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1 1005 小山 宏高 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 1:13:27
2 1367 小寺 隆文 ｺﾃﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ ガゼル 茨城県 1:13:32
3 1055 田中 角治 ﾀﾅｶ ｶｸﾊﾙ えもと塾 千葉県 1:16:09
4 1327 山本 貴政 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾏｻ ＺＯＺＡＮ 神奈川県 1:17:33
5 1299 佐藤 純一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相模原市陸協 神奈川県 1:17:40
6 1009 山崎 剛士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ かながわクラブ 神奈川県 1:17:44
7 1409 見上 英伸 ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 光明走友会 東京都 1:18:45
8 1359 杉山 佑介 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:20:19
9 1001 田貝 英明 ﾀｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東急世田谷線 神奈川県 1:20:52

10 1213 浜田 純 ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＫＦＣ 神奈川県 1:21:04
11 1440 橋本 秀平 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 神奈川Ｍ 神奈川県 1:21:40
12 1518 山中 章宣 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾉﾘ 大和市役所 神奈川県 1:21:47
13 1432 工藤 建太郎 ｸﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ 軽トラ 神奈川県 1:22:05
14 1208 早川 貴浩 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:22:08
15 1077 小松 春信 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾉﾌﾞ 八プロ 東京都 1:22:43
16 1524 小永井 心 ｺﾅｶﾞｲ ｼﾝ 酒ＲＵＮ 東京都 1:22:57
17 1324 三竹 雅也 ﾐﾀｹ ﾏｻﾔ 神奈川県 1:23:04
18 1238 若本 大輔 ﾜｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:23:24
19 1323 財津 雅之 ｻﾞｲﾂ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 1:23:25
20 1233 菊地 孝夫 ｷｸﾁ ﾀｶｵ 神奈川県 1:23:38
21 1424 池田 博之 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:23:39
22 1513 鵜飼 直之 ｳｶｲ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:24:40
23 1034 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 瀬谷ＲＲ 神奈川県 1:25:04
24 1198 前田 英樹 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:25:26
25 1177 森 奨 ﾓﾘ ｼｮｳ 神奈川県 1:25:35
26 1339 原田 至孝 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 東京都 1:26:02
27 1231 坂田 尚彦 ｻｶﾀ ﾅｵﾋｺ ＭＭＲＣ 神奈川県 1:26:10
28 1482 持田 英治 ﾓﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:26:19
29 1405 細野 松宏 ﾎｿﾉ ﾏﾂﾋﾛ ランニングデポ 神奈川県 1:26:45
30 1117 荒井 伸佳 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 1:27:18
31 1315 中原 祐介 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:27:40
32 1498 橘 良祐 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 1:27:44
33 1060 岸 将宏 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:28:08
34 1113 小林 啓一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:28:15
35 1063 近藤 裕志 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:28:39
36 1175 日名子 直崇 ﾋﾅｺﾞ ﾅｵﾀｶ 神奈川県 1:29:16
37 1479 田村 嘉朗 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾛｳ 神奈川県 1:29:29
38 1506 佐々木 宏有 ｻｻｷ ﾋﾛﾅｵ 神奈川県 1:29:32
39 1226 鵜久森 渉 ｳｸﾞﾓﾘ ﾜﾀﾙ チームＫＤＥ 神奈川県 1:29:34
40 1492 樽川 智也 ﾀﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ 神奈川県 1:29:41
41 1061 堺 章吾 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ ＲＡＭ￥’Ｓ 神奈川県 1:29:47
42 1070 田中 悠紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 東京都 1:29:55
43 1099 斎藤 直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 神奈川県 1:30:10
44 1366 西村 憲太郎 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:30:11
45 1536 北爪 啓一 ｷﾀﾂﾞﾒ ｹｲｲﾁ 神奈川県 1:30:15
46 1508 多田 和幸 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 1:30:51
47 1203 菊地 淳二 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 軽トラ 東京都 1:30:59
48 1419 河津 洋一 ｶﾜﾂﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川走ろう会 神奈川県 1:31:17
49 1394 影山 智彦 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 1:31:31
50 1428 原田 健一 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:32:28
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51 1274 斉藤 秀幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 龍馬ＲＣ 神奈川県 1:32:29
52 1485 栫 雄一 ｶｺｲ ﾕｳｲﾁ 武田薬品 神奈川県 1:32:31
53 1472 紅林 隆志 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 三島楽走会 静岡県 1:32:32
54 1245 花香 智之 ﾊﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 石タカＡＣ 東京都 1:32:34
55 1477 梅田 振一郎 ｳﾒﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:32:43
