
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 1:01:30 1039 太田　丈児 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 湘南海岸ＲＣ 神奈川県 藤沢市
2 1:06:16 1098 後藤　吉男 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ 神奈川県 藤沢市
3 1:07:03 1089 加瀬　良一 ｶｾ ﾘｮｳｲﾁ 藤沢市立御所見 神奈川県 藤沢市
4 1:07:08 5191 鞆森　祥悟 ﾄﾓﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 早稲田阿呆村 神奈川県 鎌倉市
5 1:07:30 1825 髙畑　俊英 ﾀｶﾊﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
6 1:07:31 5230 山口　浩満 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐﾂ ハートブレイク 神奈川県 横浜市
7 1:07:55 5267 阿部　功 ｱﾍﾞ ｲｻｵ 神奈川県 大和市
8 1:07:58 8640 後藤　靖 ｺﾞﾄｳ ﾔｽｼ ＥスタイルＲＣ 神奈川県 横浜市
9 1:09:34 5827 島田　一洋 ｼﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 大和市

10 1:09:38 1178 清水　彰 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ ＳＲＣ 神奈川県 藤沢市
11 1:09:58 5226 平澤　哲 ﾋﾗｻﾜ ｱｷﾗ ＴＭ・ＣＬＵＢ 神奈川県 横浜市
12 1:10:08 5274 井出　和夫 ｲﾃﾞ ｶｽﾞｵ 立教走り屋 神奈川県 茅ヶ崎市
13 1:10:17 5349 杉野　秀昭 ｽｷﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ ザ・スペース 神奈川県 横須賀市
14 1:11:25 5341 田野尻　俊郎 ﾀﾉｼﾞﾘ ﾄｼﾛｳ ウエストサイド 神奈川県 横浜市
15 1:11:29 1161 木村　誠章 ｷﾑﾗ ﾏｻｱｷ 神奈川県 藤沢市
16 1:11:32 5419 佐野　勇夫 ｻﾉ ｲｻｵ 山梨県 身延町
17 1:11:54 5810 相沢　克彦 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ マンボウ 神奈川県 横浜市
18 1:11:55 5169 中根　功一 ﾅｶﾈ ｺｳｲﾁ 小田原ＮＲ 神奈川県 大井町
19 1:12:26 5663 安藤　進一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 上尾市
20 1:13:25 5610 平岩　基 ﾋﾗｲﾜ ﾓﾄｲ たでのは 東京都 港区
21 1:13:36 5752 有明　靖 ｱﾘｱｹ ﾔｽｼ 鷹の団 神奈川県 横浜市
22 1:13:36 5343 佐藤　源一 ｻﾄｳ ｹﾞﾝｲﾁ 荏原 神奈川県 茅ヶ崎市
23 1:13:39 5242 本多　裕次 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 佐藤商事 東京都 町田市
24 1:13:51 6077 亀井　二朗 ｶﾒｲ ｼﾞﾛｳ 富岡ランナーズ 神奈川県 横浜市
25 1:14:04 5458 滝沢　英雄 ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾙｵ ＪＸ 神奈川県 茅ヶ崎市
26 1:14:07 5238 矢野　聡 ﾔﾉ ｻﾄｼ 東京都 港区
27 1:14:31 5423 古川　貴弘 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 川崎市
28 1:14:38 8929 福重　寛司 ﾌｸｼｹﾞ ｶﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
29 1:14:42 7051 横山　敦裕 ﾖｺﾔﾏ ｱﾂﾋﾛ セカンドウイン 神奈川県 平塚市
30 1:14:54 5671 五島　一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 庄原市
31 1:14:55 5608 庄司　浩 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｼ 横浜市陸協 神奈川県 横浜市
32 1:15:11 8729 中村　孝男 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｵ 神奈川県 横浜市
33 1:15:11 5355 足立　淳弥 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ やまか 神奈川県 茅ヶ崎市
34 1:15:19 5431 高久　真 ﾀｶｸ ﾏｺﾄ Ｊクラブ 神奈川県 鎌倉市
35 1:15:24 5555 浜田　正人 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 東京都 大田区
36 1:15:34 1112 奧村　治彦 ｵｸﾑﾗ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 藤沢市
37 1:15:37 1222 石森　公雄 ｲｼﾓﾘ ｷﾐｵ 神奈川県 藤沢市
38 1:15:50 5602 原　順一 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 原タイル左官店 神奈川県 川崎市
39 1:16:05 6525 守田　敏幸 ﾓﾘﾀ ﾄｼﾕｷ 横浜市陸協会 神奈川県 横浜市
40 1:16:13 5453 鎌田　等 ｶﾏﾀ ﾋﾄｼ チームロータス 東京都 杉並区
41 1:16:14 6175 萩原　浩一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 山遊亭 神奈川県 座間市
42 1:16:19 1325 伊藤　秀雄 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ グリーンプラス 神奈川県 藤沢市
43 1:16:20 6176 関根　博行 ｾｷﾈ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
44 1:16:23 5618 石亀　哲郎 ｲｼｶﾒ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
45 1:16:44 1469 山下　茂樹 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｷ 神奈川県 藤沢市
46 1:16:44 5751 原崎　崇 ﾊﾗｻｷ ﾀｶｼ ラン＆リンク 神奈川県 横浜市
47 1:16:49 1289 福島　聡 ﾌｸｼﾏ ｻﾄﾙ 神奈川県 藤沢市
48 1:16:52 6150 加藤　清正 ｶﾄｳ ｷﾖﾏｻ 昌栄＆清正 東京都 新宿区
49 1:17:00 5451 桃井　光男 ﾓﾓｲ ﾐﾂｵ 神奈川県 横浜市
50 1:17:09 5420 山手　悦郎 ﾔﾏﾃ ｴﾂﾛｳ ドリトレ 千葉県 松戸市
51 1:17:09 5673 若松　隆一 ﾜｶﾏﾂ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
52 1:17:32 5629 長田　勝明 ｵｻﾀﾞ ｶﾂｱｷ 白河走ろう会響 福島県 西郷村
53 1:17:33 5883 島津　裕隆 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 大磯町
54 1:17:35 1182 三浦　洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
55 1:17:40 1195 石井　延幸 ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
56 1:17:51 1186 加藤　均 ｶﾄｳ ﾋﾄｼ 長後ＲＣ 神奈川県 藤沢市
57 1:18:26 1192 和地　英敏 ﾜﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 荏原 神奈川県 藤沢市
58 1:18:53 5476 佐藤　敏明 ｻﾄｳ ﾄｼｱｷ 神奈川県 横浜市
59 1:18:54 1667 高橋　将人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 藤沢市
60 1:18:57 5893 川村　元宏 ｶﾜﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ 下井草ランサー 東京都 杉並区
61 1:18:59 7076 福田　憲二 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 江東区
62 1:19:02 1745 山田　耕司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
63 1:19:17 6120 中村　久男 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｵ アイタック 埼玉県 熊谷市
64 1:19:40 5625 野口　耕平 ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 東京都 町田市
65 1:20:03 6367 山崎　正悟 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｺﾞ 神奈川県 横浜市
66 1:20:08 8740 増田　裕二 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
67 1:20:10 1898 近藤　佳久 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 藤沢市
68 1:20:14 6080 三好　英幸 ﾐﾖｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
69 1:20:31 8833 山崎　恒 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ ヒッポＦＣ 新潟県 長岡市



70 1:20:31 5619 北川　隆史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ ランジョグ 青森県 青森市
71 1:20:32 6784 髙木　宏 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 横須賀市
72 1:20:33 6208 小宮山　登使雄 ｺﾐﾔﾏ ﾄｼｵ 神奈川県 相模原市
73 1:20:35 5946 鈴木　孝一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 神奈川県 平塚市
74 1:20:44 7243 渡辺　謙一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ ウエルシア薬局 神奈川県 横浜市
75 1:21:07 1455 松本　利夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ ＩＰＣＣ 神奈川県 藤沢市
76 1:21:08 5700 飯吉　真 ｲｲﾖｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市
77 1:21:09 5728 志村　利治 ｼﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 神奈川県 横浜市
78 1:21:16 8984 朝倉　新 ｱｻｸﾗ ｱﾗﾀ 神奈川県 鎌倉市
79 1:21:34 6057 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 平塚市
