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1 3024 中川 謙 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 橋本走友会 神奈川県 1:30:14

2 3127 渋谷 直泰 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵﾔｽ 町田イダ天 東京都 1:30:59

3 3215 福田 強 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾖｼ 川越走友会 埼玉県 1:32:09

4 3131 徳井 浩 ﾄｸｲ ﾋﾛｼ 相模原走ろう会 神奈川県 1:32:13

5 3056 小田原 雅己 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ Ｅランナーズ 東京都 1:32:50

6 3060 飯田 道夫 ｲｲﾀﾞ ﾐﾁｵ 東京都 1:33:16

7 3286 松田 耕治 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ 代々木公園ＲＣ 東京都 1:33:40

8 3085 佐藤 徳志 ｻﾄｳ ﾄｸｼ 神奈川県 1:34:10

9 3175 高久 靖人 ﾀｶｸ ﾔｽﾄ 神奈川県 1:36:59

10 3147 内村 昌博 ｳﾁﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 多摩川サブ３ 東京都 1:38:02

11 3266 岩佐 保男 ｲﾜｻ ﾔｽｵ 神奈川県 1:38:03

12 3200 澤田 達男 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾂｵ 慶大理工学部 神奈川県 1:38:09

13 3053 成田 勝行 ﾅﾘﾀ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 1:39:22

14 3216 白石 俊己 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾐ ＮＥＳＩＣ 神奈川県 1:39:40

15 3125 秋本 曻 ｱｷﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ ハートブレイク 神奈川県 1:39:46

16 3235 中林 秀典 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ ワンダーランナ 神奈川県 1:40:47

17 3118 森田 勇雄 ﾓﾘﾀ ｲｻｵ ＭＨＤＳ ＲＣ 東京都 1:40:55

18 3239 早川 節男 ﾊﾔｶﾜ ｾﾂｵ 神奈川県 1:42:58

19 3010 小原 俊之 ｵﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:43:07

20 3172 椿 謙一郎 ﾂﾊﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茂原健走会 千葉県 1:43:48

21 3171 山浦 秀雄 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾞﾃﾞｵ ウルプロ 東京都 1:43:51

22 3231 酒井 忠 ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ 鶴亀ランナーズ 神奈川県 1:44:11

23 3226 黒滝 直昭 ｸﾛﾀｷ ﾅｵｱｷ 調布むらさきＲＣ 東京都 1:44:13

24 3122 清水 勲 ｼﾐｽﾞ ｲｻｵ サンイースト 神奈川県 1:44:23

25 3108 浅野 剛伸 ｱｻﾉ ﾀｹﾉﾌﾞ
ルネサンス光が丘

東京都 1:44:46

26 3020 高橋 欣三 ﾀｶﾊｼ ｷﾝｿﾞｳ 駒沢公園Ｊ．Ｃ 神奈川県 1:45:08

27 3291 福島 岳志 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 1:45:11

28 3009 本村 繁憲 ﾓﾄﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 東京都 1:45:12

29 3097 内薗 孝一 ｳﾁｿﾞﾉ ｺｳｲﾁ 玉クラブ 神奈川県 1:45:49

30 3160 蒲生 傳 ｶﾞﾓｳ ﾂﾀｴ 橋本走友会 神奈川県 1:45:57

31 3002 砂田 言裕 ｽﾅﾀﾞ ﾄｷﾋﾛ 神奈川県 1:46:36

32 3259 浜口 信男 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 1:47:03

33 3208 関口 明彦 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 神奈川県 1:47:37

34 3289 石井 延幸 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾕｷ ＮＦＣ 神奈川県 1:48:08

