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1 432 小寺 隆文 ｺﾃﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ ガゼル 千葉県 1:17:12
2 685 久野 正悟 ﾋｻﾉ ｼｮｳｺﾞ 平塚市役所 神奈川県 1:19:18
3 591 佐藤 大地 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 湘南アスリート 神奈川県 1:19:27
4 60 芦沢 優 ｱｼｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 横河電機陸上部 東京都 1:21:40
5 621 月崎 竜童 ﾂｷｻﾞｷ ﾘｭｳﾄﾞｳ ＪＡＸＡ 神奈川県 1:23:30
6 34 金内 正 ｶﾈｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県 1:25:20
7 541 関口 頌悟 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京都 1:26:14
8 539 松下 訓和 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾁｶｽﾞ 東京都 1:26:38
9 29 平野 帆峻 ﾋﾗﾉ ﾎﾀﾞｶ 神奈川県 1:27:23

10 561 山中 章宣 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾉﾘ 大和市役所 神奈川県 1:27:54
11 448 岡田 庄平 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 1:28:12
12 565 古賀 宏志 ｺｶﾞ ﾋﾛｼ 酒ＲＵＮ 神奈川県 1:29:04
13 606 石榑 昌也 ｲｼｸﾞﾚ ﾏｻﾔ 東京都 1:29:41
14 207 松田 佳久 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 東京都 1:31:16
15 616 早川 貴浩 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:33:19
16 424 安藤 遼太郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京都 1:33:38
17 415 地曳 建太 ｼﾞﾋﾞｷ ｹﾝﾀ 農大ラージ部 千葉県 1:33:45
18 661 ｏｗａｒｉ ｊｕｎｉｃｈｉ ｵﾜﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:34:07
19 126 梅田 浩太 ｳﾒﾀﾞ ｺｳﾀ 赤艇会マラソン部 神奈川県 1:34:32
20 687 中丸 義之 ﾅｶﾏﾙ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:34:37
21 600 齋藤 康幸 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ このみ薬局 茨城県 1:34:47
22 303 芝村 俊彦 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 1:35:08
23 443 坂本 裕二 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 東京ラン友の会 神奈川県 1:35:10
24 250 塩澤 龍之介 ｼｵｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 神奈川県 1:35:33
25 669 豊永 徹也 ﾄﾖﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 1:36:45
26 273 鈴木 雄土 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 神奈川県 1:37:03
27 209 宮田 弥 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ チームミヤタ 東京都 1:38:03
28 387 北川 一博 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:38:09
29 49 前田 誓良 ﾏｴﾀﾞ ﾁｶﾗ 大阪府 1:38:21
30 35 井関 康弘 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県庁 埼玉県 1:39:00
31 192 岡田 俊輔 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 東京都 1:39:23
32 679 小柳 貴宏 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:39:33
33 58 植田 芳幸 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 特養 北上の郷 静岡県 1:39:33
34 632 田中 真吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ ローソンストア 東京都 1:39:55
35 633 橋本 佳記 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 神奈川県 1:41:13
36 575 齋藤 秀夫 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 1:41:30
37 437 菅谷 直紀 ｽｶﾞﾔ ﾅｵｷ 東京都 1:42:01
38 521 和田 将一 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 1:42:12
39 342 野崎 卓朗 ﾉｻﾞｷ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 1:42:21
40 307 小俣 淳一 ｵﾏﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:42:39
41 395 内山 一弘 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:42:41
42 502 高橋 彪 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 千葉県 1:43:05
43 64 大野 達也 ｵｵﾉ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:43:08
44 634 新井 与陽 ｱﾗｲ ﾓﾄﾊﾙ 埼玉県 1:43:21
45 384 寺倉 万敬 ﾃﾗｸﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 1:43:33
46 310 田邊 峻佑 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 1:43:33
47 607 斎藤 雄太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:43:40
48 414 松田 健汰 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ 静岡県 静岡県 1:43:48
49 261 小山 貴史 ｺﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 1:44:26
50 365 東風 映大 ｺﾁ ｱｷﾋﾛ 東京都 1:44:40
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51 61 町田 直昭 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵｱｷ 横河電機 東京都 1:44:44
52 426 加藤 優輝 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 神奈川県 1:44:54
53 361 斎藤 義幸 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:45:05
54 590 原田 至孝 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 檜原クラブ 東京都 1:45:12
55 51 二村 直樹 ﾌﾀﾑﾗ ﾅｵｷ ランナーズＫ 東京都 1:45:30
56 622 ベルナール パブロ ﾍﾞﾙﾅｰﾙ ﾊﾟﾌﾞﾛ ＪＡＸＡ 神奈川県 1:45:39
57 128 田代 達也 ﾀｼﾛ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:45:43
58 655 和田 優土 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ 神奈川県 1:45:48
59 490 東城 宗熙 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾑﾈﾋﾛ 東京工業大学 東京都 1:46:28
