
ジュニア男子の部

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 4105 松尾　淳之介 ﾏﾂｵ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 神奈川県 秋田工業高 15分00秒
2 4108 阪口　竜平 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川県 洛南高 15分06秒
3 4110 西川　雄一朗 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 須磨学園高 15分06秒
4 4109 中園　誠也 ﾅｶｿﾞﾉ ｾｲﾔ 神奈川県 報徳学園高 15分08秒
5 4104 館澤　亨次 ﾀﾃｻﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 埼玉栄高 15分09秒
6 4107 郡司　陽大 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 那須拓陽高 15分10秒

7 4106 中島　怜利 ﾅｶｼﾏ ﾚｲﾘ 神奈川県 倉敷高 15分11秒

8 4117 伊東　航己 ｲﾄｳ ｺｳｷ 神奈川県 白鴎大足利高 15分12秒

9 4103 鬼塚　翔太 ｵﾆﾂﾞｶ ｼｮｳﾀ 神奈川県 大牟田高 15分21秒

10 4114 木村　理来 ｷﾑﾗ ﾘｸ 神奈川県 佐野日大高 15分33秒

11 4111 小松　陽平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 東海大四高 15分46秒

12 4122 下畑　圭右 ｼﾓﾊﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県 岡崎城西高 15分46秒

13 4131 辻　海里 ﾂｼﾞ ｶｲﾘ 神奈川県 相洋高校 15分48秒

14 4127 谷澤　竜弥 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾘｭｳﾔ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 15分49秒

15 4119 二井　康介 ﾆｲ　ｺｳｽｹ 神奈川県 藤沢翔陵高校 15分50秒

16 4129 久保　和也 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 相洋高校 15分58秒

17 4137 紀　拓海 ｷﾉ ﾀｸﾐ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 16分01秒

18 4155 上田　香惟 ｳｴﾀﾞ ｶｲ 神奈川県 新栄高校 16分01秒

19 4121 河野　遥伎 ｺｳﾉ ﾊﾙｷ 神奈川県 宇和高 16分02秒

20 4160 三輪　隼之介 ﾐﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 神奈川県 横浜高校 16分02秒

21 4133 勝俣　航希 ｶﾂﾏﾀ ｺｳｷ 神奈川県 相洋高校 16分03秒

22 4130 曽根　雅文 ｿﾈ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 横浜高校 16分04秒

23 4153 土佐野　岬 ﾄｻﾉ　ﾐｻｷ 神奈川県 相模原中等教育学校 16分08秒

24 4142 山崎　隼輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｷ 神奈川県 相洋高校 16分09秒

25 4113 田中　智也 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 神奈川県 日体荏原高 16分10秒

26 4156 長島　大樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 新栄高校 16分11秒

27 4144 大木　崚矢 ｵｵｷ ﾘｮｳﾔ 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 16分13秒

28 4128 上野　遼太 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 須磨学園高 16分16秒

29 4136 辻　弘嗣 ﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 相洋高校 16分19秒

30 4140 山村　知己 ﾔﾏﾑﾗ ﾄﾓｷ 神奈川県 横須賀高校 16分20秒

31 4204 中山　悟 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄﾙ 神奈川県 光明学園相模原高校 16分20秒

32 4145 落合　豪太郎 ｵﾁｱｲ ｺﾞｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 16分22秒

33 4139 西田　楓 ﾆｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 神奈川県 藤沢翔陵高校 16分22秒

34 4138 石田　僚 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳ 神奈川県 神奈川県立麻溝台高校 16分24秒

35 4135 高橋　一輝 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 神奈川県 相洋高校 16分25秒

36 4211 松木　天佑 ﾏｯｷ ﾃﾝﾕｳ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 16分25秒

37 4154 徳野　地洋 ﾄｸﾉ ﾁﾋﾛ 神奈川県 新栄高校 16分25秒

38 4203 布目　航 ﾇﾉﾒ ﾜﾀﾙ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 16分26秒

39 4221 伊藤　宏高 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 湘南工科大学附属高校 16分27秒

