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1 32 宮坂 大器 ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ 青山学院大学 1:03:09
2 130 松尾 鴻雅 ﾏﾂｵ ｺｳｶﾞ 城西大学 1:03:11
3 240 宮﨑 佑喜 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 日本大学 1:03:18
4 126 宮澤 真太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾀ 城西大学 1:03:20
5 319 長倉 奨美 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾐ 明治大学 1:03:23
6 11 飯田 貴之 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 青山学院大学 1:03:25
7 20 湯原 慶吾 ﾕﾊﾗ ｹｲｺﾞ 青山学院大学 1:03:47
8 193 三須 健乃介 ﾐｽ ｹﾝﾉｽｹ 中央大学 1:03:47
9 175 永井 大育 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 創価大学 1:03:52

10 195 手島 駿 tｼﾏ ｼｭﾝ 中央大学 1:03:52
11 503 西田 壮志 ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ 東海大学 1:03:57
12 314 橋本 大輝 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 明治大学 1:03:58
13 25 近藤 幸太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 青山学院大学 1:03:59
14 274 河田 太一平 ｶﾜﾀ ﾀｲﾍｲ 法政大学 1:04:06
15 109 木榑 杏祐 ｺｸﾞﾚ ｷｮｳｽｹ 国士舘大学 1:04:12
16 28 中村 唯翔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾄ 青山学院大学 1:04:16
17 111 孝田 拓海 ｺｳﾀﾞ ﾀｸﾐ 国士舘大学 1:04:20
18 169 三上 雄太 ﾐｶﾐ ﾕｳﾀ 創価大学 1:04:21
19 399 杉山 魁声 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｾｲ 筑波大学 1:04:21
20 167 辻 海里 ﾂｼﾞ ｶｲﾘ 専修大学 1:04:23
21 289 鈴木 快 ｽｽﾞｷ ｶｲ 法政大学 1:04:25
22 176 飯嶌 友哉 ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 創価大学 1:04:25
23 56 関口 大樹 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｲｷ 関東学院大学 1:04:28
24 15 髙橋 勇輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 青山学院大学 1:04:29
25 283 中村 雅史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 法政大学 1:04:33
26 307 川上 有生 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｷ 法政大学 1:04:36
27 48 大城 義己 ｵｵｼﾛ ﾖｼｷ 亜細亜大学 1:04:36
28 311 寺前 友喜 ﾃﾗﾏｴ ﾕｳｷ 明治大学 1:04:41
29 279 清家 陸 ｾｲｹ ﾘｸ 法政大学 1:04:47
30 231 岡嶋 翼 ｵｶｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 日本体育大学 1:04:47
31 171 中武 泰希 ﾅｶﾀｹ ﾀｲｷ 創価大学 1:04:48
32 276 守角 隼 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 法政大学 1:04:50
33 47 竹井 祐貴 ﾀｹｲ ﾕｳｷ 亜細亜大学 1:04:51
34 291 須藤 拓海 ｽﾄｳ ﾀｸﾐ 法政大学 1:04:51
35 253 濱田 祐知 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 日本大学 1:04:51
36 280 奥山 智広 ｵｸﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 法政大学 1:04:51
37 116 原嶋 渓 ﾊﾗｼﾏ ｹｲ 駒澤大学 1:04:54
38 6 新号 健志 ｼﾝｺﾞｳ ﾀｹｼ 青山学院大学 1:04:54
39 282 槽谷 勇輝 ｶｽﾔ ﾕｳｷ 法政大学 1:04:56
40 149 茅野 雅博 ｶﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 専修大学 1:04:57
41 8 松葉 慶太 ﾏﾂﾊﾞ ｹｲﾀ 青山学院大学 1:05:00
42 332 市原 拓実 ｲﾁﾊﾗ ﾀｸﾐ 明治学院大学 1:05:03
43 72 川良 昂世 ｶﾜﾗ ｺｳｾｲ 関東学院大学 1:05:06
44 468 竹内 奨真 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾏ 1:05:07
45 275 中園 慎太朗 ﾅｶｿﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 法政大学 1:05:10
46 30 西久保 遼 ﾆｼｸﾎﾞ ﾘｮｳ 青山学院大学 1:05:10
47 98 島村 広大 ｼﾏﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 国士舘大学 1:05:11
48 336 大迫 太雅 ｵｵｻｺ ﾀｲｶﾞ 山梨学院大学 1:05:13
