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1 2279 福永 良治 ﾖｼﾊﾙ ﾌｸﾅｶﾞ 神奈川県 1:25:20

2 2018 矢島 剛 ﾔｼﾞﾏ ﾂﾖｼ Ａｍｉｊａｙ 神奈川県 1:26:04

3 2283 阿部 誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ ハートブレイク 神奈川県 1:26:08

4 2478 松井 知己 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾐ 東京都 1:26:28

5 2312 伊藤 和徳 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ ＮＥＣネッツエス 神奈川県 1:27:35

6 2244 芦川 茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 神奈川県 1:27:43

7 2254 安田 尚紀 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵｷ プラザ玉川 神奈川県 1:27:53

8 2064 高橋 克利 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾄｼ 川崎市役所 神奈川県 1:27:55

9 2142 千原 遠見彦 ﾁﾊﾗ ﾄﾐﾋｺ 羊蹄会 神奈川県 1:28:17

10 2465 高橋 竜哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 放電精密 神奈川県 1:29:23

11 2495 濱 吉宏 ﾊﾏ ﾖｼﾋﾛ 横浜中央 神奈川県 1:29:46

12 2284 高橋 幸男 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ ＭＭＣ 神奈川県 1:30:21

13 2326 白木 拓也 ｼﾛｷ ﾀｸﾔ ＫＭＥＷ 千葉県 1:30:39

14 2345 小林 勉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ ちーむカイト 神奈川県 1:31:17

15 2287 岩田 弘行 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 牛久走友会 茨城県 1:32:06

16 2482 橋本 仁史 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄｼ ＳＬＤＲＣ 神奈川県 1:32:07

17 2302 西山 修一 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 侍ハッシュ 神奈川県 1:32:21

18 2219 齊藤 滋久 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾋｻ 東京都 1:32:31

19 2291 足立 芳彦 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 1:33:04

20 2325 石神 輝也 ｲｼｶﾞﾐ ﾃﾙﾔ 子安オヤジの会 神奈川県 1:33:49

21 2264 粕谷 俊彦 ｶｽﾔ ﾄｼﾋｺ 三菱電機 東京都 1:34:14

22 2266 熊木 敏 ｸﾏｷ ｻﾄｼ 第一三共陸上部 東京都 1:34:24

23 2275 鈴木 伸幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 逗葉高校 神奈川県 1:34:33

24 2404 斉藤 和広 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ
相模原市役所ＲＣ

神奈川県 1:34:40

25 2272 安藤 正彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 1:34:54

26 2512 竹中 弘紀 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ 埼玉県 1:34:56

27 2157 野上 晃 ﾉｶﾞﾐ ｱｷﾗ 東京都 1:35:03

28 2351 谷 昌一 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:35:07

29 2234 葉山 秀樹 ﾊﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:35:16

30 2462 大平 耕司 ｵｵﾋﾗ ｺｳｼﾞ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 1:35:22

31 2132 奥田 幸義 ｵｸﾀﾞ ﾕｷﾖｼ 埼玉県 1:35:56

32 2248 立川 京市 ﾀﾁｶﾜ ｷｮｳｲﾁ 多摩川クラブ 神奈川県 1:36:21

33 2255 田中 立夫 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:36:22

34 2192 小口 俊次 ｵｸﾞﾁ ﾄｼﾂｸﾞ 都筑－ＡＣ 神奈川県 1:36:37

35 2341 遠藤 誠二 ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾞ 神奈川県 1:37:06

36 2141 丸山 厚 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ 都築ＡＣ 神奈川県 1:37:40

37 2080 小林 睦幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 日新製糖 千葉県 1:37:49

38 2270 西田 浩 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ みなとみらいＲＣ 神奈川県 1:37:56

39 2022 有川 毅 ｱﾘｶﾜ ﾀｹｼ

米海軍横須賀基地

神奈川県 1:38:01

40 2307 白木 尚 ｼﾗｷ ﾀｶｼ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 1:38:05

41 2547 井出 和夫 ｲﾃﾞ ｶｽﾞｵ 神奈川県 1:38:06

42 2446 天野 真 ｱﾏﾉ ﾏｺﾄ 京王電鉄 東京都 1:38:12

43 2460 金子 政史 ｶﾈｺ ﾏｻｼ 富士森走友会 東京都 1:38:43

44 2215 坂西 剛 ﾊﾞﾝｻﾞｲ ﾂﾖｼ ビール部 埼玉県 1:38:46

45 2229 前野 安弘 ﾏｴﾉ ﾔｽﾋﾛ 東海カーボン 東京都 1:38:57

46 2504 深海 淳一郎 ﾌｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 川和ラン 神奈川県 1:38:58

47 2350 中村 義昭 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｱｷ チビレンジャー 神奈川県 1:39:01

48 2463 有村 利信 ｱﾘﾑﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ ＩＨＩ 東京都 1:39:01

49 2030 石田 純一 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 二子玉川走友会 東京都 1:39:17

50 2082 番場 宏 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ ソヒたん 埼玉県 1:39:17
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51 2497 幡 芳樹 ﾊﾀ ﾖｼｷ 東京都 1:39:29

52 2087 吉野 守 ﾖｼﾉ ﾏﾓﾙ 東京都 1:39:29

53 2117 木村 晃 ｷﾑﾗ ｱｷﾗ 深大寺走友会 東京都 1:39:50

54 2538 幡谷 敏哉 ﾊﾀﾔ ﾄｼﾔ 清心クラブ 神奈川県 1:39:53

55 2059 二階堂 裕 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 東京都 1:40:05

56 2091 熊澤 正樹 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻｷ 神奈川県 1:40:18

