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1位 29 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 1:01:10

2位 21 佐藤 悠基 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 日清食品グループ 東京 1:02:30

3位 3 村山 謙太 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ 旭化成 宮崎 1:02:47

4位 27 橋本 崚 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ ＧＭＯアスリーツ 埼玉 1:02:55

5位 124 ピーター ・ ムワンギ ﾋﾟｰﾀｰ ﾑﾜﾝｷﾞ コモディイイダ 埼玉 1:02:55

6位 54 照井 明人 ﾃﾙｲ ｱｷﾄ ＮＤソフト 山形 1:03:01

7位 26 神野 大地 ｶﾐﾉ ﾀﾞｲﾁ セルソース 東京 1:03:05

8位 24 竹ノ内 佳樹 ﾀｹﾉｳﾁ ﾖｼｷ ＮＴＴ西日本 大阪 1:03:08

9位 108 三浦 洋希 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 日清食品グループ 東京 1:03:14

10位 4 今井 正人 ｲﾏｲ ﾏｻﾄ トヨタ自動車九州 福岡 1:03:19

11位 2 中本 健太郎 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 安川電機 福岡 1:03:27

12位 28 松本 稜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ トヨタ自動車 愛知 1:03:36

13位 106 郡司 貴大 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 小森コーポレーション 茨城 1:03:43

14位 1 川内 優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ あいおいニッセイ同和損害保険 埼玉 1:04:27

15位 56 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 石巻ＲＣ 宮城 1:04:28

16位 161 高嶌 凌也 ﾀｶｼﾏ ﾘｮｳﾔ 國學院大學 神奈川 1:04:30

17位 116 齋田 直輝 ｻｲﾀ ﾅｵｷ ＮＴＮ 三重 1:04:31

18位 30 兼実 省伍 ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ 中国電力 広島 1:04:32

19位 141 岩原 智昭 ｲﾜﾊﾗ ﾁｱｷ 中央大学 東京 1:04:44

20位 72 大坪 桂一郎 ｵｵﾂﾎﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 駒澤大学 東京 1:04:47

21位 33 熊橋 弘将 ｸﾏﾊｼ ﾋﾛﾏｻ 山陽特殊製鋼 兵庫 1:04:47

22位 42 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 東海大学 神奈川 1:04:48

23位 46 佃 康平 ﾂｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 駒澤大学 東京 1:04:49

24位 105 橋本 隆光 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 小森コーポレーション 茨城 1:04:53

25位 162 藤村 遼河 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳｶﾞ 國學院大學 神奈川 1:05:00

26位 165 髙林 遼哉 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 順天堂大学 千葉 1:05:19

27位 157 添田 知宏 ｿｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 國學院大學 神奈川 1:05:27

28位 107 柴田 拓真 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾏ 小森コーポレーション 茨城 1:05:45

29位 112 松尾 修治 ﾏﾂｵ ｼｭｳｼﾞ 中電工 広島 1:05:48

30位 101 高宮 祐樹 ﾀｶﾐﾔ ﾕｳｷ ヤクルト 埼玉 1:05:52

31位 32 久我 和弥 ｸｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 富士通 千葉 1:06:02

32位 110 牧野 俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ 中電工 広島 1:06:03

33位 154 稲毛 暉斗 ｲﾅｹﾞ ｱｷﾄ 國學院大學 神奈川 1:06:06

34位 145 手島 駿 ﾃｼﾏ ｼｭﾝ 中央大学 東京 1:06:07

35位 169 小島 優作 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｻｸ 順天堂大学 千葉 1:06:15

36位 133 古和田 響 ｺﾜﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 神奈川大学 神奈川 1:06:15

37位 123 ウィリー ・ キプセレム ｳｨﾘｰ ｷﾌﾟｾﾚﾑ コモディイイダ 埼玉 1:06:20

38位 122 ジョセフ ・ オンサリゴ ｼﾞｮｾﾌ ･ ｵﾝｻﾘｺﾞ 那須建設 山形 1:06:29

39位 121 伊原 直斗 ｲﾊﾗ ﾅｵﾄ 日立物流 千葉 1:06:33

40位 115 セルオド ・ バトオチル ｾﾙｵﾄﾞ ･ ﾊﾞﾄｵﾁﾙ ＮＴＮ 三重 1:06:33

41位 159 原子 翔太 ﾊﾗｺ ｼｮｳﾀ 國學院大學 神奈川 1:06:35

42位 148 宮下 晴貴 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 専修大学 神奈川 1:06:46

43位 518 石井 辰樹 ｲｼｲ ﾀﾂｷ 石巻RC 宮城 1:06:53

44位 152 佐々木 詩音 ｻｻｷ ｼｵﾝ 専修大学 神奈川 1:06:58

45位 120 吉川 修司 ﾖｼｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 九電工 福岡 1:07:09

46位 44 蝦夷森 章太 ｴｿﾞﾓﾘ ｼｮｳﾀ 東洋大学 埼玉 1:07:23

47位 13 Ｓｉａｒｈｅｉ Ｋｒａｕｃｈｅｎｉａ ｾﾙｹﾞｲ ･ ｸﾗﾌﾁｪﾆｬ ミンスク市 ベラルーシ 1:07:36

48位 132 田上 建 ﾀﾉｳｴ ﾀｹﾙ 東洋大学 埼玉 1:07:57

49位 507 開上 知弘 ｶｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋﾛ 金沢市役所 石川 1:08:19

50位 71 中島 怜利 ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ 東海大学 神奈川 1:08:37


