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1 3274 中山 雅浩 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 鶴嶺高校教員 神奈川県 1:23:59
2 3169 大矢 敏夫 ｵｵﾔ ﾄｼｵ 東京都 1:26:57
3 3219 岩田 惠五 ｲﾜﾀ ｹｲｺﾞ ビヨンドズシ 神奈川県 1:28:38
4 3012 千原 遠見彦 ﾁﾊﾗ ﾄﾐﾋｺ 羊蹄会 神奈川県 1:30:59
5 3096 石井 彰 ｲｼｲ ｱｷﾗ 町田走友会 東京都 1:31:00
6 3172 渡邊 孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 横浜市役所陸上部 神奈川県 1:32:35
7 3239 稲葉 裕一 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｲﾁ チームリッチ 東京都 1:32:41
8 3183 山口 浩満 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐﾂ ハートブレイク 神奈川県 1:33:01
9 3254 神田 信一 ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:33:28

10 3025 長内 一 ｵｻﾅｲ ﾊｼﾞﾒ マチダイダテン 神奈川県 1:33:51
11 3058 田畑 聡士 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 1:35:41
12 3343 土佐 昌樹 ﾄｻ ﾏｻｷ 東京都 1:35:45
13 3051 中川 謙 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 橋本走友会 神奈川県 1:35:56
14 3342 清野 健治 ｷﾖﾉ ｹﾝｼﾞ 東京行政書士ラン 東京都 1:36:31
15 3062 白水 晃二 ｼﾛﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:37:37
16 3295 高久 靖人 ﾀｶｸ ﾔｽﾄ ｔｍクラブ 神奈川県 1:38:04
17 3264 片野 浩明 ｶﾀﾉ ﾋﾛｱｷ ソフィア横浜 神奈川県 1:38:49
18 3275 浅野 一郎 ｱｻﾉ ｲﾁﾛｳ サラダバーズ 東京都 1:39:00
19 3278 大嶋 正憲 ｵｵｼﾏ ﾏｻﾉﾘ ＲＡＣ 東京都 1:39:21
20 3195 福田 強 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾖｼ 川越走友会 埼玉県 1:39:38
21 3094 佐藤 信夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 1:39:47
22 3314 五十川 正司 ｲｿｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ ＰＰＫ茅ヶ崎 神奈川県 1:40:30
23 3247 西山 修一 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 侍ハッシュ 神奈川県 1:41:20
24 3231 前田 理司 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼﾞ 神奈川県 1:42:01
25 3346 岡崎 利紀 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｷ 神奈川県 1:42:26
26 3361 今井 博之 ｲﾏｲ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:42:33
27 3129 新島 直之 ﾆｲｼﾞﾏ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:42:37
28 3173 宇井 純治 ｳｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ 宇井工務店 東京都 1:43:02
29 3041 秋本 曻 ｱｷﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ ハートブレイク 神奈川県 1:43:21
30 3077 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 瀬谷ロードランナーズ 神奈川県 1:43:37
31 3200 関口 明彦 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 神奈川県 1:44:58
32 3031 渡邊 高行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 1:45:17
33 3334 石井 俊彦 ｲｼｲ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 1:45:42
34 3143 金子 政史 ｶﾈｺ ﾏｻｼ 八王子プロジェクト 東京都 1:45:53
35 3345 河村 和幸 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 山口県 1:46:00
36 3150 武田 一則 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 1:46:10
37 3281 金成 隆之 ｶﾅﾘ ﾀｶﾕｷ ＴＥＡＭ２５ 東京都 1:46:29
38 3175 伊藤 素明 ｲﾄｳ ﾓﾄｱｷ 神奈川県 1:46:37
39 3234 林 高久 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋｻ チームランビュー 神奈川県 1:46:48
40 3026 今川 洋次 ｲﾏｶﾜ ﾖｳｼﾞ 埼玉県 1:47:59
