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1 1240 金子 伸也 ｶﾈｺ ｼﾝﾔ 相模原陸協 神奈川県 1:16:41

2 1256 山口 穣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 平塚市陸協 神奈川県 1:17:42

3 1450 山本 貴政 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾏｻ ＺＯＺＡＮ 神奈川県 1:17:50

4 1274 松岡 泰宏 ﾏﾂｵｶ ﾔｽﾋﾛ ＪＤ相模原 神奈川県 1:18:06

5 1528 露木 慎太 ﾂﾕｷ ｼﾝﾀ 東海カーボン 神奈川県 1:18:39

6 1218 田貝 英明 ﾀｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東急世田谷線ＪＣ 神奈川県 1:19:53

7 1315 加藤 忠重 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼｹﾞ ＫＲＣ 東京都 1:20:51

8 1011 山崎 剛士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ 横浜市陸協 神奈川県 1:21:41

9 1409 丸茂 章光 ﾏﾙﾓ ｱｷﾐﾂ まる鍼灸治療室 東京都 1:22:14

10 1526 作田 幸洋 ｻｸﾀ ﾕｷﾋﾛ たなキャノン 神奈川県 1:22:35

11 1322 末田 慎一郎 ｽｴﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 1:22:43

12 1224 小俣 智 ｵﾏﾀ ｻﾄｼ ＥＲＣ 神奈川県 1:22:51

13 1537 佐藤 壮介 ｻﾄｳ ｿｳｽｹ 東京都 1:23:02

14 1083 吉沼 倫春 ﾖｼﾇﾏ ﾄﾓﾊﾙ 旭化成川崎 神奈川県 1:23:07

15 1356 早川 貴浩 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 川崎市役所 神奈川県 1:24:34

16 1429 平野 泰輔 ﾋﾗﾉ ﾀｲｽｹ 小田原ＮＲ 神奈川県 1:24:41

17 1500 菊地 卓也 ｷｸﾁ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:25:39

18 1519 財津 雅之 ｻﾞｲﾂ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:25:56

19 1420 松下 盛一 ﾏﾂｼﾀ ｾｲｲﾁ 神奈川県 1:26:16

20 1327 田中 雄介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ ＴＡＲＣ東京 神奈川県 1:26:22

21 1469 高澤 純一 ﾀｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神中 神奈川県 1:26:24

22 1432 小長谷 友也 ｺﾅｶﾞﾔ ﾄﾓﾔ 神奈川県 1:26:26

23 1176 及川 友生 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｵ チームイニシア 神奈川県 1:26:48

24 1486 小松 幸生 ｺﾏﾂ ﾕｷｵ 神奈川県 1:26:48

25 1416 碓井 健 ｳｽｲ ｹﾝ せりざわ 神奈川県 1:27:02

26 1096 細川 博文 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ ３Ｍ ＲＣ 東京都 1:27:45

27 1167 日名子 直崇 ﾋﾅｺﾞ ﾅｵﾀｶ 川和ラン 神奈川県 1:28:01

28 1446 近本 洋平 ﾁｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 横浜好走会 神奈川県 1:28:09

29 1361 忠木 淳 ﾀﾀﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 1:28:23

30 1103 藤原 亮 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ サンゲツ 東京都 1:28:51

31 1394 山宮 正樹 ﾔﾏﾐﾔ ﾏｻｷ チェリーズ 東京都 1:28:52

32 1374 高嶋 治仁 ﾀｶｼﾏ ﾊﾙﾋﾄ ＹＲＴ 神奈川県 1:29:31

33 1258 菊地 和行 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 1:29:49

34 1010 有田 幸司 ｱﾘﾀ ｺｳｼﾞ 三重県 1:30:10

35 1202 市毛 弘一 ｲﾁｹﾞ ｺｳｲﾁ ＩＣＨＩＬＡＢ 神奈川県 1:30:16

36 1467 谷藤 進一 ﾀﾆﾌｼﾞ ｼﾝｲﾁ 横浜市陸協 神奈川県 1:30:35

37 1126 坂田 尚彦 ｻｶﾀ ﾅｵﾋｺ ＭＭＲＣ 神奈川県 1:30:52

38 1549 島崎 陽 ｼﾏｻﾞｷ ｱｷﾗ 神奈川県 1:31:10

39 1002 瀬尻 健太郎 ｾｼﾞﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 三菱重工ＲＣ 神奈川県 1:31:19

40 1398 佐々木 雄一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 三菱重工下関 神奈川県 1:31:21

41 1477 柳下 剛 ﾔﾅｷﾞｼﾀ ﾂﾖｼ 神奈川県 1:31:31

42 1466 佐藤 正志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 神奈川県 1:31:56

43 1365 藤田 祐樹 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 神奈川県 1:31:57

44 1399 米原 弘之 ﾖﾈﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 裾野東中 静岡県 1:32:02

45 1475 小山 幸英 ｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ イーサスタック 東京都 1:32:31

46 1371 山下 弘樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ ＮＲＣ 東京都 1:32:34

47 1196 岩崎 孝義 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾖｼ 気楽なマラソン部 東京都 1:32:42

48 1219 小山 宏高 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ チームナイスラン 神奈川県 1:32:48