57 2237 三橋 正明 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻｱｷ 神奈川県 1:40:25

58 2261 廣野 一雄 ﾋﾛﾉ ｶｽﾞｵ 第一三共 東京都 1:40:28

59 2319 山川 均 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:40:30

60 2488 田中 英明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:41:18

61 2029 岡田 浩幸 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:41:27

62 2306 福井 歩 ﾌｸｲ ｱﾕﾑ レスト 神奈川県 1:41:36

63 2183 竹内 保洋 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:41:54

64 2511 遠藤 清賢 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｶﾀ タカアンドトシ 埼玉県 1:42:13

65 2420 村上 繁慶 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ＫＢＳ 東京都 1:42:13

66 2139 長尾 浩 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:42:27

67 2541 渋谷 稔 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ 相模原市陸協 神奈川県 1:42:30

68 2540 野中 孝弘 ﾉﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:42:33

69 2505 岡田 幹太 ｵｶﾀﾞ ﾐｷﾀ 紫の戦士 東京都 1:42:35

70 2044 古賀 正広 ｺｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 走るもんの会 神奈川県 1:42:41

71 2077 山田 耕充 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞｭｳ 漆黒 神奈川県 1:42:46

72 2182 林 美典 ﾊﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 八走会 神奈川県 1:42:51

73 2280 辺見 哲郎 ﾍﾝﾐ ﾃﾂｵ ◆ＪＴＢ 神奈川県 1:42:58

74 2485 松村 一宏 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 日本電産シンポ 東京都 1:43:10

75 2438 田辺 貴敏 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ ＲＣ七海 神奈川県 1:43:30

76 2113 鈴木 孝司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:43:32

77 2383 山崎 孝 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 1:43:35

78 2071 佐藤 庄一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 相模原市役所Ｒ 神奈川県 1:43:35

79 2034 山田 昌邦 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 武相走 東京都 1:43:46

80 2553 桜井 謙一郎 ｻｸﾗｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ ◆走ゃ豪会◆ 神奈川県 1:43:50

81 2122 位頭 福太郎 ｲﾄｳ ﾌｸﾀﾛｳ さぶやま親じ会 神奈川県 1:43:55

82 2567 笹岡 靖弘 ｻｻｵｶ ﾔｽﾋﾛ ＦＵＮＣＯＭＥ 神奈川県 1:43:59

83 2523 吉田 晃 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 1:43:59

84 2336 河合 洋 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ つなぐ研究所 神奈川県 1:43:59

85 2522 関 義則 ｾｷ ﾖｼﾉﾘ アラッチ 東京都 1:44:12

86 2121 平手 秀樹 ﾋﾗﾃ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:44:31

87 2399 池田 幸二 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:44:31

88 2297 阿部 洋介 ｱﾍﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 1:44:41

89 2214 中里 一 ﾅｶｻﾞﾄ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:44:42

90 2170 高安 恵司 ﾀｶﾔｽ ｹｲｼﾞ 東京都 1:44:49

91 2238 志賀 彰 ｼｶﾞ ｱｷﾗ ソルトン 神奈川県 1:44:51

92 2252 西沢 武司 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ チームＴ 神奈川県 1:44:53

93 2088 小関 望 ｺｾｷ ﾉｿﾞﾑ ＪＫＢ３７ 埼玉県 1:45:01

94 2515 眞谷 俊誠 ﾏﾐﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 東京都 1:45:04

95 2232 飛彈 則雄 ﾋﾀﾞ ﾉﾘｵ 東京都 1:45:04

96 2060 清水 洋幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:45:09

97 2241 菊池 和史 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川県 1:45:12

98 2509 長山 勝彦 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾂﾋｺ ＶＯＩＣＥ 神奈川県 1:45:21

99 2035 北村 泰博 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ チームイトウ 神奈川県 1:45:22

100 2075 柏木 和人 ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞﾋﾄ ｍａｘｅｌｌ 神奈川県 1:45:25
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101 2417 安藤 昇 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 1:45:35

102 2086 山下 昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ そふとくりーむ 神奈川県 1:45:44

103 2173 永野 雅俊 ﾅｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ チーム バロン 東京都 1:45:54

104 2481 裏野 泰央 ｳﾗﾉ ﾔｽﾋｻ ベーリンガー 神奈川県 1:45:57

105 2407 吉野 雄二 ﾖｼﾉ ﾕｳｼﾞ かぐのみ走ろう会 神奈川県 1:46:09

106 2371 金子 雄一 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ 横浜道楽 神奈川県 1:46:25

107 2514 西口 知邦 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄﾓｸﾆ 東京都 1:46:27

108 2282 大久保 雅之 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ ＴＯＭＯＲＵＮ 神奈川県 1:46:35

109 2470 尾中 秀樹 ｵﾅｶ ﾋﾃﾞｷ ナイスおっさん 神奈川県 1:46:42

110 2452 本條 信隆 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞﾀｶ ＮＴＴＤＡＴＡ 東京都 1:46:47

111 2164 山室 智晴 ﾔﾏﾑﾛ ﾄﾓﾊﾙ 東大附属３３回生 東京都 1:46:50

112 2564 本間 克則 ﾎﾝﾏ ｶﾂﾉﾘ 東京都 1:46:51

113 2172 榊原 健也 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾔ スノーすずらん 東京都 1:47:00