41 3114 石田 純一 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:48:14
42 3307 櫻井 慶次 ｻｸﾗｲ ｹｲｼﾞ 茨城県 1:48:15
43 3288 尾倉 史晃 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｱｷ 東京都 1:48:54
44 3070 熊田 久徳 ｸﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ マラソン完走クラブ 東京都 1:49:16
45 3099 小林 智 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ サラダバーズ 東京都 1:49:24
46 3299 谷 博道 ﾀﾆ ﾋﾛﾐﾁ 碑文谷ジョガーズ 東京都 1:49:32
47 3046 浅海 直樹 ｱｻﾐ ﾅｵｷ 千葉県 1:49:38
48 3337 武田 弘道 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ マリンクラブ 神奈川県 1:50:05
49 3069 石川 敏和 ｲｼｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ ＲＵＮ 塾 神奈川県 1:50:53
50 3244 広沢 彰 ﾋﾛｻﾜ ｱｷﾗ 神奈川県 1:50:56
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51 3323 山根 昭人 ﾔﾏﾈ ｱｷﾄ 酒ＲＵＮ 東京都 1:51:42
52 3161 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ エスマラソン部 神奈川県 1:51:56
53 3315 阿久津 浩一 ｱｸﾂ ｺｳｲﾁ 昭和真空 神奈川県 1:52:10
54 3233 本村 繁憲 ﾓﾄﾑﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 東京都 1:52:16
55 3358 安達 英雄 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 茅ヶ崎東海岸 神奈川県 1:52:24
56 3061 安茂 博章 ｱﾝﾓ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:52:30
57 3263 石田 昌之 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 日テレＪＣ 神奈川県 1:52:51
58 3327 原崎 崇 ﾊﾗｻｷ ﾀｶｼ ラン＆リンク 神奈川県 1:53:03
59 3108 石井 延幸 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾕｷ ＮＦＣ 神奈川県 1:53:29
60 3101 長谷川 正秀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 1:53:32
61 3036 西谷 光司 ﾆｼﾀﾆ ｺｳｼﾞ 町田いだ天 東京都 1:53:50
62 3089 地領 耕司 ﾁﾘｮｳ ｺｳｼﾞ ＭＦＲ 神奈川県 1:54:12
63 3265 横塚 志行 ﾖｺﾂﾞｶ ｼｺｳ 神奈川県 1:54:47
64 3330 石田 敏久 ｲｼﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 神奈川県 1:55:01
65 3352 宮崎 亮智 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾄｼ 神奈川県 1:55:02
66 3206 藤中 聡 ﾌｼﾞﾅｶ ｻﾄｼ 東京都 1:55:05
67 3340 榎本 哲 ｴﾉﾓﾄ ｻﾄｼ 新ゆり走遊会 神奈川県 1:55:05
68 3068 玉置 義方 ﾀﾏｵｷ ﾖｼｶﾀ オーエンス 神奈川県 1:55:17
69 3032 古田 哲夫 ﾌﾙﾀ ﾃﾂｵ 東京都 1:55:30
70 3158 秋山 一 ｱｷﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:55:47
71 3293 中川 隆 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 勝手クラブ 神奈川県 1:56:09
72 3226 木村 勇夫 ｷﾑﾗ ｲｻｵ 神奈川県 1:56:56
73 3040 蒲生 傳 ｶﾞﾓｳ ﾂﾀｴ 橋本走友会 神奈川県 1:57:22
74 3116 上野 誠也 ｳｴﾉ ｾｲﾔ 横浜国立大学 東京都 1:57:50
75 3167 浅川 浩一郎 ｱｻｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:57:59
76 3221 中西 康夫 ﾅｶﾆｼ ﾔｽｵ 神奈川県 1:58:39
77 3230 萩原 武 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｹｼ いんちき組 神奈川県 1:58:45
78 3053 中原 良夫 ﾅｶﾊﾗ ﾖｼｵ 神奈川県 1:58:59
79 3022 渋谷 直泰 ｼﾌﾞﾔ ﾅｵﾔｽ 町田イダ天 東京都 1:59:01
80 3333 秋田 雅彦 ｱｷﾀ ﾏｻﾋｺ 横浜都筑ＡＣ 神奈川県 1:59:09
81 3050 別所 達也 ﾍﾞﾂｼｮ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:59:18
82 3270 玉田 博文 ﾀﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 仙台明走会関東 東京都 1:59:40
83 3276 有田 英樹 ｱﾘﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:59:57
84 3223 上提 勝憲 ｶﾐｻｹﾞ ｶﾂﾉﾘ 興菱梱包運輸 神奈川県 2:00:11
85 3304 二宮 信明 ﾆﾉﾐﾔ ﾉﾌﾞｱｷ オーリンゲン 神奈川県 2:00:13
