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1 344 小寺 隆文 ｺﾃﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ ガゼル 千葉県 1:12:32

2 432 森本 崇志 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 1:14:05

3 403 増田 勇太 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 茅ヶ崎市役所 神奈川県 1:14:48

4 397 早田 泰就 ｿｳﾀﾞ ﾀｲｼﾞｭ 神奈川県 1:14:59

5 38 髙橋 拓海 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 神奈川県 1:14:59

6 363 西村 育人 ﾆｼﾑﾗ ｲｸﾄ 神奈川県 1:15:21

7 28 平野 帆峻 ﾋﾗﾉ ﾎﾀﾞｶ 神奈川県 1:19:02

8 366 大西 文平 ｵｵﾆｼ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ あずさ監査法人 東京都 1:19:34

9 410 松下 訓和 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾁｶｽﾞ 東京都 1:20:17

10 79 田口 雄誠 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 東京陸協 東京都 1:21:10

11 2 徳光 啓太 ﾄｸﾐﾂ ｹｲﾀ 神奈川県 1:22:00

12 433 小俣 卓也 ｵﾏﾀ ﾀｸﾔ 山梨県 1:22:09

13 476 水口 直俊 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾄｼ 熱海市温泉卿 静岡県 1:22:26

14 463 小田切 大城 ｵﾀｷﾞﾘ ﾀﾞｲｷ ベイスターズ 東京都 1:22:32

15 37 日野 真希 ﾋﾉ ﾏｻｷ 東京都 1:22:49

16 17 出口 滉基 ﾃﾞｸﾞﾁ ｺｳｷ 神奈川県 1:22:57

17 323 和田 将一 ﾜﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 木陰で休もう会 神奈川県 1:23:05

18 409 芝村 俊彦 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 相模原陸協 神奈川県 1:23:13

19 309 角谷 省吾 ｽﾐﾀﾆ ｼｮｳｺﾞ 旭化成川崎 神奈川県 1:23:23

20 297 光田 国広 ﾐﾂﾀ ｸﾆﾋﾛ 東京都 1:24:06

21 222 小澤 拓実 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 神奈川県 1:24:10

22 331 和田 優土 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾄ ＳＣＲ涼走会 神奈川県 1:24:17

23 377 北爪 啓一 ｷﾀﾂﾞﾒ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:24:27

24 3 江黒 裕昭 ｴｸﾞﾛ ﾋﾛｱｷ いすゞ自動車 神奈川県 1:24:38

25 223 松岡 健太 ﾏﾂｵｶ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:25:04

26 277 村田 昭人 ﾑﾗﾀ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 1:25:18

27 362 白田 達也 ｼﾛﾀ ﾀﾂﾔ 東京都 1:25:28

28 287 地曳 建太 ｼﾞﾋﾞｷ ｹﾝﾀ 千葉県 1:25:50

29 198 南風本 薫 ﾊｴﾓﾄ ｶｵﾙ ｐｏｋｈａｒａ 神奈川県 1:26:15

30 316 篠藤 慶二 ｼﾉﾄｳ ｹｲｼﾞ 千代田工商 神奈川県 1:26:17

31 112 中里 和彦 ﾅｶｻﾞﾄ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:26:47

32 314 三宅 貴大 ﾐﾔｹ ﾀｶﾋﾛ 芦屋市陸協 兵庫県 1:26:55

33 190 鶴原 聖也 ﾂﾙﾊﾗ ﾏｻﾔ 東京都 1:27:12

34 131 小室 龍一 ｺﾑﾛ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 1:27:19

35 420 小林 圭佑 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:28:54

36 8 石田 直丈 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾀｹ 神奈川県 1:29:14

37 31 桑原 直晃 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵｱｷ 神奈川県 1:29:16

38 255 山市 剛 ﾔﾏｲﾁ ﾂﾖｼ 東京都 1:29:20

39 50 高岡 弘明 ﾀｶｵｶ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:29:26

40 346 青木 隆 ｱｵｷ ﾀｶｼ 神奈川県 1:29:26

41 18 高松 健二 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ パルライン 神奈川県 1:29:40

