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1 211 清谷 公紀 ｾﾀﾞﾆ ｺｵｷ 玄海田ＲＣ 神奈川県 1:10:16
2 205 毛利 陽人 ﾓｳﾘ ﾊﾙﾄ 一橋大学大学院 東京都 1:10:40
3 278 廣田 雄樹 ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 神奈川県 1:11:46
4 163 清原 和博 ｷﾖﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ インコ弟 神奈川県 1:12:08
5 313 佐藤 怜 ｻﾄｳ ﾚｲ ＣＲ２東日本 神奈川県 1:13:55
6 32 湯沢 力斗 ﾕｻﾞﾜ ﾘｷﾄ 日野自動車陸上競技部 東京都 1:14:26
7 198 山本 燎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 愛甲ＲＣ 神奈川県 1:16:31
8 61 笠井 勇馬 ｶｻｲ ﾕｳﾏ ギオンスＡＣ 神奈川県 1:17:15
9 307 足立 良太 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:17:29

10 90 月崎 竜童 ﾂｷｻﾞｷ ﾘｭｳﾄﾞｳ ＳＧＡＣ 神奈川県 1:19:25
11 218 米津 健太 ﾖﾈﾂ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:20:02
12 34 海津 淳 ｶｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝ 八王子市役所 東京都 1:20:27
13 110 前野 佑大 ﾏｴﾉ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:20:39
14 195 松下 訓和 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾁｶｽﾞ 東京都 1:20:49
15 160 伊藤 勇磨 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 神奈川県 1:20:49
16 325 亀井 遼平 ｶﾒｲ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 1:21:12
17 269 斉藤 紀之 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ ＬＢつくば 神奈川県 1:21:13
18 253 田中 隆真 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾏ 北陸銀行 神奈川県 1:21:20
19 315 磯部 祐一 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:21:32
20 318 大島 健太郎 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:22:15
21 280 二梃木 健太 ﾆﾁｮｳｷﾞ ｹﾝﾀ 神児研マラソン部 神奈川県 1:22:28
22 127 山市 剛 ﾔﾏｲﾁ ﾂﾖｼ 東京都 1:22:40
23 136 北原 岳 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 1:22:54
24 209 久保田 誠一 ｸﾎﾞﾀ ｾｲｲﾁ 神奈川県 1:23:34
25 212 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 1:23:49
26 153 佐藤 森 ｻﾄｳ ｼﾝ 都立町田高等学校 東京都 1:23:53
27 144 太楽 裕貴 ﾀｲﾗｸ ﾕｳｷ 軽トラ 神奈川県 1:24:03
28 196 梅田 優人 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾄ 東京都 1:24:18
29 247 大垣 邦紘 ｵｵｶﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 多摩川クラブ 神奈川県 1:24:44
30 46 平田 将也 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾔ サウルス神奈川 神奈川県 1:25:40
31 148 松尾ポスト 脩平 ﾏﾂｵﾎﾟｽﾄ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 1:25:46
32 258 菊池 雄太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:25:57
33 208 松吉 洸紀 ﾏﾂﾖｼ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:26:11
34 266 津田 宗哉 ﾂﾀﾞ ﾑﾈﾔ 森永乳業 神奈川県 1:26:16
35 324 原 寛樹 ﾊﾗ ﾋﾛｷ 湘南ランタジスタ 神奈川県 1:26:31
36 304 今井 啓 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:26:36
37 176 地曳 建太 ｼﾞﾋﾞｷ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:26:44
38 161 伊藤 将太 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 埼玉県 1:27:01
39 275 伊藤 一規 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ＴＤＭＲ 東京都 1:27:40
40 298 鈴木 祐太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 埼玉県 1:28:01
41 107 吉住 響太 ﾖｼｽﾞﾐ ｷｮｳﾀ 東京都 1:28:12
42 311 遠藤 大介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:28:14
43 30 蓮見 学 ﾊｽﾐ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 1:28:21
44 216 中野 雅明 ﾅｶﾉ ﾏｻｱｷ 川崎粗大ゴミ 神奈川県 1:28:46
45 193 藤吉 亮輔 ﾌｼﾞﾖｼ ﾘｮｳｽｹ ビバラン東京 東京都 1:28:49
46 207 肥沼 宏樹 ｺｴﾇﾏ ﾋﾛｷ 東京ＷＩＮＧＳ 東京都 1:28:50
47 44 浅石 優太 ｱｻｲｼ ﾕｳﾀ 神奈川県 1:28:54
48 214 瀧山 祥希 ﾀｷﾔﾏ ﾖｼｷ 神奈川県 1:28:59
