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性別 距離 登録団体番号 所属名称 氏名 カナ 登録番号 学校 学年

男子 5km 13701 日本光電 井川　康洋                    ｲｶﾜ ﾔｽﾋﾛ                      2634547 一般

男子 5km 14037 慶應義塾高校 門脇　慶弥 ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲﾔ 6110407 高校 2

男子 5km 14037 慶應義塾高校 菊本　直生 ｷｸﾓﾄ ﾅｵｷ 6110394 高校 2

男子 5km 14037 慶應義塾高校 久山　航平 ﾋｻﾔﾏ ｺｳﾍｲ 3187504 高校 2

男子 5km 14037 慶應義塾高校 諸橋　和憲 ﾓﾛﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 6110356 高校 2

男子 5km 14037 慶應義塾高校 山口　滉真 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾏｻ 6199444 高校 2

男子 5km 14037 慶應義塾高校 若松　剛佑 ﾜｶﾏﾂ ｺﾞｳｽｹ 6199456 高校 2

男子 5km 48023 慶應義塾大 大久保優駿 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｼｭﾝ 4086129 大学 4

男子 5km 48023 慶應義塾大 小澤　仁貴 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｷ 5698421 大学 3

男子 5km 48023 慶應義塾大 笠原　敬太 ｶｻﾊﾗ ｹｲﾀ 5237600 大学 1

男子 5km 48023 慶應義塾大 香取　諒太 ｶﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 3888712 大学 4

男子 5km 48023 慶應義塾大 渋木　大地 ｼﾌﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 3888762 大学 4

男子 5km 48023 慶應義塾大 田脇　裕太 ﾀﾜｷ ﾕｳﾀ 4820094 大学 2

男子 5km 48023 慶應義塾大 中井　　滉 ﾅｶｲ ﾋﾛ 1824764 大学 3

男子 5km 48023 慶應義塾大 永田　　圭 ﾅｶﾞﾀ ｹｲ 5237585 大学 1

男子 5km 48023 慶應義塾大 藤田　洋輔 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｽｹ 4480539 大学 3

男子 5km 48023 慶應義塾大 藤本　和也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 6182677 大学 2

男子 5km 48023 慶應義塾大 山本　将太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 1534480 大学 4

男子 5km 48026 国士舘大 植木　海帆                    ｳｴｷ ｶｲﾎ                       1878223 大学 1

男子 5km 48026 国士舘大 千國　和輝                    ﾁｸﾆ ｶｽﾞｷ                      2263380 大学 4

男子 5km 48026 国士舘大 中田　優也                    ﾅｶﾀﾞ ﾕｳﾔ                      2999343 大学 3

男子 5km 48026 国士舘大 西内　匠 ﾆｼｳﾁ ﾀｸﾐ 2050545 大学 3

男子 5km 48026 国士舘大 水野　皓太                    ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾀ                      2196009 大学 2

男子 5km 48026 国士舘大 横谷　直人                    ﾖｺﾀﾆ ﾅｵﾄ                      3934155 大学 1

男子 5km 48090 国際武道大 若月　佑平 ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾍｲ 4174627 大学 1

男子 5km 48090 国際武道大 河野　　稜 ｶﾜﾉ ﾘｮｳ 3907619 大学 1

男子 5km 48090 国際武道大 小林　憲明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｱｷ 1938939 大学 3

男子 5km 48090 国際武道大 野澤　皓一 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 1170862 大学 4

男子 5km 49021 福井工業大 上田　康平                    ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ                     1962731 大学 4

男子 5km 49046 東海学園大 河野　修平                    ｶﾜﾉ ｼｭｳﾍｲ                     2421625 大学 1

男子 5km 49046 東海学園大 細井　勝貴                    ﾎｿｲ ﾏｻｷ                       1279583 大学 3

男子 10km 10511 群馬富岡ＳＳ 岩井　瑶樹                    ｲﾜｲ ﾖｳｼﾞｭ                     3441307 高校 3

男子 10km 11001 自衛隊 宮本　陽輔                    ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｽｹ                     1969821 一般

男子 10km 12780 朝日ネット 平井　康翔                    ﾋﾗｲ ﾔｽﾅﾘ                      0766510 一般

男子 10km 13523 太陽教育ＳＣ 半田　虎生                    ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾗｲ                      2296773 大学 2

男子 10km 48023 慶應義塾大 川﨑　一紀 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞｷ 1292073 大学 4

