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1 3108 中川 謙 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 橋本走友会 神奈川県 1:32:29
2 3067 野口 岩夫 ﾉｸﾞﾁ ｲﾜｵ 多摩川クラブ 東京都 1:34:56
3 3168 山崎 雄一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ ランフォーキッズ 神奈川県 1:35:44
4 3357 市川 和彦 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ ゾーモックス 東京都 1:36:50
5 3090 内村 昌博 ｳﾁﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 多摩川サブスリー 東京都 1:38:05
6 3355 岡村 学 ｵｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ ＲＹＵＳＥＩ 神奈川県 1:41:14
7 3304 新島 直之 ﾆｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:44:52
8 3197 大山 昇一郎 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 相模原養護 神奈川県 1:45:33
9 3058 徳井 浩 ﾄｸｲ ﾋﾛｼ 相模原走ろう会 神奈川県 1:45:36

10 3369 高島 俊記 ﾀｶｼﾏ ﾄｼｷ シュン整体院 神奈川県 1:46:27
11 3110 澤田 達男 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾂｵ 慶大理工学部 神奈川県 1:46:36
12 3179 長谷川 正秀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 1:46:48
13 3102 田中 康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 国分寺走ろう会 東京都 1:47:41
14 3211 山本 賢治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ さわやかランナーズ 東京都 1:47:52
15 3038 渡邊 高行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 1:48:54
16 3030 野村 信幸 ﾉﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ ＴＭクラブ 神奈川県 1:49:20
17 3338 黒滝 直昭 ｸﾛﾀｷ ﾅｵｱｷ 調布むらさき 東京都 1:49:59
18 3273 鳥飼 尚夫 ﾄﾘｶｲ ﾋｻｵ 神奈川走ろう会 神奈川県 1:52:50
19 3322 北田 俊嗣 ｷﾀﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 1:53:00
20 3134 玉井 伸哉 ﾀﾏｲ ｼﾝﾔ 玉井ＫＩＤＳ 神奈川県 1:53:38
21 3144 岡 慎介 ｵｶ ｼﾝｽｹ ルネ淵野辺 神奈川県 1:53:46
22 3261 今川 洋次 ｲﾏｶﾞﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ 埼玉県 1:54:08
23 3140 藤原 貢 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾂｸﾞ アミティー２ 神奈川県 1:54:29
24 3087 亀本 末義 ｶﾒﾓﾄ ｽｴﾖｼ 相模フレンズＲＣ 神奈川県 1:55:12
25 3124 中山 利次 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾂｸﾞ おやじランナーズ 神奈川県 1:55:17
26 3366 村上 文雄 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐｵ Ｃ＆Ｌ 東京都 1:55:48
27 3329 原谷 勤 ﾊﾗﾀﾆ ﾂﾄﾑ 福岡県 1:55:56
28 3158 吉野 洋一 ﾖｼﾉ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 1:56:42
29 3263 北森 眞治 ｷﾀﾓﾘ ｼﾝｼﾞ コナミ橋本 神奈川県 1:56:48
30 3095 千葉 松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ 町田いだ天 東京都 1:56:50
31 3301 福澤 裕 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｼ オープロ 神奈川県 1:56:58
32 3173 穂積 恵次 ﾎﾂﾞﾐ ｹｲｼﾞ 埼玉県 1:57:32
33 3049 田上 静之 ﾀﾉｳｴ ｾｲｼ 能天気倶楽部 神奈川県 1:58:10
34 3274 和木 勇喜夫 ﾜｷ ﾕｷｵ 橋本緑走友会 神奈川県 1:58:12
35 3184 道川内 工人 ﾐﾁｶﾜｳﾁ ﾀｸﾄ 神奈川県 1:58:16
36 3259 森田 勇雄 ﾓﾘﾀ ｲｻｵ ｍｈｄｓ ｒｃ 東京都 1:59:07
37 3013 畠山 幸三 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｿﾞｳ ガマＯＢ 神奈川県 1:59:27
38 3385 今井 昌利 ｲﾏｲ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 1:59:47
39 3117 深井 友市 ﾌｶｲ ﾄﾓｲﾁ 埼玉県 2:00:14