42 326 田中 充宏 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 1:29:49

43 128 梅田 優人 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾄ 東京都 1:30:02

44 214 井上 恵輔 ｲﾉｳｴ ｹｲｽｹ 東京都 1:30:17

45 44 坂下 敏之 ｻｶｼﾀ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:30:37

46 278 棟重 賢治 ﾑﾈｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:30:43

47 351 藤井 豊 ﾌｼﾞｲ ﾕﾀｶ 千葉県 1:30:47

48 439 右高 英資 ﾐｷﾞﾀｶ ﾋﾃﾞｼ 神奈川県 1:31:06

49 85 矢野 健太郎 ﾔﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:31:08

50 1 渡邊 涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:31:15
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51 385 松本 郷平 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ ランビッツ 東京都 1:31:30

52 392 西川 延宏 ﾆｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 1:31:43

53 462 渡邊 音文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵﾄﾌﾐ 神奈川県 1:31:44

54 199 濱田 洋平 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:31:55

55 451 森谷 健太郎 ﾓﾘﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:32:39

56 67 戸田 幸宏 ﾄﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 東京都 1:32:48

57 459 幡谷 光紀 ﾊﾀﾔ ﾐﾂｷ 神奈川県 1:32:49

58 300 井関 康弘 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 1:33:03

59 382 中村 直博 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 東京都 1:33:18

60 14 片山 拓也 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:33:29

61 216 望月 雄太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:33:30

62 301 齋藤 秀夫 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ ＲＲＴ 神奈川県 1:33:45

63 289 内藤 光基 ﾅｲﾄｳ ｺｳｷ 神奈川県 1:34:03

64 52 外山 真 ﾄﾔﾏ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:34:04

65 461 坂本 健 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ チームＯＨＡＧＩ 東京都 1:34:06

66 117 羽田 真也 ﾊﾀ ｼﾝﾔ 神奈川県 1:34:18

67 245 本間 圭一 ﾎﾝﾏ ｹｲｲﾁ 東京都 1:34:21

68 313 小俣 淳一 ｵﾏﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:34:23

69 319 上原 賢 ｳｴﾊﾗ ｹﾝ 木陰で休もう会 東京都 1:34:53

70 268 三牧 駿太 ﾐﾏｷ ｼｭﾝﾀ 神奈川県 1:34:55

71 123 中村 祐也 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 神奈川県 1:35:12

72 230 染谷 拓哉 ｿﾒﾔ ﾀｸﾔ 東京都 1:35:13

73 101 藤岡 直樹 ﾌｼﾞｵｶ ﾅｵｷ 千葉県 1:35:14

74 378 新井 隆 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 神奈川県 1:35:24

75 305 安藤 良輔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 静岡県 1:36:05

76 106 近藤 貴文 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾌﾐ 東京都 1:36:11

77 147 笹平 毅 ｻｻﾀﾞｲﾗ ﾂﾖｼ 神奈川県 1:36:32

78 367 石山 雄一 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:36:49

79 263 石田 一眞 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 東京都 1:36:56

80 347 村田 拓馬 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾏ 神奈川県 1:36:59

81 171 田村 嘉朗 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾛｳ 神奈川県 1:37:09

82 102 竹内 寿拓 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 1:37:09

83 177 大山 毅 ｵｵﾔﾏ ﾀｹｼ 本田技術研究所 埼玉県 1:37:20

84 416 大内 天 ｵｵｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 湘南ヴァランチ 神奈川県 1:38:04

85 369 木本 剛史 ｷﾓﾄ ﾂﾖｼ 東京都 1:38:14

86 63 野崎 悠人 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾄ 神奈川県 1:38:31

87 46 桑野 義充 ｸﾜﾉ ﾖｼﾐﾂ 東京都 1:38:33

88 279 石黒 駿 ｲｼｸﾞﾛ ｼｭﾝ 東京大学 神奈川県 1:38:34

89 135 平尾 卓也 ﾋﾗｵ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:39:05

90 221 御子柴 浩平 ﾐｺｼﾊﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 1:39:44

91 437 鶴崎 良介 ﾂﾙｻｷ ﾘｮｳｽｹ コネクシオ駅伝部 神奈川県 1:39:45

92 342 宮嶋 友之 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ ポポロＡＣ 東京都 1:40:00

93 304 勅使河原 拓也 ﾃｼｶﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 東京都 1:40:27