56 1217 立石 晴久 ﾀﾃｲｼ ﾊﾙﾋｻ 神奈川県 1:32:54
57 1521 志賀 知樹 ｼｶﾞ ﾄﾓｷ 神奈川県 1:33:03
58 1473 早川 文雄 ﾊﾔｶﾜ ﾌﾐｵ ＮＳＲ 東京都 1:33:09
59 7106 Ｆｌｏｒｅｓ Ｎａｔｈａｎ．Ａ ﾌﾛﾚｽ ﾈｲｻﾝ 1:33:36
60 1291 鈴木 勲 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ ＶＩＶＡＲＵＮ 神奈川県 1:33:43
61 1515 平井 優紀 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 東京都 1:33:53
62 1306 小山 幸英 ｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ アンジェ・ラン部 東京都 1:34:03
63 1402 阿部 泰之 ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 綱島ＲＣ 神奈川県 1:34:09
64 1382 中村 直博 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 東京都 1:34:15
65 1422 植松 雄一郎 ｳｴﾏﾂ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:34:26
66 1381 大崎 智彦 ｵｵｻｷ ﾄﾓﾋｺ 東京都 1:34:28
67 1229 阿部 健嗣 ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:34:46
68 1425 狩谷 茂一 ｶﾘﾔ ｼｹﾞｶｽﾞ 酒ＲＵＮ 神奈川県 1:34:59
69 1132 乳井 勇二 ﾁﾁｲ ﾕｳｼﾞ 日本女子体育大学 東京都 1:35:27
70 1302 西澤 巧 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 兵庫県 1:35:36
71 1200 石堂 基 ｲｼﾄﾞｳ ﾓﾄｲ 神奈川県 1:35:44
72 1313 安間 準 ｱﾝﾏ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:35:46
73 1396 片瀬 太一 ｶﾀｾ ﾓﾄｶｽﾞ 神奈川県 1:35:55
74 1292 安田 大輔 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ チーム三ちゃん 東京都 1:36:10
75 1469 谷田川 正隆 ﾔﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京都 1:36:23
76 1027 鈴木 健二朗 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 1:36:41
77 1149 後藤 貴一 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｶｽﾞ 神奈川県 1:37:03
78 1019 山本 悠一 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:37:49
79 1531 西垣内 裕治 ﾆｼｶﾞｲﾁ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:37:53
80 1321 長谷部 正典 ﾊｾﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 1:37:54
81 1453 河野 輝雄 ｶﾜﾉ ﾃﾙｵ 神奈川県 1:37:58
82 1480 武田 健太 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:38:02
83 1435 近澤 裕行 ﾁｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:38:03
84 1161 千田 信康 ﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 宮古島チーム風 沖縄県 1:38:06
85 1319 堀岡 正尚 ﾎﾘｵｶ ﾏｻﾅｵ ＮＲＥ 神奈川県 1:38:14
86 1519 北口 泰也 ｷﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 1:38:22
87 1025 笠原 真 ｶｻﾊﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:38:37
88 1443 佐々木 智 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:38:54
89 1522 川端 悠史 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:39:01
90 1010 上野 耕祐 ｳｴﾉ ｺｳｽｹ ハートブレイク 神奈川県 1:39:04
91 1072 田邊 俊一 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:39:10
92 1462 内 智久 ｳﾁ ﾄﾓﾋｻ 森永乳業株式会社 神奈川県 1:39:19
93 1290 山宮 正樹 ﾔﾏﾐﾔ ﾏｻｷ チェリーズ 東京都 1:39:25
94 1277 村田 旭 ﾑﾗﾀ ｱｷﾗ 奈良県 1:39:37
95 1385 嵐田 浩二 ｱﾗｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:39:47
96 1029 福寿 隆 ﾌｸｼﾞｭ ﾀｶｼ 瀬谷走友会 神奈川県 1:39:51
97 1219 鈴木 純平 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 1:40:12
98 1112 大場 茂 ｵｵﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 1:40:17
99 1215 水上 誠 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｺﾄ 東京都 1:40:20

100 1481 吉田 拓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ ＳＯＪＩＴＳＵ 静岡県 1:40:26
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101 1373 多々良 潔 ﾀﾀﾗ ｷﾖｼ ぱなせろな 神奈川県 1:40:26
102 1466 相原 孝介 ｱｲﾊﾗ ｺｳｽｹ 東京都 1:40:38
103 1445 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 東京都 1:40:51
104 1504 小林 和真 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 1:41:00
105 1201 小城 伸晃 ｺｼﾛ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 1:41:27
106 1181 橘内 伸幸 ｷﾂﾅｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:41:28
107 1316 松田 英二 ﾏﾂﾀﾞ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:41:54
108 1377 西尾 友宏 ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:41:56
109 1499 中川 聡史 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 1:41:57
110 1475 広瀬 達朗 ﾋﾛｾ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:41:59
111 1334 阿部 豊明 ｱﾍﾞ ﾄﾖｱｷ 神奈川県 1:42:43
112 1406 中野 智也 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾔ 東京都 1:42:45
113 1460 中島 賢 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 神奈川県 1:42:59
114 1212 浦川 達郎 ｳﾗｶﾜ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 1:43:00
