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1 2165 小林 明 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 東芝小向 神奈川県 1:26:10
2 2349 鶴田 健志 ﾂﾙﾀ ﾀｹｼ ＴＡＲＣ 東京都 1:26:27
3 2654 南澤 篤 ﾐﾅﾐｻﾜ ｱﾂｼ 横浜市陸協 神奈川県 1:29:06
4 2619 阿部 誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ ハートブレイク 神奈川県 1:29:18
5 2379 喜多川 学 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:29:42
6 2661 田中 寧 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 葛西ランナーズ 東京都 1:29:46
7 2526 平山 丈人 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ 府中サブスリー 東京都 1:29:59
8 2698 松谷 真司 ﾏﾂﾀﾆ ｼﾝｼﾞ エバラ黄金の足 神奈川県 1:30:03
9 2592 伊藤 和徳 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ ＮＥＣネッツエ 神奈川県 1:30:27

10 2111 渡邊 孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 横浜市役所 神奈川県 1:34:48
11 2599 田中 誠 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 多摩川クラブ 神奈川県 1:34:58
12 2595 江口 博 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:35:37
13 2638 川島 孝夫 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｵ 東京都 1:37:19
14 2019 黒川 浩樹 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:37:29
15 2287 石井 彰 ｲｼｲ ｱｷﾗ 町田走友会 東京都 1:37:43
16 2306 小松 滋 ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 走る．ｋｏｍ 千葉県 1:38:21
17 2057 岩田 惠五 ｲﾜﾀ ｹｲｺﾞ 逗子市陸協 神奈川県 1:38:30
18 2355 道広 則保 ﾐﾁﾋﾛ ﾉﾘﾔｽ ＴＡＲＣ東京 神奈川県 1:39:23
19 2458 白木 尚 ｼﾗｷ ﾀｶｼ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 1:39:24
20 2316 高野 修司 ﾀｶﾉ ｼｭｳｼﾞ 東京都 1:39:30
21 2472 福田 強 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾖｼ 川越走友会 埼玉県 1:39:43
22 2431 大平 耕司 ｵｵﾋﾗ ｺｳｼﾞ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 1:40:29
23 2648 橋本 武 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 静岡県 1:40:40
24 2761 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 1:40:52
25 2677 山口 淑夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 神奈川県 1:41:02
26 2332 葉山 秀樹 ﾊﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:41:09
27 2598 早川 浩美 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:41:20
28 2702 渡邊 安伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ のんでらーずＲＣ 神奈川県 1:41:54
29 2346 田所 伸浩 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾋﾛ リスタート 神奈川県 1:42:00
30 2644 竹中 弘紀 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ 埼玉県 1:42:05
31 2558 橋口 正哉 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 三菱電機 東京都 1:42:12
32 2033 国分 裕 ｺｸﾌﾞ ﾕﾀｶ 東京都 1:42:25
33 2738 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 1:42:53
34 2723 末木 誠 ｽｴｷ ﾏｺﾄ ＭＳＣ 東京都 1:43:15
35 2755 松本 寛真 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ Ｈ＆Ｄ 神奈川県 1:43:37
36 2578 西山 修一 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 侍ハッシュ 神奈川県 1:44:36
37 2713 高沢 達哉 ﾀｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 鎌倉ＦＲＣ 神奈川県 1:44:46
38 2256 渡辺 浩一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ しろくま一族 神奈川県 1:45:02
39 2144 佐藤 和生 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ 都留高３４期生 山梨県 1:45:09
40 2486 天野 真 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 京王電鉄 東京都 1:45:09
41 2345 田中 立夫 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:45:18
42 2311 石原 雅佳 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾖｼ とくー 東京都 1:45:22
43 2727 亀田 時雄 ｶﾒﾀﾞ ﾄｷｵ 神奈川県 1:45:26
44 2566 井口 裕之 ｲｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ ステイタス 東京都 1:45:30
45 2548 遠藤 清賢 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｶﾀ タカアンドトシ 埼玉県 1:45:53
46 2605 照井 哲哉 ﾃﾙｲ ﾃﾂﾔ イーブック 東京都 1:46:00
47 2574 川口 陽一 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ ふらいんぐ 東京都 1:46:05
48 2007 黒田 延叔 ｸﾛﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 相模フレンズ 神奈川県 1:46:09
49 2118 大谷 祐司 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｼﾞ ラッコランナー 神奈川県 1:46:22
50 2505 村上 繁慶 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 一番搾り 東京都 1:46:23
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51 2317 宮野 明人 ﾐﾔﾉ ｱｷﾄ ＳＭＩＬＥＹ 静岡県 1:46:25
52 2324 諸藤 康弘 ﾓﾛﾌｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 警視庁九自ら隊 東京都 1:47:27
53 2042 遠藤 良成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ 神奈川県 1:47:32
54 2136 清水 和文 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 東京都 1:47:36
55 2632 坂本 英昭 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ Ｍ社 東京都 1:47:39
56 2223 木村 謙志 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥居坂競走部 東京都 1:48:01
57 2072 安藤 祥一 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 1:48:25
58 2099 前野 安弘 ﾏｴﾉ ﾔｽﾋﾛ 東海カーボン 東京都 1:48:26
59 2460 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 久里浜郵便局 神奈川県 1:48:27
60 2541 杉崎 勝義 ｽｷﾞｻﾞｷ ｶﾂﾖｼ 神奈川県 1:48:44
61 2569 天野 修平 ｱﾏﾉ ｼｭｳﾍｲ ゆるらん 埼玉県 1:48:52
62 2220 阪本 一良 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 1:49:07
63 2371 中本 昭彦 ﾅｶﾓﾄ ｱｷﾋｺ 宇佐美ＲＣ 東京都 1:49:10
64 2340 長濱 嘉彦 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾖｼﾋｺ クラブＲ２東日本 神奈川県 1:49:11
65 2440 宮下 輝明 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙｱｷ アルビオン 神奈川県 1:49:43
66 2753 片野 浩明 ｶﾀﾉ ﾋﾛｱｷ ソフィア横浜 神奈川県 1:49:53
67 2436 伊藤 孝志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 川崎市交通局 神奈川県 1:50:03