60 46 望月 雄太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:46:53
61 403 吉井 一駿 ﾖｼｲ ｶｽﾞﾄｼ 千葉県 1:47:09
62 410 山野内 正吾 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳｺﾞ ランジョグ 神奈川県 1:47:26
63 532 飯野 拓真 ｲｲﾉ ﾀｸﾏ 長野県 1:48:02
64 579 上原 賢 ｳｴﾊﾗ ｹﾝ 東京都 1:48:13
65 177 下川 雄大 ｼﾓｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 東村山ランニング 東京都 1:48:23
66 14 中島 孟志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 神奈川県 1:48:58
67 425 橋本 健志 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 1:49:42
68 551 坂本 勇太 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 静岡県 1:49:56
69 7 嶋村 俊介 ｼﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ＳＨＵＮＫＯＵ 神奈川県 1:50:14
70 593 芳賀 昇平 ﾊｶﾞ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 1:50:28
71 604 中村 祐也 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 神奈川県 1:50:46
72 93 七田 尚哉 ｼﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 1:50:53
73 184 佐藤 優光 ｻﾄｳ ﾏｻﾐﾂ 神奈川県 1:51:13
74 144 矢吹 裕一 ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｲﾁ プロフィジカル 神奈川県 1:52:02
75 289 工藤 是秀 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾃﾞ ＦＣコラソン 神奈川県 1:52:09
76 288 足立 裕太 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:52:16
77 564 宮嶋 友之 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ ＳＦＲＣ 東京都 1:52:22
78 434 足利 嘉彦 ｱｼｶｶﾞ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 1:52:37
79 537 甲斐 亮汰 ｶｲ ﾘｮｳﾀ ＢＥＥＲＥＳＴ 神奈川県 1:52:50
80 497 大岡 稜 ｵｵｵｶ ﾘｮｳ 富士通 神奈川県 1:52:51
81 364 田中 秀紀 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ ＤＥＰ＿ＴＲＡＩ 神奈川県 1:53:04
82 172 木下 嘉人 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 1:53:05
83 105 田中 健人 ﾀﾅｶ ｹﾝﾄ 東京都 1:53:54
84 199 請川 大造 ｳｹｶﾞﾜ ﾀﾞｲｿﾞｳ 宮崎県 1:54:18
85 20 古屋 憲吾 ﾌﾙﾔ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 1:55:01
86 578 小山内 直人 ｵｻﾅｲ ﾅｵﾄ 神奈川県 1:55:16
87 421 渡辺 文章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｱｷ 東京都 1:55:44
88 671 鹿島 泰造 ｶｼﾏ ﾀｲｿﾞｳ 平沼高校 神奈川県 1:55:49
89 151 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東京都 1:56:01
90 83 荒金 友彦 ｱﾗｶﾞﾈ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 1:56:03
91 529 藤森 達也 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:56:19
92 430 多々良 潔 ﾀﾀﾗ ｷﾖｼ ぱなせろな 神奈川県 1:56:20
93 476 原田 浩志 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:56:25
94 24 萩尾 大輔 ﾊｷﾞｵ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:56:28
95 31 村上 拓也 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ ＪＢＭＡ 東京都 1:56:43
96 292 都築 圭太 ﾂﾂﾞｷ ｹｲﾀ 神奈川県 1:56:55
97 647 下園 哲也 ｼﾓｿﾞﾉ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:57:21
98 27 松井 琢哉 ﾏﾂｲ ﾀｸﾔ 東京都 1:57:26
99 272 長橋 洋平 ﾅｶﾞﾊｼ ﾖｳﾍｲ ドコモ 神奈川県 1:57:31

100 235 山崎 広基 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:57:42
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101 13 幾田 貴洋 ｲｸﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:57:59
102 70004 Ｒｕｄｏｌｐｈ Ｊｏｓｅｐｌ 1:58:04
103 335 黒川 翔平 ｸﾛｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 1:58:20
104 510 北爪 啓一 ｷﾀﾂﾞﾒ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:58:21
105 475 新開 庸平 ｼﾝｶﾞｲ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:58:32
106 466 石田 洸 ｲｼﾀﾞ ｺｳ 東京都 1:58:50
107 677 西村 真二 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:58:55
108 422 吉野 圭悟 ﾖｼﾉ ｹｲｺﾞ 神奈川県 1:58:57
109 363 小島 邦洋 ｺｼﾞﾏ ｸﾆﾋﾛ 神奈川県 1:59:17
110 446 西沢 築 ﾆｼｻﾞﾜ ｷｽﾞｸ 神奈川県 1:59:27
111 226 宮本 武 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 1:59:31
112 238 小原 卓二 ｵﾊﾞﾗ ﾀｸｼﾞ 東京都 1:59:50
113 465 高橋 良介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 2:00:10
114 74 佐藤 武史 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 2:00:10
115 391 小関 修平 ｺｾｷ ｼｭｳﾍｲ 東京都 2:00:15
116 526 小泉 貴寛 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ ＦＲＣ 神奈川県 2:00:33
117 91 片山 弘教 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ おうちコープ 神奈川県 2:00:37
118 666 山田 知典 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 2:00:41
119 200 土橋 陽一朗 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:00:48
120 398 佐藤 大樹 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 2:00:48
121 319 白川 直希 ｼﾗｶﾜ ﾅｵｷ 神奈川県 2:00:56
122 41 桑原 直晃 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵｱｷ 神奈川県 2:01:36
123 516 花香 智之 ﾊﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 東京都 2:01:40
124 494 広部 真 ﾋﾛﾍﾞ ﾏｺﾄ 東京都 2:01:44