115 1353 斎藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 1:43:06
116 1140 瀧内 敏文 ﾀｷｳﾁ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 1:43:17
117 1384 丸山 智之 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 1:43:45
118 1520 利根川 久 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋｻｼ 神奈川県 1:44:00
119 1317 吉田 洋幸 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:44:06
120 1436 加藤 武文 ｶﾄｳ ﾀｹﾌﾐ ケアネット徳洲会 神奈川県 1:44:20
121 1416 西山 征和 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:44:23
122 1225 長沼 研太 ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝﾀ 山梨県 1:44:24
123 1300 佐々木 唯吉 ｻｻｷ ﾀﾀﾞﾖｼ 神奈川県 1:44:34
124 1288 古屋 雅啓 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:44:40
125 1133 小嶋 健史 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ 東京都 1:44:43
126 1325 梶谷 義之 ｶｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:44:43
127 1124 杉山 昌史 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 1:44:48
128 1048 吉田 薫 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 東京都 1:44:50
129 1490 元田 英昭 ﾓﾄﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:45:18
130 1307 柳町 真 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾏｺﾄ アンジェ・ラン部 神奈川県 1:45:35
131 1166 船田 慎一郎 ﾌﾅﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＴＦＣ 神奈川県 1:46:02
132 1087 酒井 章悟 ｻｶｲ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 1:46:12
133 1116 阿部 拓郎 ｱﾍﾞ ﾀｸﾛｳ 東京都 1:46:16
134 1358 伊藤 健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ ＫＢＳ京都 東京都 1:46:31
135 1045 吉田 徹夫 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂｵ ＴＥＡＭニコタマ 神奈川県 1:46:45
136 1187 大玉 卓 ｵｵﾀﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 1:46:54
137 1411 塙 隆志 ﾊﾅﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 1:46:57
138 1192 津田 崇弘 ﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:47:21
139 1439 直井 淳 ﾅｵｲ ｼﾞｭﾝ アロハランナーズ 東京都 1:47:22
140 1289 村松 孝則 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 1:47:31
141 1090 道脇 俊之 ﾐﾁﾜｷ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:47:42
142 1263 関 信一郎 ｾｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:47:43
143 1452 有働 光 ｳﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 相模つくば会 神奈川県 1:47:56
144 1474 秋元 圭介 ｱｷﾓﾄ ｹｲｽｹ 東京都 1:48:04
145 1162 加藤 剛史 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 1:48:11
146 1184 須永 範彦 ｽﾅｶﾞ ﾉﾘﾋｺ 東京都 1:48:15
147 1167 落合 昭博 ｵﾁｱｲ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:48:18
148 1282 鈴木 賢一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:48:25
149 1123 宮地 義光 ﾐﾔﾁ ﾖｼﾐﾂ 神奈川県 1:48:27
150 1222 渡辺 嗣郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ 神奈川県 1:48:30
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151 1533 伊藤 浩二 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:48:44
152 1267 西 和男 ﾆｼ ｶｽﾞｵ 悠翔会 神奈川県 1:48:45
153 1496 鶴田 史 ﾂﾙﾀ ﾌﾐﾄ 東京都 1:48:48
154 1067 永塚 崇雄 ﾅｶﾞﾂｶ ﾀｶｵ 神奈川県 1:48:48
155 1375 竹内 和司 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞｼ 東京都 1:48:52
156 1062 荒木 陽介 ｱﾗｷ ﾖｳｽｹ 筑紫２５ 神奈川県 1:48:54
157 1503 村田 拓馬 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾏ 東京都 1:49:00
158 1183 平本 秀夫 ﾋﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 東京都 1:49:03
159 1413 越原 啓介 ｺｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:49:05
160 1271 木村 崇滋 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 1:49:36
161 1272 三浦 文太 ﾐｳﾗ ﾌﾞﾝﾀ 東京都 1:49:39
162 1304 江口 孝治 ｴｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 1:50:05
163 1204 後藤 謙次 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ 青竹荘 神奈川県 1:50:11
164 1023 田中 寛人 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾋﾄ 東京都 1:50:14
165 1022 片山 拓也 ｶﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:50:16
166 1280 ヒューウインズ ダニエル ﾋｭｰｳｲﾝｽﾞ ﾀﾞﾆｴﾙ 南蛮連合 東京都 1:50:16
167 1118 南 聡至 ﾐﾅﾐ ｻﾄｼ 東京都 1:50:18
168 1510 遠藤 賢一 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 前田道路 東京都 1:50:19
169 1335 山本 潤 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ チーム三ちゃん 東京都 1:50:35
170 1101 近岡 悟 ﾁｶｵｶ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:50:36
171 1502 中野 憲浩 ﾅｶﾉ ﾉﾘﾋﾛ 神奈川県 1:50:39
172 1417 山内 一平 ﾔﾏﾉｳﾁ ｲｯﾍﾟｲ 東京都 1:50:57