94 406 長瀬 駿介 ﾅｶﾞｾ ｼｭﾝｽｹ 東京都 1:40:33

95 452 渡邊 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 1:40:38

96 441 小林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 1:40:43

97 148 村山 千尚 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾅｵ 神奈川県 1:40:53

98 315 加藤 秀隆 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ リーフィアＲＣ 東京都 1:41:09

99 206 河野 直人 ｺｳﾉ ﾅｵﾄ 神奈川県 1:41:12

100 256 青木 優 ｱｵｷ ﾕｳ 東京都 1:41:16
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101 454 奥 義光 ｵｸ ﾖｼﾐﾂ ＡＬＳＯＫ多摩 埼玉県 1:41:29

102 312 柴川 和也 ｼﾊﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:41:38

103 157 二階堂 悠貴 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕｳｷ ラブライバー 千葉県 1:41:45

104 329 直江 久永 ﾅｵｴ ﾋｻﾅｶﾞ ●ＪＲＴＴ● 神奈川県 1:41:53

105 84 鈴木 龍也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 東京都 1:42:00

106 411 中浜 洋 ﾅｶﾊﾏ ﾋﾛｼ 虎の門病院 東京都 1:42:04

107 394 土屋 峻彦 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋｺ 東京都 1:42:09

108 381 長谷川 啓介 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 千葉県 1:42:19

109 69 小川 翔平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ ＹＢＫ 東京都 1:42:35

110 365 堀江 修一 ﾎﾘｴ ｼｭｳｲﾁ ＥＶＥＲＲＵＮ 神奈川県 1:42:43

111 471 片倉 一平 ｶﾀｸﾗ ｲｯﾍﾟｲ 神奈川県 1:43:11

112 417 今野 幸太郎 ｺﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:43:22

113 458 江草 僚介 ｴｸﾞｻ ﾘｮｳｽｹ ＥＧ－ＣＯＲＰ． 千葉県 1:43:33

114 12 加納 遼平 ｶﾉｳ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 1:43:40

115 231 亀井 遼平 ｶﾒｲ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 1:43:51

116 310 石崎 貴大 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:43:52

117 302 桐谷 稔 ｷﾘﾔ ﾐﾉﾙ 東京都 1:43:59

118 92 石田 英照 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 1:44:08

119 197 和田 朋希 ﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 静岡県 1:44:28

120 466 小松 雅征 ｺﾏﾂ ﾏｻﾕｷ コネクシオ駅伝部 埼玉県 1:44:47

121 425 富井 岳海 ﾄﾐｲ ﾀｹｳﾐ アルカナイ 東京都 1:44:47

122 203 加藤 裕太 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:44:54

123 229 宮本 武 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 1:45:00

124 371 菅原 翔 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳ せりざわ 神奈川県 1:45:03

125 469 赤穂 光城 ｱｺｳ ﾐﾂｼﾛ 東京都 1:45:16

126 282 久家 千明 ｸｹﾞ ﾁｱｷ 神奈川県 1:45:23

127 207 田渡 理生 ﾀﾜﾀﾘ ﾘｵ 東京都 1:45:33

128 97 足立 裕太 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:45:39

129 209 小野寺 周也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳﾔ 神奈川県 1:45:54

130 388 前川 優大 ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 東京都 1:46:24

131 426 木村 崇滋 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 1:46:38

132 108 上地 陽平 ｳﾜｼﾞ ﾖｳﾍｲ 埼玉県 1:46:42

133 57 菊地 真哉 ｷｸﾁ ｼﾝﾔ 東京都 1:46:44

134 474 大亀 将 ｵｵｶﾒ ｼｮｳ 山手通倶楽部 神奈川県 1:47:34

135 96 佐々木 裕和 ｻｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 1:47:39

136 283 齊藤 貴明 ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ リーフィアＲＣ 東京都 1:47:51

137 241 渡邉 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ナチュラルフ－ズ 静岡県 1:48:00

138 294 山崎 広基 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:48:04

139 442 瀬野尾 純 ｾﾉｵ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:48:36

140 125 澤井 宏昭 ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ チームナイスラン 神奈川県 1:48:42

141 29 熊崎 和人 ｸﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾄ ＴＣ－ＣＭＴ 神奈川県 1:48:48

