
第41回神奈川マラソン（種目別）

ハーフ陸連登録の部大学男子

Print: 2019/02/04 15:08:38 1 / 5 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 カ ナ 所属クラブ 記 録

1 251 坪井 慧 ﾂﾎﾞｲ ｹｲ 法政大学 1:03:40
2 18 吉田 祐也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 青山学院大学 1:03:53
3 30 飯田 貴之 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 青山学院大学 1:04:01
4 215 古林 潤也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 防衛大学校 1:04:23
5 214 河野 遥伎 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 東海大学 1:04:31
6 204 中嶋 貴哉 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾔ 東海大学 1:04:34
7 389 國司 寛人 ｸﾆｼ ﾋﾛﾄ 名古屋大学 1:04:36
8 23 新号 健志 ｼﾝｺﾞｳ ﾀｹｼ 青山学院大学 1:04:41
9 12 永井 拓真 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾏ 青山学院大学 1:04:44

10 194 三須 健乃介 ﾐｽ ｹﾝﾉｽｹ 中央大学 1:04:48
11 239 岡原 仁志 ｵｶﾊﾗ ﾋﾄｼ 法政大学 1:04:56
12 439 難波 天 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｶｼ 1:05:01
13 241 増田 蒼馬 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾏ 法政大学 1:05:04
14 47 関口 大樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｷ 関東学院大学 1:05:04
15 203 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 東海大学 1:05:11
16 106 小早川 寛人 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 国士舘大学 1:05:11
17 197 岩佐 快人 ｲﾜｻ ｶｲﾄ 中央大学 1:05:12
18 158 横山 佑羽 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 専修大学 1:05:14
19 237 鎌田 航生 ｶﾏﾀ ｺｳｷ 法政大学 1:05:15
20 261 長倉 奨美 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾐ 明治大学 1:05:15
21 123 中原 佑仁 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 城西大学 1:05:16
22 6 山田 滉介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 青山学院大学 1:05:21
23 207 羽田 智哉 ﾊﾀﾞ ﾄﾓﾔ 東海大学 1:05:24
24 247 久納 碧 ｸﾉｳ ｱｵｲ 法政大学 1:05:29
25 38 渡辺 大地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 青山学院大学 1:05:29
26 202 鈴木 恒介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 東海大学 1:05:35
27 440 水野 優希 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 1:05:38
28 244 糟谷 勇輝 ｶｽﾔ ﾕｳｷ 法政大学 1:05:39
29 37 湯原 慶吾 ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ 青山学院大学 1:05:40
30 33 能島 翼 ﾉｳｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 青山学院大学 1:05:46
31 175 嶋津 雄大 ｼﾏｽﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 創価大学 1:05:46
32 42 安達 駿 ｱﾀﾞﾁ ｼｭﾝ 関東学院大学 1:05:59
33 43 荒川 将輝 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｷ 関東学院大学 1:06:03
34 297 轟木 太郎 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀﾛｳ 山梨学院大学 1:06:06
35 10 竹石 尚人 ﾀｹｲｼ ﾅｵﾄ 青山学院大学 1:06:07
36 150 辻 海里 ﾂｼﾞ ｶｲﾘ 専修大学 1:06:08
37 113 大坪 桂一郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 駒澤大学 1:06:15
38 122 久綱 一輝 ﾋｻﾂﾅ ｶｽﾞｷ 駒澤大学 1:06:16
39 431 藤田 黎士 ﾌｼﾞﾀ ﾚｲｼﾞ 筑波大学陸上競技部 1:06:17
40 119 新矢 連士 ｼﾝﾔ ﾚﾝｼ 駒澤大学 1:06:18
41 254 佐々木 虎一朗 ｻｻｷ ｺｲﾁﾛｳ 法政大学 1:06:20
42 306 安藤 主税 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 山梨学院大学 1:06:21
43 164 大石 亮 ｵｵｲｼ ﾘｮｳ 専修大学 1:06:21
44 39 石鍋 颯一 ｲｼﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁ 青山学院大学 1:06:24
45 243 鈴木 快 ｽｽﾞｷ ｶｲ 法政大学 1:06:24
