
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 0:50:30 5004 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 関東学院大学 神奈川県 逗子市
2 0:50:33 5010 福元　翔輝 ﾌｸﾓﾄ ｼｮｳｷ 明星学園教員 東京都 調布市
3 0:50:41 1008 佐々木　達平 ｻｻｷ ﾀｯﾍﾟｲ 神奈川県 藤沢市
4 0:50:44 5042 須藤　拓海 ｽﾄｳ ﾀｸﾐ 小田原市役所 神奈川県 秦野市
5 0:50:47 8579 中山　峻弥 ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 東京都 文京区
6 0:50:50 5003 鈴木　基史 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｼ 川崎市陸協 神奈川県 川崎市
7 0:50:59 5002 岩佐　快斗 ｲﾜｻ ｶｲﾄ ＲＦＡ 神奈川県 平塚市
8 0:51:32 5218 安藤　草太 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ 神奈川県 平塚市
9 0:51:54 5021 田代　照 ﾀｼﾛ ﾃﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市

10 0:52:07 5044 内藤　航平 ﾅｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 神奈川県 横須賀市
11 0:52:07 1004 松江　剛琉 ﾏﾂｴ ﾀｹﾙ 湘南工科大学 神奈川県 藤沢市
12 0:52:17 5014 山口　拓海 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ぬまちゃんず 東京都 北区
13 0:52:28 5023 石川　将貴 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ りふり 東京都 葛飾区
14 0:53:05 5013 増田　勇太 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 茅ヶ崎市役所 神奈川県 茅ヶ崎市
15 0:53:13 5018 江川　翔遥 ｴｶﾞﾜ ｼｮｳﾖｳ 関東学院大学 神奈川県 横浜市
16 0:53:14 1001 椛澤　勇樹 ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｷ 湘南工科大学 神奈川県 藤沢市
17 0:53:15 2502 中嶋　哲 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
18 0:53:31 8578 片瀬　祐樹 ｶﾀｾ ﾕｳｷ ＧＭＲＣ 神奈川県 相模原市
19 0:53:34 5039 諏訪　貴洋 ｽﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 大和市
20 0:53:49 5045 荒井　翔次 ｱﾗｲ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 名古屋市
21 0:54:29 8623 尾関　理應 ｵｾﾞｷ ﾘｵ 東京都 練馬区
22 0:54:39 5028 一重　伊吹 ｲﾁｼﾞｭｳ ｲﾌﾞｷ 明日から春休み 福島県 喜多方市
23 0:54:42 9295 八木　知輝 ﾔｷﾞ ﾄﾓｷ 八王子富士森走 東京都 三鷹市
24 0:54:45 1026 乾　拓哉 ｲﾇｲ ﾀｸﾔ 藤沢市役所 神奈川県 藤沢市
25 0:56:01 5016 小室　駿也 ｺﾑﾛ ｼｭﾝﾔ 神奈川県 海老名市
26 0:56:12 5030 大井　智仁 ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾄ 東京都 杉並区
27 0:56:15 5053 松本　賢志郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾛｳ 愛知県 名古屋市
28 0:56:17 5070 糸井　巧 ｲﾄｲ ﾀｸﾐ 町田陸協 東京都 町田市
29 0:56:47 8604 河合　翔太 ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 神奈川県 相模原市
30 0:56:49 5024 原　寛樹 ﾊﾗ ﾋﾛｷ ランタジスタ 神奈川県 二宮町
31 0:56:51 1031 沼田　英之 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 湘南アスリート 神奈川県 藤沢市
32 0:57:07 8586 マカリスター　グラム ﾏｶﾘｽﾀｰ ｸﾞﾗﾑ 南蛮連合 東京都 渋谷区
33 0:57:21 5052 二階堂　元太 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｹﾞﾝﾀ 神奈川県 大和市
34 0:57:37 1021 村松　拓海 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾐ 神奈川県 藤沢市
35 0:57:39 8587 伊神　航 ｲｶﾐ ﾜﾀﾙ 埼玉県 熊谷市
36 0:57:53 8603 吉田　廉 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 福島県 猪苗代町
37 0:58:04 5020 邊見　勇太 ﾍﾝﾐ ﾕｳﾀ ＲＳＬＡＢ 東京都 世田谷区
38 0:58:04 5031 伊藤　ルカ ｲﾄｳ ﾙｶ 京都府 京都市
39 0:58:06 8600 中田　大貴 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 大空直美ＦＣ 神奈川県 寒川町
