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1 2321 長島 潮 ﾅｶﾞｼﾏ ｳｼｵ 大阪市役所 大阪府 1:17:29
2 2617 坂本 三樹夫 ｻｶﾓﾄ ﾐｷｵ 神奈川県 1:19:17
3 2355 加藤 忠重 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｼｹﾞ ＫＲＣ 東京都 1:19:41
4 2670 神長 忠信 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 埼玉県 1:19:59
5 2634 松井 章 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 東京都 1:21:51
6 2431 金子 謙一 ｶﾈｺ ｹﾝｲﾁ 九州大学アヒレス 東京都 1:22:25
7 2638 小林 和仁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾄ 伊勢原サンデー 神奈川県 1:25:38
8 2494 梶原 豊 ｶｼﾞﾜﾗ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:25:41
9 2290 喜多川 学 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:26:07

10 2350 吉田 政義 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ ＯＮＥＴＯＫＹＯ 神奈川県 1:26:48
11 2314 久保田 伸彦 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 静岡県 1:27:10
12 2637 佐々木 秋夫 ｻｻｷ ｱｷｵ 八王子市 東京都 1:27:16
13 2311 飯田 修司 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 東京都 1:27:29
14 2017 小俣 智 ｵﾏﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 1:27:51
15 2001 佐藤 秀樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:27:52
16 2394 佐久間 祥光 ｻｸﾏ ﾖｼｱｷ ◇さくま歯科◇ 静岡県 1:28:01
17 2316 永瀬 譲二 ﾅｶﾞｾ ｼﾞｮｳｼﾞ ラミリート 神奈川県 1:28:21
18 2406 福永 良治 ﾖｼﾊﾙ ﾌｸﾅｶﾞ 神奈川県 1:28:30
19 2463 阿部 誠 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ ハートブレイク 神奈川県 1:29:15
20 2484 鹿児島 和宏 ｶｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ＦＭＡＴ 東京都 1:29:23
21 2303 森川 博紀 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:29:31
22 2496 三輪 尚義 ﾐﾜ ﾀｶﾖｼ 横浜中央走友会 神奈川県 1:29:42
23 2056 加賀野井 晴大 ｶｶﾞﾉｲ ﾃﾙｵ 神奈川県 1:29:54
24 2344 小田切 充 ｵﾀｷﾞﾘ ﾐﾂﾙ 神奈川県 1:30:03
25 2346 丸岡 諭仁 ﾏﾙｵｶ ﾂｸﾞﾋﾄ 神奈川県 1:30:15
26 2100 小川 直行 ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:30:32
27 2204 上田 邦雄 ｳｴﾀﾞ ｸﾆｵ ＲＲＴ 神奈川県 1:31:32
28 2560 秋元 勝 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾙ クラブＲ２中日本 神奈川県 1:32:07
29 2382 武田 光 ﾀｹﾀﾞ ﾋｶﾙ ３ＭＲＣ 東京都 1:32:12
30 2362 橋本 仁史 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄｼ ソニーＲＣ 神奈川県 1:32:13
31 2249 吉住 健一 ﾖｼｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:32:22
32 2094 玉城 学 ﾀﾏｷ ﾏﾅﾌﾞ 沖縄郵政ＲＣ 神奈川県 1:32:29
33 2140 花枝 聡 ﾊﾅｴﾀﾞ ｻﾄｼ ８ＰＲＯ 東京都 1:33:02
34 2684 伊勢田 幸央 ｲｾﾀﾞ ﾕｷｵ ＴＥＡＭ－Ｉ 神奈川県 1:33:07
35 2191 山本 隆志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ ラッコランナー 東京都 1:33:10
36 2180 市毛 弘一 ｲﾁｹﾞ ｺｳｲﾁ ＩＣＨＩＬＡＢ 神奈川県 1:33:40
37 2021 安武 昌樹 ﾔｽﾀｹ ﾏｻｷ 東京都 1:33:49
38 2232 山部 英行 ﾔﾏﾍﾞ ｴｲｺｳ ランニング・デポ 神奈川県 1:34:04
39 2164 髙野 英二 ﾀｶﾉ ｴｲｼﾞ サウルスＪＰＮ 神奈川県 1:34:14
40 2605 城戸 康宏 ｷﾄﾞ ﾔｽﾋﾛ ＥＮＥＯＳ 神奈川県 1:34:18
41 2166 鈴木 明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 東京都 1:34:22
42 2257 谷島 博 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｼ Ｔｅａｍ Ｏｍａｒｕ 大阪府 1:34:29
43 2581 佐々木 伸也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 大野ＲＣ 神奈川県 1:34:56
44 2226 大湯 忠彦 ｵｵﾕ ﾀﾀﾞﾋｺ 済美山朝練軍団 東京都 1:35:09
45 2199 尾花 拓也 ｵﾊﾞﾅ ﾀｸﾔ 東京都 1:35:09
46 2142 渡辺 貴史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ スリーエムジャパン株式会社 東京都 1:35:18
47 2689 岩田 弘行 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 牛久走友会 茨城県 1:35:26
48 2366 神田 博彰 ｺｳﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:35:36
49 2678 菅 裕一 ｽｶﾞ ﾕｳｲﾁ 京都府 1:36:16
50 2003 小泉 実 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾉﾙ 相模原市役所Ｈ 神奈川県 1:36:23
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51 2293 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 神奈川県 1:36:29
52 2661 川畑 雅樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻｷ ＣＲ２東日本 東京都 1:36:53
53 2238 高橋 克利 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾄｼ 中原区役所 神奈川県 1:37:27
54 2103 高橋 幸男 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ ＭＭＣ 神奈川県 1:37:33
55 2029 太宰 雅彦 ﾀﾞｻﾞｲ ﾏｻﾋｺ 東京都 1:38:04
56 2686 吉田 博昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ ＴＲ２ＥＣ 神奈川県 1:38:33
57 2452 濱 吉宏 ﾊﾏ ﾖｼﾋﾛ 横浜中央支部 神奈川県 1:38:37
58 2374 瀬尻 健太郎 ｾｼﾞﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 三菱重工ＲＣ 神奈川県 1:38:48
59 2146 君島 一史 ｷﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川県 1:39:13
60 2675 高橋 太志 ﾀｶﾊｼ ﾀｲｼﾞ 橋本走友会 神奈川県 1:39:21
61 2695 緒方 和之 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 旭化成川崎 神奈川県 1:39:22
62 2653 鈴木 伸幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 逗葉高校 神奈川県 1:39:24
63 2658 吉井 竜太郎 ﾖｼｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:39:49
64 2254 西澤 義治 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 東京都 1:40:28
65 2655 浅倉 勲 ｱｻｸﾗ ｲｻｵ 東京都 1:40:39
66 2657 筧 正弘 ｶｹﾋ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:40:40
67 2042 粕谷 俊彦 ｶｽﾔ ﾄｼﾋｺ 東京都 1:40:50
68 2442 及川 哲 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ ＣＲ２東日本 神奈川県 1:40:55
69 2192 大谷 祐司 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｼﾞ ラッコランナーズ 神奈川県 1:41:08
70 2014 澁谷 清光 ｼﾌﾞﾔ ｷﾖﾐﾂ 神奈川県 1:41:12
71 2170 高橋 幸二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 東京都 1:41:20
72 2203 清水 洋幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:41:43
73 2674 関 一孝 ｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ フロイント 東京都 1:41:43
74 2486 野口 英之 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 1:41:47