68 2411 秋元 勝 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾙ 神奈川県 1:50:04
69 2669 金子 雄一 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ 横浜道楽 神奈川県 1:50:23
70 2478 林 高久 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｻ チームポンコツ 神奈川県 1:50:25
71 2260 柏木 和人 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞﾋﾄ ｍａｘｅｌｌ 神奈川県 1:51:04
72 2351 鈴木 孝規 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 東京都 1:51:31
73 2407 田辺 貴敏 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ ＲＣ七海 神奈川県 1:51:51
74 2255 井出 和夫 ｲﾃﾞ ｶｽﾞｵ スイスポＲＣ 神奈川県 1:52:07
75 2313 佐藤 謙次 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:52:19
76 2242 相沢 克彦 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ マンボウ 神奈川県 1:52:33
77 2142 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 1:52:40
78 2037 山岸 真也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 東京都 1:52:42
79 2397 前場 博孝 ｾﾞﾝﾊﾞ ﾋﾛﾀｶ ＨＲＳＲＣ 神奈川県 1:52:48
80 2659 堀江 英範 ﾎﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 1:52:52
81 2157 熊澤 正樹 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻｷ 神奈川県 1:52:53
82 2304 遠藤 裕之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ スパキング 神奈川県 1:52:58
83 2278 山根 剛 ﾔﾏﾈ ﾂﾖｼ 神奈川県 1:53:02
84 2749 井野上 浩司 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ ＴＢＳ 東京都 1:53:22
85 2155 小林 睦幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 日新製糖 千葉県 1:53:24
86 2265 久保田 正則 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:53:31
87 2688 星野 正明 ﾎｼﾉ ﾏｻｱｷ タカナシ販売 神奈川県 1:53:50
88 2600 村田 昭一 ﾑﾗﾀ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 1:53:58
89 2013 竹内 保洋 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:54:25
90 2703 清水 洋幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:54:30
91 2743 長尾 浩 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:54:55
92 2003 小泉 実 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾉﾙ 相模原市役所Ｈ 神奈川県 1:55:10
93 2051 關根 久隆 ｾｷﾈ ﾋｻﾀｶ いたばし 東京都 1:55:35
94 2636 村田 信幸 ﾑﾗﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ ＭＨＩ横浜ＲＣ 神奈川県 1:55:53
95 2747 茂木 弘信 ﾓｷﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ スバル 群馬県 1:56:10
96 2712 中林 秀典 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ ワンダーランナー 神奈川県 1:56:15
97 2303 神谷 正晴 ｺｳﾔ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 1:56:24
98 2030 小林 秀明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ チームＫ 神奈川県 1:56:32
99 2687 佐野 和弘 ｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:56:43

100 2398 桜井 哲由 ｻｸﾗｲ ﾃﾂﾖｼ 神奈川県 1:56:47
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101 2125 中村 達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 恩鶴ランナーズ 東京都 1:57:06
102 2246 佐藤 秀樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:57:33
103 2393 西田 浩 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ ＭＭＲＣ 神奈川県 1:57:36
104 2699 栗原 信行 ｸﾘﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 1:57:36
105 2673 大倉 堅治 ｵｵｸﾗ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:58:09
106 2576 東山 英樹 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:58:31
107 2039 大森 源司 ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｼﾞ 東京都 1:58:34
108 2625 名達 浩 ﾅﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ シブヤＪＣ 神奈川県 1:58:38
109 2063 山田 昌邦 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 武相走 東京都 1:58:38
110 2372 斎藤 倫彦 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾋｺ 神奈川県 1:58:45
111 2464 佐藤 証一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 栃木県 1:58:46
112 2204 平手 秀樹 ﾋﾗﾃ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:58:48
113 2176 井上 保幸 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 1:58:53
114 2410 吉野 雄二 ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ かぐのみ走ろう会 神奈川県 1:58:58
115 2594 内野 雄史 ｳﾁﾉ ﾕｳｼﾞ 【由木中学校】 神奈川県 1:59:15
116 2298 児玉 源 ｺﾀﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 1:59:32
117 2071 篠田 恒浩 ｼﾉﾀﾞ ﾂﾈﾋﾛ 神奈川県 1:59:33
118 2222 藤田 孝博 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ ふじっこ 東京都 1:59:38
119 2344 小山 弘 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ にわとりすと 埼玉県 1:59:55
120 2200 栗林 哲哉 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ 東京都 1:59:58
121 2274 矢向 孝一 ﾔｺｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:00:07
122 2170 石川 雅章 ｲｼｶﾜ ﾏｻｱｷ 埼玉県 2:00:16
123 2112 林 英二郎 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞﾛｳ 東京都 2:00:20
124 2032 田中 雅則 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:00:30
125 2035 箕田 克彦 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 2:01:03
126 2209 青木 豊 ｱｵｷ ﾕﾀｶ 東京都 2:01:09
127 2609 齋藤 哲寿 ｻｲﾄｳ ｱｷﾄｼ 旭走友会 神奈川県 2:01:11
128 2059 安澤 隆志 ﾔｽｻﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 2:01:38
129 2309 中里 一 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 2:01:39
130 2551 池田 正和 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 2:01:43
131 2107 臼居 喜和 ｳｽｲ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 2:01:43
132 2162 横矢 雅人 ﾖｺﾔ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:01:52
133 2709 上條 航樹 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ 東京陸協 東京都 2:02:40