40 0:58:14 5112 隅田　和寛 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
41 0:58:15 1083 青野　航 ｱｵﾉ ﾜﾀﾙ 神奈川県 藤沢市
42 0:58:33 5273 須藤　凪 ｽﾄﾞｳ ﾅｷﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
43 0:58:49 5075 山崎　優 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 神奈川県 横浜市
44 0:59:04 1073 高橋　裕亮 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
45 0:59:04 1106 石神　希 ｲｼｶﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
46 0:59:09 5069 三牧　駿太 ﾐﾏｷ ｼｭﾝﾀ 鎌楽会 神奈川県 鎌倉市
47 0:59:19 5079 遠藤　宏夢 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ 東京都 墨田区
48 0:59:23 2507 三品　雄貴郎 ﾐｼﾅ ﾕｳｷﾛｳ 国士舘大学 神奈川県 藤沢市
49 0:59:29 1058 中本　亘 ﾅｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 神奈川走ろう会 神奈川県 藤沢市
50 0:59:40 5141 佐藤　秀星 ｻﾄｳ ｼｭｳｾｲ 神奈川県 二宮町
51 0:59:59 5131 松吉　洸紀 ﾏﾂﾖｼ ﾋﾛｷ 神奈川県 相模原市
52 1:00:10 8590 沢野　遼 ｻﾜﾉ ﾘｮｳ 神奈川県 伊勢原市
53 1:00:11 5093 西川　拓弥 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾔ 東京都 世田谷区
54 1:00:11 5208 坂根　昇 ｻｶﾈ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 平塚市
55 1:00:35 1046 小俣　陸 ｵﾏﾀ ﾘｸ 藤沢市消防局 神奈川県 藤沢市
56 1:00:59 5301 和田　友祐 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 静岡県 浜松市
57 1:01:30 5124 横森　駿介 ﾖｺﾓﾘ ｼｭﾝｽｹ 厚木基地上曹会 神奈川県 大和市
58 1:01:32 8602 國分　伊三郎 ｺｸﾌﾞﾝ ｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 福島県 会津若松市
59 1:01:45 5196 片桐　暁文 ｶﾀｷﾞﾘ ｱｷﾌﾐ 神奈川県 川崎市
60 1:01:49 8605 佐野　晃一 ｻﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
61 1:02:03 6045 鳥倉　覧維 ﾄﾘｸﾗ ﾀﾀﾞﾕｷ 大分陸協 栃木県 下野市
62 1:02:10 5136 尾方　優作 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｻｸ ＧＡＺＥＬＬＥ 千葉県 我孫子市
63 1:02:32 8628 新津　有紀弥 ﾆｲﾂ ﾕｷﾔ ＯｅＲｕｎｅｒ 東京都 町田市
64 1:02:37 8718 葛島　怜 ｸｽﾞｼﾏ ﾚﾝ 田中貴金属 神奈川県 平塚市
65 1:03:04 5263 塚原　悠貴 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｷ 横浜国立大ＡＣ 神奈川県 横浜市
66 1:03:07 5166 田中　諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 湘南ランタジス 神奈川県 相模原市
67 1:03:13 8622 張磨　陽祐 ﾊﾘﾏ ﾖｳｽｹ 神奈川県 横浜市



68 1:03:22 8633 伊藤　俊一 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
69 1:03:26 5294 櫻井　陸 ｻｸﾗｲ ﾘｸ 中央大学 群馬県 高崎市
70 1:03:33 6037 大橋　哲 ｵｵﾊｼ ﾃﾂ 神奈川県 横浜市
71 1:03:33 8616 小林　直紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ りっくん 千葉県 成田市
72 1:03:35 5514 藤原　健太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 神奈川県 座間市
73 1:04:05 5364 山本　貴大 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 横浜市
74 1:04:52 5149 中丸　大樹 ﾅｶﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 横浜市
75 1:04:57 8643 高橋　正弥 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 神奈川県 川崎市
76 1:05:06 5055 三谷　拓也 ﾐﾀﾆ ﾀｸﾔ 金沢大学 石川県 金沢市
77 1:05:06 8619 中本　長門 ﾅｶﾓﾄ ﾅｶﾞﾄ ニシワキーズ 埼玉県 朝霞市
78 1:06:24 6642 安田　雅之 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 横浜市
79 1:06:27 6124 森屋　流空 ﾓﾘﾔ ﾘｸ 神奈川県 綾瀬市
80 1:06:37 5061 下鶴　真吾 ｼﾓﾂﾞﾙ ｼﾝｺﾞ 鎌楽会 神奈川県 横浜市