80 1:21:44 6199 橘川　登夫 ｷﾂｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 二宮町
81 1:21:47 5690 國府　和徳 ｺｸﾌ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 横浜市
82 1:21:52 6242 信田　武司 ﾉﾌﾞﾀ ﾀｹｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
83 1:22:08 5249 長谷中　昭 ﾊｾﾅｶ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
84 1:22:08 5707 田中　一成 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県 横浜市
85 1:22:09 1276 平井　勝博 ﾋﾗｲ ｶﾂﾋﾛ ＮＯＺＥ－ＳＣ 神奈川県 藤沢市
86 1:22:10 1510 松本　慎一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ ＣＪランナーズ 神奈川県 藤沢市
87 1:22:10 1154 長谷川　正秀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
88 1:22:13 5487 山下　浩二 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 栄ＳＣＷＲＣ 神奈川県 横浜市
89 1:22:44 5969 木村　良彦 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 横浜市
90 1:22:50 1543 治田　則男 ｼﾞﾀﾞ ﾉﾘｵ 神奈川県 藤沢市
91 1:22:52 5683 田中　旭 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ ＣＣＢＪＩ 神奈川県 横浜市
92 1:23:01 8821 岡本　一郎 ｵｶﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 川崎市
93 1:23:08 1339 乙部　健二 ｵﾄﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
94 1:23:16 6209 小林　満 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ 神奈川県 横浜市
95 1:23:18 1508 田村　正義 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 藤沢市
96 1:23:26 6235 三宅　文彦 ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ 兵庫マスターズ 兵庫県 尼崎市
97 1:23:31 7122 大和　靖典 ﾔﾏﾄ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 横浜市
98 1:23:38 6060 上田　惠也 ｳｴﾀﾞ ｹｲﾔ 三菱電機ビル 東京都 町田市
99 1:23:39 6103 水上　秀己 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾃﾞﾐ 神奈川県 横浜市

100 1:23:54 5839 藤田　五郎 ﾌｼﾞﾀ ｺﾞﾛｳ 神奈川県 平塚市
101 1:24:00 6304 永倉　学 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏﾅﾌﾞ 永倉歯科医院 群馬県 太田市
102 1:24:04 1477 児玉　徳志 ｺﾀﾞﾏ ﾄｸｼ 遥夕絵クラブ 神奈川県 藤沢市
103 1:24:15 6983 西田　和司 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｼ 神奈川県 川崎市
104 1:24:23 7253 奈良橋　正敏 ﾅﾗﾊｼ ﾏｻﾄｼ 奈良橋農園 神奈川県 横浜市
105 1:24:24 6370 山田　貴好 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖｼ いちよしＡＭ 東京都 練馬区
106 1:24:32 1361 長谷川　文雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐｵ 神奈川県 藤沢市
107 1:24:32 6286 足立　和隆 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾀｶ 静岡県 浜松市
108 1:24:41 6822 小野　貢市 ｵﾉ ｺｳｲﾁ 埼玉県 さいたま市
109 1:24:47 1348 林　亮司 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
110 1:24:53 6670 金山　享司 ｶﾅﾔﾏ ｷﾖｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
111 1:24:55 5921 Ｚｉｍｍｅｒｍａｎｎ　Ｆｒａｎｋ ﾂｨﾝﾏｰﾏﾝ ﾌﾗﾝｸ 神奈川県 茅ヶ崎市
112 1:24:55 6941 大川　博之 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
113 1:24:58 6234 冨山　裕高 ﾄﾐﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ ラチエン 神奈川県 寒川町
114 1:25:00 6603 福島　勝広 ﾌｸｼﾏ ｶﾂﾋﾛ ロータス埼玉 埼玉県 美里町
115 1:25:03 5763 佐藤　英明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 横浜市
116 1:25:03 1487 松本　優 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾙ 南国酒家 神奈川県 藤沢市
117 1:25:05 1563 中田　勉 ﾅｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ 所属していない 神奈川県 藤沢市
118 1:25:07 6267 守田　正夫 ﾓﾘﾀ ﾏｻｵ 神奈川県 横浜市
119 1:25:12 6373 荒井　一弥 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 川崎市
120 1:25:19 1511 岩本　裕之 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
121 1:25:25 6353 大澤　明 ｵｵｻﾜ ｱｷﾗ 湘南ＭＦＩＬＬ 千葉県 鎌ｹ谷市
122 1:25:29 7679 中津川　晴康 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔｽ 富士フイルム 神奈川県 南足柄市
123 1:25:32 1625 石澤　勝彦 ｲｼｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 藤沢市
124 1:25:38 7970 寺島　桂一 ﾃﾗｼﾏ ｹｲｲﾁ 山崎小学校 神奈川県 横須賀市
125 1:25:39 1260 大植　英明 ｵｵｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 鎌倉ＦＲＣ 神奈川県 藤沢市
126 1:25:42 6743 北村　和敏 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ ドラッカー 埼玉県 さいたま市
127 1:25:42 5654 新井　一之 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
128 1:25:43 5450 北村　泰博 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ チームイトウ 神奈川県 横浜市
129 1:25:59 5746 笠原　義慈 ｶｻﾊﾗ ﾖｼｼｹﾞ 東京都 町田市
130 1:26:03 5778 安藤　宏行 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
131 1:26:04 8778 木島　修 ｷｼﾏ ｵｻﾑ 東京都 品川区
132 1:26:10 7115 池田　創 ｲｹﾀﾞ ﾊｼﾞﾑ 神奈川県 横浜市
133 1:26:16 6000 伴野　和彦 ﾊﾞﾝﾉ ｶｽﾞﾋｺ ミナリス 神奈川県 横浜市
134 1:26:23 6583 神野　雅夫 ｶﾐﾉ ﾏｻｵ 東京都 世田谷区
135 1:26:27 8728 岡村　洋一 ｵｶﾑﾗ ﾖｳｲﾁ ランニングデポ 神奈川県 横浜市
136 1:26:36 1570 濱口　鉄也 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ チームカイロス 神奈川県 藤沢市
137 1:26:40 6406 山本　優 ﾔﾏﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 神奈川県 横浜市
138 1:26:43 7158 郷野　正広 ｺﾞｳﾉ ﾏｻﾋﾛ リングアーキ 東京都 荒川区
139 1:26:55 6140 青木　安男 ｱｵｷ ﾔｽｵ 神奈川県 茅ヶ崎市



140 1:26:58 7200 荒井　喜世人 ｱﾗｲ ｷﾖﾄ 神奈川県 鎌倉市
141 1:26:59 6191 野田　範行 ﾉﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 埼玉県 さいたま市
142 1:27:01 5547 川本　茂春 ｶﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾊﾙ 神奈川県 相模原市
143 1:27:02 5895 瀧沢　正明 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 神奈川県 海老名市
144 1:27:03 6333 紺谷　正行 ｺﾝﾔ ﾏｻﾕｷ 大阪府 泉佐野市
145 1:27:04 9016 定森　誠市 ｻﾀﾞﾓﾘ ｾｲｲﾁ 神奈川県 横浜市
146 1:27:07 2176 長田　清司 ｵｻﾀﾞ ｷﾖｼﾞ 神奈川県 藤沢市
147 1:27:14 1522 満永　栄二 ﾐﾂﾅｶﾞ ｴｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
148 1:27:14 6127 宮川　清 ﾐﾔｶﾜ ｷﾖｼ ＭＲＣ 東京都 町田市
149 1:27:16 8915 田口　威 ﾀｸﾞﾁ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
150 1:27:20 5674 浜元　輝喜 ﾊﾏﾓﾄ ﾃﾙｷ 西浜ｒｃ 神奈川県 茅ヶ崎市
151 1:27:20 5940 長島　泰夫 ﾅｶﾞｼﾏ ﾔｽｵ ＡＧＣ 千葉県 柏市
152 1:27:20 6280 高島　弘典 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾉﾘ 弱虫トレラン 神奈川県 横浜市
153 1:27:25 6206 秋保　慶志 ｱｷｳ ｹｲｼ 神奈川県 横浜市
154 1:27:30 7265 斎藤　浩治 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ ＪＦＥ 神奈川県 川崎市
155 1:27:32 6194 松田　肇 ﾏﾂﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 相模原市
156 1:27:37 1395 桑田　裕二 ｸﾜﾀ ﾕｳｼﾞ 住友電工横浜 神奈川県 藤沢市
157 1:27:43 8848 角谷　好彦 ｶﾄﾞﾔ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 大和市
158 1:27:46 6729 谷村　利伸 ﾀﾆﾑﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