134 2134 北村 泰博 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ ＧＳＡＲＡ 神奈川県 2:02:41
135 2206 田代 充 ﾀｼﾛ ﾐﾂﾙ オアシス南大沢 東京都 2:02:48
136 2683 吉田 彰吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 2:03:02
137 2103 松林 宏行 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 2:03:10
138 2689 小野塚 昌記 ｵﾉﾂﾞｶ ﾏｻｷ 神奈川県 2:03:14
139 2078 原島 寛 ﾊﾗｼﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:03:21
140 2394 小林 勉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ カイト 神奈川県 2:03:21
141 2468 川崎 裕章 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:03:26
142 2302 松下 和弘 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 2:03:31
143 2579 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 楽走人 東京都 2:03:45
144 2006 佐藤 勇治 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 東プレ 神奈川県 2:03:51
145 2438 若杉 卓司 ﾜｶｽｷﾞ ﾀｸｼﾞ 神奈川県 2:03:53
146 2104 服部 立 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂｼ 東京都 2:03:55
147 2746 向島 清行 ﾑｺｳｼﾞﾏ ｷﾖﾕｷ 神奈川県 2:04:03
148 2166 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 川和 神奈川県 2:04:04
149 2670 石井 義行 ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 2:04:06
150 2718 坂口 健二 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:04:25
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151 2148 飯田 政国 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 神奈川県 2:04:34
152 2375 鈴木 伸幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 逗葉高校 神奈川県 2:04:50
153 2296 男澤 顕 ｵﾄｺｻﾞﾜ ｱｷﾗ 東京都 2:05:12
154 2321 渡辺 拓司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸｼﾞ 大江戸飛脚会 東京都 2:05:17
155 2717 谷口 靖 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 2:05:27
156 2722 池田 幸二 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:05:28
157 2517 石原 広明 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:05:30
158 2043 福島 正幸 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾕｷ アロハ★マハロ 神奈川県 2:05:31
159 2076 清正 徹 ｾｲｼｮｳ ﾄｵﾙ 東京都 2:05:32
160 2691 岡本 辰也 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ モンキーパンツ 神奈川県 2:05:33
161 2083 山田 哲 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂ 東京都 2:06:03
162 2500 松葉 厚 ﾏﾂﾊﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 2:06:04
163 2508 佐武 隆一 ｻﾀｹ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 2:06:26
164 2725 安藤 宏行 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:06:43
165 2050 三枝 信 ｻｴｸﾞｻ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:06:44
166 2459 宗宮 利夫 ｿｳﾐﾔ ﾄｼｵ 神奈川県 2:07:12
167 2221 竹内 浩之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:07:21
168 2580 戸出 衛 ﾄﾃﾞ ﾏﾓﾙ たらたらーず 東京都 2:07:27
169 2357 良知 和明 ﾗﾁ ｶｽﾞｱｷ 足圧宗家 東京都 2:07:51
170 2056 大野 征士 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 神奈川県 2:07:52
171 2333 金成 隆之 ｶﾅﾘ ﾀｶﾕｷ 東京都 2:07:53
172 2762 安部 眞一郎 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ アイ・オー 神奈川県 2:08:15
173 2249 中村 彰宏 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ アキランメイツ 東京都 2:08:25
174 2384 小林 將訓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 九段酒道部 神奈川県 2:08:27
175 2413 榊原 麻覚 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:08:55
176 2140 深瀬 広行 ﾌｶｾ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:08:55
177 2751 山室 智晴 ﾔﾏﾑﾛ ﾄﾓﾊﾙ 東大附属３３回生 東京都 2:09:13
178 2257 田代 政直 ﾀｼﾛ ﾏｻﾅｵ 神奈川県 2:09:19
179 2658 片桐 武 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｹｼ ＮＥＣ情報システ 神奈川県 2:09:21
180 2484 東阪 忠詞 ﾄｳｻｶ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 2:09:34
181 2126 村上 宏樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:09:38
182 2626 畠中 俊和 ﾊﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 2:09:45
183 2726 片桐 弘志 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛｼ 岩崎通信機 神奈川県 2:09:55
184 2562 地領 耕司 ﾁﾘｮｳ ｺｳｼﾞ ＭＦＲ 神奈川県 2:09:55
185 2215 原 直樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 千鳥足 神奈川県 2:10:13
186 2195 宮瀬 昌行 ﾐﾔｾ ﾏｻﾕｷ バンテリン 埼玉県 2:10:22
187 2428 中倉 勤 ﾅｶｸﾗ ﾂﾄﾑ ニッパツＲＣ 神奈川県 2:10:56
188 2143 加藤 和久 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ ら・めーる 神奈川県 2:11:01
189 2570 大橋 謙滋 ｵｵﾊｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:11:05
190 2338 蒲田 高士 ｶﾏﾀ ﾀｶｼ 鳥居坂競走部 神奈川県 2:11:16
191 2474 森 徹明 ﾓﾘ ﾃﾂｱｷ 元年クラブ 東京都 2:11:33
192 2251 岩崎 美一 ｲﾜｻｷ ﾖｼｶｽﾞ チーム平塚 神奈川県 2:11:42
193 2182 加藤 淳徳 ｶﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 神奈川県 2:11:51
194 2224 狩野 幸夫 ｶﾘﾉ ﾕｷｵ チーム若葉 神奈川県 2:11:52
195 2244 中北 英明 ﾅｶｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ Ｔ２６ラン部 神奈川県 2:12:15
196 2342 市川 正人 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾄ 富士ゼロックス 神奈川県 2:12:53
197 2475 東 宗一郎 ｱｽﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ルネ光が丘 東京都 2:13:02
198 2069 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｼ 神奈川県 2:13:07
199 2420 岩瀬 雅彦 ｲﾜｾ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:13:08
200 2621 平田 明 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ じぇじぇ姫路 神奈川県 2:13:12
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201 2539 河村 和幸 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 山口県 2:13:12
202 2178 四元 英介 ﾖﾂﾓﾄ ｴｲｽｹ 神奈川県 2:13:13