49 1442 堀岡 正尚 ﾎﾘｵｶ ﾏｻﾅｵ ＮＲＥ 神奈川県 1:32:53

50 1303 石川 聖 ｲｼｶﾜ ｷﾖｼ 神奈川県 1:32:53
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51 1501 藤間 正博 ﾄｳﾏ ﾏｻﾋﾛ ＰＩＬＯＴ 福岡県 1:33:19

52 1222 柳澤 重之 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｹﾞﾕｷ 埼玉県 1:33:31

53 1434 富樫 健一 ﾄｶﾞｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:33:37

54 1521 網倉 良孝 ｱﾐｸﾗ ﾖｼﾀｶ ニチレイフーズ 宮城県 1:33:39

55 1093 荒井 伸佳 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 1:33:57

56 1173 入江 彰昭 ｲﾘｴ ﾃﾙｱｷ 東京農業大学 東京都 1:34:09

57 1384 高田 洋平 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:34:14

58 1267 高橋 博威 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾀｹ 神奈川県 1:34:29

59 1153 山本 秀一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 東京都 1:34:40

60 1269 黒澤 淳一 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＫＳＩ 神奈川県 1:34:48

61 1244 吉田 政義 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 1:34:50

62 1452 保屋野 博之 ﾎﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:35:19

63 1186 丹野 一行 ﾀﾝﾉ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 1:35:34

64 1556 唐鎌 栄治 ｶﾗｶﾏ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:35:47

65 1183 伊東 英明 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 相模フレンズ 神奈川県 1:35:50

66 1458 中山 元 ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:35:52

67 1391 西山 昌一 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 1:36:01

68 1558 宮崎 国彦 ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 1:36:13

69 1419 吹野 美登 ﾌｷﾉ ﾖｼﾉﾘ ＮＥＣネッツエス 神奈川県 1:36:41

70 1427 松村 正紀 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻｷ 神奈川県 1:36:59

71 1251 神田 隆行 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:37:06

72 1272 高橋 直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ 東京都 1:37:17

73 1402 五月女 壮 ｻｵﾄﾒ ﾀｹｼ 神奈川県 1:37:31

74 1344 佐々木 伸也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ ラミリート 神奈川県 1:37:43

75 1292 佐藤 賢治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:37:47

76 1538 八巻 譲 ﾔﾏｷ ﾕｽﾞﾙ ＡＫＭ 神奈川県 1:38:08

77 1045 飴谷 浩 ｱﾒﾀﾆ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:38:19

78 1496 石嶋 義治 ｲｼｼﾞﾏ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 1:38:31

79 1115 山崎 真輝 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｷ 神奈川県 1:38:41

80 1139 薄衣 良尚 ｳｽｷﾞﾇ ﾖｼﾅｵ チームナイスラン 神奈川県 1:38:46

81 1079 鈴木 健二朗 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 1:38:48

82 1294 高橋 智也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 玉縄走ＵＮ 神奈川県 1:38:50

83 1190 入江 英樹 ｲﾘｴ ﾋﾃﾞｷ ヒルトップ 東京都 1:38:52

84 1381 福嶋 進太郎 ﾌｸｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 1:38:54

85 1472 丸山 智之 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 1:38:55

86 1350 雫 靖昭 ｼｽﾞｸ ﾔｽｱｷ 神奈川県 1:39:11

87 1404 中島 賢 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 東京都 1:39:11

88 1337 朝藤 健 ｱｻﾌｼﾞ ﾀｹｼ レンジャーズ 神奈川県 1:39:11

89 1378 影山 智彦 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 1:39:23

90 1117 新井 慎一 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:39:30

91 1110 木村 俊一 ｷﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 1:39:31

92 1266 小堀 貴広 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ 野村不動産ＵＮ 神奈川県 1:39:32

93 1435 藤井 浩樹 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛｷ ＦＵＮＣＯＭＥ 神奈川県 1:39:35

94 1020 住吉 崇彰 ｽﾐﾖｼ ﾀｶｱｷ 東京都 1:39:36

95 1351 加藤 栄一郎 ｶﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ おでん屋時勢 東京都 1:39:51

96 1510 塩原 努 ｼｵﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ 農業者年金基金 東京都 1:39:52

97 1197 別生 耕太郎 ﾍﾞｯｼｮｳ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:39:56

98 1333 浅野 融 ｱｻﾉ ﾄｵﾙ 木陰で休もう会 神奈川県 1:40:02

99 1005 香山 和義 ｶﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ ひぽぽたます 神奈川県 1:40:08

100 1198 大崎 由夫 ｵｵｻｷ ﾖｼｵ 神奈川県 1:40:17
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101 1372 小泉 博幸 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:40:30

102 1108 平山 裕之 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ Ｔｅａｍ ＰＵＡ 千葉県 1:40:31

103 1355 小此木 征人 ｵｺﾉｷﾞ ﾏｻﾄ 横浜道楽 神奈川県 1:40:32

104 1457 中井 健一 ﾅｶｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:40:48

105 1161 内山 雅博 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:40:58

106 1480 富永 耕司 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ ビープラッツ 神奈川県 1:41:04

107 1314 五十嵐 竜一 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｭｳｲﾁ スポーツマン 神奈川県 1:41:18

108 1131 中野 聡 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ パーソルキャリア 東京都 1:41:28

109 1387 平井 貴博 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ チーム・ティン 神奈川県 1:41:35