男子 10km 48026 国士舘大 阿久津照幸                    ｱｸﾂ ﾃﾙﾕｷ                      2111975 大学 2

男子 10km 48040 筑波大 斉藤　匠海                    ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ                      3088059 大学 1

男子 10km 48057 日本大 藤原　　慧                    ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｲ                     3078360 大学 1

男子 10km 48057 日本大 十河健太郎                    ｿｺﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ                    2731349 大学 2

男子 10km 48132 山梨学院大 富内　　檀                    ﾄﾐｳﾁ ﾀﾞﾝ                      2287657 大学 3

男子 10km 49002 中京大 池田　一生                    ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ                     2877005 大学 1

男子 10km 49002 中京大 中島　拓海                    ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾐ                      2825237 大学 1

男子 10km 49002 中京大 早川裕一朗                    ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ                   2083039 大学 2

男子 10km 49002 中京大 藤原　俊典                    ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼﾉﾘ                    2105240 大学 2

男子 10km 49002 中京大 松村　脩平                    ﾏﾂﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ                    2375244 大学 2

男子 10km 49002 中京大 渡邉　昂希                    ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ                     1849806 大学 2
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男子 10km 49002 中京大 日原　　彬                    ﾋﾊﾗ ｱｷﾗ                       2088678 大学 3

男子 10km 49002 中京大 横久　健祐                    ﾖｺﾋｻ ｹﾝｽｹ                     2289413 大学 3

男子 10km 49021 福井工業大 井関　　翔                    ｲｾｷ ｼｮｳ                       4052707 大学 1

男子 10km 49021 福井工業大 田村　篤識                    ﾀﾑﾗ ｱﾂﾉﾘ                      1292946 大学 4

男子 10km 49032 新潟医福大 赤石　泰宗                    ｱｶｲｼ ﾔｽﾑﾈ                     2173014 大学 2

男子 10km 49032 新潟医福大 青木　陽佑                    ｱｵｷ ﾖｳｽｹ                      1819145 大学 3

男子 10km 52001 福岡大 唐島　雅博                    ｶﾗｼﾏ ﾏｻﾋﾛ                     2785846 大学 1

男子 10km 52001 福岡大 三村　浩介                    ﾐﾑﾗ ｺｳｽｹ                      2159331 大学 3

女子 5km 49046 東海学園大 松崎　真冬                    ﾏﾂｻﾞｷ ﾏﾌﾕ                     2203742 大学 3

女子 5km 49046 東海学園大 平松　千明                    ﾋﾗﾏﾂ ﾁｱｷ                      2060575 大学 3

女子 10km 10555 コナミ高崎 谷口　憂羅                    ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕﾗ                      2759834 高校 3

女子 10km 10735 ALSOK群馬 貴田　裕美                    ｷﾀﾞ ﾕﾐ                        2759834 一般

女子 10km 13526 スポフィー 山中　　薫                    ﾔﾏﾅｶ ｶｵﾙ                      2221693 一般

女子 10km 14579 横浜サクラ 山口　綾乃                    ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾔﾉ                     0050810 一般

女子 10km 29209 ニッシンＳＳ 吉岡　理沙                    ﾖｼｵｶ ﾘｻ                       0733901 大学 1

女子 10km 48026 国士舘大 松下　彩花                    ﾏﾂｼﾀ ｱﾔｶ                      2633051 大学 3

女子 10km 48132 山梨学院大 熊本　真季                    ｸﾏﾓﾄ ﾏｷ                       2626955 大学 1

女子 10km 48132 山梨学院大 浅山　美貴                    ｱｻﾔﾏ ﾐｷ                       2319305 大学 2

女子 10km 49002 中京大 武本　雅代                    ﾀｹﾓﾄ ﾏｻﾖ                      2876040 大学 1

女子 10km 49002 中京大 熊坂　衣真                    ｸﾏｻｶ ｲﾏ                       0050810 大学 2

女子 10km 49002 中京大 小浦ひかり                    ｺｳﾗ ﾋｶﾘ                       3097783 大学 3

女子 10km 49032 新潟医福大 佐藤　由菜                    ｻﾄｳ ﾕﾅ                        1745926 大学 4

女子 10km 52001 福岡大 大久保菜穂                    ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵ                      4339191 大学 3

女子 10km 52033 鹿屋体育大 太田　明成                    ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ                       2890557 大学 4