114 2330 壷内 貴彦 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶﾋｺ 神奈川県 1:47:11

115 2233 箕田 克彦 ﾐﾉﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 1:47:23

116 2418 南 雄治 ﾐﾅﾐ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:47:24

117 2411 本山 浩 ﾓﾄﾔﾏ ﾋﾛｼ ツジカゼ 神奈川県 1:47:29

118 2430 橘 義治 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県 1:47:34

119 2414 大下 晋司 ｵｵｼﾀ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:47:34

120 2398 泊 竜太郎 ﾄﾏﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:47:48

121 2503 黒川 靖生 ｸﾛｶﾜ ﾔｽｵ らんこよ 神奈川県 1:47:55

122 2412 宗宮 利夫 ｿｳﾐﾔ ﾄｼｵ 神奈川県 1:48:07

123 2349 田中 雅則 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 株フジタ 神奈川県 1:48:09

124 2048 四元 英介 ﾖﾂﾓﾄ ｴｲｽｹ

株式会社西原商会関東

神奈川県 1:48:14

125 2401 杉山 順一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:48:15

126 2496 久保田 陵太 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:48:17

127 2459 鈴木 義仁 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:48:22

128 2377 田中 博文 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 麹町郵便局 東京都 1:48:23

129 2388 大森 源司 ｵｵﾓﾘ ｹﾞﾝｼﾞ 東京都 1:48:23

130 2337 有明 靖 ｱﾘｱｹ ﾔｽｼ プラチナ会 神奈川県 1:48:33

131 2206 玉置 義方 ﾀﾏｵｷ ﾖｼｶﾀ チーム愛宕 神奈川県 1:48:37

132 2078 高野 康司 ﾀｶﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:48:38

133 2012 山口 勝弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:48:45

134 2010 吉岡 賢司 ﾖｼｵｶ ｹﾝｼﾞ ＡＶＲＣ 東京都 1:48:46

135 2240 武田 悦雄 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｵ 東京都 1:48:48

136 2054 早川 多重 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ チーム熱いぜ！ 東京都 1:48:59

137 2076 佐藤 啓一郎 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 猛走会 東京都 1:49:02

138 2216 佐藤 哲之 ｻﾄｳ ｻﾄｼ 東京都 1:49:17

139 2389 石原 雅一 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾋﾄ 日立化成 神奈川県 1:49:20

140 2102 荻野 正 ｵｷﾞﾉ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 1:49:29

141 2536 笠村 浩之 ｶｻﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:49:31

142 2158 神原 宏明 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:49:42

143 2426 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 神奈川県 1:49:43

144 2084 吉田 学 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:49:44

145 2161 井沢 秀 ｲｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ ラ・メール 神奈川県 1:49:50

146 2458 横山 憲司 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:49:54

147 2052 小山 務 ｺﾔﾏ ﾂﾄﾑ イー・リブ 神奈川県 1:50:07

148 2126 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 川和ＲＵＮ 神奈川県 1:50:14

149 2551 駿河 貞雄 ｽﾙｶﾞ ｻﾀﾞｵ 東京都 1:50:22

150 2152 平田 昇一 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 1:50:28
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151 2464 名達 浩 ﾅﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ シマヤＲＣ 神奈川県 1:50:28

152 2565 堀江 英範 ﾎﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 1:50:33

153 2101 熊谷 裕一 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:50:37

154 2393 田川 広 ﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 東京都 1:50:43

155 2114 杉山 和典 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 1:50:57

156 2328 佐藤 守 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ 世田谷ＫＤ 東京都 1:51:07

157 2143 菅野 孝義 ｶﾝﾉ ﾀｶﾖｼ つばさ３７５ＲＴ 神奈川県 1:51:21

158 2387 今西 剛 ｲﾏﾆｼ ﾀｹｼ 神奈川県 1:51:28

159 2274 松林 宏行 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:51:42

160 2434 平田 明 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 1:51:46

161 2111 新藤 健司 ｼﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:51:52

162 2535 富岡 ひでお ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 1:51:57

163 2443 松本 史朗 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾛｳ 神奈川県 1:52:01

164 2116 石井 義則 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ 東京都 1:52:04

165 2334 加藤 昌也 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 神奈川県 1:52:38

166 2394 小倉 栄二 ｵｸﾞﾗ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:52:39

167 2145 澤永 正行 ｻﾜｴ ﾏｻﾕｷ さわえーず 神奈川県 1:52:56

168 2516 菅沼 良行 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ ２３５走志会 静岡県 1:52:57

169 2321 柴戸 寛司 ｼﾊﾞｺ ｶﾝｼﾞ 千葉県 1:52:59

170 2220 村橋 哲矢 ﾑﾗﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京都 1:52:59

171 2217 多田 剛 ﾀﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 1:53:00

172 2021 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 1:53:17

173 2369 飯野 惠一 ｲｲﾉ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:53:19

174 2061 伊藤 隆史 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 1:53:20

175 2531 中北 英明 ﾅｶｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ Ｔ２６ラン部 神奈川県 1:53:28

176 2309 藤井 敦 ﾌｼﾞｲ ｱﾂｼ 神奈川県 1:53:31

177 2178 佐藤 秀樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:53:36

178 2432 須田 勝弘 ｽﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 東京都 1:53:37

179 2441 立川 英明 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ チキンズ 神奈川県 1:53:39

