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1 343 真船 恭輔 ﾏﾌﾈ ｷｮｳｽｹ 東京国際大学 1:04:06
2 324 首藤 貴樹 ｼｭﾄｳ ﾀｶｷ 山梨学院大学 1:04:06
3 166 畝 拓夢 ｳﾈ ﾀｸﾑ 中央大学 1:04:13
4 322 宮地 大輝 ﾐﾔﾁ ﾀｲｷ 山梨学院大学 1:04:27
5 239 中村 拳梧 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 東洋大学 1:04:29
6 32 田 圭太 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 青山学院大学 1:04:31
7 8 山田 滉介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 青山学院大学 1:04:45
8 25 神林 勇太 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 青山学院大学 1:04:49
9 235 定方 駿 ｻﾀﾞｶﾀ ｼｭﾝ 東洋大学 1:04:52

10 302 東島 清純 ﾋｶﾞｼｼﾏ ｷﾖｽﾐ 明治大学 1:04:55
11 337 河野 歩 ｶﾜﾉ ｱﾕﾑ 東京国際大学 1:05:01
12 129 鈴木 勝彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 城西大学 1:05:02
13 237 大西 晴己 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 東洋大学 1:05:04
14 226 田上 建 ﾀﾉｳｴ ﾀｹﾙ 東洋大学 1:05:05
15 56 関口 大樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｷ 関東学院大学 1:05:06
16 188 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 東海大学 1:05:06
17 123 小島 海斗 ｵｼﾞﾏ ｶｲﾄ 駒沢大学 1:05:08
18 340 相沢 悠斗 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東京国際大学 1:05:11
19 23 岩見 秀哉 ｲﾜﾐ ｼｭｳﾔ 青山学院大学 1:05:14
20 256 岡原 仁志 ｵｶﾊﾗ ﾋﾄｼ 法政大学 1:05:16
21 178 冨原 拓 ﾄﾐﾊﾗ ﾀｸ 中央大学 1:05:17
22 157 関口 康平 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 中央大学 1:05:24
23 89 稲毛 暉斗 ｲﾅｹﾞ ｱｷﾄ 國學院大學 1:05:27
24 152 横山 絢史 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 専修大学 1:05:28
25 7 松田 岳大 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 青山学院大学 1:05:31
26 169 川崎 新太郎 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾀﾛｳ 中央大学 1:05:31
27 119 大坪 桂一郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 駒沢大学 1:05:33
28 304 角出 龍哉 ｽﾐﾃﾞ ﾀﾂﾔ 明治大学 1:05:34
29 227 岡里 彰大 ｵｶｻﾞﾄ ｼｮｳﾀ 東洋大学 1:05:38
30 29 中山 大樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 青山学院大学 1:05:40
31 184 小松 陽平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 東海大学 1:05:44
32 293 村上 純大 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 明治大学 1:05:44
33 224 小田 太賀 ｵﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 東洋大学 1:05:46
34 127 梶川 由稀 ｶｼﾞｶﾜ ﾖｼｷ 城西大学 1:05:49
35 122 伊東 颯汰 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 駒沢大学 1:05:54
36 238 山口 健弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 東洋大学 1:05:55
37 10 植村 拓未 ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾐ 青山学院大学 1:05:56
38 325 片山 優人 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳﾄ 山梨学院大学 1:05:58
39 112 石川 智康 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔｽ 国士館大学 1:05:58
40 6 林 圭介 ﾊﾔｼ ｹｲｽｹ 青山学院大学 1:06:00
41 26 新号 健志 ｼﾝｺﾞｳ ﾀｹｼ 青山学院大学 1:06:02
42 282 岸 哲也 ｷｼ ﾃﾂﾔ 明治大学 1:06:03
43 171 萩原 璃来 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｸ 中央大学 1:06:11
44 229 飯島 圭吾 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｺﾞ 東洋大学 1:06:15
45 221 野口 英希 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 東洋大学 1:06:15
46 30 松葉 慶太 ﾏﾂﾊﾞ ｹｲﾀ 青山学院大学 1:06:16
47 292 前田 舜平 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 明治大学 1:06:17
48 308 関川 大悟 ｾｷｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 山梨学院大学 1:06:24