49 185 佐藤 涼太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ＥＮＥＯＳ 神奈川県 1:29:36
50 112 西條 聖 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 神奈川県 1:29:46
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51 73 角田 英律 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 1:30:16
52 259 村田 昭人 ﾑﾗﾀ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 1:30:18
53 249 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:30:26
54 285 中田 大佳 ﾅｶﾀ ﾀｲｶﾞ 神奈川県 1:30:30
55 74 久原 健太 ｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 多摩川クラブ 神奈川県 1:30:49
56 172 渡邊 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 1:31:11
57 12 加藤 秀隆 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ リーフィアＲＣ 東京都 1:31:30
58 11 平野 帆峻 ﾋﾗﾉ ﾎﾀﾞｶ 神奈川県 1:31:38
59 220 池田 大輝 ｲｹﾀﾞ ﾀｲｷ 神奈川県 1:31:58
60 166 児玉 明知 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾄﾓ 埼玉県 1:32:04
61 72 八木 宏平 ﾔｷﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 1:32:45
62 122 原 弘典 ﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:33:00
63 263 澁谷 結希 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ 神奈川県 1:33:14
64 268 石附 遼太郎 ｲｼﾂﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 日本冶金工業 神奈川県 1:33:44
65 154 新谷 啓 ﾆｲﾔ ﾊｼﾞﾒ 海老名高校陸上競技部 神奈川県 1:34:03
66 130 山本 建 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 神奈川県 1:34:16
67 241 福井 隆広 ﾌｸｲ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:34:38
68 316 三牧 駿太 ﾐﾏｷ ｼｭﾝﾀ 湘南ランタジスタ 神奈川県 1:34:48
69 18 駒井 勇輝 ｺﾏｲ ﾕｳｷ 玄海田ランニングクラブ 東京都 1:34:51
70 174 飯田 貴弘 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:34:55
71 51 甘田 悠太朗 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:34:57
72 133 相馬 淳 ｿｳﾏ ｱﾂｼ 神奈川県 1:35:14
73 103 村田 匠介 ﾑﾗﾀ ｼﾞｮｳｽｹ 神奈川県 1:35:16
74 327 齋藤 玲路 ｻｲﾄｳ ﾚｲｼﾞ 神奈川県 1:35:21
75 60 工藤 是秀 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 特定非営利活動法人ＦＣコラソン 神奈川県 1:36:18
76 279 梶間 弘道 ｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾐﾁ 神児研マラソン部 神奈川県 1:36:25
77 118 清水 祐馬 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾏ 東京都 1:36:30
78 79 池田 直生 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ Ｊｅａラン 神奈川県 1:36:33
79 310 仲野 賢治 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:37:53
80 322 相馬 巧 ｿｳﾏ ﾀｸﾐ ＳＲＣ 神奈川県 1:38:40
81 19 林 明宏 ﾊﾔｼ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:39:15
82 301 落合 慶 ｵﾁｱｲ ｹｲ 神奈川県 1:39:17
83 222 内田 元気 ｳﾁﾀﾞ ｹﾞﾝｷ ＢＴＣマラソン部 神奈川県 1:39:32
84 289 鈴木 孝治 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ チーム九日 神奈川県 1:40:00
85 239 山本 修平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 東京都 1:40:07
86 149 鈴木 柊生 ｽｽﾞｷ ｼｭｳ 東京都 1:40:38
87 85 都築 颯太 ﾂﾂﾞｷ ｿｳﾀ 東京都 1:40:39
88 145 長谷川 浩也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 神奈川県 1:40:53
89 333 宮崎 航大 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ ＴＡＲＣ蘇州 愛知県 1:40:59
90 186 林 寛之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＶＩＶＡＲＵＮ 東京都 1:41:18
91 299 石原 裕一郎 ｲｼﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:41:30
92 71 今村 尚平 ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 東京都 1:41:37
93 264 下田 陽一 ｼﾓﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ＮＣＣ 東京都 1:41:49
94 317 中丸 大樹 ﾅｶﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 1:41:51