173 1407 鯉田 圭人 ｺｲﾀﾞ ｹｲﾄ 神奈川県 1:50:59
174 1399 田村 孝志 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 1:51:12
175 1011 田中 拓雄 ﾀﾅｶ ﾀｸｵ れふてぃ 埼玉県 1:51:31
176 1311 岡 伸也 ｵｶ ｼﾝﾔ ＨｉＫＥ－ＲＣ 東京都 1:51:49
177 1254 中野渡 敬教 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾀｶﾉﾘ オワスプ 東京都 1:51:53
178 1285 稲葉 陽一郎 ｲﾅﾊﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 静岡県 1:52:29
179 1137 手塚 史高 ﾃﾂﾞｶ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 1:52:33
180 1401 木村 浩一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 群馬県 1:52:42
181 1115 濱岡 努 ﾊﾏｵｶ ﾂﾄﾑ 神奈川県 1:52:43
182 1043 武市 憲司 ﾀｹﾁ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:52:47
183 1261 佐藤 彰良 ｻﾄｳ ｱｷﾗ （株）にぎた 神奈川県 1:53:07
184 1355 橋本 康弘 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:53:39
185 1075 石井 毅 ｲｼｲ ﾂﾖｼ ＲＵＮＮＥＲＳ 神奈川県 1:53:58
186 1152 小池 寛明 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:54:09
187 1275 梅田 昌宏 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ キネティック 東京都 1:54:23
188 1461 加古藤 唯 ｶｺﾄｳ ﾕｲ 茨城県 1:54:25
189 1078 久田 晃一 ﾋｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 1:54:28
190 1357 小松 裕季 ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:54:41
191 1259 清野 譲 ｾｲﾉ ﾕｽﾞﾙ 東京都 1:54:45
192 1253 上野 勇太 ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 初音Ｆ 神奈川県 1:54:57
193 1347 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:54:59
194 1039 高橋 智大 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾊｼ 東京都 1:54:59
195 1174 大谷 陽平 ｵｵﾀﾆ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:55:08
196 1080 藤原 大輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:55:22
197 1041 長妻 忠浩 ﾅｶﾞﾂﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ ＴＪＣ 千葉県 1:55:23
198 1442 森井 崇 ﾓﾘｲ ﾀｶｼ 神奈川県 1:55:24
199 1097 宍戸 邦啓 ｼｼﾄﾞ ｸﾆﾋﾛ 東京都 1:55:33
200 1501 佐々木 元也 ｻｻｷ ｹﾞﾝﾔ 神奈川県 1:55:41
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201 1082 宮村 哲哉 ﾐﾔﾑﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:55:57
202 1127 井上 義貴 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾀｶ 東京都 1:56:03
203 1053 伊藤 誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 1:56:10
204 1403 佐渡 暁貴 ｻﾄﾞ ｻﾄｷ 神奈川県 1:56:11
205 1293 斉藤 嘉一 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1:56:12
206 1150 小泉 博幸 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:56:15
207 1400 田中 祐史 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 1:56:35
208 1164 佐藤 望 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 東京都 1:56:39
209 1218 澤村 進介 ｻﾜﾑﾗ ｼﾝｽｹ 東京都 1:56:51
210 1210 安食 直明 ｱｼﾞｷ ﾅｵｱｷ 神奈川県 1:57:10
211 1249 柴田 知繁 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓｼｹﾞ 神奈川県 1:57:21
212 1196 寺井 達也 ﾃﾗｲ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:57:34
213 1258 橋本 寛之 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:57:37
214 1517 渡部 智樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ チームイニシア 神奈川県 1:57:38
215 1015 尾藤 太一 ﾋﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 神奈川県 1:57:42
216 1328 横田 和司 ﾖｺﾀ ｶﾂﾞｼ 茨城県 1:57:46
217 1157 宮村 泰朗 ﾐﾔﾑﾗ ﾔｽｦ 東京都 1:57:58
218 1332 尾崎 康文 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾌﾐ ＤＳＲＲ 神奈川県 1:58:06
219 1397 内田 賢一 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:58:09
220 1363 若林 恒好 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾂﾈﾖｼ 神奈川県 1:58:17
221 1410 村井 歴 ﾑﾗｲ ﾚｷ 神奈川県 1:58:19
222 1065 國見 吏 ｸﾆﾐ ｵｻﾑ 東京都 1:58:35
223 1209 高山 亮 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳ ランニング・デポ 神奈川県 1:59:06
224 1392 鈴木 清貴 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾀｶ 神奈川県 1:59:17
225 1343 石田 太陽 ｲｼﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 青竹荘 神奈川県 1:59:21
226 1255 石川 賢 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 1:59:28
227 1337 山田 孝章 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ ＲＵＮ＆ＢＥＥＲ 東京都 1:59:29
228 1247 針生 大輔 ﾊﾘｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:59:34
229 1423 久保 直隆 ｸﾎﾞ ﾅｵﾀｶ 酒ＲＵＮ 神奈川県 1:59:37
230 1437 福原 琢磨 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾏ 東京都 1:59:39
231 1236 皆川 雅史 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾏｻｼ 神奈川県 1:59:45