203 2653 野澤 晃司 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:13:28
204 2629 牧口 格也 ﾏｷｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ＰＳかながわ 神奈川県 2:13:56
205 2705 松本 史朗 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾛｳ 神奈川県 2:14:00
206 2400 山田 起義 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｼ 神奈川県 2:14:17
207 2153 霜鳥 智昭 ｼﾓﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 東京都 2:14:22
208 2369 有明 靖 ｱﾘｱｹ ﾔｽｼ 横浜プラチナ会 神奈川県 2:14:23
209 2163 大浦 孝文 ｵｵｳﾗ ﾀｶﾌﾐ リスタート 東京都 2:14:24
210 2734 庄司 光成 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾂﾅﾘ 埼玉県 2:14:24
211 2389 加藤 昌也 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 神奈川県 2:14:29
212 2070 大久保 雅之 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ ＴＯＭＯ． ＲＵＮ 神奈川県 2:14:36
213 2522 滑川 統也 ﾅﾒｶﾜ ﾓﾄﾔ 東京ウィングス 東京都 2:14:47
214 2271 川崎 哲也 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:14:49
215 2601 浅倉 勲 ｱｻｸﾗ ｲｻｵ 大沢ハーフクラブ 東京都 2:14:53
216 2158 関根 宏平 ｾｷﾈ ｺｳﾍｲ 神奈川県 2:15:03
217 2156 小川 一 ｵｶﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 2:15:11
218 2555 浅田 淳 ｱｻﾀﾞ ｱﾂｼ ＡＯＢＡ 神奈川県 2:15:14
219 2319 石川 敏和 ｲｼｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ 鴻池運輸株式会社 神奈川県 2:15:36
220 2491 工木 大造 ｸｷﾞ ﾀﾞｲｿﾞｳ 東京都 2:15:40
221 2488 荒川 人 ｱﾗｶﾜ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:15:53
222 2430 及川 謙一 ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 2:15:55
223 2041 安東 勝義 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾖｼ 東京都 2:16:05
224 2577 本間 克則 ﾎﾝﾏ ｶﾂﾉﾘ 東京都 2:16:38
225 2642 泉田 英紀 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:16:48
226 2552 武田 宣輝 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾃﾙ チームパコ 東京都 2:16:51
227 2587 衞藤 智樹 ｴﾄｳ ﾄﾓｷ 地方公務員 神奈川県 2:16:51
228 2596 田中 幸一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:16:57
229 2473 宮崎 真市 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ ホリデー走ろうよ 静岡県 2:16:58
230 2040 関口 明彦 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 神奈川県 2:16:59
231 2622 渡辺 真人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ 満潮の塩 神奈川県 2:17:13
232 2559 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 株式会社ベルズ 神奈川県 2:17:29
233 2730 野口 高志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 2:17:31
234 2214 阪地 英男 ｻｶｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:17:31
235 2382 高瀬 義美 ﾀｶｾ ﾖｼﾐ 神奈川県 2:17:37
236 2434 八代 隆則 ﾔｼﾛ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 2:17:38
237 2583 高尾野 剛 ﾀｶｵﾉ ﾀｹｼ 東芝小向 神奈川県 2:17:40
238 2028 福田 登志明 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 2:17:41
239 2012 金室 光則 ｶﾅﾑﾛ ﾐﾂﾉﾘ ＵＷＪ・ヨリイ 埼玉県 2:17:47
240 2186 米田 昇 ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 月曜半休 神奈川県 2:17:51
241 2663 深澤 献 ﾌｶｻﾜ ｹﾝ 神奈川県 2:17:57
242 2268 小野木 昌史 ｵﾉｷﾞ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 2:18:02
243 2652 森川 周亮 ﾓﾘｶﾜ ｼｭｳｽｹ 神奈川県 2:18:04
244 2403 生島 喜大 ｲｸｼﾏ ﾖｼﾋﾛ ブレンボジャパン 神奈川県 2:18:21
245 2135 大川 準二 ｵｵｶﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神戸ウイングス 神奈川県 2:18:42
246 2634 薮田 勝典 ﾔﾌﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 2:18:45
247 2492 三橋 幹弘 ﾐﾂﾊｼ ﾐｷﾋﾛ 東京都 2:18:53
248 2114 坂井 隆 ｻｶｲ ﾀｶｼ 六華ＲＣ 東京都 2:19:01
249 2322 小島 淳一 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:19:04
250 2604 内山 慎吾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 2:19:31



2018/10/10 16:25:47 6 / 12 ページ Official Timer & Result By RECS

251 2692 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ エスマラソン部 神奈川県 2:19:31
252 2294 笠原 義慈 ｶｻﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 東京都 2:19:39
253 2329 中村 裕 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 藤原商会ＲＣ 神奈川県 2:19:42
254 2523 篠原 公一 ｼﾉﾊﾗ ｺｳｲﾁ 日立 神奈川県 2:19:43
255 2046 玉置 義方 ﾀﾏｵｷ ﾖｼｶﾀ チームおおい 神奈川県 2:19:46
256 2080 加藤 秋彦 ｶﾄｳ ｱｷﾋｺ 神奈川県 2:20:12
257 2443 遠藤 幸範 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾉﾘ 埼玉県 2:20:35
258 2706 石森 義則 ｲｼﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ ランジョグ 神奈川県 2:20:42
259 2116 佐野 克弥 ｻﾉ ｶﾂﾔ 神奈川県 2:20:45
260 2267 家亀 晴宇 ﾔｶﾞﾒ ﾊﾙﾀｶ ＴＯＰ ＧＥＡＲ 神奈川県 2:20:52
261 2650 工藤 祐一 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 2:20:53
262 2082 杉峰 正信 ｽｷﾞﾐﾈ ﾏｻﾉﾌﾞ セダーピーク 埼玉県 2:20:57
263 2258 柏木 直人 ｶｼﾜｷﾞ ﾅｵﾄ ＹＦＭＲＣ 神奈川県 2:21:02
264 2504 植田 幸男 ｳｴﾀﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 2:21:04
265 2266 目時 英一 ﾒﾄｷ ｴｲｲﾁ 神奈川県 2:21:11
266 2693 川口 敬 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 2:21:13
267 2058 吾郷 進平 ｱｺﾞｳ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都 2:21:32
268 2360 野間 宏明 ﾉﾏ ﾋﾛｱｷ 千葉県 2:21:38
269 2315 角谷 好彦 ｶﾄﾞﾔ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 2:21:55
270 2549 塚田 常貴 ﾂｶﾀﾞ ﾂﾈﾀｶ 三井住友海上 東京都 2:22:06
271 2496 望月 敏行 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ 山梨県 2:22:14
272 2194 大川 清 ｵｵｶﾜ ｷﾖｼ 神奈川県 2:22:17
273 2281 宮本 靖之 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 2:22:26
274 2701 深山 憲久 ﾌｶﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 神奈川県 2:22:31
275 2279 坪田 啓 ﾂﾎﾞﾀ ｱｷﾗ 東京都 2:23:03
276 2586 秋山 実 ｱｷﾔﾏ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:23:18
277 2034 山田 康史 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 東京都 2:23:20
