
7 ・ ジュニア男子の部 5km 3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 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
2 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
3 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
4 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
5 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
6 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

7 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

8 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

9 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

10 4366 大橋　貫太 ｵｵﾊｼ ｶﾝﾀ 神奈川県 光陵高校 17分09秒

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 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

21 4319 栗田　翼 ｸﾘﾀ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 相洋高校 17分27秒

22 4361 野田　歩 ﾉﾀﾞ ｱﾕﾑ 神奈川県 藤沢翔陵高校 17分30秒

23 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

24 4357 鬼木　渉 ｵﾆｷ ﾜﾀﾙ 神奈川県 新栄高校 17分33秒

25 4332 林　勇太 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 神奈川県 新栄高校 17分34秒

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 4339 牧　郁 ﾏｷ ｶｵﾙ 神奈川県 新栄高校 17分45秒

32 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

33 4318 谷口　太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾛｳ 神奈川県 桜丘 17分55秒

34 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

35 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

36 4356 坂井　陽 ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 神奈川県 新栄高校 18分08秒

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

48 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
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