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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都道府県 記 録

1位 11 アレクサンダー・ムティソ ｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ･ﾑﾃｨｿ ＮＤソフト 山形 1:01:08

2位 13 ロロット・アンドリュー ﾛﾛｯﾄ･ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:01:08

3位 21 小山 直城 ｺﾔﾏ ﾅｵｷ Ｈｏｎｄａ 埼玉 1:02:07

4位 24 大石 港与 ｵｵｲｼ ﾐﾅﾄ トヨタ自動車 愛知 1:02:36

5位 103 木村 慎 ｷﾑﾗ ｼﾝ Ｈｏｎｄａ 埼玉 1:02:44

6位 123 西田 壮志 ﾆｼﾀﾞ ﾀｹｼ トヨタ自動車 愛知 1:02:52

7位 45 ルカ・ムセンビ ﾙｶ･ﾑｾﾝﾋﾞ 東京国際大学 埼玉 1:02:56

8位 17 村山 謙太 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ 旭化成 宮崎 1:02:58

9位 22 北島 寿典 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋｻﾉﾘ 安川電機 福岡 1:02:59

10位 12 ベナード・キマニ ﾍﾞﾅｰﾄﾞ･ｷﾏﾆ コモディイイダ 埼玉 1:03:11

11位 3 神野 大地 ｶﾐﾉ ﾀﾞｲﾁ セルソース 静岡 1:03:12

12位 141 嶋津 雄大 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 創価大学 東京 1:03:18

13位 25 越川 堅太 ｺｼｶﾜ ｹﾝﾀ 日立物流 千葉 1:03:38

14位 102 松村 優樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｷ Ｈｏｎｄａ 埼玉 1:03:39

15位 111 吉川 洋次 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ ヤクルト 埼玉 1:03:42

16位 41 赤星 雄斗 ｱｶﾎｼ ﾕｳﾄ 駒澤大学 東京 1:03:57

17位 20 青木 優 ｱｵｷ ﾏｻﾙ カネボウ 東京 1:04:03

18位 104 足羽 純実 ｱｼﾜ ｱﾂﾐ Ｈｏｎｄａ 埼玉 1:04:03

19位 114 齋田 直輝 ｻｲﾀ ﾅｵｷ ＮＴＮ 三重 1:04:10

20位 44 内田 征治 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾔ 順天堂大学 千葉 1:04:20

21位 28 飯田 貴之 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 富士通 千葉 1:04:26

22位 29 相馬 崇史 ｿｳﾏ ﾀｶｼ 大塚製薬 徳島 1:04:30

23位 138 梅崎 蓮 ｳﾒｻﾞｷ ﾚﾝ 東洋大学 埼玉 1:04:35

24位 120 大山 憲明 ｵｵﾔﾏ ﾉﾘｱｷ コニカミノルタ 東京 1:04:38

25位 144 吉田 凌 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ 創価大学 東京 1:04:39

26位 105 兼実 省伍 ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ 中国電力 広島 1:04:42

27位 27 熊橋 弘将 ｸﾏﾊｼ ﾋﾛﾏｻ 山陽特殊製鋼 兵庫 1:04:46

28位 43 平 駿介 ﾀｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 順天堂大学 千葉 1:04:50

29位 108 菊地 海斗 ｷｸﾁ ｶｲﾄ サンベルグス 東京 1:04:53

30位 150 鞍野 陸人 ｸﾗﾉ ﾘｸﾄ 中央学院大学 千葉 1:04:56

31位 42 金子 伊吹 ｶﾈｺ ｲﾌﾞｷ 駒澤大学 東京 1:04:59

32位 117 ドナルド・ミティ ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ﾐﾃｨ 中電工 広島 1:05:10

33位 137 村上 太一 ﾑﾗｶﾐ ﾀｲﾁ 東洋大学 埼玉 1:05:10

34位 55 野沢 悠真 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 創価大学 宮城 1:05:24

35位 15 小椋 裕介 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｽｹ ヤクルト 埼玉 1:05:33

36位 136 鈴木 玲央 ｽｽﾞｷ ﾚｵ 神奈川大学 神奈川 1:05:40

37位 118 細川 翔太郎 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ セキノ興産 新潟 1:06:08

38位 53 土井 健太郎 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 土崎陸友会 秋田 1:06:19

39位 154 芳賀 利紀 ﾊｶﾞ ﾄｼｷ 中央学院大学 千葉 1:06:32

40位 501 朝倉 和眞 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾏｻ 宮城陸協 宮城 1:06:32

41位 145 冨永 裕憂 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾕ 専修大学 神奈川 1:06:33

42位 510 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 石巻RC 宮城 1:06:40

43位 146 増田 悠希 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 専修大学 神奈川 1:06:42

44位 158 竹原 俊太郎 ﾀｹﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 明治学院大学 神奈川 1:07:21

45位 143 吉田 悠良 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ 創価大学 東京 1:07:27

46位 159 箱田 優馬 ﾊｺﾀﾞ ﾕｳﾏ 明治学院大学 神奈川 1:07:29

47位 504 木村 大地 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 宮城県陸上協会 宮城 1:07:58

48位 147 山城 弘弐 ﾔﾏｼﾛ ｺｳｽｹ 専修大学 神奈川 1:08:04

49位 110 堀合 大輔 ﾎﾘｱｲ ﾀﾞｲｽｹ ヤクルト 埼玉 1:08:07

50位 51 小笠原 太一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｲﾁ 青森陸上競技協会 青森 1:08:36