159 1:27:47 1920 木下　誠司 ｷﾉｼﾀ ｾｲｼﾞ 走菱呑会 神奈川県 藤沢市
160 1:27:48 8336 永原　昭 ﾅｶﾞﾊﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 茅ヶ崎市
161 1:27:55 6163 田畑　正行 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 厚木市
162 1:27:56 5717 太田　宏明 ｵｵﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 平塚市
163 1:27:58 6482 岡本　博 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ ＮＥＳ－ＲＣ 神奈川県 秦野市
164 1:27:58 1266 勝村　則和 ｶﾂﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
165 1:28:04 6238 野口　誠之 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 小田原市
166 1:28:08 1518 松本　謙司 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
167 1:28:10 1517 下田　眞平 ｼﾓﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 一度会ＲＣ 神奈川県 藤沢市
168 1:28:32 7520 脇　昌弘 ﾜｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
169 1:28:33 6555 片桐　衛 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏﾓﾙ 神奈川県 平塚市
170 1:28:39 7096 室屋　透 ﾑﾛﾔ ﾄｵﾙ 岐阜県 高山市
171 1:28:42 6599 小野寺　裕介 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｽｹ メープルＪＰ 神奈川県 横浜市
172 1:28:44 6501 工藤　義信 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾌﾞ ＧＭＫ？ 神奈川県 横浜市
173 1:28:56 7566 西山　貴久 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶﾋｻ 日本航空機開発 神奈川県 横浜市
174 1:29:14 2160 大島　英夫 ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 藤沢市
175 1:29:15 2556 江波　康 ｴﾅﾐ ﾔｽｼ 神奈川県 藤沢市
176 1:29:16 1635 石川　暢昭 ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
177 1:29:18 1952 細川　重明 ﾎｿｶﾜ ｼｹﾞｱｷ 野毛マラソン部 神奈川県 藤沢市
178 1:29:19 1473 永山　晃 ﾅｶﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 片瀬親父の会 神奈川県 藤沢市
179 1:29:21 5829 渡辺　信雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ 湘南ＦＡＲＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
180 1:29:22 1586 工藤　寿 ｸﾄﾞｳ ﾋｻｼ ジヤトコエンジ 神奈川県 藤沢市
181 1:29:32 1691 岡野　徹 ｵｶﾉ ﾄｵﾙ 神奈川県 藤沢市
182 1:29:33 1464 岸　正彦 ｷｼ ﾏｻﾋｺ ベルマーレラン 神奈川県 藤沢市
183 1:29:37 1652 吉村　三喜男 ﾖｼﾑﾗ ﾐｷｵ 神奈川県 藤沢市
184 1:29:39 1391 鳥山　宏 ﾄﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京管走会 神奈川県 藤沢市
185 1:29:39 8876 瀬口　芳広 ｾｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 東京都 狛江市
186 1:29:42 6156 小倉　一彦 ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ Ｇｕｔａｒｏ 神奈川県 鎌倉市
187 1:29:47 5804 川村　英治 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ 湘南レーシング 神奈川県 小田原市
188 1:29:47 6445 長嶋　敏幸 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼﾕｷ あいおぷらす 神奈川県 茅ヶ崎市
189 1:29:48 6409 小川　芳弘 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 保健医療財団 神奈川県 鎌倉市
190 1:29:57 5766 三村　仁 ﾐﾑﾗ ﾋﾄｼ 東京都 世田谷区
191 1:30:01 6830 横塚　志行 ﾖｺﾂﾞｶ ｼｺｳ 神奈川県 横浜市
192 1:30:01 1219 池田　伴和 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ あゆみ会 神奈川県 藤沢市
193 1:30:05 5953 堀川　順一 ﾎﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
194 1:30:06 1519 右田　格之 ﾐｷﾞﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ 境川ランナーズ 神奈川県 藤沢市
195 1:30:10 2529 堀口　政浩 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 東映株式会社 神奈川県 藤沢市
196 1:30:29 1902 下村　健一 ｼﾓﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市
197 1:30:30 6851 松本　寿 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｼ 神奈川県 横浜市
198 1:30:38 8809 金指　宏 ｶﾅｻﾞｼ ﾋﾛｼ 神奈川県 大和市
199 1:30:40 5703 飯田　幸生 ｲｲﾀﾞ ﾕｷｵ 福岡県 福岡市
200 1:30:42 1352 小林　彰 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
201 1:30:43 8064 中村　泰庸 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 川崎市
202 1:30:49 7815 松尾　真一 ﾏﾂｵ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 姫路市
203 1:30:57 1913 斉藤　嘉章 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 百瀬ヨットクラ 神奈川県 藤沢市
204 1:30:58 5518 川村　政之 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 川崎市
205 1:31:05 6903 小林　俊裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
206 1:31:15 8272 米山　豊 ﾖﾈﾔﾏ ﾕﾀｶ 静岡県 小山町
207 1:31:17 7625 原　直樹 ﾊﾗ ﾅｵｷ 千鳥足 神奈川県 横浜市
208 1:31:18 1606 田上　静之 ﾀﾉｳｴ ｾｲｼ 能天気倶楽部 神奈川県 藤沢市
209 1:31:18 7262 川向　一史 ｶﾜﾑｶｲ ｶｽﾞﾌﾐ 神奈川県 伊勢原市



210 1:31:19 5517 小林　秀行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
211 1:31:25 7290 木皿　篤 ｷｻﾗ ｱﾂｼ 多木ＲＣ 神奈川県 横浜市
212 1:31:30 7331 羽津　康久 ﾊﾂﾞ ﾔｽﾋｻ 抗 三重県 四日市市
213 1:31:31 1467 小菅　浩幸 ｺｽｹﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
214 1:31:35 6178 中村　光夫 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 駒ヶ根工業高校 長野県 駒ヶ根市
215 1:31:47 7624 今村　哲也 ｲﾏﾑﾗ ﾃﾂﾔ 東京都 大田区
216 1:31:54 7030 酒井　圭治 ｻｶｲ ｹｲｼﾞ 沖縄県 沖縄市
217 1:31:56 7146 柴山　政雄 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾏｻｵ ＩＢＪ 神奈川県 横浜市
218 1:31:59 5269 矢部　多加夫 ﾔﾍﾞ ﾀｶｵ 東京都 文京区
219 1:32:06 1595 渡辺　勉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 神奈川県 藤沢市
220 1:32:09 8917 黄　海銀 ｺｳ ｶｲｷﾞﾝ ＳＳＬＣ 東京都 江東区
221 1:32:10 7021 水谷　剛 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
222 1:32:12 5718 高橋　英樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 海老名市
223 1:32:16 6725 荒川　高則 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 横浜市
224 1:32:22 6050 花木　敏也 ﾊﾅｷ ﾄｼﾔ 共栄シンヤ 東京都 東久留米市
225 1:32:24 7382 大野　俊仁 ｵｵﾉ ﾄｼﾋﾄ 神奈川県 横浜市
226 1:32:25 6628 長谷見　朗 ﾊｾﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 川崎市
227 1:32:26 7480 川崎　晋一郎 ｶﾜｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＲＵＮ６０ｓ 千葉県 佐倉市
228 1:32:28 8000 青木　清 ｱｵｷ ｷﾖｼ 電電虫 神奈川県 川崎市
229 1:32:32 6239 高橋　光規 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ ＪМＣ横浜 神奈川県 横浜市
230 1:32:32 1993 平井　均 ﾋﾗｲ ﾋﾄｼ 走菱呑会 神奈川県 藤沢市
231 1:32:38 5792 芝土　彰 ｼﾊﾞﾂﾁ ｱｷﾗ グローバルワン 東京都 港区
232 1:32:42 6439 仲野　誠 ﾅｶﾉ ﾏｺﾄ 神奈川県 座間市
233 1:32:43 5504 高瀬　哲夫 ﾀｶｾ ﾃﾂｵ 神奈川県 真鶴町
234 1:32:51 7790 山口　豊明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾖｱｷ 神奈川県 横浜市
235 1:32:51 6204 青木　敏広 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
236 1:32:53 5925 小野寺　均 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ おのきん倶楽部 神奈川県 横浜市