49 133 雲井 崚太 ｸﾓｲ ﾘｮｳﾀ 城西大学 1:05:13
50 287 寺沢 玄 ﾃﾗｻﾞﾜ ｹﾞﾝ 法政大学 1:05:14
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51 108 小早川 寛人 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 国士舘大学 1:05:18
52 16 能島 翼 ﾉｳｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 青山学院大学 1:05:20
53 174 横山 魁哉 ﾖｺﾀ ｶｲﾔ 創価大学 1:05:24
54 26 関口 雄大 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 青山学院大学 1:05:30
55 66 田中 龍之介 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 関東学院大学 1:05:31
56 39 藤田 寛大 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 亜細亜大学 1:05:33
57 419 原川 凌 ﾊﾗｶﾜ ﾘｮｳ 東経大 1:05:36
58 179 中村 真一朗 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 創価大学 1:05:36
59 4 大藏 洋人 ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾄ 青山学院大学 1:05:38
60 395 伊藤 太貴 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 筑波大学 1:05:38
61 124 皆木 晴 ﾐﾅｷ ﾊﾙ 駒澤大学 1:05:40
62 180 小野寺 勇樹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 創価大学 1:05:40
63 218 米田 智哉 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ 東海大学 1:05:40
64 61 渡辺 拓海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 関東学院大学 1:05:41
65 504 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 東海大学 1:05:41
66 244 若山 岳 ﾜｶﾔﾏ ｶﾞｸ 日本大学 1:05:42
67 147 藤井 正斗 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ 城西大学 1:05:45
68 299 松本 康汰 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾀ 法政大学 1:05:45
69 476 水野 優希 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 1:05:47
70 140 佐藤 亜央人 ｻﾄｳ ｱｵﾄ 城西大学 1:05:48
71 38 宍戸 春 ｼｼﾄﾞ ﾊﾙ 亜細亜大学 1:05:49
72 97 福井 大夢 ﾌｸｲ ﾋﾛﾑ 国士舘大学 1:05:49
73 228 古謝 将大 ｺｼﾞｬ ﾏｻﾋﾛ 日本体育大学 1:05:51
74 101 曽根 雅文 ｿﾈ ﾏｻﾌﾐ 国士舘大学 1:05:52
75 466 加藤 立誠 ｶﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 1:05:53
76 281 田辺 佑典 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 法政大学 1:05:53
77 189 佐々木 虎太郎 ｻｻｷ ｺﾀﾛｳ 拓殖大学 1:05:54
78 123 中島 隆太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 駒澤大学 1:06:00
79 248 船越 陸 ﾌﾅｺｼ ﾘｸ 日本大学 1:06:01
80 106 中嶋 龍希 ﾅｶｼﾏ ﾘｭｳｷ 国士舘大学 1:06:02
81 173 新家 裕太郎 ﾆｲﾅｴ ﾕｳﾀﾛｳ 創価大学 1:06:04
82 31 保手濱 涼介 ﾎﾃﾊﾏ ﾘｮｳｽｹ 青山学院大学 1:06:06
83 107 清水 拓斗 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 国士舘大学 1:06:08
84 438 中島 幸蔵 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｿﾞｳ 学習院大学 1:06:09
85 172 緒方 貴典 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾉﾘ 創価大学 1:06:10
86 424 大川 歩夢 ｵｵｶﾜ ｱﾕﾑ 東経大 1:06:11
87 178 平田 晃司 ﾋﾗﾀ ｺｳｼﾞ 創価大学 1:06:13
88 137 北村 歩夢 ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾑ 城西大学 1:06:17
89 183 桜木 啓仁 ｻｸﾗｷﾞ ﾋﾛﾄ 創価大学 1:06:18
90 449 田川 昇太 ﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 1:06:19
91 309 下條 乃將 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ 明治大学 1:06:21
92 18 早田 祥也 ﾊﾔﾀ ｼｮｳﾔ 青山学院大学 1:06:22
93 247 桃川 翔大 ﾓﾓｶﾜ ｼｮｳﾀ 日本大学 1:06:25
94 119 新矢 連士 ｼﾝﾔ ﾚﾝｼ 駒澤大学 1:06:26
95 181 麻生 樹 ｱｿｳ ｲﾂｷ 創価大学 1:06:27
96 102 杉本 日向 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾅﾀ 国士舘大学 1:06:29