110 1024 大渕 比呂士 ｵｵﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:41:40

111 1100 大津 幸司 ｵｵﾂ ｺｳｼﾞ 東京都 1:41:42

112 1241 落合 俊博 ｵﾁｱｲ ﾄｼﾋﾛ 東京都下水道局 東京都 1:41:57

113 1424 小島 正三 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都 1:41:59

114 1116 渡邉 寛己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ 神奈川県 1:42:22

115 1357 関 信一郎 ｾｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:42:31

116 1331 福原 琢磨 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾏ 東京都 1:42:36

117 1246 福渡 毅志 ﾌｸﾜﾀﾘ ﾂﾖｼ 東京都 1:42:39

118 1408 落合 毅博 ｵﾁｱｲ ﾀｹﾋﾛ 気象庁 東京都 1:43:02

119 1044 村田 正和 ﾑﾗﾀ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:43:13

120 1514 長谷川 幸史 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ ヒルトップ 神奈川県 1:43:27

121 1329 川崎 大輔 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:44:01

122 1054 土谷 大輔 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:44:01

123 1278 荒木 孝一 ｱﾗｷ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:44:01

124 1542 井上 肇 ｲﾉｳｴ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:44:03

125 1028 太田 信孝 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ 竹口病院 東京都 1:44:09

126 1128 伊藤 寿央 ｲﾄｳ ﾋｻｵ 東京都 1:44:14

127 1215 松井 秀和 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:44:16

128 1302 小菅 光徳 ｺｽｹﾞ ﾐﾂﾉﾘ 神奈川県 1:44:22

129 1035 金子 賢一 ｶﾈｺ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:44:24

130 1003 平本 秀夫 ﾋﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1:44:29

131 1515 鷺森 弘基 ｻｷﾞﾓﾘ ﾋﾛｷ オカケン 神奈川県 1:44:33

132 1018 平井 譲治 ﾋﾗｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都 1:44:37

133 1001 長澤 啓介 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:44:38

134 1319 山中 宏之 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:44:54

135 1120 那須野 尚史 ﾅｽﾉ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 1:45:05

136 1397 市村 康良 ｲﾁﾑﾗ ﾔｽﾖｼ 神奈川県 1:45:18

137 1194 小塚 亮一 ｺﾂﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 1:45:21

138 1282 海野 令 ｳﾐﾉ ﾘｮｳ 神奈川県 1:45:22

139 1026 棚瀬 慎治 ﾀﾅｾ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:45:28

140 1122 齊藤 広貴 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ ＮＨＭＫ 神奈川県 1:45:58

141 1468 新井 慎吾 ｱﾗｲ ｼﾝｺﾞ 乱気流 神奈川県 1:46:02

142 1041 山田 哲朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京都 1:46:08

143 1511 鹿又 幸司 ｶﾉﾏﾀ ｺｳｼﾞ ＭＤライフ 東京都 1:46:08

144 1252 鈴木 仁 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝ 東京都 1:46:40

145 1534 仲谷 秀孝 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県 1:46:41

146 1195 鈴木 裕一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:46:44

147 1552 加藤 和博 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:46:46

148 1017 乙成 秀一 ｵﾂﾅﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:46:48

149 1008 末木 寛浩 ｽｴｷ ﾖｼﾋﾛ チーム山口 神奈川県 1:46:50

150 1508 宮尾 裕二 ﾐﾔｵ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:46:54
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151 1030 山本 秀人 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 1:47:05

152 1308 鈴木 英一 ｽｽﾞｷ ｴｲｲﾁ 湘南ＲＳ 神奈川県 1:47:21

153 1445 宍戸 邦啓 ｼｼﾄﾞ ｸﾆﾋﾛ 宍戸 東京都 1:47:24

154 1455 三好 翼 ﾐﾖｼ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 1:47:26

155 1370 清水 譲 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ 東京都 1:47:35

156 1085 松本 晋 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝ 神奈川県 1:47:38

157 1264 山本 泰久 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 1:47:39

158 1406 三浦 稔広 ﾐｳﾗ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 1:47:42

159 1375 田中 良彦 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋｺ チームナイスラン 神奈川県 1:47:47

160 1516 三田地 敬之 ﾐﾀﾁ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:47:51

161 1185 大室 克弘 ｵｵﾑﾛ ｶﾂﾋﾛ 東京都 1:48:09

162 1461 村山 真一 ﾑﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 1:48:13

163 1421 江川 一樹 ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 神奈川県 1:48:37

164 1019 木戸 知紀 ｷﾄﾞ ﾄﾓｷ 埼玉県 1:48:43

165 1550 長谷川 和寛 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:48:50

166 1321 松尾 栄二 ﾏﾂｵ ｴｲｼﾞ 松尾電設 神奈川県 1:48:52

167 1040 稲葉 茂明 ｲﾅﾊﾞ ｼｹﾞｱｷ 東京都 1:48:54

168 1547 林 宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ ＭＴ 東京都 1:48:55

169 1443 成田 真一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 1:49:14

170 1165 田中 泰弘 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:49:15

171 1147 野地 英樹 ﾉｼﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:49:24

172 1489 小田 航 ｵﾀﾞ ﾜﾀﾙ 神奈川県 1:49:26

173 1034 阿部 智宏 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:49:28

174 1490 田中 浩暢 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 神奈川県 1:49:33

175 1059 高林 敦仁 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾋﾄ 神奈川県 1:49:39

