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1 11519 後和 直樹 ｺﾞﾜ ﾅｵｷ 東京ラン友の会 東京都 0:37:53
2 11308 増井 悟 ﾏｽｲ ｻﾄﾙ 松山高校陸上部ＯＢ 神奈川県 0:38:11
3 11538 神長 忠信 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ ＳＣＲ 埼玉県 0:38:21
4 11507 高橋 泰洋 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 東京都 0:38:27
5 11555 木村 航士 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ アスリエ鷺沼 神奈川県 0:38:44
6 11146 山崎 剛士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ かなかわクラブ 神奈川県 0:38:53
7 11516 白井 正和 ｼﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ 白井家 神奈川県 0:38:57
8 11531 高橋 英治 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 0:39:44
9 11686 岩崎 孝義 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾖｼ 気楽なマラソン部 東京都 0:40:53

10 11125 市毛 弘一 ｲﾁｹﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:41:04
11 11564 大貫 高輝 ｵｵﾇｷ ﾀｶｷ 谷川真理ＦＲＣ 神奈川県 0:41:20
12 11436 黒須 正樹 ｸﾛｽ ﾏｻｷ 神奈川県 0:41:59
13 11529 高嶋 治仁 ﾀｶｼﾏ ﾊﾙﾋﾄ ＹＲＴ 神奈川県 0:42:17
14 11559 開元 敏郎 ｶｲﾓﾄ ﾄｼﾛｳ 神奈川県庁 神奈川県 0:42:47
15 11684 道下 敏行 ﾐﾁｼﾀ ﾄｼﾕｷ 八王子ＡＣ 東京都 0:42:55
16 11616 有働 光 ｳﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 相模つくば会 神奈川県 0:43:00
17 11546 川原山 和浩 ｶﾜﾊﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ちょい悪親父会 東京都 0:43:01
18 11471 伊福 暢盛 ｲﾌｸ ﾏｻﾓﾘ 神奈川県 0:43:21
19 11049 関 義則 ｾｷ ﾖｼﾉﾘ キラッチジャパン 東京都 0:43:22
20 11426 榎本 雅宏 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 藤沢市歯科医師会 神奈川県 0:43:25
21 11697 金子 雄司 ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ イムラン部 埼玉県 0:43:26
22 11558 金子 憲之 ｶﾈｺ ﾉﾘﾕｷ 法友陸上クラブ 神奈川県 0:43:28
23 11337 澤村 彰一郎 ｻﾜﾑﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 0:43:33
24 11422 野田 拓哉 ﾉﾀﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 0:43:46
25 11511 山川 知宏 ﾔﾏｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ イヴの会 神奈川県 0:43:59
26 11070 香田 克明 ｺｳﾀﾞ ｶﾂｱｷ 横浜緑走友会 神奈川県 0:44:07
27 11610 日置 信和 ﾋｵｷ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 日本精工 神奈川県 0:44:18
28 11063 柳澤 重之 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｹﾞﾕｷ 埼玉県 0:44:20
29 11587 渕脇 健 ﾌﾁﾜｷ ｹﾝ 神奈川県 0:44:24
30 11183 木村 潔 ｷﾑﾗ ｷﾖｼ 激走３人 東京都 0:44:28
31 11652 本田 正樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 0:44:52
32 11608 橘 宏二 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｼﾞ ちーむ・らんラン 東京都 0:44:54
33 11258 手塚 尚彦 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵﾋｺ 東京都 0:45:04
34 11567 中嶋 崇友 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾄﾓ 神奈川県 0:45:30
35 11189 中江川 章 ﾅｶｴｶﾞﾜ ｱｷﾗ 新百合ヶ丘Ｚ会 神奈川県 0:45:35
36 11002 清水 克巳 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾐ チームあじさい 神奈川県 0:45:37
37 11698 岩佐 保男 ｲﾜｻ ﾔｽｵ 神奈川県 0:45:40
38 11195 伊藤 健一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:45:49
39 11586 中野 守 ﾅｶﾉ ﾏﾓﾙ 神奈川県 0:46:07
40 11220 中村 謙一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 湘南ＲＣ 神奈川県 0:46:14
41 11171 飴谷 浩 ｱﾒﾀﾆ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:46:28
42 11584 伴 和幸 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾕｷ 横浜教職員走友会 神奈川県 0:46:51
43 11290 田村 哲也 ﾀﾑﾗ ﾃﾂﾔ イムラン部 東京都 0:46:53
44 11053 廣瀬 勉 ﾋﾛｾ ﾂﾄﾑ 神奈川県 0:46:55
45 11406 中村 貴博 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 0:47:19
46 11257 菅沼 勝也 ｽｶﾞﾇﾏ ｶﾂﾔ 神奈川県 0:47:21
47 11096 上野 正男 ｳｴﾉ ﾏｻｵ 横浜中央走友会 神奈川県 0:47:24
48 11592 岸 正明 ｷｼ ﾏｻｱｷ 日本精工 神奈川県 0:47:26
49 11484 浜口 信男 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 0:47:42
50 11420 寺田 卓史 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸｼ 奈良県 0:47:42
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51 11355 志村 健司 ｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 八王子市役所 東京都 0:47:50
52 11108 大久保 覚 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄﾙ チームパックン 東京都 0:47:55
53 11712 Ｂｉｌｌｙ Ｎｏｒｍａｎ ﾋﾞﾘｰ ﾉｰﾏﾝ 0:47:58
54 11130 高村 栄伸 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 0:48:06
55 11238 戸松 隆 ﾄﾏﾂ ﾀｶｼ 神奈川県 0:48:06
56 11328 小野 隆志 ｵﾉ ﾀｶｼ 東京都 0:48:39
57 11134 前川 武彦 ﾏｴｶﾜ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 0:48:41
58 11376 平井 俊一 ﾋﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 0:48:52
59 11166 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ ＮＡＳ高尾 東京都 0:48:53
60 11363 福元 祐一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ ＴＭＣ 神奈川県 0:49:02
61 11124 笠谷 宗則 ｶｻﾀﾆ ﾑﾈﾉﾘ 千葉県 0:49:05
62 11627 杉原 秀紀 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 0:49:13
63 11690 本仁 善英 ﾓﾄﾆ ﾖｼﾋﾃﾞ 東京都 0:49:13
64 11475 武藤 勇一 ﾑﾄｳ ﾕｳｲﾁ コントローラー 神奈川県 0:49:14
65 11285 佐野 文彦 ｻﾉ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 0:49:14
66 11589 石井 重和 ｲｼｲ ｼｹﾞｶｽﾞ 神奈川県 0:49:15
67 11187 石井 誠 ｲｼｲ ﾏｺﾄ 川和ＲＵＮ 神奈川県 0:49:23
68 11325 松林 晴吾 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｾｲｺﾞ クローバーＳＢＳ 神奈川県 0:49:38
69 11147 佐藤 公彦 ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ 神奈川県 0:49:49
70 11465 平井 貴博 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ チーム・ティン 神奈川県 0:49:54