49 284 佐々木 大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 明治大学 1:06:27
50 225 田中 龍誠 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 東洋大学 1:06:29
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51 216 吉田 蒼暉 ﾖｼﾀﾞ ｿｳｷ 東京農業大学 1:06:33
52 21 吉田 祐也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 青山学院大学 1:06:33
53 139 小林 彬寛 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 専修大学 1:06:36
54 303 山口 竜矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 明治大学 1:06:37
55 175 神﨑 裕 ｺｳｻﾞｷ ﾋﾛｼ 中央大学 1:06:37
56 318 川口 竜也 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 山梨学院大学 1:06:39
57 249 田辺 佑典 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 法政大学 1:06:40
58 251 松澤 拓弥 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 法政大学 1:06:43
59 126 若林 大輝 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 駒沢大学 1:06:48
60 234 土壁 和希 ﾂﾁｶﾍﾞ ｶｽﾞｷ 東洋大学 1:06:51
61 212 森 柊斗 ﾓﾘ ｼｭｳﾄ 東京農業大学 1:06:55
62 132 雲井 崚太 ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ 城西大学 1:06:56
63 146 島田 匠海 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 専修大学 1:06:56
64 11 生方 敦也 ｳﾌﾞｶﾀ ｱﾂﾔ 青山学院大学 1:06:57
65 116 ポール ギトンガ ﾎﾟｰﾙ ｷﾞﾄﾝｶﾞ 国士館大学 1:07:02
66 326 井上 広之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 山梨学院大学 1:07:06
67 16 中根 滉稀 ﾅｶﾈ ｺｳｷ 青山学院大学 1:07:07
68 365 元川 嵩大 ﾓﾄｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 東京経済大学 1:07:08
69 104 杉本 恭吾 ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ 国士館大学 1:07:09
70 24 大蔵 洋人 ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾄ 青山学院大学 1:07:13
71 179 池田 勘汰 ｲｹﾀﾞ ｶﾝﾀ 中央大学 1:07:15
72 311 池田 眞臣 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵﾐ 山梨学院大学 1:07:19
73 323 齋藤 有栄 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾊﾙ 山梨学院大学 1:07:20
74 355 小新 裕貴 ｺｼﾝ ﾋﾛｷ 東京経済大学 1:07:20
75 228 大澤 駿 ｵｵｻﾜ ｼｭﾝ 東洋大学 1:07:22
76 31 森川 弘康 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 青山学院大学 1:07:22
77 19 花輪 瑞貴 ﾊﾅﾜ ﾐｽﾞｷ 青山学院大学 1:07:27
78 286 岩本 隼弥 ｲﾜﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 明治大学 1:07:28
79 181 越阪部 隆成 ｺｼｻｶﾍﾞ ﾘｭｳｾｲ 東海大学 1:07:29
80 153 西川 優樹 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 専修大学 1:07:29
81 147 宮下 竣 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 専修大学 1:07:40
82 426 時任 一輝 ﾄｷﾄｳ ｶｽﾞｷ 平成国際大学陸上競技部1:07:43
83 342 堤 完一 ﾂﾂﾐ ｶﾝｲﾁ 東京国際大学 1:07:48
84 52 西 和希 ﾆｼ ｶｽﾞｷ 関東学院大学 1:07:53
85 245 糟谷 勇輝 ｶｽﾔ ﾕｳｷ 法政大学 1:08:00
86 15 永井 拓真 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 青山学院大学 1:08:01
87 435 國司 寛人 ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 名古屋大学 1:08:01
88 113 鼡田 章宏 ﾈｽﾞﾐﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 国士館大学 1:08:01
89 423 工藤 淳平 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 平成国際大学陸上競技部1:08:02
90 275 山内 郁人 ﾔﾏｳﾁ ﾌﾐﾄ 明治学院大学 1:08:03
91 287 枡田 雄太 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 明治大学 1:08:07
92 248 中村 雅史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 法政大学 1:08:17
93 344 佐藤 直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 帝京科学大学 1:08:17
94 424 上石 敦士 ｱｹﾞｲｼ ｱﾂｼ 平成国際大学陸上競技部1:08:19