278 2733 伊藤 和幸 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 2:23:32
279 2457 渡辺 綱治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:23:33
280 2248 加藤 淳夫 ｶﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 2:23:37
281 2376 大江 克忠 ｵｵｴ ｶﾂﾀﾀﾞ 神奈川県 2:23:45
282 2300 嘉久志 孝裕 ｶｸｼ ﾀｶﾋﾛ ぐれえど 神奈川県 2:24:05
283 2412 佐藤 吉彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ みなとみらいＲＣ 神奈川県 2:24:07
284 2602 岡澤 武彦 ｵｶｻﾞﾜ ﾀｹﾋｺ 相模原市走ろう会 神奈川県 2:24:11
285 2511 南 徹 ﾐﾅﾐ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:24:15
286 2261 荒川 順 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ ＫＴＳＣ 東京都 2:24:26
287 2151 加藤 洋巳 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐ 東京都 2:24:44
288 2124 Ｍｉｃｈａｅｌ Ｃａｌｃｉｎａｒｉ Michael Calcinari 海外 2:24:54
289 2748 和田 圭史 ﾜﾀﾞ ｹｲｼ 東京都 2:25:05
290 2361 鈴木 政義 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ レーザランナー 神奈川県 2:25:09
291 2196 千葉 弘行 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 中幡楽走会 東京都 2:25:10
292 2312 村田 英樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:25:11
293 2229 高橋 直哉 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ やっぱりおしり 愛知県 2:25:14
294 2697 秋山 光弘 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ マリノスランクラ 神奈川県 2:25:16
295 2395 熊坂 雅之 ｸﾏｻｶ ﾏｻﾕｷ 青工研ＯＢ会 神奈川県 2:25:41
296 2285 石川 透 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 海坂ランニング 神奈川県 2:25:52
297 2147 渡邊 幸次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:25:58
298 2750 佐藤 倫明 ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ 藤沢ベルサポ会 神奈川県 2:26:07
299 2720 秋山 寿彦 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 東京都 2:26:14
300 2212 篠藤 日出男 ｼﾉﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 2:26:17
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301 2536 高橋 雄樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ Ｃ３ＩＳ 東京都 2:26:39
302 2512 鈴木 義仁 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:26:46
303 2201 フェントン グレッグ ﾌｪﾝﾄﾝ ｸﾞﾚｯｸﾞ 神奈川県 2:26:59
304 2681 山口 貴之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 2:27:18
305 2365 嶋田 正明 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:27:22
306 2263 川原 純資 ｶﾜﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:27:28
307 2330 堀内 高義 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾖｼ 東京都 2:27:31
308 2207 水本 和彦 ﾐｽﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 世田谷代沢ＲＣ 東京都 2:27:56
309 2383 松木 和夫 ﾏﾂｷ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:28:16
310 2004 鱸 一彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 大将くん 神奈川県 2:28:22
311 2297 小野 桂一郎 ｵﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ Ｇａｉｅｎｓ 神奈川県 2:28:27
312 2545 黒川 靖生 ｸﾛｶﾜ ﾔｽｵ 神奈川県 2:28:38
313 2259 嵜川 秀樹 ｻｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 走り続ける男 神奈川県 2:28:43
314 2015 伊豆 寿行 ｲｽﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:28:45
315 2272 増田 賢嗣 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:28:48
316 2284 佐野 誠 ｻﾉ ﾏｺﾄ 山梨県 2:28:50
317 2172 阿部 義和 ｱﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 2:28:52
318 2243 笠村 浩之 ｶｻﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:28:53
319 2399 塩塚 英治 ｼｵﾂｶ ｴｲｼﾞ ト－ア 埼玉県 2:28:53
320 2628 津田 倫志 ﾂﾀﾞ ﾐﾁｼ 神奈川県 2:29:02
321 2732 桂川 俊一 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ レガシィ 神奈川県 2:29:03
322 2758 中山 祥一 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ ＨＡＳ 東京都 2:29:08
323 2228 青木 幸一 ｱｵｷ ｺｳｲﾁ 東京都 2:29:24
324 2538 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:29:25
325 2502 鈴木 孝二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:29:53
326 2715 菅原 悟 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:29:58
327 2637 森川 誠 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 大信 神奈川県 2:30:01
328 2514 太田 和隆 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 2:30:09
329 2327 村野 茂 ﾑﾗﾉ ｼｹﾞﾙ 東京都 2:30:11
330 2123 中山 英樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:30:16
331 2277 菊池 博 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ ＴＬＦ－ＲＣ 神奈川県 2:30:23
332 2282 秋山 健司 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 岡山県 2:30:25
333 2307 振角 浩之 ﾌﾘｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:30:32
334 2694 中野 健太郎 ﾅｶﾉ ｹﾝﾀﾛｳ イワト 神奈川県 2:30:43
335 2191 屋敷 克英 ﾔｼｷ ｶﾂﾋﾃﾞ ＪＤＳ 東京都 2:30:46
336 2339 藤田 明弘 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 2:31:01
337 2226 平賀 亜樹 ﾋﾗｶﾞ ｱｷ 若葉ＦＬ 神奈川県 2:31:06
338 2001 加藤 陽一郎 ｶﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 町屋で５時！ 東京都 2:31:10
339 2461 佐久間 太一 ｻｸﾏ ﾀｲﾁ 神奈川県 2:31:11
340 2657 鳥飼 高行 ﾄﾘｶｲ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:31:12
341 2068 嶋村 光俊 ｼﾏﾑﾗ ﾃﾙﾄｼ ＳＨＵＮＫＯＵ 神奈川県 2:31:14
342 2528 小山 貴士 ｵﾔﾏ ﾀｶｼ きらぼし銀行 東京都 2:31:16
343 2445 宮越 英幸 ﾐﾔｺﾞｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 2:31:23
344 2280 吉川 美智也 ﾖｼｶﾜ ﾐﾁﾔ のんでらーずＲＣ 神奈川県 2:31:39
345 2198 古川 裕司 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:31:47
346 2367 高柳 浩一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳｲﾁ ペース乱ナ～ 埼玉県 2:31:57
347 2454 伊倉 和之 ｲｸﾗ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 2:31:59
