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1111 中村 和司中村 和司中村 和司中村 和司002 3000780 学連 法政大学 48.97     0.00 0.001:36.8247.85

2222 小原 健汰小原 健汰小原 健汰小原 健汰003 3000801 山形 日大山形高校 49.28     0.21 1.321:37.0347.75

3333 田原 壮志田原 壮志田原 壮志田原 壮志006 3000023 学連 法政大学 49.65     2.52 15.881:39.3449.69

4444 大竹 凜大竹 凜大竹 凜大竹 凜015 3001090 学連 日本体育大学 50.05     2.81 17.701:39.6349.58

5555 桒原 涼桒原 涼桒原 涼桒原 涼004 3002264 学連 近畿大学 48.78     3.07 19.341:39.8951.11

6666 山田 隆太山田 隆太山田 隆太山田 隆太009 3000926 学連 専修大学 49.87     3.09 19.471:39.9150.04

7777 一ノ本 智毅一ノ本 智毅一ノ本 智毅一ノ本 智毅012 3000785 学連 関西学院大学 50.19     3.10 19.531:39.9249.73

8888 廣瀬 孝尚廣瀬 孝尚廣瀬 孝尚廣瀬 孝尚014 3002829 学連 法政大学 51.05     3.46 21.801:40.2849.23

9999 讃岐 圭二讃岐 圭二讃岐 圭二讃岐 圭二017 3000584 学連 日本体育大学 50.70     4.52 28.481:41.3450.64

10101010 住谷 優太住谷 優太住谷 優太住谷 優太011 3001162 学連 慶應義塾大学 50.68     4.66 29.361:41.4850.80

11111111 長友 海夢長友 海夢長友 海夢長友 海夢013 3006660 山形 日大山形高校 51.01     4.84 30.491:41.6650.65

12121212 山口 琳太郎山口 琳太郎山口 琳太郎山口 琳太郎022 3001908 学連 日本体育大学 50.77     5.29 33.331:42.1151.34

13131313 関口 勝久関口 勝久関口 勝久関口 勝久018 3001367 学連 東海大学 50.75     5.32 33.521:42.1451.39

14141414 宮﨑 円宮﨑 円宮﨑 円宮﨑 円036 3001116 群馬 嬬恋高校 50.07     5.41 34.081:42.2352.16

15151515 宮﨑 翔宮﨑 翔宮﨑 翔宮﨑 翔033 3001106 群馬 嬬恋高校 50.66     5.71 35.981:42.5351.87
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16161616 中島 崇志中島 崇志中島 崇志中島 崇志024 3002121 新潟 六日町高校 49.83     5.81 36.611:42.6352.80

17171717 寺島 勢奈寺島 勢奈寺島 勢奈寺島 勢奈030 3001930 学連 専修大学 50.69     6.12 38.561:42.9452.25

18181818 木村 翔馬木村 翔馬木村 翔馬木村 翔馬032 3000047 学連 東京歯科大学 50.46     6.38 40.201:43.2052.74

19191919 西 颯太西 颯太西 颯太西 颯太028 3007574 長野 長野西部中学校 50.91     6.53 41.141:43.3552.44

20202020 雲野 ジャスティン雲野 ジャスティン雲野 ジャスティン雲野 ジャスティン073 3008434 長野 信濃中学校 51.42     8.21 51.731:45.0353.61

21212121 小野 浩稔小野 浩稔小野 浩稔小野 浩稔062 3001118 群馬 沼田高校 51.02     8.46 53.301:45.2854.26

22222222 今井 良太今井 良太今井 良太今井 良太072 3002724 学連 関西学院大学 50.99     8.52 53.681:45.3454.35

23232323 大葉 大輔大葉 大輔大葉 大輔大葉 大輔043 3001832 長野 飯山北高校 51.84     8.89 56.011:45.7153.87

24242424 大山 瑠大山 瑠大山 瑠大山 瑠008 3000938 福島 猪苗代高校 56.61     9.13 57.521:45.9549.34

25252525 小林 哲也小林 哲也小林 哲也小林 哲也085 3001776 学連 慶應義塾大学 51.75     9.85 62.061:46.6754.92