97 488 山口 祐司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 1:06:34
98 327 千葉 廉也 ﾁﾊﾞ ﾚﾝﾔ 明治学院大学 1:06:34
99 305 徳永 裕樹 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 法政大学 1:06:36

100 342 矢島 洸一 ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 山梨学院大学 1:06:37
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101 478 大野 裕貴 ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 1:06:37
102 495 永瀬 孝 ﾅｶﾞｾ ﾀｶｼ 1:06:37
103 498 田尻 悠成 ﾀｼﾞﾘ ﾕｳｾｲ 1:06:39
104 233 大島 啓太 ｵｵｼﾏ ｹｲﾀ 日本体育大学 1:06:39
105 29 西川 魁星 ﾆｼｶﾜ ｶｲｾｲ 青山学院大学 1:06:41
106 27 中倉 啓敦 ﾅｶｸﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 青山学院大学 1:06:41
107 151 江口 達宗 ｴｸﾞﾁ ﾀﾂﾋﾛ 専修大学 1:06:41
108 328 座間 武尊 ｻﾞﾏ ﾀｹﾙ 明治学院大学 1:06:43
109 238 松浦 凛太郎 ﾏﾂｳﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 日本体育大学 1:06:46
110 494 小野 良輔 ｵﾉ ﾘｮｳｽｹ 1:06:47
111 202 谷澤 竜弥 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾘｭｳﾔ 中央大学 1:06:47
112 164 南 美空翔 ﾐﾅﾐ ﾐｸﾄ 専修大学 1:06:48
113 103 清水 悠雅 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ 国士舘大学 1:06:49
114 157 横山 佑羽 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 専修大学 1:06:51
115 323 伊藤 初黄 ｲﾄｳ ﾊﾂﾞｷ 明治学院大学 1:06:51
116 471 山本 将輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 1:06:54
117 166 岩間 暁 ｲﾜﾏ ｻﾄｼ 専修大学 1:06:54
118 442 丸山 翔太郎 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京理科大 1:06:55
119 298 山田 直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 法政大学 1:06:59
120 58 大原 一真 ｵｵﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 関東学院大学 1:07:01
121 232 齋藤 晃太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 日本体育大学 1:07:01
122 145 熊谷 奨 ｸﾏｶﾞｴ ｼｮｳ 城西大学 1:07:06
123 187 佐藤 広夢 ｻﾄｳ ﾋﾛﾑ 拓殖大学 1:07:07
124 320 杉本 龍陽 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳｷ 明治大学 1:07:08
125 483 山本 蒼弥 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾔ 1:07:10
126 481 廣田 海心 ﾋﾛﾀ ｶｲｼﾝ 1:07:11
127 105 所 倖平 ﾄｺﾛ ｺｳﾍｲ 国士舘大学 1:07:15
128 23 大澤 佑介 ｵｵｻﾜ ﾕｳｽｹ 青山学院大学 1:07:16
129 318 丸山 幸輝 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 明治大学 1:07:18
130 214 杉本 雄月 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾂｷ 東海大学 1:07:19
131 452 河合 俊太朗 ｶﾜｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 1:07:19
132 182 西村 拓海 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾐ 創価大学 1:07:20
133 113 望月 武 ﾓﾁｽﾞｷ ﾀｹﾙ 国士舘大学 1:07:26
134 278 久納 碧 ｸﾉｳ ｱｵｲ 法政大学 1:07:28
135 9 森川 弘康 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 青山学院大学 1:07:28
136 216 上村 亮太 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 東海大学 1:07:29
137 84 高嶌 凌也 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾔ 國學院大學 1:07:31
138 389 本間 豊 ﾎﾝﾏ ﾕﾀｶ 新潟医療福祉大学 1:07:32
139 371 松川 雅虎 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾔﾄ 芝浦工業大学 1:07:35
140 51 吉岡 祥希 ﾖｼｵｶ ｼｮｳｷ 亜細亜大学 1:07:36
141 354 小川 崇人 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾄ 山梨学院大学 1:07:37
142 162 吉岡 拓哉 ﾖｼｵｶ ﾀｸﾔ 専修大学 1:07:37