125 113 梅田 優人 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾄ 東京都 2:02:13
126 660 伊藤 岳 ｲﾄｳ ｶﾞｸ 東京都 2:02:13
127 153 上田 純一 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:02:29
128 473 木内 雄士 ｷｳﾁ ﾕｳｼ 住友生命保険 東京都 2:02:47
129 524 輿石 経昌 ｺｼｲｼ ﾂﾈﾏｻ 東京都 2:02:48
130 615 堀切 孝則 ﾎﾘｷﾘ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 2:03:04
131 519 阿部 隼人 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ ＦＲＣ 東京都 2:03:31
132 19 幾田 智洋 ｲｸﾀ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 2:04:00
133 404 柴田 翔平 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 東京海洋大学 東京都 2:04:33
134 246 栗原 直也 ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾔ 東京都 2:04:34
135 227 小川 翔平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 東京都 2:04:46
136 382 松田 啓介 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ フロンティア 神奈川県 2:04:50
137 645 梶 弘宣 ｶｼﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ アルプス技研 神奈川県 2:05:02
138 367 中島 正樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｷ 神奈川県 2:05:19
139 70005 ＭａｃＤｏｎａｌｄ Ｒｙａｎ．Ｓ 2:05:49
140 239 寺西 洋輔 ﾃﾗﾆｼ ﾖｳｽｹ 神奈川県 2:05:53
141 491 山梨 良太 ﾔﾏﾅｼ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 2:05:53
142 674 竹内 紀勝 ﾀｹｳﾁ ﾉﾘｶﾂ 神奈川県 2:06:01
143 484 請関 将伍 ｳｹｾﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 2:06:07
144 231 前田 孝範 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 2:06:11
145 373 石戸谷 護 ｲｼﾄﾞﾔ ﾏﾓﾙ 神奈川県 2:06:25
146 597 鯨井 宏尚 ｸｼﾞﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 2:06:31
147 668 木倉 吉朗 ｷｸﾗ ﾖｼﾛｳ 山口県 2:06:42
148 142 青鹿 喜芳 ｱｵｼｶ ｷﾖｼ 東京都 2:06:44
149 92 野見山 亮 ﾉﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:06:45
150 328 大日方 剛 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾂﾖｼ 東京都 2:06:48
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151 315 市川 壇 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞﾝ 神奈川県 2:06:54
152 587 加藤 裕之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:07:23
153 680 岡嵜 隆太郎 ｵｶｻﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 立教大学 神奈川県 2:07:24
154 480 北野 勝也 ｷﾀﾉ ｶﾂﾔ 埼玉県 2:07:25
155 389 丹 茂孝 ﾀﾝ ｼｹﾞﾀｶ 神奈川県 2:07:30
156 428 中西 信博 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 2:07:34
157 258 宇谷 修秀 ｳﾀﾆ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 境川ファンランクラブ 神奈川県 2:07:40
158 643 長山 義行 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 2:07:42
159 104 浅井 栄大 ｱｻｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ 茨城県 2:07:45
160 585 安倍 宏晃 ｱﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 川崎市陸協会 神奈川県 2:08:19
161 613 新井 孔明 ｱﾗｲ ｺｳﾒｲ 東京都 2:08:32
162 87 四辻 肇 ﾖﾂｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 2:08:50
163 98 小宮山 大 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾞｲ 神奈川県 2:08:54
164 263 川崎 兵庫 ｶﾜｻｷ ﾋｮｳｺﾞ 神奈川県 2:08:56
165 287 佐野 寿人 ｻﾉ ﾋｻﾄ 神奈川県 2:08:57
166 205 宿利 隆司 ｼｸﾘ ﾘｭｳｼﾞ 岐阜県 2:09:03
167 550 松本 俊和 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 2:09:04
168 131 戸松 豪 ﾄﾏﾂ ｺﾞｳ 神奈川県 2:09:42
169 50 岡本 健太郎 ｵｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 2:09:50
170 190 鈴木 悠平 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾍｲ 神奈川県 2:09:55
171 405 田中 諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ ＪＤＳ 神奈川県 2:10:02
172 431 上田 司 ｳｴﾀﾞ ﾂｶｻ 東京都 2:10:03
173 610 佐伯 量平 ｻｴｷ ﾘｮｳﾍｲ 鳩の会 神奈川県 2:10:10
174 101 西川 勝 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:10:10
175 149 川原 裕明 ｶﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 千葉県 2:10:16
176 381 善治 博司 ｾﾞﾝｼﾞ ﾋﾛｼ 東京都 2:10:22
177 512 杉 直佑 ｽｷﾞ ﾅｵｽｹ 東京都 2:10:25
178 316 山口 凌英 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｴｲ 神奈川県 2:10:35
179 276 工藤 伸夫 ｸﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ ＪＡ横浜 神奈川県 2:10:43
180 181 西本 幸平 ﾆｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 神奈川県 2:10:50
181 417 若松 恭平 ﾜｶﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 神奈川県 2:10:56
182 611 村松 直哉 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵﾔ 神奈川県 2:10:58
183 185 楠本 浩雅 ｸｽﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ うぃっうぃ～ 神奈川県 2:10:59
184 412 伊藤 祐樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 東京都 2:11:02
185 248 木村 壮志 ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:11:03
186 148 中谷 誠 ﾅｶﾀﾆ ﾏｺﾄ 東京都 2:11:06
187 555 齊藤 健太 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 東京都 2:11:14