348 2554 鮎川 哲也 ｱﾕｶﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:32:01
349 2074 三戸部 義則 ﾐﾄﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:32:21
350 2524 角田 光禎 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂｻﾀﾞ 神奈川県 2:32:40
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351 2061 森川 和彦 ﾓﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:32:54
352 2273 西川 勝俊 ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 三菱電機 静岡県 2:32:56
353 2537 落田 徹 ｵﾁﾀﾞ ﾄｵﾙ オーエージー 東京都 2:33:07
354 2497 国原 光幸 ｸﾆﾊﾗ ﾐﾂﾕｷ 神奈川県 2:33:12
355 2707 近藤 真弘 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:33:24
356 2122 花島 昌司 ﾊﾅｼﾏ ｾｲｼﾞ 神奈川県 2:33:32
357 2610 新川 秀彦 ﾆｲｶﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 神奈川県 2:33:35
358 2462 笠原 章彦 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾋｺ 神奈川県 2:33:51
359 2227 饗庭 雅之 ｱｲﾊﾞ ﾏｻﾕｷ Ｔ２６ラン 東京都 2:33:57
360 2121 野村 敏一 ﾉﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 2:34:00
361 2735 沼尻 高司 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾀｶｼ 神奈川県 2:34:27
362 2481 小夫家 彰造 ｺﾌﾞｹ ｼｮｳｿﾞｳ オッケー牧場 東京都 2:34:38
363 2563 三根 芳文 ﾐﾈ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 2:34:47
364 2286 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 神奈川県 2:34:53
365 2262 小林 尚志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 神奈川県 2:34:58
366 2531 黒田 琢磨 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾏ 東京都 2:35:08
367 2582 竹内 仁 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼ 株式会社三協鋼器 神奈川県 2:35:10
368 2422 永松 宏 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾛｼ 川和ＲＵＮ 神奈川県 2:35:14
369 2236 稲村 淳一 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:35:15
370 2247 比留間 禎朋 ﾋﾙﾏ ﾀﾀﾞﾄﾓ 東京都 2:35:28
371 2232 佐久間 徹 ｻｸﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:35:37
372 2359 三上 敦 ﾐｶﾐ ｱﾂｼ 東京都 2:35:48
373 2685 眞中 繁樹 ﾏﾅｶ ｼｹﾞｷ ＹＥＳ！弥生台 神奈川県 2:35:51
374 2529 福田 正弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:36:09
375 2177 兼平 靖夫 ｶﾈﾋﾗ ﾔｽｵ 神奈川県 2:36:36
376 2401 鈴木 裕一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 2:36:47
377 2719 宮崎 祐樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:36:49
378 2067 山口 勝弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:37:22
379 2494 大庭 明夫 ｵｵﾊﾞ ｱｷｵ 埼玉県 2:37:37
380 2368 松田 栄一 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｲﾁ 神奈川県 2:37:42
381 2588 星野 祐人 ﾎｼﾉ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:37:54
382 2684 吉田 均 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 日本通運 神奈川県 2:38:09
383 2353 木村 耕三 ｷﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 2:38:10
384 2354 福田 浩一 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:38:13
385 2325 五島 一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 2:38:25
386 2728 石井 守 ｲｼｲ ﾏﾓﾙ リスタート 東京都 2:38:38
387 2506 水上 義博 ﾐｽﾞｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:38:45
388 2110 木下 敦司 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 東京都 2:38:46
389 2237 酒井 好一 ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:38:48
390 2675 清水 達郎 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 2:38:51
391 2485 木原 信樹 ｷﾊﾗ ﾉﾌﾞｷ 加賀百万石 神奈川県 2:39:01
392 2341 平岡 孝啓 ﾋﾗｵｶ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 2:39:13
393 2380 加川 盛俊 ｶｶﾞﾜ ﾓﾘﾄｼ 神奈川県 2:39:16
394 2264 内川 悟 ｳﾁｶﾜ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:39:19
395 2674 櫻井 勉 ｻｸﾗｲ ﾂﾄﾑ 公立昭和病院 東京都 2:39:19
396 2175 露崎 智 ﾂﾕｻﾞｷ ｻﾄﾙ 東京都 2:39:22
397 2489 田中 克文 ﾀﾅｶ ｶﾂﾌﾐ 神奈川県 2:39:27
398 2480 大島 浩 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 2:39:34
399 2025 山口 真哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 東京都 2:39:54
400 2169 望月 昭一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 望月印刷 静岡県 2:39:57
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401 2453 三島 力夫 ﾐｼﾏ ﾘｷｵ 東京都 2:39:58
402 2573 柿澤 宏之 ｶｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:40:03
403 2094 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 神奈川県 2:40:25
404 2335 小西 國宏 ｺﾆｼ ｸﾆﾋﾛ 神奈川県 2:40:31
405 2168 山田 孝浩 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 井草マラソン部 東京都 2:40:41
406 2305 北岡 真也 ｷﾀｵｶ ｼﾝﾔ 東京都 2:40:47
407 2105 原田 稔 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ 東京都 2:40:54
408 2270 山崎 陽生 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷｳ 神奈川県 2:41:01
409 2254 坪島 正浩 ﾂﾎﾞｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:41:06
410 2572 齋藤 尚一 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 2:41:21
411 2047 高橋 太 ﾀｶﾊｼ ﾌﾄｼ Ｔｏｋｙｕ－ｃｏｍ 東京都 2:41:22
412 2053 勝谷 公伸 ｶﾂﾔ ｷﾐﾉﾌﾞ 神奈川県 2:41:34
413 2724 淺井 登志夫 ｱｻｲ ﾄｼｵ 神奈川県 2:41:41
414 2421 廣瀬 謙二 ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:41:51
415 2708 横塚 一男 ﾖｺﾂｶ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:41:55
416 2456 高橋 清美 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐ 麻６ 神奈川県 2:42:07
417 2448 山田 浩介 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 国際ＲＵＮ 東京都 2:42:14
418 2731 中島 敏史 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 旬菜デリ 東京都 2:42:19
419 2179 三隅 俊郎 ﾐｽﾐ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 2:42:23
