
オープン 男子 97名 72.1km 11時00分スタート
No. 選手名 県名 登録番号 No. 選手名 県名 登録番号

1 井出 貴士 栃木県 11ME1700489

2 渡邉 俊彦 栃木県 09ME1702061

3 市村 直生 千葉県 12ME2200087

4 小山田 亮 静岡県 21MU1700751

5 三橋 大治郎 東京都 13ME1900661

6 光山 英典 千葉県 12MM1100570

7 古川 修 栃木県 09ME2000113

8 渡邊 和彦 茨城県 08MM2200509

9 染谷 貴みず 東京都 11ME2200094

10 福原 大 埼玉県 11MM0001698

11 島崎 将男 北海道 01MJ2001674

12 佐藤 后嶺 北海道 01MJ2001137

13 梅津 飛羽 北海道 01MJ2001608

14 香山 飛龍 神奈川 14MU1601996

15 中村 文武 東京都 13MM9702834

16 三上 玄 東京都 13ME2001544

17 細川 健太 静岡県 21MU2000022

18 佐藤 彰馬 群馬県 10MU1900528

19 小川 剛司 東京都 13MM1800535

20 秋田 圭佑 神奈川 08MJ1601630

21 大岩 零治 千葉県 12ME2200037

22 関口 拓真 神奈川 14MJ2001472

23 安冨 友裕 愛知県 13ME2000694

24 渡辺 耶斗 東京都 13MU1502785

25 島崎 晃一 東京都 13ME0300042

26 小村 悠樹 栃木県 19MU1802426

27 阿部 航大 栃木県 11ME1201592

28 伊藤 太平 千葉県 08ME1200376

29 渡邉 和貴 東京都 13MU1900554

30 島野 翔汰 北海道 01MU1701564

31 岡崎 一輝 静岡県 21MJ1803019

32 西田 圭 栃木県 09MU2100820

33 寺崎 武郎 福井県 20ME0700340

34 相野 晴 北海道 01MU1802102

35 武笠 展大 茨城県 08ME1700855

36 五十嵐 洸太 東京都 14MU1500238

37 原田 将人 兵庫県 28ME1802568

38 嶋崎 善文 福井県 20MM2101618

39 金澤 映幸 栃木県 09MJ2001248

40 鈴木 道也 栃木県 11ME1800308

41 豊田 勝徳 大阪府 27ME1200215

42 兼松 大和 和歌山 27ME1500596

43 藤田 涼平 埼玉県 11ME1101875

44 茂呂 佳名人 埼玉県 11MU1600749

45 小関 創斗 栃木県 06MU1802069

46 風間 大和 東京都 13MY1800847

47 相原 晴一朗 東京都 14ME1502111

48 川島 綾太 愛知県 14ME1200183

49 中島 渉 埼玉県 11MJ1600869

50 高山 秀樹 千葉県 27MM1600008

51 重田 恵杜 千葉県 12MU1600475

52 佐久間 一稀 富山県 18MJ2001912

53 宇賀持 凌 栃木県 09ME1700993

54 内田 宇海 茨城県 27MU1500013

55 高木 三千成 東京都 11ME0900655

56 海老島 卓弥 埼玉県 11MJ2001486

57 中林 航大 埼玉県 40ME1901379

58 秋好 佑太 東京都 44ME1802207

59 鈴木 智也 茨城県 08MJ2001296

60 小林 海斗 埼玉県 11MJ2000029

61 永富 一騎 栃木県 09MU1602211

62 髙橋 駿斗 北海道 01MY2100182

63 高岡 亮寛 東京都 13ME9700988

64 高橋 拓也 福井県 20ME1802869

65 木村 裕己 北海道 01ME1000538

66 平口 泰輔 北海道 01MU2101816

67 小澤 拓人 東京都 13ME1701129

68 戸田 誠 東京都 13MM9702821

69 佐藤 浩行 群馬県 10ME1900526

70 渡瀬 義雄 静岡県 21MU1700056

71 大野 国寿 新潟県 16MM1000042

72 大久保 敬一郎 栃木県 09ME2100290

73 安江 永遠 茨城県 08MU1602654

74 楢山 結己 静岡県 46MU1901696

75 下島 将輝 福島県 07ME1201451

76 笹川 悠汰 栃木県 09MU1901285

77 横矢 峻 千葉県 12MU1800041

78 北野 普識 千葉県 12ME0901542

79 半田 子竜 埼玉県 09ME1602074

80 髙田 楓雅 栃木県 09MU1702090

81 大久保 賢人 山梨県 15ME1200957

82 霜出 祐輝 神奈川 14ME2100330

83 能登 滉太 京都府 26ME1902272

84 藤本 元貴 神奈川 14MJ2000465

85 雑賀 大輔 千葉県 12MM1400096

86 鈴木 真理 千葉県 09ME9700980

87 佐々木 陸 富山県 18ME2101811

88 橋本 晴哉 茨城県 14ME1301643

89 生天目 隼人 神奈川 14MJ1901773

90 生天目 直樹 神奈川 14MJ1901772

91 青島 冬弥 東京都 17MU1700780

92 戸田 旺希 埼玉県 11MU1702969

93 松井 夢源 東京都 14MU1601730

94 小森 継心 神奈川 14MJ1901447

95 仙洞田 雄大 東京都 15MU1801879

96 高田 堅斗 東京都 46MU1702295

97 荻野 仁志 東京都 13ME2202185