232 1465 高橋 玲央 ﾀｶﾊｼ ﾚｵ 神奈川県 1:59:52
233 1169 宮本 武 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 2:00:06
234 1031 田中 博之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:00:07
235 1361 持田 鉄平 ﾓﾁﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ＫＭＣ 神奈川県 2:00:26
236 1004 大﨑 由夫 ｵｵｻｷ ﾖｼｵ 神奈川県 2:00:28
237 1349 斎藤 洋平 ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 2:00:28
238 1105 諸節 聖爵 ﾓﾛﾌｼ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 2:00:29
239 1273 諏合 啓太 ｽｺﾞｳ ｹｲﾀ アサヒ 神奈川県 2:00:30
240 1205 窪内 忍 ｸﾎﾞｳﾁ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 2:00:37
241 1241 後藤 尚文 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾌﾞﾝ 東京都 2:00:39
242 1020 加藤 篤史 ｶﾄｳ ｱﾂｼ シュン整体駅伝部 神奈川県 2:00:50
243 1369 井上 和彦 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:01:02
244 1235 仁志川 武史 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ 千葉県 2:01:14
245 1035 菅原 啓之 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:01:17
246 1309 古殿 三郎 ﾌﾙﾄﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 2:01:25
247 1003 山本 伸也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 東京都 2:01:25
248 1021 青木 成浩 ｱｵｷ ﾅﾘﾋﾛ 東京都 2:01:26
249 1270 山崎 広基 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:01:29
250 1534 長山 義行 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 2:01:32
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251 1148 奈良 誠 ﾅﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:01:42
252 1338 上野 泰弘 ｳｴﾉ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:01:42
253 1298 渡邉 大吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 2:01:45
254 1050 堀内 栄二 ﾎﾘｳﾁ ｴｲｼﾞ 東京都 2:01:46
255 1297 西野 智明 ﾆｼﾉ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 2:01:56
256 1211 竹辺 英昭 ﾀｹﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 2:02:00
257 1500 村上 昌行 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:02:03
258 1153 内田 信太 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾀ 神奈川県 2:02:05
259 1523 大塚 亮 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳ 神奈川県 2:02:08
260 1303 保科 健志 ﾎｼﾅ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:02:15
261 1511 薄葉 豊 ｳｽﾊﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:02:20
262 1199 渡邉 寛己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ えんえんごー 神奈川県 2:02:22
263 1365 池田 徹 ｲｹﾀﾞ ﾄｵﾙ 東京都 2:02:23
264 1421 石井 篤 ｲｼｲ ｱﾂｼ 神奈川県 2:02:30
265 1256 角田 勝政 ﾂﾉﾀﾞ ｶﾂﾏｻ 神奈川県 2:02:36
266 1284 菅原 大士 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｼ 神奈川県 2:02:43
267 1136 石井 良明 ｲｼｲ ﾖｼｱｷ 神奈川県 2:02:45
268 1516 大澤 稔 ｵｵｻﾜ ﾐﾉﾙ 埼玉県 2:02:51
269 1539 永作 和洋 ﾅｶﾞｻｸ ｶｽﾞﾋﾛ 2:03:02
270 1376 藤本 保博 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ チームピーター 東京都 2:03:35
271 1239 谷 順策 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｻｸ 神奈川県 2:04:01
272 1331 小松 弘典 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾉﾘ チーム三ちゃん 東京都 2:04:25
273 1528 近森 謙介 ﾁｶﾓﾘ ｹﾝｽｹ 相模原市 神奈川県 2:04:34
274 1230 市原 敬義 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 2:04:48
275 1197 井口 宜尚 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾅｵ 神奈川県 2:05:09
276 1387 早坂 哲郎 ﾊﾔｻｶ ﾃﾂｵ 神奈川県 2:05:13
277 1354 森 英樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:05:16
278 1414 大坂谷 正人 ｵｵｻｶﾔ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:05:18
279 1040 渡邊 英三郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｻﾞﾌﾞﾛｳ ＡＳＹ 神奈川県 2:05:36
280 1449 中村 学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:05:42
281 1074 高橋 康介 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 東京都 2:05:45
282 1279 柳川 祥太 ﾔﾅｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 神奈川県 2:05:48
283 1081 成田 真一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 2:06:11
284 1467 野路 薫 ﾉｼﾞ ｶｵﾙ 東京都 2:06:21
285 7107 Ｅａｄｓ Ｊｏｈｎ．Ｊ ｲｰｽﾞ ｼﾞｮﾝ 2:06:21
286 1145 清水 雅之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 2:06:27
287 1242 三浦 正徳 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:06:32
288 1330 東 健太郎 ﾋｶﾞｼ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 2:06:39
289 1121 池田 大介 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:06:45