81 1:07:25 5595 斎藤　匠平 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 横浜市立宮谷小 神奈川県 横浜市
82 1:07:33 6923 前田　有輝 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市
83 1:07:54 8683 本田　誠一郎 ﾎﾝﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
84 1:07:59 6160 長尾　駿亮 ﾅｶﾞｵ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 横浜市
85 1:08:11 5156 金江　奨悟 ｶﾅｴ ｼｮｳｺﾞ 未来焼肉 愛知県 西尾市
86 1:08:13 5328 友井　航平 ﾄﾓｲ ｺｳﾍｲ シャンテリー 神奈川県 横浜市
87 1:08:17 5742 藤本　瑠 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳ 神奈川県 川崎市
88 1:08:18 5857 武井　孝祐 ﾀｹｲ ｺｳｽｹ ＪＮＴ 静岡県 静岡市
89 1:08:31 5252 小高　夏海 ｺﾀﾞｶ ﾅﾂﾐ 神奈川県 横浜市
90 1:08:53 1037 柏原　翔一 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
91 1:09:01 1167 峠坂　浩輝 ﾄｳｹﾞｻｶ ｺｳｷ 神奈川県 藤沢市
92 1:09:17 5581 中島　拓哉 ﾅｶｼﾏ ﾀｸﾔ 東京都 中野区
93 1:09:20 8790 坂井　直揮 ｻｶｲ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
94 1:09:29 1044 小野寺　覇人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙﾄ 神奈川県 藤沢市
95 1:09:30 8647 石附　遼太郎 ｲｼﾂﾞｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 川崎市
96 1:09:32 8737 西　翔太郎 ﾆｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 川崎市
97 1:09:37 6108 佐々木　翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 大和市
98 1:09:41 1321 新井　孝明 ｱﾗｲ ｺｳﾒｲ 神奈川県 藤沢市
99 1:09:46 5281 米澤　亮太 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 日本大学 富山県 射水市

100 1:10:09 2516 榎本　翼 ｴﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 藤沢市
101 1:10:26 8632 二井　康介 ﾆｲ ｺｳｽｹ 神奈川県 相模原市
102 1:10:28 9212 大木　悠人 ｵｵｷ ﾕｳﾄ 東京都 世田谷区
103 1:10:35 8956 赤井　優斗 ｱｶｲ ﾕｳﾄ 神奈川県 相模原市
104 1:10:41 5400 尾前　孝裕 ｵﾏｴ ﾀｶﾋﾛ 東京都 国立市
105 1:10:45 6142 神取　良太朗 ｶﾝﾄﾞﾘ ﾘｮｳﾀﾛｳ がんばるんば 愛知県 西尾市
106 1:10:52 1075 松崎　俊樹 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼｷ 神奈川県 藤沢市
107 1:10:58 8817 安田　裕 ﾔｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 海老名市
108 1:11:00 8646 村田　達洋 ﾑﾗﾀ ﾀﾂﾋﾛ 東京都 大田区
109 1:11:02 6129 阿相　樹 ｱｿｳ ｲﾂｷ 埼玉県 狭山市
110 1:11:26 5957 中島　輝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 愛知県 みよし市
111 1:11:39 5720 武藤　聖人 ﾑﾄｳ ﾏｻﾄ 神奈川県 伊勢原市
112 1:11:41 6081 佐々木　祐一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
113 1:12:06 6121 林　健志 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
114 1:12:10 7090 瀧川　雅也 ﾀｷｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 東京都 練馬区
115 1:12:14 1301 山田　享 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 神奈川県 藤沢市
116 1:12:25 2541 川原田　海 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｳﾐ 神奈川県 藤沢市
117 1:12:35 1865 松村　太陽 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲﾖｳ 神奈川県 藤沢市
118 1:12:42 6011 安田　慎太郎 ﾔｽﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
119 1:13:03 6106 酒井　椋平 ｻｶｲ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 横浜市
120 1:13:38 8796 石黒　優友 ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳｽｹ 湘南厚木病院 神奈川県 茅ヶ崎市