143 118 大西 峻平 ｵｵﾆｼ ﾘｮｳﾍｲ 駒澤大学 1:07:39
144 477 浅井 匠 ｱｻｲ ﾀｸﾐ 1:07:39
145 69 北島 辰也 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 関東学院大学 1:07:39
146 330 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 明治学院大学 1:07:39
147 159 国増 治貴 ｸﾆﾏｽ ﾊﾙｷ 専修大学 1:07:49
148 482 山川 太一 ﾔﾏｶﾜ ﾀｲﾁ 1:07:50
149 465 土井 健太郎 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 1:07:52
150 152 勝俣 航希 ｶﾂﾏﾀ ｺｳｷ 専修大学 1:07:52
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151 112 菊池 和人 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾄ 国士舘大学 1:07:52
152 50 脇山 隼人 ﾜｷﾔﾏ ﾊﾔﾄ 亜細亜大学 1:07:53
153 322 千葉 諒太郎 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 明治学院大学 1:07:54
154 243 八木 志樹 ﾔｷﾞ ﾓﾄｷ 日本大学 1:07:56
155 376 佐々木 海 ｻｻｷ ｶｲ 一橋大学 1:07:58
156 447 雨宮 大地 ｱﾒﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 1:07:59
157 14 近藤 海太 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｲﾀ 青山学院大学 1:08:03
158 37 中川 侑斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 亜細亜大学 1:08:04
159 79 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 関東学院大学 1:08:05
160 352 笛木 慎之輔 ﾌｴｷ ｼﾝﾉｽｹ 山梨学院大学 1:08:09
161 184 中村 智哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 創価大学 1:08:09
162 333 安田 隼人 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 明治学院大学 1:08:12
163 321 小泉 海人 ｺｲｽﾞﾐ ｶｲﾄ 明治学院大学 1:08:14
164 168 大澤 智樹 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 創価大学 1:08:14
165 161 冨永 裕憂 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾕ 専修大学 1:08:15
166 441 佐藤 直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 帝京科学大学 1:08:19
167 208 藤村 燦太 ﾌｼﾞﾑﾗ ｹﾝﾀ 中央大学 1:08:22
168 33 目片 将大 ﾒｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 青山学院大学 1:08:25
169 139 石松 明 ｲｼﾏﾂ ｱｷﾗ 城西大学 1:08:27
170 186 澤田 大輝 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 拓殖大学 1:08:27
171 413 石井 慶太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 東経大 1:08:28
172 355 小野塚 玄 ｵﾉﾂﾞｶ ｹﾞﾝ 山梨学院大学 1:08:29
173 65 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 関東学院大学 1:08:30
174 445 藤本 能有 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉｱ 1:08:32
175 403 阿部 飛雄馬 ｱﾍﾞ ﾋｭｳﾏ 東京大学 1:08:34
176 480 柴田 太尊 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｿﾝ 1:08:37
177 261 小川 洋介 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 防衛大学校 1:08:37
178 22 畦地 貴斗 ｱｾﾞﾁ ﾀｶﾄ 青山学院大学 1:08:40
179 356 上出 怜生 ｶﾐﾃﾞ ﾚｵ 山梨学院大学 1:08:41
180 331 石井 睦巳 ｲｼｲ ﾑﾂﾐ 明治学院大学 1:08:44
181 293 齊木 淳人 ｻｲｷ ｱﾂﾋﾄ 法政大学 1:08:46
182 63 大塚 光司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 関東学院大学 1:08:48
183 474 杉保 滉太 ｽｷﾞﾎ ｺｳﾀ 1:08:50
184 284 中光 捷 ﾅｶﾐﾂ ｻﾄｼ 法政大学 1:08:53
185 349 篠原 楓 ｼﾉﾊﾗ ｶｴﾃﾞ 山梨学院大学 1:08:55
186 170 鈴木 渓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 創価大学 1:08:57
187 304 池田 一貴 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 法政大学 1:08:58
188 407 加藤 悠生 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 東京大学 1:08:58
