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タイムレース 全4組
  1組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  19  981
與儀　達朗 (4)
ﾖｷﾞ ﾀﾂﾛｳ

日本文理大    ・大　分 31:13.21

  2   9  977
松田　隆宏 (4)
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

日本文理大    ・長　崎 31:37.99

  3   3  472
米永　夏輝 (3)
ﾖﾈﾅｶﾞ ﾅﾂｷ

第一工業大    ・鹿児島 31:39.04

  4  17  480
屋富祖　光佑 (2)

ﾔﾌｿ ｺｳｽｹ
第一工業大    ・鹿児島 31:57.90

  5  15 1228
辻川　諒 (1)
ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

九州大        ・滋　賀 32:36.20

  6  13 1082
岡本　光平 (1)
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ

九州国際大    ・福　岡 32:46.86

  7   7  705 河口　竜也 (1)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

志學館大      ・鹿児島 33:10.92

  8   5  104
永田　築 (4)
ﾅｶﾞﾀ ｷｽﾞｸ

福岡大        ・福　岡 33:11.02

  9  12  107
倉本　昂洋 (3)
ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾖｳ

福岡大        ・長　崎 33:25.57

 10   6 1086
益田　桂多 (1)
ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾀ

九州国際大    ・熊　本 33:26.19

 11   8   10
原田 祥太郎 (3)
ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

久留米大      ・福　岡 33:29.93

 12  10  337
伊藤　泰我 (2)
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ

九州大        ・福　岡 33:42.87

 13   4  409
岳野　輝生 (3)
ﾀｹﾉ ﾃﾙｷ

熊本大        ・熊　本 33:50.61

 14   2 1020
稲福　北斗 (2)
ｲﾅﾌｸ ﾎｸﾄ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:51.14

 15  20  694 北村　淳稀 (4)
ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ

志學館大      ・鹿児島 34:17.13

 16  14 1026
金城　龍己 (1)
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:30.26

 17  22  392
吉田　晃一郎 (3)

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ
九州大        ・福　岡 34:49.27

 18   1  406
荻野　健太 (3)
ｵｷﾞﾉ ｹﾝﾀ

熊本大        ・熊　本 34:54.82

 19  16    6
上田 直人 (3)
ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾄ

久留米大      ・鹿児島 34:55.58

 20  21  646
下川　一貴 (2)
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ

久留米大      ・福　岡 35:16.77

 21  11 1018
星野　勢七 (3)
ﾎｼﾉ ｾﾅ

沖縄国際大    ・沖　縄 35:39.87

 22  18  589
髙津　輝智 (2)
ﾀｶﾂ ﾃﾙｻﾄ

熊本大        ・熊　本 37:14.05

  2組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1   9  698
森　静哉 (3)
ﾓﾘ ｾｲﾔ

志學館大      ・鹿児島 32:06.46

  2   8  483
久留須　保壱 (1)

ｸﾙｽ ﾔｽｶｽﾞ
第一工業大    ・鹿児島 32:09.48

  3   1  453
大平　鴻汰 (4)
ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀ

第一工業大    ・長　崎 32:21.76

  4   7  696
永谷　公明 (4)
ﾅｶﾞﾀﾆ ｺｳﾒｲ

志學館大      ・鹿児島 32:24.97

  5  17  101
黒木　燿一朗 (4)

ｸﾛｷﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ
福岡大        ・宮　崎 32:28.05

  6  10  376
濱本 大弘 (3)
ﾊﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ

九州大        ・福　岡 32:30.09

  7   2 1265 松本 圭祐 (1)
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

久留米大      ・熊　本 32:33.05

  8   3  974
西山　容平 (4)
ﾆｼﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

日本文理大    ・大　分 32:46.55

  9  21  117
松本　凛太郎 (2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
福岡大        ・長　崎 32:47.22

 10  22  993
栗林　大樹 (2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

日本文理大    ・大　分 32:49.47

 11  15  335
阿部　宇宙 (4)
ｱﾍﾞ ﾀｶﾐﾁ

九州大        ・佐　賀 32:50.21

 12   6  313
北嶋　蘭斗 (4)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾗﾝﾄ

九州国際大    ・長　崎 33:09.56

 13   5  113
久保田　貴大 (2)

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
福岡大        ・宮　崎 33:14.70

 14  13  312
小川　智司 (4)
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ

九州国際大    ・福　岡 33:15.43

 15  18 1157 西原　大賀 (1)
ﾆｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ

熊本大        ・熊　本 33:19.64

 16  14  701
洲崎　遥平 (3)
ｽｻｷ ﾖｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 33:22.08