40 3250 松崎 文雄 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｵ 東京都 2:00:32
41 3255 新本 洋士 ｼﾝﾓﾄ ﾋﾛｼ ＲＪＫ 茨城県 2:00:53
42 3295 越川 泰直 ｺｼｶﾜ ﾔｽﾅｵ 神宮ＡＣ 東京都 2:01:15
43 3044 中澤 幸夫 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷｵ 神奈川県 2:01:18
44 3048 島袋 慶弘 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:01:25
45 3105 田中 一郎 ﾀﾅｶ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:02:06
46 3083 髙橋 静男 ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｵ 用賀Ｒｕｎクラブ 東京都 2:03:12
47 3291 広瀬 公俊 ﾋﾛｾ ｷﾐﾄｼ ＣＳＣ川崎 神奈川県 2:03:18
48 3181 田崎 良一郎 ﾀｻﾞｷ ﾘﾖｳｲﾁﾛｳ リスタート 東京都 2:03:27
49 3232 西永 宣昭 ﾆｼﾅｶﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 多摩湖楽走会 東京都 2:05:05
50 3248 鈴木 悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ アマダ 神奈川県 2:05:15
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51 3119 山崎 康司 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 東京都 2:05:45
52 3145 石井 純一 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:05:49
53 3216 長内 一 ｵｻﾅｲ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 2:06:19
54 3343 鈴木 正洋 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:07:17
55 3315 藤巻 一也 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾔ 味スタＲＣ 東京都 2:07:17
56 3335 宮道 壽一 ﾐﾔﾐﾁ ｼﾞｭｲﾁ 空 埼玉県 2:07:33
57 3347 能登 修一 ﾉﾄ ｼｭｳｲﾁ ＥＯＳ 神奈川県 2:07:34
58 3166 金子 公一 ｶﾈｺ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:08:00
59 3358 松本 良克 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｶﾂ ららら湘南 神奈川県 2:08:28
60 3299 久保 徹 ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ 熊走会 神奈川県 2:08:31
61 3253 渡部 優 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻﾙ Ｊａｅらん会 神奈川県 2:09:41
62 3171 椛澤 雄司 ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:09:42
63 3345 藤村 達人 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾂﾋﾄ 長泉ＯＢ 神奈川県 2:09:43
64 3135 尾倉 史晃 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｱｷ 東京都 2:10:00
65 3353 水上 光雄 ﾐｽﾞｶﾐ ﾐﾂｵ 神奈川県 2:10:16
66 3302 経徳 昌弘 ｹｲﾄｸ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:10:21
67 3352 松尾 一彦 ﾏﾂｵ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 2:10:31
68 3201 中村 貴彦 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋｺ チーム亀ちゃんズ 神奈川県 2:10:48
69 3057 島津 薫 ｼﾏﾂﾞ ｶｵﾙ ニッパッＲＣ 神奈川県 2:10:51
70 3127 大平 実 ｵｵﾋﾗ ﾐﾉﾙ 相模原弥栄ＲＣ 神奈川県 2:11:12
71 3256 後藤 等 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ チームふわふわ 千葉県 2:11:13
72 3150 薮下 正治 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾏｻﾊﾙ リスタート 東京都 2:11:14
73 3182 寺﨑 達也 ﾃﾗｻｷ ﾀﾂﾔ 三技協 東京都 2:11:38
74 3190 石川 安則 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾉﾘ ＩＳＫＷ－ＲＣ 神奈川県 2:11:38
75 3042 早川 勉 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾄﾑ 多摩走友会 東京都 2:11:53
