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1 13003 森 凪也 ﾓﾘ ﾅｷﾞﾔ 中央大学 0:30:14
2 13009 福士 陽都 ﾌｸｼ ﾊﾙﾄ 川崎市立橘高校 0:30:44
3 13011 山田 俊輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 川崎市立橘高校 0:30:51
4 13155 金子 伊吹 ｶﾈｺ ｲﾌﾞｷ 藤沢翔陵高校 0:30:51
5 13008 馬場園 怜生 ﾊﾞﾊﾞｿﾞﾉ ﾚｲ 藤沢翔陵高校 0:31:25
6 13156 本多 遼也 ﾎﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 0:31:44
7 13021 山口 大輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 藤沢翔陵 0:32:13
8 13150 松元 司 ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ 川崎市立橘高校 0:32:19
9 13004 眞田 翼 ｻﾅﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 中央大学 0:32:24

10 13005 貝塚 泰基 ｶｲﾂﾞｶ ﾀｲｷ 横浜市立大学 0:32:29
11 13052 青木 颯 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 金井高校 0:32:39
12 13041 高木 孝壽 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾄｼ 上智陸上部 0:32:44
13 13044 有村 誠太朗 ｱﾘﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 千葉陸協 0:32:44
14 13147 田村 悠至 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 川崎市立橘高校 0:33:15
15 13048 山本 康剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 平塚市陸協 0:33:17
16 13030 藤田 康平 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾍｲ 湘南工科大学 0:33:24
17 13012 北村 信二 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 川崎市立橘高校 0:33:37
18 13162 吉川 大智 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 湘南工科大学 0:33:43
19 13049 山下 健太 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝﾀ 金井高校 0:33:52
20 13047 羽川 英一 ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ イースタン 0:34:00
21 13039 酒井 裕二郎 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 玉川大学 0:34:01
22 13158 市川 智之 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 0:34:03
23 13104 木村 雄人 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 0:34:07
24 13055 箕輪 英介 ﾐﾉﾜ ｴｲｽｹ 栄光学園高等学校 0:34:21
25 13015 石綿 駿之介 ｲｼﾜﾀ ｼｭﾝﾉｽｹ 県立舞岡高等学校 0:34:21
26 13040 木部 純 ｷﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 玉川大学 0:34:28
27 13153 裏野 凌央 ｳﾗﾉ ﾘｮｳ 栄光学園高等学校 0:34:30
28 13042 南波 直満 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵﾐﾂ ＤｒｅａｍＡＣ 0:34:32
29 13054 髙味 隼人 ﾀｶﾐ ﾊﾔﾄ 金井高校 0:34:37
30 13154 山瀬 春樹 ﾔﾏｾ ﾊﾙｷ 川和高校 0:34:43
31 13014 原木 康佑 ﾊﾗｷ ｺｳｽｹ 0:34:47
32 13163 大矢 遼 ｵｵﾔ ﾘｮｳ 玉川大学 0:34:49
33 13148 橋端 恭佑 ﾊｼﾊﾞ ｷｮｳｽｹ 霧が丘高校 0:35:02
34 13051 岡 龍之介 ｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 0:35:12
35 13018 山崎 忠之 ﾔﾏｻｷ ﾀﾀﾞﾕｷ 栄光学園高校 0:35:20
36 13010 志賀 慶太 ｼｶﾞ ｹｲﾀ 川崎市立橘高校 0:35:24
37 13027 堀 義和 ﾎﾘ ﾖｼｶｽﾞ 青竹荘 0:35:25
38 13053 倉田 健吾 ｸﾗﾀ ｹﾝｺﾞ 金井高校 0:35:28
39 13023 内海 秀斗 ｳﾂﾐ ﾋﾃﾞﾄ 横浜ウインズ 0:35:33
40 13146 小林 颯介 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 川崎市立橘高校 0:35:38