26262626 小嶋 貫太小嶋 貫太小嶋 貫太小嶋 貫太046 3008351 京都 江陽中学校 51.85     9.93 62.561:46.7554.90

27272727 西尾 正喜西尾 正喜西尾 正喜西尾 正喜049 3002450 学連 近畿大学 51.94    10.05 63.321:46.8754.93

28282828 角田 啓角田 啓角田 啓角田 啓078 3001138 群馬 利根商業高校 52.69    11.14 70.191:47.9655.27

29292929 林 良樹林 良樹林 良樹林 良樹067 3006062 埼玉 本庄東高 53.18    11.43 72.011:48.2555.07

30303030 平田 大樹平田 大樹平田 大樹平田 大樹048 3007604 岐阜 古川中学校 53.55    11.83 74.531:48.6555.10

31313131 中村 俊貴中村 俊貴中村 俊貴中村 俊貴120 3008441 長野 高山中学校 52.62    12.18 76.741:49.0056.38

32323232 加藤 恵亮加藤 恵亮加藤 恵亮加藤 恵亮117 3000997 学連 国士舘大学 53.74    12.52 78.881:49.3455.60

33333333 阿部 秀崇阿部 秀崇阿部 秀崇阿部 秀崇068 3006874 山形 新庄北高最上校 53.69    12.66 79.761:49.4855.79

34343434 廣瀬 健廣瀬 健廣瀬 健廣瀬 健027 3000096 学連 東洋大学 54.59    12.75 80.331:49.5754.98

35353535 皆川 大弥皆川 大弥皆川 大弥皆川 大弥086 3001647 神奈川 慶應義塾高校 54.05    12.82 80.771:49.6455.59

36363636 大竹 素直大竹 素直大竹 素直大竹 素直075 3001142 群馬 利根商業高校 53.98    13.14 82.791:49.9655.98

37373737 金子 友也金子 友也金子 友也金子 友也097 3001144 群馬 尾瀬高校 53.31    13.45 84.741:50.2756.96

38383838 山田 駿山田 駿山田 駿山田 駿098 3001172 群馬 高崎高校 54.27    13.54 85.311:50.3656.09

39393939 前田 眞和前田 眞和前田 眞和前田 眞和071 3003321 愛知 CLUB Doing 54.42    13.63 85.871:50.4556.03

40404040 重野 将人重野 将人重野 将人重野 将人070 3006639 長野 飯山高校 55.29    13.79 86.881:50.6155.32

41414141 田辺 幸汰田辺 幸汰田辺 幸汰田辺 幸汰077 3001890 長野 上田染谷丘高校 54.30    14.25 89.781:51.0756.77

42424242 加村 大也加村 大也加村 大也加村 大也076 3006289 長野 中野立志館高校 54.76    14.31 90.161:51.1356.37

43434343 松澤 段松澤 段松澤 段松澤 段116 3001294 埼玉 早大本庄高 54.84    15.40 97.031:52.2257.38

44444444 佐藤 慎太郎佐藤 慎太郎佐藤 慎太郎佐藤 慎太郎054 3008588 山形 山形第一中学校 53.07    15.82 99.671:52.6459.57

45454545 中嶋 哲志中嶋 哲志中嶋 哲志中嶋 哲志093 3001117 学連 国士舘大学 54.27    16.32 102.821:53.1458.87

46464646 村本 昌樹村本 昌樹村本 昌樹村本 昌樹092 3001887 長野 飯山高校 55.61    16.48 103.831:53.3057.69

47474747 鈴木 達朗鈴木 達朗鈴木 達朗鈴木 達朗115 3006060 埼玉 秀明高校 54.77    17.00 107.111:53.8259.05

48484848 半田 翼半田 翼半田 翼半田 翼081 3005972 長野 上田東高校 56.15    17.12 107.861:53.9457.79

49494949 増村 賢人増村 賢人増村 賢人増村 賢人099 3001107 群馬 高崎高校 56.10    17.18 108.241:54.0057.90