35 3207 成田 吉章 ﾅﾘﾀ ﾖｼｱｷ モンスター 神奈川県 1:48:18

36 3279 土田 敏也 ﾂﾁﾀﾞ ﾄｼﾔ 神奈川県 1:49:37

37 3094 関根 博行 ｾｷﾈ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:50:02

38 3162 長内 一 ｵｻﾅｲ ﾊｼﾞﾒ 町田いだ天 神奈川県 1:50:32

39 3123 和木 勇喜夫 ﾜｷ ﾕｷｵ 橋本緑走友会 神奈川県 1:51:12

40 3250 吉元 豊 ﾖｼﾓﾄ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:51:13

41 3302 厚木 進 ｱﾂｷ ｽｽﾑ カーディフ 東京都 1:51:34

42 3219 大越 正禅 ｵｵｺｼ ｼｮｳｾﾞﾝ 神奈川県 1:51:56

43 3100 髙橋 安治 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼﾞ 東京都 1:52:09

44 3080 髙橋 一雄 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ ＨＫレーＣング 神奈川県 1:52:11

45 3218 大平 実 ｵｵﾋﾗ ﾐﾉﾙ 相模原弥栄ＲＣ 神奈川県 1:52:42

46 3078 森川 稔 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾉﾙ 上作パープル 神奈川県 1:53:08

47 3195 岩田 敏 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ ＯＰＲＯ 神奈川県 1:53:14

48 3245 工藤 貢 ｸﾄﾞｳ ﾐﾂｸﾞ キヤノン 矢向 神奈川県 1:53:45

49 3170 今泉 秀夫 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｵ

立教大学スキー部

東京都 1:54:29

50 3045 秋山 一 ｱｷﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:54:32
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51 3163 押切 正利 ｵｼｷﾘ ﾏｻﾄｼ 東京都 1:54:40

52 3254 内木 幸也 ﾅｲｷ ﾕｷﾔ 神奈川県 1:55:02

53 3015 大森 靖泰 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞﾔｽ 東京都 1:55:12

54 3043 松井 誠 ﾏﾂｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:55:20

55 3073 高橋 直哉 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ やっぱりおしり 愛知県 1:55:22

56 3307 高橋 賞三 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｿﾞｳ 横浜栄ＲＣ 神奈川県 1:55:32

57 3165 斉藤 英雄 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 1:55:37

58 3236 木皿 篤 ｷｻﾗ ｱﾂｼ 多木ＲＣ 神奈川県 1:55:59

59 3274 西尾 敦史 ﾆｼｵ ｱﾂｼ 神奈川県 1:56:03

60 3040 赤尾 政二 ｱｶｵ ｾｲｼﾞ 神奈川県 1:56:14

61 3298 今川 洋次 ｲﾏｶﾞﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ 埼玉県 1:56:16

62 3225 宮岡 秀一 ﾐﾔｵｶ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 1:56:42

63 3044 戸嶋 一男 ﾄｼﾏ ｶｽﾞｵ やまぶき走友塊 東京都 1:56:57

64 3230 牧村 久夫 ﾏｷﾑﾗ ﾋｻｵ 神奈川県 1:57:29

65 3154 金子 公一 ｶﾈｺ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:57:30

66 3311 渡辺 保一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｶｽﾞ 千葉県 1:57:48

67 3299 矢作 正 ﾔﾊｷﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:57:50

68 3228 國井 剛志 ｸﾆｲ ﾀｹｼ 神奈川県 1:57:56

69 3101 飯岡 宏三 ｲｲｵｶ ｺｳｿﾞｳ 町田いだ天クラ 東京都 1:58:19

70 3128

ヴァンデリ フランチェスコ

ｳﾞｧﾝﾃﾞﾘ ﾌﾗﾝﾁｪｽｺ 東京都 1:58:26

71 3232 鵜飼 誠 ｳｶｲ ﾏｺﾄ ＹＴＭウォリアズ 神奈川県 1:58:41

72 3116 森田 正男 ﾓﾘﾀ ﾏｻｵ 神奈川県 1:58:42

73 3310 水野 誠二 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｼﾞ マリノスＲＣ 神奈川県 1:59:31

74 3194 小山 弘 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ にわとりすと 埼玉県 1:59:52

75 3181 藤村 達人 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾂﾋﾄ 神奈川県 1:59:57

76 3290 生川 澄夫 ｵｲｶﾜ ｽﾐｵ ＮＣＣ 神奈川県 2:00:33

77 3124 加藤 陽一郎 ｶﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 町屋で５時！ 東京都 2:00:36