41 13050 成瀬 史一 ﾅﾙｾ ﾌﾐｶｽﾞ 生田高校 0:35:41
42 13069 青木 拓海 ｱｵｷ ﾀｸﾐ 金井高校 0:35:42
43 13100 河野 祐介 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ ＷｉｎｄＲｕｎ 0:35:43
44 13096 本田 凜我 ﾎﾝﾀﾞ ﾘﾝｶﾞ 舞岡高校 陸上競技部 0:35:44
45 13007 石渡 謙 ｲｼﾜﾀ ｹﾝ 横浜市立大学 0:35:50
46 13028 五十嵐 聡 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄｼ 松戸市陸上競技協会 0:35:51
47 13017 森内 拓人 ﾓﾘｳﾁ ﾀｸﾄ 栄光学園高校 0:35:54
48 13022 藤田 晴翔 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ 川和高校 0:36:00
49 13029 曽根 正志 ｿﾈ ﾏｻｼ ＴＲ２ＥＣ 0:36:01
50 13059 市川 利樹 ｲﾁｶﾜ ﾘｷ 金井高校 0:36:05
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51 13013 森岡 大晴 ﾓﾘｵｶ ﾀｲｾｲ 川崎市立橘高校 0:36:10
52 13068 左奈田 浩彰 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 横浜ウインズ 0:36:11
53 13033 米田 光利 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾂﾄｼ 湘南工科大学 0:36:16
54 13099 増田 翔 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳ 東京陸協 0:36:18
55 13095 平井 孝佳 ﾋﾗｲ ﾀｶﾖｼ 川崎市立橘高校 0:36:38
56 13093 横田 雄己 ﾖｺﾀ ﾕｳｷ 東京都立南平高等学校0:36:39
57 13067 木村 航士 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ アスリエ鷺沼 0:36:39
58 13024 大橋 哲 ｵｵﾊｼ ﾃﾂ 横浜ウインズ 0:36:39
59 13078 藤木 新也 ﾌｼﾞｷ ｼﾝﾔ 0:36:43
60 13066 浦 広樹 ｳﾗ ﾋﾛｷ 川崎市陸協 0:36:56
61 13063 新藤 駿斗 ｼﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 橘学苑高等学校 0:37:03
62 13152 竹原 康平 ﾀｹﾊﾗ ｺｳﾍｲ 霧が丘高校陸上部 0:37:04
63 13064 川崎 聖真 ｶﾜｻｷ ｾｲﾏ 金井高校 0:37:07
64 13097 野﨑 大翔 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾄ 相模田名高校 0:37:10
65 13080 澤田 剛史 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ クラブＲ２ 0:37:35
66 13072 松山 和樹 ﾏﾂﾔﾏ ｶｽﾞｷ 0:37:35
67 13079 宇野 敏和 ｳﾉ ﾄｼｶｽﾞ ランニング・デポ 0:37:42
68 13094 片倉 隆之介 ｶﾀｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 東京都立南平高等学校0:37:43
69 13073 小林 京平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 国分高校 0:37:48
70 13164 伊藤 大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 玉川大学陸上競技部 0:37:59
71 13006 宇津木 玲桜 ｳﾂｷﾞ ﾚｵ 横浜市立大学 0:38:01
72 13101 山田 拓人 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 横浜ウィンズ 0:38:20
73 13161 齊藤 政行 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 茨城マスターズ陸上競技0:38:20
74 13001 秋山 拓哉 ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 北里大学 0:38:24
75 13074 小俣 智嗣 ｵﾏﾀ ﾄﾓﾂｸﾞ 横浜市陸協 0:38:31
76 13070 千葉 壮一 ﾁﾊﾞ ｿｳｲﾁ ウェルネスタイル 0:38:40
77 13145 神田 翔平 ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 横浜市陸協 0:38:42
78 13075 喜楽 昭彦 ｷﾗｸ ｱｷﾋｺ 0:38:47
79 13159 永瀬 幸司 ﾅｶﾞｾ ｺｳｼﾞ ＪＲ東海 0:38:54
80 13016 新井 架音 ﾆｲｲ ｶﾉﾝ 川崎市立橘高校 0:38:55
81 13098 今井 凌央 ｲﾏｲ ﾘｮｳ 橘学苑高校 0:39:01
82 13020 大西 啓太 ｵｵﾆｼ ｹｲﾀ 川和高校 0:39:06
83 13071 相馬 謙吾 ｿｳﾏ ｹﾝｺﾞ 0:39:28
84 13091 吉永 友哉 ﾖｼﾅｶﾞ ﾄﾓﾔ 0:39:29
85 13131 髙木 大地 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 瀬谷西高校 0:39:44
