
全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
1 川瀬　翔矢 (4) 28.26.37 2 服部　大暉 (4) 28.59.02
5 桑山　楓矢 (4) 29.47.44 4 鈴木　高虎 (4) 29.37.64
11 竹内　啓一郎 (2) 30.29.02 7 三浦　真和 (2) 30.04.40
12 花井　秀輔 (2) 30.30.06 17 渡邉　大誠 (2) 30.45.21
14 上村　直也 (4) 30.33.28 20 原田　侑弥 (2) 30.56.60
18 原田　翼 (3) 30.53.71 25 深谷　涼太 (2) 31.15.29
21 鈴木　翔也 (3) 30.59.93 65 小林　宏輔 (4) (14.22.12)
57 田邊　隼都 (4) 34.59.26 71 山本　駿太 (1) (15.02.43)
72 鵜飼　一颯 (1) (15.03.79) 77 端野　光将 (1) (15.16.99)
74 佐藤　楓馬 (1) (15.11.04) 80 服部　諒 (1) (15.29.26)
76 矢田　大誠 (1) (15.14.83) 83 苅谷　真之介 (1) (15.36.22)

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
6 渡辺　翔哉 (3) 29.58.72 3 國司　寛人 (D3) 29.35.83
8 加藤　凌平 (2) 30.07.61 10 森川　陽之 (3) 30.18.50
9 榊原　陸 (3) 30.11.78 19 勝田　哲史 (4) 30.56.15
15 中村　聡志 (4) 30.41.70 35 鈴木　健弘 (M2) 32.44.05
22 増田　惠太 (4) 31.08.45 38 佐藤　圭 (3) 32.52.15
23 伊藤　聖也 (4) 31.12.42 45 飯田　康平 (M2) 33.26.72
24 村上　州 (4) 31.12.70 51 重田　直賢 (2) 33.43.09
26 上小川　リウキ (3) 31.21.53 53 和田　慎太郎 (4) 33.54.29
27 中尾　啓哉 (2) 31.26.57 66 村瀬　稜治 (1) (14.34.23)
31 村松　俊哉 (2) 31.51.36 86 寺島　青 (1) (15.47.21)
68 伊澤　葵 (1) (14.46.36) 89 中島　滉太 (2) (15.54.78)

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
16 横田　佳介 (3) 30.42.20 36 林　誉大 (4) 32.48.98
28 田村　陸 (3) 31.43.55 47 天野　智貴 (4) 33.28.81
30 川内　秀哉 (3) 31.50.63 47 福岡　崚生 (4) 33.28.81
40 西辻　和暉 (4) 32.59.81 55 前田　能宜 (4) 34.19.19
43 奥野　薫 (2) 33.24.99 73 野田　将弘 (4) (15.09.06)
70 鈴木　雄登 (2) (14.56.26) 79 永柳　慶大 (3) (15.21.18)
78 米谷　悠希 (2) (15.20.32) 92 車本　遊真 (3) (16.03.28)
81 村上　裕雅 (1) (15.31.49) 99 鈴木　大祐 (2) (16.25.99)
90 伊藤　泰治 (4) (15.59.78) 100 小畑　雅輝 (3) (16.29.08)
107 泉　主馬 (4) (17.37.90) 109 清水　透吾 (3) 記録なし
109 坂上　大陽 (1) 記録なし 109 近藤　直斗 (1) 記録なし

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
41 原林　諒 (2) 33.06.85 34 山本　渓秋 (4) 32.21.90
42 木村　将成 (2) 33.24.02 43 青山　晃大 (3) 33.24.99
46 舟橋　祐哉 (M2) 33.27.23 54 原田　穣次 (3) 34.06.20
49 西山　皓基 (4) 33.31.79 58 児玉　一 (4) 35.19.23
56 吉岡　優希 (4) 34.29.28 63 幸村　龍磨 (3) 38.14.88
59 原　敦也 (3) 35.42.49 64 梶原　佑太 (3) 38.45.66
60 中本　雄大 (4) 36.10.09 109 梅田　拓巳 (2) 記録なし
61 小島　悠平 (2) 36.42.93 109 牧田　祐太郎 (3) 記録なし
91 迫　朝澄 (1) (16.01.02)
94 安藤　啓貴 (1) (16.06.36)
97 秋好　亮祐 (1) (16.14.22)
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全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
13 石川　陽一 (4) 30.32.86 67 渡邉　凌太 (3) (14.43.72)
29 間瀬　智哉 (4) 31.47.79 88 堀江　爽太郎 (1) (15.53.70)
50 三浦　颯士 (4) 33.38.83 93 大橋　虎也 (3) (16.04.44)
52 可児　大晟 (1) 33.54.00 95 大地　陽斗 (4) (16.07.61)
62 宮川　勇人 (4) 37.15.84 102 徳江　航己 (4) (16.33.71)
96 植村　和真 (3) (16.10.49) 106 片山　絢斗 (2) (17.33.49)
98 近藤　優芽 (3) (16.18.22) 108 新美　秀悟 (4) (18.36.57)
109 岩田　学典 (2) 記録なし 109 樋口　元汰 (4) 記録なし
109 岩本 竜弥 (2) 記録なし

全体順位 選手名 参考記録 全体順位 選手名 参考記録
75 小池　真広 (1) (15.13.20) 109 磯部　裕斗 (4) 記録なし
82 松石　直樹 (4) (15.35.68) 109 北川　翔悟 (4) 記録なし
84 鵜飼　涼矢 (3) (15.42.77) 109 浅井　克貴 (3) 記録なし
85 山口　凱生 (3) (15.43.34) 109 伊藤　賢太朗 (2) 記録なし
103 小林　義典 (4) (16.54.38) 109 細木　駿介 (2) 記録なし
104 石牧　良哉 (3) (16.55.21) 109 伊藤　立樹 (2) 記録なし
109 馬場　隆夫 (4) 記録なし 109 脇田　航輝 (1) 記録なし
109 石川　智也 (2) 記録なし 109 天野　誠吾 (2) 記録なし
109 杉浦　隆輝 (3) 記録なし 109 阪口　日向 (4) 記録なし
109 長坂　尚哉 (1) 記録なし 109 田中　翔也 (4) 記録なし
109 松花　巧祐 (1) 記録なし

全体順位 選手名 参考記録
32 杉山　喜紀 (4) 32.03.86
33 中山　峻弥 (M1) 32.10.43
37 篠原　理玖 (3) 32.49.65
39 田畑　論太郎 (4) 32.53.94
69 辻川　侑馬 (3) (14.48.22)
87 副島　大輔 (2) (15.48.94)
101 牧野　泰河 (3) (16.31.84)
105 中井　裕人 (1) (16.57.78)

※1：参考記録は2019/1/1~2020/9/6の期間内のもの

※2：( )のついた参考記録は5000m
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