86 3225 瀧川 幸雄 ﾀｷｶﾞﾜ ﾕｷｵ チームあじさい 神奈川県 2:00:43
87 3257 福島 岳志 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 2:01:04
88 3246 木皿 篤 ｷｻﾗ ｱﾂｼ 多木ＲＣ 神奈川県 2:01:18
89 3312 米田 昇 ﾖﾈﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 月曜半休 神奈川県 2:01:33
90 3165 村上 直史 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｼ 神奈川県 2:01:34
91 3204 小山 弘 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ にわとりすと 埼玉県 2:01:39
92 3065 山崎 康司 ﾔﾏｻｷ ｺｳｼﾞ 東京都 2:02:06
93 3360 長野 豊喜 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾖｷ チーム一期一会 福岡県 2:02:11
94 3326 高野 光司 ﾀｶﾉ ﾐﾂｼ 神奈川県 2:02:25
95 3317 大久保 元博 ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 2:03:07
96 3066 佐々木 秀和 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 2:03:25
97 3192 高見澤 勇 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｲｻﾑ 高見沢歯科医院 長野県 2:03:26
98 3182 礒野 秀夫 ｲｿﾉ ﾋﾃﾞｵ ＳＯ横浜陸上 神奈川県 2:03:28
99 3251 浜野 美広 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ サラダバーズ 東京都 2:03:59

100 3120 岡部 実 ｵｶﾍﾞ ﾐﾉﾙ 茨城県 2:03:59
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101 3149 小川 恭央 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｵ 東京都 2:04:20
102 3185 山本 和良 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 2:04:50
103 3238 長 克弘 ﾁｮｳ ｶﾂﾋﾛ 日本乳化剤ＪＣ 神奈川県 2:04:55
104 3294 佐藤 信夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:05:08
105 3095 中村 達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 恩鶴ランナーズ 東京都 2:05:28
106 3229 芦野 一夫 ｱｼﾉ ｶｽﾞｵ 横浜市大楽走会 神奈川県 2:05:32
107 3019 須山 憲治 ｽﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:05:54
108 3027 髙橋 安治 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼﾞ 東京都 2:06:00
109 3291 小野寺 英一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｲﾁ 神奈川県 2:06:03
110 3359 北口 敬三郎 ｷﾀｸﾞﾁ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都 2:06:19
111 3341 西田 鉄郎 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 東精ボックス 東京都 2:06:35
112 3207 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:06:53
113 3156 井上 英夫 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:06:53
114 3242 古橋 勉 ﾌﾙﾊｼ ﾂﾄﾑ 群馬県 2:07:06
115 3166 泉原 邦彦 ｲｽﾞﾊﾗ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 2:07:10
116 3362 幡谷 敏哉 ﾊﾀﾔ ﾄｼﾔ 神奈川県 2:08:10
117 3054 荒井 雅彦 ｱﾗｲ ﾏｻﾋｺ 東京都 2:08:37
118 3232 北村 潤 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:09:06
119 3091 砂田 言裕 ｽﾅﾀﾞ ﾄｷﾋﾛ 神奈川県 2:09:50
120 3159 西尾 敦史 ﾆｼｵ ｱﾂｼ 神奈川県 2:10:00
121 3249 木村 睦 ｷﾑﾗ ﾑﾂﾐ 神奈川県 2:10:17
122 3236 横田 一詩 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｼ 神奈川県 2:10:20
123 3241 森 繁 ﾓﾘ ｼｹﾞﾙ ＳＯＵＢＵＤＡＩ 神奈川県 2:10:28
124 3201 原 直樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 千鳥足 神奈川県 2:10:36
125 3044 藤村 達人 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾂﾋﾄ 長泉ＯＢ 神奈川県 2:11:39
126 3115 軽部 誠一 ｶﾙﾍﾞ ｾｲｲﾁ 神奈川県 2:12:08