420 2700 植田 和典 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 2:42:28
421 2066 野澤 義男 ﾉｻﾞﾜ ﾖｼｵ 東京都 2:42:45
422 2026 関口 伸之 ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 2:42:51
423 2364 立川 英明 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ チキンズ 神奈川県 2:43:19
424 2145 有村 祥一 ｱﾘﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 2:43:29
425 2716 中田 匡彦 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾋｺ ワンダーランナー 埼玉県 2:43:41
426 2011 牛尾 浩 ｳｼｵ ﾋﾛｼ めぐみ第二保育園 東京都 2:43:46
427 2038 河原 功 ｶﾜﾊﾗ ｲｻｵ 神奈川県 2:43:48
428 2740 田代 昇 ﾀｼﾛ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 2:43:57
429 2044 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:44:19
430 2225 小林 守 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 神奈川県 2:44:37
431 2171 畑中 孝夫 ﾊﾀﾅｶ ﾀｶｵ 神奈川県 2:44:43
432 2193 久保田 寧 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 神奈川県 2:44:43
433 2087 藤掛 稔 ﾌｼﾞｶｹ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:44:46
434 2425 日高 和彦 ﾋﾀﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:44:50
435 2210 宍戸 将人 ｼｼﾄﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:44:51
436 2444 加藤 浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:45:09
437 2347 三原 康博 ﾐﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:45:11
438 2679 竹田 哲 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 2:45:13
439 2423 星加 修 ﾎｼｶ ｵｻﾑ 東京都 2:45:17
440 2205 中島 成則 ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞﾉﾘ 兵庫県 2:45:30
441 2483 矢作 嘉夫 ﾔﾊｷﾞ ﾖｼｵ 読売新聞東京本社 神奈川県 2:45:34
442 2283 五藤 篤 ｺﾞﾄｳ ｱﾂｼ 東京都 2:46:02
443 2487 中島 広徳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 2:46:10
444 2546 浅利 聡 ｱｻﾘ ｻﾄｼ 神奈川県 2:46:22
445 2027 本山 彰浩 ﾓﾄﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 2:46:29
446 2471 木村 力 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 2:46:39
447 2433 菅谷 隆 ｽｶﾞﾔ ﾀｶｼ 東京都 2:46:59
448 2235 千葉 修司 ﾁﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ 境川ファンランクラブ 神奈川県 2:47:08
449 2721 不破 一之 ﾌﾜ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 2:47:16
450 2501 石谷 俊明 ｲｼﾀﾆ ﾄｼｱｷ 日立ハイテク 千葉県 2:47:24
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451 2544 須藤 敏樹 ｽﾄﾞｳ ﾄｼｷ 神奈川県 2:48:05
452 2323 吉野 敏幸 ﾖｼﾉ ﾄｼﾕｷ 日本タートル協会 神奈川県 2:48:12
453 2757 脇本 貴生 ﾜｷﾓﾄ ﾀｶｵ ＴＬＦＲＣ 神奈川県 2:48:15
454 2373 矢野 発也 ﾔﾉ ﾊﾂﾔ 東京都 2:48:26
455 2139 西門 直 ﾆｼｶﾄﾞ ｽﾅｵ 国際ＲＵＮ 東京都 2:48:37
456 2187 川尻 浩三郎 ｶﾜｼﾞﾘ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 神奈川県 2:48:39
457 2533 有賀 睦 ｱﾘｶﾞ ﾑﾂﾐ 東京都 2:48:40
458 2018 三木 竜雄 ﾐｷ ﾀﾂｵ Ｗｉｎｄ Ｒｕｎ 埼玉県 2:48:49
459 2348 齋藤 昭彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ 日通航空事業支店 神奈川県 2:49:00
460 2615 真木 伸雄 ﾏｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:49:02
461 2128 山本 修 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 東京ワインクラブ 神奈川県 2:49:03
462 2640 皆川 浩 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｼ モスト 神奈川県 2:49:18
463 2686 中尾 淳司 ﾅｶｵ ｱﾂｼ 神奈川県 2:49:18
464 2627 岩田 佳宏 ｲﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:49:28
465 2534 柴田 隆之 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:49:52
466 2513 佐藤 良一 ｻﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ シス防 東京都 2:49:53
467 2678 宮本 隆央 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋｻ マンボウ 神奈川県 2:50:06
468 2160 矢島 政浩 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:50:12
469 72001 ＣＵＲＴＩＮ ＰＡＴＲＩＣＫ．Ｍ 2:50:41
470 2352 鈴木 信夫 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:50:41
471 2238 松田 時彦 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｷﾋｺ 神奈川県 2:50:44
472 2618 長谷川 俊二 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:50:52
473 2366 嶽山 康則 ﾀﾞｹﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 2:51:22
474 2055 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:51:54
475 2499 岩田 栄司 ｲﾜﾀ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:52:18
476 2416 諸岡 昌也 ﾓﾛｵｶ ﾏｻﾔ 東京商船大学ＯＢ 千葉県 2:52:20
477 2561 橋本 和弘 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:52:20
478 2231 山岸 悟 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:52:33
479 2092 神崎 秀昭 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 2:52:57
480 2439 山田 章雄 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ 神奈川県 2:53:16
481 2507 高田 潤一 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＨＡＴＴＡ 神奈川県 2:53:28
482 2328 木村 純 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 2:53:44
483 2098 戸枝 正裕 ﾄｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:54:07
484 2391 芝元 雅夫 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾏｻｵ 神奈川県 2:54:28
485 2301 佐藤 雄二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:54:43
486 2295 定山 英二 ｻﾀﾞﾔﾏ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:55:17
487 2392 細井 禎 ﾎｿｲ ﾀﾀﾞｼ 東京都 2:55:22
488 2616 葉本 隆司 ﾊﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 2:55:24
489 2045 長谷川 浩正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ 神奈川県 2:55:46
490 2452 根本 泰 ﾈﾓﾄ ﾔｽｼ 住重プラテック 東京都 2:56:06
491 2490 西山 慶一 ﾆｼﾔﾏ ｹｲｲﾁ うな勝ＲＣ 神奈川県 2:56:11
492 2542 生田目 正 ﾅﾏﾀﾒ ﾀﾀﾞｼ ホノルル同走会 東京都 2:56:12