176 1495 渡辺 浩二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 1:49:49

177 1287 片桐 康裕 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽﾋﾛ 日立システムズ 神奈川県 1:49:59

178 1298 荻田 剛 ｵｷﾞﾀ ﾂﾖｼ 神奈川県 1:50:08

179 1471 福田 英治 ﾌｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ ＴＫＣ 神奈川県 1:50:17

180 1454 植田 基之 ｳｴﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 神奈川県 1:50:23

181 1210 金丸 豊樹 ｶﾈﾏﾙ ﾄﾖｷ 東京都 1:50:33

182 1543 竹内 英樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 1:50:41

183 1253 井上 高久 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 1:50:49

184 1383 竹内 浩明 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:50:56

185 1206 田中 清仁 ﾀﾅｶ ｷﾖﾋﾄ マリノスＲＣ 神奈川県 1:51:08

186 1300 谷 順策 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｻｸ 神奈川県 1:51:16

187 1203 木村 宏哲 ｷﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:51:33

188 1257 増田 隆道 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ アサヒセキュリテ 神奈川県 1:51:33

189 1533 大高 崇 ｵｵﾀｶ ﾀｶｼ ヒルトップ 神奈川県 1:51:35

190 1143 片野 武 ｶﾀﾉ ﾀｹﾙ 神奈川県 1:51:37

191 1334 多賀 鉄朗 ﾀｶﾞ ﾃﾂﾛｳ 日立物流 東京都 1:51:41

192 1172 塚原 博樹 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:51:45

193 1032 高橋 英知 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 神奈川県 1:51:52

194 1362 入倉 康裕 ｲﾘｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京エレクトロン 神奈川県 1:51:53

195 1493 青木 勝彦 ｱｵｷ ｶﾂﾋｺ ざっく 神奈川県 1:52:07

196 1280 黒川 龍平 ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ ＴＲ２ＥＣ 神奈川県 1:52:12

197 1553 片野 稔 ｶﾀﾉ ﾐﾉﾙ オカケン 神奈川県 1:52:13

198 1090 萩原 剛 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 日本ハム（株） 神奈川県 1:52:18

199 1436 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ Ｓカルゴ 神奈川県 1:52:25

200 1332 本田 崇 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 1:52:30
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201 1328 石川 隆之 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:52:37

202 1169 横尾 裕次 ﾖｺｵ ﾋﾛﾂｸﾞ 埼玉県 1:52:48

203 1284 野亀 真誠 ﾉｶﾞﾒ ﾏｻﾉﾌﾞ 神奈川県 1:52:50

204 1548 梅原 達也 ｳﾒﾊﾗ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:52:52

205 1305 井澤 大介 ｲｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ ＡＰＣ 神奈川県 1:52:54

206 1285 斉藤 嘉一 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1:53:10

207 1306 小野沢 文行 ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾐﾕｷ 東京都 1:53:13

208 1260 吉内 圭 ﾖｼｳﾁ ｹｲ 神奈川県 1:53:14

209 1509 根岸 勝 ﾈｷﾞｼ ﾏｻﾙ 東京都 1:53:16

210 1191 天川 清二 ｱﾏｶﾜ ｾｲｼﾞ

根岸ＣＯＣＯ小梅会

神奈川県 1:53:26

211 1081 高柴 裕太 ﾀｶｼﾊﾞ ﾕｳﾀ チーム臼澤 神奈川県 1:53:32

212 1536 清水 力也 ｼﾐｽﾞ ﾘｷﾔ 東京都 1:53:49

213 1520 中澤 健 ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝ 埼玉県 1:53:50

214 1433 高木 友博 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ ぽにゃにゃんず 神奈川県 1:53:52

215 1460 高島 克弥 ﾀｶｼﾏ ｶﾂﾔ 東京都 1:53:55

216 1015 義平 隆之 ﾖｼﾋﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:53:55

217 1226 佐々木 和博 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:53:57

218 1268 角田 勝政 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 神奈川県 1:54:04

219 1229 岡田 岳大 ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 人材ドラフト 神奈川県 1:54:13

220 1263 中村 達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 東京都 1:54:15

221 1286 村井 康宏 ﾑﾗｲ ﾔｽﾋﾛ

鎌倉ハム村井商会

神奈川県 1:54:19

222 1149 深田 知輝 ﾌｶﾀ ﾄﾓﾃﾙ ９０ＧＡＭＯ 東京都 1:54:24

223 1112 播田 剛 ﾊﾘﾀ ﾂﾖｼ 東京都 1:54:34

224 1125 門倉 豊司 ｶﾄﾞｸﾗ ﾄﾖｼﾞ 神奈川県 1:54:34

225 1498 田中 寛人 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 1:54:43

226 1098 堀江 彰 ﾎﾘｴ ｱｷﾗ 神奈川県 1:54:45

227 1462 吉武 秀和 ﾖｼﾀｹ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:54:58

228 1094 菊田 洋介 ｷｸﾀ ﾖｳｽｹ 神奈川県 1:54:59

229 1021 森 英樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:55:00

230 1205 加藤 雄章 ｶﾄｳ ﾀｹﾌﾐ 東京都 1:55:01

231 1013 近藤 篤 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 東京都 1:55:01

232 1099 中村 道弘 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾋﾛ セブンス 千葉県 1:55:02