142 5 松島 敏幸 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾕｷ 東京都 1:48:54

143 293 大友 隆洋 ｵｵﾄﾓ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:49:08

144 395 佐藤 彰良 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 1:49:08

145 137 高野 健太 ﾀｶﾉ ｹﾝﾀ

東京個別指導学院

東京都 1:49:20

146 427 中村 洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 住友倉庫 神奈川県 1:49:22

147 257 小森 厚志 ｺﾓﾘ ｱﾂｼ 神奈川県 1:49:23

148 161 横山 信治 ﾖｺﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 楽しく走ろう会 神奈川県 1:49:28

149 110 田中 洋介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 東京都 1:49:38

150 25 柴田 和範 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 1:49:47
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151 477 栗原 直也 ｸﾘﾊﾗ ﾅｵﾔ 神奈川県 1:49:57

152 244 川島 遼 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ 相模原市役所 神奈川県 1:50:13

153 478 靏田 昂宏 ﾂﾙﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ナイスラン 神奈川県 1:50:34

154 7 山本 陽平 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:50:34

155 338 坂井 祐紀 ｻｶｲ ﾕｳｷ ハウテックス 神奈川県 1:50:39

156 156 小村 和久 ｵﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 1:51:04

157 421 棟田 宏二郎 ﾑﾈﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 神奈川県 1:51:20

158 284 嶌田 正和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:51:33

159 42 永橋 優輔 ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳｽｹ 東京都 1:51:43

160 212 須田 充穂 ｽﾀﾞ ﾐﾂｵ コネクシオ駅伝部 東京都 1:51:53

161 224 小城 伸晃 ｺｼﾛ ﾉﾌﾞｱｷ チームイニシア 神奈川県 1:51:54

162 56 小田 祐介 ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 北里大学 神奈川県 1:52:06

163 23 安田 一也 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:52:12

164 36 萩原 崇史 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ 東京都 1:52:33

165 179 西前 信英 ﾆｼﾏｴ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 東京都 1:52:36

166 375 岩佐 裕 ｲﾜｻ ﾕｳ 神奈川県 1:52:54

167 328 圡方 翼 ﾋｼﾞｶﾀ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 1:53:01

168 90 柴田 英作 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｻｸ 神奈川県 1:53:16

169 370 古本 貴司 ﾌﾙﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 1:53:17

170 387 臼井 渉 ｳｽｲ ﾜﾀﾙ 東京都 1:53:23

171 298 小路 良太 ｼｮｳｼﾞ ﾘｮｳﾀ 東京都 1:53:31

172 296 瀬島 義規 ｾｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 1:53:39

173 181 田村 駿 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝ 東京都 1:53:40

174 475 後藤 剛秀 ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾋﾃﾞ 山手通倶楽部 神奈川県 1:53:55

175 159 後藤 陽介 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｽｹ 首都大超伝導 東京都 1:53:58

176 368 若松 恭平 ﾜｶﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 神奈川県 1:54:07

177 455 山下 達也 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:54:10

178 184 白倉 友拡 ｼﾗｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 1:54:17

179 196 内田 成隆 ｳﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ 神奈川県 1:54:22

180 288 阿部 亮太郎 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:54:23

181 111 鈴木 宏隆 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 1:54:24

182 299 佐々木 明 ｻｻｷ ｱｷﾗ 神奈川県 1:54:31

183 467 田中 圭介 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:54:39

184 175 星 和久 ﾎｼ ｶｽﾞﾋｻ 首都大超伝導 東京都 1:54:48

185 423 石井 敦史 ｲｼｲ ｱﾂｼ 神奈川県 1:54:48

186 180 中井 陸雄 ﾅｶｲ ﾘｸｵ 神奈川県 1:55:15

187 71 増田 大輝 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 東京都 1:55:31

188 13 ＪＵＮＧ ＪＩＷＡＮ ｼﾞｮﾝ ｼﾞﾜﾝ Ｍｉｃｒｏｎ 神奈川県 1:55:35

189 327 伊藤 慈生 ｲﾄｳ ｼﾞｳ 神奈川県 1:55:39

190 286 濱 健太郎 ﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:55:50

191 424 和田 康彦 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 神奈川県 1:55:52

192 354 徳永 宏之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ ＮＥＲＶＯＵＳ 神奈川県 1:55:53