95 204 松吉 勇哉 ﾏﾂﾖｼ ﾕｳﾔ ニコン 神奈川県 1:42:14
96 219 並木 孝介 ﾅﾐｷ ｺｳｽｹ 神奈川県 1:42:18
97 250 石坂 勇太 ｲｼｻﾞｶ ﾕｳﾀ 埼玉県 1:42:27
98 147 江副 雄大 ｴｿﾞｴ ﾕｳﾀﾞｲ 大和市役所 神奈川県 1:42:52
99 293 石崎 貴大 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 平塚市民病院 神奈川県 1:42:55

100 56 徳永 晋也 ﾄｸﾅｶﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 1:43:21
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101 93 梶井 健司 ｶｼﾞｲ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:43:59
102 326 高橋 彰 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 湘南海岸ＲＣ 神奈川県 1:45:08
103 267 内田 貴俊 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 千葉県 1:45:10
104 100 秋吉 正人 ｱｷﾖｼ ﾏｻﾄ 東京都 1:45:10
105 188 小林 謙太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 東京都 1:45:14
106 108 赤坂 直樹 ｱｶｻｶ ﾅｵｷ 神奈川県 1:45:17
107 282 小川 太平 ｵｶﾞﾜ ﾀｲﾍｲ 東京都 1:45:22
108 132 木村 拓也 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:45:45
109 97 植松 直樹 ｳｴﾏﾂ ﾅｵｷ 東京都 1:45:48
110 57 松井 春樹 ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ 東京都 1:46:02
111 63 高崎 正覚 ﾀｶｻｷ ﾏｻｱｷ 東京都 1:46:18
112 309 吉井 健祐 ﾖｼｲ ｹﾝｽｹ 神奈川県 1:46:21
113 257 勝俣 洋平 ｶﾂﾏﾀ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:46:24
114 23 高橋 哲雄 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ 千葉県 1:46:38
115 114 川井 俊治 ｶﾜｲ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 1:46:43
116 27 小川 隼人 ｵｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 東京都 1:46:44
117 83 南 大地 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 1:47:17
118 80 持田 明良 ﾓﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 1:47:35
119 202 前川 優大 ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 東京都 1:47:46
120 255 栗林 真人 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 千葉県 1:48:02
121 189 北出 智紀 ｷﾀﾃﾞ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 1:48:09
122 273 塚原 悟 ﾂｶﾊﾗ ｻﾄﾙ 東京都 1:48:13
123 230 小松 雅征 ｺﾏﾂ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 1:48:14
124 62 池田 清太郎 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 埼玉県 1:48:34
125 58 會澤 太空 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｸ 神奈川県 1:48:57
126 113 上野 真生 ｳｴﾉ ﾏｻｷ 神奈川県 1:49:26
127 169 鈴木 亨弥 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾔ 神奈川県 1:49:47
128 157 丸山 拓郎 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 埼玉県 1:50:01
129 105 大沼 諒介 ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 神工Ｓ．Ａ．Ｃ． 神奈川県 1:50:10
130 95 真坂 亮介 ﾏｻｶ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 1:50:32
131 7004 Ｓｈｏｕｌｔｓ Ｃａｍｄｅｎ．Ｔ ｼｮﾙﾂ ｷｬﾑﾃﾞﾝ 1:50:53
132 231 富井 岳海 ﾄﾐｲ ﾀｹｳﾐ 東京都 1:51:09
133 181 赤穂 光城 ｱｺｳ ﾐﾂｼﾛ 東京都 1:51:10
134 36 高橋 芳也 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾔ 神奈川県 1:51:10
135 281 君嶋 拓人 ｷﾐｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 神奈川県 1:51:42
136 200 飯淵 健司 ｲｲﾌﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 1:51:45
137 92 前田 伊隆 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 1:51:46
138 242 影山 貴久 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾋｻ 東京都 1:52:01
139 251 内藤 光基 ﾅｲﾄｳ ｺｳｷ 神奈川県 1:52:03
140 59 中村 茉滉 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾋﾛ 千葉県 1:52:08
141 203 阿部 亮太郎 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京都 1:52:08