76 3161 宮崎 晃 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾗ 富士通 神奈川県 2:12:01
77 3172 吉野 昭雄 ﾖｼﾉ ｱｷｵ ウォークライド 神奈川県 2:12:08
78 3348 黒田 晴彦 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 東京都 2:12:22
79 3004 古屋 清治 ﾌﾙﾔ ｾｲｼﾞ マラソンオジサン 神奈川県 2:13:34
80 3214 平野 敏行 ﾋﾗﾉ ﾄｼﾕｷ 蒲田ＴＩＰ 東京都 2:13:40
81 3153 黒長 義広 ｸﾛﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:13:49
82 3209 浜野 美広 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ サラダバーズ 東京都 2:14:07
83 3286 中村 孝雄 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｵ コクピット 東京都 2:14:28
84 3265 小沢 健 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川県 2:15:58
85 3257 田力 祐志 ﾀﾘｷ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:16:00
86 3371 斎藤 智伸 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾌﾞ 神奈川県 2:16:25
87 3336 平 義宣 ﾋﾗ ﾖｼﾉﾘ 東京都 2:16:26
88 3008 小山 智 ｺﾔﾏ ｻﾄｼ ＩＨＩ 神奈川県 2:16:26
89 3321 大塚 欣一 ｵｵﾂｶ ｷﾝｲﾁ 東京都 2:16:30
90 3037 赤坂 修司 ｱｶｻｶ ｼｭｳｼﾞ 東京都 2:16:36
91 3220 佐藤 榮男 ｻﾄｳ ｴｲｵ 矯正サービス 千葉県 2:17:01
92 3043 関根 博行 ｾｷﾈ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:17:06
93 3198 平山 久 ﾋﾗﾔﾏ ﾋｻｼ ジョグスパ 神奈川県 2:17:59
94 3018 飯岡 宏三 ｲｲｵｶ ｺｳｿﾞｳ 町田いだ天クラ 東京都 2:18:04
95 3142 柴田 滿 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂﾙ ＰＣＦＣ 神奈川県 2:18:17
96 3359 渋谷 裕寿 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ 富士通 神奈川県 2:18:32
97 3052 小山 眞男 ｺﾔﾏ ﾏｻｵ 神奈川県 2:18:36
98 3331 角端 博人 ｶｸﾊﾀ ﾋﾛﾄ 東京都 2:19:25
99 3333 小原 実 ｵﾊﾗ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:19:34

100 3373 松橋 信登 ﾏﾂﾊｼ ﾉﾌﾞﾄ 神奈川県 2:19:44
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101 3104 須藤 有希雄 ｽﾄﾞｳ ﾕｷｵ 東京都 2:19:52
102 3147 上提 勝憲 ｶﾐｻｹﾞ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 2:20:01
103 3122 押切 正利 ｵｼｷﾘ ﾏｻﾄｼ 東京都 2:20:02
104 3101 勝山 清茂 ｶﾂﾔﾏ ｷﾖｼｹﾞ 神奈川県 2:20:40
105 3283 多谷 久利 ﾀﾔ ﾋｻﾄｼ りそな銀行 東京都 2:21:16
106 3180 永井 孝 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ 神奈川県 2:21:18
107 3290 稲垣 太郎 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾛｳ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 2:21:56
108 3019 髙橋 一雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ ＨＫレーＣング 神奈川県 2:22:08
109 3228 松山 仁志 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾄｼ 東京都 2:22:33
110 3309 笠井 厚 ｶｻｲ ｱﾂｼ 神奈川県 2:22:50
111 3246 椿 元一 ﾂﾊﾞｷ ﾓﾄｲﾁ 美咲倶楽部 神奈川県 2:23:20
112 3094 Ｆｒａｎｃｅｓｃｏ Ｖａｎｄｅｌｌｉ ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ ｳﾞｧﾝﾃﾞｯﾘ 東京都 2:23:26
113 3014 渡邉 謙一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:23:51
114 3225 松田 裕之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:23:57
115 3136 矢島 正喜 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 神奈川鑑定士協会 神奈川県 2:24:08
116 3234 小出 隆一 ｺｲﾃﾞ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 2:24:14
