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9分26秒1 小林　翼421 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 西大寺中学校

9分51秒2 村上　朋郎425 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾛｳ

9分53秒3 太田　康介434 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 岡山市立山南中学校

10分03秒4 波多野　直人436 ﾊﾀﾉ ﾅｵﾄ 岡山操山中学校

10分07秒5 有住　颯佑418 ｱﾘｽﾞﾐ ｿｳｽｹ

10分17秒6 浜田　大輔429 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 岡大附属中学校帰宅部

10分29秒7 南葉　聖琥308 ﾅﾝﾊﾞ ｷﾖﾄﾗ 芳田中学校 陸上部

10分36秒8 宮本　瀬那427 ﾐﾔﾓﾄ ｾﾅ 走健塾

10分38秒9 三浦　颯太363 ﾐｳﾗ

10分39秒10 中塚　遥紀305 ﾅｶﾂｶ ﾊﾙｷ 福田中学校

10分40秒11 小林　大地420 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 西大寺中学校

10分42秒12 杉山　貫斗355 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾝﾄ 高陽中学校

10分45秒13 長尾　拓能304 ﾅｶﾞｵ ﾀｸﾄ 児島中学校

10分48秒14 朝原　日向330 ｱｻﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ 高陽中学校

10分53秒15 小竹守　昴422 ｺﾀｹﾓﾘ ｽﾊﾞﾙ 高陽中

10分59秒16 逢澤　大翔447 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 御津中学校

10分59秒17 大水　稜翔416 ｵｵﾐｽﾞ ﾘｮｳﾄ 高島中学校

11分08秒18 重實　達巳351 ｼｹﾞｻﾞﾈ ﾀﾂﾐ

11分11秒19 寳山　瑞貴309 ﾀｶﾗﾔﾏ ﾐｽﾞｷ

11分14秒20 安原　甲刀352 ﾔｽﾊﾗ ｶﾌﾞﾄ 御津中学校

11分14秒21 端　真敏378 ﾊﾀ ﾏﾅﾄ 御津中学校

11分15秒22 髙瀬　優太316 ﾀｶｾ ﾕｳﾀ 総社西中学校

11分16秒23 依田　凌輔311 ﾖﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 荘内中学校

11分17秒24 熊谷　知哉331 ｸﾏﾔ 東陽中学校

11分25秒25 長光　俊弥392 ﾅｶﾞﾐﾂ ﾄｼﾔ 御津中学校卓球部

11分25秒26 成平　心317 ﾅﾘﾋﾗ ｼﾝ 御津中学校 剣道部

11分33秒27 須山　飛由馬384 ｽﾔﾏ ﾋｭｳﾏ 御津中学校ｻｯｶｰ部

11分36秒28 富樫　雅仁306 ﾄｶﾞｼ ﾏｻﾋﾄ

11分37秒29 逢澤　世良379 ｱｲｻﾞﾜ ｾﾗ 御津中学校

11分40秒30 坪井　一馬424 ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞﾏ 総社WING

11分41秒31 小山　侑希369 ｺﾔﾏ ﾕｳｷ ﾒﾀｺｰﾄ工業株式会社

11分43秒32 片山　雄詩385 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｼ 御津中学校

11分45秒33 山中　紳之條348 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝﾉｼﾞｮｳ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

11分46秒34 江田　駿介410 ｴﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 御津中学校

11分47秒35 廣安　健太381 ﾋﾛﾔｽ ｹﾝﾀ 御津中学校

11分48秒36 池奥　悠真325 ｲｹｵｸ 桜が丘中学校

11分52秒37 五藤　克馬386 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾏ 御津中学校

11分52秒38 宗定　成弥388 ﾑﾈｻﾀﾞ ﾅﾙﾔ 御津中学校野球部

12分00秒39 山谷　拓磨440 ﾔﾏﾔ ﾀｸﾏ

12分06秒40 花江　良太376 ﾊﾅｴ ﾘｮｳﾀ 御津中学校野球部

12分14秒41 信朝　空328 ﾉﾌﾞﾄﾓ ｿﾗ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

12分16秒42 栗平　竜弥411 ｸﾘﾋﾗ ﾀﾂﾔ 建部みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