180 2510 地領 耕司 ﾁﾘｮｳ ｺｳｼﾞ ＭＦＲ 神奈川県 1:53:51

181 2089 蒲田 高士 ｶﾏﾀ ﾀｶｼ 鳥居坂競走部 神奈川県 1:54:16

182 2193 金田 寿昭 ｶﾈﾀﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 1:54:21

183 2225 尾崎 健二 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:54:24

184 2028 関根 宏平 ｾｷﾈ ｺｳﾍｲ 神奈川県 1:54:25

185 2231 大野 征士 ｵｵﾉ ﾏｻｼ 神奈川県 1:54:26

186 2449 紺野 雅也 ｺﾝﾉ ﾏｻﾔ 神奈川県 1:54:27

187 2568 竹野 直之 ﾀｹﾉ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:54:28

188 2344 佐野 郁生 ｻﾉ ｲｸｵ ｄｏｕｘ 静岡県 1:54:44

189 2453 金子 健哉 ｶﾈｺ ｹﾝﾔ ＭＯＮＳＴＥＲ 東京都 1:54:47

190 2150 小林 邦夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｵ 東京都 1:54:48

191 2118 小峯 雄二 ｺﾐﾈ ﾕｳｼﾞ たまれん 神奈川県 1:54:49

192 2196 臼井 啓能 ｳｽｲ ﾋﾛﾖｼ アロハーズ 東京都 1:54:53

193 2031 高橋 太 ﾀｶﾊｼ ﾌﾄｼ チームひとり 東京都 1:54:55

194 2428 増田 和雄 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｵ 東京都 1:55:06

195 2562 柿沼 洋之 ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:55:08

196 2181 杉山 堅次 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

横浜市交通局浅間

神奈川県 1:55:08

197 2543 伊駒 忍 ｲｺﾏ ｼﾉﾌﾞ 東京都 1:55:24

198 2331 安田 善彦 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 東京都 1:55:27

199 2372 増井 貴良 ﾏｽｲ ｷﾖｼ 東京都 1:55:30

200 2348 牛尾 博 ｳｼｵ ﾋﾛｼ チーム優歩 神奈川県 1:55:35
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201 2447 佐藤 吉彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ みなとみらいＲＣ 神奈川県 1:55:36

202 2405 西村 憲二 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ザイリンクス 神奈川県 1:55:36

203 2352 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 楽走人 東京都 1:55:37

204 2381 根岸 辰弥 ﾈｷﾞｼ ﾀﾂﾔ 東京鯉のぼり会 東京都 1:55:37

205 2454 市村 泰貴 ｲﾁﾑﾗ ﾔｽﾀｶ 三井造船特機 神奈川県 1:55:40

206 2016 後藤 智弘 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 1:55:41

207 2294 岩瀬 雅彦 ｲﾜｾ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 1:55:43

208 2166 嶋村 光俊 ｼﾏﾑﾗ ﾃﾙﾄｼ ＳＨＵＮＫＯＵ 神奈川県 1:55:45

209 2332 杉山 喜樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 東京都 1:55:57

210 2072 田口 雄三 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 1:56:01

211 2285 福島 正幸 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾕｷ アロハマハロ 神奈川県 1:56:01

212 2304 一柳 好孝 ﾋﾄﾂﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 1:56:19

213 2201 金指 和博 ｶﾅｻﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ アンリツ 神奈川県 1:56:32

214 2435 佐藤 順 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:56:32

215 2484 東田 健志 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｹｼ Ｔ２６ラン部 神奈川県 1:56:34

216 2450 菊地 敬三 ｷｸﾁ ｹｲｿﾞｳ ＫＴ－Ｒｕｎｚ 神奈川県 1:56:38

217 2300 角田 光禎 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂｻﾀﾞ 神奈川県 1:56:41

218 2436 田中 学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:56:46

219 2327 佐藤 栄司 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:56:47

220 2376 薗部 智史 ｿﾉﾍﾞ ｻﾄｼ 深大寺走友会 東京都 1:56:55

221 2475 軽部 誠一 ｶﾙﾍﾞ ｾｲｲﾁ 神奈川県 1:57:07

222 2096 廣田 雅則 ﾋﾛﾀ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 1:57:11

223 2203 谷口 靖 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾔｽｼ 東京都 1:57:17

224 2123 狩野 幸夫 ｶﾘﾉ ﾕｷｵ チーム若葉 神奈川県 1:57:19

225 2168 篠藤 日出男 ｼﾉﾌｼﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 1:57:22

226 2489 菊嶋 建二 ｷｸｼﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:57:40

227 2455 佐藤 公一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 東芝本社スキー 神奈川県 1:57:48