117 3208 西澤 進 ﾆｼｻﾞﾜ ｽｽﾑ 神奈川県 2:24:21
118 3066 山口 司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂｶｻ 東京都 2:24:24
119 3365 長岡 孝 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶｼ 東京都 2:24:34
120 3341 西野 信 ﾆｼﾉ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:24:40
121 3375 別所 達也 ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:24:53
122 3010 井川 久 ｲｶﾞﾜ ﾋｻｼ 神奈川県 2:25:12
123 3268 島 義美 ｼﾏ ﾖｼﾐ 総合企画 神奈川県 2:25:40
124 3226 服部 徹也 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:25:47
125 3003 飯田 淳 ｲｲﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 2:25:56
126 3121 江川 一男 ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 東京都 2:26:44
127 3063 髙橋 兼次 ﾀｶﾊｼ ｶﾈｼﾞ アザミノハナムラ 神奈川県 2:26:47
128 3236 榎本 猛 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 2:27:11
129 3399 溝垣 公次郎 ﾐｿﾞｶﾞｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 東京都 2:27:19
130 3229 広沢 彰 ﾋﾛｻﾜ ｱｷﾗ 神奈川県 2:27:19
131 3093 鈴木 秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 2:27:21
132 3045 下村 宏 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｼ 相模原弥栄ＲＣ 神奈川県 2:28:00
133 3016 森 競 ﾓﾘ ｷｿｳ 横東戸塚セ 神奈川県 2:28:01
134 3002 鈴木 慎哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 湘南台高校ＲＣ 神奈川県 2:28:02
135 3015 宮森 裕三 ﾐﾔﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 2:28:35
136 3276 山本 泰 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ 神奈川県 2:28:55
137 3028 秋和 由紀雄 ｱｷﾜ ﾕｷｵ 神奈川県 2:29:04
138 3285 金子 日出夫 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ マラソン人生 茨城県 2:29:12
139 3391 鈴木 純一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:29:32
140 3157 栗田 幹生 ｸﾘﾀ ﾐｷｵ 東京都 2:29:34
141 3146 勝山 司 ｶﾂﾔﾏ ﾂｶｻ 神奈川県 2:30:29
142 3176 諸橋 貞夫 ﾓﾛﾊｼ ｻﾀﾞｵ ３１クラブ 東京都 2:30:30
143 3189 水野 誠二 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｼﾞ 神奈川県 2:30:43
144 3314 奥井 勝 ｵｸｲ ﾏｻﾙ アマダスクール 神奈川県 2:31:00
145 3041 大貫 佳和 ｵｵﾇｷ ﾖｼｶｽﾞ ファム 神奈川県 2:31:04
146 3210 河合 透 ｶﾜｲ ﾄｵﾙ 全力親父 神奈川県 2:31:23
147 3386 吉田 祐二 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:31:32
148 3361 浦部 康雄 ｳﾗﾍﾞ ﾔｽｵ 東京都 2:33:26
149 3099 森山 喜明 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼｱｷ 東京都 2:33:40
150 3308 古田土 一雄 ｺﾀﾄﾞ ｶｽﾞｵ 東京都 2:34:02
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151 3350 藤川 真一郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 日産自動車 神奈川県 2:34:55
152 3271 渡邉 修治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:35:00
153 3307 仲野 靖朗 ﾅｶﾉ ﾔｽﾛｳ 東京都 2:35:21
154 3183 浅野 剛伸 ｱｻﾉ ﾀｹﾉﾌﾞ ルネサンス光が丘 東京都 2:35:34
155 3068 出澤 幸夫 ﾃﾞｻﾜ ｻﾁｵ 神奈川県 2:36:11
156 3076 大谷 行義 ｵｵﾀﾆ ﾕｷﾖｼ 厚木荻野走友会 神奈川県 2:36:37
157 3292 松井 敏行 ﾏﾂｲ ﾄｼﾕｷ ＩＰＣＣ楽走会 東京都 2:36:40
158 3056 藤田 人司 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ ノリチャンズ 神奈川県 2:36:42
159 3306 岡本 進 ｵｶﾓﾄ ｽｽﾑ ランフェスタ 神奈川県 2:37:38