40 4146 田中　友基 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 16分29秒

41 4234 坂井　雄飛 ｻｶｲ ﾕｳﾄ 神奈川県 藤沢翔陵高校 16分29秒

42 4220 矢野　祐也 ﾔﾉ ﾕｳﾔ 神奈川県 新栄高校 16分30秒

43 4149 石井　圭太 ｲｼｲ ｹｲﾀ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 16分32秒

44 4343 押本　大誠 ｵｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 神奈川県 横浜高校 16分32秒

45 4161 横澤　清己 ﾖｺｻﾜ ｷﾖｷ 神奈川県 新栄高校 16分33秒

46 4165 斉藤　裕也 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 16分33秒

47 4217 竹岡　健汰 ﾀｹｵｶ ｹﾝﾀ 神奈川県 湘南工科大学附属高校 16分34秒

48 4150 柿沼　尚吾 ｶｷﾇﾏ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 16分35秒

49 4210 高谷　海斗 ﾀｶﾔ ｶｲﾄ 神奈川県 神奈川県立麻溝台高校 16分35秒

50 4238 田中　光 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 神奈川県 相洋高校 16分35秒

51 4224 吉田　絋雅 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｶﾞ 神奈川県 横浜高校 16分36秒

52 4258 岡島　広周 ｵｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾁｶ 神奈川県 横須賀高校 16分37秒
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53 4141 佐藤　拓巳 ｻﾄｳ　ﾀｸﾐ 神奈川県 藤沢翔陵高校 16分37秒

54 4134 笹井　南斗 ｻｻｲ ﾐﾅﾄ 神奈川県 神奈川県立麻溝台高校 16分38秒

55 4222 風間　雄貴 ｶｻﾞﾏ ﾕｳｷ 神奈川県 湘南工科大学附属高校 16分39秒

56 4164 川上　慶紘 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 横須賀高校 16分40秒

57 4229 内山　祐作 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｻｸ 神奈川県 神奈川県立上溝高等学校 16分42秒

58 4231 脇田　大地 ﾜｷﾀ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 16分43秒

59 4260 北見　嶺 ｷﾀﾐ ﾚｲ 神奈川県 横浜高校 16分43秒

60 4226 上野　徹平 ｳｴﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県 相洋高校 16分44秒

61 4218 小野田　翔太 ｵﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 神奈川県 Nike ONPJT 16分45秒

62 4201 角守　亮祐 ﾂﾉｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 藤沢西高校 16分46秒

63 4162 角谷　陽 ｶﾄﾞﾔ ﾖｳ 神奈川県 新栄高校 16分47秒

64 4158 森　陽向 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 神奈川県 山手学院高校 16分48秒

65 4209 二宮　龍也 ﾆﾉﾐﾔ ﾀﾂﾔ 神奈川県 相洋高校 16分49秒

66 4251 濱野　冬杜 ﾊﾏﾉ ﾌﾕﾄ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 16分50秒

67 4360 植木　憲伸 ｳｴｷ ｹﾝｼﾝ 神奈川県 藤沢翔陵高校 16分50秒

68 4213 久保田　颯 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 16分50秒

69 4159 市原　拓実 ｲﾁﾊﾗ ﾀｸﾐ 神奈川県 舞岡高校 16分51秒

70 4328 堀内　竜聖 ﾎﾘｳﾁ ﾘｭｳｾｲ 神奈川県 藤沢翔陵高校 16分53秒

71 4309 永石　晴紀 ﾅｶﾞｲｼ ﾊﾙｷ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 16分55秒

72 4151 井澤　大亮 ｲｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 川崎市立橘高校陸上部 16分55秒