95 208 平間 大貴 ﾋﾗﾏ ﾀｲｷ 東京農業大学 1:08:21
96 198 那須野 幸佑 ﾅｽﾉ ｺｳｽｹ 東京農業大学 1:08:23
97 310 森山 真伍 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 山梨学院大学 1:08:24
98 361 松本 大寛 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 東京経済大学 1:08:25
99 374 馬場 雅人 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾄ 東京情報大学 1:08:29

100 354 宮田 共也 ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 東京経済大学 1:08:31
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101 291 飯田 晃大 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 明治大学 1:08:34
102 295 寺前 友喜 ﾃﾗﾏｴ ﾕｳｷ 明治大学 1:08:38
103 306 大殿 将司 ｵｵﾄﾉ ﾏｻｼ 山梨学院大学 1:08:45
104 138 村上 大宗 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾑﾈ 専修大学 1:08:46
105 140 大石 亮 ｵｵｲｼ ﾘｮｳ 専修大学 1:08:46
106 137 辻 海里 ﾂｼﾞ ｶｲﾘ 専修大学 1:08:51
107 144 市来原 潤 ｲﾁｷﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 専修大学 1:08:51
108 236 小室 翼 ｺﾑﾛ ﾂﾊﾞｻ 東洋大学 1:08:56
109 197 原 大成 ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 東京農業大学 1:09:01
110 182 丸山 剣 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾙｷﾞ 東海大学 1:09:01
111 327 安藤 主税 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 山梨学院大学 1:09:01
112 314 熊谷 尭之 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 山梨学院大学 1:09:02
113 253 奥山 智広 ｵｸﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 法政大学 1:09:03
114 347 所河 北斗 ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東京経済大学 1:09:03
115 46 石本 孝二 ｲｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 関東学院大学 1:09:04
116 387 小田切 佑介 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ 東京情報大学 1:09:06
117 301 南 俊希 ﾐﾅﾐ ﾄｼｷ 明治大学 1:09:06
118 289 小袖 英人 ｺｿﾃﾞ ﾋﾃﾞﾄ 明治大学 1:09:07
119 364 阿部 匠良 ｱﾍﾞ ﾀｸﾛｳ 東京経済大学 1:09:19
120 195 高木 才叶 ﾀｶｷﾞ ｻｷｮｳ 東京農業大学 1:09:19
121 353 鈴木 優斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 東京経済大学 1:09:20
122 133 黒柳 陽汰 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾖｳﾀ 専修大学 1:09:24
123 110 山口 純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 国士館大学 1:09:26
124 38 小野 元也 ｵﾉ ｹﾞﾝﾔ 関東学院大学 1:09:29
125 199 村田 享之 ﾑﾗﾀ ｷｮｳﾉ 東京農業大学 1:09:33
126 427 青木 雄貴 ｱｵｷ ﾕｳｷ 平成国際大学陸上競技部1:09:35
127 265 長岡 甲斐斗 ﾅｶﾞｵｶ ｶｲﾄ 法政大学第二体育会 1:09:36
128 267 雨宮 大地 ｱﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 明治学院大学 1:09:38
129 200 尾辻 颯 ｵﾂｼﾞ ﾊﾔﾃ 東京農業大学 1:09:40
130 47 大原 一真 ｵｵﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 関東学院大学 1:09:41
131 232 中野 創也 ﾅｶﾉ ｿｳﾔ 東洋大学 1:09:50
132 53 山田 拓磨 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 関東学院大学 1:09:57
133 141 水口 敬斗 ﾐｽｸﾞﾁ ｹｲﾄ 専修大学 1:09:57
134 223 小倉 知也 ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾔ 東洋大学 1:10:00
135 191 堤 亮太 ﾂﾂﾐ ﾘｮｳﾀ 東京農業大学 1:10:00
136 358 小山 大輝 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 東京経済大学 1:10:05
137 134 松村 翔太郎 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 専修大学 1:10:05
138 143 鹿嶋 則宏 ｶｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ 専修大学 1:10:07
139 349 鶴居 陸斗 ﾂﾙｲ ﾘｸﾄ 東京経済大学 1:10:11
140 49 川良 昂世 ｶﾜﾗ ｺｳｾｲ 関東学院大学 1:10:16
141 41 木口 航太 ｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 関東学院大学 1:10:17