121 1:13:47 1576 馬越脇　晃治 ﾏｺﾞｴﾜｷ ｺｳｼﾞ メルシャン藤沢 神奈川県 藤沢市
122 1:14:28 6035 畠山　新 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾗﾀ 神奈川県 大和市
123 1:14:29 6066 ＩＷＡＮ　ＳＥＴＩＡＷＡＮ ｲﾜﾝ ｾﾃｨｱﾜﾝ （株）ＪＣ 神奈川県 横浜市
124 1:14:50 9092 持田　明良 ﾓﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 伊勢原市
125 1:15:02 6119 宇原　航 ｳﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ 埼玉県 鶴ヶ島市
126 1:15:12 7459 上田　蓮 ｳｴﾀﾞ ﾚﾝ 東京都 中野区
127 1:15:14 5254 清水　遼 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ アドラー 東京都 大島町
128 1:15:22 2067 三好　伶弥 ﾐﾖｼ ﾚｲﾔ 神奈川県 藤沢市
129 1:15:24 6929 田中　大吾 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 葉山町
130 1:15:36 5814 古池　亮平 ｺｲｹ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 相模原市
131 1:15:44 9228 山口　直哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ つくし野陸上部 神奈川県 大和市
132 1:15:54 1094 吉田　伊吹 ﾖｼﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 神奈川県 藤沢市
133 1:16:02 7445 原田　侑汰 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 中野区
134 1:16:12 6858 野口　翔平 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 東京都 江戸川区
135 1:16:19 1378 近藤　勢 ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲ 神奈川県 藤沢市



136 1:16:30 1439 藤木　雅直 ﾌｼﾞｷ ﾏｻﾅｵ 神奈川県 藤沢市
137 1:16:40 1279 石川　良 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳ メルシャン藤沢 神奈川県 藤沢市
138 1:17:15 2124 織田　遥一郎 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 藤沢ぶん整形 神奈川県 藤沢市
139 1:17:18 6970 成田　龍斗 ﾅﾘﾀ ﾘｭｳﾄ 埼玉県 さいたま市
140 1:17:24 8882 岩田　憲明 ｲﾜﾀ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 座間市
141 1:18:22 1717 西川　勝 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾙ 神奈川県 藤沢市
142 1:18:33 8825 西尾　晃 ﾆｼｵ ｱｷﾗ 神奈川県 相模原市
143 1:18:35 9283 門西　恭平 ﾓﾝｻﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 二谷小 神奈川県 横浜市
144 1:18:57 5862 太田　尭良 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 町田市
145 1:19:10 2099 竹内　茂高 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾀｶ 神奈川県 藤沢市
146 1:19:16 6877 高崎　晃 ﾀｶｻｷ ﾋｶﾙ 小田原市役所 神奈川県 大磯町
147 1:19:25 1221 萩原　健太 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ ｗｅｅｋｌｙ 神奈川県 藤沢市
148 1:19:43 6403 中津　翔太郎 ﾅｶﾂ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
149 1:19:50 8892 山田　悠暉 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 東京都 世田谷区
150 1:19:50 6275 渡邉　智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 未来焼肉 三重県 いなべ市
151 1:19:58 8951 手島　凌我 ﾃｼﾏ ﾘｮｳｶﾞ 東京都 世田谷区
152 1:20:17 7396 中根　悠太 ﾅｶﾈ ﾕｳﾀ 神奈川県 横浜市
153 1:20:21 1493 伊藤　雄 ｲﾄｳ ﾕｳ 神奈川県 藤沢市
154 1:20:24 7696 石澤　昂太 ｲｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 日本文化大学 神奈川県 横浜市
155 1:20:26 2058 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市
156 1:20:44 2513 小松　遊斗 ｺﾏﾂ ﾕｳﾄ 湘南Ｇエナジー 神奈川県 藤沢市