142 224 丸山 輝樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙｷ レッドモンスター 神奈川県 1:52:15
143 321 榊原 光 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｶﾙ 東京都 1:52:26
144 106 佐藤 尚紀 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 神奈川県 1:52:54
145 116 濱崎 一歩 ﾊﾏｻｷ ｶｽﾞﾎ 神奈川県 1:53:16
146 120 辻 亮太 ﾂｼﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 1:53:28
147 65 仲由 勇希 ﾅｶﾖｼ ﾕｳｷ 東京都 1:53:33
148 43 池松 俊哉 ｲｹﾏﾂ ﾄｼﾔ 東京都 1:54:00
149 221 松田 啓太 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾀ ＡＲＣ 埼玉県 1:54:03
150 41 古池 亮平 ｺｲｹ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 1:54:08
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151 312 中野 寛章 ﾅｶﾉ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:54:09
152 67 小山 照朝 ｺﾔﾏ ﾃﾙﾄﾓ 東京都 1:54:15
153 290 栗栖 勇人 ｸﾘｽ ﾕｳﾄ 東京都 1:54:32
154 291 望月 昭秀 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋﾃﾞ 神奈川県 1:54:51
155 76 傳田 惇哉 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 1:55:21
156 170 平 翔太 ﾀｲﾗ ｼｮｳﾀ 栃木県 1:55:40
157 331 木村 雅彦 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 東京都 1:55:41
158 55 高木 秀和 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ばんばん 東京都 1:55:45
159 277 小山 敦広 ｺﾔﾏ ｱﾂﾋﾛ 神奈川県 1:56:37
160 126 中村 祥平 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 1:56:45
161 305 森田 裕太郎 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ＮＰＲ 神奈川県 1:57:44
162 265 鈴木 拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 愛知県 1:58:53
163 173 辻 慶彦 ﾂｼﾞ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 1:58:57
164 252 八木 勇太 ﾔｷﾞ ﾕｳﾀ 東京都 1:59:03
165 77 上甲 太一 ｼﾞｮｳｺｳ ﾀｲﾁ 雪乗駅伝班 神奈川県 1:59:24
166 84 小野 翔太 ｵﾉ ｼｮｳﾀ 首都高 埼玉県 1:59:33
167 25 土屋 峻彦 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋｺ 東京都 2:00:26
168 167 長谷川 直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 東京都 2:00:27
169 82 菊池 俊輔 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 2:00:48
170 226 戸塚 真隆 ﾄﾂﾞｶ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 2:00:58
171 128 青木 優 ｱｵｷ ﾕｳ 東京都 2:01:19
172 15 増田 一歩 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 神奈川県 2:01:21
173 54 小川 翔平 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 東京都 2:01:23
174 117 野崎 悠人 ﾉｻﾞｷ ﾕｳﾄ 神奈川県 2:01:24
175 7 高梨 正和 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 2:01:56
176 124 三上 大希 ﾐｶﾐ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 2:02:09
177 244 玉城 智也 ﾀﾏｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:02:39
178 20 谷崎 淳一 ﾀﾆｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 2:02:55
179 96 谷本 隼也 ﾀﾆﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 神奈川県 2:03:12
180 125 山内 康多 ﾔﾏｳﾁ ｺｳﾀ 神奈川県 2:03:15
181 206 岡本 健司 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:03:52
182 276 熱海 浩太 ｱﾂﾐ ｺｳﾀ 神奈川県 2:04:08
183 13 宿院 享 ｼｭｸｲﾝ ｽｽﾑ 神奈川県 2:04:53
184 194 福島 豊 ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:05:09
185 17 中峰 健登 ﾅｶﾐﾈ ｹﾝﾄ 東京都 2:06:39
186 1 北村 直哉 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ 神奈川県 2:07:16
187 109 伊藤 謙吾 ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 2:07:29
188 66 江崎 一 ｴｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 東京都 2:07:58
