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1 51189 大熊 啓史 ｵｵｸﾏ ﾋﾛｼ 町田走友会 東京都 0:16:39
2 51229 山内 俊輔 ﾔﾏｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 0:17:29
3 51057 上野 耕祐 ｳｴﾉ ｺｳｽｹ ハートブレイク 神奈川県 0:19:07
4 51219 中村 広次 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東亞合成 神奈川県 0:19:11
5 51052 碓井 健 ｳｽｲ ｹﾝ せりざわ 神奈川県 0:19:47
6 51221 佐藤 庄一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 相模原市役所Ｒ 神奈川県 0:20:01
7 51192 荻尾 卓也 ｵｷﾞｵ ﾀｸﾔ 八王子走ろう会 東京都 0:20:09
8 51129 藤原 康弘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ ラスタロケッツ 東京都 0:20:26
9 51294 小林 敬介 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 神奈川県 0:20:28

10 51304 落合 勝利 ｵﾁｱｲ ｶﾂﾄｼ 帝人日野走友会 神奈川県 0:20:32
11 51293 芦谷 知宏 ｱｼﾀﾆ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 0:20:33
12 51056 本村 正博 ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ せりざわ 神奈川県 0:20:35
13 51295 田中 滋之 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 0:20:37
14 51223 藤原 篤史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 東京都 0:20:44
15 51021 長谷川 光哉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾔ 八王子市役所ＪＣ 東京都 0:20:49
16 51243 船越 寿生 ﾌﾅｺｼ ﾄｼｵ 東京都 0:21:27
17 51275 加藤 仁紀 ｶﾄｳ ｷﾐﾄｼ ＣＣＨ 神奈川県 0:21:40
18 51296 山元 光春 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾊﾙ 神奈川県 0:21:56
19 51122 粕川 洋司 ｶｽｶﾜ ﾖｳｼﾞ ＮＲランニング 東京都 0:22:23
20 51099 小山 寛 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:22:26
21 51269 笠原 淳 ｶｻﾊﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 0:22:28
22 51276 大塚 雅也 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾔ ＣＣＨ 東京都 0:22:33
23 51184 松浦 聖典 ﾏﾂｳﾗ ｷﾖﾉﾘ 神奈川県 0:22:45
24 51026 高田 勇二 ﾀｶﾀ ﾕｳｼﾞ 第一三共陸上部 神奈川県 0:22:56
25 51282 宮本 直人 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵﾋﾄ 神奈川県 0:23:04
26 51158 鈴木 雅博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 0:23:22
27 51005 武田 郁夫 ﾀｹﾀﾞ ｲｸｵ 神奈川県 0:23:31
28 51064 米山 武則 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾉﾘ ＯＮＥ 神奈川県 0:23:32
29 51277 君島 秀昭 ｷﾐｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ＣＣＨ 東京都 0:23:35
30 51200 田渕 栄一 ﾀﾌﾞﾁ ｴｲｲﾁ 神奈川県 0:23:40
31 51308 徳山 英俊 ﾄｸﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 0:24:12
32 51281 西江 雅仁 ﾆｼｴ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 0:24:14
33 51043 根本 幸二 ﾈﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 0:24:20
34 51314 鹿又 幸司 ｶﾉﾏﾀ ｺｳｼﾞ ＠ＭＤライフ＠ 東京都 0:24:25
35 51086 小山 雄司 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 0:24:36
36 51190 山中 一生 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｵ ＮＤＴＣ 神奈川県 0:24:53
37 51256 吉越 峰照 ﾖｼｺﾞｴ ﾐﾈﾃﾙ 神奈川県 0:25:00
38 51182 松田 武明 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｱｷ 神奈川県 0:25:07
39 51145 佐藤 美津夫 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ 神奈川県 0:25:25
40 51177 石原 茂雄 ｲｼﾊﾗ ｼｹﾞｵ ＮＤＴＣ 神奈川県 0:25:42
41 51073 木村 勇 ｷﾑﾗ ｲｻﾑ 東京都 0:25:45
42 51031 田中 二郎 ﾀﾅｶ ｼﾞﾛｳ 東京都 0:25:50
43 51094 中村 聡 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ Ａ－Ｔ 千葉県 0:25:52