188 265 島津 将人 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:11:34
189 122 宇田 裕貴 ｳﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 2:11:41
190 116 松田 裕太郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 2:11:44
191 96 長谷川 雄也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 横浜東邦病院 神奈川県 2:12:01
192 106 渥美 裕樹 ｱﾂﾐ ﾕｳｷ 産総研 茨城県 2:12:09
193 562 岸田 雄太 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 神奈川県 2:12:26
194 212 中原 聡仁 ﾅｶﾊﾗ ｱｷﾖｼ 神奈川県 2:12:33
195 211 枝村 太樹 ｴﾀﾞﾑﾗ ﾀｲｷ 神奈川県 2:12:36
196 619 堀江 幸太 ﾎﾘｴ ｺｳﾀ 岩谷瓦斯 神奈川県 2:12:56
197 641 深山 勇二 ﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:13:31
198 152 笹本 浩司 ｻｻﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 2:13:37
199 270 駒場 望 ｺﾏﾊﾞ ﾉｿﾞﾑ カピ神 神奈川県 2:13:40
200 511 石井 圭介 ｲｼｲ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:13:44
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201 542 小西 昭広 ｺﾆｼ ｱｷﾋﾛ 陸上自衛隊 神奈川県 2:13:44
202 301 前田 芳幹 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｷ 神奈川県 2:13:49
203 223 笠原 健太 ｶｻﾊﾗ ｹﾝﾀ 東京都 2:14:03
204 455 小竹 拓也 ｺﾀｹ ﾀｸﾔ 神奈川県 2:14:14
205 40 氏次 祐貴 ｳｼﾞﾂｸﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 2:14:18
206 45 西 和仁 ﾆｼ ｶｽﾞﾄ 茨城県 2:14:22
207 419 亀田 真一 ｶﾒﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 2:14:23
208 11 長橋 圭吾 ﾅｶﾞﾊｼ ｹｲｺﾞ 神奈川県 2:14:45
209 686 中丸 隆之 ﾅｶﾏﾙ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:15:06
210 337 櫻井 一徳 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 2:15:37
211 59 峰崎 泰生 ﾐﾈｻﾞｷ ﾔｽｵ 神奈川鑑定士協会 神奈川県 2:15:43
212 217 山内 康広 ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:15:45
213 589 豊田 純平 ﾄﾖﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＨＩＥＮＧ 東京都 2:16:30
214 94 上田 佳祐 ｳｴﾀﾞ ｹｲｽｹ アナコンダ 神奈川県 2:16:44
215 90 高岡 弘明 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:16:49
216 370 森本 浩章 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:16:50
217 168 秋葉 賢一 ｱｷﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:17:02
218 66 中村 康人 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ 西部病院臨床検査部慶弔係班長 神奈川県 2:17:07
219 308 河野 真大 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:17:36
220 170 吉川 貴裕 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:17:36
221 191 瀬下 渉 ｾｼﾓ ﾜﾀﾙ 神奈川県 2:17:52
222 614 山県 昌明 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｻｱｷ 東京都 2:17:55
223 313 上岡 健二 ｶﾐｵｶ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:18:04
224 70003 Ａｃｏｓｔａ Ｋａｒｉｍ．Ｓ 2:18:05
225 70006 Ｍｃｃｌａｕｇｈｒｙ Ｄｏｕｇｌａｓ．Ｍ 2:18:28
226 338 小城 伸晃 ｺｼﾛ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 2:18:31
227 17 三輪 浩之 ﾐﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:18:32
228 649 中村 昌弘 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 箱館走人 東京都 2:18:35
229 344 日吉 亮太 ﾋﾖｼ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 2:18:57
230 654 台原 史也 ﾀﾞｲﾊﾗ ﾌﾐﾔ 神奈川県 2:19:02
231 155 相馬 和人 ｿｳﾏ ｶｽﾞﾄ 神奈川県 2:19:09
232 5 野崎 淳 ﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:19:33
233 33 林 直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 神奈川県 2:20:28
234 348 梶谷 利一郎 ｶｼﾞﾀﾆ ﾘｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:20:39
235 193 岩佐 実徳 ｲﾜｻ ﾐﾉﾘ 神奈川県 2:20:43
236 188 久保 一樹 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 神奈川県 2:20:44
237 72 内田 泰介 ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｽｹ 東京都 2:20:47
238 341 武田 洋一 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 2:20:53
239 472 土屋 宏正 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 2:20:55
240 672 西 和彦 ﾆｼ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:20:57
241 399 榊原 光 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ 東京都 2:21:03
242 439 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 東京都 2:21:06
243 409 西 智人 ﾆｼ ﾄﾓﾋﾄ 東京都 2:21:12
244 552 兼瀬 賢大 ｶﾈｾ ｹﾝﾀ 神奈川県 2:21:39
245 221 藤原 悠輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:21:44
246 505 横山 智宏 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ ＧＲＡＮＡＴＥ 神奈川県 2:21:45
247 574 小林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 2:21:57
248 343 猪俣 亘平 ｲﾉﾏﾀ ｺｳﾍｲ 境川ファンラン 神奈川県 2:22:17
249 257 本間 修平 ﾎﾝﾏ ｼｭｳﾍｲ 境川ファンランクラブ 神奈川県 2:22:17
250 570 内田 雅之 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉県 2:22:35
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251 468 林 寛太 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ 埼玉県 2:22:35