75 2182 荻窪 恭明 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾔｽｱｷ 東京都 1:41:59
76 2683 石坂 哲 ｲｼｻｶ ｱｷﾗ バランスＫ 東京都 1:42:01
77 2599 大森 克実 ｵｵﾓﾘ ｶﾂﾐ 神奈川県 1:42:02
78 2055 牧田 恵二 ﾏｷﾀ ｹｲｼﾞ おたっしゃくらぶ 神奈川県 1:42:03
79 2187 北村 祥行 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:42:10
80 2685 吉田 晃 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 1:42:10
81 2229 佐藤 充朗 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 駒沢公園運動部 東京都 1:42:29
82 2213 諸星 真澄 ﾓﾛﾎｼ ﾏｽﾐ 神奈川県 1:42:32
83 2444 水谷 謙二 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:42:37
84 2373 田中 立夫 ﾀﾅｶ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:42:38
85 2481 道脇 正樹 ﾐﾁﾜｷ ﾏｻｷ 神奈川県 1:42:47
86 2032 奥山 貴士 ｵｸﾔﾏ ﾀｶｼ ＫＦＲＣ 神奈川県 1:42:49
87 2033 木島 賢一 ｷｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:42:52
88 2117 阿久澤 金由 ｱｸｻﾞﾜ ｶﾈﾖｼ 神奈川県 1:43:08
89 2572 佐藤 仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 埼玉県 1:43:15
90 2345 佐藤 伸好 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 1:43:21
91 2663 仲谷 秀孝 ﾅｶﾀﾆ ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県 1:43:32
92 2555 齊藤 滋久 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾋｻ 三田ディモンズ 東京都 1:43:35
93 2438 福井 歩 ﾌｸｲ ｱﾕﾑ ラウンドロビン 神奈川県 1:43:39
94 2395 岸 一朗 ｷｼ ｲﾁﾛｳ 東京陸協 東京都 1:43:40
95 2113 吉田 英彦 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 1:43:49
96 2370 西沢 武司 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 1:44:04
97 2453 桟 豊樹 ｶｹﾊｼ ﾄﾖｷ 東京都 1:44:10
98 2217 早川 多重 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ 小山内裏ＷＲＣ 東京都 1:44:17
99 2231 紫垣 輝光 ｼｶﾞｷ ﾃﾙﾐﾂ Ｒｉｓｅ熊本 東京都 1:44:41

100 2256 枚田 耕一 ﾋﾗﾀ ｺｳｲﾁ 東京都 1:44:51
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101 2240 安藤 秀樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:44:53
102 2358 西田 浩 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ ＭＭＲＣ 神奈川県 1:44:56
103 2128 町野 俊介 ﾏﾁﾉ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 1:44:57
104 2622 木村 謙志 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 鳥居坂競走部 東京都 1:45:00
105 2269 鈴木 隆一 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 1:45:01
106 2547 高橋 智也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 玉縄走ＵＮ 神奈川県 1:45:04
107 2645 依田 尚文 ﾖﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 1:45:11
108 2369 柿谷 守 ｶｷﾔ ﾏﾓﾙ 神奈川県 1:45:17
109 2352 佐藤 俊一 ｻﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 星川シュン整体 神奈川県 1:45:18
110 2575 竹本 睦弘 ﾀｹﾓﾄ ﾑﾂﾋﾛ チーム三ちゃん 埼玉県 1:45:20
111 2669 入江 卓 ｲﾘｴ ﾀｶｼ 埼玉県 1:45:28
112 2099 亀谷 敬 ｶﾒﾔ ﾀｶｼ 東京都 1:45:31
113 2426 中井 健一 ﾅｶｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:45:37
114 2521 岡田 正友 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 港北郵便局 神奈川県 1:45:40
115 2160 カワセ ジョン ｶﾜｾ ｼﾞｮﾝ 神奈川県 1:46:05
116 2297 小柳津 智 ｵﾔｲﾂﾞ ｻﾄｼ ＭＡＫＡＮＩ 東京都 1:46:05
117 2151 清水 豊才 ｼﾐｽﾞ ﾄﾖｶﾀ フラペチーノ 東京都 1:46:31
118 2708 米増 晋一 ﾖﾈﾏｽ ｼﾝｲﾁ 多摩川クラブ 東京都 1:46:40
119 2114 安藤 哲也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:46:56
120 2258 太田 信孝 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ 竹口病院 東京都 1:47:02
121 2129 根本 高臣 ﾈﾓﾄ ﾀｶｵﾐ 神奈川県 1:47:07
122 2168 國分 裕 ｺｸﾌﾞ ﾕﾀｶ 東京都 1:47:26
123 2216 関野 裕樹 ｾｷﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:47:30
124 2172 前野 安弘 ﾏｴﾉ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:47:32
125 2397 日高 功 ﾋﾀﾞｶ ｲｻｵ 神奈川県 1:47:40
126 2567 谷口 文彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾌﾐﾋｺ トヨタファイナン 東京都 1:47:46
127 2234 青木 豊 ｱｵｷ ﾕﾀｶ 東京都 1:47:51
128 2533 鹿島 聖峰 ｶｼﾏ ｷﾖﾐﾈ 神奈川県 1:47:56
129 2429 亀井 芳樹 ｶﾒｲ ﾖｼｷ 神奈川県 1:48:08
130 2237 浅川 貴史 ｱｻｶﾜ ﾀｶｼ ゴールデン泡～ズ 神奈川県 1:48:21
131 2277 牧瀬 孝幸 ﾏｷｾ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:48:31
132 2472 田島 努 ﾀｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ 第一食品 神奈川県 1:48:35
133 2502 吉岡 靖二 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ ＦＥＣ 静岡県 1:48:42
134 2446 松田 信泰 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 神奈川県 1:49:03
135 2706 齊藤 淳 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ チームめだか 神奈川県 1:49:13
136 2518 松本 学 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 東急ハンズ渋谷 神奈川県 1:49:16
137 2186 高野 康司 ﾀｶﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:49:21
138 2535 大下 晋司 ｵｵｼﾀ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:49:28
139 2052 寺田 泰宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ シュン整体駅伝部 神奈川県 1:49:30
140 2413 坂西 剛 ﾊﾞﾝｻﾞｲ ﾂﾖｼ ビール部 埼玉県 1:49:31
141 2707 品川 裕二 ｼﾅｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:49:35
142 2607 神田 政志 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｼ パインズ＿ＭＣＬ 東京都 1:49:38
143 2027 岩崎 健太郎 ｲﾜｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:49:42
144 2069 大久保 雅之 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ ＢＡＳＲＣ 神奈川県 1:49:55
145 2469 大山 聖人 ｵｵﾔﾏ ﾏｻﾄ 東京都 1:49:58
146 2612 井上 務 ｲﾉｳｴ ﾂﾄﾑ 優佑走友会 東京都 1:49:59
147 2282 平手 秀樹 ﾋﾗﾃ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:50:02
148 2133 鈴木 栄二 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 神奈川県 1:50:06
149 2157 溝江 潤一 ﾐｿﾞｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:50:08