493 2660 藤原 弘常 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾂﾈ 神奈川県 2:56:12
494 2404 成澤 義則 ﾅﾙｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:56:30
495 2202 古木名 洋司 ﾌﾙｷﾅ ﾖｳｼﾞ 神奈川県 2:56:30
496 2442 平塚 隆明 ﾋﾗﾂｶ ﾀｶｱｷ 東京海上日動 東京都 2:56:54
497 2093 伊藤 桂一 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 神奈川県 2:56:58
498 2710 本間 純也 ﾎﾝﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 2:56:59
499 2250 森井 信行 ﾓﾘｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 2:57:22
500 2190 清水 正樹 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 2:57:22
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501 2614 勝村 則和 ｶﾂﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 2:57:23
502 2239 前田 誠 ﾏｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:57:42
503 2662 高橋 賢 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ ＦＡＭＩＣ 東京都 2:57:46
504 2441 原 尚哉 ﾊﾗ ﾅｵﾔ 警視庁 神奈川県 2:57:46
505 2540 長田 元伸 ｵｻﾀﾞ ﾓﾄﾉﾌﾞ 東京都 2:57:51
506 2290 田中 滋二 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｼﾞ 神奈川県 2:57:52
507 2213 牟田 紀博 ﾑﾀ ﾉﾘﾋﾛ 神奈川県 2:58:04
508 2183 藤原 玄男 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾈｵ 埼玉県 2:58:19
509 2245 村上 康 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽｼ ハーファーズ 東京都 2:58:23
510 2696 倉林 重光 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾐﾂ 神奈川県 2:58:24
511 2519 中井 行雄 ﾅｶｲ ﾕｷｵ 神奈川県 2:58:27
512 2326 佐藤 忠世 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖ 神奈川県 2:58:29
513 2216 藤野 泰弘 ﾌｼﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:58:48
514 2217 高木 洋 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:58:48
515 2643 眞柄 健二郎 ﾏｶﾞﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ あおぞら 神奈川県 2:58:57
516 2510 稲葉 文彦 ｲﾅﾊﾞ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 2:58:59
517 2152 森田 博之 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 2:59:01
518 2079 菅原 淳 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ ＲＥＧ走る会 東京都 2:59:11
519 2418 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 塩野義製薬 神奈川県 2:59:16
520 2447 小長谷 宏 ｺﾅｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 静岡県 2:59:18
521 2230 岡崎 喜則 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ チーム若葉 神奈川県 2:59:30
522 2498 柴田 俊守 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾓﾘ 神奈川県 2:59:39
523 2381 須田 伸次 ｽﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 2:59:49
524 2197 神野 学 ｶﾐﾉ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 2:59:59
525 2612 敦賀 久雄 ﾂﾙｶﾞ ﾋｻｵ 野原産業 東京都 3:00:01
526 2086 日高 敬祐 ﾋﾀﾞｶ ｹｲｽｹ 東京都 3:00:47
527 2164 福田 正宏 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:01:20
528 2465 水谷 圭一 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹｲｲﾁ 東京都 3:02:12
529 2377 平岩 康史 ﾋﾗｲﾜ ﾔｽｼ 神奈川県 3:02:49
530 2240 塩崎 仲哉 ｼｵｻﾞｷ ﾅｶﾔ 神奈川県 3:03:48
531 2607 青木 房人 ｱｵｷ ﾌｻﾄ 横浜通商 神奈川県 3:03:49
532 2060 小田 利一 ｵﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 3:03:50
533 2532 鈴木 茂樹 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｷ オッケー牧場 埼玉県 3:04:26
534 2503 五百川 豊 ｲｵｶﾜ ﾕﾀｶ 神奈川県 3:04:45
535 2741 浦田 茂朗 ｳﾗﾀ ｼｹﾞｵ 神奈川県 3:05:20
536 2188 笠井 雄三郎 ｶｻｲ ﾕｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 国際ＲＵＮチーム 東京都 3:05:49
537 2665 山田 隆幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 気楽会 神奈川県 3:06:13
538 2102 小口 裕一 ｺｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 3:06:27
539 2146 小倉 孝夫 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｵ 神奈川県 3:06:35
540 2185 大八木 直 ｵｵﾔｷﾞ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 3:06:38
541 2374 岡野 堅一 ｵｶﾉ ｹﾝｲﾁ 日本電子計算 東京都 3:07:11
542 2276 山下 秀敏 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 3:07:20
543 2479 田中 英明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 3:07:27
544 2233 笠見 啓一 ｶｻﾐ ｹｲｲﾁ ＴＢＲＣ 神奈川県 3:07:36
545 2476 高崎 久成 ﾀｶｻｷ ﾋｻﾅﾘ 鵠沼昭電社 神奈川県 3:08:05
546 2704 岩田 毅 ｲﾜﾀ ﾀｹｼ 神奈川県 3:09:19
547 2253 岡田 聡 ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 3:09:39
548 2291 加藤 康人 ｶﾄｳ ﾔｽﾄ 神奈川県 3:10:09
549 2466 曽根 伸二 ｿﾈ ｼﾝｼﾞ 東京都 3:10:30
550 2115 中塚 亨 ﾅｶﾂｶ ﾄｵﾙ 神奈川県 3:10:46
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551 2021 照屋 敦 ﾃﾙﾔ ｱﾂｼ リィーフィＰＲＣ 東京都 3:11:14
552 2581 清水 正樹 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｷ フジテレビ 神奈川県 3:11:18
553 2608 高山 善行 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 自衛隊 神奈川県 3:13:25
554 2666 鈴木 雅浩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 3:14:57
555 2010 鹿糠 嘉津博 ｶﾇｶ ｶﾂﾋﾛ カヌカクラブ 神奈川県 3:16:04
556 2613 清水 浩行 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:17:54
557 2308 中小路 章 ﾅｶｺｳｼﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 3:18:50
558 2645 鈴木 一弘 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ ＭＲＣ 神奈川県 3:23:15
559 2023 高野 義瑞 ﾀｶﾉ ﾖｼﾐｽﾞ 東京都 3:23:16
560 2161 中原 勇 ﾅｶﾊﾗ ｲｻﾑ 埼玉県 3:24:26
561 2509 西畑 義信 ﾆｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 大阪府 3:24:31
562 2173 水越 千昭 ﾐｽﾞｺｼ ﾁｱｷ 保険のマックス 埼玉県 3:24:42
563 2189 伊勢 正 ｲｾ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 3:26:33
564 2130 日高 央 ﾋﾀﾞｶ ﾋｻｼ 神奈川県 3:30:18
565 2646 小柳 剛 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ 明蓬館高校本厚木 神奈川県 3:33:18