160 3312 赤間 正幸 ｱｶﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:37:46
161 3075 園 盛之介 ｿﾉ ﾓﾘﾉｽｹ 杉並アスレチック 東京都 2:38:23
162 3009 杉山 英雄 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ Ｓ－ハルト－ＦＣ 神奈川県 2:38:27
163 3114 薦田 潔 ｺﾓﾀﾞ ｷﾖｼ 神奈川県 2:38:33
164 3106 荻原 良二 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 2:39:04
165 3379 飯田 国弘 ｲｲﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ ＳＷＡＣ 神奈川県 2:39:16
166 3298 関野 順二 ｾｷﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:39:18
167 3062 池上 清次 ｲｹｶﾞﾐ ｾｲｼﾞ 神奈川県 2:40:06
168 3351 二村 太三 ﾌﾀﾑﾗ ﾀｲｿﾞｳ 日本生命 神奈川県 2:40:08
169 3267 松浦 洋海 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾐ ハリアーズ 東京都 2:40:13
170 3278 山西 圭武 ﾔﾏﾆｼ ｹｲﾌﾞ つるみど 東京都 2:40:37
171 3240 山内 治郎 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞﾛｳ 東京都 2:40:52
172 3107 大森 靖泰 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾔｽ 東京都 2:42:31
173 3392 水平 健一 ﾐｽﾞﾋﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 2:42:37
174 3084 川瀬 昭信 ｶﾜｾ ｱｷﾉﾌﾞ 神奈川県 2:43:48
175 3143 寺西 尚人 ﾃﾗﾆｼ ﾋｻﾄ 神奈川県 2:43:52
176 3284 浜野 幸三 ﾊﾏﾉ ｺｳｿﾞｳ 巨人軍団 東京都 2:44:49
177 3316 小林 孝男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵ 神奈川県 2:45:30
178 3260 鵜飼 誠 ｳｶｲ ﾏｺﾄ 横浜都市みらい 神奈川県 2:45:39
179 3370 和泉 栄 ｲｽﾞﾐ ｻｶｴ 新ゆり走遊会 神奈川県 2:47:07
180 3011 富井 元 ﾄﾐｲ ｹﾞﾝ 神奈川県 2:47:35
181 3163 松下 亮一 ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 2:47:38
182 3120 中島 伸治 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｼﾞ ｂｏｃｃｈｉ ｃｌｕｂ 神奈川県 2:47:52
183 3162 安田 芳樹 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼｷ 湯河原ランラン 静岡県 2:48:18
184 3070 秋本 曻 ｱｷﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ ハートブレイク 神奈川県 2:48:56
185 3080 神﨑 義一 ｶﾝｻﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 厚木飯山小ＲＣ 神奈川県 2:49:35
186 3204 藤本 豊 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕﾀｶ 東京都 2:50:21
187 3364 細野 幸男 ﾎｿﾉ ﾕｷｵ キュービーネット 神奈川県 2:51:29
188 3244 島崎 哲也 ｼﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 共同通信社 山口県 2:52:19
189 3360 遠藤 信行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ エムシーサービ 神奈川県 2:52:21
190 3186 三宅 博 ﾐﾔｹ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:52:22
191 3089 新村 正行 ﾆｲﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:52:27
192 3023 中島 健而 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:53:25
193 3275 佐藤 猛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 久良岐健壮クラブ 神奈川県 2:53:27
194 3005 高山 充功 ﾀﾏﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 東京都 2:53:52
195 3317 玉城 徳一 ﾀﾏｼﾛ ﾄｸｲﾁ 東京都 2:54:04
196 3061 竹内 康雄 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ カワサキＳＣ 神奈川県 2:55:58
197 3393 本領 晃 ﾎﾝﾘｮｳ ｱｷﾗ 東京都 2:56:35
198 3374 大窪 由樹 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼｷ 東京都 2:56:41