 17  19 1083
阿座上　右京 (1)

ｱｻﾞｶﾞﾐ ｳｷｮｳ
九州国際大    ・福　岡 33:25.17

 18   4  402
野田　良生 (4)
ﾉﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

熊本大        ・広　島 33:35.96

 19  11 1027
永山　大誠 (1)
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:19.70

 20  16 1012
伊佐　孝明 (4)
ｲｻ ﾀｶｱｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 35:09.41

 21  12    3
石丸 健太 (3)
ｲｼﾏﾙ ｹﾝﾀ

久留米大      ・佐　賀 35:12.77

 22  20    8
辻田 浩暉 (3)
ﾂｼﾞﾀ ﾋﾛｷ

久留米大      ・長　崎 35:22.23

  3組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  23  468
西田　將太郎 (3)

ﾆｼﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ
第一工業大    ・鹿児島 31:27.38

  2  20  973
西村　勇 (4)
ﾆｼﾑﾗ ｲｻﾑ

日本文理大    ・佐　賀 31:39.76

  3  14  467
中山　繕勧 (3)
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

第一工業大    ・長　崎 31:40.21

  4   4  465
城ヶ﨑　大地 (3)

ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ﾀﾞｲﾁ
第一工業大    ・鹿児島 31:43.45

  5  18  693
川内田　玲央 (4)

ｶﾜｳﾁﾀﾞ ﾚｵ
志學館大      ・鹿児島 31:55.80

  6  13  316
古賀　祐輔 (2)
ｺｶﾞ ﾕｳｽｹ

九州国際大    ・福　岡 31:58.35

  7   5  895
吉岡　龍一 (1)
ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

九州大        ・山　口 32:05.39

  8  15  109
松下　健星 (3)
ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｾｲ

福岡大        ・熊　本 32:07.47

  9   6  697
中園　陸人 (4)
ﾅｶｿﾞﾉ ﾘｸﾄ

志學館大      ・鹿児島 32:11.96

 10   1  990
山本　滉太 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ

日本文理大    ・大　分 32:18.99

 11   7 1087
鍵村　史也 (1)
ｶｷﾞﾑﾗ ﾌﾐﾔ

九州国際大    ・福　岡 32:24.53

 12  21  364 田中　星羽 (4)
ﾀﾅｶ ｾｲﾊ

九州大        ・福　岡 32:27.23

 13   8  115
橋本　大輝 (2)
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

福岡大        ・福　岡 32:30.59

 14   2   12
笠木 肇 (2)
ｶｻｷﾞ ﾊｼﾞﾒ

久留米大      ・福　岡 32:30.67

 15  12 1006
米倉　光祐 (1)
ﾖﾈｸﾗ ｺｳｽｹ

日本文理大    ・大　分 32:32.54

 16  16  342
江原　駿太 (3)
ｴﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

九州大        ・福　岡 32:39.66

 17  11 1013
津波　尚吾 (4)
ﾂﾊ ｼｮｳｺﾞ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:48.31

 18  10 1088
野原　幸也 (1)
ﾉﾊﾗ ﾕｷﾔ

九州国際大    ・山　口 32:51.82

 19   9  405
岡本　遼 (3)
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

熊本大        ・熊　本 32:53.73

 20   3  590 鶴田　高悠 (2)
ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

熊本大        ・熊　本 33:37.60

 21  17    7
田子森 将一 (3)
ﾀｺﾞﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ

久留米大      ・福　岡 33:47.07

 22  22 1022
久貝　勇輝 (2)
ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:13.90

 23  19  399
生田　寛 (4)
ｲｸﾀ ｶﾝ

熊本大        ・熊　本 34:15.11

  4組
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16  473
ジェフリ・ギチア (3)

Geoffrey,Gichia
第一工業大    ・鹿児島 29:54.52

  2  23  412
古川　大晃 (3)
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ

熊本大        ・熊　本 30:45.02

  3   3 1005
山田　泰史 (1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ

日本文理大    ・大　分 30:46.88

  4   4  457
別府　魁人 (4)
ﾍﾞｯﾌﾟ ｶｲﾄ

第一工業大    ・鹿児島 31:07.10

  5  13  479
嵜本　浩士 (2)
ｻｷﾓﾄ ﾋﾛｼ

第一工業大    ・長　崎 31:11.96

  6   7  987
副島　将平 (2)
ｿｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ

日本文理大    ・佐　賀 31:14.35

  7  14  983
北村　宙夢 (3)
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾑ

日本文理大    ・佐　賀 31:16.77

  8  10  398
有田　大将 (4)
ｱﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ

熊本大        ・熊　本 31:46.13

  9  12  317
中川　祐紀 (2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

九州国際大    ・福　岡 31:53.49

 10  20  573
山崎　智裕 (M1)
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

九州大        ・佐　賀 31:56.82

 11  21 1025
池田　一生 (1)
ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:03.34