78 3199 小澤 豊 ｵｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 肉のホドシマ 神奈川県 2:01:01

79 3191 石島 徹 ｲｼｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:01:09

80 3143 古屋 清治 ﾌﾙﾔ ｾｲｼﾞ 株式会社ふるや 神奈川県 2:01:10

81 3007 大道 和宏 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:01:36

82 3039 嶋崎 岳史 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 2:01:38

83 3135 宮田 義昭 ﾐﾔﾀ ﾖｼｱｷ

横浜教職員走友会

神奈川県 2:01:57

84 3086 小原 亨 ｵﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 水産大学楽水会 神奈川県 2:02:09

85 3240 新島 直之 ﾆｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 2:02:14

86 3300 三角 章 ﾐｽﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 2:02:30

87 3262 亀崎 博 ｶﾒｻﾞｷ ﾋﾛｼ カプスゲル 神奈川県 2:02:51

88 3117 宮森 裕三 ﾐﾔﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 2:03:23

89 3048 堀 義裕 ﾎﾘ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:03:53

90 3280 河村 和幸 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 山口県 2:04:31

91 3209 釘抜 原 ｸｷﾞﾇｷ ｹﾞﾝ 神奈川県 2:04:45

92 3001 山崎 康司 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 東京都 2:04:48

93 3126 小林 武 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 東京都 2:05:20

94 3082 井川 久 ｲｶﾞﾜ ﾋｻｼ 神奈川県 2:05:30

95 3186 荒川 勉 ｱﾗｶﾜ ﾂﾄﾑ 神奈川県 2:05:55

96 3070 森崎 修二 ﾓﾘｻｷ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:05:59

97 3313 佐藤 猛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ ＷＭＣ 神奈川県 2:06:03

98 3253 宮道 壽一 ﾐﾔﾐﾁ ｼﾞｭｲﾁ 空 埼玉県 2:06:13

99 3029 北村 愼一 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:06:20

100 3137 横山 和明 ﾖｺﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 東京都 2:06:28
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101 3033 座間 久雄 ｻﾞﾏ ﾋｻｵ 神奈川県 2:06:31

102 3283 村瀬 隆 ﾑﾗｾ ﾀｶｼ 神奈川県 2:06:41

103 3249 松崎 文雄 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｵ 東京都 2:06:42

104 3018 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:06:57

105 3202 藤井 修造 ﾌｼﾞｲ ｼｭｳｿﾞｳ 東京都 2:07:03

106 3233 中村 孝雄 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｵ コクピット 東京都 2:07:09

107 3003 新家 実 ｼﾝﾔ ﾐﾉﾙ 東京都 2:07:27

108 3223 宮崎 晃 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾗ 富士通 神奈川県 2:07:27

109 3134 石田 啓二 ｲｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ ＹＣＯＳＣ 神奈川県 2:07:32

110 3264 和田 芳朗 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 日立ＡМＳ 神奈川県 2:07:34

111 3087 大河内 宏明 ｵｵｺｳﾁ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:07:43

112 3077 江川 一男 ｴｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 東京都 2:07:53

113 3267 中島 伸治 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｼﾞ ボッチ俱楽部 神奈川県 2:07:56

114 3241 池田 良司 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 麻布多摩川ＲＦＣ 神奈川県 2:08:12

115 3177 川向 一史 ｶﾜﾑｶｲ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川県 2:08:15

116 3269 淡谷 忠志 ｱﾜﾔ ﾀﾀﾞｼ ＥＲＣ 東京都 2:08:27

117 3188 島 義美 ｼﾏ ﾖｼﾐ 総合企画 神奈川県 2:08:31

118 3246 宮崎 明仁 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 2:08:36

119 3155 菊地 勝実 ｷｸﾁ ｶﾂﾐ
相模原市役所ＲＣ

神奈川県 2:08:43

120 3190 金子 哲夫 ｶﾈｺ ﾃﾂｵ 神奈川県 2:09:02

121 3034 高岡 晴生 ﾀｶｵｶ ﾊﾙｵ 神奈川県 2:09:06

122 3092 簑島 亨 ﾐﾉｼﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:09:40

123 3317 水平 健一 ﾐｽﾞﾋﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 2:09:40