71 11523 木村 直宏 ｷﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 0:50:00
72 11374 森 英樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 0:50:00
73 11510 岩崎 裕明 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 0:50:05
74 11250 太田 知宏 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 0:50:07
75 11300 柴田 淳 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 0:50:08
76 11657 尾澤 憲一 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 日立アーバン 神奈川県 0:50:11
77 11450 太田 弘介 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 千葉県 0:50:12
78 11441 中村 義昭 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ チビレンジャー 神奈川県 0:50:18
79 11227 中島 淳 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:50:28
80 11037 髙野 好造 ﾀｶﾉ ｺｳｿﾞｳ ハヤブサ２ 東京都 0:50:33
81 11444 山崎 孝 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 0:50:35
82 11541 千賀 章介 ｾﾝｶﾞ ｱｷﾖｼ ＳＷＡＣ 神奈川県 0:50:37
83 11120 森川 稔 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾉﾙ 上作パープル 神奈川県 0:50:42
84 11602 斎藤 祐二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 千葉県 0:50:43
85 11357 外園 太郎 ﾎｶｿﾞﾉ ﾀﾛｳ 神奈川県 0:50:46
86 11706 渡口 伸夫 ﾄｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ 東京都 0:50:52
87 11027 冨永 孝一 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:50:55
88 11344 守屋 清志 ﾓﾘﾔ ｷﾖｼ 山梨県 0:51:11
89 11229 田中 卓治 ﾀﾅｶ ﾀｸｼﾞ マグネスケール 東京都 0:51:20
90 11472 石井 一 ｲｼｲ ﾊｼﾞﾒ 八王子車人形 東京都 0:51:27
91 11339 石井 裕泰 ｲｼｲ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 0:51:40
92 11571 塚本 亮一 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ ＧＥ－ＹＯ 東京都 0:51:41
93 11464 吉松 聡 ﾖｼﾏﾂ ｻﾄﾙ ＭＲＣ 東京都 0:51:42
94 11031 髙野 勝 ﾀｶﾉ ﾏｻﾙ 神奈川県 0:51:57
95 11223 望月 悦郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ｴﾂﾛｳ ハヤブサ２ 神奈川県 0:52:09
96 11099 峰村 尋樹 ﾐﾈﾑﾗ ﾋﾛｷ すけぴょんクラブ 神奈川県 0:52:26
97 11311 新満 勝 ｼﾝﾐﾂ ﾏｻﾙ 神奈川県 0:52:28
98 11026 髙倉 昌信 ﾀｶｸﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 0:52:29
99 11033 金谷 義夫 ｶﾅﾔ ﾖｼｵ 神奈川県 0:52:50

100 11127 畑 一民 ﾊﾀ ｶｽﾞﾀﾐ 神奈川県 0:53:11
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101 11226 宮田 義昭 ﾐﾔﾀ ﾖｼｱｷ 教職員走友会 神奈川県 0:53:11
102 11261 小山 浩 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 0:53:14
103 11061 髙橋 安治 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼﾞ 東京都 0:53:33
104 11129 川口 直人 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 東京都 0:53:38
105 11649 藤川 達司 ﾌｼﾞｶﾜ ﾀﾂｼﾞ 神奈川県 0:53:40
106 11663 真崎 貴 ﾏｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 0:53:50
107 11253 長部 拓也 ｵｻﾍﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 0:54:00
108 11342 窪田 徹 ｸﾎﾞﾀ ﾄｵﾙ 東京都 0:54:06
109 11073 山田 孝一 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 老童クラブ保在会 神奈川県 0:54:14
110 11267 片倉 徳男 ｶﾀｸﾗ ﾉﾘｵ 千葉県 0:54:16
111 11119 入部 和也 ｲﾘﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 横浜教職員走友会 神奈川県 0:54:17
112 11474 金井 篤 ｶﾅｲ ｱﾂｼ 神奈川県 0:54:21
113 11639 臼井 啓能 ｳｽｲ ﾋﾛﾖｼ アロハーズ 東京都 0:54:22
114 11619 中村 博信 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 神奈川県 0:54:33
115 11006 佐野 隆 ｻﾉ ﾀｶｼ アスリエ鷲沼 神奈川県 0:54:40
116 11218 浜本 正秀 ﾊﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 0:54:41
117 11212 成田 吉章 ﾅﾘﾀ ﾖｼｱｷ モンスター 神奈川県 0:54:45
118 11312 今田 直宏 ｲﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 相模原走ろう会 神奈川県 0:54:46
119 11704 山口 利也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾔ 東京田町大連 神奈川県 0:54:50
120 11641 佐藤 和宏 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 0:54:51
121 11413 井上 豪夫 ｲﾉｳｴ ﾀｹｵ 神奈川県 0:54:52
122 11442 粕谷 亮 ｶｽﾔ ﾘｮｳ 神奈川県 0:54:54
123 11334 吉田 敬 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 0:54:57
124 11596 石田 崇 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 0:54:58
125 11156 小峯 雄二 ｺﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 0:54:58
126 11396 河野 大樹 ｺｳﾉ ﾀﾞｲｷ 四国電線 神奈川県 0:54:59
127 11359 武藤 義章 ﾑﾄｳ ﾖｼｱｷ 神奈川県 0:55:03
128 11043 貝森 征行 ｶｲﾓﾘ ﾏｻﾕｷ 東京消防ＯＢ会 神奈川県 0:55:09
129 11213 山越 恒雄 ﾔﾏｺｼ ﾂﾈｵ 神奈川県 0:55:10
130 11635 水落 義明 ﾐｽﾞｵﾁ ﾖｼｱｷ 神奈川県 0:55:11
131 11512 池田 和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 池田会 神奈川県 0:55:12
132 11411 竹中 幸一 ﾀｹﾅｶ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:55:13
133 11180 富士 公義 ﾌｼﾞ ｷﾐﾖｼ チームナカハマ 東京都 0:55:14
134 11268 小田 航 ｵﾀﾞ ﾜﾀﾙ 神奈川県 0:55:24
135 11103 上田 惠也 ｳｴﾀﾞ ｹｲﾔ 東京都 0:55:26
136 11634 藤田 和義 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾖｼ テレビ朝日 神奈川県 0:55:32
137 11607 高橋 努 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 神奈川県 0:55:43
138 11415 松田 二朗 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 0:55:46
139 11402 関戸 裕巳 ｾｷﾄ ﾋﾛﾐ 愛知県 0:55:50
140 11322 鈴木 央 ｽｽﾞｷ ﾕｳ ブルーバード 神奈川県 0:55:53
141 11451 石田 政和 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 0:55:58
142 11412 菊田 剛正 ｷｸﾀ ﾀｶﾏｻ 神奈川県 0:55:59
143 11177 佐藤 清 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 神奈川県 0:56:08