46 25 長嶺 龍之介 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾘｭｳﾉｽｹ 青山学院大学 1:06:27
47 44 小野 元也 ｵﾉ ｹﾞﾝﾔ 関東学院大学 1:06:27
48 117 若林 大輝 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 駒澤大学 1:06:28
49 192 大森 太楽 ｵｵﾓﾘ ﾀｲﾗ 中央大学 1:06:32
50 102 加藤 直人 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ 国士舘大学 1:06:33
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51 154 茅野 雅博 ｶﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 専修大学 1:06:36
52 436 杉保 滉太 ｽｷﾞﾎ ｺｳﾀ 1:06:41
53 433 国川 恭朗 ｸﾆｶﾜ ﾔｽｱｷ 1:06:48
54 137 小川 圭斗 ｵｶﾞﾜ ｹｲﾄ 上武大学駅伝部 1:06:55
55 7 植村 拓未 ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾐ 青山学院大学 1:06:56
56 50 山田 拓磨 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 関東学院大学 1:06:58
57 19 市川 唯人 ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ 青山学院大学 1:06:59
58 238 人見 昂誠 ﾋﾄﾐ ｺｳｾｲ 法政大学 1:07:02
59 146 鹿嶋 則宏 ｶｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ 専修大学 1:07:03
60 177 小野寺 勇樹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 創価大学 1:07:05
61 205 長田 駿佑 ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 東海大学 1:07:09
62 148 南 美空翔 ﾐﾅﾐ ﾐｸﾄ 専修大学 1:07:16
63 252 中村 雅史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 法政大学 1:07:18
64 157 根来 佑有 ﾈｺﾞﾛ ﾕｳ 専修大学 1:07:22
65 31 久留戸 黛良 ｸﾙﾄ ﾀｲﾗ 青山学院大学 1:07:27
66 101 杉本 日向 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾅﾀ 国士舘大学 1:07:29
67 174 三上 雄太 ﾐｶﾐ ﾕｳﾀ 創価大学 1:07:35
68 256 田村 圭 ﾀﾑﾗ ｹｲ 明治大学 1:07:41
69 40 清原 康平 ｷﾖﾊﾗ ｺｳﾍｲ 青山学院大学 1:07:42
70 49 寺本 大希 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｲｷ 関東学院大学 1:07:45
71 366 永瀬 孝 ﾅｶﾞｾ ﾀｶｼ 桜美林大学 1:07:45
72 111 曽根 雅文 ｿﾈ ﾏｻﾌﾐ 国士舘大学 1:07:48
73 107 三代 和弥 ﾐｼﾛ ｶｽﾞﾔ 国士舘大学 1:07:49
74 209 布川 理稀雄 ﾇﾉｶﾜ ﾘｷｵ 東海大学 1:07:50
75 266 雨宮 大地 ｱﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 明治学院大学 1:07:53
76 176 永井 大育 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 創価大学 1:07:54
77 361 森 陽向 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 東京経済大学陸上競技部1:07:56
78 170 岩間 暁 ｲﾜﾏ ｻﾄｼ 専修大学 1:07:57
79 293 小西 耕生 ｺﾆｼ ｺｳｷ 山梨学院大学 1:08:04
80 109 長谷川 潤 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 国士舘大学 1:08:06
81 428 樋田 侑司 ﾄｲﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 東京経済大学陸上競技部1:08:07
82 152 塚原 淳之 ﾂｶﾊﾗ ｱﾂｼ 専修大学 1:08:15
83 27 松葉 慶太 ﾏﾂﾊﾞ ｹｲﾀ 青山学院大学 1:08:17
84 129 山口 和樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 上武大学駅伝部 1:08:18
85 67 田中 龍之介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 関東学院大学 1:08:18
86 21 大藏 洋人 ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾄ 青山学院大学 1:08:20
87 136 鈴木 崇也 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔ 上武大学駅伝部 1:08:22
88 104 濱田 錬 ﾊﾏﾀﾞ ﾚﾝ 国士舘大学 1:08:22
89 267 池田 優斗 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 明治学院大学 1:08:23
90 139 内藤 宗昌 ﾅｲﾄｳ ｿｳﾏ 上武大学駅伝部 1:08:27
91 248 守角 隼 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 法政大学 1:08:28
92 14 中村 友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 青山学院大学 1:08:33
93 380 若澤 新也 ﾜｶｻﾜ ｼﾝﾔ 新潟医療福祉大学 1:08:41