233 1140 河村 拓人 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾄ 神奈川県 1:55:11

234 1539 岡田 淳 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 1:55:14

235 1380 小山 俊一 ｺﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 1:55:19

236 1060 山中 理史 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:55:20

237 1151 手塚 守 ﾃﾂﾞｶ ﾏﾓﾙ ９０ＧＡＭＯ 神奈川県 1:55:21

238 1438 小澤 浩昭 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:55:26

239 1192 鈴木 央 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 神奈川県 1:55:29

240 1531 古川 健 ﾌﾙｶﾜ ｹﾝ 東京都 1:55:33

241 1074 岡田 啓孝 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 1:55:33

242 1453 大橋 俊輔 ｵｵﾊｼ ｼｭﾝｽｹ リーフィアＲＣ 東京都 1:55:38

243 1503 庄野 智博 ｼｮｳﾉ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 1:55:48

244 1037 青木 雅文 ｱｵｷ ﾏｻﾌﾐ 東京都 1:56:00

245 1366 栗原 望 ｸﾘﾊﾗ ﾉｿﾞﾑ 神奈川県 1:56:07

246 1456 小柳 豪 ｺﾔﾅｷﾞ ｺﾞｳ ＧＯレーシング 東京都 1:56:09

247 1217 長田 誠 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:56:10

248 1422 水島 正人 ﾐｽﾞｼﾏ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:56:15

249 1073 鈴木 正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:56:19

250 1223 野村 仁一 ﾉﾑﾗ ﾆｲﾁ 神奈川県 1:56:19
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251 1487 岩堀 進 ｲﾜﾎﾘ ｽｽﾑ 神奈川県 1:56:23

252 1277 山澤 昌平 ﾔﾏｻﾜ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 1:56:23

253 1330 狭間 和春 ﾊｻﾞﾏ ｶｽﾞﾊﾙ チーム優歩 神奈川県 1:56:23

254 1324 小島 輝之 ｺｼﾞﾏ ﾃﾙﾕｷ 東京都 1:56:24

255 1323 今野 忠洋 ｺﾝﾉ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 1:56:37

256 1551 片岡 央尚 ｶﾀｵｶ ﾋｻﾀｶ 神奈川県 1:56:43

257 1425 松田 徹 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:56:48

258 1204 丸山 真弥 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝﾔ 座間スティンガー 神奈川県 1:56:49

259 1006 小松 貴広 ｺﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:57:05

260 1388 奥田 憲三 ｵｸﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ Ｒ＆Ｂ 神奈川県 1:57:09

261 1414 田中 努 ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ ＨＩＰＥＲＭＡＸ 静岡県 1:57:11

262 1027 岩花 徹 ｲﾜﾊﾅ ﾄｵﾙ 東京都 1:57:19

263 1340 西森 一樹 ﾆｼﾓﾘ ｶｽﾞｷ ＳＦＲＣ 埼玉県 1:57:25

264 1162 佐藤 孝司 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川県 1:57:26

265 1273 笠原 真 ｶｻﾊﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:57:31

266 1170 大野 翼 ｵｵﾉ ﾂﾊﾞｻ 東京都 1:57:32

267 1530 滑川 智司 ﾅﾒｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 1:57:40

268 1247 石井 裕泰 ｲｼｲ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 1:57:43

269 1309 保科 弘明 ﾎｼﾅ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:57:47

270 1171 宮田 敬介 ﾐﾔﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:57:57

271 1448 藤堂 高志 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 三井住友海上 神奈川県 1:58:02

272 1396 藤井 政光 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾐﾂ 神奈川県 1:58:06

273 1343 馬上 勇人 ﾓｳｴ ﾊﾔﾄ 東京都 1:58:08

274 1145 森川 稔 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾉﾙ もりごめ！ 神奈川県 1:58:09

275 1335 井手 幸生 ｲﾃﾞ ﾕｷｵ 東京都 1:58:13

276 1473 寺沢 友彦 ﾃﾗｻﾜ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 1:58:14

277 1250 西田 将一 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:58:16

278 1242 渡辺 隆仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 1:58:18

279 1506 早坂 哲郎 ﾊﾔｻｶ ﾃﾂｵ ぎんなんＦＣ 神奈川県 1:58:23

280 1078 塩塚 修 ｼｵﾂｶ ｵｻﾑ 神奈川県 1:58:28

281 1403 保々 昌史 ﾎﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ 東京都 1:58:31

282 1459 市原 敬義 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 1:58:37

283 1046 加藤 乃理光 ｶﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 神奈川県 1:58:56

284 1524 有馬 寛道 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾐﾁ 神奈川県 1:59:13

285 1221 府金 功士 ﾌｶﾞﾈ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:59:18

286 1540 三浦 尚人 ﾐｳﾗ ﾅｵﾄ 東京都 1:59:26

287 1201 横溝 淳平 ﾖｺﾐｿﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 1:59:33

288 1255 佐藤 慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 日本ゼトック 東京都 1:59:36

