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1 越川　堅太 東京都 東京実業高校 0:30:44

2 佐久間　秀徳 神奈川県 国学院久我山高 0:30:51

3 齋藤　晃太 北海道 札幌日大高校 0:30:52

4 岡田　享也 東京都 拓大一高 0:30:52

5 中井　愼吾 東京都 錦城学園高校 0:31:00

6 安間　翔梧 東京都 若葉総合高校 0:31:04

7 片桐　健吾 東京都 東京実業高校 0:31:15

8 厚浦　大地 東京都 東京実業高校 0:31:17

9 藤田　海都 東京都 都立野津田高校 0:31:18

10 坂井　大我 北海道 札幌日大高校 0:31:19

11 中嶋　大樹 東京都 国学院久我山高 0:31:25

12 小室　俊貴 東京都 若葉総合高校 0:31:27

13 鈴木　勇那 東京都 拓大一高 0:31:35

14 鈴木　涼太郎 東京都 拓大一高 0:31:49

15 長岡　甲斐斗 東京都 拓大一高 0:31:58

16 古厩　功太郎 東京都 拓大一高 0:32:01

17 稲毛　暉斗 東京都 東京実業高校 0:32:03

18 渡邉　海 東京都 国学院久我山高 0:32:05

19 藤崎　将匡 東京都 城西高校 0:32:07

20 嶋津　雄大 東京都 若葉総合高校 0:32:15

21 池山　周平 東京都 拓大一高 0:32:16

22 横山　拓朗 神奈川県 東京高校 0:32:26

23 小松　勇太 北海道 札幌日大高校 0:32:29

24 森田　幸志郎 東京都 昭和第一学園 0:32:30

25 横枕　崇博 東京都 城西高校 0:32:31

26 青木　雄貴 東京都 松が谷高校 0:32:32
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26 青木　雄貴 東京都 松が谷高校 0:32:32

27 吉田　泰樹 東京都 つばさ総合高校 0:32:34

28 嶋村　圭太 神奈川県 国学院久我山高 0:32:34

29 本間　和樹 東京都 東京実業高校 0:32:37

30 大野　拓海 東京都 拓大一高 0:32:41

31 荒井　優輝 東京都 若葉総合高校 0:32:46

32 金田　彩ノ介 東京都 城西高校 0:32:48

33 山田　幸太郎 東京都 若葉総合高校 0:32:48

34 菅原　伊織 東京都 国学院久我山高 0:32:49

35 西俣　和哉 東京都 若葉総合高校 0:32:56

36 小山　大輝 東京都 上水高校 0:33:02

37 矢澤　彰吾 東京都 東京実業高校 0:33:04

38 大木　郁実 東京都 松が谷高校 0:33:05

39 野上　翔大 東京都 青梅総合高校 0:33:05

40 今池　雄大 埼玉県 拓大一高 0:33:08

41 佐藤　壮真 東京都 八王子高校 0:33:12

42 石川　大成 東京都 松が谷高校 0:33:12

43 杉浦　慧 東京都 成蹊高校 0:33:12

44 小林　将太郎 東京都 東京実業高校 0:33:14

45 堀内　大生 東京都 国学院久我山高 0:33:17

46 天沼　拓也 東京都 城西高校 0:33:18

47 奥　恭典 東京都 国学院久我山高 0:33:23

48 林　広一郎 東京都 東京実業高校 0:33:23

49 中野　恵太 東京都 東京実業高校 0:33:26

50 岩永　宏樹 東京都 国学院久我山高 0:33:33
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51 斉藤　達己 東京都 東京実業 0:33:33