199 3118 伊与部 信二 ｲﾖﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 東京都 2:57:11
200 3024 藤井 一嘉 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾖｼ 神不鑑定士会 神奈川県 2:57:59
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201 3138 串田 惣治 ｸｼﾀﾞ ｿｳｼﾞ 千葉県 2:58:04
202 3046 小脇 徳治 ｺﾜｷ ﾄｸｼﾞ 横浜瀬谷走友会 神奈川県 2:58:19
203 3139 細川 重明 ﾎｿｶﾜ ｼｹﾞｱｷ のげまらそん部 神奈川県 2:59:02
204 3324 瀧本 直樹 ﾀｷﾓﾄ ﾅｦｷ 神奈川県 2:59:10
205 3203 小林 敬和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 2:59:30
206 3289 武富 純一 ﾀｹﾄﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ チーム荏田西 神奈川県 3:00:02
207 3230 塩崎 恒博 ｼｵｻﾞｷ ﾂﾈﾋﾛ チームエムテイ 埼玉県 3:00:53
208 3200 工藤 昭英 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾋﾃﾞ 神奈川県 3:01:10
209 3380 丸山 一男 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｵ 山一ランナーズ 神奈川県 3:01:53
210 3279 河野 仁 ｺｳﾉ ﾏｻｼ 戸塚新沢クラブ 神奈川県 3:02:23
211 3319 鍵和田 幹夫 ｶｷﾞﾜﾀﾞ ﾐｷｵ 神奈川県 3:02:50
212 3239 鈴木 正幸 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:03:01
213 3206 上田 恒彰 ｳｴﾀﾞ ﾂﾈｱｷ 神奈川県 3:03:02
214 3207 新居 孝也 ｱﾗｲ ﾀｶﾔ 神奈川県 3:03:43
215 3395 合田 博雅 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 特養つるみね 神奈川県 3:03:44
216 3346 清水 孝幸 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 一ツ橋企画 東京都 3:03:51
217 3017 村井 栄喜 ﾑﾗｲ ｴｲｷ 下谷走ろう会 茨城県 3:05:36
218 3187 石塚 純一 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 3:05:39
219 3170 大石 良昭 ｵｵｲｼ ﾖｼｱｷ グラピエール 神奈川県 3:05:39
220 3194 米田 茂隆 ﾖﾈﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ 神奈川県 3:07:57
221 3382 山田 寿久 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 相模原ＨＡＣ 神奈川県 3:08:44
222 3177 三枝 啓一 ｻｴｸﾞｻ ｹｲｲﾁ プロフィジカル 神奈川県 3:08:48
223 3367 志茂 武 ｼﾓ ﾀｹｼ オアシス相模原 神奈川県 3:10:02
224 3022 久木原 不二夫 ｸｷﾊﾗ ﾌｼﾞｵ （株）ファーマインド 神奈川県 3:11:01
225 3349 上畑 博美 ｳｴﾊﾀ ﾋﾛﾐ 神奈川県 3:11:47
226 3293 天本 勇 ｱﾏﾓﾄ ｲｻﾑ 神奈川県警察 神奈川県 3:12:49
227 3131 村上 良成 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾅﾘ ＴＩＳＳ小向 神奈川県 3:13:10
228 3156 中村 学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 3:14:02
229 3245 濱 隆 ﾊﾏ ｱﾂｼ 東京都 3:14:05
230 3196 廣瀬 幸四郎 ﾋﾛｾ ｺｳｼﾛｳ 神奈川県 3:14:24
231 3185 村北 光明 ﾑﾗｷﾀ ﾐﾂｱｷ 神奈川県 3:14:36
232 3086 小口 喜美夫 ｵｸﾞﾁ ｷﾐｵ 東京都 3:14:39
233 3064 阿部 信司 ｱﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 東京都 3:16:19
234 3344 鬼丸 俊二 ｵﾆﾏﾙ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 3:17:23
235 3047 伊藤 武毅 ｲﾄｳ ﾀｹｷ 東京都 3:18:17
236 3390 今田 修 ｲﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 東京都 3:21:09
237 3060 五戸 輝三郎 ｺﾞﾄ ｷｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 3:21:31
238 3111 福谷 清 ﾌｸﾀﾆ ｷﾖｼ 神奈川県 3:30:47
239 3128 今井 英次 ｲﾏｲ ｴｲｼﾞ 木曜ランナーズ 神奈川県 3:32:17
240 3126 今井 正幸 ｲﾏｲ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 3:32:17
241 3098 松尾 聡 ﾏﾂｵ ｻﾄｼ 神奈川県 3:32:36