157 1:21:00 7571 佐原　充 ｻﾊﾗ ﾐﾂﾙ ラヴィーレ 神奈川県 相模原市
158 1:21:02 5342 山本　礼音 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｵﾝ 寒川高校教員 神奈川県 平塚市
159 1:21:14 5852 佐藤　響 ｻﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
160 1:21:25 1401 福島　豊 ﾌｸｼﾏ ﾕﾀｶ 明治小学校 神奈川県 藤沢市
161 1:21:26 5791 橋本　晃弘 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 東京都 町田市
162 1:21:30 1444 河合　大輔 ｶﾜｲ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
163 1:21:32 5384 杭野　一輝 ｸｲﾉ ｶｽﾞｷ 神奈川県 横浜市
164 1:21:41 9104 松井　秀明 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 世田谷区
165 1:21:45 5866 望月　俊毅 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ 千葉県 船橋市
166 1:21:46 1246 横溝　海聖 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｲｾｲ 法政大学 神奈川県 藤沢市
167 1:21:49 6540 小林　大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ ＴＳＲＣ 千葉県 市川市
168 1:21:55 8526 書上　幸也 ｶｷｱｹﾞ ｺｳﾔ 埼玉県 川口市
169 1:22:12 7575 高橋　大基 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 藤沢ぶん 神奈川県 平塚市
170 1:22:28 5032 伊藤　ケイ ｲﾄｳ ｹｲ 京都府 京都市
171 1:22:33 6592 池田　祐人 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ えのぽりす 神奈川県 横浜市
172 1:22:37 2152 武藤　史彦 ﾑﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 藤沢市
173 1:22:54 2565 川名　雄大 ｶﾜﾅ ﾕｳﾀﾞｲ 神奈川県 藤沢市
174 1:23:02 1409 菅井　穏 ｽｶﾞｲ ﾔｽｷ 神奈川県 藤沢市
175 1:23:03 1060 谷澤　与香一 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾖｶｲﾁ 帝京大学 神奈川県 藤沢市
176 1:23:03 7605 菊地　真弘 ｷｸﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
177 1:23:03 2647 三浦　拓夢 ﾐｳﾗ ﾀｸﾑ 神奈川県 藤沢市
178 1:23:15 7609 谷　典之 ﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
179 1:23:15 7589 安達　理久也 ｱﾀﾞﾁ ﾘｸﾔ 神奈川県 横浜市
180 1:23:20 8970 平賀　史章 ﾋﾗｶﾞ ﾌﾐｱｷ 川崎市 神奈川県 川崎市
181 1:23:37 1443 高木　裕太 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 楽天 神奈川県 藤沢市
182 1:23:49 2563 渡邉　史也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 神奈川県 藤沢市
183 1:24:09 9037 金子　祥大 ｶﾈｺ ｼｮｳﾀ 神奈川県 伊勢原市
184 1:24:22 8267 石橋　真一 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
185 1:24:42 9253 畑山　智輝 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｷ 神奈川県 相模原市
186 1:24:44 7720 廣岡　佑斗 ﾋﾛｵｶ ﾕｳﾄ 神奈川県 横浜市
187 1:24:53 6901 高口　大樹 ｺｳｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 兵庫県 神戸市
188 1:25:16 1877 北村　武大 ｷﾀﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
189 1:25:19 1874 井原　晃 ｲﾊﾗ ﾋｶﾙ 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市
190 1:25:19 9284 相田　真弥 ｱｲﾀﾞ ﾏﾋﾛ 湘南Ｇエナジー 東京都 墨田区
191 1:25:38 8082 河角　悠太郎 ｶﾜｽﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
192 1:25:46 8045 菖蒲田　龍星 ｼｮｳﾌﾞﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 神奈川県 海老名市
193 1:25:48 7493 尾形　駿 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝ 神奈川県 茅ヶ崎市
194 1:25:58 6981 野沢　俊策 ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｻｸ 東京都 大田区