144 11102 青山 政博 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 0:56:11
145 11247 広田 龍彦 ﾋﾛﾀ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 0:56:11
146 11269 所 崇弘 ﾄｺﾛ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 0:56:11
147 11078 内田 吉治 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ ともがき楽走会 神奈川県 0:56:23
148 11650 原田 広幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 0:56:25
149 11388 阿藤 寛和 ｱﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ Ｔ１４８ 神奈川県 0:56:28
150 11208 竹村 崇 ﾀｹﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都 0:56:35
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151 11204 永塚 和彦 ﾅｶﾞﾂｶ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 0:56:41
152 11080 堺谷 泰雄 ｻｶｲﾔ ﾔｽｵ 神奈川県 0:56:45
153 11485 渡辺 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 伊勢原サンデー 神奈川県 0:56:46
154 11577 浦上 尚 ｳﾗｶﾐ ﾀｶｼ ＪＲ横浜 神奈川県 0:56:51
155 11060 金指 和博 ｶﾅｻﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ アンリツ 神奈川県 0:56:56
156 11085 澤田 一成 ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 東京都 0:56:59
157 11565 小塚 勝 ｺﾂﾞｶ ﾏｻﾙ 神奈川県 0:57:11
158 11041 阿部 靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ タカギ 神奈川県 0:57:13
159 11346 前田 悠平 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾍｲ バイユーゲイト 東京都 0:57:16
160 11185 村岸 孝昭 ﾑﾗｷﾞｼ ﾀｶｱｷ 東京都 0:57:18
161 11633 辻 保行 ﾂｼﾞ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 0:57:22
162 11100 佐藤 栄司 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 神奈川県 0:57:27
163 11685 津村 則安 ﾂﾑﾗ ﾉﾘﾔｽ 東京都 0:57:37
164 11640 宮本 哲也 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾂﾔ 神奈川県 0:57:38
165 11235 江原 克久 ｴﾊﾗ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 0:57:56
166 11148 真鍋 和久 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 0:57:57
167 11152 岡本 知明 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 0:57:57
168 11121 室岡 伸一 ﾑﾛｵｶ ｼﾝｲﾁ 東京都 0:58:00
169 11276 岡川 崇 ｵｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ ＳＣ相模原サポ 神奈川県 0:58:02
170 11254 鈴木 雅夫 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 神奈川県 0:58:07
171 11028 両角 三代次 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾖｼﾞ 神奈川県 0:58:17
172 11688 木村 広明 ｷﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 沖電気工業ＭＲＣ 神奈川県 0:58:20
173 11272 池田 直樹 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 東京都 0:58:21
174 11356 四條 豊 ｼｼﾞｮｳ ﾕﾀｶ ＣＭ 東京都 0:58:23
175 11491 風間 吉泰 ｶｻﾞﾏ ﾖｼﾔｽ 神奈中橋本 神奈川県 0:58:28
176 11076 高橋 豊昭 ﾀｶﾊｼ ﾄﾖｱｷ ＮＡＳ高尾 東京都 0:58:32
177 11214 上段 一 ｳｴﾉﾀﾞﾝ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 0:58:37
178 11530 坂本 和廣 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 湘南ＲＣ 神奈川県 0:58:38
179 11202 南澤 嘉栄 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾖｼｴｲ チーム康吉 東京都 0:58:44
180 11050 滝本 臣位 ﾀｷﾓﾄ ｼｹﾞﾀﾀﾞ 東京都 0:58:45
181 11044 網中 正喜 ｱﾐﾅｶ ﾏｻｷ 世田谷区ＲＵＮ会 東京都 0:58:48
182 11012 清水 勲 ｼﾐｽﾞ ｲｻｵ サン・イースト 神奈川県 0:58:49
183 11126 金子 和彦 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋｺ ちゃぼ 神奈川県 0:58:51
184 11270 杉山 智昭 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 0:58:56
185 11575 松本 和正 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ ＮＯＮＡＣ 神奈川県 0:58:57
186 11157 榎本 秀郎 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ たまれん 神奈川県 0:58:59
187 11403 宮田 智之 ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 0:59:01
188 11583 萩原 正文 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾌﾐ クッキー 神奈川県 0:59:04
189 11117 穂坂 昌明 ﾎｻｶ ﾏｻｱｷ ＪＡＰＰＹ首都圏 神奈川県 0:59:06
190 11431 小松崎 勝 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾙ 東京都 0:59:13
191 11264 門倉 一弥 ｶﾄﾞｸﾗ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 0:59:16
192 11072 鬼塚 康三 ｵﾆﾂﾞｶ ｺｳｿﾞｳ 五島人走遊会 神奈川県 0:59:19
193 11687 菊池 団江 ｷｸﾁ ﾀﾞﾝｴ 極洋 千葉県 0:59:22
194 11460 林 雅幸 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ ＫＫＫ－Ｍ 神奈川県 0:59:22
195 11459 宮原 秀夫 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ ＫＫＫ－Ｍ 神奈川県 0:59:23
196 11692 村上 伸夫 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞｵ ランサポ 東京都 0:59:25
197 11239 カン ヒセ ｶﾝ ﾋｾ 東京都 0:59:30
198 11128 衣笠 健一 ｷﾇｶﾞｻ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 0:59:32
199 11306 八木下 昌彦 ﾔｷﾞｼﾀ ﾏｻﾋｺ 東京都 0:59:32
200 11192 前原 英明 ﾏｴﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 栃木県 0:59:32
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201 11197 田中 収 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ 神奈川県 0:59:36
202 11093 星野 吉雄 ﾎｼﾉ ﾖｼｵ しまプラーザ 神奈川県 0:59:40
203 11019 井山 満 ｲﾔﾏ ﾐﾂﾙ 神奈川県 0:59:41
204 11702 日下部 将嘉 ｸｻｶﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 0:59:44
205 11705 花田 要 ﾊﾅﾀﾞ ｶﾅﾒ 神奈川県 0:59:45
206 11200 西尾 洋 ﾆｼｵ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:59:46
207 11088 綿貫 正彦 ﾜﾀﾇｷ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 0:59:46
208 11433 北崎 環 ｷﾀｻﾞｷ ﾒｸﾞﾙ 千葉県 0:59:51