150 2490 鈴木 郁雄 ｽｽﾞｷ ｲｸｵ ＯＨＳ 神奈川県 1:50:09
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151 2324 白川 真之 ｼﾗｶﾜ ﾏｻﾕｷ スパキング 神奈川県 1:50:10
152 2144 窪田 賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 多摩川クラブ 神奈川県 1:50:17
153 2190 森田 勝也 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾔ 神奈川県 1:50:21
154 2367 日比 宏尚 ﾋﾋﾞ ﾋﾛﾅｵ トーア再保険 神奈川県 1:50:23
155 2158 上町 幸大 ｳｴﾏﾁ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 1:50:31
156 2489 北坂 和浩 ｷﾀｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ チームＯＨＳ 埼玉県 1:50:35
157 2155 熊澤 一成 ｸﾏｻﾞﾜ ｲｯｾｲ 神奈川県 1:50:45
158 2323 堀 敦夫 ﾎﾘ ｱﾂｵ 神奈川県 1:50:48
159 2214 川嶋 輝彦 ｶﾜｼﾏ ﾃﾙﾋｺ 東京都 1:50:51
160 2126 有馬 央記 ｱﾘﾏ ﾋﾛｷ 東京都 1:50:55
161 2292 中山 大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:50:56
162 2505 葉山 秀樹 ﾊﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:50:57
163 2620 唐戸 雄一 ｶﾗﾄ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:50:58
164 2466 横井 司 ﾖｺｲ ﾂｶｻ チーム三ちゃん 神奈川県 1:51:00
165 2368 尾崎 健二 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:51:10
166 2690 館坂 博之 ﾀﾃｻｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:51:13
167 2569 木下 英樹 ｷﾉｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:51:16
168 2059 落合 毅博 ｵﾁｱｲ ﾀｹﾋﾛ 長野地方気象台 長野県 1:51:19
169 2407 水上 義博 ﾐｽﾞｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:51:20
170 2450 下田 英一 ｼﾓﾀﾞ ｴｲｲﾁ チーム三ちゃん 東京都 1:51:38
171 2671 起田 俊也 ｵｷﾀ ｼｭﾝﾔ 神奈川県 1:51:45
172 2405 阿部 洋介 ｱﾍﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 1:51:56
173 2159 高松 広志 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:51:58
174 2124 乙成 秀一 ｵﾂﾅﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:52:02
175 2501 井手 幸生 ｲﾃﾞ ﾕｷｵ 東京都 1:52:07
176 2286 高橋 輝昭 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙｱｷ 神奈川県 1:52:20
177 2086 棚瀬 慎治 ﾀﾅｾ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:52:25
178 2372 浦田 浩 ｳﾗﾀ ﾋﾛｼ のどつよ 東京都 1:52:25
179 2688 栗原 吉雄 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｵ エフアンドエフ 東京都 1:52:49
180 2267 寺島 克己 ﾃﾗｼﾏ ｶﾂﾐ ラン ラン ラン 東京都 1:52:56
181 2006 竹内 保洋 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:52:59
182 2383 菅野 尚志 ｶﾝﾉ ﾅｵｼ 東京都 1:53:10
183 2577 森田 佳宏 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 静岡県 1:53:33
184 2104 松井 秀和 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:53:40
185 2031 脇本 歩 ﾜｷﾓﾄ ｱﾕﾑ 東京都 1:53:45
186 2281 新井 克典 ｼﾝｲ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 1:53:53
187 2185 渡辺 剛太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳﾀﾛｳ 木更津牛袋ＲＣ 千葉県 1:53:54
188 2227 吉田 学 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:54:02
189 2410 保屋野 博之 ﾎﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:54:05
190 2455 足立 直紀 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｷ 神奈川県 1:54:11
191 2340 石塚 富男 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾐｵ 東京都 1:54:17
192 2445 佐藤 力哉 ｻﾄｳ ﾘｷﾔ 愛知県 1:54:23
193 2072 山田 哲朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京都 1:54:38
194 2482 榛沢 文久 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾌﾐﾋｻ 東京都 1:54:47
195 2162 武藤 義章 ﾑﾄｳ ﾖｼｱｷ 神奈川県 1:54:51
196 2629 松島 洋 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾛｼ 音羽産業 神奈川県 1:54:55
197 2568 菅原 利克 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼｶﾂ 菱熱工業 神奈川県 1:55:01
198 2424 加藤 昌也 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 神奈川県 1:55:14
199 2649 黒川 靖生 ｸﾛｶﾜ ﾔｽｵ 神奈川県 1:55:15
200 2579 梅原 達也 ｳﾒﾊﾗ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:55:24
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201 2391 浅沼 清一 ｱｻﾇﾏ ｾｲｲﾁ 東京都 1:55:30
202 2361 石上 鉄也 ｲｼｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ 静岡県 1:55:36
203 2215 山岸 真也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 東京都 1:55:41
204 2225 早川 徹也 ﾊﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:55:44
205 2333 田子 省三 ﾀｺﾞ ｼｮｳｿﾞｳ ＳＩ走好会 東京都 1:55:46
206 2531 近藤 貴将 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾏｻ 東京都 1:55:55
207 2462 平田 明 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 1:56:01
208 2184 松本 宏幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:56:05
209 2636 野村 孝禎 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 1:56:11
210 2668 佐藤 英顕 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:56:18
211 2601 成田 耕一 ﾅﾘﾀ ｺｳｲﾁ ＭＲＣ 神奈川県 1:56:22
212 2487 瀬尾 俊弘 ｾｵ ﾄｼﾋﾛ マリノスランクラ 神奈川県 1:56:47
213 2347 直枝 智春 ﾅｵｴ ﾄﾓﾊﾙ 神奈川県 1:57:02
214 2148 加藤 久志 ｶﾄｳ ﾋｻｼ 東京都 1:57:11
215 2628 峯松 繁行 ﾐﾈﾏﾂ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 1:57:22
216 2656 市来 吉博 ｲﾁｷ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:57:22
217 2060 篠田 隆之 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:57:25
218 2039 平尾 祐介 ﾋﾗｵ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:57:46
219 2050 大木 隆昌 ｵｵｷ ﾀｶｱｷ 東京都 1:57:52
220 2664 佐野 正司 ｻﾉ ｼｮｳｼﾞ 東京都 1:57:53
221 2046 保母 康行 ﾎﾎﾞ ﾔｽﾕｷ シュン整体駅伝部 神奈川県 1:57:57
222 2205 石埜 明 ｲｼﾉ ｱｷﾗ チームラバツマ 東京都 1:57:58
223 2700 吉田 明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:58:03
224 2063 猪狩 一郎 ｲｶﾞﾘ ｲﾁﾛｳ 東京都 1:58:10
225 2034 外崎 成和 ﾄﾉｻｷ ｼｹﾞｶｽﾞ おおやまいくぞう 神奈川県 1:58:21