195 1:26:01 2040 菱伊　諒 ﾋｼｲ ﾘｮｳ 神奈川県 藤沢市
196 1:26:18 7323 津田　雅弘 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横浜市
197 1:26:20 1526 宮下　宗一郎 ﾐﾔｼﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
198 1:26:21 6248 炭屋　柊輝 ｽﾐﾔ ｼｭｳｷ 神奈川県 川崎市
199 1:26:26 5942 佐野　奏太 ｻﾉ ｿｳﾀ 東京都 葛飾区
200 1:26:34 6865 山口　叶 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅｳ 千葉県 千葉市
201 1:26:39 9244 土居　玲央 ﾄﾞｲ ﾚｵ ＴＳＰ太陽 東京都 豊島区
202 1:26:40 2601 大槻　将悟 ｵｵﾂｷ ｼｮｳｺﾞ 藤沢ジャンボ 神奈川県 藤沢市
203 1:26:44 1447 豊田　奨 ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳ 神奈川県 藤沢市



204 1:26:50 9254 野崎　毅流 ﾉｻﾞｷ ﾀｹﾙ 神奈川県 厚木市
205 1:27:12 8297 土屋　和樹 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｷ 東京都 世田谷区
206 1:27:16 6616 菅原　太一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲﾁ 神奈川県 厚木市
207 1:27:17 9297 旭野　輝 ｱｻﾋﾉ ｱｷﾗ 神奈川県 大和市
208 1:27:40 6358 齋藤　翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 厚木基地上曹会 神奈川県 大和市
209 1:27:56 8166 中村　啓人 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ りそな銀行 神奈川県 横浜市
210 1:28:36 6710 土屋　龍斗 ﾂﾁﾔ ﾘｭｳﾄ 菱熱工業 東京都 品川区
211 1:28:40 1370 久保　和也 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾔ スピカ 神奈川県 藤沢市
212 1:28:45 9094 篠崎　大輝 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
213 1:28:50 1882 笠松　祐介 ｶｻﾏﾂ ﾕｳｽｹ 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市
214 1:28:56 6874 中庭　郁雄 ﾅｶﾆﾜ ｲｸｵ 東京都 大田区
215 1:28:59 9216 西島　勝浩 ﾆｼｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾛ 東京都 府中市
216 1:29:02 7072 鈴木　拓己 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 神奈川県 海老名市
217 1:29:04 8456 磧本　和典 ｾｷﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 横浜市
218 1:29:06 1998 勝　明生 ｶﾂ ｱｷｵ 神奈川県 藤沢市
219 1:29:08 7608 谷　將之 ﾀﾆ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
220 1:29:17 5743 市川　航 ｲﾁｶﾜ ﾜﾀﾙ 神奈川県 横浜市
221 1:29:23 7928 中村　翔健 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｹﾝ 東芝 神奈川県 横浜市
222 1:29:26 5986 平井　悠輔 ﾋﾗｲ ﾕｳｽｹ 二宮小学校 神奈川県 二宮町
223 1:29:28 6003 須田　風雅 ｽﾀﾞ ﾌｳｶﾞ シャンテリー 神奈川県 川崎市
224 1:29:29 7110 ＨＡＮ　ＤＯＮ ﾊﾝ ﾄﾞﾝ 神奈川県 大和市
225 1:29:33 9218 堀　和毅 ﾎﾘ ｶｽﾞｷ 東京都 世田谷区
226 1:29:34 1697 今井　啓明 ｲﾏｲ ﾋﾛｱｷ 旭サナック 神奈川県 藤沢市
227 1:29:39 2136 西田　正樹 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻｷ 神戸製鋼所 神奈川県 藤沢市
228 1:29:42 5332 藤井　孝宙 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 川崎市
229 1:29:43 2228 高石　憲太 ﾀｶｲｼ ｹﾝﾀ 神奈川県 藤沢市
230 1:30:03 9282 高橋　瞭平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 大和証券 神奈川県 川崎市
231 1:30:38 8490 青柳　孔明 ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川県 横浜市
232 1:30:40 1688 高橋　尚也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 神奈川県 藤沢市
233 1:30:42 7295 佐藤　聡太朗 ｻﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
234 1:30:59 2521 水内　琢真 ﾐｽﾞｳﾁ ﾀｸﾏ 神奈川県 藤沢市