52 大久保　友貴 東京都 上水高校 0:33:41

53 岡部　翔真 東京都 東京実業高校 0:33:41

54 大村　怜 東京都 松が谷高校 0:33:41

55 矢野　皓己 東京都 松が谷高校 0:33:42

56 大神田　真也 東京都 八王子高校 0:33:43

57 川島　拓馬 東京都 錦城学園高校 0:33:51

58 大熊　開 東京都 城西高校 0:33:54

59 石川　雅己 東京都 松が谷高校 0:33:55

60 鈴木　郁弥 東京都 国学院久我山高 0:33:56

61 平丸　慶人 東京都 東京実業高校 0:33:59

62 谷口　龍生 東京都 城西高校 0:34:03

63 中村　翼 東京都 都立東大和高校 0:34:08

64 齊藤　崇弥 神奈川県 拓大一高 0:34:08

65 内島　翔 東京都 松が谷高校 0:34:10

66 江頭　元希 東京都 都立東大和高校 0:34:11

67 石坂　夢真 東京都 都立東大和高校 0:34:12

68 柴田　隆平 東京都 都立東大和高校 0:34:37

69 高橋　健留 神奈川県 東京高校 0:34:45

70 高橋　脩士 東京都 若葉総合高校 0:34:46

71 茂木　息吹 東京都 拓大一高 0:34:47

72 小野　真嵩 東京都 つばさ総合 0:34:49

73 藤本　康希 東京都 都立青峰学園 0:34:51

74 副島　陸 東京都 武蔵野北高校 0:34:52

75 芥切　樹 東京都 若葉総合高校 0:34:52

76 宮下　遊音 東京都 八王子高校 0:34:5576 宮下　遊音 東京都 八王子高校 0:34:55

77 渡邊　尊斗 東京都 八王子高校 0:34:57

78 大久保　省吾 東京都 松が谷高校 0:34:58

79 馬場　勇希 東京都 国学院久我山高 0:35:10

80 久保田　圭司 東京都 若葉総合高校 0:35:11

81 戸澤　辰彦 東京都 八王子高校 0:35:13

82 国友　巧輝 東京都 青梅総合高校 0:35:14

83 城定　啓太 東京都 八王子高校 0:35:16

84 手島　駿 埼玉県 国学院久我山高 0:35:17

85 眞貝　光央 東京都 都立東大和高校 0:35:19

86 小川　陸 東京都 若葉総合高校 0:35:38

87 常葉　一統 東京都 都立青峰学園 0:35:49

88 大石　大河 東京都 若葉総合高校 0:35:49

89 峠　慎太郎 東京都 昭和第一学園 0:36:07

90 粕谷　有幸 東京都 松が谷高校 0:36:14

91 齊藤　圭一朗 東京都 武蔵野北高校 0:36:19

92 叶　拓海 東京都 上水高校 0:36:21

93 井上　遥志 東京都 松が谷高校 0:36:25

94 新宅　哲也 東京都 国学院久我山高 0:36:27

95 飯泉　翔太 神奈川県 明中八王子高校 0:36:32

96 青柳　光亮 東京都 明中八王子高校 0:36:41

97 澤田　宙弥 東京都 昭和第一学園 0:36:44

98 森安　翔 東京都 武蔵野北高校 0:36:44

99 松兼　颯汰 東京都 松が谷高校 0:36:55

100 矢島　謙也 東京都 八王子高校 0:37:15
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101 喜多村　勇輝 東京都 松が谷高校 0:37:16