252 171 土屋 智 ﾂﾁﾔ ｻﾄｼ 神奈川県 2:22:40
253 478 加藤 雅之 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:22:43
254 563 大塚 達哉 ｵｵﾂｶ ﾀﾂﾔ 埼玉県 2:23:01
255 164 エリス ブライアン ｴﾘｽ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 東京都 2:23:05
256 112 山口 晃輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 神奈川県 2:23:29
257 97 上田 将成 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 神奈川県 2:23:33
258 55 津田 哲 ﾂﾀﾞ ｻﾄﾙ 焼肉ファイヤーズ 千葉県 2:23:57
259 216 水口 佳一 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 首都大超伝導 神奈川県 2:24:28
260 374 白倉 友拡 ｼﾗｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 2:24:50
261 220 種村 翔太 ﾀﾈﾑﾗ ｼｮｳﾀ 神奈川県 2:25:04
262 3 津野 靖大 ﾂﾉ ﾔｽﾋﾛ 相模原能開校 神奈川県 2:25:25
263 385 赤城 博斎 ｱｶｷﾞ ﾋﾛﾖｼ 鹿島建設（株） 東京都 2:25:28
264 302 森田 浩司 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ ヒマワリＲＣ 神奈川県 2:25:32
265 368 福本 哲平 ﾌｸﾓﾄ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県 2:25:35
266 625 國井 大地 ｸﾆｲ ﾀﾞｲﾁ 東京都 2:25:57
267 281 岡 隆二 ｵｶ ﾘｭｳｼﾞ ＪＡ横浜 神奈川県 2:26:00
268 557 近藤 慎吾 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 2:26:05
269 554 渡辺 雅明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:26:09
270 670 松崎 圭祐 ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:26:19
271 129 若松 渉 ﾜｶﾏﾂ ﾜﾀﾙ 東京都 2:26:28
272 114 西田 孝宏 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:26:30
273 544 小泉 瑞希 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 東京都 2:26:44
274 371 佐藤 慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 2:27:36
275 219 川井 聡 ｶﾜｲ ｻﾄｼ 神奈川県 2:27:46
276 602 小澤 謙太 ｵｻﾞﾜ ｹﾝﾀ （株）ユーキャン 神奈川県 2:27:46
277 394 奥 広樹 ｵｸ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:28:00
278 202 宋 太鎬 ｿﾝ ﾃﾎ 東京都 2:28:04
279 237 浅倉 弘幸 ｱｻｸﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:28:06
280 305 小林 正達 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐﾁ 長野県 2:28:06
281 269 上村 昌大 ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾀ 神奈川県 2:28:07
282 488 仲里 伸 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾝ 神奈川県 2:28:17
283 70002 Ｃａｓｕｇａ Ｌａｗｒｅｎｃｅ 2:28:20
284 43 下 貴裕 ｼﾓ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:28:24
285 383 木下 正亨 ｷﾉｼﾀ ﾏｻﾐﾁ 東京都 2:28:26
286 110 坂間 慶介 ｻｶﾏ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:28:39
287 143 豊川 竜太 ﾄﾖｶﾜ ﾘｭｳﾀ 東京都 2:29:00
288 271 山内 純 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:29:09
289 627 鈴木 靖人 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾄ 神奈川県 2:29:18
290 489 中野 豪 ﾅｶﾉ ｺﾞｳ 神奈川県 2:29:39
291 233 小田川 亮人 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾘｮｳﾄ 神奈川県 2:30:03
292 99 古殿 敬記 ﾌﾙﾄﾉ ﾀｶﾉﾘ 東京都 2:30:07
293 609 山下 裕輝 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｷ ＭＴランニング部 東京都 2:30:48
294 584 小川 哲也 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:30:52
295 506 中野 響平 ﾅｶﾉ ｷｮｳﾍｲ 東京都 2:31:06
296 293 鶴小屋 祥 ﾂﾙｺﾔ ｼｮｳ 神奈川県 2:31:30
297 624 佐藤 史隆 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 2:31:31
298 299 前田 龍太郎 ﾏｴﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 愛知県 2:31:36
299 102 谷川 陽亮 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 2:31:38
300 644 藤原 仙太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｾﾝﾀﾛｳ 横須賀学院高校 神奈川県 2:32:01
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301 10 河野 太陽 ｺｳﾉ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 2:32:01
302 9 杉田 爽 ｽｷﾞﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 2:32:01
303 262 松本 繁治 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾊﾙ 神奈川県 2:32:13
304 595 蔀 健一郎 ｼﾄﾐ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:32:28
305 369 五十嵐 真澄 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｽﾐ 神奈川県 2:32:46
306 295 平尾 卓也 ﾋﾗｵ ﾀｸﾔ ミヤギ 神奈川県 2:32:49
307 416 髙井 優介 ﾀｶｲ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:33:04
308 447 丸山 謙二 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:33:13
309 243 長山 大志 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｲｼ 神奈川県 2:33:22
310 62 中嶋 伸久 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋｻ 神奈川県 2:33:29
311 653 淺井 拓眞 ｱｻｲ ﾀｸﾏ 神奈川県 2:33:34
312 538 西田 龍司 ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 2:33:38
313 356 渡部 智樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ チームイニシア 神奈川県 2:33:39
314 165 奥田 洋一 ｵｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ＦＲＣ 東京都 2:33:49
315 457 久保田 洋介 ｸﾎﾞﾀ ﾖｳｽｹ 星野家 神奈川県 2:33:49
316 206 秋山 隼人 ｱｷﾔﾏ ﾊﾔﾄ 埼玉県 2:34:01