50505050 関口 快関口 快関口 快関口 快083 3008452 長野 白馬中学校 56.56    17.60 110.891:54.4257.86
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51515151 長谷川 稜祐長谷川 稜祐長谷川 稜祐長谷川 稜祐079 3007883 岐阜 岐阜第一高校 56.30    17.82 112.271:54.6458.34

52525252 阪井 隼太阪井 隼太阪井 隼太阪井 隼太088 3007012 福井 大野高校 56.60    18.07 113.851:54.8958.29

53535353 入澤 佑弥入澤 佑弥入澤 佑弥入澤 佑弥109 3006010 群馬 尾瀬高校 56.52    18.13 114.231:54.9558.43

54545454 老野生 海渡老野生 海渡老野生 海渡老野生 海渡095 3007415 新潟 上越教育大学附属中 55.25    18.50 116.561:55.321:00.07

55555555 橋本 理橋本 理橋本 理橋本 理124 3007599 群馬 高崎長野郷中学校 56.18    19.41 122.291:56.231:00.05

56565656 村山 昌輔村山 昌輔村山 昌輔村山 昌輔107 3008118 京都 大谷中学校 57.53    19.79 124.681:56.6159.08

57575757 片野 景太片野 景太片野 景太片野 景太126 3006061 埼玉 秀明高校 56.68    20.57 129.601:57.391:00.71

58585858 瓦井 海年瓦井 海年瓦井 海年瓦井 海年105 3006087 東京 成蹊高校 56.07    20.88 131.551:57.701:01.63

59595959 戸部 剛志戸部 剛志戸部 剛志戸部 剛志106 3001103 群馬 嬬恋高校 57.62    20.97 132.121:57.791:00.17

60606060 杵渕 俊之杵渕 俊之杵渕 俊之杵渕 俊之091 3006241 新潟 六日町高校 1:02.76    21.81 137.411:58.6355.87

61616161 阿部 右京阿部 右京阿部 右京阿部 右京129 3007612 群馬 水上中学校 58.38    21.98 138.481:58.801:00.42

62626262 黒岩 鈴矢黒岩 鈴矢黒岩 鈴矢黒岩 鈴矢101 3007554 群馬 嬬恋西中 59.28    22.42 141.251:59.2459.96

63636363 峰咲 誠弥峰咲 誠弥峰咲 誠弥峰咲 誠弥113 3008737 東京 獨協高校 58.15    22.59 142.321:59.411:01.26

64646464 務台 雄斗務台 雄斗務台 雄斗務台 雄斗111 3007542 東京 世田谷学園高校 58.91    22.74 143.271:59.561:00.65

65656565 青木 誠也青木 誠也青木 誠也青木 誠也104 3007591 群馬 草津中学校 58.97    23.65 149.002:00.471:01.50

66666666 森 海人森 海人森 海人森 海人119 3006065 埼玉 細田学園高校 59.50    24.03 151.402:00.851:01.35

67676767 斎藤 岳斎藤 岳斎藤 岳斎藤 岳125 3006661 栃木 宇都宮北高校 58.81    24.93 157.072:01.751:02.94

68686868 江並 龍之介江並 龍之介江並 龍之介江並 龍之介123 3006924 神奈川 桐蔭学園中等教育学校 59.78    26.42 166.462:03.241:03.46

69696969 上野 雅之上野 雅之上野 雅之上野 雅之040 3002358 石川 星稜高校 55.24    26.60 167.592:03.421:08.18

70707070 杉本 泰輔杉本 泰輔杉本 泰輔杉本 泰輔128 3005816 神奈川 三浦臨海高校 59.98    27.43 172.822:04.251:04.27

71717171 内藤 健也内藤 健也内藤 健也内藤 健也110 3006235 新潟 六日町高校 1:02.69    29.42 185.362:06.241:03.55

72727272 佐藤 慧佐藤 慧佐藤 慧佐藤 慧130 3008502 富山 北部中学校 59.78    29.80 187.752:06.621:06.84

73737373 岡田 竜煕岡田 竜煕岡田 竜煕岡田 竜煕039 3002699 岐阜 高山工業 57.98    31.16 196.322:07.981:10.00