193 447 向井 芳幸 ﾑｶｲ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:55:54

194 127 東川 義弘 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:55:56

195 339 西口 周 ﾆｼｸﾞﾁ ｼｭｳ
経営研ランナーズ

東京都 1:55:57

196 183 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 1:56:12

197 435 阿達 直紀 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｷ チームもりもり 神奈川県 1:56:21

198 349 國木田 雄紀 ｸﾆｷﾀﾞ ﾕｳｷ チーム優歩 神奈川県 1:56:22

199 47 塚原 悟 ﾂｶﾊﾗ ｻﾄﾙ レンジャーズ 東京都 1:56:24

200 65 福山 拓郎 ﾌｸﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 1:56:34
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201 343 光田 拓史 ﾐﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:56:53

202 39 小林 勇太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:56:58

203 422 西田 龍司 ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 1:57:05

204 376 青柳 晃司 ｱｵﾔﾅｷﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:57:07

205 4 岡本 直貴 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 神奈川県 1:57:13

206 235 高橋 稜成 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｾｲ 宝仙学園 東京都 1:57:17

207 121 四辻 肇 ﾖﾂｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:57:30

208 480 田中 遂 ﾀﾅｶ ﾄｹﾞﾙ 東京都 1:57:30

209 306 有田 知史 ｱﾘﾀ ﾄﾓﾌﾐ 愛知県 1:57:36

210 86 上田 佳祐 ｳｴﾀﾞ ｹｲｽｹ アナコンダ 神奈川県 1:57:38

211 64 米盛 春人 ﾖﾈﾓﾘ ﾊﾙﾄ 神奈川県 1:57:49

212 336 宇野 明信 ｳﾉ ｱｷﾉﾌﾞ ランニング逗子 神奈川県 1:57:51

213 153 永野 海斗 ﾅｶﾞﾉ ｶｲﾄ 神奈川県 1:58:17

214 415 西田 浩之 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:58:19

215 145 山田 充 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 神奈川県 1:58:25

216 24 増田 一歩 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 神奈川県 1:58:36

217 325 中野 響平 ﾅｶﾉ ｷｮｳﾍｲ 東京都 1:58:50

218 429 多田 淳也 ﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ いっだましい 神奈川県 1:58:59

219 408 川井 俊治 ｶﾜｲ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 1:59:25

220 124 清水 健 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ 神奈川県 1:59:28

221 116 浅岡 政嗣 ｱｻｵｶ ﾏｻﾂｸﾞ 神奈川県 1:59:40

222 77 山越 健太郎 ﾔﾏｺｼ ｹﾝﾀﾛｳ ＣＭＩ４８ 茨城県 1:59:42

223 285 皆川 雅史 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾏｻｼ 神奈川県 1:59:43

224 246 秦 秀和 ﾊﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:59:44

225 43 山崎 祥平 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 1:59:50

226 238 大野 将吾 ｵｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 1:59:51

227 134 小池 洋輔 ｺｲｹ ﾖｳｽｹ 東京都 1:59:51

228 404 長田 瑛誠 ｵｻﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ いすゞ自動車 神奈川県 1:59:58

229 81 鷹羽 誠 ﾀｶﾊﾞ ﾏｺﾄ 東京都 2:00:03

230 345 樋口 陽介 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ

膝を大切に御一行

神奈川県 2:00:11

231 89 田中 翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ 滋賀県 2:00:20

232 389 鳥羽 崇仁 ﾄﾊﾞ ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 2:00:28

233 431 山本 賢 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 神奈川県 2:00:35

234 113 山口 晃輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 神奈川県 2:00:39

235 472 西川 達矢 ﾆｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 山手通倶楽部 東京都 2:01:01

236 217 渡部 智樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ チームイニシア 神奈川県 2:01:08

237 402 中島 和也 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:01:11

238 103 井上 拓応 ｲﾉｳｴ ﾀｸｵ 神奈川県 2:01:12

239 61 油井 直人 ﾕｲ ﾅｵﾄ 神奈川県 2:01:25

240 361 池田 大悟 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 2:01:48

241 58 金子 真樹 ｶﾈｺ ﾏｻｷ 東京都 2:02:01

242 449 藪本 浩之 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 走健堂鍼灸院 神奈川県 2:02:44