124 3272 鈴木 純一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:09:42

125 3104 小山 眞男 ｺﾔﾏ ﾏｻｵ 神奈川県 2:09:46

126 3031 勝山 司 ｶﾂﾔﾏ ﾂｶｻ 禅当時走友会 神奈川県 2:09:54

127 3109 熊谷 春一 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙｲﾁ 東京都 2:10:10

128 3295 大沼 正巳 ｵｵﾇﾏ ﾏｻﾐ 神奈川県 2:11:02

129 3197 松本 善雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ マインドアルファ 神奈川県 2:11:09

130 3304 田村 勝政 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾏｻ 神奈川県 2:11:29

131 3139 小川 貞治 ｵｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾊﾙ 東京都 2:11:29

132 3237 相楽 守 ｻｶﾞﾗ ﾏﾓﾙ 東京都 2:11:36

133 3221 古田土 一雄 ｺﾀﾄﾞ ｶｽﾞｵ 東京都 2:11:48

134 3042 柴田 忠治 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾀﾞﾊﾙ 町田いだ天クラブ 東京都 2:12:00

135 3054 桜井 英夫 ｻｸﾗｲ ﾋﾞﾃﾞｵ 小金井緑中 東京都 2:12:06

136 3193 大滝 俊憲 ｵｵﾀｷ ﾄｼﾉﾘ 神奈川県 2:12:13

137 3157 鈴木 慎哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 湘南台高校ＲＣ 神奈川県 2:12:24

138 3012 中村 忠義 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞﾖｼ 永山クラブ 東京都 2:12:46

139 3308 菊池 浩司 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:13:32

140 3167 大庭 正久 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾋｻ 神奈川県 2:13:47

141 3276 佐藤 賢治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:13:48

142 3016 羽田 修 ﾊﾀ ｵｻﾑ 神奈川県 2:14:06

143 3301 下村 宏 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｼ 相模原弥栄ＲＣ 神奈川県 2:14:22

144 3074 小出 隆一 ｺｲﾃﾞ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 2:14:53

145 3106 藤井 毅 ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ
でんでんたま走友

東京都 2:15:08

146 3111 早川 勉 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾄﾑ 多摩走友会 東京都 2:15:13

147 3057 鈴木 正幸 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:15:36

148 3220 山本 秀治 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾊﾙ 神奈川県 2:15:40

149 3008 宮川 功平 ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ ひばりクラブ 神奈川県 2:15:59

150 3277 鈴木 元行 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾕｷ 神奈川県 2:16:10
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151 3282 大和田 光一 ｵｵﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:16:15

152 3187 小俣 俊之 ｵﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 早稲田大学 東京都 2:16:28

153 3105 玉城 徳一 ﾀﾏｼﾛ ﾄｸｲﾁ 東京都 2:16:32

154 3198 細田 実 ﾎｿﾀﾞ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:16:38

155 3115 髙橋 兼次 ﾀｶﾊｼ ｶﾈｼﾞ アザミノハナムラ 神奈川県 2:16:46

156 3251 久野木 健人 ｸﾉｷ ﾀｹﾋﾄ エバ－アクション 神奈川県 2:17:02

157 3047 山﨑 健治 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ チアフルＲＣ 東京都 2:17:07

158 3035 荒木 辰雄 ｱﾗｷ ﾀﾂｵ 神奈川県 2:17:08

159 3205 吉田 正司 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 神奈川県 2:17:15

160 3166 丸茂 幹雄 ﾏﾙﾓ ﾐｷｵ 東京都 2:17:16

161 3066 別所 達也 ﾍﾞｯｼｮ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:17:27

162 3244 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 2:17:44

163 3159 澤 章充 ｻﾜ ｱｷﾐﾂ 相模原北公園ＲＣ 神奈川県 2:17:58

164 3294 栗原 弘行 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:18:11

165 3072 岡田 繁樹 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 埼玉県 2:18:29

166 3148 長谷川 雄次 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ ＪＲ横浜走友会 神奈川県 2:19:04