189 241 岩本 宙 ｲﾜﾓﾄ ｿﾗ 日本大学 1:08:59
190 114 福士 陽都 ﾌｸｼ ﾊﾙﾄ 国士舘大学 1:08:59
191 44 山元 創太 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 亜細亜大学 1:08:59
192 234 坂口 仁 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 日本体育大学 1:08:59
193 440 奥谷 研祐 ｵｸﾔ ｹﾝｽｹ 湘南工科大学 1:09:01
194 194 井上 大輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 中央大学 1:09:01
195 81 山田 龍 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 関東学院大学 1:09:04
196 96 長谷川 潤 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 国士舘大学 1:09:05
197 396 山口 航平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 筑波大学 1:09:05
198 463 大須賀 啓悟 ｵｵｽｶﾞ ｹｲｺﾞ 1:09:05
199 212 牛澤 昂大 ｳｼｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 東海大学 1:09:06
200 53 吉田 瑠樹 ﾖｼﾀﾞ ﾙｷ 亜細亜大学 1:09:08
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201 24 岸本 大紀 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 青山学院大学 1:09:08
202 2 市川 唯人 ｲﾁｶﾜ ﾕｲﾄ 青山学院大学 1:09:09
203 353 花田 雄大 ﾊﾅﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 山梨学院大学 1:09:15
204 49 野上 大貴 ﾉｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 亜細亜大学 1:09:16
205 220 松﨑 健悟 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大学 1:09:17
206 490 模 幸正 ﾊﾞｸ ﾕｷﾏｻ 1:09:19
207 390 山下 惠大 ﾔﾏｼﾀ ｹｲﾀ 新潟医療福祉大学 1:09:19
208 158 足立 龍星 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 専修大学 1:09:25
209 324 磯﨑 浩平 ｲｿｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 明治学院大学 1:09:29
210 142 福島 正訓 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾉﾘ 城西大学 1:09:30
211 434 長岡 甲斐斗 ﾅｶﾞｵｶ ｶｲﾄ 法大Ⅱ部 1:09:31
212 128 菊地 駿弥 ｷｸﾁ ｼｭﾝﾔ 城西大学 1:09:31
213 357 中 麟太郎 ﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 横浜国立大学 1:09:33
214 13 久留戸 黛良 ｸﾙﾄ ﾀｲﾗ 青山学院大学 1:09:38
215 462 田畑 俊樹 ﾀﾊﾞﾀ ﾄｼｷ 1:09:39
216 67 青﨑 僚雅 ｱｵｻｷ ﾘｮｳｶﾞ 関東学院大学 1:09:40
217 110 荻原 陸斗 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｸﾄ 国士舘大学 1:09:48
218 460 土谷 海 ﾂﾁﾔ ｶｲ 1:09:49
219 34 横田 俊吾 ﾖｺﾀ ｼｭﾝｺﾞ 青山学院大学 1:09:51
220 350 都築 勇貴 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｷ 山梨学院大学 1:09:51
221 71 大久保 航平 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳﾍｲ 関東学院大学 1:09:52
222 487 松元 響 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 1:09:54
223 229 宇都口 功樹 ｳﾄｸﾞﾁ ｺｳｷ 日本体育大学 1:09:55
224 325 安藤 海 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 明治学院大学 1:10:00
225 362 石川 昌樹 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ 横浜国立大学 1:10:17
226 397 五十嵐 優汰 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾀ 筑波大学 1:10:17
227 489 清水 佑輔 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 1:10:18
228 213 阿部 歩 ｱﾍﾞ ｱﾕﾑ 東海大学 1:10:19
229 418 関 颯介 ｾｷ ｿｳｽｹ 東経大 1:10:20
230 227 竹岡 大 ﾀｹｵｶ ﾀﾞｲ 東京工業大学 1:10:20
231 237 七海 龍成 ﾅﾅｳﾐ ﾘｭｳｾｲ 日本体育大学 1:10:21
232 391 小山 友輝 ｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 新潟医療福祉大学 1:10:23
233 64 大塚 紘平 ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 関東学院大学 1:10:27
234 138 池主 悠太 ｲｹﾇｼ ﾕｳﾀ 城西大学 1:10:29