74747474 伊藤 正伊藤 正伊藤 正伊藤 正112 3012781 愛知 M.O.S.T. 1:03.92    31.25 196.892:08.071:04.15

75757575 小嶋 穂高小嶋 穂高小嶋 穂高小嶋 穂高108 3007008 福井 大野高校 59.02    32.46 204.512:09.281:10.26

76767676 山本 望山本 望山本 望山本 望063 3002438 福井 大野高校 1:36.25    53.02 334.042:29.8453.59

1st DID NOT START  1

藤原 颯大藤原 颯大藤原 颯大藤原 颯大005 3001762 山梨 山梨学院高校

1st DID NOT FINISH  39

鈴木 鷹平鈴木 鷹平鈴木 鷹平鈴木 鷹平131 3009443 東京 安田学園高校

片野 雄太郎片野 雄太郎片野 雄太郎片野 雄太郎122 3001289 埼玉 秀明高校

高橋 正太郎高橋 正太郎高橋 正太郎高橋 正太郎118 3001295 埼玉 川越東高校

宮崎 悟宮崎 悟宮崎 悟宮崎 悟103 3007594 群馬 草津中学校

千明 聖耶千明 聖耶千明 聖耶千明 聖耶102 3006011 群馬 尾瀬高校
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狐﨑 海狐﨑 海狐﨑 海狐﨑 海100 3006317 東京 京華高校

