
チャレンジ 130名 20.6km 9時50分スタート
No. 選手名 県名 No. 選手名 県名 No. 選手名 県名

301 横田 正美 栃木県
302 村井 孝司 京都府
303 馬場 直哉 滋賀県
304 長嶋 仁 茨城県
306 齋藤 寛太 茨城県
307 松浦 耕介 神奈川
308 篠崎 雅俊 栃木県
309 稲本 潤一 東京都
310 金屋 洋一郎 東京都
311 伊藤 禎朗 千葉県
312 石嶋 貴規 栃木県
313 高橋 勇二 栃木県
314 伊東 佑馬 埼玉県
315 森 俊明 東京都
316 菅野 広一 神奈川
317 井東 親吾 東京都
318 吉岡 誠一 茨城県
319 影森 信一郎 東京都
320 舟迫 慎太郎 栃木県
321 舟迫 颯 栃木県
322 白鳥 興寛 東京都
323 石川 昌憲 東京都
324 菅野 茂樹 東京都
325 小林 秀雄 東京都
326 小林 輝 神奈川
327 宮崎 直樹 栃木県
328 細野 光彦 茨城県
329 谷本 健 神奈川
330 柴田 渓佑 栃木県
331 田村 真一 栃木県
332 前川 大輔 宮城県
333 本井 大裕 栃木県
334 上野 貴彦 栃木県
335 吉田 勝彦 埼玉県
336 清水 大地 栃木県
337 鈴木 隆行 千葉県
338 中嶋 秀成 栃木県
339 栗田 拓美 栃木県
340 爲永 誠 福井県
341 大森 悟史 栃木県
342 山岡 俊和 茨城県
343 若林 幹夫 栃木県
344 土屋 雄一郎 茨城県
345 大木 靖博 神奈川
346 伊藤 隼也 和歌山
347 藤澤 浩 栃木県
348 伊藤 大輔 栃木県
349 篠崎 翔太 栃木県
350 高橋 諒 神奈川
351 田中 嗣人 三重県
352 川出 空 栃木県
353 油井 航祐 東京都
354 中田 京志郎 栃木県
355 大石 力也 静岡県
356 竹内 良太 東京都
357 室賀 貴仁 栃木県
358 本田 紗央里 東京都
359 鈴木 智 栃木県
360 新井 優貴 埼玉県

361 沢野 司 埼玉県
362 生尾 完 栃木県
363 大柿 覚 栃木県
364 井上 康昌 栃木県
365 松田 健吾 三重県
366 前中 健 神奈川
367 青木 峻二 神奈川
368 田上 建 栃木県
369 飯嶋 幸夫 栃木県
370 臼井 一雅 栃木県
371 佐藤 正輝 栃木県
372 阿部 倫也 東京都
373 福山 慧 千葉県
374 西川 尚吾 栃木県
375 相場 正行 栃木県
376 野尻 信也 東京都
377 新藤 大翔 埼玉県
378 大髙 裕生 東京都
379 江口 健司 栃木県
380 石田 豊 栃木県
381 山本 耕平 千葉県
382 槇 勇人 埼玉県
383 小森 英彦 栃木県
384 吉田 有輝 栃木県
385 加藤 瑛典 栃木県
386 望月 和真 栃木県
387 松本 真幸 東京都
388 渡邊 太智 神奈川
389 須藤 卓 埼玉県
390 山口 泰司 大阪府
391 永山 義人 栃木県
392 村井 佑圭 栃木県
393 梅津 亮 東京都
394 新井 正 東京都
395 鈴木 克明 茨城県
396 島崎 稔史 東京都
397 齋藤 和也 東京都
398 梅津 祐希 東京都
399 山本 啓太 富山県
400 柳瀬 悠理 富山県
401 河野 愛佳 富山県
402 佐々木 啄人 宮城県
403 穴澤 桜晴 茨城県
404 鈴木 星凪 千葉県
405 鈴木 悠介 栃木県
406 栁 颯太郎 栃木県
407 矢島 竜一 埼玉県
408 善養寺 貴洋 新潟県
409 岩崎 雅 東京都
410 江澤 秀朋 埼玉県
411 振屋 拓実 東京都
412 若松 秀門 東京都
413 橋本 青空 石川県
414 馬場 智幸 東京都
415 吉田 朋博 茨城県
416 荒井 佑輔 栃木県
417 鬼沢 和哉 茨城県
418 柏崎 蒼虎 栃木県
419 橋本 弘子 埼玉県

420 新井 拓実 栃木県
421 小谷 諭史 神奈川
422 藤巻 仁 神奈川
423 保利 祥太郎 東京都
424 蛭田 智啓 東京都
425 佐藤 光翼 栃木県
426 山下 幸将 東京都
427 鈴木 康麟 神奈川
428 水野 奈緒美 石川県
429 田口 紀昭 埼玉県
430 児島 直樹 静岡県
431 田中 至 埼玉県