167 3210 高橋 邦夫 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 神奈川県 2:19:37

168 3303 細川 重明 ﾎｿｶﾜ ｼｹﾞｱｷ のげまらそん部 神奈川県 2:20:39

169 3064 北村 正明 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｱｷ ユーコープ 神奈川県 2:20:41

170 3090 小脇 徳治 ｺﾜｷ ﾄｸｼﾞ 横浜瀬谷走友会 神奈川県 2:20:42

171 3149 鹿糠 嘉津博 ｶﾇｶ ｶﾂﾞﾋﾛ チーム カヌカ 神奈川県 2:20:51

172 3305 大沢 興助 ｵｵｻﾜ ｺｳｽｹ 神奈川県 2:20:53

173 3204 副島 孝二 ｿｴｼﾞﾏ ﾀｶｼﾞ 神奈川県 2:21:02

174 3006 赤間 正幸 ｱｶﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:21:05

175 3287 井上 達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:21:13

176 3130 竜野 勝志 ﾀﾂﾉ ｶﾂｼ 神奈川県 2:21:20

177 3182 井上 雅夫 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 東京都 2:21:27

178 3037 塩塚 薫 ｼｵﾂｶ ｶｵﾙ 神奈川県 2:21:40

179 3151 藤田 建二 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:21:53

180 3273 伊東 義晃 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 神奈川県 2:22:01

181 3212 上條 千代人 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾁﾖﾄ 東京都 2:22:37

182 3252 奥津 光美 ｵｸﾂ ﾐﾂﾖｼ 神奈川県 2:23:06

183 3268 永井 英夫 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 日立愛走会 茨城県 2:23:33

184 3156 島田 好啓 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ビューティ島田 東京都 2:23:34

185 3107 髙山 充功 ﾀｶﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 東京都 2:24:41

186 3227 萩野 裕久 ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛﾋｻ 東京都 2:24:43

187 3046 祖父江 豊 ｿﾌﾞｴ ﾕﾀｶ 茅ケ崎走友会 神奈川県 2:24:55

188 3005 大西 洋一 ｵｵﾆｼ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 2:25:12

189 3132 小谷 四郎 ｺﾀﾆ ｼﾛｳ サンイースト 神奈川県 2:25:27

190 3041 福浦 哲明 ﾌｸｳﾗ ﾃﾂｱｷ 神奈川県 2:25:45

191 3296 芦野 一夫 ｱｼﾉ ｶｽﾞｵ 横浜市大楽走会 神奈川県 2:26:03

192 3049 入村 達郎 ｲﾘﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ 東京都 2:26:11

193 3014 山田 愼一 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 2:26:14

194 3297 先﨑 良三 ﾏｯｻｷ ﾘｮｳｿﾞｳ 神奈川県 2:26:23

195 3071 丸山 一男 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｵ 山一ランナーズ 神奈川県 2:26:47

196 3063 中島 清則 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖﾉﾘ 神奈川県 2:26:49

197 3075 松島 孝博 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 2:26:52

198 3067 丸田 勝 ﾏﾙﾀ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:27:30

199 3201 谷口 高広 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:27:45

200 3095 西 寛 ﾆｼ ﾋﾛｼ 東京都 2:28:20



2019/10/07 11:00:42 5 / 5 ページ Official Timer & Result By RECS

201 3243 河野 仁 ｺｳﾉ ﾏｻｼ 戸塚新沢クラブ 神奈川県 2:28:48

202 3179 山内 正実 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾐ 東京都 2:28:49