317 553 岡田 均 ｵｶﾀﾞ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:34:06
318 631 靏田 昂宏 ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ＡＬＳＯＫ 神奈川県 2:34:22
319 470 矢代 和也 ﾔｼﾛ ｶｽﾞﾔ 千葉県 2:35:14
320 531 渡辺 徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 埼玉県 2:35:27
321 515 山下 由樹 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 神奈川県 2:35:31
322 658 白谷 公孝 ｼﾗﾀﾆ ｷﾐﾀｶ 神奈川県 2:35:35
323 617 岸 勇喜 ｷｼ ﾕｳｷ 東京都 2:35:41
324 186 内田 善文 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 2:35:46
325 267 三戸 克仁 ﾐﾄ ｶﾂﾋﾄ 神奈川県 2:35:53
326 236 南雲 優介 ﾅｸﾞﾓ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:35:54
327 675 宮崎 悠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳ 神奈川県 2:36:02
328 400 齋藤 祐介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 東京都 2:36:07
329 107 村山 裕元 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛﾓﾄ 神奈川県 2:36:13
330 312 山本 章太 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 神奈川県 2:36:15
331 134 平山 平大 ﾋﾗﾔﾏ ﾍｲﾀ アナコンダ 神奈川県 2:36:32
332 375 小泉 拓也 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 神奈川県 2:36:41
333 224 三門 史人 ﾐｶﾄﾞ ﾌﾐﾄ 埼玉県 2:36:45
334 493 島崎 芳幸 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 東京都 2:37:00
335 429 清水 研吾 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｺﾞ 特許庁 千葉県 2:37:12
336 520 渡辺 悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:37:28
337 180 阪口 稔明 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ チームさかちゃん 東京都 2:37:48
338 135 飯塚 洋平 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｳﾍｲ とりあえず完走 東京都 2:37:50
339 388 芹澤 剛 ｾﾘｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 2:38:03
340 331 飯塚 直文 ｲｲﾂﾞｶ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 2:38:09
341 360 後藤 陽介 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｽｹ 首都大超伝導 東京都 2:38:13
342 366 梅田 大介 ｳﾒﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:38:33
343 651 湯本 義裕 ﾕﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:38:37
344 652 池田 大悟 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 2:38:40
345 623 古本 貴司 ﾌﾙﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 2:38:57
346 637 和田 祐樹 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 竹清会 神奈川県 2:39:05
347 32 近藤 玄 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝ ＩＭＣ 神奈川県 2:39:35
348 420 大越 雄斗 ｵｵｺｼ ｶｽﾞﾄ 神奈川県 2:39:40
349 125 城取 良樹 ｼﾛﾄﾘ ﾖｼｷ 東京都 2:39:55
350 612 岸 智則 ｷｼ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 2:40:13
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351 592 三吉 聖悟 ﾐﾖｼ ｼｮｳｺﾞ 共同通信社 神奈川県 2:40:23
352 639 廣川 拓也 ﾋﾛｶﾜ ﾀｸﾔ 志木テニ 千葉県 2:40:23
353 642 仁藤 隆之 ﾆﾄｳ ﾀｶﾕｷ コイヌマ 神奈川県 2:40:26
354 166 川島 遼 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ 神奈川県 2:40:29
355 280 筒口 久史 ﾂﾂｸﾞﾁ ﾋｻｼ 神奈川県 2:40:33
356 626 渡会 快朗 ﾜﾀﾗｲ ﾖｼﾛｳ 東京都 2:40:40
357 477 田井中 悠 ﾀｲﾅｶ ﾕｳ 東京都 2:40:44
358 683 柳瀬 晋太郎 ﾔﾅｾ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 2:40:45
359 469 鈴木 悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ ＷｉｎｄＲｕｎ 神奈川県 2:40:47
360 630 佐伯 亮祐 ｻｴｷ ﾘｮｳｽｹ ＹＢＣ 埼玉県 2:41:06
361 605 辻 大地 ﾂｼﾞ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 2:41:10
362 673 大圃 拓磨 ｵｵﾊﾀ ﾀｸﾏ 教職員人事課 神奈川県 2:41:23
363 441 横田 新 ﾖｺﾀ ｱﾗﾀ 埼玉県 2:41:27
364 124 齋藤 隼毅 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 神奈川県 2:41:34
365 75 石川 涼太 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 2:41:36
366 380 渡部 潤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:41:39
367 65 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 2:41:58
368 456 粕谷 明彦 ｶｽﾔ ｱｷﾋｺ 星野家 埼玉県 2:42:01
369 549 佐々木 明 ｻｻｷ ｱｷﾗ 神奈川県 2:42:11
370 159 井本 裕也 ｲﾓﾄ ﾕｳﾔ 神奈川県 2:42:12
371 133 坂下 聡太 ｻｶｼﾀ ｿｳﾀ アナコンダ 神奈川県 2:42:13
372 70007 Ｎａｖａｒｒｅｔｅ Ａｌｅｊａｎｄｒｏ．Ｊ 2:42:19
373 136 塚元 信晴 ﾂｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾊﾙ 東京都 2:42:24
374 588 倉前 宏 ｸﾗﾏｴ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:42:29
375 481 望月 信宏 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 2:42:36
376 198 西田 裕司 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＢＥＲＵＮ 東京都 2:42:54
377 95 山崎 裕太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 東京都 2:42:57
378 523 田生 智久 ﾀｼｮｳ ﾄﾓﾋｻ 東京都 2:43:04
379 566 新田 博志 ﾆｯﾀ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:43:24
380 518 小宮 貴大 ｺﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:43:25
381 68 田村 悠 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 神奈川県 2:44:01