290 1418 清野 健二郎 ｾｲﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ デンカＯＭＣ 神奈川県 2:06:47
291 1464 市原 卓哉 ｲﾁﾊﾗ ﾀｸﾔ 特になし 東京都 2:06:57
292 1427 澤井 宏昭 ｻﾜｲ ﾋﾛｱｷ チームナイスラン 神奈川県 2:07:00
293 1017 山口 洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 2:07:05
294 1312 古川 義陸 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾐﾁ 神奈川県 2:07:24
295 1207 山中 宏之 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:07:37
296 1042 三谷 聡 ﾐﾀﾆ ｻﾄｼ 神奈川県 2:07:47
297 1444 仲村 学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:07:51
298 1014 山岸 道弘 ﾔﾏｷﾞｼ ﾐﾁﾋﾛ 神奈川県 2:08:05
299 1085 大山 正樹 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｷ 東京都 2:08:22
300 1350 川端 健仁 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹﾋﾄ 神奈川県 2:08:46
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301 1071 水落 知幸 ﾐｽﾞｵﾁ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 2:09:03
302 1076 西口 利浩 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ モニカ保育園 神奈川県 2:09:14
303 1281 古橋 史隆 ﾌﾙﾊｼ ﾌﾐﾀｶ 東京都 2:09:18
304 1326 田中 泰弘 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:09:19
305 1478 飯田 浩史 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 2:09:20
306 1446 竹内 賢三 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｿﾞｳ 神奈川県 2:09:27
307 1398 木田 耕太 ﾎﾞｸﾀﾞ ｺｳﾀ 都立神経病院 神奈川県 2:09:29
308 1125 町田 裕紀 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 2:09:42
309 1106 田野 敦寛 ﾀﾉ ｱﾂﾋﾛ チーム強妻 神奈川県 2:09:42
310 1173 曽我部 訓章 ｿｶﾞﾍﾞ ｸﾆｱｷ おやじ達のキセキ 東京都 2:09:43
311 1362 萩野 宣武 ﾊｷﾞﾉ ﾉﾌﾞﾀｹ 神奈川県 2:09:51
312 1110 伊藤 聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ ちーむねこ 神奈川県 2:09:53
313 1130 伊藤 雅司 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 東京都 2:10:06
314 1206 天川 清二 ｱﾏｶﾜ ｾｲｼﾞ 根岸ココ小梅会 神奈川県 2:10:09
315 1095 畠衛 史宜 ﾊﾀｴ ﾌﾐﾉﾌﾞ 神奈川県 2:10:18
316 1134 廣瀬 一海 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾐ 福岡県 2:10:30
317 1234 天野 雄一朗 ｱﾏﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:10:38
318 1260 高村 智博 ﾀｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ０次会フレンズ 神奈川県 2:10:59
319 1122 鳥瀬 貴之 ﾄﾘｾ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:11:13
320 1505 高木 友博 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ ぽにゃにゃんず 神奈川県 2:11:30
321 1269 小山 俊一 ｺﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 2:11:31
322 1540 池田 洋 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:11:34
323 1056 松尾 和輝 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 2:11:36
324 1126 清水 陽芳 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｼ 神奈川県 2:11:42
325 1476 高嶋 大輔 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 会社員 東京都 2:12:10
326 1493 森川 日出男 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 東京都 2:12:15
327 1532 武井 宏憲 ﾀｹｲ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 2:12:18
328 1202 黒川 龍平 ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 横浜を走る会 神奈川県 2:12:25
329 1114 寺内 正明 ﾃﾗｳﾁ ﾏｻｱｷ 東京都 2:12:42
330 1455 東穂 泰孝 ﾄｳﾎ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 2:12:48
331 7101 Ｎｉｓｈｉｙａｍａ Ｔｏｓｈｉｈｉｒｏ ﾆｼﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 2:12:55
332 1108 仁田 明宏 ﾆｯﾀ ｱｷﾋﾛ 東京都 2:12:59
333 1454 宮田 英二郎 ﾐﾔﾀ ｴｲｼﾞﾛｳ 東京都 2:13:10
334 1079 新内 秀和 ｼﾝｳﾁ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 2:13:16
335 1093 山中 日出男 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞｵ ぎんなんＦＣ 神奈川県 2:13:17
336 1049 弘川 剛 ﾋﾛｶﾜ ﾂﾖｼ 月まで走ろう会 東京都 2:13:19
337 1216 大田 理 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 埼玉県 2:13:24
338 1179 森 大伍 ﾓﾘ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 2:13:38
339 1111 蒲 正人 ｶﾊﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 2:13:39
340 1026 青山 政博 ｱｵﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:13:51
341 1103 池田 太郎 ｲｹﾀﾞ ﾀﾛｳ 神奈川県 2:14:13
342 1352 若狭 哲史 ﾜｶｻ ﾃﾂｼ 神奈川県 2:14:15
343 1527 三浦 尚人 ﾐｳﾗ ﾅｵﾄ 東京都 2:14:18
344 1129 門倉 央将 ｶﾄﾞｸﾗ ﾃﾙﾏｻ 東京都 2:14:33
345 1109 平山 大輔 ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:14:35
346 1083 勝山 励 ｶﾂﾔﾏ ﾚｲ 東京都 2:14:47
347 1295 貝嶋 武史 ｶｲｼﾞﾏ ﾀｹｼ 神奈川県 2:14:57
348 1119 上野 正博 ｳｴﾉ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:15:00
349 1541 Ｓｔａｆｆｏｒｄ Ｊｏｎａｔｈａｎ 2:16:04