209 11665 松山 一威 ﾏﾂﾔﾏ ﾓﾄｲ 神奈川県 0:59:52
210 11400 峰田 義之 ﾐﾈﾀ ﾖｼﾕｷ アズビル 神奈川県 0:59:58
211 11288 小池 則行 ｺｲｹ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 1:00:02
212 11244 那波 一文 ﾅﾊﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 三國 神奈川県 1:00:16
213 11198 秋山 宏 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:00:28
214 11554 佐藤 浩樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 立川チーム 東京都 1:00:39
215 11438 高橋 孝治 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 東京都 1:00:40
216 11222 大澤 隆治 ｵｵｻﾜ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 1:00:43
217 11599 山村 計市 ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:00:52
218 11219 重田 康之 ｼｹﾞﾀ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:00:54
219 11123 久野木 健人 ｸﾉｷ ﾀｹﾋﾄ 神奈川県 1:00:54
220 11372 鈴木 明行 ｽｽﾞｷ ｱｷﾕｷ 東京都 1:00:59
221 11489 村越 佳之 ﾑﾗｺｼ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:01:12
222 11437 平林 巌 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｲﾜｵ 東京都 1:01:21
223 11638 若林 等 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:01:22
224 11361 保母 康行 ﾎﾎﾞ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:01:26
225 11193 梅谷 佳典 ｳﾒﾀﾆ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 1:01:26
226 11498 菊池 健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ 神奈中橋本 神奈川県 1:01:26
227 11021 簑島 亨 ﾐﾉｼﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:01:28
228 11116 竹内 宏洋 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:01:31
229 11113 宮脇 剛史 ﾐﾔﾜｷ ﾀｹｼ 神奈川県 1:01:32
230 11675 牧野 輝幸 ﾏｷﾉ ﾃﾙﾕｷ 厚木荻野走友会 神奈川県 1:01:32
231 11585 阿部 雅文 ｱﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 1:01:33
232 11025 横山 和明 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京都 1:01:33
233 11169 五十嵐 利之 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:01:34
234 11626 遠藤 輝之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾕｷ 六華ＲＣ 神奈川県 1:01:35
235 11001 佐藤 晃一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ チームアジサイ 神奈川県 1:01:36
236 11454 西田 弘一 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｲﾁ 神奈川県 1:01:46
237 11302 武川 典由 ﾀｹｶﾜ ﾉﾘﾖｼ 東京都 1:01:46
238 11003 永井 雅洋 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 横浜緑走友会 神奈川県 1:01:47
239 11496 伊藤 俊夫 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 神奈中橋本 神奈川県 1:01:51
240 11054 加藤 進 ｶﾄｳ ｽｽﾑ 東京都 1:01:51
241 11321 中村 朋 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓ 神奈川県 1:01:55
242 11207 上田 有 ｳｴﾀﾞ ﾕｳ 三鷹バイユーゲイト 東京都 1:02:01
243 11079 三枝 茂 ｻｲｸﾞｻ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 1:02:03
244 11580 鶴井 秀雄 ﾂﾙｲ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1:02:06
245 11669 佐藤 大司 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｼﾞ 千葉県 1:02:07
246 11024 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 宇都母知クラブ 神奈川県 1:02:08
247 11695 永田 勝稔 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾄｼ 神奈川県 1:02:11
248 11470 丸山 進二 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ ツルミド 東京都 1:02:20
249 11158 新家 実 ｼﾝﾔ ﾐﾉﾙ 東京都 1:02:27
250 11689 高柿 宣秀 ﾀｶｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 日鉄住金 神奈川県 1:02:31
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251 11645 鈴木 述史 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾄ まいらんかい 神奈川県 1:02:33
252 11655 楫野 敬 ｶｼﾞﾉ ﾀｶｼ 山宗化学 神奈川県 1:02:34
253 11340 田中 俊英 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾃﾞ 東京都 1:02:36
254 11231 小松 秀慎 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 1:02:40
255 11224 和田 剛 ﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 神奈川県 1:02:45
256 11632 橋本 理 ﾊｼﾓﾄ ｵｻﾑ 千葉県 1:02:48
257 11699 佐藤 弘幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ アストＲＣ 神奈川県 1:02:49
258 11350 福島 末治 ﾌｸｼﾏ ｽｴｼﾞ シノテスト 神奈川県 1:02:53
259 11086 綿貫 直宏 ﾜﾀﾇｷ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 1:02:59
260 11140 河合 弘行 ｶﾜｲ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:03:00
261 11603 竹崎 真一 ﾀｹｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 1:03:00
262 11366 佐藤 直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 神奈川県 1:03:04
263 11365 松井 誠 ﾏﾂｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:03:04
264 11367 出居 大安 ｲﾃﾞｲ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 1:03:07
265 11455 北野 喜之 ｷﾀﾉ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:03:11
266 11377 楠山 正彦 ｸｽﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 1:03:26
267 11562 菅原 聡 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 東京都 1:03:31
268 11274 千葉 敦史 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ 東京都 1:03:32
269 11466 四方 浩 ｼｶﾀ ﾋﾛｼ 緑山 東京都 1:03:33
270 11032 横井 啓二 ﾖｺｲ ｹｲｼﾞ 鶴川緑山倶楽部 東京都 1:03:34
271 11398 伊藤 武 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 1:03:38
272 11309 木村 智 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 1:03:40