丸山 駿丸山 駿丸山 駿丸山 駿094 3007590 群馬 長野原東中学校

星野 尊斗星野 尊斗星野 尊斗星野 尊斗090 3001151 群馬 尾瀬高校

山崎 将幸山崎 将幸山崎 将幸山崎 将幸084 3002452 福井 福井工業大附属福井高

田中 健太郎田中 健太郎田中 健太郎田中 健太郎082 3002871 京都 福知山成美高校

小田 良祐小田 良祐小田 良祐小田 良祐080 3000830 山形 新庄北高最上校

和田 嵩正和田 嵩正和田 嵩正和田 嵩正069 3006796 岐阜 岐阜第一高校

川村 広海川村 広海川村 広海川村 広海066 3001173 学連 国士舘大学

髙塩 大樹髙塩 大樹髙塩 大樹髙塩 大樹065 3001058 栃木 那須清峰高校

後藤 竜也後藤 竜也後藤 竜也後藤 竜也064 3002108 学連 法政大学

大場 一輝大場 一輝大場 一輝大場 一輝061 3006811 岐阜 岐阜第一高校

飯山 直樹飯山 直樹飯山 直樹飯山 直樹059 3007593 群馬 草津中学校

伊藤 健介伊藤 健介伊藤 健介伊藤 健介058 3008453 長野 白馬中学校

老野生 了然老野生 了然老野生 了然老野生 了然057 3002253 学連 慶應義塾大学

木村 敢木村 敢木村 敢木村 敢056 3000483 学連 国士舘大学

長岡 祐太長岡 祐太長岡 祐太長岡 祐太055 3001710 学連 専修大学

小川 直人小川 直人小川 直人小川 直人053 3001954 長野 飯山高校

石田 真之介石田 真之介石田 真之介石田 真之介052 3006034 群馬 利根商業高校

西谷 勇祐西谷 勇祐西谷 勇祐西谷 勇祐047 3002892 兵庫 村岡高校

長瀬 大地長瀬 大地長瀬 大地長瀬 大地042 3002659 岐阜 飛騨高山

田原 一貴田原 一貴田原 一貴田原 一貴041 3000025 学連 東洋大学

小林 建太小林 建太小林 建太小林 建太038 3002009 学連 日本体育大学

三島 悠矢三島 悠矢三島 悠矢三島 悠矢037 3002690 学連 近畿大学

福田 司福田 司福田 司福田 司035 3006657 栃木 足利工業大附属高校

水上 元博水上 元博水上 元博水上 元博034 3002651 岐阜 岐阜第一高校

深井 圭深井 圭深井 圭深井 圭031 3003102 岐阜 岐阜第一高校

深瀬 悟志深瀬 悟志深瀬 悟志深瀬 悟志029 3008576 山形 山形市立第四中学校

植田 直樹植田 直樹植田 直樹植田 直樹026 3003446 学連 信州大学

松井 勇樹松井 勇樹松井 勇樹松井 勇樹025 3001075 学連 国士舘大学

林 卓治林 卓治林 卓治林 卓治023 3001088 群馬 水上SC

松本 匡史松本 匡史松本 匡史松本 匡史020 3002703 秋田 角館高校

竹島 勝太郎竹島 勝太郎竹島 勝太郎竹島 勝太郎019 3006610 長野 中野立志館高校

間狭 一希間狭 一希間狭 一希間狭 一希016 3002639 学連 京都産業大学

池田 匡誉池田 匡誉池田 匡誉池田 匡誉010 3001993 長野 中野立志館高校

2nd DID NOT FINISH  11
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武井 哲応武井 哲応武井 哲応武井 哲応127 3006530 東京 芝高校

梅田 晃壮梅田 晃壮梅田 晃壮梅田 晃壮060 3005957 長野 飯山高校

石川 崇弘石川 崇弘石川 崇弘石川 崇弘114 3001290 埼玉 本庄東高

安達 悠太安達 悠太安達 悠太安達 悠太121 3006028 埼玉 本庄東高

髙見澤 蓮生髙見澤 蓮生髙見澤 蓮生髙見澤 蓮生074 3006611 長野 上田染谷丘高校

木村 知広木村 知広木村 知広木村 知広044 3001059 栃木 足利工業大附属高校

原田 将寛原田 将寛原田 将寛原田 将寛089 3007982 栃木 三島中学校

今井 健太朗今井 健太朗今井 健太朗今井 健太朗045 3001128 群馬 利根商業高校

木村 崇仁木村 崇仁木村 崇仁木村 崇仁087 3002424 石川 遊学館高校

及川 貴寛及川 貴寛及川 貴寛及川 貴寛001 3003398 福岡 ｻﾝﾐﾘｵﾝSC

池田 圭舗池田 圭舗池田 圭舗池田 圭舗021 3001959 長野 飯山高校
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ペナルティポイント計算表

StartRank

No.

Code

No.

Competitors------------------------------------

氏　名 所　属

1 002 3000780 中村 和司 学連 法政大学

山形 日大山形高校小原 健汰30008010032

学連 法政大学田原 壮志30000230063

学連 日本体育大学大竹 凜30010900154

学連 近畿大学桒原 涼30022640045

SAJ

Point

3.07

7.34

12.17

21.97

2.72

Best 5

3.07

7.34

12.17

------

2.72

合計 40.15

(C)  ) ÷ 10 = 0.223

ペナルティ計算値

カテゴリー加算値

0.22

0.00

TD 神崎　信彦

サイン

県　名

Official Timer SEIKOData Processing By THA&KS

6 009 3000926 山田 隆太 学連 専修大学

学連 関西学院大学一ノ本 智毅30007850127

学連 法政大学廣瀬 孝尚30028290148

学連 日本体育大学讃岐 圭二30005840179

学連 慶應義塾大学住谷 優太300116201110

21.18

22.83

27.56

28.53

14.85

------

------

------

------

14.85

1 001 3003398 及川 貴寛 福岡 ｻﾝﾐﾘｵﾝSC

学連 近畿大学桒原 涼30022640042

学連 法政大学中村 和司30007800023

山形 日大山形高校小原 健汰30008010034

学連 法政大学田原 壮志30000230065

2.68

2.72

3.07

7.34

12.17

DF(2)

5

1

2

3

Point

0.00

1.32

15.88

------

19.34

------

------

------

------

29.36

65.90

Start

Rank
No.

Code

No.

Competitors------------------------------------

氏　名 所　属

SAJ

Point県　名 Rank

Race

合計 27.98

40.15 (A) + 27.98 (B) - 65.90

=====  =====

SUM -A-  SUM -C-

=====

SUM -B-

(

修正値 0.00

有効ペナルティ 0.22

THE BEST 10 AFTER FINISH

THE BEST 5 AT START

ミニマムポイント 0.00

Men

TD #878
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