228 2236 坂本 昌彦 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 茨城県 1:57:48

229 2138 前田 陽平 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:57:59

230 2542 山口 真哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 東京都 1:58:05

231 2119 森下 淳一 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ

日本瓦斯株式会社

東京都 1:58:06

232 2188 佐藤 勇治 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:58:07

233 2165 森川 周亮 ﾓﾘｶﾜ ｼｭｳｽｹ 神奈川県 1:58:17

234 2557 森 隆茂 ﾓﾘ ﾀｶｼｹﾞ 川原道場 神奈川県 1:58:21

235 2318 有賀 睦 ｱﾘｶﾞ ﾑﾂﾐ 東京都 1:58:23

236 2363 畠等 誠史 ﾊﾀﾄｳ ﾏｻｼ 千里ランラン 千葉県 1:58:30

237 2499 小野田 浩 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:58:34

238 2014 清水 敏明 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 1:58:45

239 2176 樋口 正史 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 1:58:47

240 2342 菅田 和秀 ｽｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 1:58:50

241 2451 松坂 孝司 ﾏﾂｻﾞｶ ｺｳｼﾞ 東京都 1:58:53

242 2056 鈴木 裕一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 1:58:55

243 2015 岩片 健 ｲﾜｶﾀ ﾀｹｼ 東京都 1:58:56

244 2083 井口 芳男 ｲｸﾞﾁ ﾖｼｵ 神奈川県 1:58:57

245 2477 村山 亨 ﾑﾗﾔﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:59:03

246 2050 中村 努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ 神奈川県 1:59:05

247 2501 大出 裕資 ｵｵｲﾃﾞ ﾕｳｼﾞ

株式会社大三洋行

神奈川県 1:59:09

248 2448 中山 祥一 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 東京都 1:59:27

249 2269 下島 裕司 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:59:32

250 2230 高野 浩二 ﾀｶﾉ ｺｳｼﾞ 東京都 1:59:32
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251 2439 高原 秀司 ﾀｶﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ 茨城県 1:59:39

252 2537 深堀 雄蔵 ﾌｶﾎﾘ ﾕｳｿﾞｳ 福岡県 1:59:43

253 2322 粕谷 亮 ｶｽﾔ ﾘｮｳ 神奈川県 1:59:49

254 2159 米澤 明範 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 愛川東中学校 東京都 1:59:55

255 2487 村田 英樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:00:04

256 2109 榎本 秀郎 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ たまれん 神奈川県 2:00:08

257 2544 清水 和彦 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋｺ アメガジャパン 神奈川県 2:00:11

258 2257 佐藤 伸好 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 2:00:36

259 2292 森川 誠 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 大東京信用組合 神奈川県 2:00:53

260 2046 安達 義徳 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:00:58

261 2281 加藤 和久 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ ら・めーる 神奈川県 2:01:15

262 2073 佐藤 清 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 神奈川県 2:01:20

263 2174 泉原 邦彦 ｲｽﾞﾊﾗ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 2:01:24

264 2529 鳥飼 高行 ﾄﾘｶｲ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:01:38

265 2467 柿澤 宏之 ｶｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:01:45

266 2190 小澤 敏宏 ｵｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 2:01:45

267 2289 三輪 浩士 ﾐﾜ ﾋﾛｼ ＮＴＴ東日本 東京都 2:01:45

268 2120 真鍋 和久 ﾏﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 2:01:51

269 2013 大宜味 朝俊 ｵｵｷﾞﾐ ｱｻﾄｼ 東京都 2:01:53

270 2186 三木 竜雄 ﾐｷ ﾀﾂｵ Ｗｉｎｄ Ｒｕｎ 埼玉県 2:01:54

271 2422 水上 義博 ﾐｽﾞｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:02:00

272 2235 籾井 昭典 ﾓﾐｲ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 2:02:00

273 2530 中林 保治 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾊﾙ 神奈川県 2:02:18

274 2400 神田 裕 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 2:02:43

275 2356 佐久間 忠 ｻｸﾏ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 2:02:56

276 2107 野口 裕文 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 2:03:00

277 2212 北岡 真也 ｷﾀｵｶ ｼﾝﾔ 東京都 2:03:28

278 2301 加藤 秋彦 ｶﾄｳ ｱｷﾋｺ 神奈川県 2:03:35

279 2128 二村 一郎 ﾌﾀﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:03:47

280 2521 山口 貴之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 2:03:50

281 2226 川井 清 ｶﾜｲ ｷﾖｼ 神奈川県 2:03:52

282 2097 藤井 伸彦 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京都 2:03:54

283 2049 木村 克己 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:04:06

284 2271 菊池 朗 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 神奈川県 2:04:12

285 2104 田代 勇一 ﾀｼﾛ ﾕｳｲﾁ 千葉県 2:04:26

286 2222 浦田 浩 ｳﾗﾀ ﾋﾛｼ のどつよ 東京都 2:04:26

287 2528 鈴木 功 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ 足柄上病院 神奈川県 2:04:28

288 2124 中村 慎輔 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｽｹ 神奈川県 2:04:38

289 2195 堺谷 泰雄 ｻｶｲﾔ ﾔｽｵ 神奈川県 2:04:42

290 2066 佐野 徳彦 ｻﾉ ﾉﾘﾋｺ ＮＡＳ永山 東京都 2:04:43

291 2397 東條 秀二 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:04:44

292 2207 入江 雅朗 ｲﾘｴ ﾏｻｵ 神奈川県 2:04:54

293 2058 野村 敏一 ﾉﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 2:04:56

294 2098 田口 健男 ﾀｸﾞﾁ ﾀｹｵ 埼玉県 2:05:04

295 2099 宍戸 将人 ｼｼﾄﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:05:08

296 2067 江村 嘉則 ｴﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:05:12

297 2494 鈴木 史郎 ｽｽﾞｷ ｼﾛｳ 東京都 2:05:32

298 2276 長島 信章 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 2:05:46

299 2278 野中 三千人 ﾉﾅｶ ﾐﾁﾄ 神奈川県 2:05:58

300 2532 川合 康太 ｶﾜｲ ｺｳﾀ 東京都 2:06:04
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301 2263 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:06:06