86 13083 榎本 雅宏 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 藤沢市陸協 0:40:10
87 13106 中村 彰宏 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 0:40:12
88 13081 森田 聡 ﾓﾘﾀ ｻﾄｼ 0:40:18
89 13092 宮浦 翔 ﾐﾔｳﾗ ｼｮｳ 東京都立南平高等学校0:40:24
90 13076 松岡 紀良 ﾏﾂｵｶ ｷﾖｼ リスタート 0:40:27
91 13128 神尾 嘉人 ｶﾐｵ ﾖｼﾋﾄ 東京都立南平高等学校0:40:27
92 13082 後藤 靖 ｺﾞﾄｳ ﾔｽｼ Τ・Μクラブ 0:40:44
93 13090 杉本 安章 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽｱｷ 0:40:45
94 13089 石渡 太郎 ｲｼﾜﾀ ﾀﾛｳ 湘南スターズ 0:41:04
95 13127 佐藤 涼助 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 東京都立南平高等学校0:41:22
96 13115 川村 範行 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 0:41:23
97 13084 今野 政孝 ｺﾝﾉ ﾏｻﾀｶ ＭＪＰＭ横浜 0:41:41
98 13160 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 0:41:42
99 13087 常松 英樹 ﾂﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 日本成功 0:42:19

100 13141 宮原 伶於 ﾐﾔﾊﾗ ﾚｵ 陸上競技部 0:43:30
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101 13149 柴田 拓海 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 0:43:44
102 13119 古谷 祐二 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 南足柄市陸協 0:44:03
103 13117 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ ＴＥＡＭ２８ 0:44:07
104 13026 牧田 完 ﾏｷﾀ ｶﾝ ＫＭＲ 0:44:08
105 13111 井上 卓也 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ ランニング・デポ 0:44:46
106 13088 山本 明徳 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 0:44:56
107 13120 森 美宣 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京ガス 0:45:16
108 13129 椋野 智貴 ﾑｸﾉ ﾉﾘﾀｶ 東京都立南平高等学校0:45:24
109 13134 伊藤 守 ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 0:46:10
110 13130 飯塚 理宇 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｳ 0:46:29
111 13144 細田 貴紘 ﾎｿﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 鎌倉市陸協 0:47:19
112 13113 中家 和宏 ﾅｶﾔ ｶｽﾞﾋﾛ ＭＭナイトラン 0:48:48
113 13121 目時 雅弘 ﾒﾄｷ ﾏｻﾋﾛ ＪＲ東日本 0:50:02
114 13133 大橋 和彦 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 0:50:05
115 13118 酒井 啓 ｻｶｲ ｱｷﾗ 東京陸協 0:50:06
116 13135 代田 純 ｼﾛﾀ ｼﾞｭﾝ 0:50:53
117 13114 池田 英夫 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川Ｍ 0:51:26
118 13103 石田 太陽 ｲｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 青竹荘 0:51:29
119 13122 加塩 康徳 ｶｼｵ ﾔｽﾉﾘ 青竹荘 0:52:24
120 13137 松本 修二 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 柏尾川楽走人 0:52:27
121 13143 荻島 建司 ｵｷﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 日清オイリオ 0:53:27
122 13139 髙田 通 ﾀｶﾀﾞ ﾄｵﾙ 0:53:59
123 13019 大野 柊威 ｵｵﾉ ﾄｳｲ 川和高校 0:59:05
124 13140 富樫 彰 ﾄｶﾞｼ ｱｷﾗ 神奈川マスターズ 1:01:34
125 13138 谷口 顧一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｲﾁ ＳＷＡＣ 1:02:47
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