289 1485 鹿山 聡弥 ｶﾔﾏ ﾄｼﾔ 神奈川県 1:59:36

290 1417 本間 功 ﾎﾝﾏ ｲｻｵ せりざわ 神奈川県 1:59:46

291 1004 小林 達生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:59:47

292 1189 乙田 創 ｵﾂﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:59:49

293 1431 齊藤 陽 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 1:59:53

294 1209 山岸 昌也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 神奈川県 2:00:01

295 1146 瀧廣 和男 ﾀｷﾋﾛ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:00:02

296 1492 藤田 勇介 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:00:10

297 1124 米元 豊 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:00:10

298 1038 山本 稔 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ 東京都 2:00:19

299 1497 川崎 邦男 ｶﾜｻｷ ｸﾆｵ 神奈川県 2:00:23

300 1123 山田 浩丈 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 千葉県 2:00:24
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301 1382 相原 紀明 ｱｲﾊﾗ ﾉﾘｱｷ 相原！！ 神奈川県 2:00:26

302 1390 持田 鉄平 ﾓﾁﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ＫＭＣ 神奈川県 2:00:32

303 1367 西口 利浩 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ モニカ保育園 神奈川県 2:00:34

304 1557 白岩 直樹 ｼﾗｲﾜ ﾅｵｷ 東京都 2:00:34

305 1389 佐藤 史隆 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 2:00:44

306 1106 折笠 聡樹 ｵﾘｶｻ ﾄｼｷ 東京都 2:01:02

307 1064 中根 健司 ﾅｶﾈ ｹﾝｼﾞ 熱血！黒猫団 東京都 2:01:27

308 1155 長崎 正道 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 2:01:28

309 1494 川上 宏直 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾅｵ ぎんなんＦＣ 神奈川県 2:01:32

310 1504 四分一 哲 ｼﾌﾞｲﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 2:01:33

311 1016 横路 哲也 ﾖｺﾛ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:01:33

312 1478 石川 賢 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 2:01:50

313 1470 齊藤 洋 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:02:15

314 1484 早野 征治 ﾊﾔﾉ ｾｲｼﾞ 小野工業所 神奈川県 2:02:21

315 1177 岩原 勇治 ｲﾜﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:02:22

316 1057 藤原 良嗣 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 2:02:41

317 1062 中村 俊一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:03:14

318 1395 久瀬 隆太 ｸｾ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 2:03:29

319 1491 秋廣 祐介 ｱｷﾋﾛ ﾕｳｽｹ 東京都 2:03:30

320 1451 足立 直紀 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｷ 神奈川県 2:03:31

321 1039 青山 政博 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:03:40

322 1288 関根 聡 ｾｷﾈ ｻﾄｼ 東京都 2:03:47

323 1061 進藤 正也 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 埼玉県 2:03:49

324 1338 阿藤 寛和 ｱﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ Ｔ１４８ 神奈川県 2:04:01

325 1130 清水 宏行 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:04:03

326 1075 畠衛 史宜 ﾊﾀｴ ﾌﾐﾉﾌﾞ 神奈川県 2:04:14

327 1313 渡邉 直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 湘南ランクラブ 神奈川県 2:04:23

328 1076 岡 隆二 ｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 2:04:24

329 1207 戎谷 淳 ｴﾋﾞｽﾔ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:04:30

330 1411 南口 尚弘 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 株式会社テラモト 大阪府 2:04:42

331 1043 近森 洋 ﾁｶﾓﾘ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:05:05

332 1088 礒崎 英明 ｲｿｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ ＴＪＤ 神奈川県 2:05:12

333 1293 野上 英希 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:05:32

334 1289 高野 輝明 ﾀｶﾉ ﾃﾙｱｷ 埼玉県 2:05:32

335 1070 時平 慎太郎 ﾄｷﾋﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 2:05:43

336 1554 和地 真一 ﾜﾁ ｼﾝｲﾁ オカケン 神奈川県 2:05:45

337 1262 工藤 啓志 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:05:48

338 1129 長野 義久 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 2:05:54

339 1092 黄 鐘日 ﾌｧﾝ ｼﾞｮﾝｲﾙ 神奈川県 2:06:03

340 1275 佐々木 裕一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:06:18

341 1086 丸川 秀満 ﾏﾙｶﾜ ﾋﾃﾞﾐﾂ 東京都 2:06:27

342 1336 山本 繁樹 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ 神奈川県 2:06:37

343 1290 鯉田 圭人 ｺｲﾀﾞ ｹｲﾄ 神奈川県 2:06:39

344 1488 佐直 順治 ｻｼﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:06:39

345 1243 藤山 隆也 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾅﾘ 神奈川県 2:07:02

346 1513 野毛 恭弘 ﾉｹﾞ ﾔｽﾋﾛ オカケン 神奈川県 2:07:06

347 1212 伊藤 武 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 2:07:11

348 1022 林 直也 ﾊﾔｼ ﾅｵﾔ 神奈川県 2:07:20

349 1053 中野 優二 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ Ｈａｎｓｕｉ 神奈川県 2:07:25

350 1505 近藤 大揮 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 2:07:25
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351 1474 和根崎 岳志 ﾜﾈｻﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 2:07:45

352 1121 金子 温 ｶﾈｺ ｱﾂｼ 神奈川県 2:07:59

353 1449 薬師丸 和浩 ﾔｸｼﾏﾙ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:08:00

354 1532 原 彰彦 ﾊﾗ ｱｷﾋｺ 東京都 2:08:00

355 1413 元祐 真治 ﾓﾄｽｹ ｼﾝｼﾞ ＨＩＰＥＲ－Ｍ 静岡県 2:08:01

356 1347 渡辺 辰史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｼ 木陰で休もう会 神奈川県 2:08:06