273 11137 佐藤 勤 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ ５００ 神奈川県 1:03:49
274 11449 國木田 実 ｸﾆｷﾀﾞ ﾐﾉﾙ チーム優歩 神奈川県 1:03:53
275 11332 清水 實 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ 弥栄ＲＣ 神奈川県 1:03:54
276 11448 李 容哲 ﾘ ﾖﾝﾁｮﾙ 東京都 1:03:59
277 11545 加々美 英二 ｶｶﾞﾐ ｴｲｼﾞ 東京都 1:04:03
278 11383 赤木 理二 ｱｶｷﾞ ﾀﾀﾞｼﾞ 東匠会 東京都 1:04:03
279 11666 小柳 祥啓 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:04:17
280 11206 藤原 孝和 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｶｽﾞ 東京都 1:04:27
281 11118 牧野 由多可 ﾏｷﾉ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:04:29
282 11609 倉知 直人 ｸﾗﾁ ﾅｵﾄ ちーむ・らんラン 東京都 1:04:30
283 11590 阪倉 康友 ｻｶｸﾗ ﾔｽﾄﾓ 神奈川県 1:04:34
284 11196 片桐 貴志 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ 神奈川県 1:04:34
285 11225 工藤 幸夫 ｸﾄﾞｳ ﾕｷｵ 東京都 1:04:36
286 11568 野村 剛彦 ﾉﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 1:04:38
287 11440 堺 敏明 ｻｶｲ ﾄｼｱｷ 東京都 1:04:38
288 11083 河原 俊也 ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾔ 東京都 1:04:40
289 11155 麻野 健次 ｱｻﾉ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:04:43
290 11331 相澤 伸吉 ｱｲｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 1:04:46
291 11630 立元 秀樹 ﾀﾁﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:04:50
292 11142 梅宮 道雄 ｳﾒﾐﾔ ﾐﾁｵ 神奈川県 1:04:51
293 11513 高橋 信一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:04:51
294 11074 堀越 哲郎 ﾎﾘｺｼ ﾃﾂﾛｳ ＢＫヨコハマ 神奈川県 1:04:53
295 11052 手平 勝 ﾃﾋﾗ ﾏｻﾙ 神奈川県 1:04:54
296 11423 廣瀬 治 ﾋﾛｾ ｵｻﾑ 海牛菜山 神奈川県 1:04:55
297 11279 石井 映二 ｲｼｲ ｴｲｼﾞ 名瀬走遊の会 東京都 1:04:56
298 11644 奥富 眞一 ｵｸﾄﾐ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:04:59
299 11275 村山 彰一 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 東京都 1:05:02
300 11679 小林 暢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:05:05
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301 11547 田代 真良 ﾀｼﾛ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 1:05:09
302 11174 田中 元章 ﾀﾅｶ ﾓﾄｱｷ ツルミド 東京都 1:05:14
303 11407 谷村 和寛 ﾀﾆﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:05:18
304 11228 田邊 敏夫 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ 東京都 1:05:22
305 11566 岡 幸雄 ｵｶ ﾕｷｵ 相模原ＲＣ 神奈川県 1:05:22
306 11656 大島 謙作 ｵｵｼﾏ ｹﾝｻｸ ハンスイ 神奈川県 1:05:24
307 11597 大津 茂雄 ｵｵﾂ ｼｹﾞｵ モンスタ 神奈川県 1:05:28
308 11343 高橋 三朗 ﾀｶﾊｼ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都 1:05:34
309 11046 三原 忠孝 ﾐﾊﾗ ﾀﾀﾞﾀｶ 長竹走友会 神奈川県 1:05:34
310 11015 村松 孝次 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:05:36
311 11089 髙須賀 将史 ﾀｶｽｶ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 1:05:36
312 11081 佐藤 秀行 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 名瀬走遊の会 神奈川県 1:05:40
313 11265 増田 秀文 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 神奈川県 1:05:42
314 11551 原田 周一 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 東京都 1:05:45
315 11380 村田 猛 ﾑﾗﾀ ﾀｹｼ Ｓクラブ 神奈川県 1:05:56
316 11256 藤井 保 ﾌｼﾞｲ ﾀﾓﾂ ぐるめの会 神奈川県 1:05:59
317 11579 中村 和俊 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 1:06:04
318 11242 島崎 武 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 1:06:06
319 11304 綾目 大輔 ｱﾔﾒ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:06:09
320 11574 有村 武成 ｱﾘﾑﾗ ﾀｹﾅﾘ 神奈川県 1:06:10
321 11349 大沢 興助 ｵｵｻﾜ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:06:12
322 11469 松村 眞一 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:06:13
323 11542 四釜 弘人 ｼｶﾏ ﾋﾛﾄ 東京都 1:06:16
324 11151 土屋 博英 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾋﾃﾞ 神奈川県 1:06:20
325 11417 大友 敦 ｵｵﾄﾓ ｱﾂｼ 東京都 1:06:21
326 11277 川口 信吾 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ サケランナーズ 東京都 1:06:22
327 11039 浦田 廣昭 ｳﾗﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:06:24
328 11138 田中 耕太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ チーム３Ｅ＋ 神奈川県 1:06:25
329 11364 三浦 康春 ﾐｳﾗ ﾔｽﾊﾙ 神奈川県 1:06:27
330 11457 松葉 興和 ﾏﾂﾊﾞ ｵｷｶｽﾞ チーム優歩 神奈川県 1:06:28
331 11136 渡辺 真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 東京都 1:06:31
332 11369 豊田 憲二 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:06:34
333 11677 赤星 学 ｱｶﾎｼ ﾏﾅﾌﾞ ルネサンス光が丘 東京都 1:06:36
334 11389 浅見 周二 ｱｻﾐ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 1:06:40
335 11593 槙山 和秀 ﾏｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 1:06:41
336 11394 市川 健太 ｲﾁｶﾜ ｹﾝﾀ 走多朗 神奈川県 1:06:43
337 11480 角田 健 ﾂﾉﾀﾞ ｹﾝ 稲波脊椎関節病院 東京都 1:06:43
338 11091 古田 誠 ﾌﾙﾀ ﾏｺﾄ アトミクラブ 神奈川県 1:06:45
339 11672 鈴木 浩 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 1:06:59
340 11345 上田 泰史 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ 神奈川県 1:07:02
341 11209 岡野 敏之 ｵｶﾉ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:07:06
342 11351 井上 光喜 ｲﾉｳｴ ｺｳｷ つくし野陸上部 神奈川県 1:07:07
343 11373 稲富 暁祐 ｲﾅﾄﾐ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:07:11
344 11408 村田 渉 ﾑﾗﾀ ﾜﾀﾙ 神奈川県 1:07:14
345 11051 松原 誠 ﾏﾂﾊﾗ ﾏｺﾄ 町田むつみ走友会 東京都 1:07:21