127 3321 泉田 英紀 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ マリノスＲＣ 神奈川県 2:12:21
128 3121 小峯 雄二 ｺﾐﾈ ﾕｳｼﾞ たまれん 神奈川県 2:12:57
129 3353 秋月 伸夫 ｱｷﾂﾞｷ ﾉﾌﾞｵ ＫＲＣ 神奈川県 2:12:59
130 3216 村越 彰 ﾑﾗｺｼ ｱｷﾗ 東京都 2:13:01
131 3080 上田 惠也 ｳｴﾀﾞ ｹｲﾔ 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 東京都 2:13:02
132 3146 篠原 勇人 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾔﾄ 神奈川県 2:13:14
133 3181 藤本 恭史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ コルトサービス 東京都 2:14:22
134 3188 大内 和彦 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 2:15:04
135 3258 佐原 啓二 ｻﾊﾗ ｹｲｼﾞ 静岡県 2:15:06
136 3141 高岡 晴生 ﾀｶｵｶ ﾊﾙｵ 神奈川県 2:15:22
137 3338 宮道 壽一 ﾐﾔﾐﾁ ｼﾞｭｲﾁ 笑空 埼玉県 2:16:05
138 3335 宮本 尚明 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｱｷ 神奈川県 2:16:07
139 3055 角谷 好彦 ｶﾄﾞﾔ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 2:16:15
140 3176 福住 明 ﾌｸｽﾞﾐ ｱｷﾗ 東京都 2:16:18
141 3261 放生 正孝 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾀｶ 富山県 2:16:20
142 3203 野崎 信久 ﾉｻｷ ﾉﾌﾞﾋｻ ＪＡＥＡ 福島県 2:16:27
143 3090 大道 和宏 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ ＪＩ１ＹＸＫ 神奈川県 2:16:28
144 3296 安藤 格 ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾀﾙ 東京都 2:16:36
145 3318 岩上 守宏 ｲﾜｶﾐ ﾓﾘﾋﾛ 東京都 2:16:39
146 3048 古屋 清治 ﾌﾙﾔ ｾｲｼﾞ 株式会社ふるや 神奈川県 2:16:52
147 3088 目黒 淳美 ﾒｸﾞﾛ ｱﾂﾐ 神奈川県 2:17:02
148 3164 堀 誠 ﾎﾘ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:17:08
149 3202 栗原 弘行 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:17:29
150 3355 高橋 真人 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:17:33
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151 3125 熊本 久人 ｸﾏﾓﾄ ﾋｻﾄ 横浜金沢走友会 神奈川県 2:17:39
152 3224 立川 英明 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ チキンズ 神奈川県 2:17:50
153 3145 竹田 富義 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾐﾖｼ 千葉県 2:17:57
154 3252 宮本 茂 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ サラダバーズ 東京都 2:18:51
155 3347 桑原 啓蔵 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｿﾞｳ 相模湖ＲＣ 神奈川県 2:19:08
156 3037 鈴木 克己 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:19:16
157 3007 小山 眞男 ｺﾔﾏ ﾏｻｵ 神奈川県 2:19:32
158 3136 安達 恒三 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾈｿﾞｳ 東京都 2:19:35
159 3184 川向 一史 ｶﾜﾑｶｲ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川県 2:19:50
160 3008 森川 稔 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾉﾙ ポンチャン 神奈川県 2:20:15
161 3111 四釡 弘人 ｼｶﾏ ﾋﾛﾄ 東京都 2:20:30
162 3205 山下 昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 2:21:01
163 3215 井上 達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 神奈川県 2:21:22
164 3287 金子 薫 ｶﾈｺ ｶｵﾙ 神奈川県 2:21:37
165 3344 和久津 豊 ﾜｸﾂ ﾕﾀｶ 東京都 2:21:40
166 3073 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:21:45
167 3349 内薗 孝一 ｳﾁｿﾞﾉ ｺｳｲﾁ 玉クラブ 神奈川県 2:21:51
168 3351 天休 一久 ﾃﾝｷｭｳ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 2:21:52
