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1 10127 小澤 智宏 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ つくし野小陸上部 東京都 0:33:40
2 10210 中村 卓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 神奈川県 0:34:11
3 10126 安田 有佑 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京外国語大学 東京都 0:35:48
4 10011 武藤 俊作 ﾑﾄｳ ｼｭﾝｻｸ 明中八王子高校 東京都 0:36:10
5 10211 水口 直俊 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾄｼ 熱海市温泉郷 静岡県 0:36:23
6 10030 向井 孝明 ﾑｶｲ ﾀｶｱｷ モンテローザ 東京都 0:37:37
7 10177 井上 大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 町田市役所 神奈川県 0:39:15
8 10184 尾本 怜児 ｵﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 神奈川県 0:39:20
9 10004 左奈田 浩彰 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 0:39:26

10 10158 田嶋 誉司 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶｼ 埼玉県 0:39:42
11 10008 高橋 遼 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ アサヒソウユウ 神奈川県 0:40:33
12 10186 中野 哲平 ﾅｶﾉ ﾃｯﾍﾟｲ ＮＴＡ 神奈川県 0:40:40
13 10102 明田 圭一郎 ｱｹﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ ＢＴＣマラソン部 神奈川県 0:40:58
14 10044 向井 天 ﾑｶｲ ﾀｶｼ 神奈川県 0:41:11
15 10196 滝澤 賢二 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:41:25
16 10016 永井 義之 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾕｷ 富士森走友会 東京都 0:41:45
17 10192 中澤 健太郎 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 0:42:29
18 10163 木下 直樹 ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ 神奈川県 0:43:40
19 10203 神山 歩相名 ｶﾐﾔﾏ ﾎｻﾅ ランナーズハイ 神奈川県 0:44:00
20 10026 永井 裕之 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 0:44:18
21 10049 露原 直人 ﾂﾕﾊﾗ ﾅｵﾄ 中央大学 埼玉県 0:44:21
22 10017 坂口 幸一 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 日野自動車 神奈川県 0:44:32
23 10209 岩佐 裕 ｲﾜｻ ﾕｳ 神奈川県 0:44:47
24 10195 内田 元気 ｳﾁﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 神奈川県 0:44:51
25 10089 野口 史行 ﾉｸﾞﾁ ﾌﾐﾕｷ 神奈川県 0:44:54
26 10057 日野 真希 ﾋﾉ ﾏｻｷ 東京都 0:45:16
27 10161 仙田 浩行 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ なべきよジャパン 東京都 0:45:36
28 10181 笹館 暁史 ｻｻﾀﾞﾃ ｱｷﾌﾐ 神奈川県 0:45:59
29 10022 捧 裕明 ｻｻｹﾞ ﾋﾛｱｷ 新世界 神奈川県 0:46:06
30 10214 早野 透 ﾊﾔﾉ ﾄｵﾙ 神奈川県 0:46:23
31 10029 池上 郷太 ｲｹｶﾞﾐ ｷｮｳﾀ 神奈川県 0:46:51
32 10071 森 広央海 ﾓﾘ ﾋﾛｵﾐ 神奈川柔整マラソン部 神奈川県 0:46:57
33 10205 小田 哲也 ｵﾀﾞ ﾃﾂﾔ ランナーズハイ 神奈川県 0:47:01
34 10134 濱 健太郎 ﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 0:47:15
35 10137 星 将樹 ﾎｼ ﾏｻｷ 神奈川県 0:47:30
36 10152 佐藤 堂敬 ｻﾄｳ ﾀｶｱｷ 池田会 神奈川県 0:47:36
37 10190 片山 三郎 ｶﾀﾔﾏ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 0:48:34
38 10213 西川 延宏 ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 0:48:53
39 10132 小林 司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂｶｻ 神奈川県 0:49:27
40 10133 本木 祐輔 ﾓﾄｷ ﾕｳｽｹ 東京都 0:49:42
41 10173 増田 光 ﾏｽﾀﾞ ﾋｶﾙ 愛知県 0:49:50
42 10055 平松 靖之 ﾋﾗﾏﾂ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 0:49:56
43 10117 齋藤 克行 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ 東京都 0:50:59
44 10092 荒川 保博 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 東京都 0:51:08
45 10066 青木 康剛 ｱｵｷ ﾔｽﾀｹ 神奈川県 0:51:14
46 10073 金杉 真也 ｶﾅｽｷﾞ ｼﾝﾔ 東京都 0:51:17
47 10115 平内 浩之 ﾋﾗｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 0:51:29
48 10069 古川 ショーン ﾌﾙｶﾜ ｼｮｰﾝ 東京都 0:51:35
49 10019 宮路 龍之介 ﾐﾔｼﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 神奈川県 0:51:41
50 10154 池田 勇介 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 0:51:51
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51 10156 原田 蓮 ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾝ 新世界 東京都 0:52:05
52 10085 川幡 洋介 ｶﾜﾊﾀ ﾖｽｳｹ 東京都 0:52:06
53 10151 保坂 啓司 ﾎｻｶ ｹｲｼ 池田会 神奈川県 0:52:08
54 10194 奥野 元紀 ｵｸﾉ ﾓﾄﾉﾘ 富山県 0:52:29
55 10121 佐藤 翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 神奈川県 0:52:31
56 10204 青田 宥馬 ｱｵﾀ ﾕｳﾏ ランナーズハイ 東京都 0:52:40
57 10082 相原 誠 ｱｲﾊﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 0:52:48
58 10175 伊藤 淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:53:01
59 10021 佐々木 規行 ｻｻｷ ﾉﾘﾕｷ 東京都 0:53:02
60 10048 柏崎 健 ｶｼﾜｻﾞｷ ｹﾝ 神奈川県 0:53:27