382 608 山崎 雄志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼ 神奈川県 2:44:09
383 467 小倉 慧 ｵｸﾞﾗ ｹｲ 埼玉県 2:44:44
384 323 鎗光 颯太 ﾔﾘﾐﾂ ｿｳﾀ 野村證券 神奈川県 2:44:45
385 18 瀧廣 和男 ﾀｷﾋﾛ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:45:00
386 317 菅野 恭平 ｶﾝﾉ ｷｮｳﾍｲ 神奈川県 2:45:02
387 324 内田 雄己 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 2:45:03
388 167 岡本 賢二 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:45:07
389 47 久高 和人 ﾋｻﾀｶ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都 2:45:07
390 1 鍬竹 信之介 ｸﾜﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ ＡＥ８５レビン 神奈川県 2:45:09
391 479 森本 雄大 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:45:12
392 169 高村 剛 ﾀｶﾑﾗ ｺﾞｳ 神奈川県 2:45:14
393 559 齋藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 愛知県 2:46:16
394 676 藤井 孝夫 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｵ 東京都 2:46:27
395 37 渡邉 惇史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 2:46:35
396 291 高橋 潤一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:46:43
397 314 竹村 航 ﾀｹﾑﾗ ﾜﾀﾙ 境川ファンランクラブ 神奈川県 2:47:09
398 158 森岡 知也 ﾓﾘｵｶ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:47:31
399 601 黒木 大輔 ｸﾛｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:47:42
400 533 戸田 五三 ﾄﾀﾞ ｲｿﾐ 千葉県 2:47:43
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401 545 笠井 崇行 ｶｻｲ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:48:03
402 108 石井 政章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:48:05
403 252 阿部 和也 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:48:07
404 278 中沢 令素太 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｽﾀ 東京都 2:48:11
405 300 小嶌 一輝 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 猛走クラブ 神奈川県 2:48:33
406 450 大槻 槙之介 ｵｵﾂｷ ｼﾝﾉｽｹ 神奈川県 2:49:28
407 463 久能 英幹 ｸﾉｳ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:49:35
408 30 井田 周平 ｲﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 2:49:43
409 659 早野 秀昭 ﾊﾔﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 2:49:45
410 543 大橋 真二 ｵｵﾊｼ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 2:50:08
411 160 新井 匠 ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 埼玉県 2:50:12
412 256 座間 康介 ｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 境川ファンランクラブ 神奈川県 2:50:13
413 36 高橋 昌臣 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵﾐ 東京都 2:50:20
414 279 木村 雄一郎 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:50:21
415 275 楪 矩輝 ﾕｽﾞﾘﾊ ﾉﾘｷ 東京都 2:50:25
416 354 中村 勇太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 神奈川県 2:50:33
417 228 山崎 大地 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 2:51:00
418 127 山下 峻 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝ 茨城県 2:51:18
419 372 山田 雄三 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 2:51:20
420 85 神山 康樹 ｶﾐﾔﾏ ｺｳｷ 神奈川県 2:51:23
421 78 須貝 亮 ｽｶﾞｲ ﾘｮｳ 神奈川県 2:51:41
422 357 杉野 太亮 ｽｷﾞﾉ ﾀｲｽｹ 京都府 2:51:44
423 229 関 理仁 ｾｷ ﾏｻﾄ 埼玉県 2:51:52
424 583 峰村 晋策 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾝｻｸ 神奈川県 2:51:59
425 204 澤井 宏昭 ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:52:43
426 156 寺岡 正史 ﾃﾗｵｶ ﾏｻｼ 神奈川県 2:52:50
427 215 大井 駿平 ｵｵｲ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東京都 2:53:16
428 138 橋口 慎哉 ﾊｼｸﾞﾁ ｼﾝﾔ アナコンダ 神奈川県 2:54:04
429 325 加藤 輝明 ｶﾄｳ ﾃﾙｱｷ 神奈川県 2:54:19
430 48 佐藤 晋之介 ｻﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 東京都 2:54:33
431 396 荒井 耕平 ｱﾗｲ ｺｳﾍｲ 神奈川県 2:54:44
432 498 田村 真二 ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 天承整骨院 神奈川県 2:54:51
433 109 藤嶋 直史 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅｵﾌﾐ 東京都 2:54:55
434 495 長岡 一樹 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞｷ 茨城県 2:55:14
435 321 多賀 祐太 ﾀｶﾞ ﾕｳﾀ 神奈川県 2:55:41
436 39 玉木 諒 ﾀﾏｷ ﾘｮｳ 東京都 2:55:47
437 218 影山 祐司 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 2:55:53
438 667 太田 悠介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:56:01
439 558 秋山 誉 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ スクリーン 神奈川県 2:56:15
440 638 高麗 大地 ｺﾏ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 2:56:16
441 334 竹口 泰裕 ﾀｹｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 2:56:18
442 247 高橋 琢朗 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾛｳ 埼玉県 2:56:20
443 496 吉永 武史 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｹｼ 東京都 2:56:30