189 306 川村 崇一郎 ｶﾜﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:08:20
190 213 松島 敦史 ﾏﾂｼﾏ ｱﾂｼ 東京都 2:09:12
191 99 水谷 司 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾂｶｻ 千葉県 2:09:23
192 229 小森 將史 ｺﾓﾘ ﾏｻﾌﾐ まちだ丘の上病院 東京都 2:09:29
193 168 赤木 陽性 ｱｶｷﾞ ﾖｳｽｹ なし 東京都 2:09:32
194 228 海老原 峻義 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 2:09:42
195 81 古川 匡 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾀﾞｽ 神奈川県 2:10:26
196 156 濱田 亘 ﾊﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 東京都 2:10:30
197 7017 Ｓｐｅａｒｓ Ａｎｔｈｏｎｙ．Ｈ ｽﾋﾟｱｰｽﾞ ｱﾝｿﾆｰ 2:11:19
198 171 大木 正吾 ｵｵｷ ｼｮｳｺﾞ 東京都 2:11:31
199 16 園尾 健一 ｿﾉｵ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:11:52
200 37 ウォービー ウィリアム ｳｫｰﾋﾞｰ ｳｨﾘｱﾑ 東京農工大学 東京都 2:12:22
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201 129 柴田 英作 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｻｸ 神奈川県 2:12:29
202 40 油井 直人 ﾕｲ ﾅｵﾄ 東京都 2:13:06
203 292 矢吹 晃平 ﾔﾌﾞｷ ｺｳﾍｲ 千葉県 2:13:07
204 42 齊藤 貴明 ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ リーフィアＲＣ 東京都 2:13:16
205 164 原 正敏 ﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 2:13:22
206 155 秦 秀和 ﾊﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 2:14:56
207 236 飯塚 洋平 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｳﾍｲ つるっこ 神奈川県 2:15:15
208 245 内田 成隆 ｳﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ 神奈川県 2:15:49
209 21 河合 脩真 ｶﾜｲ ｼｭｳﾏ 東京都 2:15:57
210 6 野崎 道久 ﾉｻﾞｷ ﾐﾁﾋｻ 神奈川県 2:16:03
211 246 中村 裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 2:16:29
212 210 青木 将史 ｱｵｷ ﾏｻｼ 東京都 2:17:21
213 94 神谷 秀二 ｶﾐﾔ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:17:23
214 88 板室 克己 ｲﾀﾑﾛ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:17:32
215 143 松本 祐二 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:18:07
216 303 前田 友輔 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:18:21
217 5 土屋 僚平 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 2:21:19
218 141 山下 愛智 ﾔﾏｼﾀ ｱｲﾁ 超伝導物質チーム 東京都 2:21:24
219 283 山崎 一生 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｯｾｲ 神奈川県 2:21:49
220 134 志田 遼真 ｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 神奈川県 2:22:15
221 7011 Ａｎａｙａ Ｅｎｒｉｑｕｅ ｱﾅﾔ ｴﾝﾘｹ 2:22:25
222 7007 Ｄｉａｚ Ｏｍａｒ ﾃﾞｨｱｽ ｵﾏｰ 2:22:28
223 302 波多野 拓海 ﾊﾀﾉ ﾀｸﾐ 神奈川県 2:23:18
224 297 江草 僚介 ｴｸﾞｻ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:25:23
225 104 水口 佳一 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 都立大物理 東京都 2:26:33
226 3 平内 浩之 ﾋﾗｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:26:41
227 140 廣瀬 修司 ﾋﾛｾ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 2:26:42
228 256 藤戸 雄一 ﾌｼﾞﾄ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 2:27:04
229 101 栗田 悠史 ｸﾘﾀ ﾕｳｼﾞ ランニング・デポ 神奈川県 2:28:38
230 87 関根 直也 ｾｷﾈ ﾅｵﾔ 東京都 2:29:14
231 89 和田 大佑 ﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｅｎｌｉｇｈｔｅｎｅｄ 東京都 2:29:38
232 184 峰村 晋策 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾝｻｸ 神奈川県 2:30:17
233 294 近藤 孝明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｱｷ 神奈川県 2:30:18
234 175 宮川 涼平 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 2:30:30
235 217 内野 雅之 ｳﾁﾉ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:30:30