142 206 福脇 昭也 ﾌｸﾜｷ ｼｮｳﾔ 東京農業大学 1:10:17
143 57 山本 旺輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 関東学院大学 1:10:21
144 20 谷野 航平 ﾔﾉ ｺｳﾍｲ 青山学院大学 1:10:24
145 439 若澤 新也 ﾜｶｻﾜ ｼﾝﾔ 新潟医療福祉大学 1:10:29
146 151 藤井 健吾 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺﾞ 専修大学 1:10:32
147 149 田淵 智也 ﾀﾌﾞﾁ ﾄﾓﾔ 専修大学 1:10:34
148 357 九津見 一樹 ｸﾂﾐ ｶｽﾞｷ 東京経済大学 1:10:40
149 94 露木 翔太 ﾂﾕｷ ｼｮｳﾀ 国際武道大学 1:10:41
150 388 篠崎 拓弥 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 東京情報大学 陸上競技部1:10:44
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151 360 柿沼 竜我 ｶｷﾇﾏ ﾘｭｳｶﾞ 東京経済大学 1:10:50
152 378 宮里 永隆 ﾐﾔｻﾞﾄ ｴｲﾘｭｳ 東京情報大学 1:10:51
153 164 安永 直斗 ﾔｽﾅｶﾞ ﾅｵﾄ 中央大学 1:10:51
154 363 小西 竜矢 ｺﾆｼ ﾀﾂﾔ 東京経済大学 1:10:55
155 330 鵜之沢 敦志 ｳﾉｻﾜ ｱﾂｼ 横浜国立大学 1:10:58
156 43 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 関東学院大学 1:11:00
157 296 長倉 奨美 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾐ 明治大学 1:11:28
158 401 高島 良平 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 一橋大学陸上競技部 1:11:33
159 204 徳永 翔三 ﾄｸﾅｶﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 東京農業大学 1:11:36
160 194 清水 友斗 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 東京農業大学 1:11:59
161 279 多田 健太郎 ﾀﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 明治学院大学 1:12:00
162 107 桑山 寛隆 ｸﾜﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 国士館大学 1:12:01
163 51 寺本 大希 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｲｷ 関東学院大学 1:12:03
164 278 佐藤 拓真 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 明治学院大学 1:12:09
165 63 河田 健斗 ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 慶應三四会競走部 1:12:10
166 45 淵上 透 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 関東学院大学 1:12:14
167 42 斎藤 貫太 ｻｲﾄｳ ｶﾝﾀ 関東学院大学 1:12:19
168 274 関根 佑 ｾｷﾈ ﾕｳ 明治学院大学 1:12:20
169 281 田中 龍牙 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｶﾞ 明治学院大学 1:12:20
170 370 山下 晃一朗 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 上智大学 1:12:24
171 180 生駒 大知 ｲｺﾏ ﾀﾞｲﾁ 東海大学 1:12:31
172 309 水野 航希 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｷ 山梨学院大学 1:12:40
173 390 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 一橋大学 1:12:41
174 373 松尾 玄 ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 東京情報大学 1:12:48
175 114 加藤 雄平 ｶﾄｳ ﾕｳﾍｲ 国士館大学 1:13:08
176 394 松井 智弘 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾋﾛ 一橋大学 1:13:08
177 135 石井 翔琉 ｲｼｲ ｶｹﾙ 専修大学 1:13:11
178 384 小南 孝央 ｺﾐﾅﾐ ﾀｶｵ 東京情報大学 1:13:11
179 372 佐々木 舜 ｻｻｷ ｼｭﾝ 東京情報大学 1:13:12
180 99 髙橋 諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 国際武道大学 1:13:19
181 351 野川 英樹 ﾉｶﾞﾜ ｴｲｼﾞｭ 東京経済大学 1:13:20
182 345 森 陽向 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 東京経済大学 1:13:24
183 366 丸山 達広 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 高崎経済大学 1:13:30
184 270 伊藤 初黄 ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 明治学院大学 1:13:33
185 335 牧野 和馬 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾏ 横浜市立大学 1:13:37
186 400 清水 康太 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 一橋大学 1:13:43
187 50 小松 勇太 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 関東学院大学 1:13:49