44 51159 磯部 順一 ｲｿﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 0:25:56
45 51313 白方 秀一 ｼﾗｶﾀ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 0:25:57
46 51059 米沢 彰人 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾄ たぬきＲＣ 東京都 0:25:58
47 51245 中島 裕幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:26:11
48 51237 寺岡 浩平 ﾃﾗｵｶ ｺｳﾍｲ 神奈川県 0:26:27
49 51297 尼子 将之 ｱﾏｺ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 0:26:29
50 51307 織裳 敏夫 ｵﾘﾓ ﾄｼｵ オリモ住宅設備 神奈川県 0:26:34
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51 51022 米本 正明 ﾖﾈﾓﾄ ﾏｻｱｷ イカサマＯＴＯめ 神奈川県 0:26:36
52 51153 関山 淳也 ｾｷﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 0:26:39
53 51081 西山 友也 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓﾔ 神奈川県 0:26:53
54 51244 阿部 順一 ｱﾍﾞ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 神奈川県 0:27:00
55 51131 篠田 護 ｼﾉﾀﾞ ﾏﾓﾙ 神奈川県 0:27:20
56 51169 津江 龍也 ﾂｴ ﾀﾂﾔ 神奈川県 0:27:29
57 51149 服部 薫夫 ﾊｯﾄﾘ ｼｹﾞｵ 神奈川県 0:27:33
58 51301 金子 健哉 ｶﾈｺ ｹﾝﾔ ＭＯＮＳＴＥＲ 東京都 0:27:48
59 51065 小野 文嘉 ｵﾉ ﾌﾐﾖｼ 神奈川県 0:27:53
60 51155 小田 展弘 ｵﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 0:28:02
61 51111 今森 孔市 ｲﾏﾓﾘ ｺｳｲﾁ ロングラン 神奈川県 0:28:02
62 51090 佐藤 芳久 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 0:28:07
63 51311 菊池 敏光 ｷｸﾁ ﾄｼﾐﾂ 東京都 0:28:10
64 51239 三枝 浩人 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛﾄ 東京都 0:28:11
65 51196 佐藤 馨 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 神奈川県 0:28:11
66 51298 渡部 高裕 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 0:28:21
67 51036 髙橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:28:23
68 51115 永嶋 弘 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 三菱電機鎌倉 神奈川県 0:28:30
69 51232 山本 研 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 東京都 0:28:31
70 51213 佐々木 茂人 ｻｻｷ ｼｹﾞﾄ 神奈川県 0:28:35
71 51228 大神 輝博 ｵｵｶﾞﾐ ﾃﾙﾋﾛ 魚民 東京都 0:28:38
72 51006 青木 雅志 ｱｵｷ ﾏｻｼ いすゞ自動車 神奈川県 0:28:40
73 51053 坂本 博 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ せりざわ 神奈川県 0:28:46
74 51126 内田 泰寛 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 0:28:58
75 51085 山口 道昭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁｱｷ 神奈川県 0:29:06
76 51198 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 0:29:12
77 51264 堀 良司 ﾎﾘ ﾘｮｳｼﾞ キンタタ 神奈川県 0:29:14
78 51249 武石 聡 ﾀｹｲｼ ｻﾄｼ 神奈川県 0:29:18
79 51261 小山 勝久 ｵﾔﾏ ｶﾂﾋｻ 賞がないで賞 神奈川県 0:29:27
80 51116 伊藤 文夫 ｲﾄｳ ﾌﾐｵ 三菱電機鎌倉 神奈川県 0:29:40
81 51107 和田 靖 ﾜﾀﾞ ﾔｽｼ 神奈川県 0:29:45
82 51060 矢島 昌幸 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ ＯＮＥ 神奈川県 0:29:49
83 51079 神田 哲男 ｶﾝﾀﾞ ﾃﾂｵ 神奈川県 0:29:57
84 51072 渡辺 康延 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 0:29:59
85 51035 岩橋 政志 ｲﾜﾊｼ ﾏｻｼ 日本山村硝子 神奈川県 0:30:00
86 51150 遠田 一也 ﾄｵﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 0:30:02
87 51181 吉田 武正 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 神奈川県 0:30:12
88 51240 青木 祐一 ｱｵｷ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:30:14
89 51114 浜口 世志夫 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 神奈川県 0:30:15