 12   5  691 松原　弘輝 (4)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ

志學館大      ・長　崎 32:04.79

 13  22   99
松本　隆佑 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ

福岡大        ・佐　賀 32:05.44

 14  17   98
廣山　誉英 (2)
ﾋﾛﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

福岡大        ・鹿児島 32:07.98

 15   9  706
坂倉　恭平 (1)
ｻｶｸﾗ ｷｮｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 32:16.27

 16  19  707
徳永　涼人 (1)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 32:23.82

 17   2  106
内山　勝太 (3)
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ

福岡大        ・佐　賀 32:24.92

 18  11    5
一宮 槙志 (3)
ｲﾁﾉﾐﾔ ﾏｷｼ

久留米大      ・福　岡 32:29.72

 19  15  315
林田　新之助 (4)

ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ
九州国際大    ・福　岡 32:34.38

 20   8  340 岩見　直弥 (4)
ｲﾜﾐ ﾅｵﾔ

九州大        ・山　口 32:42.12

 21   6 1019
外間　勇太 (3)
ﾎｶﾏ ﾊﾔﾀ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:47.88

 22  18    1
古賀 僚介 (4)
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

久留米大      ・福　岡 33:06.55

 23   1 1021
大城　直也 (2)
ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:07.78
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決勝
順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

  1  16  473
ジェフリ・ギチア (3)

Geoffrey,Gichia
第一工業大    ・鹿児島 29:54.52

  2  23  412
古川　大晃 (3)
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛｱｷ

熊本大        ・熊　本 30:45.02

  3   3 1005
山田　泰史 (1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｼ

日本文理大    ・大　分 30:46.88

  4   4  457
別府　魁人 (4)
ﾍﾞｯﾌﾟ ｶｲﾄ

第一工業大    ・鹿児島 31:07.10

  5  13  479
嵜本　浩士 (2)
ｻｷﾓﾄ ﾋﾛｼ

第一工業大    ・長　崎 31:11.96

  6  19  981
與儀　達朗 (4)
ﾖｷﾞ ﾀﾂﾛｳ

日本文理大    ・大　分 31:13.21

  7   7  987
副島　将平 (2)
ｿｴｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ

日本文理大    ・佐　賀 31:14.35

  8  14  983 北村　宙夢 (3)
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾑ

日本文理大    ・佐　賀 31:16.77

  9  23  468
西田　將太郎 (3)

ﾆｼﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ
第一工業大    ・鹿児島 31:27.38

 10   9  977
松田　隆宏 (4)
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

日本文理大    ・長　崎 31:37.99

 11   3  472
米永　夏輝 (3)
ﾖﾈﾅｶﾞ ﾅﾂｷ

第一工業大    ・鹿児島 31:39.04

 12  20  973
西村　勇 (4)
ﾆｼﾑﾗ ｲｻﾑ

日本文理大    ・佐　賀 31:39.76

 13  14  467
中山　繕勧 (3)
ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾕｷ

第一工業大    ・長　崎 31:40.21

 14   4  465
城ヶ﨑　大地 (3)

ｼﾞｮｳｶﾞｻｷ ﾀﾞｲﾁ
第一工業大    ・鹿児島 31:43.45

 15  10  398
有田　大将 (4)
ｱﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ

熊本大        ・熊　本 31:46.13

 16  12  317
中川　祐紀 (2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ

九州国際大    ・福　岡 31:53.49

 17  18  693
川内田　玲央 (4)

ｶﾜｳﾁﾀﾞ ﾚｵ
志學館大      ・鹿児島 31:55.80

 18  20  573
山崎　智裕 (M1)
ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾋﾛ

九州大        ・佐　賀 31:56.82

 19  17  480
屋富祖　光佑 (2)

ﾔﾌｿ ｺｳｽｹ
第一工業大    ・鹿児島 31:57.90

 20  13  316
古賀　祐輔 (2)
ｺｶﾞ ﾕｳｽｹ

九州国際大    ・福　岡 31:58.35

 21  21 1025 池田　一生 (1)
ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:03.34

