
5 ・ ジュニア男子の部 5km 1組

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 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

32 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

33 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

34 4135 高橋　一輝 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 神奈川県 相洋高校 16分25秒

35 4154 徳野　地洋 ﾄｸﾉ ﾁﾋﾛ 神奈川県 新栄高校 16分25秒

36 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

37 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

38 4161 横澤　清己 ﾖｺｻﾜ ｷﾖｷ 神奈川県 新栄高校 16分33秒

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 4162 角谷　陽 ｶﾄﾞﾔ ﾖｳ 神奈川県 新栄高校 16分47秒

45 4158 森　陽向 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 神奈川県 山手学院高校 16分48秒

46 4159 市原　拓実 ｲﾁﾊﾗ ﾀｸﾐ 神奈川県 舞岡高校 16分51秒

47 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

48 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

49 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
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