169 3170 藤田 和貴 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 2:22:23
170 3109 釘抜 原 ｸｷﾞﾇｷ ｹﾞﾝ 神奈川県 2:22:35
171 3020 長谷川 雄次 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 国労横浜走友会 神奈川県 2:22:36
172 3214 池田 良司 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 2:23:11
173 3213 浅田 聡 ｱｻﾀﾞ ｻﾄｼ Ｔｅａｍ ＡＣＥ 神奈川県 2:23:27
174 3015 村井 栄喜 ﾑﾗｲ ｴｲｷ 亀有職人クラブ 茨城県 2:23:28
175 3034 岩澤 昌之 ｲﾜｻﾜ ﾏｻﾕｷ バッファロー会 神奈川県 2:23:29
176 3057 大貫 隆雄 ｵｵﾇｷ ﾀｶｵ 神奈川県 2:23:48
177 3003 宮森 裕三 ﾐﾔﾓﾘ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 2:24:01
178 3260 佐藤 栄一 ｻﾄｳ ｴｲｲﾁ 神奈川県 2:24:28
179 3268 鈴木 信夫 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:24:36
180 3039 小野 茂之 ｵﾉ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 2:25:34
181 3308 松崎 文雄 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐｵ 東京都 2:25:34
182 3098 小池 清 ｺｲｹ ｷﾖｼ 相模原カメノコ 神奈川県 2:25:35
183 3076 大庭 正久 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾋｻ 神奈川県 2:25:47
184 3004 藤田 人司 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ ノリチャンズ 神奈川県 2:25:48
185 3211 松崎 忠利 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾄｼ 神奈川県 2:25:50
186 3301 清水 實 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ 弥栄ＲＣ 神奈川県 2:25:59
187 3273 土井 健司 ﾄﾞｲ ｹﾝｼﾞ ぴょんぴょん！ 東京都 2:26:12
188 3122 榎本 秀郎 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ たまれん 神奈川県 2:26:24
189 3100 下村 宏 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛｼ 弥栄ＲＣ 神奈川県 2:26:29
190 3133 田中 清武 ﾀﾅｶ ｷﾖﾀｹ 東京都 2:26:45
191 3023 飯岡 宏三 ｲｲｵｶ ｺｳｿﾞｳ 町田いだ天クラブ 東京都 2:27:18
192 3171 永澤 雅仁 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 2:27:52
193 3063 高濱 裕章 ﾀｶﾊﾏ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:27:54
194 3123 松本 善雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ マインドアルファ 神奈川県 2:28:09
195 3259 久野 篤 ｸﾉ ｱﾂｼ セタクンＲ１ 東京都 2:28:13
196 3220 福田 英明 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 福田税理士事務所 神奈川県 2:28:21
197 3014 細田 実 ﾎｿﾀﾞ ﾐﾉﾙ 一人走友会 神奈川県 2:28:28
198 3290 堀江 保男 ﾎﾘｴ ﾔｽｵ 東京都 2:28:53
199 3228 久本 裕詩 ﾋｻﾓﾄ ﾋﾛｼ 国分寺走ろう会 東京都 2:29:23
200 3350 渡利 博行 ﾜﾀﾘ ﾋﾛﾕｷ 日立 神奈川県 2:29:28
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201 3147 高瀬 茂 ﾀｶｾ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 2:29:30
202 3348 奥津 光美 ｵｸﾂ ﾐﾂﾖｼ 神奈川県 2:29:46
203 3255 金谷 高志 ｶﾅﾔ ﾀｶｼ ハレパン表参道 神奈川県 2:29:50
204 3001 石田 啓二 ｲｼﾀﾞ ｹｲｼﾞ 神奈川県 2:29:52
205 3163 渡辺 成彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾘﾋｺ 神奈川県 2:29:58
206 3267 兼田 善弘 ｶﾈﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 2:30:00
207 3017 小林 尚 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｼ サラダバーズ 東京都 2:30:06
208 3303 大塚 雅裕 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:30:36
209 3118 藤原 孝和 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｶｽﾞ 東京都 2:30:39
210 3045 谷内 英之 ﾔﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 2:30:52