73 4239 佐藤　壮真 ｻﾄｳ　ｿｳﾏ 東京都 八王子学園八王子高等学校 16分56秒

74 4225 尼子　星仁 ｱﾏｺ ﾎｼﾄ 神奈川県 神奈川県立横須賀高等学校 16分56秒

75 4163 山口　拓海 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 神奈川県 湘南工科大学附属高校 16分58秒

76 4230 原　孝太朗 ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 神奈川県立上溝高等学校 16分58秒

77 4240 松岡　龍平 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川県 神奈川県立大和高等学校 16分59秒

78 4252 佐藤　大地 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 藤沢翔陵高校 16分59秒

79 4215 市川　繁貴 ｲﾁｶﾜ ｼｹﾞｷ 神奈川県 光明学園相模原高校 17分00秒

80 4208 北井　涼 ｷﾀｲ ﾘｮｳ 神奈川県 神奈川県立麻溝台高校 17分00秒

81 4322 松島　一旗 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞｷ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 17分00秒

82 4245 深澤　優希 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 17分00秒

83 4311 座間　武尊 ｻﾞﾏ ﾀｹﾙ 神奈川県 川崎市立橘高校陸上部 17分03秒

84 4353 原　和絋 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 神奈川県立逗葉高等学校陸上競技部 17分04秒

85 4313 早川　和希 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川県 神奈川県立麻溝台高校 17分05秒

86 4249 山田　幸輝 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川県 藤沢西高校 17分06秒

87 4323 水品　豊樹 ﾐｽﾞｼﾅ　ﾀﾞｲｷ 神奈川県 相模原中等教育学校 17分06秒

88 4216 木内　裕斗 ｷｳﾁ ﾕｳﾄ 神奈川県 新栄高校 17分07秒

89 4366 大橋　貫太 ｵｵﾊｼ ｶﾝﾀ 神奈川県 光陵高校 17分09秒

90 4262 高野　直樹 ｺｳﾔ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜高校 17分09秒

91 4206 小野里　涼 ｵﾉｻﾞﾄ ﾘｮｳ 神奈川県 神奈川県立綾瀬高等学校 17分10秒

92 4354 福井　将大 ﾌｸｲ ｼｮｳﾀﾞｲ 神奈川県 神奈川県立大和高等学校 17分11秒

93 4317 田原　彩都 ﾀﾊﾗ ｱﾔﾄ 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 17分11秒

94 4228 石原　蓮 ｲｼﾊﾗ ﾚﾝ 神奈川県 相洋高校 17分12秒

95 4327 山口　晃太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 17分14秒

96 4254 藤部　武文 ﾄｳﾍﾞ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 川崎市立橘高校陸上部 17分14秒

97 4345 加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 湘南工科大学附属高校 17分15秒

98 4305 蒲生　弘毅 ｶﾞﾓｳ ｺｳｷ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 17分15秒

99 4157 高﨑　諒 ﾀｶｻｷ　ﾘｮｳ 神奈川県 相模原中等教育学校 17分15秒

100 4256 田邉　慧太 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 神奈川県 新栄高校 17分17秒

101 4227 押田　裕太郎 ｵｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県 相洋高校 17分18秒

102 4326 千葉　壮一郎 ﾁﾊﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 17分18秒

103 4207 髙部　哲也 ﾀｶﾍﾞ　ﾃﾂﾔ 神奈川県 光明学園相模原高校 17分19秒

104 4242 鈴木　伊吹 ｽｽﾞｷ ｲﾌﾞｷ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 17分21秒
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105 4321 林崎　朋也 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県 神奈川県立麻溝台高校 17分23秒

106 4342 萩野　冬尉 ﾊｷﾞﾉ ﾄｳｲ 神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 17分23秒

107 4344 渡邉　啓恭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 光陵高校 17分24秒

108 4320 金井　一将 ｶﾅｲ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 神奈川県立麻溝台高校 17分25秒

109 4319 栗田　翼 ｸﾘﾀ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 相洋高校 17分27秒

110 4214 藤原　宏輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｽｹ 神奈川県 神奈川県立大和高等学校 17分29秒