302 2204 米本 正明 ﾖﾒﾓﾄ ﾏｻｱｷ

ＰＭ駅伝失速必至

神奈川県 2:06:11

303 2507 鮎川 哲也 ｱﾕｶﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:06:14

304 2155 坂井 敦 ｻｶｲ ｱﾂｼ 動物家族 東京都 2:06:16

305 2424 野澤 健一 ﾉｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:06:37

306 2079 田中 公雄 ﾀﾅｶ ｷﾐｵ 東京都 2:06:41

307 2526 小園 忠雄 ｺｿﾞﾉ ﾀﾀﾞｵ ＳＭＲＣ 東京都 2:06:47

308 2179 滝本 臣位 ﾀｷﾓﾄ ｼｹﾞﾀﾀﾞ 東京都 2:06:51

309 2425 荒井 茂人 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾄ 株式会社テラモト 千葉県 2:07:07

310 2162 真田 佳明 ｻﾅﾀﾞ ﾖｼｱｷ 東京都 2:07:14

311 2131 三隅 俊郎 ﾐｽﾐ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 2:07:39

312 2103 仲本 公 ﾅｶﾓﾄ ｺｳ ＷＢＳ 神奈川県 2:07:48

313 2110 阿部 郁朗 ｱﾍﾞ ｲｸｵ ＮＴＴ東ー南関東 神奈川県 2:08:16

314 2382 新井 教泰 ｱﾗｲ ﾉﾘﾔｽ こうかいぼうＲＣ 神奈川県 2:08:27

315 2386 大田 浩昭 ｵｵﾀ ﾋﾛｱｷ ＧＣＡ 東京都 2:08:30

316 2149 上田 雄一 ｳｴﾀ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 2:08:45

317 2250 日高 和彦 ﾋﾀﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:08:52

318 2490 山崎 晃 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾗ ＮＲＣ 神奈川県 2:08:55

319 2473 小野間 史敏 ｵﾉﾏ ﾌﾐﾄｼ 和空プロジェクト 神奈川県 2:09:26

320 2251 大竹 廣雄 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｵ 東京都 2:09:36

321 2223 渡邉 幸次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:09:39

322 2033 武田 有弘 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 2:09:46

323 2329 三根 芳文 ﾐﾈ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 2:10:05

324 2256 川添 英二 ｶﾜｿﾞｴ ｴｲｼﾞ 工学院大附高校 東京都 2:10:10

325 2365 四方 一成 ｼｶﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 日東精工 神奈川県 2:10:23

326 2525 柴山 盛夫 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾓﾘｵ とど倶楽部 神奈川県 2:10:24

327 2486 三宅 貴章 ﾐﾔｹ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 2:10:31

328 2027 浅田 悦敬 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 中村孝雄会 東京都 2:10:35

329 2197 赤銅 恭太 ｾｷﾄﾞｳ ｷｮｳﾀ 神奈川県 2:10:36

330 2265 村嶋 俊英 ﾑﾗｼﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 2:10:42

331 2549 浅田 聡 ｱｻﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 2:10:59

332 2268 石井 直樹 ｲｼｲ ﾅｵｷ 神奈川県 2:11:21

333 2346 松葉 興和 ﾏﾂﾊﾞ ｵｷｶｽﾞ チーム優歩 神奈川県 2:11:24

334 2020 照屋 敦 ﾃﾙﾔ ｱﾂｼ リーフィアＲＣ 東京都 2:11:24

335 2347 國木田 実 ｸﾆｷﾀﾞ ﾐﾉﾙ チーム優歩 神奈川県 2:11:24

336 2361 白土 一人 ｼﾗﾄ ｶｽﾞﾋﾄ ＳＣＲ涼走会 神奈川県 2:11:38

337 2115 森 弘志 ﾓﾘ ﾋﾛｼ 東京都 2:11:43

338 2135 原田 益至 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｽｼ 三友プラント 神奈川県 2:11:47

339 2085 吉田 明宣 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 神奈川県 2:11:53

340 2227 若林 等 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:11:56

341 2558 小牧 秀信 ｺﾏｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 2:12:21

342 2053 佐藤 徹也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:12:30

343 2051 高橋 眞人 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:12:31

344 2002 川守 英昭 ｶﾜﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 2:12:36

345 2406 伊倉 和之 ｲｸﾗ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 2:12:37

346 2413 黒田 琢磨 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾏ 東京都 2:12:39

347 2032 石山 卓 ｲｼﾔﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 2:12:53

348 2315 垣中 利隆 ｶｷﾅｶ ﾄｼﾀｶ ＤＦＢＦＣ 神奈川県 2:13:04

349 2491 徳永 浄人 ﾄｸﾅｶﾞ ｷﾖﾄ （株）トクショウ 神奈川県 2:13:09

350 2474 小林 道太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁﾀ 東京都 2:13:10
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351 2151 稲村 淳一 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:13:13

352 2003 遠藤 昌良 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 東京都 2:13:18

353 2498 小夫家 彰造 ｺﾌﾞｹ ｼｮｳｿﾞｳ オッケー牧場 東京都 2:13:28

354 2259 江守 徹 ｴﾓﾘ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:13:31

355 2437 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 2:13:47

356 2008 佐藤 建一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:14:00

357 2396 竹澤 雅樹 ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｻｷ 神奈川県 2:14:14

358 2108 堀米 義徳 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾉﾘ もりごめ！ 東京都 2:14:29

359 2130 宮崎 利彦 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋｺ 東京都 2:14:36

