
1 川添　智由 1:15:19 筑波大学4 44 木下　新一 2:07:08 早稲田大学1
2 茂木　堯彦 1:18:54 東京大学4 45 川村　渉 2:07:20 東京理科大学2
3 景山　健 1:20:54 早稲田大学4 46 孫　インチャオ 2:07:24 早稲田大学2
4 小山　温史 1:21:18 東京工業大学4 47 栗田　俊輔 2:07:39 東京工業大学3
5 青山　弘毅 1:23:44 筑波大学4 48 山室 行大 2:12:10 東京大学2
6 村上　巧 1:25:05 東京工業大学4 49 杵村　悠司 2:14:28 慶應義塾大学2
7 早瀬　悠 1:25:37 茨城大学4 50 千田　浩介 2:14:45 東京工業大学3
8 谷口　彰登 1:26:18 千葉大学3 51 近藤　友洋 2:14:50 東京工業大学3
9 山本　純一 1:26:20 早稲田大学4 52 斎藤　翔太 2:16:32 一橋大学1
10 林　城仁 1:26:59 東京大学3 53 島田　祐司 2:16:34 東京工業大学3
11 海老　成直 1:28:39 中央大学4 54 井本　康二 2:17:28 千葉大学2
12 神山　康 1:29:04 早稲田大学4 55 岩崎　慶士 2:19:35 東京農工大学3
13 神谷　泰介 1:29:11 筑波大学2 56 田原　壮一郎 2:23:45 慶應義塾大学2
14 村上　一輝 1:33:17 東京工業大学4 57 菅原　大樹 2:25:05 東京大学3
15 小見山　斉彰 1:33:37 千葉大学3 58 浜田　航 2:27:53 東京農工大学3
16 佐々木　陽祐 1:33:47 早稲田大学2  植田　悠太郎 失格 一橋大学4
17 熊澤　貴弘 1:34:32 慶應義塾大学3  野村　佳佑 失格 東京工業大学4
18 前田　肇 1:35:46 東京大学4  加藤　峻一 失格 中央大学3
19 川名　聡 1:36:22 横浜国立大学4 通過ここまで  小林　幹明 失格 東京大学2
20 中山　史野 1:36:55 東京大学3  宮田　雅人 失格 茨城大学2
21 手塚　宙之 1:40:37 慶應義塾大学4  今井　卓也 失格 茨城大学2
22 大橋　洋介 1:40:50 慶應義塾大学4  茂澤　清信 失格 東京農工大学2
23 田中　翔太 1:41:07 早稲田大学3  伊藤　隆博 失格 東京農工大学3
24 古谷　嵩 1:41:18 東京工業大学2  小川　慶太朗 失格 埼玉大学3
25 田中　裕也 1:41:43 東京大学2  萩原　貴弘 失格 東京農工大学2
26 中村　亮太 1:42:53 茨城大学3  御崎　智之 失格 東京工業大学2
27 岩瀬　祐介 1:43:14 早稲田大学4  関　愛允 失格 東京農工大学3
28 中尾　吉男 1:43:17 東京大学4  鎗目　隼平 失格 埼玉大学2
29 諸江　佳樹 1:44:00 東京大学4  佐藤　清吾 失格 茨城大学2
30 太田　康博 1:45:24 東京大学3  岩田　敏英 失格 筑波大学2
31 下嶋　健太 1:48:43 筑波大学2  高木　元輝 失格 東京農工大学3
32 斎田　篤 1:49:26 東京工業大学3  沓木　知宏 失格 東京大学3
33 吉田　知峻 1:49:27 東京大学4  堀越　裕之 失格 東京工業大学2
34 男庭　和則 1:49:49 茨城大学4  志村　公寛 失格 慶應義塾大学4
35 山下　博徳 1:50:36 一橋大学2  松田　真宏 失格 東京農工大学2
36 比嘉　友紀 1:51:53 東京工業大学4  佐藤　克哉 失格 東京農工大学3
37 五十嵐　雅史 1:53:41 慶應義塾大学4  大平　幸央 失格 東京工業大学3
38 加藤　雄一 1:54:10 東京農工大学3  吉田　秀人 失格 茨城大学2
39 渡邊　悠貴 1:54:19 慶應義塾大学3  渡辺　達己 失格 東京農工大学2
40 大杉　祥二 1:56:58 筑波大学4  小林　和弘 失格 東京農工大学2
41 野々垣　亘 1:57:25 一橋大学2  日比生　直樹 失格 茨城大学2
42 古澤誠実朗 2:01:29 千葉大学2  石松　純 失格 筑波大学2
43 武藤　貴昭 2:02:13 東京工業大学3  尾木　直 失格 早稲田大学2
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1 井手　恵理子 1:01:24 日本女子大学4
2 稲葉　茜 1:10:00 筑波大学4
3 千葉　妙 1:11:13 筑波大学4
4 豊田　安由美 1:15:55 筑波大学4
5 松永　真澄 1:18:10 日本女子大学3
6 石藏　友紀子 1:26:52 お茶の水女子大学4
7 畑岡　祥子 1:29:34 茨城大学3
8 高野　絵理子 1:35:10 相模女子大学3
9 白形　由貴 1:37:30 筑波大学3
10 永田　有佳里 1:46:50 相模女子大学2
11 薮田　明野 1:47:08 東京女子大学4
12 高野　美春 1:55:25 十文字学園女子大学1
13 内田　有里恵 2:22:04 相模女子大学3
14 市川　陽子 2:22:25 千葉大学4 通過ここまで
 石井　明代 失格 津田塾大学2
 稲岡　奈々 失格 日本女子大学2
 山本　佑香 失格 東京女子大学2
 小沢　千鶴子 失格 実践女子大学3
 新妻　道 失格 津田塾大学3
 石井　沙也香 失格 日本女子大学4
 貝沼　久美恵 失格 実践女子大学4
 青木　千佳子 失格 東京農工大学2

ＷＥＷＥＷＥＷＥ 2007200720072007年度関東学連年度関東学連年度関東学連年度関東学連ロングセレロングセレロングセレロングセレ　　　　セレクションセレクションセレクションセレクション結果結果結果結果


