
1. 105 橋本 大輝 1時間02分19秒 SGホールディングス 京都府

2. 3 湯澤 舜 1時間02分56秒 SGホールディングス 滋賀県

3. 107 BIWOTT ALLAN 1時間03分06秒 マツダ 広島県

4. 119 荒巻 朋熙 1時間03分11秒 青山学院大学 東京都

5. 2 右田 綺羅 1時間03分21秒 トヨタ自動車九州 埼玉県

6. 103 橋爪 孝安 1時間03分32秒 SGホールディングス 京都府

7. 13 志村 健太 1時間03分37秒 創価大学 東京都

8. 8 山内 健登 1時間03分44秒 青山学院大学 東京都

9. 7 木榑 杏祐 1時間04分03秒 埼玉医科大学グループ 埼玉県

10. 3001 金子 伊吹 1時間04分08秒 駒澤大学 東京都

11. 6 上田 裕也 1時間05分00秒 ひらまつ病院 佐賀県

12. 102 西田 壮志 1時間05分04秒 トヨタ自動車 愛知県

13. 9 内田 征冶 1時間05分13秒 順天堂大学 東京都

14. 114 畝 歩夢 1時間05分16秒 埼玉医科大学グループ 埼玉県

15. 125 川内 琉生 1時間05分19秒 東京国際大学 埼玉県

16. 11 綱本 桂悟 1時間05分35秒 東洋大学 東京都

17. 201 油谷 航亮 1時間05分36秒 順天堂大学 東京都

18. 203 岩島 共汰 1時間05分39秒 順天堂大学 東京都

19. 136 家入 勇翔 1時間05分52秒 創価大学 東京都

20. 177 藤田 啓生 1時間06分03秒 佐賀陸協 佐賀県

21. 118 徳丸 涼大 1時間06分07秒 青山学院大学 東京都

22. 134 浦上 和樹 1時間06分09秒 日本体育大学 神奈川県

23. 1 神野 大地 1時間06分11秒 セルソース 東京都

24. 130 竹割 真 1時間06分19秒 東海大学 神奈川県

25. 129 水野 龍志 1時間06分20秒 東海大学 神奈川県

26. 15 須山 向陽 1時間06分20秒 早稲田大学 東京都

27. 122 出口 静之心 1時間06分29秒 順天堂大学 東京都

28. 133 宮岡 凜太 1時間06分40秒 早稲田大学 東京都

29. 120 大須賀 風葵 1時間07分03秒 青山学院大学 東京都

30. 12 益田 郁也 1時間07分25秒 東京国際大学 東京都

31. 17 岩下 翔哉 1時間07分35秒 国士舘大学 東京都

32. 16 高濱 大志 1時間07分45秒 日本体育大学 東京都

33. 111 雲井 崚太 1時間07分47秒 ひらまつ病院 佐賀県

34. 139 中西 洸貴 1時間07分54秒 立教大学 東京都

35. 14 溝口 仁 1時間08分00秒 東海大学 神奈川県

36. 185 石島 一真 1時間08分10秒 不知火RC 熊本県

37. 155 上原 健太郎 1時間08分14秒 日本文理大学 大分県

38. 149 森田 琉斗 1時間08分18秒 日本文理大学 大分県
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39. 138 溝辺 伊織 1時間08分33秒 国士舘大学 東京都

