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1 28014 馬上 航平 ﾓｳｴ ｺｳﾍｲ いわき秀英高校 福島県 0:32:48
2 28052 小野 悠人 ｵﾉ ﾕｳﾄ 市立船橋高校 千葉県 0:32:59
3 28038 藁谷 誠矢 ﾜﾗｶﾞｲ ｾｲﾔ いわき総合高校 福島県 0:33:22
4 28016 蛭田 大聖 ﾋﾙﾀ ﾀｲｾｲ いわき秀英 福島県 0:33:24
5 28019 高木 健太 ﾀｶｷ ｹﾝﾀ いわき秀英高校 福島県 0:34:56
6 28055 一重 伊吹 ｲﾁｼﾞｭｳ ｲﾌﾞｷ 喜多方高校 福島県 0:35:23
7 28030 河野 雅生 ｺｳﾉ ﾏｻｷ いわき秀英 福島県 0:35:43
8 28029 三瓶 将哉 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏｻﾔ ふたば未来学園 福島県 0:36:43
9 28047 岸田 大雅 ｷｼﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 埼玉県 0:37:14

10 28040 柳田 学徳 ﾔﾅｷﾞﾀ ｶﾞｸﾄ いわき総合高校 福島県 0:37:26
11 28024 手代木 陸 ﾃｼﾛｷﾞ ﾘｸ イワキソウゴウ 福島県 0:37:31
12 28028 大内 一真 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾏ いわき総合高校 福島県 0:37:53
13 28026 引地 楓斗 ﾋｷﾁ ﾌｳﾄ いわき総合高校 福島県 0:39:13
14 28061 吉野 彰馬 ﾖｼﾉ ｼｮｳﾏ いわき秀英高校 福島県 0:39:22
15 28015 吉田 凌 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ いわき秀英 福島県 0:39:43
16 28063 遠藤 悠起 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 勿来工業高校 福島県 0:39:59
17 28036 山田 寛士 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｼﾞ 奈良県香芝市 奈良県 0:41:10
18 28059 阿部 一希 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｷ 岩手県 0:41:23
19 28011 芳賀 力 ﾊｶﾞ ﾁｶﾗ 磐城桜が丘高校 福島県 0:41:29
20 28020 渡邊 壮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳ ふたば未来学園 福島県 0:43:44
21 28051 植野 靖隆 ｳｴﾉ ﾔｽﾀｶ いわき総合高校 福島県 0:44:02
22 28041 高 裕之 ｺｳ ﾋﾛﾕｷ 福島県 0:44:46
23 28034 田野 祐樹 ﾀﾉ ﾕｳｷ 田村高等学校 福島県 0:45:08
24 28021 麿 健人 ﾏﾛ ﾀｹﾄ 勿来工業高校 福島県 0:45:21
25 28050 早坂 晃太 ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北高校 長野県 0:45:26
26 28054 新妻 直大 ﾆｲﾂﾏ ﾅｵﾄ 磐城桜が丘高校 福島県 0:46:13
27 28035 高森 英志 ﾀｶﾓﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐城桜が丘高校 福島県 0:46:13
28 28062 鈴木 駿佑 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ いわき秀英高校 福島県 0:48:22
29 28027 村田 大悟 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 勿来工業 福島県 0:48:32
30 28057 蛭田 憲史郎 ﾋﾙﾀ ｹﾝｼﾛｳ 福島県 0:48:40
31 28043 永山 拓樹 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ いわき支援学校 福島県 0:52:21
32 28060 若松 奎太朗 ﾜｶﾏﾂ ｹｲﾀﾛｳ いわき総合高校 福島県 0:55:05
33 28023 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ 福島県 0:55:05
34 28046 児山 修 ｺﾔﾏ ｼｭｳ 磐城高校 福島県 0:55:32
35 28025 中山 恵汰 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 福島県 0:58:46
36 28031 山岸 達矢 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾂﾔ ＦＳＧ高等部 福島県 1:02:36
37 28039 小山 裕次郎 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ いわき支援 福島県 1:12:16
38 28058 上遠野 輝亮 ｶﾄｳﾉ ｺｳｽｹ 遠野高校 福島県 1:18:00