90 51208 石原 博 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:30:16
91 51025 湯川 修 ﾕｶﾜ ｵｻﾑ ＥＲＣ相模原 神奈川県 0:30:17
92 51218 根本 正樹 ﾈﾓﾄ ﾏｻｷ ＫＫＫ－Ｍ 神奈川県 0:30:24
93 51080 辻 哲 ﾂｼﾞ ﾃﾂ 東京都 0:30:24
94 51097 上林 博 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:30:26
95 51247 大石 展久 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞﾋｻ 東京都 0:30:26
96 51284 佐伯 真之介 ｻｴｷ ｼﾝﾉｽｹ 神奈川県 0:30:27
97 51309 小井川 泰章 ｺｲｶﾞﾜ ﾔｽｱｷ 神奈川県 0:30:28
98 51199 高橋 政幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 第６分団 神奈川県 0:30:29
99 51246 蛯澤 将樹 ｴﾋﾞｻﾜ ﾏｻｷ 東京都 0:30:30

100 51113 吉野 一 ﾖｼﾉ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 0:30:32
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101 51051 稲 信行 ｲﾅ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 0:30:33
102 51288 村松 光徳 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾂﾉﾘ トライビュー 神奈川県 0:30:37
103 51166 池田 邦男 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｵ 神奈川県 0:30:40
104 51093 平野 慎一 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁ 相模フレンズＲＣ 東京都 0:30:43
105 51290 加納 宏一 ｶﾉｳ ｺｳｲﾁ 名瀬走遊の会 東京都 0:30:45
106 51142 畑 明仁 ﾊﾀ ｱｷﾋﾄ 名瀬走友会 東京都 0:30:52
107 51303 村山 康淑 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽﾖｼ 静岡県 0:30:54
108 51299 須田 智 ｽﾀﾞ ｻﾄｼ 東京地下鉄 神奈川県 0:30:57
109 51009 青木 朝男 ｱｵｷ ｱｻｵ 神奈川県 0:30:57
110 51227 小川 一夫 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 神奈川県 0:31:00
111 51154 黒田 努 ｸﾛﾀﾞ ﾂﾄﾑ エンデバー 神奈川県 0:31:04
112 51011 羽鹿 直樹 ﾊｼﾞｶ ﾅｵｷ ＳＲＣ５１ 神奈川県 0:31:08
113 51258 初谷 彰朗 ﾊﾂﾔ ｱｷｵ カタツムリ陸上部 東京都 0:31:09
114 51267 森 直樹 ﾓﾘ ﾅｵｷ 東京都 0:31:12
115 51050 海老澤 勝男 ｴﾋﾞｻﾜ ｶﾂｵ 神奈川県 0:31:13
116 51105 田中 政彦 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 0:31:16
117 51186 永井 幸太郎 ﾅｶﾞｲ ｺｳﾀﾛｳ アーキ・Ｐ＆Ｃ 神奈川県 0:31:27
118 51001 伴 弘道 ﾊﾞﾝ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 0:31:31
119 51042 大貫 和彦 ｵｵﾇｷ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 0:31:34
120 51160 本多 幸男 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｷｵ 東京都 0:31:35
121 51234 菅原 晋 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝ 東京都 0:31:45
122 51133 作田 武嗣 ｻｸﾀ ﾀｹﾂｸﾞ 神奈川県 0:31:53
123 51040 小林 秀幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 0:31:56
124 51263 大森 勝行 ｵｵﾓﾘ ｶﾂﾕｷ 東京都 0:31:56
125 51242 田中 健一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:31:58
126 51101 押尾 健司 ｵｼｵ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:32:00
127 51148 亀山 昇三 ｶﾒﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ ＮＡＶＦＡＣ 神奈川県 0:32:01
128 51287 森脇 淳 ﾓﾘﾜｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:32:02
129 51066 大木 良三 ｵｵｷ ﾘｮｳｿﾞｳ せりざわ 神奈川県 0:32:05
130 51044 芝 恒毅 ｼﾊﾞ ﾂﾈｷ しば自動車 神奈川県 0:32:24
131 51250 大倉 大三郎 ｵｵｸﾗ ﾀﾞｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都 0:32:24
132 51054 和田 正徳 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ せりざわ 神奈川県 0:32:34
133 51146 生井 雅志 ｲｸｲ ﾏｻｼ 神奈川県 0:32:44
134 51124 成井 敏 ﾅﾙｲ ｻﾄｼ 神奈川県 0:32:44
135 51204 中居 思穏 ﾅｶｲ ｼｵﾝ 神奈川県 0:32:46