40. 202 堀越 翔人 1時間08分49秒 順天堂大学 東京都

41. 172 梅本 和海 1時間08分55秒 熊本県庁 熊本県

42. 162 河野 颯太 1時間08分56秒 熊本大学 熊本県

43. 109 小林 史弥 1時間08分58秒 ひらまつ病院 佐賀県

44. 147 渕上 裕太 1時間09分25秒 日本文理大学 大分県

45. 196 東 叶夢 1時間09分38秒 慶應義塾大学 神奈川県

46. 131 上里 聡史 1時間09分54秒 東海大学 神奈川県

47. 200 緒方 卓思 1時間10分55秒 JNS 熊本県

48. 132 濱本 寛人 1時間11分15秒 早稲田大学 東京都

49. 20 姫野 辰也 1時間11分37秒 日本文理大学 大分県

50. 189 山崎 隼汰 1時間12分01秒 北熊本自衛隊 熊本県

51. 145 山﨑 悠平 1時間12分11秒 日本文理大学 大分県

52. 187 福本 恭久 1時間12分12秒 JR西日本 広島県

53. 140 一瀬雅人 1時間12分19秒 日本文理大学 大分県

54. 164 杉枝 真二 1時間12分20秒 SKY VILLAGE 熊本県

55. 115 鈴木 玲央 1時間12分34秒 資生堂 東京都

56. 166 衛藤 剛 1時間12分34秒 オーデンAC 熊本県

57. 150 羽田 新世 1時間12分50秒 日本文理大学 大分県

58. 184 石谷 公平 1時間12分51秒 日向市陸協 宮崎県

59. 161 西村 優一 1時間12分52秒 熊本大学 熊本県

60. 180 高木 瑛史 1時間12分54秒 上野塾 熊本県

61. 137 永井 智久 1時間12分57秒 国士舘大学 東京都

62. 151 林 駿甫 1時間13分04秒 日本文理大学 大分県

63. 144 鶴 雄人 1時間13分13秒 日本文理大学 大分県

64. 179 上野 公貴 1時間13分19秒 上野塾 熊本県

65. 152 河津 尚希 1時間13分35秒 日本文理大学 大分県

66. 163 菱刈 大貴 1時間13分57秒 SKY VILLAGE 熊本県

67. 143 浅田 悠太 1時間14分11秒 日本文理大学 大分県

68. 173 杉本 和貴 1時間14分19秒 熊本県庁 熊本県

69. 188 植嶋 晋也 1時間14分24秒 北熊本自衛隊 熊本県

70. 146 小西 亮徳 1時間14分37秒 日本文理大学 大分県

71. 141 山口 大地 1時間15分21秒 日本文理大学 大分県

72. 165 本田 仁 1時間16分10秒 Team阿蘇 熊本県

73. 153 中熊 力輝 1時間16分15秒 日本文理大学 大分県

74. 198 木下 嘉博 1時間16分24秒 IBUSUKI.R 鹿児島県

75. 176 友野 知剛 1時間16分36秒 熊本市消防局 熊本県

76. 191 黒木 拓実 1時間16分59秒 北熊本自衛隊 熊本県
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77. 168 谷口 貴則 1時間17分27秒 日南市陸協 宮崎県

78. 178 唐鎌 航也 1時間18分08秒 上球磨消防 熊本県

79. 186 佐藤 大和 1時間18分29秒 不知火RC 熊本県

80. 181 水口 大基 1時間21分34秒 人吉市立第一中学校 熊本県

81. 192 吉田 大 1時間21分42秒 北熊本自衛隊 熊本県

82. 174 久米 隆道 1時間22分22秒 熊本山鹿RC 熊本県

83. 113 中原 拓海 1時間22分29秒 鹿児島銀行 鹿児島県

84. 128 入田 優希 1時間26分49秒 東海大学 神奈川県

85. 142 宮原 直大 1時間28分15秒 日本文理大学 大分県

148 髙木 慶介 日本文理大学 大分県

154 井出 大成 日本文理大学 大分県

167 川邊 宏樹 熊本陸協 熊本県

195 廣松 正景 熊本CTC 熊本県

4 畔上 和弥 トヨタ自動車 愛知県

5 寺西 雅俊 マツダ 広島県

10 青柿 響 駒澤大学 東京都

18 田島 公太郎 慶応義塾大学 東京都

19 中田 紫音 立教大学 東京都

101 安井 雄一 トヨタ自動車 愛知県

104 平田 幸四郎 SGホールディングス 京都府

106 有馬 圭哉 マツダ 広島県

108 太田黒 卓 ひらまつ病院 佐賀県

110 片山 拓海 ひらまつ病院 佐賀県

112 上村 直也 ひらまつ病院 佐賀県

116 松並 昂勢 青山学院大学 東京都

117 白石 光星 青山学院大学 東京都

121 松下 勇樹 青山学院大学 東京都

123 神谷 青輝 順天堂大学 東京都

124 石岡 大侑 順天堂大学 東京都

126 一條 空音 東京国際大学 埼玉県

127 西村 真周 東洋大学 埼玉県

135 野田 崇央 創価大学 東京都

156 Ahnida Saleh 第一工科大学 鹿児島県

157 牛之濱 歩 第一工科大学 鹿児島県

158 竹上 直希 第一工科大学 鹿児島県

159 松村 幸亮 第一工科大学 鹿児島県

160 宮園 天惠 第一工科大学 鹿児島県

169 郷 良尚 ASOLETE 熊本県
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170 中村 雄人 玖珠郡陸協 大分県

171 佐藤 黎治 玖珠郡陸協 大分県

175 渡辺 暁雄 熊本山鹿RC 熊本県

182 後藤 航大 大分陸協 大分県

183 中村 貴明 熊本山鹿RC 熊本県

190 高橋 朋輝 北熊本自衛隊 熊本県

193 本田 侑聖 北熊本自衛隊 熊本県

194 郡山 倭人 北熊本自衛隊 熊本県

197 高塚秀一 川薩陸協 鹿児島県

199 吉永 和夫 ツボイRC 熊本県

3002 中井 陸人 東海大学 神奈川県

Time measurement by TRACK SESSION Inc.
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