188 329 中 麟太郎 ﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 横浜国立大学 1:13:50
189 233 中尾 聡志 ﾅｶｵ ｻﾄｼ 東洋大学 1:14:00
190 58 松本 啓明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 北里大学 1:14:10
191 280 磯崎 浩平 ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 明治学院大学 1:14:19
192 385 二階堂 真大 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 東京情報大学 1:14:19
193 273 添田 尚也 ｿｴﾀﾞ ﾅｵﾔ 明治学院大学 1:14:23
194 397 佐藤 仰 ｻﾄｳ ｺｳ 一橋大学 1:14:30
195 277 安藤 海 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 明治学院大学 1:14:35
196 346 石田 光一 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京経済 1:14:36
197 375 井上 和弥 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 東京情報大学 1:14:37
198 393 毛利 陽人 ﾓｳﾘ ﾊﾙﾄ 一橋大学 1:14:42
199 189 河本 陸 ｶﾜﾓﾄ ﾘｸ 東京工業大学 1:15:31
200 209 星野 元気 ﾎｼﾉ ﾓﾄｷ 東京農業大学 1:15:32
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201 438 山下 達也 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 豊橋技術科学大学 1:15:59
202 269 小松 寿廉 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾚﾝ 明治学院大学 1:16:16
203 40 佐々木 健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ 関東学院大学 1:16:27
204 369 石井 稀大 ｲｼｲ ｷﾀﾞｲ 上智大学 1:17:01
205 62 神田 佑貴 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 慶応義塾大学陸上競技同好会1:17:04
206 266 福井 銀河 ﾌｸｲ ｷﾞﾝｶﾞ 明治学院大学 1:17:13
207 431 一柳 里樹 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｻﾄｷ 東京大学 1:17:17
208 268 今泉 邦崇 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｸﾆﾀｶ 明治学院大学 1:17:36
209 368 湯川 友博 ﾕｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 高崎経済大学 1:17:47
210 333 木村 龍太 ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 横浜市立大学 1:17:47
211 98 小熊 尚也 ｵｸﾞﾏ ﾅｵﾔ 国際武道大学 1:17:52
212 386 長谷 佳祐 ﾊｾ ｹｲｽｹ 東京情報大学 1:18:20
213 64 打和 佑太 ｳﾁﾜ ﾕｳﾀ 慶應三四会競走部 1:18:26
214 446 宮澤 賢太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 上智大学 1:18:27
215 433 小澤 昂平 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 東京大学大学院 1:18:30
216 97 篠﨑 翔 ｼﾉｻﾞｷ ｶｹﾙ 国際武道大学 1:18:39
217 271 岩永 宏樹 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 明治学院大学 1:18:54
218 93 真部 春希 ﾏﾍﾞ ﾊﾙｷ 国際武道大学 1:18:54
219 367 石塚 一大 ｲｼﾂﾞｶ ｲｯﾀ 高崎経済大学 1:18:55
220 399 田中 遼太郎 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 一橋大学 1:19:32
221 422 村田 達哉 ﾑﾗﾀ ﾀﾂﾔ 平成国際大学陸上競技部1:19:41
222 92 波平 健太郎 ﾅﾐﾋﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 国際武道大学 1:20:04
223 371 千田 健介 ﾁﾀﾞ ｹﾝｽｹ 上智大学 1:21:03
224 33 秋山 尚輝 ｱｷﾔﾏ ﾅｵｷ 神奈川工科大学 1:21:20
225 440 花田 貴大 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 川崎市陸協 1:21:28
226 328 細谷 修平 ﾎｿﾔ ｼｭｳﾍｲ 横浜国立大学 1:21:31
227 305 新出 航平 ｼﾝﾃﾞ ｺｳﾍｲ 明治大学同好会 1:22:37
228 331 梅村 一輝 ｳﾒﾑﾗ ｶｽﾞｷ 横浜国立大学 1:24:06
229 334 折井 良太 ｵﾘｲ ﾘｮｳﾀ 横浜市立大学 1:24:32
230 102 込山 泰基 ｺﾐﾔﾏ ﾀｲｷ 国際武道大学 1:25:09
231 96 酒井 正太 ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 国際武道大学 1:25:35
232 444 池田 凌斗 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 1:28:01
233 445 森山 隆秀 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 1:30:20
234 443 杉浦 康平 ｽｷﾞｳﾗ ｺｳﾍｲ 1:37:15
235 383 星野 一輝 ﾎｼﾉ ｶｽﾞｷ 東京情報大学 1:40:35
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