236 243 近藤 大起 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 東京都 2:30:45
237 237 本田 直己 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｷ つるっこ 神奈川県 2:31:32
238 192 下笠 智也 ｼﾓｶﾞｻ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:31:58
239 24 佐藤 広基 ｻﾄｳ ｺｳｷ 神奈川県 2:32:14
240 7009 Ｊａｎｙａ Ｓｉｔｈｉｓａｃｋ ｼﾞｬﾆｱ ｼﾃｨｻｸ 2:32:27
241 7010 Ｎａｖａ Ｄａｖｉｄ ﾅﾊﾞ ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ 2:32:30
242 286 高岩 寛史 ﾀｶｲﾜ ﾋﾛｼ 東京都 2:33:52
243 248 大友 員彦 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 2:34:36
244 86 髙松 亮太 ﾀｶﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 髙松家 埼玉県 2:34:55
245 178 鶴岡 遼平 ﾂﾙｵｶ ﾘｮｳﾍｲ 座間市 神奈川県 2:36:57
246 146 越後 法之 ｴﾁｺﾞ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 2:37:12
247 29 沖崎 祐樹 ｵｷｻﾞｷ ﾕｳｷ 神奈川県 2:37:16
248 182 飯田 陽介 ｲｲﾀﾞ ﾖｳｽｹ 神奈川県 2:37:27
249 115 岡島 知佑 ｵｶｼﾞﾏ ﾄﾓｽｹ 千葉県 2:37:53
250 238 小松 勇太 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ つくば会 東京都 2:38:20
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251 262 野沢 匠 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 神奈川県 2:38:54
252 22 女屋 雅之 ｵﾅﾔ ﾏｻﾕｷ 浅田マラソン部 東京都 2:39:20
253 165 中台 督大 ﾅｶﾀﾞｲ ﾖｼﾊﾙ 東京都 2:40:32
254 254 大畑 翔一 ｵｵﾊﾀ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 2:40:40
255 183 松田 聖史 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｼ 東京都 2:40:46
256 328 竹谷 徹平 ﾀｹﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 2:40:56
257 68 佐々木 雄太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 東京都 2:41:09
258 102 馬場 和也 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 東京都 2:41:47
259 48 内藤 圭亮 ﾅｲﾄｳ ｹｲｽｹ 神奈川県 2:42:19
260 47 加瀬 幹 ｶｾ ｶﾝ 東京都 2:43:15
261 135 伊藤 隆士 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川県 2:43:30
262 28 奥野 晃太 ｵｸﾉ ｺｳﾀ 神奈川県 2:43:30
263 142 高山 寛貴 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:44:26
264 4 大野 将吾 ｵｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 2:47:49
265 137 林 賢太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2:47:56
266 295 犬飼 喜三 ｲﾇｶｲ ﾖｼﾐﾂ 愛知県 2:49:09
267 33 深瀬 俊吉 ﾌｶｾ ｼｭﾝｷﾁ 神奈川県 2:50:11
268 332 山田 聡 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 2:51:07
269 191 川端 浩之 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:52:43
270 7016 Ｍｙｎａｔｔ Ｍａｃｋｅｎｚｉｅ．Ｄ ﾏｲﾈｯﾄ ﾏｯｹﾝｼﾞｰ 2:52:56
271 201 片山 奨 ｶﾀﾔﾏ ｽｽﾑ 神奈川県 2:53:10
272 38 関 寛史 ｾｷ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 2:53:19
273 151 稲葉 太郎 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾛｳ ＩＮＢ 東京都 2:53:45
274 334 鈴木 洸次郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 2:53:59
275 39 石井 惇 ｲｼｲ ｱﾂｼ 神奈川県 2:54:28
276 7001 Ｗａｒｄ Ｓｔｅｖｅｎ．Ａ ﾜｰﾄﾞ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ 2:54:36
277 45 河嶋 哲也 ｶﾜｼﾏ ﾃﾂﾔ 東京都 2:55:20
278 296 堀切 寛 ﾎﾘｷﾘ ｶﾝ 東京都 2:56:48
279 162 川瀬 功太 ｶﾜｾ ｺｳﾀ 東京都 2:57:49
280 7012 Ｔａｋｉｍｏｔｏ Ｊａｓｏｎ ﾀｷﾓﾄ ｼﾞｪｲｿﾝ 3:02:23
281 31 村田 晶夫 ﾑﾗﾀ ｱｷｵ 東京都 3:02:30
282 158 山本 真史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 東京都 3:03:04
283 26 高橋 健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 新宿ＧＡＣ 埼玉県 3:06:44
284 272 谷本 明久 ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾋｻ 東京都 3:15:48
285 35 大竹 悠介 ｵｵﾀｹ ﾕｳｽｹ 東京都 3:17:07
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