357 1464 伊藤 幹夫 ｲﾄｳ ﾐｷｵ 神奈川県 2:08:08

358 1529 奥田 泰大 ｵｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:08:09

359 1376 浅利 貴光 ｱｻﾘ ﾀｶﾐﾂ アスルサポ 静岡県 2:08:13

360 1066 島貫 良一 ｼﾏﾇｷ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 2:08:16

361 1031 山本 政樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 東京都 2:08:22

362 1012 山内 正巳 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾐ 健保営業チーム 東京都 2:08:38

363 1137 菊池 慎 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:08:39

364 1055 木村 昇 ｷﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 横浜高校 神奈川県 2:08:44

365 1479 高橋 智 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:08:45

366 1231 中川 章 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 埼玉県 2:09:08

367 1522 葦沢 武 ｱｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 2:09:23

368 1111 小野澤 賢二 ｵﾉｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:09:24

369 1208 竹市 欣二 ﾀｹｲﾁ ｷﾝｼﾞ 神奈川県 2:09:28

370 1089 藤 智彦 ﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 2:09:35

371 1114 江原 克久 ｴﾊﾗ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 2:09:55

372 1245 山田 誠孝 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ 神奈川県 2:10:18

373 1311 平柳 秀和 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 2:10:34

374 1527 道脇 正樹 ﾐﾁﾜｷ ﾏｻｷ 神奈川県 2:10:38

375 1179 田口 雄士 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:10:41

376 1174 村上 重忠 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾀﾀﾞ 神奈川県 2:10:45

377 1230 森 浩一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ ＥＲＣ 神奈川県 2:10:46

378 1326 有馬 央記 ｱﾘﾏ ﾋﾛｷ 東京都 2:10:57

379 1168 菊池 真 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:11:10

380 1304 柏木 雅充 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾐﾂ 神奈川県 2:11:41

381 1233 宇田川 康二 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:11:41

382 1157 舘野 亮太 ﾀﾃﾉ ﾘｮｳﾀ ダイヤ商事（株） 神奈川県 2:12:10

383 1036 宮脇 剛史 ﾐﾔﾜｷ ﾀｹｼ 神奈川県 2:12:16

384 1407 久次 智文 ﾋｻﾂｸﾞ ﾄﾓﾌﾐ 神奈川県 2:12:17

385 1109 森山 章裕 ﾓﾘﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 東京都 2:12:21

386 1437 野田 慎一郎 ﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:12:44

387 1259 新井 達也 ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:13:12

388 1345 霞 篤史 ｶｽﾐ ｱﾂｼ 群馬県 2:13:24

389 1386 宮本 英樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:13:27

390 1261 丸山 謙二 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:13:50

391 1360 海老塚 稔 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ﾐﾉﾙ アムコ 神奈川県 2:13:54

392 1056 穴田 滋希 ｱﾅﾀﾞ ｼｹﾞｷ 神奈川県 2:14:03

393 1541 大前 広之 ｵｵﾏｴ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:14:18

394 1105 小木 三郎 ｺｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 東京都 2:14:24

395 1175 坂本 斉 ｻｶﾓﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:14:34

396 1512 大石 知史 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾌﾐ 千葉県 2:15:01

397 1295 山本 真一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 2:15:01

398 1113 陰地 幹 ｵﾝｼﾞ ﾂﾖｼ 東京都 2:15:02

399 1158 田中 正宏 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:15:05

400 1164 上村 諭徳 ｳｴﾑﾗ ｻﾄﾉﾘ 神奈川県 2:15:43
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401 1009 隈本 秀二 ｸﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:16:05

402 1239 岩澤 正憲 ｲﾜｻﾜ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:16:06

403 1352 鉄尾 敏之 ﾃﾂｵ ﾄｼﾕｷ 日東精工 神奈川県 2:16:33

404 1181 清水 宏敏 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄｼ 東京都 2:16:35

405 1071 秋葉 智紘 ｱｷﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 財務課金庫番 神奈川県 2:16:51

406 1346 中村 亮 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:17:39

407 1193 齋藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:17:47

408 1049 北 雅州 ｷﾀ ﾏｻｸﾆ 神奈川県 2:17:59

409 1152 近久 陽典 ﾁｶﾋｻ ﾖｳｽｹ ９０ＧＡＭＯ 東京都 2:18:05

410 1127 安藤 吉貴 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 2:18:43

411 1101 櫻井 信行 ｻｸﾗｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 2:19:06

412 1248 大城 康 ｵｵｼﾛ ﾔｽｼ 神奈川県 2:19:29

413 1107 芋川 毅 ｲﾓｶﾜ ﾂﾖｼ 神奈川県 2:19:43

414 1142 手塚 史高 ﾃﾂﾞｶ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 2:20:02

415 1084 名嘉 元康 ﾅｶ ﾓﾄﾔｽ 港湾計画課 神奈川県 2:20:23

416 1082 田中 豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:20:23

417 1187 坪川 明秀 ﾂﾎﾞｶﾜ ｱｷﾋﾃﾞ 神奈川県 2:21:09

418 1067 宮木 宏之 ﾐﾔｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:21:13

419 1400 伊能 康之 ｲﾖｸ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 2:21:13

420 1281 中野 彰浩 ﾅｶﾉ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 2:21:38

421 1180 矢吹 光宏 ﾔﾌﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ ｏｄａｄｅｓ 東京都 2:21:46