12分16秒43 田村　真歩390 ﾀﾑﾗ ﾏﾎ 御津中学校

12分17秒44 竹永　光汰382 ﾀｹﾅｶﾞ ｺｳﾀ 御津中学校

12分22秒45 伊藤　嵩志430 ｲﾄｳ ｺｳｼ 岡大附属中学校

12分25秒46 石原　大志358 ｲｼﾊﾗ ﾀｲｼ 御津中学校

12分26秒47 早川　郁弥400 ﾊﾔｶﾜ ﾌﾐﾔ

12分30秒48 田中　智也401 ﾀﾅｶ 御津ｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ

12分31秒49 木村　泰河350 ｷﾑﾗ 御津中学校

12分33秒50 藤原　匠馬320 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾏ 福浜中学校
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12分37秒51 河田　光377 ｶﾜﾀﾞ ｺｳ 御津中学校野球部

12分42秒52 居樹　快成324 ｽｴｷ ｶｲｾｲ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

12分44秒53 松本　侑弥360 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ 御津中学校

12分45秒54 長寿　庸義393 ﾁｮｳｼﾞｭ ﾉﾌﾞﾖｼ 御津中学校

12分46秒55 北山　茉弥362 ｷﾀﾔﾏ ﾏﾋﾛ 御津中学校野球部

12分47秒56 竹内　大翔333 ﾀｹｳﾁ 桜が丘中学校

12分48秒57 高田　大山383 ﾀｶﾀ ﾀﾞｲｾﾝ 御津中学校ｻｯｶｰ部

12分51秒58 保利　健太407 ﾎﾘ ｹﾝﾀ 御津中学校

12分55秒59 松岡　真央344 ﾏﾂｵｶ ﾏﾋﾛ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

13分00秒60 岡部　豪太442 ｵｶﾍﾞ ｺﾞｳﾀ

13分03秒61 向井　暖374 ﾑｶｲ ﾊﾙ 明倫会

13分04秒62 仁熊　樹365 ﾆｸﾞﾏ ｲﾂｷ 京山中学校

13分08秒63 安藤　海414 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｲ 建部みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

13分09秒64 小西　由人371 ｺﾆｼ ﾕｲﾄ 御津中学校ｻｯｶｰ部

13分10秒65 髙角　樹391 ﾀｶｶﾄﾞ 御津中学校

13分15秒66 岸　凌吾399 ｷｼ ﾘｮｳｺﾞ 御津中学校

13分18秒67 三代　圭佑404 ﾐｼﾛ ｹｲｽｹ 御津中学校卓球部

13分21秒68 清水　慎斗415 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾄ 建部みつｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

13分22秒69 三澤　愛輝336 ﾐｻﾜ ｱｲｷ 岡山市立東山中学校 

13分22秒70 祐森　棟412 ｽｹﾓﾘ TMｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

13分25秒71 原田　泰地342 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｲﾁ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

13分25秒72 清須　大貴394 ｷﾖｽ ﾋﾛｷ 御津中学校卓球部

13分26秒73 木村　海渡397 ｷﾑﾗ ｶｲﾄ 御津中学校卓球部

13分32秒74 三宅　秀和339 ﾐﾔｹ ｼｭｳﾄ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

13分33秒75 田村　凌343 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

13分34秒76 岡田　隼326 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

13分36秒77 山本　悟史337 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 桜が丘中学校 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

13分48秒78 藤元　恭二370 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳｼﾞ ﾒﾀｺｰﾄ工業株式会社

13分48秒79 田尻　楽唯340 ﾀｼﾞﾘ ﾗｲ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

13分53秒80 祐森　柾413 ｽｹﾓﾘ TMｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ

13分55秒81 角　虹樹319 ｽﾐ ｺｳｷ 御津中学校

14分00秒82 吉井　大稀347 ﾖｼｲ 妹尾中学校

14分11秒83 草野　佑希398 ｸｻﾉ ﾕｳｷ 御津中学校

14分11秒84 松本　直衛403 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｴ 御津中学校

14分16秒85 安田　千太395 ﾔｽﾀﾞ ｾﾝﾀ 御津中学校

14分21秒86 寳山　靖浩310 ﾀｶﾗﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ

14分24秒87 池野　政和367 ｲｹﾉ ﾏｻｶｽﾞ ﾒﾀｺｰﾄ工業株式会社

14分27秒88 城村　宙汰372 ｼﾛﾑﾗ ｿｳﾀ 明倫会

14分33秒89 寺門　優馬389 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾕｳﾏ 御津中学校野球部