360 2125 高橋 実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ ＪＡいせはら 神奈川県 2:14:40

361 2100 須藤 成政 ｽﾄﾞｳ ﾅﾘﾏｻ 東京都 2:14:43

362 2502 加藤 淳夫 ｶﾄｳ ｱﾂｵ 神奈川県 2:14:45

363 2469 岸 康弘 ｷｼ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:14:52

364 2423 沼尻 高司 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾀｶｼ 神奈川県 2:15:16

365 2296 鈴木 信夫 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:15:25

366 2092 中野 健太郎 ﾅｶﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 岩戸 神奈川県 2:15:43

367 2154 守屋 英治 ﾓﾘﾔ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:15:43

368 2043 竹内 清和 ﾀｹｳﾁ ｷﾖｶｽﾞ 昭和電工 千葉県 2:15:48

369 2090 田中 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ ＮＥＸＳ 神奈川県 2:16:01

370 2253 内海 洋 ｳﾂﾐ ﾋﾛｼ ＭＯＯＧ 神奈川県 2:16:22

371 2534 望月 敏行 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ 山梨県 2:16:28

372 2545 小倉 孝夫 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｵ 神奈川県 2:16:33

373 2047 小林 尚志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 神奈川県 2:16:39

374 2239 原 尚哉 ﾊﾗ ﾅｵﾔ 神奈川県 2:16:47

375 2353 柴田 篤 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 2:16:54

376 2200 山本 修 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 東京ワインクラブ 神奈川県 2:16:54

377 2427 大高 明治 ｵｵﾀｶ ｱｷﾊﾙ 千葉県 2:17:03

378 2340 粕谷 和彦 ｶｽﾔ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 2:17:06

379 2177 赤崎 達也 ｱｶｻﾞｷ ﾀﾂﾔ キョウエイ 東京都 2:17:09

380 2011 古舘 茂俊 ﾌﾙﾀﾁ ｼｹﾞﾄｼ 神奈川県 2:17:15

381 2069 大久保 功 ｵｵｸﾎﾞ ｲｻｵ 東京都 2:17:21

382 2042 神野 学 ｶﾐﾉ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 2:17:22

383 2320 上野 寧 ｳｴﾉ ﾔｽｼ 神奈川県 2:17:37

384 2395 瀬尾 和也 ｾｵ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川県 2:17:38

385 2354 出町 譲 ﾃﾞﾏﾁ ﾕｽﾞﾙ テレビ朝日 東京都 2:17:56

386 2333 田家 和彦 ﾀｹ ｶｽﾞﾋｺ プロバインズ 東京都 2:18:03

387 2218 千野 悌二 ﾁﾉ ﾃｲｼﾞ 東京都 2:18:04

388 2146 竹内 仁 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｼ 三協鋼器 神奈川県 2:18:14

389 2106 細田 栄 ﾎｿﾀﾞ ｻｶｴ 神奈川県 2:18:16

390 2368 水谷 嘉孝 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 千葉県 2:18:17

391 2295 齋藤 昭彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ

日通航空事業支店

神奈川県 2:18:34

392 2127 菅野 暢一 ｽｶﾞﾉ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 2:18:58

393 2063 福田 正宏 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:19:01

394 2310 松崎 忠利 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾄｼ 神奈川県 2:19:03

395 2415 田中 聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 神奈川県 2:19:11

396 2185 吉村 毅 ﾖｼﾑﾗ ﾀｹｼ 東京都 2:19:11

397 2247 鈴木 政義 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ レーザランナー 神奈川県 2:19:14

398 2286 相川 実 ｱｲｶﾜ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:19:25

399 2402 廣瀬 謙二 ﾋﾛｾ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:19:27

400 2004 上田 吉昭 ｳｴﾀﾞ ﾖｼｱｷ ＪＤＳ 神奈川県 2:19:28
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401 2492 鈴木 茂樹 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｷ オッケー牧場 埼玉県 2:19:45

402 2160 姉歯 克 ｱﾈﾊ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:19:58

403 2410 澤野 元晴 ｻﾜﾉ ﾓﾄﾊﾙ 青葉台 神奈川県 2:19:59

404 2129 平井 正彦 ﾋﾗｲ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:20:02

405 2081 岸岡 佳昭 ｷｼｵｶ ﾖｼｱｷ 日野健保チーム 東京都 2:20:26

406 2267 高橋 正彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:20:33

407 2137 秋山 健司 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 岡山県 2:20:33

408 2134 藤掛 稔 ﾌｼﾞｶｹ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:20:39

409 2314 野田 勝也 ﾉﾀﾞ ｶﾂﾔ 吉富薬品 神奈川県 2:20:45

410 2385 柏原 一義 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 2:21:09

411 2440 森山 健 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｹｼ 東京都 2:21:10

412 2317 大坪 茂 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 2:21:13

413 2513 岡崎 喜則 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ チーム若葉 神奈川県 2:22:00

414 2472 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 京橋マラソン部 神奈川県 2:22:38

415 2133 北川 元章 ｷﾀｶﾞﾜ ﾓﾄｱｷ 神奈川県 2:22:44

416 2017 中村 研一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ チーム５５ 東京都 2:23:02

417 2468 古川 政喜 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻｷ きままにＡＣ 東京都 2:23:20