226 2393 今野 裕 ｺﾝﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:58:21
227 2360 菊池 朗 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 神奈川県 1:58:28
228 2320 片山 康 ｶﾀﾔﾏ ｺｳ 神奈川県 1:58:30
229 2435 四元 英介 ﾖﾂﾓﾄ ｴｲｽｹ 西原商会関東 神奈川県 1:58:33
230 2078 山浦 政貴 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻｷ 三井不動産レジデンシャル 東京都 1:58:38
231 2175 佐藤 千可生 ｻﾄｳ ﾁｶｵ さとう治療院 神奈川県 1:58:39
232 2677 岡本 達夫 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:58:41
233 2440 永塚 広明 ﾅｶﾞﾂｶ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:58:45
234 2207 佐藤 泰祐 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 1:58:49
235 2491 宇治川 忠紀 ｳｼﾞｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉県 1:58:53
236 2536 西野 博 ﾆｼﾉ ﾋﾛｼ 川越女子 埼玉県 1:58:54
237 2488 中尾 直樹 ﾅｶｵ ﾅｵｷ 東京都 1:59:08
238 2250 松尾 俊彦 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋｺ なんくるないさ 神奈川県 1:59:09
239 2519 須谷 裕治 ｽﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:59:15
240 2401 角田 光禎 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂｻﾀﾞ 神奈川県 1:59:21
241 2061 渡邉 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 神奈川県 1:59:25
242 2289 古川 信夫 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1:59:31
243 2134 日塔 寛昇 ﾆｯﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 1:59:54
244 2300 今村 厳一 ｲﾏﾑﾗ ｹﾞﾝｲﾁ 東京都 1:59:59
245 2437 森田 英一 ﾓﾘﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 2:00:06
246 2364 小澤 浩昭 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:00:10
247 2283 阿部 智宏 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 2:00:15
248 2337 持田 貴志 ﾓﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 2:00:20
249 2112 田中 総介 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 東京都 2:00:21
250 2030 大矢 勇 ｵｵﾔ ｲｻﾑ 東京都 2:00:21
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251 2543 丸岡 淳郎 ﾏﾙｵｶ ｱﾂｵ ラーニングＡＭ 神奈川県 2:00:23
252 2343 高田 明 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 2:00:25
253 2230 上田 博文 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 2:00:31
254 2597 徳永 竜二 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 2:00:33
255 2495 多賀 鉄朗 ﾀｶﾞ ﾃﾂﾛｳ 徳ホルランナーズ 東京都 2:00:43
256 2576 畝木 五郎 ｳﾈｷ ｺﾞﾛｳ 神奈川県 2:00:50
257 2287 千野 悌二 ﾁﾉ ﾃｲｼﾞ 東京都 2:00:50
258 2667 森 修 ﾓﾘ ｵｻﾑ アマノ株式会社 東京都 2:00:54
259 2417 佐々木 豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 東京都 2:01:02
260 2264 聖代橋 康行 ｾｲﾀｲﾊﾞｼ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 2:01:09
261 2604 羽原 順治 ﾊﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 2:01:09
262 2676 増山 卓郎 ﾏｽﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 2:01:22
263 2008 村上 貴彦 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋｺ 東京都 2:01:28
264 2351 松尾 直也 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 神奈川県 2:01:31
265 2169 弓場 淳 ﾕﾐﾊﾞ ｱﾂｼ 東京都 2:01:32
266 2591 白山 浩司 ｼﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 2:01:34
267 2493 竹田 哲 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 2:01:52
268 2271 佐藤 孝司 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川県 2:01:53
269 2682 柄谷 昌秀 ｶﾗﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ （株）電響社 神奈川県 2:01:59
270 2416 菅 伸介 ｽｶﾞ ｼﾝｽｹ 東京都 2:02:12
271 2057 栗田 貴之 ｸﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 東京都 2:02:14
272 2058 小菅 光徳 ｺｽｹﾞ ﾐﾂﾉﾘ 神奈川県 2:02:19
273 2701 岡 幸雄 ｵｶ ﾕｷｵ 相模原ＲＣ 神奈川県 2:02:21
274 2339 大田原 透 ｵｵﾀﾜﾗ ﾄｵﾙ ＴａｒｚａｎＯＢ 神奈川県 2:02:42
275 2380 杉山 順一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:02:48
276 2456 安達 晋一郎 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ チーム三ちゃん 埼玉県 2:03:05
277 2025 福島 正幸 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾕｷ アロハ★マハロ 神奈川県 2:03:08
278 2296 滑川 智司 ﾅﾒｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 2:03:16
279 2177 米元 豊 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:03:19
280 2600 高山 光司 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 2:03:20
281 2485 菅田 和秀 ｽｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 2:03:32
282 2610 新堀 公章 ｼﾝﾎﾞﾘ ｷﾐｱｷ 神奈川県 2:03:36
283 2561 田中島 滋 ﾀﾅｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 群馬県 2:03:45
284 2557 丸山 袈裟彦 ﾏﾙﾔﾏ ｹｻﾋｺ 東日本タクシー 神奈川県 2:03:56
285 2630 宮崎 政城 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｷ 東京都 2:04:00
286 2642 外舘 賢治 ﾄﾀﾞﾃ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:04:02
287 2038 鈴木 知明 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 2:04:02
288 2043 木下 聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ 東京都 2:04:03
289 2432 入倉 康裕 ｲﾘｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京エレクトロン 神奈川県 2:04:05
290 2074 岩片 健 ｲﾜｶﾀ ﾀｹｼ 東京都 2:04:17
291 2200 高柴 裕太 ﾀｶｼﾊﾞ ﾕｳﾀ チーム臼澤 神奈川県 2:04:20
292 2615 甲良 崇 ｺｵﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 2:04:43
293 2409 松葉 厚 ﾏﾂﾊﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 2:04:46
294 2035 小松 貴広 ｺﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:04:51
295 2081 佐藤 啓一郎 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 猛走会 東京都 2:04:56
296 2523 平田 裕一 ﾋﾗﾀ ﾕｳｲﾁ 瀬谷走友会 神奈川県 2:04:59
297 2048 片桐 武 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｹｼ ＮＥＣソリューションイノベータ 神奈川県 2:05:00