203 3214 栗山 忠樹 ｸﾘﾔﾏ ﾀﾀﾞｷ 東京都 2:28:51

204 3203 堀江 保男 ﾎﾘｴ ﾔｽｵ 東京都 2:29:05

205 3062 大島 謙作 ｵｵｼﾏ ｹﾝｻｸ ハンスイ 神奈川県 2:29:54

206 3133 大貫 佳和 ｵｵﾇｷ ﾖｼｶｽﾞ ファム 神奈川県 2:30:51

207 3110 後藤 哲夫 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂｵ 横浜中央走友会 神奈川県 2:30:55

208 3058 村北 光明 ﾑﾗｷﾀ ﾐﾂｱｷ 神奈川県 2:31:01

209 3129 久木原 不二夫 ｸｷﾊﾗ ﾌｼﾞｵ 神奈川県 2:31:08

210 3211 廣瀬 幸四郎 ﾋﾛｾ ｺｳｼﾛｳ 神奈川県 2:32:43

211 3263 和田 正徳 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ せりざわ 神奈川県 2:33:03

212 3022 安達 富雄 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾐｵ 宮城県 2:33:12

213 3306 越智 尚志 ｵﾁ ﾅｵｼ 神奈川県 2:34:21

214 3081 高木 幸男 ﾀｶｷﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 2:34:43

215 3288 細川 明 ﾎｿｶﾜ ｱｷﾗ 神奈川県 2:34:54

216 3248 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ ＦＵＮ２ＲＵＮ 東京都 2:35:12

217 3055 遠藤 長生 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻｵ 本郷Ｙランナーズ 神奈川県 2:35:26

218 3275 岩本 雅弘 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:35:58

219 3169 東條 昌幸 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:37:09

220 3258 小口 栄治 ｵｸﾞﾁ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:38:05

221 3257 田中 光夫 ﾀﾅｶ ﾐﾂｵ 日野走友会 東京都 2:38:57

222 3178 石塚 純一 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:39:09

223 3292 金庭 昇 ｶﾈﾆﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 2:39:28

224 3083 杉山 英雄 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ ハルトモモカＦＣ 神奈川県 2:39:31

225 3180 高濱 裕章 ﾀｶﾊﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:41:18

226 3285 鈴木 信男 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:41:23

227 3038 松村 淳治 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:41:31

228 3142 黛 誠司 ﾏﾕｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ 独楽の会 群馬県 2:42:55

229 3185 松本 宣夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 2:43:07

230 3096 日名子 恭 ﾋﾅｺﾞ ﾔｽｼ 神奈川県 2:44:20

231 3315 吉田 泰夫 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｵ 神奈川県 2:44:25

232 3256 田中 守 ﾀﾅｶ ﾏﾓﾙ ゆっくり走ろう会 神奈川県 2:44:29

233 3136 高橋 静雄 ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｵ 徳島県 2:46:07

234 3036 大石 良昭 ｵｵｲｼ ﾖｼｱｷ グラピエール 神奈川県 2:46:11

235 3196 坂内 広蔵 ﾊﾞﾝﾅｲ ｺｳｿﾞｳ 東京都 2:47:17

236 3270 堀川 嘉政 ﾎﾘｶﾜ ﾖｼﾏｻ スウェージロック 神奈川県 2:47:56

237 3150 大矢 和正 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 2:48:01

238 3144 松下 正男 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻｵ 入江南遊走会 静岡県 2:48:17

239 3213 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｼ 神奈川県 2:50:33

240 3309 佐藤 成紀 ｻﾄｳ ｾｲｷ 神奈川県 2:50:46

241 3023 上原 一郎 ｳｴﾊﾗ ｲﾁﾛｳ ＡＴＣ神奈川 神奈川県 2:51:12

242 3146 和氣 猛仁 ﾜｹ ﾀｹﾋﾄ 神奈川県 2:52:54

243 3089 渡部 浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ ★チーム甘酒★ 東京都 2:53:16

244 3316 上野 進 ｳｴﾉ ｽｽﾑ 高島平走友会 東京都 2:53:33

245 3176 石川 憲一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:54:45

246 3112 加藤 博司 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ ＦＵＮＣＯＭＥ 神奈川県 2:55:11

247 3026 天本 勇 ｱﾏﾓﾄ ｲｻﾑ 神奈川県 3:03:34