444 650 耒田 優来 ｷﾀﾞ ﾕｳｷ 東京都 2:56:32
445 244 西村 亮 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 東京都 2:56:44
446 6 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:56:55
447 298 宮崎 祐一 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:57:16
448 183 坂本 一樹 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｷ ＦＲＣ 東京都 2:57:49
449 684 野澤 英樹 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:57:51
450 277 岩橋 一弥 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾔ 東京都 2:58:10
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451 2 佐藤 紀 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 2:58:14
452 326 井角 文哉 ｲｽﾐ ﾌﾐﾔ 神奈川県 2:58:31
453 259 丸山 雄斗 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾄ 境川ファンランクラブ 東京都 2:58:33
454 232 杉崎 祐太郎 ｽｷﾞｻｷ ﾕｳﾀﾛｳ ぴかぴかブロック 神奈川県 2:58:39
455 330 島谷 大輔 ｼﾏﾔ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:58:44
456 234 松本 愛博 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ ＲＵＮＮＥＲＳ 神奈川県 2:58:57
457 333 一居 雅路 ｲﾁｲ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 2:59:15
458 572 荒川 建一 ｱﾗｶﾜ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:59:34
459 117 高橋 響 ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 神奈川県 2:59:37
460 56 仁田 伸寿 ﾆｯﾀ ﾉﾌﾞﾄｼ 東京都 2:59:37
461 163 山内 朗裕 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 東京都 3:00:10
462 688 赤崎 友哉 ｱｶｻﾞｷ ﾄﾓﾔ トータルブレーン 神奈川県 3:00:12
463 580 山中 貴志 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 神奈川県 3:00:25
464 132 花田 高彬 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｶｱｷ アナコンダ 神奈川県 3:00:29
465 442 児嶋 亮平 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 3:00:32
466 214 山口 友彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 青工研 神奈川県 3:00:36
467 648 三枝木 貴浩 ｻｴｷ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:02:14
468 628 村井 功 ﾑﾗｲ ｲｻｵ 神奈川県 3:02:16
469 130 山下 徹 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ 東京都 3:02:33
470 274 山下 大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:02:59
471 196 中井 陸雄 ﾅｶｲ ﾘｸｵ 神奈川県 3:04:00
472 260 三上 浩平 ﾐｶﾐ ｺｳﾍｲ 神奈川県 3:04:15
473 297 壺井 貴朗 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｱｷ 神奈川県 3:04:46
474 255 長峰 裕紀 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾕｳｷ 千葉県 3:05:42
475 309 吉田 貴裕 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 日本ハム東販売（株） 神奈川県 3:05:59
476 284 山口 純 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 3:06:26
477 52 鷲山 伸広 ﾜｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 3:06:26
478 471 白土 良典 ｼﾗﾄ ﾘｮｳｽｹ 東京都 3:06:59
479 225 真田 尚輝 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵｷ 東京都 3:07:05
480 15 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 3:07:09
481 418 中山 元 ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 3:07:12
482 189 今出川 喜栄 ｲﾏﾃﾞｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 3:07:50
483 353 山口 智大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:08:05
484 534 合田 健人 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝﾄ 東京都 3:08:21
485 527 野上 卓弘 ﾉｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 東京都 3:08:44
486 285 静 敦夫 ｼｽﾞｶ ｱﾂｵ 神奈川県 3:08:48
487 339 佐藤 佑称 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ルネサンス光が丘 埼玉県 3:09:30
488 311 記虎 憲吾 ｷﾄﾗ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 3:10:01
489 336 三ヶ田 純平 ﾐｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 3:10:32
490 620 石河 一樹 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 東京都 3:11:56
491 240 千羽 諒平 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 3:12:07
492 596 加藤 隆弘 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:14:07
493 514 加来 明宏 ｶｸ ｱｷﾋﾛ 東京都 3:14:27
494 459 入部 佑介 ｲﾙﾍﾞ ﾕｳｽｹ もやしるべ 神奈川県 3:16:35
495 362 石村 朋久 ｲｼﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ 神奈川県 3:16:59
496 582 松本 由良 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾗ ららら湘南 神奈川県 3:18:40
497 79 佐藤 広基 ｻﾄｳ ｺｳｷ 神奈川県 3:18:44
498 208 南 篤史 ﾐﾅﾐ ｱﾂｼ 神奈川県 3:19:29
499 23 吉田 諭史 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 3:20:01
500 254 山田 浩太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 神奈川県 3:22:01
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501 118 左右田 和弥 ｿｳﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 東京都 3:26:38
502 358 市川 康平 ｲﾁｶﾜ ｺｳﾍｲ 神奈川県 3:28:03
503 449 鈴木 歓喜 ｽｽﾞｷ ｶﾝｷ 神奈川県 3:31:30
504 176 田島 直挙 ﾀｼﾞﾏ ﾅｵﾀｶ 神奈川県 3:32:03