102 安達　翼 東京都 国学院久我山高 0:37:17

103 伊藤　天翔 秋田県 二ツ井マラソン 0:37:19

104 岡部　裕斗 東京都 武蔵野北高校 0:37:21

105 明珍　尋紀 東京都 多摩科学技術高 0:37:25

106 兼山　慎 東京都 武蔵台ＲＣ 0:37:27

107 渡部　鷹平 東京都 昭和第一学園 0:37:34

108 中禮　颯人 神奈川県 明中八王子高校 0:37:41

109 海野　友作 東京都 都立東大和高校 0:38:00

110 大久保　智法 東京都 都立拝島 0:38:18

111 西村　翔馬 東京都 多摩科学技術校 0:38:20

112 藤木　俊希 長野県 飯山高校 0:38:23

113 大塩　慶 東京都 都南多摩 0:38:34

114 百々　勇汰 東京都 松が谷高校 0:38:46

115 掛川　慈瑛 神奈川県 明中八王子高校 0:39:04

116 井上　悠馬 東京都 多摩科学技術高 0:39:30

117 山口　祐太 東京都 八王子高校 0:39:42

118 日野　真希 東京都 松が谷高校 0:39:53

119 小美濃　零也 東京都 武蔵野北高校 0:39:57

120 田村　義浩 東京都 0:40:01

121 鈴山　亮佑 東京都 都立青峰学園 0:41:05

122 大和田　一也 東京都 0:41:05

123 戸島　康允 東京都 0:41:20

124 天野　拓杜 東京都 0:41:32

125 金　完壽 東京都 永福学園 0:41:36

126 佐々木　航汰 東京都 武蔵野北高校 0:42:04126 佐々木　航汰 東京都 武蔵野北高校 0:42:04

127 松井　祐太朗 東京都 都立立川高校 0:42:32

128 大浦　巧 埼玉県 ＢＰＳ 0:42:38

129 堀井　勇成 東京都 都立青峰学園 0:43:04

130 一條　竜輝 東京都 多摩科学技術 0:43:32

131 高橋　大志 神奈川県 0:43:40

132 長井　大輔 東京都 都多摩科学技術 0:43:45

133 田嶋　悠稀 東京都 福生高校 0:43:49

134 永見　朗大 東京都 拝島高校 0:43:57

135 清須　雄作 東京都 0:44:01

136 上岡　海大 東京都 八王子特別支援 0:44:02

137 おしみ　りょう 東京都 ふっさこうこう 0:44:25

138 山口　飛鳥 東京都 福生高校野球部 0:44:25

139 大津　秀人 東京都 0:44:32

140 たなか　けいと 東京都 福生高校野球部 0:44:34

141 佐々木　啓悟 東京都 福生高校野球部 0:44:57

142 石引　陸斗 東京都 昭和第一学園 0:44:58

143 はぎた　てるゆき 東京都 ふっさこうこう 0:44:59

144 井口　大輔 埼玉県 埼玉陸協 0:45:05

145 樺沢　賢 東京都 都多摩科技 0:45:07

146 山下　翔 東京都 都立青峰学園 0:45:08

147 栗原　康輔 東京都 多摩科学技術高 0:45:23

148 宮成　和浩 東京都 多摩科学技術校 0:45:41

149 須崎　暢 東京都 都立府中高校 0:45:52

150 さいとう　たけひろ 東京都 ふっさこうこう 0:46:14
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151 谷口　一樹 東京都 0:46:14

152 小嶺　翼 東京都 福生高校野球部 0:46:18

153 松本　類 東京都 瑞穂農芸高校 0:46:22

154 はしもと　りょうへい 東京都 ふっさこうこう 0:46:27

155 こみね　つばさ 東京都 ふっさこうこう 0:46:29

156 須崎　諒 東京都 0:46:40

157 伊藤　隼人 東京都 都立青峰学園 0:47:54

158 宮村　将弥 東京都 武蔵丘高校 0:48:17

159 中村　優太 東京都 福生高校野球部 0:48:47

160 ながい　ともや 東京都 ふっさこうこう 0:49:04

161 藤岡　優輝 東京都 武蔵台ＲＣ 0:49:30

162 阿部　竜馬 東京都 武蔵台ＲＣ 0:49:30

163 よこち　たつき 東京都 福生高校野球部 0:49:31

164 みやもと　たいが 東京都 福生高校やきゅ 0:49:32

165 永井　吏 東京都 福生高校野球部 0:49:33

166 福島　涼輔 東京都 羽村特別支援校 0:49:41

167 仲本　匡則 東京都 0:50:12

168 田中　照久 東京都 武蔵台ＲＣ 0:50:33

169 二宮　慶 東京都 0:50:38

170 おおしま　ひでき 東京都 ふっさこうこう 0:50:57

171 神田　壱成 東京都 都立青峰学園 0:51:00

172 室作　克己 東京都 あきる野学園 0:51:01

173 上田　大佑 東京都 福生高校野球部 0:51:10

174 菊地　悦仁 東京都 羽村特別支援 0:52:30

175 石田　翔太 東京都 武蔵台ＲＣ 0:52:40

176 浅田　大輝 東京都 仲町囃子連 0:52:54176 浅田　大輝 東京都 仲町囃子連 0:52:54

177 なかしま　けんた 東京都 福生高校野球部 0:52:54

178 柳川　こうた 東京都 0:53:23

179 関谷　洸希 東京都 福生高校野球部 0:53:26

180 諸越　晴大 東京都 武蔵台ＲＣ 0:53:26

181 原島　将寛 東京都 福生高校野球部 0:53:27

182 三本木　響 東京都 武蔵台ＲＣ 0:54:02

183 荒沢　洋平 東京都 武蔵野北高校 0:55:07

184 伊東　航輝 東京都 0:55:10

185 中川　晶寛 東京都 啓明学園 0:55:23

186 黒尾　拳 東京都 武蔵台ＲＣ 0:56:27

187 柴田　将人 東京都 武蔵台ＲＣ 0:57:38

188 藤田　義朗 東京都 0:57:51

189 谷田部　隼貴 東京都 0:59:19

190 小林　拓夢 東京都 都立日野台高校 0:59:21

191 竹内　剛志 東京都 あきる野学園 0:59:37

192 吉岡　豊司 東京都 錦城高校野球部 1:01:16

193 塚本　静馬 東京都 武蔵台ＲＣ 1:01:37

194 大島　昌悟 東京都 武蔵台ＲＣ 1:01:43

195 伊藤　大智 東京都 武蔵台ＲＣ 1:01:43

196 青木　陸 東京都 1:02:35

197 落合　亮太 東京都 武蔵台ＲＣ 1:02:59

198 石田　大介 東京都 日野台高校 1:03:14

199 諸江　泉文 東京都 羽村特別支援校 1:04:53

200 北原　楓 東京都 1:05:04
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201 福島　龍也 東京都 あきる野学園 1:06:12

202 立原　海 東京都 1:07:15

203 川島　久典 東京都 あきる野学園 1:08:10

204 鈴木　雄成 東京都 羽村特別支援 1:11:46

205 森田　健太郎 東京都 1:14:29

206 野中　真世 東京都 武蔵台ＲＣ 1:19:44


