
順位 タイム ナンバーカード 氏名漢字 氏名カナ 所属 都道府県 市区町村
1 1:10:21 5369 岩佐　保男 ｲﾜｻ ﾔｽｵ 神奈川県 綾瀬市
2 1:15:21 1454 小原　俊之 ｵﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ 無し 神奈川県 藤沢市
3 1:15:34 1979 湯浅　英樹 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｷ ニューライフ 神奈川県 藤沢市
4 1:19:40 5824 高橋　賞三 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｿﾞｳ 横浜栄ＷＲＣ 神奈川県 横浜市
5 1:20:54 5632 金原　洋一 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾖｳｲﾁ ランジョグ 神奈川県 横浜市
6 1:22:23 6535 石川　幸二 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 相模原市
7 1:23:08 7330 山田　敏夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 上福岡走る会 埼玉県 ふじみ野市
8 1:25:48 5631 加藤　憲夫 ｶﾄｳ ﾉﾘｵ 横浜中央クラブ 神奈川県 横須賀市
9 1:26:42 5811 池島　晃 ｲｹｼﾞﾏ ｱｷﾗ オールバディ 千葉県 白井市

10 1:26:51 6294 横田　一詩 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｼ 神奈川県 川崎市
11 1:27:07 5788 相原　光雄 ｱｲﾊﾗ ﾐﾂｵ 秦野山岳会 神奈川県 秦野市
12 1:28:40 5805 川瀬　昭信 ｶﾜｾ ｱｷﾉﾌﾞ 神奈川県 相模原市
13 1:29:03 1555 笠石　正三 ｶｻｲｼ ｼｮｳｿﾞｳ 神奈川県 藤沢市
14 1:29:21 1353 坂口　重明 ｻｶｸﾞﾁ ｼｹﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
15 1:29:23 6186 佐藤　利夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ アミーゴ 神奈川県 鎌倉市
16 1:29:27 6337 久保　雅信 ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ メガロス鷺沼 神奈川県 川崎市
17 1:29:43 6962 山﨑　昇 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 千葉県 市川市
18 1:30:34 6245 鈴木　孝一 ｽｽﾞｷ ﾀｶｶｽﾞ 神奈川県 横浜市
19 1:30:36 6324 東　義輝 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾃﾙ 神奈川県 大磯町
20 1:31:19 1674 小橋　純児 ｺﾊﾞｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 年金者組合 神奈川県 藤沢市
21 1:31:27 8364 石井　英晴 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
22 1:31:32 1501 根立　信廣 ﾈﾀﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
23 1:32:12 7144 朝岡　賢一 ｱｻｵｶ ｹﾝｲﾁ 東京都 町田市
24 1:32:14 5828 鈴木　節男 ｽｽﾞｷ ｾﾂｵ 神奈川県 横浜市
25 1:32:57 6426 笠原　利一 ｶｻﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県 千葉市
26 1:33:07 7490 佐々木　秀和 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 横浜市
27 1:33:27 1404 伊藤　洋一 ｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ 鵠海ランナーズ 神奈川県 藤沢市
28 1:33:28 1707 曽山　晃司 ｿﾔﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
29 1:34:36 6374 蓮見　廣史 ﾊｽﾐ ﾋﾛｼ ポコレーシング 神奈川県 伊勢原市
30 1:35:05 6415 林　義和 ﾊﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ ナースケア湘南 神奈川県 横浜市
31 1:35:10 6302 畑　信夫 ﾊﾀ ﾉﾌﾞｵ 乾走会 東京都 目黒区
32 1:35:26 7397 吉岡　章一郎 ﾖｼｵｶ ｼﾖｳｲﾁﾛｳ ヒトリラン小倉 福岡県 北九州市
33 1:35:34 1358 漆島　健次 ｳﾙｼﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
34 1:35:49 7783 上野　修 ｳｴﾉ ｵｻﾑ 神奈川県 横須賀市
35 1:36:07 6380 新谷　孝二郎 ｼﾝﾔ ｺｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
36 1:36:33 1990 中野　愛治 ﾅｶﾉ ｱｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
37 1:36:54 1915 長尾　喜久保 ﾅｶﾞｵ ｷｸﾎ 神奈川県 藤沢市
38 1:38:50 6203 田口　善文 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 栄ＳＣＷＲＣ 神奈川県 横浜市
39 1:38:52 5740 池　信介 ｲｹ ｼﾝｽｹ 神奈川県 鎌倉市