136 51180 関根 俊哉 ｾｷﾈ ﾄｼﾔ 東京都 0:32:51
137 51109 佐野 俊哉 ｻﾉ ﾄｼﾔ 東京都 0:33:01
138 51118 山下 浩一 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｲﾁ 東京都 0:33:04
139 51117 松井 達彦 ﾏﾂｲ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 0:33:05
140 51312 川北 賢 ｶﾜｷﾀ ｹﾝ アストＲＣ 東京都 0:33:09
141 51235 力石 和彦 ﾁｶﾗｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 0:33:13
142 51002 崎野 龍二 ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 0:33:14
143 51257 荒井 雅司 ｱﾗｲ ﾏｻｼ 空雅 神奈川県 0:33:15
144 51112 堀野 宇宙彦 ﾎﾘﾉ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 0:33:15
145 51110 浦野 貴史 ｳﾗﾉ ﾀｶｼ 神奈川県 0:33:17
146 51165 大石 祐司 ｵｵｲｼ ﾕｳｼﾞ えきっぺ 東京都 0:33:18
147 51171 加賀谷 勝志 ｶｶﾞﾔ ｶﾂｼ 東京都 0:33:21
148 51121 加藤 規康 ｶﾄｳ ﾉﾘﾔｽ 神奈川県 0:33:22
149 51014 菊池 和浩 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 0:33:24
150 51178 梅原 一夫 ｳﾒﾊﾗ ｶｽﾞｵ 神奈川県 0:33:25
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151 51207 大山 洋史 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 0:33:27
152 51231 山倉 竹志 ﾔﾏｸﾗ ﾀｹｼ 千葉県 0:33:42
153 51176 山本 英明 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 0:33:43
154 51241 目方 利通 ﾒｶﾀ ﾄｼﾐﾁ 神奈川県 0:33:48
155 51128 河内 敏明 ｶﾜﾁ ﾄｼｱｷ 神奈川県 0:33:55
156 51003 渡辺 禮次郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｼﾞﾛｳ 鎌倉 ＦＲＣ 神奈川県 0:33:58
157 51279 木村 光男 ｷﾑﾗ ﾐﾂｵ 東京都 0:34:00
158 51161 赤羽目 寿樹 ｱｶﾊﾞﾒ ﾋｻｷ 神奈川県 0:34:08
159 51033 宮下 達 ﾐﾔｼﾀ ﾄｵﾙ Ｍ－ｆａｍｉｌｙ 神奈川県 0:34:10
160 51268 赤堀 嘉之 ｱｶﾎﾘ ﾖｼﾕｷ オアシス 神奈川県 0:34:18
161 51007 串田 孝治 ｸｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 0:34:18
162 51292 菅原 美紀夫 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐｷｵ 神奈川県 0:34:22
163 51016 山田 明 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ ＴＩＰＮＥＳＳ 東京都 0:34:24
164 51271 安部 博文 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 0:34:31
165 51103 秋山 博 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｼ バイユー駅伝部 東京都 0:34:34
166 51201 松原 直彦 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾋｺ 東京都 0:34:38
167 51004 中村 憲一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 日駐管理 東京都 0:34:40
168 51061 太田 晃一 ｵｵﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:34:55
169 51027 鈴木 雅也 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 神奈川県 0:34:56
170 51255 瀧口 修 ﾀｷｸﾞﾁ ｵｻﾑ 神奈川県 0:34:56
171 51084 坂井 順 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:35:03
172 51058 江黒 裕之 ｴｸﾞﾛ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 0:35:08
173 51236 猪俣 良輔 ｲﾉﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ 東京都 0:35:14
174 51193 山中 剛 ﾔﾏﾅｶ ﾂﾖｼ 埼玉県 0:35:16
175 81001 ＳＡＬＤＡＮＡ ＣＨＲＩＳＴＩＡＮ．Ａ 0:35:21
176 51205 山田 康博 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 0:35:25
177 51140 柴田 英児 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｼﾞ 神奈川県 0:35:25
178 51074 米澤 智俊 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾄｼ ランナーズＫ 東京都 0:35:25
179 51214 北嶋 国男 ｷﾀｼﾞﾏ ｸﾆｵ 神奈川県 0:35:28
180 51286 佐藤 俊城 ｻﾄｳ ﾄｼｷ Ｓ．Ｃ．Ｖ 神奈川県 0:35:29
181 51291 小宮 行正 ｺﾐﾔ ｺｳｾｲ 神奈川県 0:35:35
182 51259 横須 義徳 ﾖｺｽ ﾖｼﾉﾘ カタツムリＲＣ 東京都 0:35:37