61 10076 加藤 明宏 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 0:53:47
62 10020 沖崎 祐樹 ｵｷｻﾞｷ ﾕｳｷ 神奈川県 0:53:49
63 10077 青山 聖矢 ｱｵﾔﾏ ｾｲﾔ 神奈川県 0:53:59
64 10038 前田 幸佑 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京都 0:54:16
65 10040 上甲 太一 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｲﾁ 神奈川県 0:54:17
66 10111 金城 祐也 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ 東京都 0:54:25
67 10043 藤井 脩平 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 0:54:48
68 10125 小澤 佳希 ｵｻﾞﾜ ﾖｼｷ 神奈川県 0:55:23
69 10179 齋藤 大地 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 0:55:29
70 10178 野口 朗 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ 神奈川県 0:55:33
71 10145 関根 光輝 ｾｷﾈ ﾐﾂｷ ＳＡＣ 神奈川県 0:55:42
72 10129 芳川 大輝 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 0:55:47
73 10166 倉橋 洋一 ｸﾗﾊｼ ﾖｳｲﾁ ＭＧＳマラソン部 神奈川県 0:55:54
74 10124 佐々木 健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ 東京都 0:56:17
75 10094 坂本 士郎 ｻｶﾓﾄ ｼﾛｳ 神奈川県 0:57:15
76 10206 尾沢 拓人 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 神奈川県 0:57:29
77 10065 上條 広高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 0:57:35
78 10075 江成 晃一 ｴﾅﾘ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:57:42
79 10212 大谷 義治 ｵｵﾀﾆ ﾖｼｼﾞ 神奈川県 0:57:50
80 10113 黒田 大貴 ｸﾛﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 0:58:04
81 10080 石井 大樹 ｲｼｲ ﾀｲｷ 神奈川県 0:58:05
82 10170 江口 椋 ｴｸﾞﾁ ﾘｮｳ 静岡県 0:58:10
83 10064 松田 航一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:58:22
84 10207 古家 尚人 ﾌﾙｲｴ ﾅｵﾄ 山梨県 0:58:27
85 10122 山口 直哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 神奈川県 0:58:44
86 10201 村上 義朗 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾛｳ 神奈川県 0:59:12
87 10007 有田 翼 ｱﾘﾀ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 0:59:18
88 10169 田中 祐樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 神奈川県 0:59:25
89 10189 菊池 雄二 ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 0:59:31
90 10051 清水 一真 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 東京都 0:59:36
91 10079 佐伯 健太郎 ｻｴｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:00:15
92 10086 増岡 健太郎 ﾏｽｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:00:25
93 10153 高野 志進 ﾀｶﾉ ｼﾉﾌﾞ 山梨県 1:00:29
94 10144 佐川 直馬 ｻｶﾞﾜ ｽｸﾞﾏ 神奈川県 1:00:44
95 10002 飯田 拓也 ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:00:45
96 10047 松井 健太郎 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:01:02
97 10199 田中 惣太郎 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:01:04
98 10095 河野 通大 ｺｳﾉ ﾐﾁﾋﾛ 神奈川県 1:01:34
99 10101 近藤 彩人 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾄ 神奈川県 1:01:37

100 10139 濱田 諒 ﾊﾏﾀ ﾘｮｳ 神奈川県 1:01:44
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101 10005 酒井 利喜 ｻｶｲ ﾄｼｷ 神奈川県 1:01:58
102 10130 竹中 哲太 ﾀｹﾅｶ ﾃｯﾀ 神奈川県 1:02:25
103 10197 内藤 圭亮 ﾅｲﾄｳ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:02:28
104 10083 水野 史隆 ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 1:02:37
105 10157 岩本 健太郎 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:02:40
106 10131 樋口 慎介 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 海牛菜山 神奈川県 1:02:54
107 10072 水野 高志 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶｼ つくし野陸上部 神奈川県 1:02:55
108 10001 関口 星二 ｾｷｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ はぐるまクラブ 神奈川県 1:03:30
109 10032 片山 晋 ｶﾀﾔﾏ ｽｽﾑ 東京都 1:04:32
110 10147 黒瀬 祐二 ｸﾛｾ ﾕｳｼﾞ 神奈中橋本 東京都 1:04:45
111 10063 中澤 智瑛 ﾅｶｻﾞﾜ ﾁｱｷ 横浜教職員走友会 神奈川県 1:04:47
112 10087 石井 喬之 ｲｼｲ ﾀｶﾕｷ 大成建設走友会 神奈川県 1:05:02
113 10084 橋端 克幸 ﾊｼﾊﾀ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 1:05:08
114 10061 藤澤 彰 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾗ 神奈川県 1:05:23
115 10172 角谷 芳和 ｽﾐﾔ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 1:05:25
116 10109 高野 亮太 ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:05:35
117 10042 松井 大晃 ﾏﾂｲ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:05:38
118 10034 森山 修次 ﾓﾘﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 1:06:04