237 1:32:54 6412 鈴木　國男 ｽｽﾞｷ ｸﾆｵ 神奈川県 相模原市
238 1:32:58 6365 岩崎　素之 ｲﾜｻｷ ﾓﾄｼ 神奈川県 鎌倉市
239 1:33:02 5243 松本　真人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ なし 神奈川県 小田原市
240 1:33:03 5914 田部　伸一 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
241 1:33:05 6364 小林　將訓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 鎌倉市
242 1:33:08 6864 森　直樹 ﾓﾘ ﾅｵｷ 東京都 町田市
243 1:33:11 6792 脇田　智徳 ﾜｷﾀ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 水戸市
244 1:33:20 5669 関　芳美 ｾｷ ﾖｼﾐ 横浜医療Ｃ 神奈川県 横浜市
245 1:33:20 6938 荻野　剛義 ｵｷﾞﾉ ﾀｹﾖｼ 神奈川県 平塚市
246 1:33:21 1848 吉野　喜夫 ﾖｼﾉ ﾖｼｵ 神奈川県 藤沢市
247 1:33:30 1474 岩村　幸彦 ｲﾜﾑﾗ ﾕｷﾋｺ 湘南ファルク 神奈川県 藤沢市
248 1:33:31 1908 関口　浩史 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
249 1:33:48 1928 大塚　靖夫 ｵｵﾂｶ ﾔｽｵ 神奈川県 藤沢市
250 1:33:48 7351 森倉　晋 ﾓﾘｸﾗ ｽｽﾑ 神奈川県 川崎市
251 1:33:55 7087 白石　浩之 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾕｷ チーム浜須賀 神奈川県 茅ヶ崎市
252 1:34:02 7239 本間　勇樹 ﾎﾝﾏ ﾕｳｷ 茨城県 神栖市
253 1:34:03 2006 椎名　弘 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
254 1:34:07 7359 坂口　透 ｻｶｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 鎌倉走ろう会 神奈川県 鎌倉市
255 1:34:10 7709 片岡　正樹 ｶﾀｵｶ ﾏｻｷ 神奈川県 鎌倉市
256 1:34:12 6431 世古　治幸 ｾｺ ﾊﾙﾕｷ 東京都 町田市
257 1:34:28 1687 山下　恵一 ﾔﾏｼﾀ ｹｲｲﾁ 神奈川県 藤沢市
258 1:34:30 6597 橋本　久雄 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｵ 白根〒 神奈川県 海老名市
259 1:34:30 8754 神保　俊 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
260 1:34:42 7024 斎藤　慎 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 葉山町
261 1:34:42 7319 園村　基之 ｿﾉﾑﾗ ﾓﾄﾕｷ 神奈川県 相模原市
262 1:34:43 6934 柴田　隆之 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ ゴッチャンズ 神奈川県 大和市
263 1:34:43 7041 松崎　忠利 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾄｼ 神奈川県 横浜市
264 1:34:50 7369 大濱　裕二 ｵｵﾊﾏ ﾕｳｼﾞ 鎌倉ＦＲＣ 神奈川県 鎌倉市
265 1:34:54 6166 土生　俊之 ﾊﾌﾞ ﾄｼﾕｷ ＮＲＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
266 1:34:54 6774 岩崎　文俊 ｲﾜｻｷ ﾌﾐﾄｼ 神奈川県 横浜市
267 1:35:05 7845 最上　龍平 ﾓｶﾞﾐ ﾘｭｳﾍｲ 神奈川県 鎌倉市
268 1:35:08 1639 青木　元伸 ｱｵｷ ﾓﾄﾉﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
269 1:35:19 1616 巽　浩之 ﾀﾂﾐ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
270 1:35:22 8109 野中　浩稔 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾄｼ 神奈川県 川崎市
271 1:35:23 8997 渡口　悟 ﾄｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 神奈川県 横浜市
272 1:35:27 7075 武笠　毅 ﾑｶｻ ﾀｹｼ ロータス 埼玉県 行田市
273 1:35:33 6767 尾崎　一成 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ 東京都 八王子市
274 1:35:33 1991 櫻井　保志 ｻｸﾗｲ ﾔｽｼ 神奈川県 藤沢市
275 1:35:40 6888 藤村　佳明 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼｱｷ 神奈川県 寒川町
276 1:35:42 6001 笠原　靖 ｶｻﾊﾗ ﾔｽｼ 埼玉県 さいたま市
277 1:35:42 8392 市川　陽一 ｲﾁｶﾜ ﾖｳｲﾁ 城内ＲＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
278 1:35:44 7130 秋山　光弘 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ マリノスＲＣ 神奈川県 横浜市
279 1:35:47 2109 勝田　文隆 ｶﾂﾀ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 藤沢市



280 1:35:50 7485 西山　幸宏 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 三愛走飾倶楽部 神奈川県 茅ヶ崎市
281 1:35:53 1909 相澤　直彦 ｱｲｻﾞﾜ ﾅｵﾋｺ 神奈川県 藤沢市
282 1:35:59 7269 川村　達也 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾂﾔ 神奈川県 大和市
283 1:36:06 7635 柳沢　明彦 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾋｺ 神奈川県 葉山町
284 1:36:10 6404 宮田　慎治 ﾐﾔﾀ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 海老名市
285 1:36:18 6722 黒須　宏一 ｸﾛｽ ｺｳｲﾁ 神奈川県 平塚市
286 1:36:21 6495 黒川　昌彦 ｸﾛｶﾜ ﾏｻﾋｺ 西小磯 神奈川県 大磯町
287 1:36:26 9041 大江　将元 ｵｵｴ ﾏｻﾊﾙ ＳＫＣ 東京都 小金井市
288 1:36:30 6219 岩瀬　雅昭 ｲﾜｾ ﾏｻｱｷ ＫＵＲＡＴＡ 神奈川県 横浜市
289 1:36:33 2238 瀬川　雅雄 ｾｶﾞﾜ ﾏｻｵ 神奈川県 藤沢市
290 1:36:39 7057 出澤　幸夫 ﾃﾞｻﾞﾜ ｻﾁｵ 神奈川県 横浜市
291 1:36:42 7284 藤田　耕市 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 海老名市
292 1:36:43 6787 清水　篤 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
293 1:36:47 9019 林　直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 埼玉県 ふじみ野市
294 1:36:51 7899 高木　信 ﾀｶｷﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 海老名市
295 1:36:51 1333 藪野　忠久 ﾔﾌﾞﾉ ﾀﾀﾞﾋｻ 巖本金属 神奈川県 藤沢市
296 1:36:57 7504 佐藤　晃一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 相模原市
297 1:37:09 6544 松尾　三矢 ﾏﾂｵ ﾐﾂﾔ 鹿城走宴会 神奈川県 茅ヶ崎市
298 1:37:09 6558 鈴木　正敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 沖電気 東京都 多摩市
299 1:37:11 6376 尾崎　喜史 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
300 1:37:25 7777 横山　徹 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市
301 1:37:28 1503 宮田　徹 ﾐﾔﾀ ﾄｵﾙ 富士見苑町内会 神奈川県 藤沢市
302 1:37:30 7621 倉持　ジョンロバートカー ｸﾗﾓﾁ ｼﾞｮﾝﾛﾊﾞｰﾄｶｰ ＪＪランナーズ 神奈川県 横浜市
303 1:37:31 7498 山本　敏晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 神奈川県 横浜市
304 1:37:33 6402 重田　暁男 ｼｹﾞﾀ ｱｷｵ マリノスＲＣ 神奈川県 横浜市
305 1:37:46 2141 長野　義則 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 四和チーム 神奈川県 藤沢市
306 1:37:52 9015 勝野　明彦 ｶﾂﾉ ｱｷﾋｺ ＶＲアカデミー 東京都 目黒区
307 1:37:57 5688 天野　充猛 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾀｹ 神奈川県 横浜市
308 1:37:59 9069 小山　晋護 ｺﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
309 1:38:01 7178 大手　一郎 ｵｵﾃ ｲﾁﾛｳ 日立製作所 神奈川県 茅ヶ崎市
310 1:38:02 7512 松永　茂男 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｹﾞｵ 埼玉県 加須市
311 1:38:03 6975 齊藤　宏行 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
312 1:38:04 9134 金城　雅 ｷﾝｼﾞｮｳ ﾏｻｼ 神奈川県 横浜市
313 1:38:05 6188 水津　康博 ｽｲﾂ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 大和市
314 1:38:10 7053 本田　和彦 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ ブーメラン１８ 神奈川県 川崎市
315 1:38:12 5965 久島　唯由 ｸｼﾏ ﾀﾀﾞﾖｼ モレックス 神奈川県 座間市
316 1:38:14 7477 平田　誠一 ﾋﾗﾀ ｾｲｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
317 1:38:20 8976 杉田　直樹 ｽｷﾞﾀ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
318 1:38:21 5708 星野　哲生 ﾎｼﾉ ﾃﾂｵ 日本モレックス 神奈川県 横浜市
319 1:38:24 2088 新堀　正徳 ｼﾝﾎﾞﾘ ﾏｻﾉﾘ 再来仲間鵠沼 神奈川県 藤沢市
320 1:38:25 6675 武井　勝久 ﾀｹｲ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 横浜市