94 208 羽生 拓矢 ﾊﾆｭｳ ﾀｸﾔ 東海大学 1:08:46
95 100 松村 直哉 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵﾔ 国士舘大学 1:08:48
96 295 瀬戸 祐希 ｾﾄ ﾕｳｷ 山梨学院大学 1:08:48
97 89 田村 春凪 ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾅ 国際武道大学 1:08:50
98 62 大塚 光司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 関東学院大学 1:08:51
99 103 木榑 杏祐 ｺｸﾞﾚ ｷｮｳｽｹ 国士舘大学 1:08:57

100 142 正木 誠 ﾏｻｷ ﾏｺﾄ 上武大学駅伝部 1:08:58
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101 354 石田 光一 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京経済大学陸上競技部1:09:02
102 156 佐々木 詩音 ｻｻｷ ｼｵﾝ 専修大学 1:09:06
103 378 小林 史弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 新潟医療福祉大学 1:09:09
104 143 堺 健太郎 ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 上武大学駅伝部 1:09:13
105 188 二井 康介 ﾆｲ ｺｳｽｹ 中央大学 1:09:15
106 285 井上 靖大 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾋﾛ 山梨学院大学 1:09:24
107 17 谷野 航平 ﾔﾉ ｺｳﾍｲ 青山学院大学 1:09:24
108 403 入野 翔太 ｲﾘﾉ ｼｮｳﾀ 東京学芸大学 1:09:30
109 265 稲田 光希 ｲﾅﾀﾞ ｺｳｷ 明治大学 1:09:32
110 270 伊藤 初黄 ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 明治学院大学 1:09:36
111 169 源馬 巧巳 ｹﾞﾝﾏ ﾀｸﾐ 専修大学 1:09:39
112 347 松本 大寛 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 東京経済大学陸上競技部1:09:41
113 381 山口 雄大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 一橋大学 1:09:41
114 432 石川 湧大 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 法大ＩＩ部 1:09:46
115 441 山本 蒼弥 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾔ 1:09:50
116 51 厚浦 大地 ｱﾂｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 関東学院大学 1:09:52
117 391 森田 雄貴 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 東京理科大学 1:09:54
118 273 多田 健太郎 ﾀﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 明治学院大学 1:10:00
119 212 大谷 陽 ｵｵﾔ ﾋｶﾙ 東海大学 1:10:01
120 54 淵上 透 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 関東学院大学 1:10:10
121 28 森川 弘康 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 青山学院大学 1:10:11
122 130 渡辺 一輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 上武大学駅伝部 1:10:12
123 163 勝俣 航希 ｶﾂﾏﾀ ｺｳｷ 専修大学 1:10:13
124 425 内田 拓希 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 関東学院同好会 1:10:16
125 368 藤本 能有 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉｱ 東京理科大 1:10:18
126 68 保科 駿斗 ﾎｼﾅ ﾊﾔﾄ 関東学院大学 1:10:18
127 26 中山 大樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 青山学院大学 1:10:21
128 271 座間 武尊 ｻﾞﾏ ﾀｹﾙ 明治学院大学 1:10:21
129 66 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 関東学院大学 1:10:32
130 355 井出 勇伍 ｲﾃﾞ ﾕｳｺﾞ 東京経済大学陸上競技部1:10:34
131 430 加藤 拓実 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 神奈川大学陸上競技部1:10:37
132 140 上別府 樹生 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ ｼﾞｭｷ 上武大学駅伝部 1:10:39
133 394 山下 晃一朗 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 上智大学陸上競技部 1:10:39
134 99 孝田 拓海 ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ 国士舘大学 1:10:41
135 35 早田 祥也 ﾊﾔﾀ ｼｮｳﾔ 青山学院大学 1:10:43
136 348 益田 昇馬 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾏ 東京経済大学陸上競技部1:10:44
