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【男子 3000m 走】 
 

ビブ
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大学名 名前 タイム

1 早稲田 宇田 彬人 9’24” 

2 専修 馬場 直人 9’25” 

3 慶應義塾 村上 映人 9’20” 

4 日本 星野 壮生 9’27” 

5 早稲田 田中 聖士 9'28" 

6 法政 佐々木 謙也 9’30” 

7 早稲田 佐藤 太一 9’56” 

8 日本 松村 亜斗夢 9’38” 

9 明治 島田 正叡 9’47” 

10 日本 竹原 義之 9’38” 

11 早稲田 湯本 啓太 9’53” 

12 中央 久保田 舜治 9’43” 

13 中央 山田 拓己 9’40” 

14 中央 永井 智也 9’58” 

15 早稲田 神島 実孟 10’30”

16 中央 竹節 優希 10’31”

17 日本 小田 悠平 DS 

18 日本 渡辺 皓大 9’50” 

19 日本 入村 恵貴 10’43”

20 中央 酒井 悠司 10’15”

21 日本 廣田 珠輝 9’59” 

22 法政 川野 創平 DS 

23 日本 小島 寛則 9’45” 

24 法政 加藤 光哉 10’07”

25 東洋 池田 圭介 9’55” 

26 早稲田 山本 一馬 10’21”

27 慶應義塾 倉金 卓実 10’09”

28 中央 拍倉 一輝 DS 

29 日本 宮本 凌 9’48” 

30 日本 小林 比呂 9’56” 

231 國學院 大塚 栄青 10’11”

232 東洋 萩野 悠希 10’10”

233 早稲田 山口 敦史 10’26”

234 東洋 佐々木 亮祐 10’18”

235 中央 松倉 源帥 10’13”

236 國學院 中西 乃彩 10’16”

237 國學院 篠崎 一仁 10’20”

238 中央 安藤 翼 10’36”

239 日本 堀米 翔太 10’30”

240 日本 桃木 昴太 11’05”

241 日本 重田 宙 11’07”

42 日本 山本 令壱 10’51”

43 法政 小林 大輝 10’16”

44 法政 柴崎 拓也 9’59” 

45 法政 矢久保 大介 10’18”

46 専修 片山 樹 10’34”

47 中央 宗原 弘周 10’56”

48 東洋 石井 洸平 10’09”

49 中央 菊池 空 10’23”

50 法政 若松 龍貴 10’58”

51 日本 畑澤 壱希 DS 

52 國學院 堀川 智成 10’54”

53 日本 山下 修司 DS 

54 専修 馬場 雄樹 9’54” 

55 東洋 杉崎 勇次 10’12”

56 法政 小林 響平 DS 

57 法政 村上 純人 10’47”

58 東洋 神宮寺 悠人 10’03”

59 東洋 切久保 玲旺 DS 

60 國學院 塩島 槙人 10’39”

61 専修 鈴木 陽 11’11”

62 明治 糸乗 佳太 10’28”

63 東洋 山田 和也 10’41”

64 青山学院 平野 優士 11’30”

65 青山学院 丹羽 巧 13’13”

66 学習院 赤司 凌 10’53”

67 青山学院 松室 明 11’28”
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68 國學院 萩原 涼太 11’16”

69 学習院 足羽 涼介 DS 

70 早稲田 近田 隼人 11’08”

71 明治 渋井 洋佑  

72 慶應義塾 石橋 祐大 DS 

73 國學院 加藤 豪 11’58”

74 東洋 関沢 昌太 11’22”

75 学習院 籐後 達之 11’48”

242 学習院 伊藤 慧 12’05”

243 早稲田 清水 航太 10’48”

244 明治 藤山 響 12’21”

245 明治 渡部 大輝 10’44”

246 明治 三ヶ田 泰良 10’53”

247 亜細亜 細田 恭平  

248 亜細亜 鈴木 裕也  

249 亜細亜 石渡 翔  

250 亜細亜 神藏 陽一 DS 

251 亜細亜 松本 海和 DS 

252 亜細亜 平本 翼 DS 

253 愛知 後藤 鷹 12’17”

254 愛知 森下 遼 14’11”

 

※空欄のところはタイム申告がなかったところです。 