321 1:38:36 7398 たか　敏雄 ﾀｶ ﾄｼｵ 柏ケ谷 神奈川県 海老名市
322 1:38:38 9047 松井　信彦 ﾏﾂｲ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
323 1:38:42 7926 鈴木　教之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 東京都 葛飾区
324 1:38:46 7789 高木　富士夫 ﾀｶｷﾞ ﾌｼﾞｵ 日立アステモ 神奈川県 横浜市
325 1:38:48 8002 柳原　聖 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｾｲ 横浜市場小学校 神奈川県 横浜市
326 1:38:53 7230 柳田　孝一 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
327 1:38:53 2250 藤田　和則 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
328 1:38:56 7507 秋本　武 ｱｷﾓﾄ ﾀｹｼ ダイハツ 神奈川県 横須賀市
329 1:38:57 2183 浅島　弘一 ｱｻｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ Ｖランナーズ 神奈川県 藤沢市
330 1:38:57 7484 山本　光弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ ＭＹＣＭ 東京都 大田区
331 1:38:57 7246 若山　磨 ﾜｶﾔﾏ ｵｻﾑ Ｆ．Ｏ．Ｒ． 神奈川県 川崎市
332 1:38:58 5785 菅原　秀樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ シバカイＲＣ 神奈川県 横須賀市
333 1:39:02 7657 羽角　俊治 ﾊｽﾐ ﾄｼﾊﾙ 苗は管理室 神奈川県 茅ヶ崎市
334 1:39:07 1943 矢島　茂雄 ﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞｵ 神奈川県 藤沢市
335 1:39:07 7788 古郡　貴信 ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾀｶﾉﾌﾞ イオン 神奈川県 横浜市
336 1:39:07 1215 谷　城治 ﾀﾆ ｼﾞｮｳｼﾞ サウサリート 神奈川県 藤沢市
337 1:39:10 2174 杉坂　徹 ｽｷﾞｻｶ ﾄｵﾙ ＫＦＰ＆ＤＯＮ 神奈川県 藤沢市
338 1:39:14 7160 岩渕　成祐 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｹﾞﾋﾛ ハリアーズ 東京都 品川区
339 1:39:23 6536 山口　亮一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 秦野市
340 1:39:23 6328 松井　誠 ﾏﾂｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 川崎市
341 1:39:27 6306 飯田　正則 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 横浜市
342 1:39:34 1605 山村　賢二 ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
343 1:39:36 7864 荒井　秀和 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ＴＵＫＣ 東京都 大田区
344 1:39:36 6369 吉牟田　正行 ﾖｼﾑﾀ ﾏｻﾕｷ 長野県 佐久市
345 1:39:39 7577 木村　吉夫 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ 千葉県 柏市
346 1:39:40 7784 坂井　健彦 ｻｶｲ ﾀｹﾋｺ 千葉県 千葉市
347 1:39:45 8322 北澤　勤 ｷﾀｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 長野県 宮田村
348 1:39:49 5975 上村　武男 ｶﾐﾑﾗ ﾀｹｵ 東京陸連 東京都 目黒区
349 1:39:51 2065 阿部　雄二 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市



350 1:39:55 7405 田部井　政明 ﾀﾍﾞｲ ﾏｻｱｷ 神奈川県 横浜市
351 1:39:57 7676 後藤　香進 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾝ 龍ケ崎 茨城県 龍ｹ崎市
352 1:39:59 2560 三角　章 ﾐｽﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
353 1:40:00 6686 佐々木　義昭 ｻｻｷ ﾖｼｱｷ 千葉県 千葉市
354 1:40:01 7639 山下　一夫 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｵ 東京都 小平市
355 1:40:07 7622 稲葉　信行 ｲﾅﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
356 1:40:08 7430 奥寺　忍 ｵｸﾃﾞﾗ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
357 1:40:14 7310 泉田　裕典 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
358 1:40:19 7048 宮本　隆央 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋｻ マンボウ 神奈川県 横浜市
359 1:40:39 1856 土江　正 ﾂﾁｴ ﾀﾀﾞｼ エナジー 神奈川県 藤沢市
360 1:40:43 6399 並木　政之 ﾅﾐｷ ﾏｻﾕｷ 夕日化成 神奈川県 鎌倉市
361 1:40:43 8819 前村　謙一郎 ﾏｴﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 紐育寿司集団 神奈川県 厚木市
362 1:40:44 6430 山本　直也 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 神奈川県 鎌倉市
363 1:40:52 1641 川井　幸夫 ｶﾜｲ ﾕｷｵ 神奈川県 藤沢市
364 1:40:59 1204 近藤　貢 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｷﾞ 菱熱工業 神奈川県 藤沢市
365 1:41:00 9005 木曽　文男 ｷｿ ﾌﾐｵ 神奈川県 相模原市
366 1:41:01 7628 関口　峰夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾈｵ 東京都 大田区
367 1:41:01 7037 大森　和朗 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞｵ 神奈川県 横浜市
368 1:41:05 9151 志賀　啓成 ｼｶﾞ ﾋﾛｼｹﾞ 神奈川県 横浜市
369 1:41:12 7367 中井　克巳 ﾅｶｲ ｶﾂﾐ 神奈川県 横浜市
370 1:41:18 7039 刈込　光晴 ｶﾘｺﾐ ﾐﾂﾊﾙ 神奈川県 横浜市
371 1:41:20 7125 清田　昌宏 ｷﾖﾀ ﾏｻﾋﾛ 乾走会 千葉県 柏市
372 1:41:24 7516 鳥海　勝彦 ﾄﾘｳﾐ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 伊勢原市
373 1:41:31 8335 古川　秀敏 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 横浜市
374 1:41:37 2248 増田　洋一 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
375 1:41:44 8167 河野　守 ｺｳﾉ ﾏﾓﾙ 東京都 練馬区
376 1:41:49 7576 山田　幸男 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷｵ 東京都 世田谷区
377 1:41:51 7853 水谷　太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾄｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
378 1:42:01 7358 尾関　淳 ｵｾﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
379 1:42:03 6331 宇田川　宗孝 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾑﾈﾀｶ 神奈川県 横浜市
380 1:42:04 7174 藤田　明弘 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 篠原水狂会 神奈川県 横浜市
381 1:42:05 9017 増田　明世 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾖ ＥＲＩＨＤ 神奈川県 川崎市
382 1:42:11 7035 森川　武則 ﾓﾘｶﾜ ﾀｹﾉﾘ 東京都 世田谷区
383 1:42:12 7302 及川　浩和 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 北海道 旭川市
384 1:42:14 2262 板橋　秀雄 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 藤沢市
385 1:42:19 7761 城戸　克斉 ｷﾄﾞ ｶﾂﾅﾘ いいかげん 神奈川県 横浜市
386 1:42:22 1307 菊池　信哉 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾔ 神奈川県 藤沢市
387 1:42:23 1996 金沢　健二 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 髙浜パワーズ 神奈川県 藤沢市
388 1:42:29 2288 丸山　孝幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 藤沢市
389 1:42:32 5679 鈴木　功 ｽｽﾞｷ ｺｳ かながわ信金 神奈川県 横須賀市
390 1:42:33 7873 相澤　克彦 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 鎌倉市
391 1:42:36 1927 萩谷　太一朗 ﾊｷﾞﾉﾔ ﾀｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
392 1:42:39 6497 伊藤　大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 豊橋設計陸上部 愛知県 豊橋市
393 1:42:44 7270 渡利　博行 ﾜﾀﾘ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
394 1:42:46 7809 新家　実 ｼﾝﾔ ﾐﾉﾙ 東京都 町田市
395 1:42:52 1815 篠崎　哲 ｼﾉｻﾞｷ ﾃﾂ 神奈川県 藤沢市
396 1:42:56 2330 青木　栄一 ｱｵｷ ｴｲｲﾁ アプリコット 神奈川県 藤沢市
397 1:42:56 7998 橋本　宏志 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 西小磯東 神奈川県 大磯町