298 2387 山田 康史 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 東京都 2:05:05
299 2130 原田 功貴 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｷ 東京都 2:05:13
300 2640 上原 純一 ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:05:28
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301 2430 内山 慎吾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 2:05:33
302 2163 佐藤 清 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 扶桑国際特許 神奈川県 2:05:42
303 2436 開田 真市 ｶｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:05:58
304 2448 服部 哲也 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ チーム三ちゃん 神奈川県 2:06:01
305 2196 湯浅 泰敏 ﾕｱｻ ﾔｽﾄｼ 東京都 2:06:05
306 2402 佐藤 孝一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 東京都 2:06:08
307 2053 熊谷 剛 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾖｼ 東京都 2:06:13
308 2418 鈴木 一弘 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ ＭＲＣ 神奈川県 2:06:13
309 2047 橋本 泰和 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ シュン整体駅伝部 神奈川県 2:06:30
310 2174 福士 伸一郎 ﾌｸｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:06:39
311 2532 富岡 ひでお ﾄﾐｵｶ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:06:41
312 2371 丹野 靖久 ﾀﾝﾉ ﾔｽﾋｻ 瀬谷送友会 神奈川県 2:06:42
313 2073 仁木 康尋 ﾆｷ ﾔﾌﾋﾛ 東京都 2:06:51
314 2197 佐々木 忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 2:06:51
315 2037 鈴木 洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ ミラクルアジア 神奈川県 2:07:02
316 2467 山田 和典 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 日大生産工 千葉県 2:07:21
317 2621 井上 忠 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 2:07:26
318 2703 堀 竜太郎 ﾎﾘ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 2:07:42
319 2107 木村 昇 ｷﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 2:07:58
320 2076 大熊 眞次郎 ｵｵｸﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 2:08:09
321 2378 宮永 隆司 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾀｶｼ 初音フェニックス 神奈川県 2:08:10
322 2443 緒方 俊貴 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾀｶ 東京都 2:08:12
323 2544 鷲田 晋 ﾜｼﾀﾞ ｽｽﾑ 神奈川県 2:08:19
324 2079 宮崎 晃 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾗ 神奈川県 2:08:22
325 2545 寺田 雄久 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｹﾋｻ 東京都 2:08:26
326 2244 番場 聡 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 2:08:30
327 2365 金子 信一 ｶﾈｺ ｼﾝｲﾁ 東大和高１４期 東京都 2:08:33
328 2512 井上 知紀 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 2:08:37
329 2136 大隈 哲志 ｵｵｸﾏ ﾃﾂｼ センシン 東京都 2:08:44
330 2562 島村 啓周 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾁｶ ＯＴＲＣ 神奈川県 2:08:46
331 2082 小谷 彰彦 ｺﾀﾆ ｱｷﾋｺ ＡＲＣ東京 東京都 2:08:47
332 2221 小川 武豊 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾄﾖ 東京都 2:08:54
333 2265 佐藤 英一郎 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁﾛｳ 東京都 2:08:59
334 2309 中原 正博 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:09:01
335 2236 中島 雅樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｷ 神奈川県 2:09:16
336 2149 小野 利幸 ｵﾉ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 2:09:18
337 2246 七戸 俊介 ｼﾁﾉﾍ ｼｭﾝｽｹ チームアポロ 東京都 2:09:20
338 2548 荻野 秀光 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐﾂ 成田富里徳洲会 神奈川県 2:09:30
339 2091 伊東 孝之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ ８６会 東京都 2:09:43
340 2276 佐々木 拓 ｻｻｷ ﾀｸ 東京都 2:09:54
341 2510 溜 健一 ﾀﾏﾘ ｹﾝｲﾁ ミサワホーム 東京都 2:09:58
342 2414 安達 義徳 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:09:58
343 2263 堀田 明広 ﾎｯﾀ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 2:09:58
344 2359 鈴木 正弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 西６走り隊 埼玉県 2:10:12
345 2332 大内 徹 ｵｵｳﾁ ﾄｵﾙ チーム弱腰 神奈川県 2:10:14
346 2306 島崎 貞良 ｼﾏｻﾞｷ ｻﾀﾞﾖｼ 神奈川県 2:10:23
347 2635 上原 貴紀 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ ＤＡＣ 埼玉県 2:10:25
348 2115 長尾 浩 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:10:26
349 2660 山本 拓也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾔ 東京都 2:10:32
350 2054 山内 正巳 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾐ 東京都 2:10:33
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351 2400 岸 康弘 ｷｼ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:10:39
352 2228 伊林 洋志 ｲﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:10:52
353 2325 岡田 啓孝 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 2:11:06
354 2499 長谷川 健 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ 熱川温泉病院 神奈川県 2:11:26
355 2476 山本 香月 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾞｷ かいせい物産 東京都 2:11:30
356 2354 山浦 和弥 ﾔﾏｳﾗ ｶｽﾞﾔ 東京都 2:11:32
357 2243 稲葉 茂明 ｲﾅﾊﾞ ｼｹﾞｱｷ ＩＮＢ 東京都 2:11:36
358 2028 綱田 誉麗 ﾂﾅﾀ ｼｹﾞﾖｼ 神奈川県 2:11:39
359 2020 松崎 豊 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕﾀｶ 瀬谷走友会 神奈川県 2:11:40
360 2253 那須 泰孝 ﾅｽ ﾔｽﾀｶ 東京都 2:11:46
361 2273 秋葉 勝美 ｱｷﾊﾞ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:11:53
362 2647 増田 亨 ﾏｽﾀﾞ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:11:56
363 2611 みやもと まきと ﾐﾔﾓﾄ ﾏｷﾄ 神奈川県 2:12:01
364 2516 半田 英夫 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 2:12:06