350 1388 伊東 英明 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 相模フレンズ 神奈川県 2:16:15
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351 1066 小田 航 ｵﾀﾞ ﾜﾀﾙ 神奈川県 2:16:17
352 1346 貫野 宏典 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 2:16:20
353 1489 齊藤 陽 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 2:16:46
354 1415 古川 猛司 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹｼ 東京都 2:17:07
355 1047 西村 能一 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 2:17:09
356 1135 米今 健 ﾖﾈｲﾏ ｹﾝ 東京都 2:17:13
357 1089 長谷川 隆 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 2:17:25
358 1286 清水 譲 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｮｳ 東京都 2:17:41
359 1227 森本 浩章 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:17:42
360 1470 金刺 恭孝 ｶﾅｻﾞｼ ﾔｽﾀｶ 東芝関連一応 神奈川県 2:17:42
361 1138 藤堂 高志 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 神奈川県 2:18:21
362 1190 さこ 孝太 ｻｺ ｺｳﾀ 神奈川県 2:18:30
363 1458 田城 洋右 ﾀｼﾛ ﾖｳｽｹ 神奈川県 2:18:36
364 1159 鈴木 雅 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ 神奈川県 2:18:40
365 1468 出雲路 敬史 ｲｽﾞﾓｼﾞ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 2:18:46
366 1044 小野 純 ｵﾉ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:19:09
367 1371 遠藤 邦敏 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾄｼ 東京都庁 東京都 2:19:34
368 1535 内藤 俊和 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 2:19:43
369 1368 高井 芳寛 ﾀｶｲ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:20:07
370 1525 中沢 雅人 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 埼玉県 2:20:58
371 1032 池田 恵仁 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 2:21:05
372 1386 石田 亨 ｲｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:21:26
373 1512 荻田 剛 ｵｷﾞﾀ ﾂﾖｼ 神奈川県 2:21:30
374 1094 杉山 正樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 神奈川県 2:21:32
375 1220 菊地 亮太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 東京都 2:21:50
376 1456 原口 拓世 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀｸｵ 神奈川県 2:22:24
377 1064 安田 英雅 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 東京都 2:22:31
378 1488 佐藤 明人 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 2:23:26
379 1252 菅原 聡 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 2:23:34
380 1308 築﨑 亮博 ﾁｸｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ アンジェ・ラン部 東京都 2:23:48
381 1172 寺澤 光司 ﾃﾗｻﾜ ｺｳｼﾞ 東京都 2:23:53
382 1088 坂本 斉 ｻｶﾓﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 2:24:05
383 1426 馬渕 寛尚 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ 神奈川県 2:24:20
384 1333 宇山 英幸 ｳﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 2:24:30
385 1193 西村 公佑 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 神奈川県 2:24:44
386 1351 佃 直樹 ﾂｸﾀﾞ ﾅｵｷ 東京都 2:25:11
387 7105 Ｅｓｐｉｒｉｔｕ Ｊｏｓｅｐｈ．Ｐ ｴｽﾋﾟﾘﾂ ｼﾞｮｾﾌ 2:25:43
388 1008 坂上 智英 ｻｶｳｴ ﾄﾓﾋﾃﾞ 横浜瀬谷走友会 神奈川県 2:25:49
389 1497 佐野 剛慎 ｻﾉ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 2:26:02
390 1224 中村 塁 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 神奈川県 2:26:05
391 1268 徳永 宏之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:26:28
392 1147 関根 弘 ｾｷﾈ ﾋﾛｼ Ｓｈａｋｅｒ 東京都 2:26:35
393 1046 土谷 大輔 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:26:42
394 1244 大平 匡史 ｵｵﾋﾗ ﾏｻｼ 大鰻 埼玉県 2:27:18
395 1340 青木 稔 ｱｵｷ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:27:35
396 1142 山田 智朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 2:29:24
397 1091 森田 紘平 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 2:29:56
398 1018 若松 裕次郎 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 2:30:42
399 1194 森田 潤 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝ チームイニシア 神奈川県 2:30:58
400 1526 小山 英俊 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 2:31:03
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401 1276 木下 雄介 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｽｹ 東京都 2:31:37
402 1016 内山 智裕 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 2:31:47
403 1287 澤井 憲彦 ｻﾜｲ ﾉﾘﾋｺ 神奈川県 2:32:04
404 1380 都丸 哲弘 ﾄﾏﾙ ﾃﾂﾋﾛ 東京都 2:32:54
405 1314 前田 健二 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ あきらん 神奈川県 2:33:13