235 368 斯波 岳士 ｼﾊﾞ ﾀｹｼ 芝浦工業大学 1:10:38
236 370 武野内 恵介 ﾀｹﾉｳﾁ ｹｲｽｹ 芝浦工業大学 1:10:40
237 288 長澤 圭馬 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲﾏ 法政大学 1:10:42
238 402 桝村 浩行 ﾏｽﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京大 1:10:44
239 475 河野 拓実 ｺｳﾉ ﾀｸﾐ 1:10:46
240 73 草間 玲耶 ｸｻﾏ ﾚｲﾔ 関東学院大学 1:10:48
241 335 柗野 優輝 ﾏﾂﾉ ﾕｳｷ 明治学院大学 1:10:48
242 458 小柳 泰治 ｵﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ 1:10:51
243 41 横山 隼人 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 亜細亜大学 1:10:54
244 492 河野 太志朗 ｶﾜﾉ ﾀｲｼﾛｳ 1:10:55
245 36 大迫 一樹 ｵｵｻｺ ｶｽﾞｷ 亜細亜大学 1:11:00
246 423 新城 龍祐 ｱﾗｼﾛ ﾘｭｳｽｹ 東経大 1:11:01
247 42 中岡 学土 ﾅｶｵｶ ｶﾞｸﾄ 亜細亜大学 1:11:06
248 329 須藤 秀人 ｽﾄﾞｳ ｼｭｳﾄ 明治学院大学 1:11:11
249 246 上杉 智哉 ｳｴｽｷﾞ ﾄﾓﾔ 日本大学 1:11:17
250 45 高橋 幸嗣 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 亜細亜大学 1:11:17
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251 99 加藤 直人 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ 国士舘大学 1:11:27
252 499 山口 翔一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ 1:11:37
253 404 箕輪 創太 ﾐﾉﾜ ｿｳﾀ 東京大学 1:11:39
254 59 寺本 大希 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｲｷ 関東学院大学 1:11:51
255 43 一瀬 達也 ｲﾁｾ ﾀﾂﾔ 亜細亜大学 1:11:57
256 500 高橋 拓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 1:11:58
257 377 宮本 龍二 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 一橋大学 1:11:58
258 380 宮澤 賢太 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 上智大学 1:11:59
259 416 吉良 大樹 ｷﾗ ﾋﾛｷ 東経大 1:12:06
260 326 鈴木 稜哉 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 明治学院大学 1:12:07
261 502 須田 大志 ｽﾀﾞ ﾀｲｼ 1:12:08
262 358 蒲生 弘毅 ｶﾞﾓｳ ｺｳｷ 横浜国立大学 1:12:09
263 300 山本 恭澄 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｽﾞﾐ 法政大学 1:12:09
264 295 平野 康太郎 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾛｳ 法政大学 1:12:09
265 260 安部 閑喜 ｱﾍﾞ ﾔｽﾊﾙ 防衛大学校 1:12:13
266 94 髙橋 諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 国際武道大学 1:12:23
267 236 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 日本体育大学 1:12:27
268 226 伊藤 颯吾 ｲﾄｳ ｿｳｺﾞ 東京工業大学 1:12:27
269 334 佐藤 摩征 ｻﾄｳ ﾏﾕｷ 明治学院大学 1:12:28
270 132 貴田 勇斗 ｷﾀﾞ ﾕｳﾄ 城西大学 1:12:28
271 80 平井 康裕 ﾋﾗｲ ｺｳｽｹ 関東学院大学 1:12:35
272 425 島津 謙介 ｼﾏﾂﾞ ｹﾝｽｹ 東経大 1:13:01
273 82 松本 啓明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 北里大学 1:13:09
274 68 上原 大和 ｳｴﾊﾗ ﾔﾏﾄ 関東学院大学 1:13:16
275 388 若澤 新也 ﾜｶｻﾜ ｼﾝﾔ 新潟医療福祉大学 1:13:27
276 210 河西 俊輔 ｶｻｲ ｼｭﾝｽｹ 東海大学 1:13:29
277 316 樋口 大介 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 明治大学 1:13:32
278 456 長谷 佳祐 ﾊｾ ｹｲｽｹ 1:13:36
279 451 清水 康太 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 1:13:38
280 406 小河 弘樹 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 東京大学 1:13:39
281 78 保科 駿斗 ﾎｼﾅ ﾊﾔﾄ 関東学院大学 1:13:52
282 258 上村 瞭太朗 ｳｴﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 防衛大学校 1:14:11
283 312 飯田 晃大 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 明治大学 1:14:29