365 2680 長澤 秀幸 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ レッドデビルス 東京都 2:12:13
366 2248 鎌田 淳 ｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 富士電機 東京都 2:12:20
367 2101 宮本 敏也 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾔ 神奈川県 2:12:22
368 2666 野村 誠治 ﾉﾑﾗ ｾｲｼﾞ 東京都 2:12:33
369 2553 山田 剛 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 2:12:36
370 2631 川井 清 ｶﾜｲ ｷﾖｼ 神奈川県 2:12:49
371 2120 穴田 滋希 ｱﾅﾀﾞ ｼｹﾞｷ 神奈川県 2:12:52
372 2451 正木 紀之 ﾏｻｷ ﾉﾘﾕｷ 三崎 神奈川県 2:13:01
373 2704 山下 秀敏 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 2:13:26
374 2110 江原 克久 ｴﾊﾗ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 2:13:40
375 2123 津留 賢也 ﾂﾙ ｹﾝﾔ 東京都 2:13:44
376 2302 木村 耕三 ｷﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 2:13:46
377 2556 尾室 義典 ｵﾑﾛ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:13:56
378 2312 小河原 正文 ｵｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾌﾐ 多摩川クラブ 神奈川県 2:13:58
379 2284 牧 敬太郎 ﾏｷ ｹｲﾀﾛｳ 神奈川県 2:14:04
380 2121 小高 大 ｺﾀﾞｶ ﾏｻﾙ 丸ラン 埼玉県 2:14:07
381 2334 金滝 光太郎 ｶﾈﾀｷ ｺｳﾀﾛｳ 日本乳化剤 神奈川県 2:14:11
382 2570 丸山 伸之 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ ＶＥＳＰＡ 神奈川県 2:14:35
383 2618 柴田 俊守 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾓﾘ 神奈川県 2:14:46
384 2592 高野 尚之 ﾀｶﾉ ﾖｼﾕｷ すずらん堂 東京都 2:14:49
385 2119 井口 芳男 ｲｸﾞﾁ ﾖｼｵ 神奈川県 2:14:58
386 2500 杉本 肇 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 2:15:00
387 2587 城田 善夫 ｼﾛﾀ ﾖｼｵ 神奈川県 2:15:13
388 2301 吉本 聡 ﾖｼﾓﾄ ｻﾄｼ 神奈川県 2:15:19
389 2439 遠藤 克也 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 神奈川県 2:15:21
390 2331 曽根 正美 ｿﾈ ﾏｻﾐ 町田いだてん 東京都 2:15:35
391 2515 長谷川 和寛 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:15:42
392 2696 増田 賢嗣 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:15:49
393 2122 川崎 哲也 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:15:51
394 2139 近藤 隆浩 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 2:16:02
395 2156 小泉 義明 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼｱｷ 東京都 2:16:04
396 2310 渡邉 綱治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:16:07
397 2529 金子 雄一 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ 横浜道楽 神奈川県 2:16:09
398 2530 小此木 征人 ｵｺﾉｷﾞ ﾏｻﾄ 横浜道楽 神奈川県 2:16:10
399 2408 畦田 在隆 ｳﾈﾀ ｱﾘﾀｶ 瀬谷ＲＲ 神奈川県 2:16:14
400 2681 上田 広記 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:16:19
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401 2090 長田 誠 ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:16:20
402 2693 遠藤 隆弘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:16:24
403 2070 遠藤 昌良 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 東京都 2:16:36
404 2109 立川 幸寿 ﾀﾁｶﾜ ﾕｷﾋｻ ８６会 東京都 2:16:41
405 2388 及川 謙一 ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ アサヒセキュリテ 埼玉県 2:16:56
406 2554 山口 能孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 東京都 2:17:02
407 2565 桔梗 芳一 ｷｷｮｳ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 2:17:03
408 2239 中島 浩幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:17:07
409 2291 浜野 研介 ﾊﾏﾉ ｹﾝｽｹ 東京都 2:17:43
410 2709 上野 寧 ｳｴﾉ ﾔｽｼ 2:17:46
411 2602 高尾野 剛 ﾀｶｵﾉ ﾀｹｼ 東芝小向 神奈川県 2:17:49
412 2245 山田 昌邦 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｸﾆ 武相走 東京都 2:17:54
413 2588 須藤 正喜 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｷ のんでらーず 神奈川県 2:18:00
414 2421 岩堀 進 ｲﾜﾎﾘ ｽｽﾑ 神奈川県 2:18:13
415 2542 齋藤 哲寿 ｻｲﾄｳ ｱｷﾄｼ 旭走友会 神奈川県 2:18:17
416 2181 田端 邦彦 ﾀﾊﾞﾀ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 2:18:20
417 2322 佐々木 和博 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:18:38
418 2219 平野 靖寛 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾉﾘ ラブトランク 神奈川県 2:18:41
419 2477 峯岸 誠二 ﾐﾈｷﾞｼ ｾｲｼﾞ 東京都 2:19:01
420 2644 片桐 博也 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛﾔ ＲＯＣＪ 神奈川県 2:19:11
421 2132 佃 秀樹 ﾂｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:19:23
422 2127 水越 敬之 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 2:19:51
423 2005 伊豆 寿行 ｲｽﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:19:53
424 2537 佐藤 一也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:20:07
425 2111 伊藤 孝司 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 2:20:16
426 2051 野口 裕文 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 2:20:46
427 2010 和田 孝秀 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 千葉県 2:20:48
428 2646 吉岡 健一郎 ﾖｼｵｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 2:20:52
429 2141 川本 孝広 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ＴＥＡＭ２５ 神奈川県 2:21:12
430 2305 野村 敏一 ﾉﾑﾗ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 2:21:25
431 2699 三隅 俊郎 ﾐｽﾐ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 2:21:32
432 2399 吉田 幸成 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ ＮＴＴ関東病院 神奈川県 2:21:39
433 2295 竹内 清和 ﾀｹｳﾁ ｷﾖｶｽﾞ 昭和電工 千葉県 2:21:43
434 2083 芳尾 聡 ﾖｼｵ ｻﾄｼ ＷＩＮＧＢＥＡＴ 東京都 2:21:48
435 2594 松本 成広 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ＨＩＳＯＬ 神奈川県 2:21:49
436 2313 成澤 義則 ﾅﾙｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:21:54
437 2241 須藤 成政 ｽﾄﾞｳ ﾅﾘﾏｻ 東京都 2:22:01
438 2342 村田 英樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:22:11