137 346 村上 滋 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 東京経済大学陸上競技部1:10:48
138 46 佐々木 健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ 関東学院大学 1:10:49
139 57 大久保 航平 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ 関東学院大学 1:10:55
140 90 保倉 敏樹 ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 国際武道大学 1:10:55
141 352 守谷 陸 ﾓﾘﾔ ﾘｸ 東京経済大学陸上競技部1:10:57
142 69 竹澤 想大 ﾀｹｻﾞﾜ ｿｳﾀ 北里大学 1:11:00
143 240 松澤 拓弥 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 法政大学 1:11:01
144 388 萱原 亮太 ｶﾔﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 一橋大学体育会陸上競技部1:11:08
145 435 瀬尾 和輝 ｾｵ ｶｽﾞｷ 1:11:09
146 280 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 明治学院大学 1:11:09
147 155 佐々木 飛鳥 ｻｻｷ ｱｽｶ 専修大学 1:11:13
148 398 河田 健斗 ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 慶應義塾大学医学部三四会競走部1:11:13
149 63 大塚 紘平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 関東学院大学 1:11:13
150 286 野田 康介 ﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ 山梨学院大学 1:11:14
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151 382 毛利 陽人 ﾓｳﾘ ﾊﾙﾄ 一橋大学 1:11:20
152 356 関 颯介 ｾｷ ｿｳｽｹ 東京経済大学陸上競技部1:11:21
153 48 大原 一真 ｵｵﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 関東学院大学 1:11:22
154 307 槇原 洸槻 ﾏｷﾊﾗ ｺｳｷ 山梨学院大学 1:11:32
155 404 鈴木 博貴 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 筑波大学 1:11:34
156 133 西 勇気 ﾆｼ ﾕｳｷ 上武大学駅伝部 1:11:46
157 401 長野 朋宏 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾋﾛ 東京学芸大学 1:11:57
158 144 菅 一生 ｶﾝ ｲｯｾｲ 上武大学駅伝部 1:12:00
159 369 岡野 文哉 ｵｶﾉ ﾌﾐﾔ 桜美林大学 1:12:03
160 385 清水 康太 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 一橋大学 1:12:06
161 282 米野 航成 ﾖﾈﾉ ｺｳｾｲ 山梨学院大学 1:12:08
162 220 佃 星希 ﾂｸﾀﾞ ﾄｼｷ 防衛大学校 1:12:13
163 96 杉本 恭吾 ｽｷﾞﾓﾄ ｷｮｳｺﾞ 国士舘大学 1:12:17
164 52 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 関東学院大学 1:12:19
165 206 伊東 航己 ｲﾄｳ ｺｳｷ 東海大学 1:12:27
166 181 平田 晃司 ﾋﾗﾀ ｺｳｼﾞ 創価大学 1:12:29
167 225 田中 大貴 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾀｶ 防衛大学校 1:12:35
168 168 渡瀬 薫 ﾜﾀｾ ｶｵﾙ 専修大学 1:12:39
169 233 坂本 航平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 防衛大学校 1:12:40
170 219 安部 閑喜 ｱﾍﾞ ﾔｽﾊﾙ 防衛大学校 1:12:40
171 36 宮内 明人 ﾐﾔｳﾁ ｱｷﾋﾄ 青山学院大学 1:12:45
172 323 牧野 和馬 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾏ 横浜市立大学 1:12:51
173 319 後藤 優 ｺﾞﾄｳ ﾕｳ 横浜国立大学 1:12:55
174 134 加藤 ジョン ｶﾄｳ ｼﾞｮﾝ 上武大学駅伝部 1:12:56
175 105 菅野 利記 ｶﾝﾉ ﾘｷ 国士舘大学 1:13:06
176 275 小泉 海人 ｺｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 明治学院大学 1:13:21
177 276 磯崎 浩平 ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 明治学院大学 1:13:25
178 59 草間 玲耶 ｸｻﾏ ﾚｲﾔ 関東学院大学 1:13:32
179 88 藤原 大覚 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 国際武道大学 1:14:09
180 278 須藤 秀人 ｽﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 明治学院大学 1:14:10
181 277 岩永 宏樹 ｲﾜﾅｶﾞ ﾋﾛｷ 明治学院大学 1:14:16
182 334 馬場 勇希 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｷ 立教大学 1:14:19
183 53 柴﨑 瑞貴 ｼﾊﾞｻｷ ﾐｽﾞｷ 関東学院大学 1:14:31
184 397 加瀬 莉穏 ｶｾ ﾘｵﾝ 東京経済大学陸上競技部1:14:32