346 11467 米今 寛人 ﾖﾈｲﾏ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 1:07:24
347 11533 浅田 史人 ｱｻﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ キリンクラブ 神奈川県 1:07:30
348 11573 山田 努 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ ゴレンジャー 神奈川県 1:07:33
349 11278 木名瀬 和典 ｷﾅｾ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 1:07:34
350 11056 岩沢 嘉彦 ｲﾜｻﾜ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 1:07:43
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351 11534 坂井 正也 ｻｶｲ ﾏｻ 神奈川県 1:07:49
352 11479 服部 吉貴 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾀｶ ラビッ徒倶楽部 東京都 1:07:57
353 11255 藤原 司 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂｶｻ 東京都 1:08:00
354 11486 横溝 英明 ﾖｺﾐｿﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ８４６会 神奈川県 1:08:06
355 11011 金子 直紀 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 神奈川県 1:08:10
356 11490 田中 光夫 ﾀﾅｶ ﾐﾂｵ 日野走友会 東京都 1:08:11
357 11395 吉野 祐二 ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ チームパプリカ 神奈川県 1:08:12
358 11432 山家 貴範 ﾔﾏｲｴ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 1:08:17
359 11458 中嶋 充 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 神奈川県 1:08:20
360 11179 坂本 直己 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 神奈川県 1:08:22
361 11683 奥井 泰成 ｵｸｲ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 1:08:24
362 11291 橋端 直樹 ﾊｼﾊﾀ ﾅｵｷ 千葉県 1:08:25
363 11553 村野 信二 ﾑﾗﾉ ｼﾝｼﾞ 立川チーム 東京都 1:08:25
364 11582 芦野 一夫 ｱｼﾉ ｶｽﾞｵ 横浜市大楽走会 神奈川県 1:08:27
365 11447 飯島 淳 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:08:35
366 11694 宇梶 将司 ｳｶｼﾞ ﾏｻｼ 東京都 1:08:36
367 11508 浮島 健 ｳｷｼﾏ ﾀｹｼ 静岡県 1:08:38
368 11522 馬場 勝美 ﾊﾞﾊﾞ ｶﾂﾐ 立川ろう学校 東京都 1:08:38
369 11381 堺井 三樹夫 ｻｶｲ ﾐｷｵ 神奈川県 1:08:40
370 11122 岩井 順一 ｲﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 焼鳥同好会 神奈川県 1:08:40
371 11505 いけだ しんじ ｲｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ マイラン製薬 東京都 1:08:42
372 11005 川嶋 三夫 ｶﾜｼﾏ ﾐﾂｵ 東芝府中スキー部 東京都 1:08:47
373 11532 菅 辰夫 ｽｶﾞ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:08:49
374 11201 諸井 政典 ﾓﾛｲ ﾏｻﾉﾘ バイユーゲイト 東京都 1:08:54
375 11601 瀧本 康二 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:08:59
376 11335 小野 茂之 ｵﾉ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 1:09:02
377 11352 石黒 茂雄 ｲｼｸﾞﾛ ｼｹﾞｵ 湘南歯科クラブ 神奈川県 1:09:06
378 11618 岡田 達尚 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂﾋｻ 東京都 1:09:08
379 11135 藤原 勝利 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾄｼ ＳＪＮＫ 東京都 1:09:10
380 11347 村上 昭夫 ﾑﾗｶﾐ ｱｷｵ 神奈川県 1:09:11
381 77001 ＦＡＭＥＬ ＰＡＵＬ．Ｊ 1:09:14
382 11569 高林 岳史 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 東京都 1:09:17
383 11184 江成 丘 ｴﾅﾘ ﾀｶｼ 神奈川県 1:09:20
384 11487 石崎 力也 ｲｼｻﾞｷ ﾘｷﾔ 神奈川県 1:09:22
385 11013 須玉 憲定 ｽﾀﾞﾏ ﾉﾘｻﾀﾞ 甲信食糧 山梨県 1:09:27
386 11194 黒須 孝一 ｸﾛｽ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:09:34
387 11221 田川 聖 ﾀｶﾞﾜ ｷﾖｼ 神奈川県 1:09:35
388 11216 佐藤 英明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:09:37
389 11391 奥津 光美 ｵｸﾂ ﾐﾂﾖｼ 神奈川県 1:09:37
390 11107 栗栖 利蔵 ｸﾘｽ ﾄｼｿﾞｳ 神奈川県 1:09:43
391 11401 小林 晋二 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 協和発酵キリン 東京都 1:09:46
392 11642 石原 哲也 ｲｼﾊﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:09:51
393 11143 菊池 浩 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 東京都 1:09:54
394 11520 小山 英俊 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 1:10:15
395 11317 小島 和浩 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:10:19
396 11064 彦久保 恒雄 ﾋｺｸﾎﾞ ﾂﾈｵ 神奈川県 1:10:19
397 11295 福田 陽介 ﾌｸﾀﾞ ﾖｳｽｹ 神奈川県 1:10:22
398 11560 上岡 孝志 ｶﾐｵｶ ﾀｶｼ ｎａｓ南林間 神奈川県 1:10:26
399 11319 北之園 展 ｷﾀﾉｿﾞﾉ ﾋﾛﾑ 神奈川県 1:10:28
400 11517 伊勢村 次秀 ｲｾﾑﾗ ﾂｸﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 1:10:31
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401 11203 篠田 芳明 ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｱｷ クワッドパル 神奈川県 1:10:34
402 11232 星 洋三 ﾎｼ ﾖｳｿﾞｳ 東京都 1:10:41
403 11595 井上 孝治 ｲﾉｳｴ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:10:45
404 11419 青柳 直広 ｱｵﾔｷﾞ ﾅｵﾋﾛ ＹＪＡＣ 東京都 1:10:49
405 11653 福田 浩幸 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:10:51
406 11153 坂内 康史 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾔｽﾌﾐ 東京都 1:10:53
407 11576 村田 一雄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｵ ＰＳ多摩川ＧＲ 神奈川県 1:11:02
408 11038 黒田 百樹 ｸﾛﾀﾞ ﾓﾓｷ ＮＡＳクラブ 東京都 1:11:03
409 11385 桝井 賢三 ﾏｽｲ ｹﾝｿﾞｳ ＯＣＣ 神奈川県 1:11:03
410 11298 上田 新 ｳｴﾀﾞ ｱﾗﾀ 神奈川県 1:11:06
411 11536 島田 圭 ｼﾏﾀﾞ ｹｲ 神奈川県 1:11:12
412 11182 北原 昌彦 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 1:11:13
413 11428 岡村 大悟 ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 1:11:16
414 11092 泉 匡 ｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ ＡＩＣＲＣ 神奈川県 1:11:20
415 11175 向井 祥雄 ﾑｶｲ ﾖｼｵ 神奈川県 1:11:22
416 11578 近藤 勝二 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾂｼﾞ 神奈川県 1:11:30