406 1507 山本 剛史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 2:33:19
407 1156 高橋 秀行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 2:33:29
408 1530 杉谷 健 ｽｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 神奈川県 2:33:30
409 1006 安部 聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 防衛省防衛装備庁 東京都 2:33:32
410 1408 森川 誠 ﾓﾘｶﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:33:45
411 1073 村上 貴久 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 2:33:58
412 1441 馬場 俊太郎 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京都 2:34:06
413 1107 東田 靖弘 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:34:32
414 1144 佐川 泰久 ｻｶﾞﾜ ﾔｽﾋｻ 百花繚ＲＵＮ 東京都 2:34:44
415 1471 西崎 崇仁 ﾆｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 2:35:35
416 1086 遠藤 文護 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾉﾘ ＮＴＴアカシア 神奈川県 2:36:17
417 1310 田中 啓介 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:36:34
418 1336 藤田 充紀 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾉﾘ 神奈川県 2:36:38
419 1182 佐藤 和彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:36:49
420 1002 柴崎 良平 ｼﾊﾞｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 2:36:51
421 1430 石井 政章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 神奈川県 2:37:36
422 1012 池田 真一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ ＲＧＵ 埼玉県 2:38:22
423 1223 住吉 崇彰 ｽﾐﾖｼ ﾀｶｱｷ 東京都 2:38:39
424 1250 森田 裕己 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:38:44
425 1278 屋宜 剛 ﾔｷﾞ ﾂﾖｼ ダチョウ倶楽部 神奈川県 2:38:53
426 1438 本間 公二 ﾎﾝﾏ ｺｳｼﾞ ロンザッチ 神奈川県 2:39:06
427 1176 池田 典史 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ 神奈川県 2:39:53
428 1433 伊藤 幹夫 ｲﾄｳ ﾐｷｵ ＳＯＵＴＨ１１ 神奈川県 2:40:20
429 1383 桜庭 基朗 ｻｸﾗﾊﾞ ﾓﾄｵ ＰＵＢ ＲＩＴＡ 東京都 2:40:38
430 1154 森谷 秀文 ﾓﾘﾀﾆ ﾋﾃﾞﾌﾐ 神奈川県 2:40:46
431 1171 小坂 英之 ｺｻﾞｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 2:41:39
432 1266 石川 裕士 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ ムトウ北里 神奈川県 2:42:24
433 1168 森 義之 ﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 東京都 2:42:50
434 1028 石川 数正 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾏｻ 株式会社ＳＤＡＴ 神奈川県 2:43:00
435 1214 金村 健悟 ｶﾈﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 2:43:10
436 1098 杉田 信明 ｽｷﾞﾀ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 2:43:32
437 1486 倉重 和浩 ｸﾗｼｹﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:43:40
438 1143 菊池 真 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:43:49
439 1131 田中 暁 ﾀﾅｶ ｷﾞｮｳ 東京都 2:43:53
440 1069 若宮 弘典 ﾜｶﾐﾔ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 2:44:05
441 1451 北本 高広 ｷﾀﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:46:28
442 1538 小西 徹 ｺﾆｼ ﾄｵﾙ 2:46:47
443 1542 伊藤 武 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 2:46:59
444 1120 篠田 晃利 ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾄｼ 東京都 2:47:39
445 1372 根本 俊彦 ﾈﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 埼玉県 2:49:00
446 1487 藤田 勇介 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:49:24
447 1155 松島 真祐 ﾏﾂｼﾏ ｼﾝｽｹ 埼玉県 2:49:30
448 1246 佐々木 裕一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 東京都 2:49:33
449 1318 佐藤 直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 神奈川県 2:49:52
450 1052 齋藤 淳 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 神奈川県 2:50:28
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451 1057 山出 康介 ﾔﾏﾃﾞ ｺｳｽｹ 神奈川県 2:51:58
452 1188 関田 強志 ｾｷﾀ ﾂﾖｼ 東京都 2:52:02
453 1378 渡邉 航也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾔ 神奈川県 2:52:23
454 1221 佐藤 寛之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:52:54
455 1160 高山 敏典 ﾀｶﾔﾏ ﾄｼﾉﾘ 神奈川県 2:54:37
456 1092 清水 剣 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ 神奈川県 2:54:37
457 1447 四ヶ所 信之 ｼｶｼｮ ﾉﾌﾞﾕｷ 農林水産省 神奈川県 2:56:47
458 1322 飯塚 祐己 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ ローソン 神奈川県 2:57:34
459 1158 丸形 政樹 ﾏﾙｶﾞﾀ ﾏｻｷ 東京都 2:58:26
460 1051 関 浩二 ｾｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:58:51
461 1186 内倉 要 ｳﾁｸﾗ ｶﾅﾒ 東京都 2:59:20
462 1509 時平 慎太郎 ﾄｷﾋﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:07:37
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