 22   5  691
松原　弘輝 (4)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ

志學館大      ・長　崎 32:04.79

 23   5  895
吉岡　龍一 (1)
ﾖｼｵｶ ﾘｭｳｲﾁ

九州大        ・山　口 32:05.39

 24  22   99
松本　隆佑 (2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ

福岡大        ・佐　賀 32:05.44

 25   9  698
森　静哉 (3)
ﾓﾘ ｾｲﾔ

志學館大      ・鹿児島 32:06.46

 26  15  109
松下　健星 (3)
ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｾｲ

福岡大        ・熊　本 32:07.47

 27  17   98
廣山　誉英 (2)
ﾋﾛﾔﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ

福岡大        ・鹿児島 32:07.98

 28   8  483
久留須　保壱 (1)

ｸﾙｽ ﾔｽｶｽﾞ
第一工業大    ・鹿児島 32:09.48

 29   6  697
中園　陸人 (4)
ﾅｶｿﾞﾉ ﾘｸﾄ

志學館大      ・鹿児島 32:11.96

 30   9  706
坂倉　恭平 (1)
ｻｶｸﾗ ｷｮｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 32:16.27

 31   1  990
山本　滉太 (3)
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ

日本文理大    ・大　分 32:18.99

 32   1  453
大平　鴻汰 (4)
ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀ

第一工業大    ・長　崎 32:21.76

 33  19  707
徳永　涼人 (1)
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳﾄ

志學館大      ・鹿児島 32:23.82

 34   7 1087 鍵村　史也 (1)
ｶｷﾞﾑﾗ ﾌﾐﾔ

九州国際大    ・福　岡 32:24.53

 35   2  106
内山　勝太 (3)
ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ

福岡大        ・佐　賀 32:24.92

 36   7  696
永谷　公明 (4)
ﾅｶﾞﾀﾆ ｺｳﾒｲ

志學館大      ・鹿児島 32:24.97

 37  21  364
田中　星羽 (4)
ﾀﾅｶ ｾｲﾊ

九州大        ・福　岡 32:27.23

 38  17  101
黒木　燿一朗 (4)

ｸﾛｷﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ
福岡大        ・宮　崎 32:28.05

 39  11    5
一宮 槙志 (3)
ｲﾁﾉﾐﾔ ﾏｷｼ

久留米大      ・福　岡 32:29.72

 40  10  376
濱本 大弘 (3)
ﾊﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ

九州大        ・福　岡 32:30.09

 41   8  115
橋本　大輝 (2)
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ

福岡大        ・福　岡 32:30.59

 42   2   12 笠木 肇 (2)
ｶｻｷﾞ ﾊｼﾞﾒ

久留米大      ・福　岡 32:30.67

 43  12 1006
米倉　光祐 (1)
ﾖﾈｸﾗ ｺｳｽｹ

日本文理大    ・大　分 32:32.54

 44   2 1265
松本 圭祐 (1)
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

久留米大      ・熊　本 32:33.05

 45  15  315
林田　新之助 (4)

ﾊﾔｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ
九州国際大    ・福　岡 32:34.38

順位 ORD ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 所　属 記録 ｺﾒﾝﾄ

 46  15 1228
辻川　諒 (1)
ﾂｼﾞｶﾜ ﾘｮｳ

九州大        ・滋　賀 32:36.20

 47  16  342
江原　駿太 (3)
ｴﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

九州大        ・福　岡 32:39.66

 48   8  340
岩見　直弥 (4)
ｲﾜﾐ ﾅｵﾔ

九州大        ・山　口 32:42.12

 49   3  974
西山　容平 (4)
ﾆｼﾔﾏ ﾖｳﾍｲ

日本文理大    ・大　分 32:46.55

 50  13 1082
岡本　光平 (1)
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ

九州国際大    ・福　岡 32:46.86

 51  21  117
松本　凛太郎 (2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ
福岡大        ・長　崎 32:47.22

 52   6 1019
外間　勇太 (3)
ﾎｶﾏ ﾊﾔﾀ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:47.88

