
2018/05/13 15:22:55 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

1位 114 松本 稜 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ トヨタ自動車 愛知 1:03:05

2位 23 佐々木 悟 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 旭化成 宮崎 1:03:10

3位 146 中村 拳梧 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 東洋大学 埼玉 1:03:17

4位 33 郡司 陽大 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ 東海大学 神奈川 1:03:23

5位 21 チャールズ ディランゴ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ＪＦＥスチール 広島 1:03:39

6位 22 野口 拓也 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ コニカミノルタ 東京 1:03:41

7位 1 川内 優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 埼玉県庁 埼玉 1:03:41

8位 105 清谷 匠 ｷﾖﾀﾆ ﾀｸﾐ 中国電力 広島 1:03:43

9位 117 木津 晶夫 ｷﾂﾞ ﾏｻｵ ＤｅＮＡ 東京 1:03:44

10位 127 寺田 夏至 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ ＪＲ東日本 東京 1:03:46

11位 119 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 1:03:50

12位 104 鎧坂 哲哉 ﾖﾛｲｻﾞｶ ﾃﾂﾔ 旭化成 宮崎 1:03:50

13位 144 越川 堅太 ｺｼｶﾜ ｹﾝﾀ 神奈川大学 神奈川 1:04:02

14位 28 大森 澪 ｵｵﾓﾘ ﾚｲ 富士通 千葉 1:04:35

15位 122 阿久津 圭司 ｱｸﾂ ｹｲｼﾞ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:04:35

16位 125 口町 亮 ｸﾁﾏﾁ ﾘｮｳ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:04:38

17位 120 田口 大貴 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 日立物流 千葉 1:04:40

18位 124 小山 司 ｺﾔﾏ ﾂｶｻ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:04:43

19位 36 作田 将希 ｻｸﾀﾞ ﾏｻｷ 創価大学 東京 1:04:44

20位 112 相葉 直紀 ｱｲﾊﾞ ﾅｵｷ 中電工 広島 1:04:48

21位 108 村本 一樹 ﾑﾗﾓﾄ ｶｽﾞｷ 住友電工 東京 1:04:50

22位 106 兼実 省伍 ｶﾈｻﾞﾈ ｼｮｳｺﾞ 中国電力 広島 1:05:02

23位 149 佐々木 虎一朗 ｻｻｷ ｺｲﾁﾛｳ 法政大学 東京 1:05:07

24位 2 中本 健太郎 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 安川電機 福岡 1:05:15

25位 148 浅井 崚雅 ｱｻｲ ﾘｮｳｶﾞ 東洋大学 埼玉 1:05:32

26位 501 牧野 冴希 ﾏｷﾉ ｻｴｷ ＤＮＰＬ釣り部 埼玉 1:05:34

27位 37 白頭 徹也 ﾊｸﾄｳ ﾃﾂﾔ 駒澤大学 東京 1:05:36

28位 32 井手 孝一 ｲﾃﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川大学 神奈川 1:05:44

29位 129 中村 泰之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ スズキ浜松ＡＣ 静岡 1:06:12

30位 46 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 石巻ＲＣ 宮城 1:06:29

31位 101 佐野 広明 ｻﾉ ﾋﾛｱｷ Ｈｏｎｄａ 埼玉 1:06:35

32位 27 大﨑 翔也 ｵｵｻｷ ｼｮｳﾔ 中電工 広島 1:06:47

33位 155 岩原 千昭 ｲﾜﾊﾗ ﾁｱｷ 中央大学 東京 1:06:47

34位 121 竹内 竜真 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾏ 日立物流 千葉 1:06:51

35位 510 藤松 利之 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾄｼﾕｷ CREST 神奈川 1:06:51

36位 110 小山 大介 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中電工 広島 1:06:57

37位 513 行場 竹彦 ｷﾞｮｳﾊﾞ ﾀｹﾋｺ 鳩印G&T川崎 神奈川 1:07:03

38位 147 中村 駆 ﾅｶﾑﾗ ｶｹﾙ 東洋大学 埼玉 1:07:08

39位 508 三野 貴史 ﾐﾉ ﾀｶｼ 松戸陸協 千葉 1:07:08

40位 503 千葉 優 ﾁﾊﾞ ﾕｳ 埼玉 1:07:08

41位 521 早坂 光司 ﾊﾔｻｶ ｺｳｼﾞ 石巻RC 宮城 1:07:15

42位 509 山崎 竹丸 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ まるランニングクラブ 高知 1:07:22

43位 44 渡邉 清紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾋﾛ ＮＤソフト 山形 1:07:28

44位 43 才村 流成 ｻｲﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 秋田市陸協 秋田 1:07:29

45位 164 宮下 晴貴 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 専修大学 神奈川 1:07:31

46位 111 牧野 俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ 中電工 広島 1:08:03

47位 507 齋藤 真也 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 山形陸上競技協会 山形 1:08:16

48位 142 徳川 稜汰 ﾄｸｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 神奈川大学 神奈川 1:08:37

49位 31 枝村 高輔 ｴﾀﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 神奈川大学 神奈川 1:08:43

50位 107 平賀 翔太 ﾋﾗｶﾞ ｼｮｳﾀ 住友電工 東京 1:08:47