243 149 柴崎 良平 ｼﾊﾞｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 2:02:49

244 384 中村 昌弘 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 箱館走人 東京都 2:03:06

245 51 Ｎｅｒｏｎ Ｍｉｃｈａｅｌ ﾈﾛﾝ ﾏｲｹﾙ 東京都 2:03:08

246 168 安永 利樹 ﾔｽﾅｶﾞ ﾄｼｷ 神奈川県 2:03:08

247 93 平山 平大 ﾋﾗﾔﾏ ﾍｲﾀ アナコンダ 神奈川県 2:03:38

248 151 小林 稔弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ ｏｄａｄｅｓ 東京都 2:03:40

249 16 加藤 裕也 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 神奈川県 2:03:56

250 353 石井 友也 ｲｼｲ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:03:57
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251 317 生熊 貴広 ｲｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:04:06

252 60 菊池 拓也 ｷｸﾁ ﾀｸﾔ 埼玉県 2:04:33

253 348 田中 伸宗 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾄｷ 神奈川県 2:04:37

254 7004 Ｅｓｃａｒｅｎｏ Ｊｕｌｉｏ ｴｽｶﾚﾉ ｼﾞｭﾘｵ 2:04:39

255 202 副島 久義 ｿｴｼﾞﾏ ﾋｻﾖｼ 神奈川県 2:04:49

256 188 藤原 直矢 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ

株式会社ヨンデンコウ

東京都 2:05:10

257 187 中沢 令素太 ﾅｶｻﾞﾜ ﾚｽﾀ 東京都 2:05:27

258 20 田中 翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 神奈川県 2:05:45

259 438 土屋 智 ﾂﾁﾔ ｻﾄｼ 神奈川県 2:05:52

260 386 浅井 貴匡 ｱｻｲ ﾀｶﾏｻ 浅井企画 千葉県 2:06:11

261 72 太田 雅之 ｵｵﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:06:16

262 118 新宮領 将幹 ｼﾝｸﾞｳﾘｮｳ ﾏｻﾄｼ 東京都 2:06:46

263 355 藤彌 陽平 ﾌｼﾞﾔ ﾖｳﾍｲ 東京都 2:06:53

264 226 武藤 剛 ﾑﾄｳ ｺﾞｳ 千葉県 2:06:59

265 228 宮崎 雄太 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 2:07:00

266 11 日下 大幸 ｸｻｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:07:21

267 412 柴田 知繁 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｼｹﾞ 神奈川県 2:07:31

268 27 國沖 久義 ｸﾆｵｷ ﾋｻﾖｼ 東京都 2:08:02

269 155 下瀬 浩一 ｼﾓｾ ｺｳｲﾁ 大阪府 2:08:04

270 322 清永 宏彰 ｷﾖﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:08:29

271 272 石井 将貴 ｲｼｲ ﾏｻｷ 神奈川県 2:08:36

272 295 渡辺 雅明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:08:49

273 243 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾕｳ 東京都 2:09:05

274 200 渡邊 浩行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:09:18

275 254 松井 皓 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 神奈川県 2:09:32

276 360 石井 政章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:09:37

277 174 山崎 大輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 東京都 2:09:47

278 430 巴 広明 ﾄﾓｴ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:09:51

279 7008 Ｌｏｎｄｅｇｉ Ｈ． Ｗ． 2:10:02

280 269 佐藤 大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 2:10:35

281 448 神崎 博年 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛﾄｼ 東京都 2:11:13

282 6 大庭 徹也 ｵｵﾊﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 2:11:37

283 308 吉田 大気 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 愛知県 2:11:51

284 48 横尾 俊光 ﾖｺｵ ﾄｼﾐﾂ 東京都 2:11:59

285 260 吉田 光貴 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川県 2:12:03

286 152 森下 諒一 ﾓﾘｼﾀ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 2:12:40

287 407 田村 武士 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ アスト 神奈川県 2:12:54

288 444 谷藤 二朗 ﾀﾆﾌｼﾞ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 2:12:56

289 357 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 2:13:11

290 45 沖崎 祐樹 ｵｷｻﾞｷ ﾕｳｷ キタ工業 神奈川県 2:13:42

291 120 水口 佳一 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 首都大超伝導 東京都 2:13:47