284 374 長友 勇樹 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾕｳｷ 一橋大学 1:14:34
285 394 渡辺 珠生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ 筑波大学 1:14:47
286 435 原 孝太朗 ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 帝京大学 1:14:50
287 46 山崎 旅人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾋﾞﾄ 亜細亜大学 1:15:02
288 70 森屋 源太 ﾓﾘﾔ ｹﾞﾝﾀ 関東学院大学 1:15:10
289 381 武藤 佳暉 ﾑﾄｳ ﾖｼｷ 上智大学 1:15:13
290 392 加藤 拓実 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 神奈川大学 1:15:30
291 92 藤原 大覚 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 国際武道大学 1:15:35
292 364 宇佐美 亮児 ｳｻﾐ ﾘｮｳｼﾞ 横浜国立大学 1:15:35
293 382 志村 航 ｼﾑﾗ ｺｳ 上智大学 1:15:36
294 263 日比野 志紀 ﾋﾋﾞﾉ ｼｷ 防衛大学校 1:15:39
295 359 伊藤 陽 ｲﾄｳ ﾖｳ 横浜国立大学 1:16:36
296 387 重盛 克彦 ｼｹﾞﾓﾘ ｶﾂﾋｺ 上智大学陸上競技部 1:17:00
297 313 近藤 亨 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ 明治大学 1:17:04
298 439 打和 佑太 ｳﾁﾜ ﾕｳﾀ 慶應三四会競走部 1:17:10
299 386 池田 凌斗 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾄ 上智大学 1:17:13
300 55 清水 豊 ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ 亜細亜大学 1:17:15
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301 95 丹野 和輝 ﾀﾝﾉ ｶｽﾞｷ 国際武道大学 1:17:34
302 75 青田 楓祐 ｱｵﾀ ﾌｳｽｹ 関東学院大学 1:18:23
303 74 小松 勇太 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 関東学院大学 1:18:23
304 255 三浦 友靖 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾔｽ 防衛大学校 1:18:28
305 444 江口 亮太 ｴｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 妙高市陸協 1:18:56
306 400 奥村 元気 ｵｸﾑﾗ ﾓﾄｷ 東海Ａ．Ｃ． 1:19:11
307 259 坂本 航平 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 防衛大学校 1:19:26
308 273 山本 凌 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 防衛大学校 1:19:55
309 267 坂本 琢磨 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ 防衛大学校 1:20:01
310 262 鈴木 智仁 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ 防衛大学校 1:20:05
311 361 鵜之沢 敦志 ｳﾉｻﾜ ｱﾂｼ 横浜国立大学 1:21:22
312 384 久松 啓真 ﾋｻﾏﾂ ｹｲﾏ 上智大学 1:21:33
313 269 髙林 泰孝 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾀｶ 防衛大学校 1:22:23
314 264 針生 優太 ﾊﾘｳ ﾕｳﾀ 防衛大学校 1:23:44
315 472 早川 朋輝 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓｷ 1:24:05
316 484 宇都木 秀太 ｳﾂｷﾞ ｼｭｳﾀ 1:24:05
317 470 萩原 新 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾗﾀ 1:24:05
318 360 瀬川 京祐 ｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 横浜国立大学 1:24:19
319 459 津根 佑至 ﾂﾈ ﾕｳｼﾞ 1:24:56
320 401 高野 睦 ﾀｶﾉ ﾑﾂﾐ 東海ＡＣ 1:24:57
321 461 堀内 弘貴 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｷ 1:25:51
322 266 山口 翔大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 防衛大学校 1:26:47
323 450 佐藤 舜 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 1:27:48
324 383 矢野 司 ﾔﾉ ﾂｶｻ 上智大学 1:28:51
325 268 瀧川 史大 ﾀｷｶﾞﾜ ﾌﾐﾋﾛ 防衛大学校 1:30:17
326 363 藤井 祥太 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ 横浜国立大学 1:38:23
327 436 澤津橋 佑斗 ｻﾜﾂﾊﾞｼ ﾕｳﾄ 帝京大学 1:40:22
328 446 合田 隆星 ｺﾞｳﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 1:55:15
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