439 2285 志田 和彦 ｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:22:15
440 2220 磯 正夫 ｲｿ ﾏｻｵ 東京都 2:22:50
441 2138 海野 令 ｳﾐﾉ ﾘｮｳ 神奈川県 2:22:53
442 2578 安部 眞一郎 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ アイ・オー 神奈川県 2:22:59
443 2044 飯山 耕一 ｲｲﾔﾏ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:23:06
444 2233 川上 恭央 ｶﾜｶﾐ ﾔｽｵ ランラン 東京都 2:23:25
445 2552 山本 哲 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 千葉県 2:23:39
446 2077 渋谷 仁 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞﾝ 神奈川県 2:23:49
447 2268 御舘 康成 ｵﾀﾁ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 2:24:11
448 2527 鈴木 明彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ なし 神奈川県 2:24:28
449 2165 中根 健司 ﾅｶﾈ ｹﾝｼﾞ 熱血！黒猫団 東京都 2:24:40
450 2335 仲戸川 正仁 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 2:24:50
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451 2255 網代 優次 ｱﾐｼﾛ ﾏｻﾂｸﾞ 茨城県 2:24:51
452 2194 横山 雄彦 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 2:25:06
453 2288 小西 浩 ｺﾆｼ ﾋﾛｼ 東京都 2:25:14
454 2272 奥谷 稔 ｵｸﾔ ﾐﾉﾙ 東京都 2:25:57
455 2183 水品 洋一 ﾐｽﾞｼﾅ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 2:25:57
456 2019 上田 雄一 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ チーム若葉 神奈川県 2:26:03
457 2307 竹腰 史彦 ﾀｹｺｼ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 2:26:18
458 2211 森川 稔 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾉﾙ 都万大上 神奈川県 2:26:28
459 2539 大久保 浩一 ｵｵｸﾎﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:26:44
460 2422 青木 勝彦 ｱｵｷ ｶﾂﾋｺ ざっく 神奈川県 2:26:53
461 2067 佐藤 建一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:26:54
462 2193 川瀬 吉彦 ｶﾜｾ ﾖｼﾋｺ ＴＥＡＭマルヒロサケテン 東京都 2:27:04
463 2420 柴田 晃宏 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 2:27:05
464 2396 山口 利勝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｶﾂ 神奈川県 2:27:17
465 2461 小林 邦夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｵ 東京都 2:27:44
466 2694 竹田 光宏 ﾀｹﾀ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 2:27:52
467 2673 福田 正弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 防衛省 神奈川県 2:27:57
468 2036 福原 哲夫 ﾌｸﾊﾗ ﾃﾂｵ 神奈川県 2:28:01
469 2697 長野 善朗 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｵ 東京都 2:28:18
470 2492 倉持 章 ｸﾗﾓﾁ ｱｷﾗ 東京都 2:28:26
471 2089 中里 勇 ﾅｶｻﾞﾄ ｲｻﾑ 埼玉県 2:29:00
472 2503 辻本 一茂 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｼｹﾞ 東京都 2:29:11
473 2478 熊沢 朋康 ｸﾏｻﾞﾜ ﾄﾓﾔｽ 東京都 2:29:15
474 2209 菅原 淳 ｽｶﾞﾜﾗ ｱﾂｼ ＲＥＧ走る会 東京都 2:29:16
475 2326 齋藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:29:18
476 2377 青木 創栄 ｱｵｷ ｿｳｴｲ 東京都 2:29:43
477 2582 目黒 健一 ﾒｸﾞﾛ ｹﾝｲﾁ 静岡県 2:29:47
478 2550 亀井 啓二 ｶﾒｲ ｹｲｼﾞ 埼玉県 2:29:53
479 2147 岩瀬 徹 ｲﾜｾ ﾄｵﾙ 東京都 2:30:26
480 2595 風間 洋二 ｶｻﾞﾏ ﾖｳｼﾞ リクルート 神奈川県 2:30:35
481 2639 河合 謙一郎 ｶﾜｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 2:30:44
482 2026 照屋 敦 ﾃﾙﾔ ｱﾂｼ リーフィア町田小山ヶ丘ＲＣ 東京都 2:30:50
483 2652 針生 武徳 ﾊﾘｳ ﾀｹﾉﾘ 東京都 2:30:51
484 2247 金安 博明 ｶﾈﾔｽ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:31:00
485 2473 高橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 山梨県 2:31:14
486 2538 石川 修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ 埼玉県 2:31:15
487 2465 大出 裕資 ｵｵｲﾃﾞ ﾕｳｼﾞ 大三洋行 神奈川県 2:31:17
488 2212 堀米 義徳 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾖｼﾉﾘ 都万大上 東京都 2:31:41
489 2474 柏原 一義 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 2:31:48
490 2007 三木 竜雄 ﾐｷ ﾀﾂｵ ＷｉｎｄＲｕｎ 埼玉県 2:32:22
491 2188 今井 健吾 ｲﾏｲ ｹﾝｺﾞ ＳＹＡＣ 神奈川県 2:32:38
492 2167 小野寺 誠司 ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｼﾞ 神奈川県 2:32:46
493 2013 森田 光輝 ﾓﾘﾀ ﾐﾂﾃﾙ 神奈川県 2:32:49
494 2278 中島 敏幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:32:54
495 2330 川崎 大祐 ｶﾜｻｷ ﾀﾞｲｽｹ たまプラＦＡＭＳ 神奈川県 2:32:57
496 2654 金丸 豊樹 ｶﾈﾏﾙ ﾄﾖｷ 東京都 2:33:18
497 2534 秋本 裕二 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 南陽台ラン 東京都 2:33:19
498 2105 常峰 隆一 ﾂﾈﾐﾈ ﾘｭｳｲﾁ ＢＢランニング 神奈川県 2:33:43
499 2262 田子 邦久 ﾀｯｺ ｸﾆﾋｻ 神奈川県 2:33:53
500 2584 鷹巣 大吾 ﾀｶｽ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 2:33:53
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501 2224 上村 弘毅 ｶﾐﾑﾗ ｺｳｷ ボコボコりん！ 東京都 2:33:59
502 2551 吉岡 徹也 ﾖｼｵｶ ﾃﾂﾔ 千葉県 2:34:08
503 2632 松波 哲哉 ﾏﾂﾅﾐ ﾃﾂﾔ 東京都 2:34:30
504 2176 宮城 功 ﾐﾔｷﾞ ｲｻｵ 神奈川県 2:34:34
505 2317 山田 博康 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 2:34:56
506 2208 霜尾 和徳 ｼﾓｵ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 2:34:57
507 2206 内山 雅博 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 2:35:03
508 2049 米谷 良之 ﾖﾈﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 東京都 2:35:11
509 2710 加藤 公敏 ｶﾄｳ ｷﾐﾄｼ 神奈川県 2:35:54
510 2608 渡辺 幸成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ ＮＲＣ。 神奈川県 2:35:59
511 2153 鈴木 研光 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾐﾂ 神奈川県 2:36:21
512 2210 大畑 一夫 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:36:32
513 2106 羽鳥 暢崇 ﾊﾄﾘ ﾉﾌﾞﾀｶ ＴＪＣ 神奈川県 2:36:32
514 2625 鈴木 欣也 ｽｽﾞｷ ｷﾝﾔ 神奈川県 2:36:39
515 2108 伊藤 泰明 ｲﾄｳ ﾔｽｱｷ ８６会 神奈川県 2:36:42
516 2095 森 弘志 ﾓﾘ ﾋﾛｼ 東京都 2:36:46
517 2691 花畑 博志 ﾊﾅﾊﾀ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:37:31