211 3272 鈴木 昭彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 神奈川県 2:30:54
212 3319 古川 瑞夫 ﾌﾙｶﾜ ﾐｽﾞｵ 東京都 2:31:10
213 3119 西澤 嘉彦 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 西澤商会 神奈川県 2:31:14
214 3124 田代 勉 ﾀｼﾛ ﾂﾄﾑ ＲＲＴ 東京都 2:31:19
215 3085 山崎 光夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｵ 神奈川県 2:31:45
216 3197 秋和 由紀雄 ｱｷﾜ ﾕｷｵ 神奈川県 2:32:18
217 3030 鈴木 洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 東京都 2:32:57
218 3331 高橋 俊之 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 高島平走友会 東京都 2:33:06
219 3049 嶋崎 岳史 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 2:34:36
220 3320 森 崇 ﾓﾘ ﾀｶｼ チームゆーさん 神奈川県 2:34:42
221 3033 藤井 毅 ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ でんでんたま走 東京都 2:35:07
222 3180 山口 真哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 東京都 2:35:12
223 3162 坂元 健一 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ なずな陸上部 東京都 2:35:21
224 3193 北村 光一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 山梨県 2:35:35
225 3191 藤田 明弘 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 篠原水狂会 神奈川県 2:35:49
226 3325 亀田 陽一 ｶﾒﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 2:37:13
227 3332 原口 延宏 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ いすゞ自動車 神奈川県 2:37:15
228 3087 赤間 正幸 ｱｶﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:37:22
229 3250 井原 通夫 ｲﾊﾗ ﾐﾁｵ 松本美須々 長野県 2:37:23
230 3329 畠中 正孝 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 2:37:47
231 3010 安齋 善男 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｵ 帝京大学ＯＢ 埼玉県 2:38:38
232 3248 松本 敏彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 2:38:48
233 3106 入村 達郎 ｲﾘﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ 東京都 2:39:00
234 3018 亀﨑 博 ｶﾒｻﾞｷ ﾋﾛｼ カプスゲル 神奈川県 2:39:05
235 3038 髙橋 兼次 ﾀｶﾊｼ ｶﾈｼﾞ アザミノハナムラ 神奈川県 2:39:33
236 3126 垣中 利隆 ｶｷﾅｶ ﾄｼﾀｶ ＤＦＢＦＣ 神奈川県 2:39:46
237 3105 足立 幸保 ｱﾀﾞﾁ ﾕｷﾔｽ 東京都 2:39:47
238 3222 安達 武史 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｼ 羽村健康クラブ 東京都 2:39:49
239 3324 伊東 義晃 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 神奈川県 2:39:59
240 3148 岡田 繁樹 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 埼玉県 2:40:49
241 3209 北出 良之 ｷﾀﾃﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 2:41:43
242 3160 川瀬 智一 ｶﾜｾ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 2:42:04
243 3011 玉城 徳一 ﾀﾏｼﾛ ﾄｸｲﾁ 東京都 2:42:33
244 3113 菊川 修 ｷｸｶﾜ ｵｻﾑ 東京都 2:42:41
245 3286 小林 浩一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ さがみＳＮ 神奈川県 2:42:54
246 3198 井川 久 ｲｶﾞﾜ ﾋｻｼ 神奈川県 2:43:54
247 3262 新井 教泰 ｱﾗｲ ﾉﾘﾔｽ こうかいぼうＲＣ 神奈川県 2:44:24
248 3363 中島 弘人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾋﾄ 東京都 2:44:34
249 3365 井上 雅夫 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 東京都 2:44:35
250 3243 中村 友久 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ なし 神奈川県 2:44:42