 53  11 1013 津波　尚吾 (4)
ﾂﾊ ｼｮｳｺﾞ

沖縄国際大    ・沖　縄 32:48.31

 54  22  993
栗林　大樹 (2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ

日本文理大    ・大　分 32:49.47

 55  15  335
阿部　宇宙 (4)
ｱﾍﾞ ﾀｶﾐﾁ

九州大        ・佐　賀 32:50.21

 56  10 1088
野原　幸也 (1)
ﾉﾊﾗ ﾕｷﾔ

九州国際大    ・山　口 32:51.82

 57   9  405
岡本　遼 (3)
ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

熊本大        ・熊　本 32:53.73

 58  18    1
古賀 僚介 (4)
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

久留米大      ・福　岡 33:06.55

 59   1 1021
大城　直也 (2)
ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:07.78

 60   6  313
北嶋　蘭斗 (4)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾗﾝﾄ

九州国際大    ・長　崎 33:09.56

 61   7  705
河口　竜也 (1)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

志學館大      ・鹿児島 33:10.92

 62   5  104
永田　築 (4)
ﾅｶﾞﾀ ｷｽﾞｸ

福岡大        ・福　岡 33:11.02

 63   5  113
久保田　貴大 (2)

ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ
福岡大        ・宮　崎 33:14.70

 64  13  312
小川　智司 (4)
ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ

九州国際大    ・福　岡 33:15.43

 65  18 1157
西原　大賀 (1)
ﾆｼﾊﾗ ﾀｲｶﾞ

熊本大        ・熊　本 33:19.64

 66  14  701 洲崎　遥平 (3)
ｽｻｷ ﾖｳﾍｲ

志學館大      ・鹿児島 33:22.08

 67  19 1083
阿座上　右京 (1)

ｱｻﾞｶﾞﾐ ｳｷｮｳ
九州国際大    ・福　岡 33:25.17

 68  12  107
倉本　昂洋 (3)
ｸﾗﾓﾄ ｺｳﾖｳ

福岡大        ・長　崎 33:25.57

 69   6 1086
益田　桂多 (1)
ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾀ

九州国際大    ・熊　本 33:26.19

 70   8   10
原田 祥太郎 (3)
ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

久留米大      ・福　岡 33:29.93

 71   4  402
野田　良生 (4)
ﾉﾀﾞ ﾖｼﾀｶ

熊本大        ・広　島 33:35.96

 72   3  590
鶴田　高悠 (2)
ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

熊本大        ・熊　本 33:37.60

 73  10  337
伊藤　泰我 (2)
ｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ

九州大        ・福　岡 33:42.87

 74  17    7
田子森 将一 (3)
ﾀｺﾞﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ

久留米大      ・福　岡 33:47.07

 75   4  409
岳野　輝生 (3)
ﾀｹﾉ ﾃﾙｷ

熊本大        ・熊　本 33:50.61

 76   2 1020
稲福　北斗 (2)
ｲﾅﾌｸ ﾎｸﾄ

沖縄国際大    ・沖　縄 33:51.14

 77  22 1022
久貝　勇輝 (2)
ｸｶﾞｲ ﾕｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:13.90

 78  19  399
生田　寛 (4)
ｲｸﾀ ｶﾝ

熊本大        ・熊　本 34:15.11

 79  20  694 北村　淳稀 (4)
ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｷ

志學館大      ・鹿児島 34:17.13

 80  11 1027
永山　大誠 (1)
ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｾｲ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:19.70

 81  14 1026
金城　龍己 (1)
ｷﾝｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 34:30.26

 82  22  392
吉田　晃一郎 (3)

ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ
九州大        ・福　岡 34:49.27

 83   1  406
荻野　健太 (3)
ｵｷﾞﾉ ｹﾝﾀ

熊本大        ・熊　本 34:54.82

 84  16    6
上田 直人 (3)
ｳｴﾀﾞ ﾅｵﾄ

久留米大      ・鹿児島 34:55.58

 85  16 1012
伊佐　孝明 (4)
ｲｻ ﾀｶｱｷ

沖縄国際大    ・沖　縄 35:09.41

 86  12    3
石丸 健太 (3)
ｲｼﾏﾙ ｹﾝﾀ

久留米大      ・佐　賀 35:12.77

 87  21  646 下川　一貴 (2)
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ

久留米大      ・福　岡 35:16.77

 88  20    8
辻田 浩暉 (3)
ﾂｼﾞﾀ ﾋﾛｷ

久留米大      ・長　崎 35:22.23

 89  11 1018
星野　勢七 (3)
ﾎｼﾉ ｾﾅ

沖縄国際大    ・沖　縄 35:39.87

 90  18  589
髙津　輝智 (2)
ﾀｶﾂ ﾃﾙｻﾄ

熊本大        ・熊　本 37:14.05

 