398 1:42:59 7156 森脇　幸生 ﾓﾘﾜｷ ﾕｷｵ ジェクティー 千葉県 千葉市
399 1:43:00 6930 阿部　良 ｱﾍﾞ ﾘｮｳ グッドガイ 神奈川県 逗子市
400 1:43:04 2184 薦田　潔 ｺﾓﾀﾞ ｷﾖｼ 神奈川県 藤沢市
401 1:43:10 6323 福島　雅彦 ﾌｸｼﾏ ﾏｻﾋｺ 東京都 板橋区
402 1:43:12 1481 山下　真史 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ 神奈川県 藤沢市
403 1:43:14 2439 松野　徹 ﾏﾂﾉ ﾄｵﾙ 神奈川県 藤沢市
404 1:43:16 8371 風間　聡 ｶｻﾞﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 大和市
405 1:43:17 1750 尾崎　克行 ｵｻﾞｷ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 藤沢市
406 1:43:22 7296 丸子　誠治 ﾏﾙｺ ｾｲｼﾞ 神奈川県 横須賀市
407 1:43:29 6828 荒川　伸二 ｱﾗｶﾜ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 寒川町
408 1:43:31 2619 田草川　賢 ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 神奈川県 藤沢市
409 1:43:35 6700 加藤　浩彦 ｶﾄｳ ﾋﾛﾋｺ 宮前郵便局 神奈川県 川崎市
410 1:43:36 6182 山口　壽一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭｲﾁ 神奈川県 平塚市
411 1:43:38 9160 飯田　一彦 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
412 1:43:40 7807 森本　功 ﾓﾘﾓﾄ ｲｻｵ 神奈川県 伊勢原市
413 1:43:42 6384 葛西　信一 ｶｻｲ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
414 1:43:49 7514 山邑　英之 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 滋賀県 草津市
415 1:43:50 7693 仲田　克彦 ﾅｶﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 逗子市
416 1:44:01 6317 金子　憲勝 ｶﾈｺ ﾉﾘｶﾂ 相模中 神奈川県 座間市
417 1:44:02 9162 菅沼　浩 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛｼ ＹＦＭＲＣ 神奈川県 横浜市
418 1:44:05 7752 木下　好之 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 横浜市
419 1:44:06 5621 吉田　悟 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市



420 1:44:24 9158 山口　勝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
421 1:44:27 2357 田村　豊 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 神奈川県 藤沢市
422 1:44:28 2433 高宮　広明 ﾀｶﾐﾔ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
423 1:44:31 6390 岡安　規之 ｵｶﾔｽ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
424 1:44:35 8183 亀田　陽一 ｶﾒﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 世田谷区
425 1:44:35 7202 矢澤　宏 ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ マラトーナ 神奈川県 大和市
426 1:44:37 2079 杉本　裕志 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ 湘南ジョギング 神奈川県 藤沢市
427 1:44:43 2048 比企　啓之 ﾋｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
428 1:44:45 7272 清久　春義 ｷﾖｸ ﾊﾙﾖｼ 神奈川県 横浜市
429 1:44:50 7050 嶋本　正 ｼﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 横浜市
430 1:44:54 7887 塩路　邦彦 ｼｵｼﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 世田谷区
431 1:44:55 7803 坂本　健一 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 千葉県 柏市
432 1:44:57 7252 小野寺　正吾 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 横浜市
433 1:45:02 7797 志賀　昌則 ｼｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 鎌倉市
434 1:45:03 1984 止部　久仁彦 ﾄﾒﾍﾞ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 藤沢市
435 1:45:06 8073 田中　明 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 七里の風 神奈川県 鎌倉市
436 1:45:07 7802 馬場　隆之 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 東亜建設工業 神奈川県 川崎市
437 1:45:08 6378 斎藤　敏彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 東京都 大田区
438 1:45:10 5757 青木　一男 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ 神奈川リハビリ 神奈川県 茅ヶ崎市
439 1:45:23 8971 中迎　隆敏 ﾅｶﾑｶｲ ﾀｶﾄｼ 神奈川県 大磯町
440 1:45:23 7898 高橋　博紀 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 目黒区
441 1:45:27 8350 十河　周典 ｿｺﾞｳ ﾋﾛﾉﾘ パパっとクラブ 神奈川県 横浜市
442 1:45:30 7578 佐原　弘益 ｻﾊﾗ ﾋﾛｴｷ 麻布大学 神奈川県 相模原市
443 1:45:34 7795 今井　孝明 ｲﾏｲ ﾀｶｱｷ 神奈川県 平塚市
444 1:45:42 9042 原口　延宏 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
445 1:45:50 8205 古田　裕司 ﾌﾙﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都 練馬区
446 1:46:06 9195 村田　誠司 ﾑﾗﾀ ｾｲｼﾞ 神奈川県 横浜市
447 1:46:07 1759 江森　文雄 ｴﾓﾘ ﾌﾐｵ 神奈川県 藤沢市
448 1:46:10 1147 三枝　啓一 ｻｴｸﾞｻ ｹｲｲﾁ プロフィジカル 神奈川県 藤沢市
449 1:46:12 7308 中山　篤 ﾅｶﾔﾏ ｱﾂｼ 群馬県 みどり市
450 1:46:14 8058 山本　敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 埼玉県 幸手市
451 1:46:14 8087 細　洋範 ﾎｿ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 市川市
452 1:46:21 8913 小林　延行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ びいばあず 埼玉県 三郷市
453 1:46:24 7661 福原　祐 ﾌｸﾊﾗ ﾀｽｸ 宮城県 大崎市
454 1:46:24 7092 米今　寛人 ﾖﾈｲﾏ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 座間市
455 1:46:25 5974 中野　宏信 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ Ｖｅｎｇａ　Ｖ 神奈川県 葉山町
456 1:46:27 7895 山本　政雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｵ 神奈川県 鎌倉市
457 1:46:28 7764 薬師寺　剛政 ﾔｸｼｼﾞ ﾀｹﾏｻ 神奈川県 大和市
458 1:46:31 7274 青木　伸一 ｱｵｷ ｼﾝｲﾁ 千葉県 船橋市
459 1:46:35 1452 大山　康明 ｵｵﾔﾏ ﾔｽｱｷ ケンケン 神奈川県 藤沢市
460 1:46:39 8907 田村　幸次郎 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ ＡＤ 千葉県 印西市
461 1:46:40 2419 内田　隆 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 西高音楽部ＯＢ 神奈川県 藤沢市
462 1:46:43 1425 藤野　文弥 ﾌｼﾞﾉ ﾌﾐﾔ 文弥家 神奈川県 藤沢市
463 1:46:44 7950 櫻井　登志彦 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋｺ かめさんクラブ 神奈川県 横浜市
464 1:46:48 6886 久保　順一 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 大磯町
465 1:46:52 6904 岩倉　正樹 ｲﾜｸﾗ ﾏｻｷ 神奈川県 鎌倉市
466 1:47:04 2077 鋤納　康治 ｽｷﾉｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
467 1:47:08 7643 小山　慶博 ｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
468 1:47:11 7739 新原　潤一郎 ﾆｲﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 川崎市
469 1:47:22 7614 吉田　竜介 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 吉田クリニック 東京都 豊島区
470 1:47:24 8421 筒井　裕二 ﾂﾂｲ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 草加市
471 1:47:24 6677 佐和　卓 ｻﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 大和市
472 1:47:32 7300 川口　稔 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
473 1:47:36 8522 村岡　雅文 ﾑﾗｵｶ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 横浜市
474 1:47:37 6587 赤崎　達也 ｱｶｻｷ ﾀﾂﾔ 東京都 日野市
475 1:47:41 7808 平松　真一 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 東京都 稲城市
