎﾞｲﾘｮｳｽｹ 一橋大学 1:12:28
143 28 仲 正太郎 ﾅｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 青山学院大学 1:12:30
144 321 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 1:12:30
145 276 三留 大貴 ﾐﾄﾒ ﾋﾛｷ 桜美林大学 1:12:40
146 128 赤峰 晃太郎 ｱｶﾐﾈ ｺｳﾀﾛｳ 専修大学 1:13:50
147 180 足立 直哉 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵﾔ 東海大学 1:13:56
148 266 佐藤 仰 ｻﾄｳ ｺｳ 一橋大学 1:14:00
149 298 山下 達也 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 豊橋技科大 1:14:05
150 263 森下 尚耶 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵﾔ 一橋大学 1:14:12
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151 284 肱岡 佑 ﾋｼﾞｵｶ ﾕｳ 東京大学 1:14:21
152 285 岩崎 瞭介 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｽｹ 東京大学 1:14:23
153 322 松元 平河 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾗｶﾞ 1:14:34
154 251 牧野 和馬 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾏ 横浜市立大学 1:15:06
155 72 竹田 魁人 ﾀｹﾀﾞ ｶｲﾄ 国際武道大学 1:15:06
156 261 松尾 秀浩 ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋﾛ 一橋大学 1:15:15
157 282 箕輪 創太 ﾐﾉﾜ ｿｳﾀ 東京大学 1:15:34
158 286 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 東京大学大学院 1:15:39
159 303 南端 一摩 ﾐﾅﾐﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾏ ＧＲｌａｂ 1:15:54
160 74 真部 春希 ﾏﾅﾍﾞ ﾊﾙｷ 国際武道大学 1:16:07
161 250 小澤 昂平 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 横浜市立大学 1:16:15
162 270 河野 樹 ｺｳﾉ ﾀﾂｷ 一橋大学 1:16:42
163 99 杉山 大葉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲﾊﾞ 駒大ＡＣ 1:16:46
164 323 松下 義明 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼｱｷ 1:16:57
165 281 菅原 宙斗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 桜美林大学陸上部 1:17:03
166 328 岡田 竜也 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 1:17:17
167 287 河田 健斗 ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 慶應三四会競走部 1:17:45
168 294 新出 航平 ｼﾝﾃﾞ ｺｳﾍｲ 関東学院大学 1:18:09
169 252 木村 龍太 ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 横浜市立大学 1:18:38
170 305 小林 和博 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 1:19:01
171 107 吉田 達哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 松蔭大学 1:19:21
172 292 二階堂 元太 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｹﾞﾝﾀ 神奈川大学同好会 1:19:30
173 70 波平 健太郎 ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 国際武道大学 1:19:31
174 309 鹿子木 草太 ｶﾅｺｷﾞ ｿｳﾀ 1:19:39
175 273 福田 直史 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 桜美林大学 1:19:46
176 308 林田 幸大 ﾊﾔｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 1:20:04
177 57 秋山 尚輝 ｱｷﾔﾏ ﾅｵｷ 神奈川工科大学 1:20:16
178 296 粟飯原 隆司 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ 早大ほかん 1:20:52
179 76 川島 拓真 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾏ 国際武道大学 1:21:01
180 268 佐伯 祐哉 ｻｴｷ ﾕｳﾔ 一橋大学 1:21:24
181 260 松井 智弘 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋﾛ 一橋大学 1:22:09
182 75 込山 泰基 ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｷ 国際武道大学 1:22:58
183 330 青田 優希 ｱｵﾀ ﾕｳｷ 1:23:04
184 291 内藤 雅也 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾔ 神大同 1:23:24
185 289 村上 太朗 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾛｳ 慶應三四会競走部 1:23:24
186 181 末包 健人 ｽｴｶﾈ ｹﾝﾄ 東海ＡＣ 1:23:30
187 290 打和 佑太 ｳﾁﾜ ﾕｳﾀ 慶應三四会競走部 1:23:34
188 77 酒井 正太 ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 国際武道大学 1:23:49
189 317 久能 北斗 ｸﾉｳ ﾎｸﾄ 1:23:51
190 105 君島 颯太 ｷﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ 松蔭大学 1:24:00
191 315 岐部 英登 ｷﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄ 1:24:38
192 306 小野 寛太 ｵﾉ ｶﾝﾀ 1:24:49
193 340 北村 洸介 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ 1:25:01
194 56 小須田 貴之 ｺｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川工科大学 1:25:02
195 288 杉浦 康平 ｽｷﾞｳﾗ ｺｳﾍｲ 慶應三四会競走部 1:25:51
196 297 松原 功治 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 早大ほかん 1:26:00
197 254 田前 力也 ﾀﾏｴ ﾘｷﾔ 横浜市立大学 1:26:17
198 326 平山 清盛 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖﾓﾘ 1:26:22
199 325 森山 敬朗 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾛｳ 1:27:51
200 131 杉山 翔哉 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳﾔ 専修走会 1:28:12
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201 293 山田 玄太 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾞﾝﾀ 順天堂大学 1:32:40
202 332 村上 成 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾙ 1:32:46
203 343 武井 麗 ﾀｹｲ ｱｷﾗ 1:33:24
204 249 新保 敦 ｼﾝﾎﾞ ｱﾂｼ 横浜市立大学 1:36:53
205 331 道場 大介 ﾐﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 1:37:28
206 348 堅木 雅紀 ｶﾀｷﾞ ﾏｻｷ 1:38:27
207 312 河地 悠希 ｶﾜﾁ ﾕｳｷ 1:39:48
208 346 森本 雄太 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 1:41:18
209 350 塩島 弘太 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾀ 1:48:13
210 338 林 知毅 ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ 1:50:58
211 349 佐久間 陽 ｻｸﾏ ﾖｳ 1:55:06
212 337 川田 逸人 ｶﾜﾀﾞ ﾊﾔﾄ 1:56:27
213 304 堀口 和樹 ﾎﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 1:59:26
214 302 長江 貴弘 ﾅｶﾞｴ ﾀｶﾋﾛ リコタイ 1:59:56
215 347 五藤 隼登 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 1:59:56
216 342 大島 哲朗 ｵｵｼﾏﾃﾂﾛｳ 2:07:46
217 301 内山 雅史 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｼ 合化 2:08:50
218 341 内田 優人 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾄ 2:23:12
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