417 11613 新村 義章 ｼﾝﾑﾗ ﾖｼｱｷ 神奈川県 1:11:33
418 11009 伊藤 晃 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 1:11:36
419 11461 前澤 大介 ﾏｴｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＫＫＫ－Ｍ 神奈川県 1:11:47
420 11280 馬場 一寿 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾄｼ 東京都 1:11:50
421 11260 北村 和浩 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ サガミスタ 神奈川県 1:11:54
422 11604 吉江 純夫 ﾖｼｴ ｽﾐｵ 神奈川県 1:11:55
423 11362 鈴木 信二 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 1:12:12
424 11500 吉原 和夫 ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞｵ Ｂ５ 神奈川県 1:12:15
425 11621 谷 卓也 ﾀﾆ ﾀｸﾔ 大成建設 神奈川県 1:12:24
426 11552 大谷 靖洋 ｵｵﾀﾆ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:12:31
427 11354 渡辺 信一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ まりちゃん俱楽部 東京都 1:12:38
428 11020 河野 憲昭 ｶﾜﾉ ﾉﾘｱｷ ノンキーズ 神奈川県 1:12:40
429 11421 米永 伸二 ﾖﾈﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:12:52
430 11483 窪木 和広 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:12:53
431 11387 佐伯 宏幸 ｻｴｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:12:56
432 11624 大塚 幸雄 ｵｵﾂｶ ﾕｷｵ 東京都 1:13:08
433 11160 山口 春樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 神奈川県 1:13:17
434 11106 西田 寛 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ ｓＹｋ 神奈川県 1:13:25
435 11628 向口 幸治 ﾑｶｲｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 日通商事株式会社 神奈川県 1:13:27
436 11259 山口 英宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 1:13:28
437 11563 堀内 祐二 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:13:32
438 11537 岡田 正憲 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 1:13:38
439 11497 内田 昌位 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈中橋本 神奈川県 1:13:40
440 11693 松木 等 ﾏﾂｷ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:13:48
441 11245 鈴木 信博 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 1:13:49
442 11629 芝山 次郎 ｼﾊﾞﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 1:13:51
443 11543 仲村 学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:13:54
444 11313 石川 人司 ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:13:55
445 11493 清水 清 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｼ 神奈中橋本 神奈川県 1:13:56
446 11132 阿部 良明 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川県 1:13:59
447 11647 北川 鉄朗 ｷﾀｶﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 1:14:00
448 11301 山本 剛史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 1:14:16
449 11661 小林 和仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾄ 伊勢原サンデー 神奈川県 1:14:21
450 11176 梶原 通晴 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐﾁﾊﾙ 神奈川県 1:14:25
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451 11405 新井 紳也 ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 東京都 1:14:25
452 11234 中田 元 ﾅｶﾀ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:14:25
453 11303 鈴木 克英 ｽｽﾞｷ ｶﾂｴｲ 東京都 1:14:26
454 11637 河村 壮一 ｶﾜﾑﾗ ｿｳｲﾁ 名瀬走遊の会 東京都 1:14:30
455 11390 大塚 正人 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:14:34
456 11709 田中 行介 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:14:39
457 11144 吉田 淳一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:14:45
458 11110 荒井 秀行 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ ソワソント 神奈川県 1:14:53
459 11418 三枝木 孝志 ｻｴｷ ﾀｶｼ 神奈川県 1:14:55
460 11658 白井 直博 ｼﾗｲ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 1:14:57
461 11478 稲川 芳雄 ｲﾅｶﾞﾜ ﾖｼｵ 神奈川県 1:15:05
462 11281 穂刈 美彦 ﾎｶﾘ ﾖｼﾋｺ 東京都 1:15:11
463 11236 人見 裕 ﾋﾄﾐ ﾕﾀｶ 東京都 1:15:17
464 11667 安藤 友博 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 1:15:19
465 11502 若林 剛 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 合気道 東京都 1:15:19
466 11035 仁藤佐 康宏 ﾆﾄｻ ﾔｽﾋﾛ ニッパツＲＣ 神奈川県 1:15:21
467 11544 野村 孝禎 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 1:15:42
468 11294 橋本 由毅彦 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷﾋｺ 京セラ機械工具 東京都 1:15:43
469 11173 中丸 貴則 ﾅｶﾏﾙ ﾀｶﾉﾘ 東京都 1:15:44
470 11248 陸川 創 ﾘｸｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:15:45
471 11215 藤本 浩司 ﾌｼﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:15:59
472 11249 木口 敦郎 ｷｸﾞﾁ ｱﾂｵ 東京都 1:16:13
473 11439 松本 博美 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐ 東京都 1:16:21
474 11094 藤原 幸就 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾕｷﾅﾘ 神奈川県 1:16:29
475 11330 中本 隆一 ﾅｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 1:16:32
476 11397 向井 孝光 ﾑｶｲ ﾀｶﾐﾂ ＲＣＥＶＨＲ 静岡県 1:16:42
477 11297 徐 ロモン ｿｳ ﾛﾓﾝ 埼玉県 1:16:43
478 11111 小嶋 禎 ｺｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:16:46
479 11521 苅田 純司 ｶﾘﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 1:16:52
480 11427 草柳 光一 ｸｻﾔﾅｷﾞ ｺｳｲﾁ なべきよジャパン 神奈川県 1:16:54
481 11492 八木 美津雄 ﾔｷﾞ ﾐﾂｵ 神奈中橋本 神奈川県 1:17:01
482 11167 原田 修一 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:17:08