14分36秒90 仁科　陽希301 ﾆｼﾅ ﾊﾙｷ

14分40秒91 池田　侑生373 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 明倫会

14分42秒92 髙嶋　大和307 ﾀｶｼﾏ ﾔﾏﾄ 岡山盲学校

14分47秒93 清親　瑠威329 ｷﾖﾁｶ ﾙｲ 桜が丘中学校

14分53秒94 杉本　達浩396 ｽｷﾞﾓﾄ 御津中学校

14分56秒95 三宅　康介406 ﾐﾔｹ ｺｳｽｹ 御津中学校卓球部

14分56秒96 杉本　勝真402 ｽｷﾞﾓﾄ 御津中学校

14分56秒97 千田　瑛仁409 ｾﾝﾀﾞ ｱｷﾄ 御津中学校

15分00秒98 小野　皓叶356 ｵﾉ ﾋﾛﾄ 明倫会

15分06秒99 赤木　颯汰327 ｱｶｷ ｿｳﾀ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

15分24秒100 船戸　修321 ﾌﾅﾄ ｵｻﾑ 備前市役所陸上部
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15分24秒101 宮木　咲実408 ﾐﾔｷ ｻｸﾏ 御津中学校

15分25秒102 久山　節夫364 ｸﾔﾏ ｾﾂｵ ﾒﾃﾞｨﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ

15分28秒103 矢野　良和368 ﾔﾉ ﾖｼｶｽﾞ ﾒﾀｺｰﾄ工業株式会社

15分55秒104 光吉　晃希335 ﾐﾂﾖｼ ｺｳｷ 妹尾中学校

15分56秒105 高津　凱吏334 ﾀｶﾂ ｶｲﾘ 北ﾎﾞｰｲｽﾞ

15分57秒106 古市　卓巳338 ﾌﾙｲﾁ ﾀｸﾐ 岡山北ﾎﾞｰｲｽﾞ

16分17秒107 佐々木　壮真312 ｻｻｷ ｿｳﾏ 御津中学校 野球部

16分37秒108 西坂　圭司313 ﾆｼｻｶ ｹｲｼﾞ

16分56秒109 御牧　明則366 ﾐﾏｷ ｱｷﾉﾘ ﾒﾀｺｰﾄ工業株式会社

16分57秒110 河原　明生387 ｶﾜﾊﾗ ﾃﾙｷ 御津中学校野球部

16分57秒111 岩本　武和380 ｲﾜﾓﾄ ﾀｹｶｽﾞ 御津中学校

17分13秒112 大谷　晋吉444 ｵｵﾀﾆ ｼﾝｷﾁ

17分42秒113 大森　雅夫10001 ｵｵﾓﾘ ﾏｻｵ 岡山市長

17分47秒114 熊谷　壱心437 ｸﾏｶﾞｲ ｲｯｼﾝ SO山陽

17分50秒115 平野　幹雄431 ﾋﾗﾉ ﾐｷｵ 岡山社労士走ろう会

18分03秒116 竹岡　海晴302 ﾀｹｵｶ ｶｲｾｲ 藤田中学校

18分57秒117 谷口　北斗405 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾎｸﾄ 御津中学校

19分02秒118 竹本　章人435 ﾀｹﾓﾄ ｱｷﾋﾄ

19分46秒119 井上　徹443 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ ﾗﾝｽﾞｱｯﾌﾟ

20分05秒120 矢野　広康428 ﾔﾉ ﾋﾛﾔｽ

20分26秒121 船越　博章315 ﾌﾅｺｼ ﾋﾛｱｷ STRC

20分28秒122 森田　卓司361 ﾓﾘﾀ ﾀｸｼ 岡山市議会議員

20分32秒123 日下　治樹446 ｸｻｶ ﾊﾙｷ あかいわﾓﾓちゃんず

20分33秒124 山田　敏之445 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ あかいわﾓﾓちゃんず

20分56秒125 岡部　将典441 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ

21分15秒126 増見　正芳375 ﾏｽﾐ ﾏｻﾖｼ 御津中学校

22分11秒127 渡辺　武彦354 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋｺ

25分52秒128 大賀　一颯359 ｵｵｶﾞ ｲﾌﾞｷ 御津中学校剣道部

28分56秒129 大西　芳男353 ｵｵﾆｼ ﾖｼｵ

32分16秒130 西田　隼人314 ﾆｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

32分38秒131 須賀　洸太349 ｽｶﾞ ｺｳﾀ 岡山盲学校

35分31秒132 松山　竜也438 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾔ
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