422 1317 久能 英幹 ｸﾉｳ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:21:49

423 1118 伊藤 学 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ

神奈川県道路公社

神奈川県 2:21:58

424 1134 鈴木 研光 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾐﾂ 神奈川県 2:21:58

425 1276 浦中 勉 ｳﾗﾅｶ ﾂﾄﾑ 神奈川県 2:22:01

426 1354 川出 雄介 ｶﾜﾃﾞ ﾕｳｽｹ （株）エイヴイ 神奈川県 2:22:13

427 1359 古殿 三郎 ﾌﾙﾄﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 2:22:31

428 1133 西居 竜也 ﾆｼｲ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:22:47

429 1555 来田 弘昭 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:22:52

430 1033 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:23:00

431 1349 長村 将宗 ｵｻﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:23:28

432 1068 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 海岸ハウス 神奈川県 2:24:04

433 1104 迫 竜大 ｻｺ ﾀﾂﾋﾛ 神奈川県 2:24:16

434 1132 長尾 健一 ﾅｶﾞｵ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:24:25

435 1069 上原 敏行 ｳｴﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 2:24:35

436 1091 笹野 真一 ｻｻﾉ ｼﾝｲﾁ サステム 神奈川県 2:25:23

437 1523 田村 直久 ﾀﾑﾗ ﾅｵﾋｻ ルネ光が丘 東京都 2:26:25

438 1159 縣 和誠 ｱｶﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川県 2:26:30

439 1050 笹原 郁夫 ｻｻﾊﾗ ｲｸｵ 東京都 2:27:00

440 1097 山越 貴行 ﾔﾏｺｼ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:27:00

441 1047 古田 守 ﾌﾙﾀ ﾏﾓﾙ 神奈川県 2:27:05

442 1236 中川 浩一 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:27:18

443 1042 石川 久 ｲｼｶﾜ ﾋｻｼ 神奈川県 2:28:15

444 1444 河路 高康 ｶﾜｼﾞ ﾀｶﾔｽ 神奈川県 2:29:16

445 1339 金村 健悟 ｶﾈﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 2:29:29

446 1063 山田 政浩 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:29:37

447 1072 五味 利夫 ｺﾞﾐ ﾄｼｵ 神奈川県 2:30:33

448 1373 茂木 秀昭 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 2:31:05

449 1312 小山 英俊 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 2:31:21

450 1184 田辺 寛治 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾝｼﾞ 神奈川県 2:31:22
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451 1310 渋谷 晃太 ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀ 東京都 2:31:56

452 1320 高橋 暁 ﾀｶﾊｼ ｷﾞｮｳ 神奈川県 2:31:57

453 1188 菊池 和浩 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:32:17

454 1227 石上 賢一 ｲｼｶﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:32:44

455 1178 野城 圭助 ﾉｼﾛ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:33:33

456 1200 森田 潤 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝ チームイニシア 神奈川県 2:33:49

457 1544 阿部 雅文 ｱﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 2:34:25

458 1238 安部 聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ

防衛省防衛装備庁

東京都 2:34:26

459 1439 高倉 朋和 ﾀｶｸﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 2:35:20

460 1232 西川 真帆 ﾆｼｶﾜ ﾏﾎ 富士ソフト企画 神奈川県 2:35:26

461 1007 篠原 仁 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾄｼ 東京都 2:35:40

462 1211 真野 幸臣 ﾏﾉ ﾕｷｵﾐ 神奈川県 2:36:09

463 1051 大場 俊知 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾄﾓ

Ｔｅａｍ Ａｌ Ｄｅｎｔｅ

埼玉県 2:37:25

464 1463 佐藤 弘幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ アストＲＣ 神奈川県 2:37:33

465 1283 小林 英夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ

闘魂超距離倶楽部

神奈川県 2:39:41

466 1213 廣瀬 達也 ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:40:55

467 1465 中島 明彦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋｺ ドラール 神奈川県 2:41:26

468 1102 石川 数正 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 2:42:48

469 1440 新妻 朋之 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ ＨＲＣ 神奈川県 2:42:50

470 1476 宇都宮 毅紀 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｹﾉﾘ 神奈川県 2:43:12

471 1080 高嶋 大輔 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:44:53

472 1265 野中 寛之 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 経済同友会 神奈川県 2:45:00

473 1166 小坂 英之 ｺｻﾞｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 2:45:14

474 1138 中村 惣一 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁ 神奈川県 2:45:38

475 1518 山口 隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 2:45:46

476 1254 福田 光太郎 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 2:46:43

477 1023 柴田 義博 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:48:07

478 1325 松本 愛博 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:49:00

479 1405 鎌倉 央雄 ｶﾏｸﾗ ﾋｻｵ 埼玉県 2:50:22

480 1136 川北 賢 ｶﾜｷﾀ ｹﾝ アストＲＣ 東京都 2:53:56

481 1412 田部井 進悟 ﾀﾍﾞｲ ｼﾝｺﾞ 東京都 2:56:40

482 1014 高木 英史 ﾀｶｷﾞ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:58:17

483 1249 関 浩二 ｾｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:59:50

484 1182 宮本 雅史 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｼ 福井県 3:06:33