111 4361 野田　歩 ﾉﾀﾞ ｱﾕﾑ 神奈川県 藤沢翔陵高校 17分30秒

112 4246 石田　直也 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 17分30秒

113 4364 荒井　海人 ｱﾗｲ ｶｲﾄ 神奈川県 藤沢翔陵高校 17分33秒

114 4357 鬼木　渉 ｵﾆｷ ﾜﾀﾙ 神奈川県 新栄高校 17分33秒

115 4332 林　勇太 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 神奈川県 新栄高校 17分34秒

116 4265 佐藤　秋哉 ｻﾄｳ ｱｷﾔ 神奈川県 横浜高校 17分34秒

117 4350 長田　瑠偉 ｵｻﾀﾞ ﾙｲ 神奈川県 湘南工科大学附属高校 17分35秒

118 4324 直井　悠人 ﾅｵｲ ﾕｳﾄ 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 17分37秒

119 4312 誉田　聖人 ｺﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 神奈川県立大和高等学校 17分39秒

120 4349 棟方　耀 ﾑﾅｶﾀ ﾖｳ 神奈川県 横浜市立桜丘高校 17分42秒

121 4348 大橋　亮哉 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳﾔ 神奈川県 横浜高校 17分44秒

122 4339 牧　郁 ﾏｷ ｶｵﾙ 神奈川県 新栄高校 17分45秒

123 4257 吉岡　淳 ﾖｼｵｶ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市立桜丘高校 17分49秒

124 4244 荒木　淳希 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝｷ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 17分52秒

125 4336 柴田　笙 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ 神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 17分52秒

126 4318 谷口　太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾛｳ 神奈川県 桜丘 17分55秒

127 4347 山崎　健太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀ 神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 17分59秒

128 4331 津田　雅矢 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾔ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 18分00秒

129 4243 佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 18分01秒

130 4236 黒澤　隼太 ｸﾛｻﾜ ﾊﾔﾀ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 18分06秒

131 4356 坂井　陽 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 神奈川県 新栄高校 18分08秒

132 4338 石田　海否 ｲｼﾀﾞ ｶｲﾄﾞｳ 神奈川県 新栄高校 18分09秒

133 4314 田野口　昂平 ﾀﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 神奈川県 神奈川県立綾瀬高等学校 18分11秒

134 4264 近藤　完樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 18分12秒

135 4237 佐藤　優太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 18分12秒

136 4325 有馬　佳宏 ｱﾘﾏ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢翔陵高校 18分19秒

137 4333 山際　元稀 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾓﾄｷ 神奈川県 新栄高校 18分22秒

138 4330 石渡　梨久 ｲｼﾜﾀ ﾘｸ 神奈川県 横浜市立金沢高等学校 18分23秒

139 4310 桝田　健矢 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾔ 神奈川県 神奈川県立荏田高等学校 18分23秒

140 4263 神戸　俊太 ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 神奈川県 神奈川県立秦野高等学校 18分33秒

141 4301 山本　康博 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 神奈川県立綾瀬高等学校 18分36秒

142 4329 飯島　蒼太 ｲｲｼﾞﾏ ｿｳﾀ 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 18分46秒

143 4359 廣瀬　遼一 ﾋﾛｾ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 19分00秒

144 4302 越智　悠登 ｵﾁ ﾕｳﾄ 神奈川県 神奈川県立綾瀬高等学校 19分06秒

145 4316 田中　満耀 ﾀﾅｶ ﾐﾂｱｷ 神奈川県 神奈川県立上溝高等学校 19分11秒

146 4250 齋藤　孝介 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 神奈川県 神奈川県立綾瀬高等学校 19分13秒

147 4247 若林　幸佑 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 神奈川県 神奈川県立綾瀬高等学校 19分52秒

148 4351 桑原　陸也 ｸﾜﾊﾞﾗ　ﾘｸﾔ 神奈川県 相模原中等教育学校 20分01秒