483 11316 高野 栄 ﾀｶﾉ ｻｶｴ 神奈川県 1:17:12
484 11292 宮崎 速水 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾐ 神奈川県 1:17:14
485 11476 見呂津 正明 ﾐﾛﾂ ﾏｻｱｷ チームミロツ 東京都 1:17:14
486 11353 守谷 康典 ﾓﾘﾔ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 1:17:18
487 11310 井上 新平 ｲﾉｳｴ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川県 1:17:19
488 11217 吉田 昌春 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 1:17:32
489 11105 北出 良之 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:17:32
490 11042 杉原 章夫 ｽｷﾞﾊﾗ ｱｷｵ 神奈川県 1:17:44
491 11059 中村 定夫 ﾅｶﾑﾗ ｻﾀﾞｵ 相模原ＲＣ 神奈川県 1:17:51
492 11040 秦 輝幸 ﾊﾀ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 1:18:01
493 11017 森本 修司 ﾓﾘﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 1:18:16
494 11077 西川 真帆 ﾆｼｶﾜ ﾏﾎ 富士ソフト企画 神奈川県 1:18:20
495 11399 小谷 四郎 ｺﾀﾆ ｼﾛｳ サンイースト 神奈川県 1:18:23
496 11243 谷村 究 ﾀﾆﾑﾗ ｷﾜﾑ 神奈川県 1:18:28
497 11098 小原 將義 ｵﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 1:18:31
498 11384 荻原 郁明 ｵｷﾞﾊﾗ ｲｸｱｷ 千葉県 1:18:34
499 11164 吉井 慎一 ﾖｼｲ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:18:37
500 11526 内野 博 ｳﾁﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:18:39
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501 11707 笠置 昌彦 ｶｻｷﾞ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 1:18:39
502 11293 中込 圭仁 ﾅｶｺﾞﾐ ｹｲｼﾞ 神奈川県 1:18:44
503 11556 若松 宏光 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾐﾂ ＯＪＲＴ 神奈川県 1:18:44
504 11456 宗川 和由 ｿｳｶﾜ ｶｽﾞﾖﾘ 神奈川県 1:18:56
505 11445 植村 謙二 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 真光寺愛走会 東京都 1:19:01
506 11190 髙橋 勉 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 東京都 1:19:04
507 11659 佐藤 浩樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:19:05
508 11561 金子 薫 ｶﾈｺ ｶｵﾙ 神奈川県 1:19:10
509 11515 正岡 義也 ﾏｻｵｶ ﾖｼﾔ ＮＡＳドラえもん 神奈川県 1:19:13
510 11181 石本 誠 ｲｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:19:16
511 11594 山添 正信 ﾔﾏｿﾞｴ ﾏｻﾉﾌﾞ 日本精工 神奈川県 1:19:17
512 11494 藤沼 徹 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾄｵﾙ 神奈中橋本 東京都 1:19:23
513 11299 内田 修 ｳﾁﾀﾞ ｵｻﾑ 神奈川県 1:19:27
514 11414 石川 邦彦 ｲｼｶﾜ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 1:19:27
515 11710 藤田 勝久 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾋｻ 東京都 1:19:35
516 11307 岩崎 正和 ｲﾜｻｷ ﾏｻｶｽﾞ 気楽なマラソン部 神奈川県 1:19:39
517 11327 重森 健大 ｼｹﾞﾓﾘ ﾀｹﾋﾛ 気楽なマラソン部 神奈川県 1:19:44
518 11069 和氣 猛仁 ﾜｹ ﾀｹﾋﾄ 宅建走友会 神奈川県 1:19:52
519 11329 長瀬 明 ﾅｶﾞｾ ｱｷﾗ 神奈川県 1:19:55
520 11392 川村 浩 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ ＣＯＯＰＥＲ 神奈川県 1:19:57
521 11210 小川 和洋 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:20:03
522 11163 松本 浩司 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:20:05
523 11149 村山 義人 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 1:20:06
524 11082 上田 博昭 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:20:08
525 11358 石黒 洋二 ｲｼｸﾞﾛ ﾖｳｼﾞ 神奈川県 1:20:20
526 11382 水上 太郎 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀﾛｳ 東京都 1:20:21
527 11045 黛 誠司 ﾏﾕｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ 独楽の会 群馬県 1:20:29
528 11549 角田 克己 ｶｸﾀﾞ ｶﾂﾐ テッチーズ 東京都 1:20:31
529 11615 石塚 武 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹｼ 神奈川県 1:20:58
530 11410 森 休八郎 ﾓﾘ ｷｭｳﾊﾁﾛｳ チーム海牛菜山 神奈川県 1:21:10
531 11371 大野 良蔵 ｵｵﾉ ﾘｮｳｿﾞｳ 東京都 1:21:24
532 11360 堀 克典 ﾎﾘ ｶﾂﾉﾘ 東京都 1:22:07
533 11463 伊藤 崇久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ チームキタムラ 神奈川県 1:22:14
534 11682 三和 秋雄 ﾐﾜ ｱｷｵ 神奈川県 1:22:19
535 11263 野田 達将 ﾉﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ 神奈川県 1:22:26
536 11518 吉田 幸二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:22:33
537 11047 早出 誠司 ｿｳﾃﾞ ｾｲｼﾞ 材木屋 神奈川県 1:23:16
538 11535 村田 貴昭 ﾑﾗﾀ ﾖｼｱｷ 神奈川中央交通東 神奈川県 1:23:28
539 11289 福井 修二 ﾌｸｲ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 1:23:35
540 11646 宇田川 孝男 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀｶｵ 舞ｐａｃｅ 神奈川県 1:23:37
541 11452 福田 哲 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂ 神奈川鑑定士協会 神奈川県 1:23:46
542 11087 加木屋 守秀 ｶｷﾞﾔ ﾓﾘﾋﾃﾞ 世田谷ＯＣＲ 東京都 1:24:39
543 11548 佐々 雅人 ｻｻ ﾏｻﾄ 東京都 1:24:42
544 11605 小澤 康二 ｵｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:24:42
545 11286 奥田 武男 ｵｸﾀﾞ ﾀｹｵ 神奈川県 1:24:46
546 11370 浜地 勝己 ﾊﾏﾁ ｶﾂﾐ 神奈川県 1:24:57
547 11434 北 俊文 ｷﾀ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 1:25:12
548 11654 小島 孝一 ｺｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 1:30:36
549 11462 中島 健 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ ラビットク 東京都 1:35:28
550 11062 高橋 安見 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾐ 横浜篠原走友会 神奈川県 1:36:08



2018/10/10 16:27:52 12 / 12 ページ Official Timer & Result By RECS

551 11348 戸田 隆 ﾄﾀﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 1:38:08
552 11495 松本 政幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 神奈中橋本 神奈川県 1:38:25
553 11023 甲田 誠二 ｺｳﾀﾞ ｾｲｼﾞ 埼玉県 1:38:27