476 1:47:44 7975 松村　浩 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
477 1:47:54 6913 磯崎　聡 ｲｿｻﾞｷ ｻﾄｼ 神奈川県 鎌倉市
478 1:48:04 1636 八神　実 ﾔｶﾞﾐ ﾐﾉﾙ 神奈川県 藤沢市
479 1:48:07 1632 林田　朋之 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 藤沢市
480 1:48:08 7859 村上　和隆 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾀｶ 長野県 駒ヶ根市
481 1:48:12 7806 中村　明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
482 1:48:12 7352 大場　英雄 ｵｵﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 平塚市
483 1:48:13 8111 中山　徹男 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾂｵ 神奈川県 相模原市
484 1:48:18 1719 鈴木　良則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 本町湘南 神奈川県 藤沢市
485 1:48:22 8034 楳原　利也 ｳﾒﾊﾗ ﾄｼﾔ 神奈川県 平塚市
486 1:48:30 9051 小名　篤裕 ｵﾅ ｱﾂﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
487 1:48:31 7673 相原　正弘 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横須賀市
488 1:48:33 6371 渡辺　隆一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
489 1:48:34 2612 平岡　靖彦 ﾋﾗｵｶ ﾔｽﾋｺ 神奈川県 藤沢市



490 1:48:37 2261 宮城　裕之 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
491 1:48:38 7653 森　慎介 ﾓﾘ ｼﾝｽｹ 愛知県 名古屋市
492 1:48:40 8049 秦　英世 ﾊﾀ ﾋﾃﾞﾖ 埼玉県 吉川市
493 1:48:40 8173 奥村　知之 ｵｸﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 横浜市
494 1:48:59 7891 大島　大作 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｻｸ 栃木県 栃木市
495 1:49:00 9225 佐藤　康人 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾄ 佐藤家 神奈川県 横浜市
496 1:49:05 7091 前尾　和彦 ﾏｴｵ ｶｽﾞﾋｺ 湘南ＦＡＲＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
497 1:49:08 7554 佐藤　真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 日本精工 福島県 棚倉町
498 1:49:19 1736 武藤　泰之 ﾑﾄｳ ﾔｽｼ 日本精工 神奈川県 藤沢市
499 1:49:24 2227 柴田　清 ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｼ 無所属 神奈川県 藤沢市
500 1:49:24 2409 久保　一昭 ｸﾎﾞ ｶｽﾞｱｷ ＰＤＲ 神奈川県 藤沢市
501 1:49:24 7900 岡崎　康郎 ｵｶｻﾞｷ ﾔｽｵ 神奈川県 横浜市
502 1:49:26 8076 青沼　大介 ｱｵﾇﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 平塚市
503 1:49:26 1781 吉富　望 ﾖｼﾄﾐ ﾉｿﾞﾑ 神奈川県 藤沢市
504 1:49:26 5391 飯田　嘉彦 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 横浜市
505 1:49:27 7569 網野　和文 ｱﾐﾉ ｶｽﾞﾌﾐ ＹＴＣ 神奈川県 鎌倉市
506 1:49:29 7792 本田　透 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｵﾙ 滋賀県 大津市
507 1:49:46 7068 別府　義之 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾖｼﾕｷ 機器一発 神奈川県 横浜市
508 1:49:47 5542 関口　倫生 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾁｵ ランジョグ 神奈川県 横浜市
509 1:50:03 6994 大橋　和彦 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
510 1:50:18 8184 中田　功 ﾅｶﾀﾞ ｲｻｵ ランドルフィン 神奈川県 茅ヶ崎市
511 1:50:22 7482 島崎　哲也 ｼﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 共同通信社 東京都 調布市
512 1:50:22 7658 岩崎　一義 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞﾖｼ 東芝横浜 青森県 三沢市
513 1:50:29 7961 荒川　健司 ｱﾗｶﾜ ｹﾝｼﾞ ｒｕｎｃ＠ｍｐ 神奈川県 横須賀市
514 1:50:33 8256 平山　章 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾗ 埼玉県 川口市
515 1:50:33 2482 横手　伸明 ﾖｺﾃ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
516 1:50:35 1803 柿沼　秀幸 ｶｷﾇﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
517 1:50:37 7126 三原　武一 ﾐﾊﾗ ﾀｹｶｽﾞ フットワーク 神奈川県 横浜市
518 1:50:44 6413 経沢　勉 ﾂﾈｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 東京都 府中市
519 1:50:46 8114 大谷　淳 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 逗子市
520 1:50:53 8542 正岡　義也 ﾏｻｵｶ ﾖｼﾔ ＮＡＳ湘南台 神奈川県 茅ヶ崎市
521 1:50:57 8413 石井　富士人 ｲｼｲ ﾌｼﾞﾄ ＶＫＪ 神奈川県 厚木市
522 1:50:59 5719 住田　英男 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 海老名市
523 1:51:01 7242 福島　保 ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ 神奈川県 横浜市
524 1:51:01 6632 重田　親人 ｼｹﾞﾀ ﾁｶﾄ 神奈川県 横浜市
525 1:51:03 1588 緒方　栄治 ｵｶﾞﾀ ｴｲｼﾞ 日航ランナーズ 神奈川県 藤沢市
526 1:51:06 1903 丸尾　昭二 ﾏﾙｵ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
527 1:51:09 7420 武田　弘道 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 神奈川県 横浜市
528 1:51:12 2235 波多野　智 ﾊﾀﾉ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
529 1:51:19 7985 米山　淳一 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ブーメラン 神奈川県 秦野市
530 1:51:33 2574 佐藤　倫明 ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ 藤沢サポーター 神奈川県 藤沢市
531 1:51:35 2405 内田　信之 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ スウィフト 神奈川県 藤沢市
532 1:51:39 2347 丸山　幸夫 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾁｵ Ｍａｎｂｏｗ 神奈川県 藤沢市
533 1:51:39 7812 宮崎　昭文 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷﾌﾐ フジ 神奈川県 横浜市
534 1:51:46 7077 立木　高宏 ﾂｲｷ ﾀｶﾋﾛ ブーメラン１８ 神奈川県 秦野市
535 1:52:02 6394 吉田　正司 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 神奈川県 横須賀市
536 1:52:06 8238 今井　隆英 ｲﾏｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 東京都 多摩市
537 1:52:11 6647 小林　利明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 今宿中 神奈川県 横浜市
538 1:52:22 6719 吉田　紹一 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 座間市
539 1:52:29 5262 中村　健 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ ＮＢＳ 神奈川県 相模原市
540 1:52:36 1893 岩熊　英一 ｲﾜｸﾏ ｴｲｲﾁ セイビー 神奈川県 藤沢市
541 1:52:54 7481 佐藤　暢彦 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川県 葉山町
542 1:53:07 9022 本間　清 ﾎﾝﾏ ｷﾖｼ ＳＥＲ 神奈川県 横浜市
543 1:53:16 7249 福崎　哲司 ﾌｸｻﾞｷ ﾃﾂｼ 神奈川県 大和市
544 1:53:17 6498 大山　広見 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 神奈川県 鎌倉市
545 1:53:22 7766 鷲尾　昌巳 ﾜｼｵ ﾏｻﾐ ワシオセッケイ 東京都 大田区
546 1:53:41 7343 瀧本　朝光 ﾀｷﾓﾄ ﾄﾓﾐﾂ ＨＩＨＩ走優会 神奈川県 真鶴町
547 1:53:50 9272 黒澤　福一郎 ｸﾛｻﾜ ﾌｸｲﾁﾛｳ 走恋酒会 埼玉県 神川町
548 1:54:26 8141 杉本　洋一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｳｲﾁ きゃらめる企画 神奈川県 横浜市
549 1:54:27 7819 坪内　宏 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾋﾛｼ ブーメラン 神奈川県 秦野市
550 1:54:34 1422 有井　和久 ｱﾘｲ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 藤沢市
551 1:54:37 5955 金子　陽一 ｶﾈｺ ﾖｳｲﾁ ふれんどハウス 神奈川県 横浜市
552 1:54:41 2081 丹野　宗 ﾀﾝﾉ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 藤沢市