185 330 大槻 瑛一 ｵｵﾂｷ ｴｲｲﾁ 立教大学 1:14:35
186 317 梅村 一輝 ｳﾒﾑﾗ ｶｽﾞｷ 横浜国立大学 1:14:41
187 327 後藤 航歩 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾎ 立教大学 1:14:49
188 167 石井 翔琉 ｲｼｲ ｶｹﾙ 専修大学 1:14:57
189 337 石鍋 拓海 ｲｼﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 立教大学 1:14:57
190 253 長澤 圭馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲﾏ 法政大学 1:15:00
191 11 田辺 浩司 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 青山学院大学 1:15:03
192 93 丹野 和輝 ﾀﾝﾉ ｶｽﾞｷ 国際武道大学 1:15:06
193 423 山中 優 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳ 一橋大学 1:15:11
194 442 石川 悠弥 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾔ 東京情報大学 1:16:22
195 395 石井 稀大 ｲｼｲ ｷﾀﾞｲ 上智大学陸上競技部 1:16:25
196 279 斎藤 泰雅 ｻｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ 明治学院大学 1:16:41
197 338 山中 崚 ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳ 立教大学 1:16:57
198 235 中元 康貴 ﾅｶﾓﾄ ｺｳｷ 防衛大学校 1:16:58
199 221 岡田 竜也 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾔ 防衛大学校 1:17:12
200 91 髙橋 諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 国際武道大学 1:17:24
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201 413 小野 寛太 ｵﾉ ｶﾝﾀ 防衛大学校 1:18:41
202 223 青田 優希 ｱｵﾀ ﾕｳｷ 防衛大学校 1:19:02
203 213 松埼 健悟 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大学 1:19:08
204 411 長谷 佳佑 ﾊｾ ｹｲｽｹ 東京情報大学 1:19:21
205 415 松尾 直季 ﾏﾂｵ ﾅｵｷ 上智大学 1:19:24
206 216 上村 瞭太郎 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 防衛大学校 1:20:47
207 224 池内 勇吾 ｲｹｳﾁ ﾕｳｺﾞ 防衛大学校 1:20:49
208 85 篠﨑 翔 ｼﾉｻﾞｷ ｶｹﾙ 国際武道大学 1:21:14
209 414 西口 龍之介 ﾆｼｸﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 1:21:15
210 92 小熊 尚也 ｵｸﾞﾏ ﾅｵﾔ 国際武道大学 1:21:29
211 376 渡部 裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 東京情報大学 1:21:32
212 402 渡邉 拓美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 東京学芸大学 1:21:44
213 232 山本 凌 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 防衛大学校 1:22:16
214 417 重盛 克彦 ｼｹﾞﾓﾘ ｶﾂﾋｺ 上智大学陸上競技部 1:22:27
215 318 誉田 碧 ﾎﾝﾀﾞ ｱｵ 横浜国立大学 1:23:01
216 236 宮田 航輔 ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ 防衛大学校 1:23:52
217 231 針生 優太 ﾊﾘｳ ﾕｳﾀ 防衛大学校 1:24:55
218 320 鵜之沢 敦志 ｳﾉｻﾜ ｱﾂｼ 横浜国立大学 1:27:01
219 56 石本 孝二 ｲｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 関東学院大学 1:27:18
220 418 金崎 勇貴 ｶﾈｻﾞｷ ﾕｳｷ 1:29:24
221 336 渡部 剛士 ﾜﾀﾍﾞ ﾂﾖｼ 立教大学 1:29:37
222 230 眞鍋 憲弘 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 防衛大学校 1:30:00
223 377 宮里 永隆 ﾐﾔｻﾞﾄ ｴｲﾘｭｳ 東京情報大学 1:30:34
224 420 伊藤 廉 ｲﾄｳ ﾚﾝ 慶應三四会 1:32:15
225 335 佐藤 優太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 立教大学 1:34:08
226 409 細川 京太郎 ﾎｿｶﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 創価大学 1:37:20
227 419 高瀬 雅也 ﾀｶｾ ﾏｻﾔ 関東学院大学同好会 1:44:13
228 229 道場 大介 ﾐﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 防衛大学校 1:45:42
229 227 浦野 皓一郎 ｳﾗﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 防衛大学校 1:56:32
230 421 大浜 知史 ｵｵﾊﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 2:02:24
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