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251 3356 天野 充猛 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾀｹ 神奈川県 2:45:10
252 3067 萩野 裕久 ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛﾋｻ 東京都 2:45:18
253 3097 岡田 聡 ｵｶﾀﾞ ｻﾄｼ ＡＲＣ 神奈川県 2:45:20
254 3104 中村 義廣 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:45:28
255 3177 清水 則幸 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 2:45:29
256 3354 万場 猛 ﾏﾝﾊﾞ ﾀｹｼ 東京都 2:46:05
257 3083 大貫 佳和 ｵｵﾇｷ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 2:46:35
258 3103 加瀬 隆久 ｶｾ ﾀｶﾋｻ 二子玉川走る会 東京都 2:48:34
259 3271 松井 誠 ﾏﾂｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:48:43
260 3256 内藤 一治 ﾅｲﾄｳ ｶｽﾞﾊﾙ のんでら～ず 神奈川県 2:48:50
261 3280 白兼 孝雄 ｼﾛｶﾈ ﾖｼｵ 千葉県 2:48:51
262 3364 廣瀬 幸四郎 ﾋﾛｾ ｺｳｼﾛｳ 神奈川県 2:48:54
263 3302 加藤 秀夫 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 青梅ランナー 東京都 2:49:53
264 3081 浅田 悦敬 ｱｻﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 仲町体育部 東京都 2:50:11
265 3157 西村 幸人 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾄﾆｼﾑﾗ ＳＲＣ 神奈川県 2:50:37
266 3009 杉山 英雄 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ Ｓ－ハルトＲＣ 神奈川県 2:51:10
267 3151 飯塚 正行 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 2:51:26
268 3154 内田 茂 ｳﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 千葉県 2:52:15
269 3092 神谷 潔 ｶﾐﾔ ｷﾖｼ 東京都 2:52:42
270 3269 野崎 勝巳 ﾉｻﾞｷ ｶﾂﾐ チームぴーこ 東京都 2:53:01
271 3131 矢内 正明 ﾔﾅｲ ﾏｻｱｷ 埼玉県 2:53:24
272 3194 木藤 隆通 ｷﾄｳ ﾀｶﾐﾁ 神奈川県 2:53:37
273 3199 上條 千代人 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾁﾖﾄ 東京都 2:54:28
274 3137 鍵和田 幹夫 ｶｷﾞﾜﾀﾞ ﾐｷｵ 埼玉県障害者雇用総合サポ－トセンター 神奈川県 2:54:34
275 3128 村北 光明 ﾑﾗｷﾀ ﾐﾂｱｷ 神奈川県 2:55:11
276 3144 中谷 邦夫 ﾅｶﾀﾆ ｸﾆｵ 神奈川県 2:57:54
277 3002 松島 孝博 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 2:58:15
278 3178 山崎 芳裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:58:20
279 3240 田村 文男 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｵ エバラ黄金の足 神奈川県 2:58:21
280 3284 原 聖 ﾊﾗ ｷﾖｼ 女子美術大学 東京都 2:58:30
281 3311 小林 哲郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾛｳ 丸泰土木 千葉県 2:58:34
282 3300 風間 聡 ｶｻﾞﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 2:59:04
283 3127 平本 明由 ﾋﾗﾓﾄ ｱｷﾖｼ 石田走ろう会 神奈川県 3:00:01
284 3217 カヌカ カツヒロ ｶﾇｶ ｶﾂﾋﾛ カヌカデザイン 神奈川県 3:00:13
285 3135 野村 誠二 ﾉﾑﾗ ｾｲｼﾞ 駒沢公園ジョギングクラブ 東京都 3:00:30
286 3305 楠原 浩司 ｸｽﾊﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川県 3:04:45
287 3093 坂本 雅俊 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 3:11:01
288 3298 高崎 久成 ﾀｶｻｷ ﾋｻﾅﾘ 鵠沼昭電社 神奈川県 3:12:32
289 3132 今井 正幸 ｲﾏｲ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 3:13:15
290 3366 今田 修 ｲﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 東京都 3:27:08
291 3043 松下 正男 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻｵ 入江南遊走会 静岡県 3:33:00
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