553 1:54:46 8229 草柳　有吉 ｸｻﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷﾁ 東京都 文京区
554 1:55:13 7785 浜島　雅彦 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾏｻﾋｺ 東京都 港区
555 1:55:13 7095 加藤　新二郎 ｶﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 公務員 神奈川県 小田原市
556 1:55:16 5889 蓮井　賢治 ﾊｽｲ ｹﾝｼﾞ 乾走会 東京都 世田谷区
557 1:55:22 9116 鹿間　久晴 ｼｶﾏ ﾋｻﾊﾙ 日本教文社 神奈川県 横浜市
558 1:55:31 2192 垣中　利隆 ｶｷﾅｶ ﾄｼﾀｶ ＤＦＢＦＣ 神奈川県 藤沢市
559 1:55:32 7167 本田　俊彦 ﾎﾝﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 横浜市



560 1:55:40 7233 竹澤　秀明 ﾀｹｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 大田区
561 1:55:43 6919 坂口　淳 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 大倉山記念病院 神奈川県 横浜市
562 1:55:46 7190 渡邉　真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 東京都 調布市
563 1:56:01 8180 網倉　克己 ｱﾐｸﾗ ｶﾂﾐ 大泉記念病院 東京都 世田谷区
564 1:56:08 7883 齋藤　暢 ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ 齋藤企画 神奈川県 茅ヶ崎市
565 1:56:12 7946 稲葉　秀明 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 狛江市
566 1:56:13 8209 佐藤　眞明 ｻﾄｳ ﾓﾄｱｷ 千葉県 松戸市
567 1:56:26 7044 玉川　俊之 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 千葉県 千葉市
568 1:56:26 1634 駒形　泰史 ｺﾏｶﾞﾀ ﾔｽｼ こまこま亭 神奈川県 藤沢市
569 1:56:29 6631 東　一郎 ｱｽﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
570 1:56:30 8071 海老根　雅和 ｴﾋﾞﾈ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 川口市
571 1:56:48 6451 濱　隆 ﾊﾏ ｱﾂｼ 東京都 町田市
572 1:56:57 8094 長谷川　準 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 神奈川県 寒川町
573 1:57:04 1682 大橋　鉄雄 ｵｵﾊｼ ﾃﾂｵ なし 神奈川県 藤沢市
574 1:57:27 7492 近藤　英則 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市
575 1:57:33 8164 塩野入　一男 ｼｵﾉｲﾘ ｶｽﾞｵ 塩野入電設３６ 長野県 長野市
576 1:57:33 2385 沢田　勝 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 神奈川県 藤沢市
577 1:57:41 6070 萱場　将裕 ｶﾔﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横浜市
578 1:58:07 8182 大場　文夫 ｵｵﾊﾞ ﾌﾐｵ 東京都 青梅市
579 1:58:08 6400 横田　隆 ﾖｺﾀ ﾀｶｼ ゴン次＆ゴン造 神奈川県 横須賀市
580 1:58:10 7743 前田　直樹 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 大阪府 吹田市
581 1:58:22 8305 角田　克己 ｶｸﾀﾞ ｶﾂﾐ テッチーズ 東京都 目黒区
582 1:58:28 1553 芹ヶ野　清高 ｾﾘｶﾞﾉ ｷﾖﾀｶ 神奈川県 藤沢市
583 1:58:29 6507 大槻　則夫 ｵｵﾂｷ ﾉﾘｵ リクシル 埼玉県 さいたま市
584 1:58:30 7522 崎野　龍二 ｻｷﾉ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
585 1:58:43 8079 カヌカ　カツヒロ ｶﾇｶ ｶﾂﾋﾛ チームカヌカ 神奈川県 横浜市
586 1:58:48 8013 吉田　功 ﾖｼﾀﾞ ｲｻｵ 松林百足会 神奈川県 茅ヶ崎市
587 1:58:50 2377 落合　真二 ｵﾁｱｲ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
588 1:58:56 6691 神戸　喜明 ｶﾝﾍﾞ ﾖｼｱｷ ＴＥＡＭ宗喜 神奈川県 横浜市
589 1:59:10 8514 中江　陽一郎 ﾅｶｴ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 厚木市
590 1:59:12 8365 上野　成三 ｳｴﾉ ｾｲｿﾞｳ 神奈川県 鎌倉市
591 1:59:34 7967 仲鉢　浩史 ﾁｭﾊﾞﾁ ﾋﾛｼ ＬＲＣ 神奈川県 大和市
592 1:59:57 2620 山田　眞樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
593 2:00:21 7056 山下　高幸 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾕｷ ５ランナーズ 千葉県 千葉市
594 2:00:25 2219 中和田　明人 ﾅｶﾜﾀﾞ ｱｷﾄ 神奈川県 藤沢市
595 2:00:28 8432 三輪　康広 ﾐﾜ ﾔｽﾋﾛ 乾走会 東京都 中野区
596 2:00:45 2269 長谷川　弘章 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
597 2:01:21 8261 齋藤　憲一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ エフオーアール 東京都 江東区
598 2:02:35 7474 西田　哲治 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 鎌倉市
599 2:02:45 8172 荒木　玉夫 ｱﾗｷ ﾀﾏｵ 神奈川県 横浜市
600 2:02:46 7963 高木　三郎 ﾀｶｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 軽井沢 神奈川県 横浜市
601 2:03:24 5680 藤堂　潤一 ﾄｳﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ かながわ信金 神奈川県 横須賀市
602 2:03:28 5926 石本　誠 ｲｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市
603 2:04:25 1995 吉川　裕之 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 富士見苑町内会 神奈川県 藤沢市
604 2:04:40 7912 宍倉　康介 ｼｼｸﾗ ｺｳｽｹ 神奈川県 相模原市
605 2:04:59 8139 山崎　一義 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 横浜市
606 2:05:12 2202 山田　良策 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｻｸ 神奈川県 藤沢市
607 2:05:42 9149 須貝　儀一 ｽｶﾞｲ ｷﾞｲﾁ 神奈川県 海老名市
608 2:05:44 8190 國武　慎一 ｸﾆﾀｹ ｼﾝｲﾁ がんばるぞ二号 神奈川県 横浜市
609 2:06:16 7885 肥後　正一 ﾋｺﾞ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
610 2:06:32 8384 笹原　浩二 ｻｻﾊﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川県 厚木市
611 2:06:45 8165 神蔵　克 ｶﾐｸﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 川崎市
612 2:07:10 8393 高坂　守 ｺｳｻｶ ﾏﾓﾙ 姫路獨協大学 兵庫県 姫路市
613 2:07:41 2399 渡辺　晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
614 2:08:29 6330 金子　薫 ｶﾈｺ ｶｵﾙ 神奈川県 横浜市
615 2:08:32 2283 岩田　浩 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
616 2:08:39 9192 岩崎　泰士 ｲﾜｻｷ ﾔｽｼ 神奈川県 横浜市
617 2:09:11 7995 井手　孝治 ｲﾃﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 平塚市
618 2:09:23 8366 島川　善勝 ｼﾏｶﾜ ﾖｼｶﾂ 兵庫県 宝塚市
619 2:09:42 7565 甘利　尚由 ｱﾏﾘ ﾅｵﾕ リスタート 東京都 昭島市
620 2:09:51 8050 佐藤　斉 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ マノマノ 神奈川県 横須賀市
621 2:10:00 8175 和田　護 ﾜﾀﾞ ﾏﾓﾙ 神奈川県 鎌倉市
622 2:10:51 8019 加藤　清純 ｶﾄｳ ｷﾖｽﾞﾐ 神奈川県 横浜市
623 2:11:13 2604 星野　紳二郎 ﾎｼﾉ ｼﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 藤沢市
624 2:11:33 1961 大音　貴哉 ｵｵﾄ ﾀｶﾔ 神奈川県 藤沢市
625 2:11:33 2446 浅井　清彦 ｱｻｲ ｷﾖﾋｺ 神奈川県 藤沢市
626 2:11:58 8359 中畑　光市 ﾅｶﾊﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
627 2:12:19 1974 生津　渉 ﾅﾏﾂﾞ ﾜﾀﾙ 神奈川県 藤沢市
628 2:13:15 7530 村部　克之 ﾑﾗﾍﾞ ｶﾂﾕｷ 日産自動車 神奈川県 茅ヶ崎市
629 2:13:54 9208 安倍　洋文 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 西小山ＲＣ 東京都 豊島区



630 2:13:57 2425 齋藤　栄治 ｻｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 横浜市 神奈川県 藤沢市
631 2:16:39 2380 鈴木　秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 畳クラブ 神奈川県 藤沢市
632 2:17:14 6762 岡部　一男 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞｵ チームアラキ 東京都 品川区
633 2:18:04 8048 奥野　高史 ｵｸﾉ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
634 2:18:20 7731 椛澤　雄司 ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞ 東京都 町田市
635 2:19:47 8813 内野　昌栄 ｳﾁﾉ ﾏｻﾖｼ 武蔵ＭＬ駆楽舞 埼玉県 入間市