518 2403 籾井 昭典 ﾓﾐｲ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 2:37:37
519 2171 瀬々 寛視 ｾｾ ﾋﾛﾐ 群馬県 2:37:45
520 2483 小善 淳一 ｼｮｳｾﾞﾝ ｼﾞﾕﾝｲﾁ 神奈川県 2:37:51
521 2563 川野 浩史 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 2:37:55
522 2698 富樫 宏行 ﾄｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:38:04
523 2085 大谷 龍太郎 ｵｵﾀﾆ ﾘｭｳﾀﾛｳ 茨城県 2:38:04
524 2423 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 2:38:26
525 2125 福田 正宏 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:38:27
526 2145 肥田 健司 ﾋﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:38:46
527 2066 原田 益至 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｽｼ 三友プラントサービス 神奈川県 2:38:57
528 2464 松本 徹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ ＨＲＣ 神奈川県 2:39:11
529 2522 川本 啓之 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ マリノスランクラ 神奈川県 2:39:26
530 2045 田村 淳 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 2:39:30
531 2308 小宮山 洋史 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:39:51
532 2218 小林 裕之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 2:40:12
533 2327 徳井 直浩 ﾄｸｲ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 2:40:19
534 2252 本間 一也 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾔ なすがままＲＣ 東京都 2:40:24
535 2614 田中 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ ＮＥＸＳ 神奈川県 2:40:32
536 2412 小島 弘成 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾅﾘ コバホーム 神奈川県 2:40:46
537 2593 中里 守志 ﾅｶｻﾄ ﾓﾘﾕｷ なかちゃん 東京都 2:40:56
538 2504 米田 誠 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 2:41:02
539 2626 植松 健志 ｳｴﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:41:09
540 2566 中村 大地 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ ぼんクラブ 千葉県 2:41:13
541 2513 岩瀬 雅彦 ｲﾜｾ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:41:21
542 2298 国広 智 ｸﾆﾋﾛ ｻﾄｼ 神奈川県 2:41:42
543 2389 内嶋 順一 ｳﾁｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:41:50
544 2609 滑川 正恒 ﾅﾒｶﾜ ﾏｻﾂﾈ 神奈川県 2:42:27
545 2338 佐々木 泰斗 ｻｻｷ ﾀｲﾄ 神奈川県 2:43:38
546 2624 富樫 勲 ﾄｶﾞｼ ｲｻｵ 神奈川県 2:44:04
547 2318 大宜味 朝俊 ｵｵｷﾞﾐ ｱｻﾄｼ ＴＩＭ 東京都 2:44:26
548 2143 田中 勇 ﾀﾅｶ ｲｻﾑ 東京都 2:44:29
549 2541 小木曽 満宜 ｵｷﾞｿ ﾐﾁﾉﾘ ＭＦ 神奈川県 2:44:36
550 2102 田口 健男 ﾀｸﾞﾁ ﾀｹｵ 埼玉県 2:45:02
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551 2650 宮川 真一 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:45:17
552 2084 蘆田 靖弘 ｱｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:45:24
553 2375 山口 和之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 2:45:35
554 2598 中村 満明 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｱｷ 神奈川県 2:45:47
555 2415 栗田 昇治 ｸﾘﾀ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 2:45:50
556 2315 田村 浩由 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾖｼ 神奈川県 2:46:13
557 2679 大関 潤 ｵｵｾｷ ｼﾞｭﾝ 静岡県 2:47:04
558 2353 武井 大介 ﾀｹｲ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:47:21
559 2022 赤銅 恭太 ｾｷﾄﾞｳ ｷｮｳﾀ 神奈川県 2:48:19
560 2558 小山内 敦 ｵｻﾅｲ ｱﾂｼ 神奈川県 2:48:26
561 2606 吉田 卓司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 東京都 2:48:36
562 2135 渡邊 元幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄﾕｷ 神奈川県 2:49:04
563 2016 安西 清貴 ｱﾝｻﾞｲ ｷﾖﾀｶ 神奈川県 2:49:17
564 2616 藤丸 聖 ﾌｼﾞﾏﾙ ｷﾖｼ 神奈川県 2:50:12
565 2702 山岸 昌也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 神奈川県 2:51:09
566 2379 鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 2:52:00
567 2080 鈴木 和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:53:03
568 2528 岡崎 喜則 ｵｶｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ チーム若葉 神奈川県 2:53:06
569 2004 矢野 雄 ﾔﾉ ﾀｹｼ 東京都 2:53:07
570 2270 山内 正勝 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｶﾂ 神奈川県 2:53:35
571 2279 進藤 成純 ｼﾝﾄﾞｳ ﾅﾘｽﾞﾐ 神奈川県 2:53:50
572 2509 郡 暢夫 ｺｵﾘ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 2:54:27
573 2198 山崎 毅文 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 2:54:53
574 2468 寒河江 克昌 ｻｶﾞｴ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 2:57:01
575 2586 武部 竜仁 ﾀｹﾍﾞ ﾀﾂﾋﾄ 日本飛行機 神奈川県 2:57:58
576 2447 片山 和一 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞｲﾁ 東京都 2:58:17
577 2012 藤本 隆弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:58:19
578 2583 半沢 尚人 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋｻﾄ シーガルズ 神奈川県 2:58:20
579 2336 林 俊樹 ﾊﾔｼ ﾄｼｷ 神奈川県 2:59:34
580 2251 石和 賢一 ｲｼﾜ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 3:02:16
581 2150 浅川 虎慶 ｱｻｶﾜ ﾄﾗﾁｶ 東京都 3:04:01
582 2425 田村 彰浩 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 3:04:19
583 2261 菅野 秀之 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 3:08:30
584 2506 福川 治 ﾌｸｶﾜ ｵｻﾑ 東京都 3:09:42
585 2427 古怒田 幸一 ｺﾇﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 3:15:39
586 7203 Ｓｃｈａｄｅ Ｊａｃｋ ﾂｴｰﾄﾞ ｼﾞｬｯｸ 3:16:21
587 2137 山口 淳 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 六会幼稚園 神奈川県 3:19:50
588 2525 山野 一久 ﾔﾏﾉ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 3:29:50
589 2357 為国 健 ﾀﾒｸﾆ ﾀｹｼ オレンジセオリー 神奈川県 3:30:59
590 2018 石塚 武 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹｼ 神奈川県 3:33:01
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