40 1:39:02 6189 佐藤　猛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
41 1:39:06 1992 小泉　幸洋 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
42 1:39:33 2410 榮　忠博 ｻｶｴ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
43 1:39:37 2163 田中　登喜男 ﾀﾅｶ ﾄｷｵ 神奈川県 藤沢市
44 1:39:42 5390 鈴木　勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 神奈川県 横須賀市
45 1:39:43 6332 石津　義光 ｲｼﾂﾞ ﾖｼﾐﾂ 神奈川県 横浜市
46 1:39:47 2282 山ノ口　民樹 ﾔﾏﾉｸﾁ ﾀﾐｷ 夜走族 神奈川県 藤沢市
47 1:40:00 1283 下村　純行 ｼﾓﾑﾗ ｽﾐﾕｷ 神奈川県 藤沢市
48 1:40:18 6831 笠巻　秀司 ｶｻﾏｷ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
49 1:40:30 1556 有賀　正浩 ｱﾙｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 鎌倉 神奈川県 藤沢市
50 1:40:33 8524 熊切　芳輝 ｸﾏｷﾘ ﾖｼﾃﾙ 愛犬：ハッピー 神奈川県 座間市
51 1:41:22 7779 大橋　徹 ｵｵﾊｼ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市
52 1:41:46 6299 村瀬　隆 ﾑﾗｾ ﾀｶｼ 神奈川県 平塚市
53 1:41:50 7354 衣笠　健一 ｷﾇｶﾞｻ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 寒川町
54 1:41:52 1906 立川　昭夫 ﾀﾁｶﾜ ｱｷｵ 羽鳥南倶楽部 神奈川県 藤沢市
55 1:41:56 7630 北　憲治 ｷﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 練馬区
56 1:42:27 1852 浅倉　泰 ｱｻｸﾗ ﾔｽｼ 神奈川県 藤沢市
57 1:42:35 2170 小池　憲一 ｺｲｹ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市
58 1:42:46 6538 小山　真男 ｺﾔﾏ ﾏｻｵ 神奈川県 川崎市



59 1:42:53 2182 西田　勇 ﾆｼﾀﾞ ｲｻﾑ 神奈川県 藤沢市
60 1:43:27 6635 近藤　昭弘 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
61 1:43:27 7043 小瀧　輝征 ｺﾀｷ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 横浜市
62 1:43:55 7868 入村　達郎 ｲﾘﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
63 1:43:55 7865 中島　信顕 ﾅｶｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 明走会 神奈川県 平塚市
64 1:43:59 6271 寺島　成信 ﾃﾗｼﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 大和市
65 1:44:05 9238 百瀬　哲 ﾓﾓｾ ｻﾄﾙ 埼玉県 加須市
66 1:44:06 8129 木野　和眞 ｷﾉ ｶｽﾞﾏ エバーグリーン 神奈川県 寒川町
67 1:44:10 7909 石川　健 ｲｼｶﾜ ｹﾝ 東京都 渋谷区
68 1:44:14 7084 中島　伸治 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
69 1:44:25 1938 佐藤　龍朗 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 神奈川県 藤沢市
70 1:45:16 7353 高木　一弘 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＳＡＳラン友 神奈川県 川崎市
71 1:45:17 7542 大沢　興助 ｵｵｻﾜ ｺｳｽｹ 神奈川県 綾瀬市
72 1:45:20 7839 戸倉　幸男 ﾄｸﾗ ﾕｷｵ 乾走会 埼玉県 三芳町
73 1:45:55 7759 笹川　幸雄 ｻｻｶﾞﾜ ﾕｷｵ 神奈川県 厚木市
74 1:47:02 6714 大塚　雅久 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋｻ 神奈川県 鎌倉市
75 1:47:09 7888 小林　英二 ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ 群馬県 高崎市
76 1:47:13 2241 中道　裕治 ﾅｶﾐﾁ ﾕｳｼﾞ 欽ちゃん会 神奈川県 藤沢市
77 1:47:19 7028 大島　和實 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾐ 乾走会 東京都 世田谷区
78 1:47:27 7338 鳥内　慶一 ﾄﾘｳﾁ ｹｲｲﾁ かいでんクラブ 神奈川県 横須賀市
79 1:48:11 7208 坂井　正也 ｻｶｲ ﾏｻ 神奈川県 海老名市
80 1:48:28 5949 畑　誠一 ﾊﾀ ｾｲｲﾁ 神奈川県 川崎市
81 1:48:42 7871 沢畑　明比古 ｻﾜﾊﾀ ｱｷﾋｺ 神奈川県 横浜市
82 1:48:54 7135 瀬尾　清寿 ｾｵ ｷﾖﾋｻ 神奈川県 横浜市
83 1:49:52 8228 佐々木　博司 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 東京都 大田区
84 1:50:49 7734 片岡　茂 ｶﾀｵｶ ｼｹﾞﾙ 片岡設計 神奈川県 横浜市