292 281 金子 二四三 ｶﾈｺ ﾌｼﾞﾐ 神奈川県 2:13:52

293 144 玉村 卓之 ﾀﾏﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 京橋マラソン部 東京都 2:14:33

294 115 中山 裕貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 環境省 神奈川県 2:14:49

295 186 齋藤 弘毅 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 埼玉県 2:15:27

296 122 中村 亮介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 麻布大学陸上部 東京都 2:15:29

297 195 川幡 剛士 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ 神奈川県 2:16:01

298 211 山口 純 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:16:07

299 91 高橋 良介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:16:12

300 185 宮川 涼平 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 2:16:19
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301 139 山崎 大輔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:16:45

302 405 伊吹 翼 ｲﾌﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 東京都 2:16:58

303 141 臼井 遼 ｳｽｲ ﾘｮｳ 東京都 2:17:21

304 34 大田 陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 神奈川県 2:17:29

305 167 田中 裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:17:55

306 232 赤崎 友哉 ｱｶｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:17:56

307 136 乳井 勇二 ﾁﾁｲ ﾕｳｼﾞ 日本体育大学 東京都 2:18:00

308 191 浜崎 悠 ﾊﾏｻｷ ﾕｳ 東京農業大学 埼玉県 2:18:20

309 119 相馬 和人 ｿｳﾏ ｶｽﾞﾄ 神奈川県 2:18:20

310 94 赤松 真弥 ｱｶﾏﾂ ｼﾝﾔ 東京都 2:18:24

311 372 大溝 了太 ｵｵﾐｿﾞ ﾘｮｳﾀ チームナイスラン 神奈川県 2:18:30

312 470 杉本 皓紀 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｷ 東京都 2:19:13

313 10 松本 僚太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 2:19:20

314 140 高崎 正覚 ﾀｶｻｷ ﾏｻｱｷ 東京都 2:19:23

315 239 真田 敬義 ｻﾅﾀﾞ ﾀｶﾖｼ ＪＡしみずＲＣ 静岡県 2:19:40

316 160 山下 愛智 ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾁ 首都大超伝導 東京都 2:20:13

317 234 丸山 雄斗 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾄ

境川ファンランクラブ

東京都 2:20:29

318 291 山下 大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ ファイザー 東京都 2:20:46

319 15 堀切 孝則 ﾎﾘｷﾘ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 2:20:46

320 419 佐藤 健司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:20:47

321 26 中村 博輝 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 高知システムズ 神奈川県 2:20:51

322 41 小泉 健太 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 神奈川県 2:20:54

323 162 相馬 亮太 ｿｳﾏ ﾘｮｳﾀ 東京都 2:21:02

324 460 森 祐介 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ チームイニシア 神奈川県 2:21:21

325 359 小林 和仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾄ 神奈川県 2:21:44

326 249 西田 拓弥 ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 2:21:48

327 95 岡田 真幸 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:22:49

328 76 若林 武蔵 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾑｻｼ 神奈川県 2:23:00

329 318 松本 充弘 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾋﾛ 株式会社ラボ 神奈川県 2:24:18

330 219 竹村 航 ﾀｹﾑﾗ ﾜﾀﾙ

境川ファンランクラブ

神奈川県 2:24:36

331 205 大橋 睦 ｵｵﾊｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:24:37

332 236 鍬竹 信之介 ｸﾜﾀｹ ｼﾝﾉｽｹ ＡＥ８５レビン 神奈川県 2:25:15

333 321 木村 亮介 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ マラマラダッシュ 東京都 2:25:23

334 132 宮崎 祐一 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:25:29

335 341 峰村 晋策 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾝｻｸ 神奈川県 2:25:42

336 138 松田 学 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 京橋マラソン部 神奈川県 2:25:52

337 453 中山 英樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:26:05

338 324 川越 勇輝 ｶﾜｺﾞｴ ﾕｳｷ 神奈川県 2:26:31

339 479 小川 眞 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 日立情報通信 神奈川県 2:26:46