119 10148 堀水 陽介 ﾎﾘﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 1:06:08
120 10052 齊藤 俊貴 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾀｶ 神奈川県 1:06:22
121 10120 竹下 卓伸 ﾀｹｼﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ つくし野陸上部 東京都 1:06:30
122 10112 嶋田 健太郎 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:06:49
123 10070 山下 翼 ﾔﾏｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 東京都 1:06:50
124 10164 武石 卓之 ﾀｹｲｼ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:07:19
125 10118 福島 良 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 東京都 1:07:38
126 76001 ＮＡＨＨＡＳ ＺＡＤＥ．Ｍ 1:07:45
127 10078 吉田 光 ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 東京都 1:08:02
128 10183 尾崎 悟志 ｵｻﾞｷ ｻﾄｼ エネオスウイング 神奈川県 1:08:08
129 10187 宮地 耕平 ﾐﾔﾁ ｺｳﾍｲ 神奈川県 1:08:14
130 10046 三浦 悠葵 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ 神奈川県 1:08:27
131 10067 高橋 秀行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:09:13
132 10036 北川 和司 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｼ 神奈川県 1:09:19
133 10174 鈴木 浩太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 愛知県 1:10:07
134 10167 平野 智之 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 1:10:17
135 10180 谷川 信安 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾔｽ 相模川ＣＣ 神奈川県 1:10:29
136 10003 村上 純 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 三幸 東京都 1:10:30
137 10098 酒井 史 ｻｶｲ ﾌﾐﾄ 埼玉県 1:10:50
138 10068 伊藤 康幸 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:11:09
139 10097 竹下 明宏 ﾀｹｼﾀ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:11:15
140 10168 矢島 一範 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 1:11:32
141 10058 臼井 篤 ｳｽｲ ｱﾂｼ 神奈川県 1:12:18
142 10160 花新発 元紀 ｶｼﾊﾞ ｹﾞﾝｷ 東京都 1:12:36
143 10014 有田 優斗 ｱﾘﾀ ﾕｳﾄ 神奈川県 1:12:59
144 10037 小玉 晃 ｺﾀﾞﾏ ﾋｶﾙ 東京都 1:13:02
145 10088 島﨑 利孝 ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾀｶ 神奈川県 1:13:13
146 10116 安部 崇 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 1:13:18
147 10096 相見 昌宏 ｱｲﾐ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:13:25
148 10050 野本 啓太 ﾉﾓﾄ 啓太 神奈川県 1:13:28
149 10114 星野 智也 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾔ 東京都 1:13:33
150 10028 飯田 浩介 ｲｲﾀﾞ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:14:31
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151 10056 植木 準一 ｳｴｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:14:42
152 10035 竹山 了輔 ﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 海牛菜山 神奈川県 1:14:44
153 10108 北川 達也 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ ＩＣＨＩＬＡＢ 神奈川県 1:15:16
154 10081 赤木 俊文 ｱｶｷ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 1:15:53
155 10033 小谷田 力也 ｺﾔﾀ ﾘｷﾔ 優歩 神奈川県 1:16:01
156 10149 田所 司 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾂｶｻ 神奈川県 1:16:18
157 10062 鈴木 英雄 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1:16:19
158 10090 竹内 正樹 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ 東京都 1:16:33
159 10128 栗山 幸久 ｸﾘﾔﾏ ﾕｷﾋｻ 海牛菜山 神奈川県 1:17:04
160 10074 鎌田 光一郎 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ ？タカギ 東京都 1:17:46
161 10171 藤田 卓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知県 1:17:50
162 10138 富井 悠介 ﾄﾐｲ ﾕｳｽｹ 東京都 1:18:56
163 10202 由﨑 浩太 ﾖｼｻﾞｷ ｺｳﾀ 神奈川県 1:19:14
164 10150 石川 憲一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 相模原ＲＣ 神奈川県 1:20:12
165 10053 網野 開 ｱﾐﾉ ｶｲ 神奈川県 1:20:14
166 10059 三間 裕太 ﾐﾏ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:20:29
167 10023 東 豊 ﾋｶﾞｼ ﾕﾀｶ 東京都 1:21:05
168 10041 岡本 卓実 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 埼玉県 1:22:12
169 10093 トロンソン 雄介 ﾄﾛﾝｿﾝ ﾕｳｽｹ 東京都 1:22:41
170 10025 谷口 雄紀 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｷ 神奈川県 1:23:22
171 10136 瀬戸 勝美 ｾﾄ ｶﾂﾐ 神奈川県 1:24:59
172 10159 高嶋 啓介 ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:25:40
173 10031 千葉 雄輝 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ ＩＣＨＩＬＡＢ 神奈川県 1:29:50