85 1:50:52 1614 高橋　和憲 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ ピルグリン 神奈川県 藤沢市
86 1:50:58 7266 堀野　宇宙彦 ﾎﾘﾉ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 寒川町
87 1:51:05 7038 山下　昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
88 1:51:29 9120 小原　正秀 ｵﾊﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 横浜市
89 1:52:49 1897 新井　秀雄 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｵ ライフタウン 神奈川県 藤沢市
90 1:53:47 2101 鈴木　征利 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
91 1:54:03 7240 稲川　芳雄 ｲﾅｶﾞﾜ ﾖｼｵ 個人 神奈川県 相模原市
92 1:54:06 9224 大塚　弘 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｼ 神奈川県 相模原市
93 1:54:53 6429 窪倉　隆 ｸﾎﾞｸﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
94 1:54:56 8149 北口　勝敏 ｷﾀｸﾞﾁ ｶﾂﾄｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
95 1:54:59 2281 伊平　則夫 ｲﾋﾗ ﾉﾘｵ 神奈川県 藤沢市
96 1:55:23 8084 山本　光洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ バンバンクラブ 埼玉県 さいたま市
97 1:55:57 2240 鳥居　功 ﾄﾘｲ ｲｻｵ 鵠桜クラブ 神奈川県 藤沢市
98 1:56:08 5730 松尾　正幸 ﾏﾂｵ ﾏｻﾕｷ 千葉県 習志野市
99 1:56:37 7340 中村　光孝 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ Ｒ＆Ｌ 神奈川県 川崎市

100 1:57:12 8222 寺嶋　育雄 ﾃﾗｼﾏ ｲｸｵ 東京海上 東京都 調布市
101 1:59:10 1986 北川　隆司 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
102 1:59:11 7860 大野　隆司 ｵｵﾉ ﾀｶｼ 千葉県 佐倉市
103 1:59:14 6515 森重　洋 ﾓﾘｼｹﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 大和市
104 1:59:38 8101 加茂　勝彦 ｶﾓ ｶﾂﾋｺ 千葉県 松戸市
105 2:00:10 2005 佐野　俊一 ｻﾉ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市
106 2:01:31 8332 上岡　孝志 ｶﾐｵｶ ﾀｶｼ 神奈川県 大和市
107 2:01:51 8176 深澤　隆史 ﾌｶｻﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 鎌倉市
108 2:06:26 8324 古谷　功 ﾌﾙﾔ ｲｻｵ 神奈川県 平塚市
109 2:07:43 8041 淵上　宗男 ﾌﾁｳｴ ﾑﾈｵ 神奈川県 大和市
110 2:08:03 8520 稲垣　新二 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝｼﾞ 東京都 練馬区
111 2:09:03 2275 武田　和正 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 藤沢市
112 2:09:07 7473 佐藤　一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ フル百楽走会 神奈川県 真鶴町
113 2:09:43 8541 山田　一幸 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ マーノエマーノ 神奈川県 横須賀市
114 2:09:49 7979 村田　三四郎 ﾑﾗﾀ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川県 横浜市
115 2:10:49 7960 青木　孝夫 ｱｵｷ ﾀｶｵ 愛知県 安城市
116 2:11:32 8017 橘田　直美 ｷｯﾀ ﾅｵﾐ ＨＩＨＩ走優会 神奈川県 南足柄市
117 2:12:42 8333 井上　明夫 ｲﾉｳｴ ｱｷｵ 神奈川県 相模原市



118 2:13:03 8516 浜野　正啓 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾋﾛ アジアシード 東京都 調布市
119 2:14:00 6499 藤本　克己 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾂﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
120 2:16:43 8265 関口　幸善 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾖｼ 神奈川県 横浜市
121 2:17:07 2390 小林　健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
122 2:17:38 8532 髙橋　慎一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 三菱地所 神奈川県 横浜市
123 2:21:59 8382 木村　呈 ｷﾑﾗ ｽｽﾑ 神奈川県 横浜市