340 173 桜井 貴広 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:27:13

341 83 佐藤 広基 ｻﾄｳ ｺｳｷ 神奈川県 2:27:19

342 227 角野 孝道 ｽﾐﾉ ﾀｶﾐﾁ 神奈川県 2:28:08

343 237 津野 靖大 ﾂﾉ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:28:22

344 78 知念 広樹 ﾁﾈﾝ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:28:50

345 105 鈴木 翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 神奈川県 2:28:51

346 104 山本 純 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 静岡県 2:28:51

347 414 窪田 辰巳 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾂﾐ 協同ビルテック 神奈川県 2:29:08

348 247 中村 竜 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 東京都 2:29:35

349 440 前田 雄太 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 2:30:53

350 307 岡田 惇 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 愛知県 2:30:57
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351 473 白石 智樹 ｼﾗｲｼ ﾄﾓｷ 山手通倶楽部 神奈川県 2:31:54

352 126 横山 慧 ﾖｺﾔﾏ ｹｲ 神奈川県 2:32:07

353 262 槇原 崚太郎 ﾏｷﾊﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 2:32:24

354 204 本間 泰之 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 2:32:26

355 335 勝村 裕一 ｶﾂﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 2:32:27

356 340 西上 直孝 ﾆｼｶﾞﾐ ﾅｵﾀｶ 神奈川県 2:32:35

357 143 高山 寛貴 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:32:53

358 373 吉田 学史 ﾖｼﾀﾞ ﾋｻｼ 神奈川県 2:33:05

359 445 小澤 幹夫 ｵｻﾞﾜ ﾐｷｵ 東京都 2:33:13

360 213 日向 一夫 ﾋﾅﾀ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:33:22

361 107 島津 翔 ｼﾏﾂﾞ ｼｮｳ 東京都 2:33:44

362 446 田中 貴典 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 八王子ＪＲＣ 神奈川県 2:34:17

363 170 清水 英介 ｼﾐｽﾞ ｴｲｽｹ 神奈川県 2:34:42

364 150 奥野 晃太 ｵｸﾉ ｺｳﾀ 神奈川県 2:36:07

365 330 池上 祥太郎 ｲｹｶﾞﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ ＳＣＲ涼走会 神奈川県 2:36:21

366 271 梅澤 竜之介 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 神奈川県 2:36:35

367 468 木暮 巧 ｺｸﾞﾚ ﾀｸﾐ 東京都 2:37:51

368 275 佐々木 雄太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 2:38:04

369 225 若狭 聖二 ﾜｶｻ ｾｲｼﾞ 東京都 2:38:52

370 88 新谷 晃三 ｼﾝﾀﾆ ｺｳｿﾞｳ 東京都 2:40:23

371 333 野田 琢詞 ﾉﾀﾞ ﾀｸｼﾞ ＳＣＲ涼走会 神奈川県 2:41:02

372 165 野中 祐司 ﾉﾅｶ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:41:38

373 99 鮎田 俊亮 ｱﾕﾀ ｼｭﾝｽｹ 東京都 2:42:07

374 436 北村 直哉 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ 神奈川県 2:42:10

375 22 橋本 学 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 2:42:31

376 465 畠山 拓 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸ 東京都 2:43:50

377 75 鈴木 耀平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 東京都 2:44:32

378 142 大出 祐輝 ｵｵｲﾃﾞ ﾕｳｷ 東京都 2:44:48

379 379 山岡 正 ﾔﾏｵｶ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 2:45:54

380 193 美島 隆秀 ﾐｼﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 神奈川県 2:46:03

381 164 井本 智博 ｲﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 2:48:44

382 166 塩澤 正之 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 2:48:45

383 55 松本 俊英 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 2:49:14

384 264 深井 基裕 ﾌｶｲ ﾓﾄﾋﾛ 神奈川県 2:54:23

385 250 岸川 祐也 ｷｼｶﾜ ﾕｳﾔ 神奈川県 2:55:57

386 266 本多 亘輝 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川県 2:55:58

387 215 竹内 彬 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ 東京都 2:56:15

388 413 深澤 裕章 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:56:41

389 40 宮澤 裕哉 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 神奈川県 2:58:43

390 383 西沢 盛太 ﾆｼｻﾞﾜ ｾｲﾀ 東京都 2:59:11

391 33 市川 真広 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:01:05