183 51202 久保 泰徳 ｸﾎﾞ ﾔｽﾉﾘ 東京都 0:35:39
184 51215 益子 明 ﾏｽｺ ｱｷﾗ 神奈川県 0:35:55
185 51222 三柴 広 ﾐｼﾊﾞ ﾋﾛｼ 日立システムズ 東京都 0:36:02
186 51071 中里 也寸志 ﾅｶｻﾞﾄ ﾔｽｼ 神奈川県 0:36:11
187 51248 仲野 政 ﾅｶﾉ ﾀﾀﾞｼ 東京都 0:36:11
188 51195 安澤 一成 ﾔｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川県 0:36:19
189 51278 奥 浩昭 ｵｸ ﾋﾛｱｷ 東京都 0:36:20
190 51030 加藤 博司 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ ＦＵＮＣＯＭＥ 神奈川県 0:36:21
191 51260 齊藤 義明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 神奈川県 0:36:23
192 51170 辻 大典 ﾂｼﾞ ﾋﾛﾉﾘ 日本山村硝子 神奈川県 0:36:34
193 51211 熊籔 浩之 ｸﾏﾔﾌﾞ ﾋﾛﾕｷ ■チームくま■ 神奈川県 0:36:36
194 51306 千葉 義信 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 馬追走友会 神奈川県 0:36:39
195 51310 小林 照明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｱｷ すかいらーく 東京都 0:36:40
196 51206 宮脇 匠 ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 東京都 0:36:46
197 51175 岡村 信男 ｵｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 東京都 0:36:49
198 51123 立山 大 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾙ カタツムリ陸上部 東京都 0:37:05
199 51018 斎藤 一春 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾊﾙ 千葉県 0:37:07
200 51283 西澤 政樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｷ 神奈川県 0:37:09
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201 51274 五十嵐 篤志 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｼ はじめＪ倶楽部 神奈川県 0:37:16
202 51028 山内 清光 ﾔﾏｳﾁ ｷﾖﾐﾂ 橋本走友会 神奈川県 0:37:20
203 51141 南雲 一之 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 0:37:38
204 51075 中畑 光市 ﾅｶﾊﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:37:57
205 51266 小林 文彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 0:38:02
206 51194 池田 憲史 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ 埼玉県 0:38:12
207 51136 石塚 清美 ｲｼﾂﾞｶ ｷﾖﾐ 神奈川県 0:38:13
208 51070 二村 穣 ﾌﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ ランナーズＫ 東京都 0:38:15
209 51019 田村 清 ﾀﾑﾗ ｷﾖｼ 神奈川県 0:38:17
210 51125 古川 潤 ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 0:38:20
211 51262 佐藤 幸夫 ｻﾄｳ ﾕｷｵ ＨＯＴ．ＲＣ 埼玉県 0:38:21
212 51023 渡辺 厚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 渡辺レーシング 東京都 0:38:37
213 51173 橋本 徹也 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ 神奈川県 0:40:01
214 51049 丸山 光則 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 船橋たんぽぽ 千葉県 0:40:36
215 51020 笠原 明 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 0:43:47
216 51106 遠藤 正 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 鶴緑 東京都 0:49:02
217 51212 市川 憲司 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:49:20
218 51069 堀 秀男 ﾎﾘ ﾋﾃﾞｵ サンイ－スト 神奈川県 0:50:01
219 51082 清水 和男 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ ＳＵＮＥＡＳＴ 東京都 0:50:01
220 51152 野口 勝 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 神奈川県 0:50:24
221 51039 神成 秋郎 ｶﾝﾅﾘ ｱｷﾛｳ 長竹走友会 神奈川県 0:50:32
222 51224 船津 基成 ﾌﾅﾂ ﾓﾄｼｹﾞ 神奈川県 0:50:35
223 51063 山本 和成 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ 埼玉県 0:51:12
224 51203 中野 経信 ﾅｶﾉ ﾂﾈﾉﾌﾞ サンイースト 東京都 0:52:25