418 2074 岡田 聡 ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 2:23:47

419 2546 新井 紳也 ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 東京都 2:23:57

420 2062 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:24:07

421 2006 北出 良之 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 2:24:33

422 2343 平塚 隆明 ﾋﾗﾂｶ ﾀｶｱｷ 東京海上日動 東京都 2:24:41

423 2338 橋本 和弘 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:24:57

424 2290 高柿 宣秀 ﾀｶｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 2:24:59

425 2184 藤本 隆弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:25:02

426 2357 小川 英二 ｵｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:25:24

427 2136 饗庭 雅之 ｱｲﾊﾞ ﾏｻﾕｷ Ｔ２６ラン部 東京都 2:25:32

428 2144 菅原 淳 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ ＲＥＧ走る会 東京都 2:26:12

429 2209 河原 功 ｶﾜﾊﾗ ｲｻｵ 神奈川県 2:27:35

430 2374 鈴木 一弘 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ ＭＲＣ 神奈川県 2:28:04

431 2189 本山 彰浩 ﾓﾄﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 2:28:36

432 2527 竹田 勝雄 ﾀｹﾀﾞ ｶﾂｵ 東京都 2:28:39

433 2249 砂田 雅邦 ｽﾅﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 神奈川県 2:29:25

434 2409 小野 訓裕 ｵﾉ ﾉﾘﾋﾛ 神奈川県 2:29:58

435 2442 坂田 利行 ｻｶﾀ ﾄｼﾕｷ ＡｆｔｅｒＹｏｕ 東京都 2:30:02

436 2520 高橋 賢 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ ＦＡＭＩＣ 東京都 2:30:24

437 2476 齋藤 幸蔵 ｻｲﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 2:30:29

438 2457 大原 卓巳 ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾐ ヒッポマラソン部 神奈川県 2:30:37

439 2202 小西 浩 ｺﾆｼ ﾋﾛｼ 東京都 2:30:40

440 2094 松本 一也 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:30:44

441 2380 佐藤 忠世 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖ 神奈川県 2:31:15

442 2323 佐藤 和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 日工八王子 東京都 2:31:52

443 2140 小田 健太郎 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ｏｄａｄｅｓ 東京都 2:31:56

444 2313 松井 康真 ﾏﾂｲ ﾔｽﾏｻ 東京都 2:32:40

445 2148 御舘 康成 ｵﾀﾁ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 2:33:03

446 2153 諸山 尚樹 ﾓﾛﾔﾏ ﾅｵｷ 神奈川県 2:33:10

447 2493 山崎 毅文 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 2:33:21

448 2518 安形 栄 ｱｶﾞﾀ ｻｶｴ 神奈川県 2:33:45

449 2480 寒河江 克昌 ｻｶﾞｴ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 2:34:02

450 2156 高崎 久成 ﾀｶｻｷ ﾋｻﾅﾘ 鵠沼昭電社 神奈川県 2:34:31
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451 2163 齋藤 浩一朗 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:34:47

452 2421 東 宗一郎 ｱｽﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ルネ光ヶ丘 東京都 2:34:55

453 2419 石山 大介 ｲｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 2:35:08

454 2039 石原 徹雄 ｲｼﾊﾗ ﾃﾂｵ 埼玉県 2:36:18

455 2391 北原 昌彦 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:36:25

456 2199 伊東 宏和 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 京水クラブ 東京都 2:36:54

457 2533 山村 彰一 ﾔﾏﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 愛媛県 2:37:19

458 2037 山口 利勝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｶﾂ 神奈川県 2:37:22

459 2483 伊勢 正 ｲｾ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 2:37:36

460 2041 清水 浩則 ｷﾖﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 2:37:37

461 2065 坂本 龍也 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:38:23

462 2105 久保田 寧 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽｼ 神奈川県 2:38:29

463 2445 廣瀬 重之 ﾋﾛｾ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 2:38:41

464 2198 岡村 等 ｵｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 東京都 2:39:44

465 2416 岩澤 昌之 ｲﾜｻﾜ ﾏｻﾕｷ バッファロー会 神奈川県 2:39:55

466 2506 平塚 孝之 ﾋﾗﾂｶ ﾀｶﾕｷ 勝手に走ろう会 神奈川県 2:40:30

467 2355 小松 幹太 ｺﾏﾂ ﾐｷﾀ 大和証券 東京都 2:40:50

468 2375 福田 昌久 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋｻ オリンパス 東京都 2:40:59

469 2045 佐々木 直樹 ｻｻｷ ﾅｵｷ ホノルル同走会 神奈川県 2:42:14

470 2169 小柳 智彦 ｵﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 2:42:51

471 2403 玉置 順久 ﾀﾏｵｷ ﾖﾘﾋｻ 神奈川県 2:43:51

472 2303 松下 幸一郎 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:44:34

473 2001 進藤 成純 ｼﾝﾄﾞｳ ﾅﾘｽﾞﾐ 神奈川県 2:46:21

474 2508 安藤 淳 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:46:29

475 2552 竹山 孝浩 ﾀｹﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:46:49

476 2024 井上 仁人 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾄ 神奈川県 2:47:51

477 2431 高橋 弘之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ ＴＪＰーＲＣ 神奈川県 2:48:01

478 2379 坂本 洋 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 2:48:32

479 2559 東本 剛 ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 2:48:49

480 2519 土井 健司 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:53:24

481 2005 三枝 信 ｻｴｸﾞｻ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:57:47

482 2038 冨田 純次 ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:58:06

483 2456 西畑 義信 ﾆｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 大阪府 2:59:41

484 2384 山崎 竜一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ

東京陸上競技協会

東京都 3:05:11