235 1:31:02 1633 鎮野　圭太 ｼｽﾞﾉ ｹｲﾀ 神奈川県 藤沢市
236 1:31:02 8401 池田　稜介 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 二宮町
237 1:31:09 6069 朏島　優也 ﾊｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ ヤクルト化粧品 神奈川県 平塚市
238 1:31:16 2568 片岡　優斗 ｶﾀｵｶ ﾕｳﾄ 神奈川県 藤沢市
239 1:31:25 8403 岩崎　駿 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ 埼玉県 さいたま市
240 1:31:30 2223 平田　雄也 ﾋﾗﾀ ﾕｳﾔ チーム海牛 神奈川県 藤沢市
241 1:31:46 5539 山田　真聡 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 横浜市
242 1:31:51 6055 穂苅　駿翠 ﾎｶﾘ ｼｭﾝｽｲ 東京都 大田区
243 1:31:58 7749 濵中　晴貴 ﾊﾏﾅｶ ﾊﾙｷ ＪＴ神奈川支社 東京都 大田区
244 1:32:07 8130 九ノ里　雄大 ｸﾉﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 東京都 中野区
245 1:32:08 2323 金子　凌太朗 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
246 1:32:26 1218 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川県 藤沢市
247 1:32:30 6871 伊藤　優太郎 ｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
248 1:32:32 5681 杉山　太一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｲﾁ ウインドローペ 埼玉県 さいたま市
249 1:32:32 9221 岩辺　聖矢 ｲﾜﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 東京都 目黒区
250 1:33:14 8394 近藤　匠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 神奈川県 横浜市
251 1:33:19 9136 細谷　悠真 ﾎｿﾔ ﾕｳﾏ 埼玉県 さいたま市
252 1:33:22 6958 渡邉　圭太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀﾛｳ 芝浦工業大学 神奈川県 鎌倉市
253 1:33:29 1746 永井　優臣 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｵ 神奈川県 藤沢市
254 1:33:30 5598 大江　亮輔 ｵｵｴ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 南足柄市
255 1:33:57 6925 蛭田　真斗 ﾋﾙﾀ ﾏｻﾄ 東京都 港区
256 1:34:03 8461 石倉　柊人 ｲｼｸﾗ ｼｭｳﾄ 神奈川県 鎌倉市
257 1:34:11 8465 大熊　晃司 ｵｵｸﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 中野区
258 1:34:23 7549 窪倉　正人 ｸﾎﾞｸﾗ ﾏｻﾄ 神奈川県 横浜市
259 1:34:40 7470 藤本　嵩 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 大田区
260 1:34:41 6307 西岡　佳司 ﾆｼｵｶ ｹｲｼﾞ 東京都 品川区
261 1:34:51 9201 大槻　亮太 ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ 東京都 三鷹市
262 1:34:57 8381 中島　裕人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 神奈川県 横浜市
263 1:35:17 8286 宮松　祐介 ﾐﾔﾏﾂ ﾕｳｽｹ 埼玉県 春日部市
264 1:35:18 2116 原田　拓海 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 神奈川県 藤沢市
265 1:35:36 1607 青木　悟 ｱｵｷ ｻﾄﾙ 神奈川県 藤沢市
266 1:35:54 6728 田中　慧 ﾀﾅｶ ｹｲ 七里の風 神奈川県 鎌倉市
267 1:35:59 2590 赤野　太地 ｱｶﾉ ﾀｲﾁ 神奈川県 藤沢市
268 1:36:04 9117 香川　航輝 ｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 神奈川県 小田原市
269 1:36:31 6664 倉橋　也真人 ｸﾗﾊｼ ﾔﾏﾄ 神奈川県 横浜市
270 1:36:48 7751 嶋根　正人 ｼﾏﾈ ﾏｻﾄ ファイテン 神奈川県 横浜市
271 1:36:50 8043 安西　勇太郎 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 船橋市



272 1:36:59 6909 清水　卓哉 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 東京都 大田区
273 1:36:59 7385 植田　哲成 ｳｴﾀﾞ ﾃﾂﾅﾘ 横浜市役所 神奈川県 横浜市
274 1:37:07 6067 ＭＵＲＤＩＹ　ＹＡＮＴＯＲＯ ﾑﾙﾃﾞｨ ﾔﾝﾄﾛ （株）ＪＣ 神奈川県 横浜市
275 1:37:16 2609 西川　拓真 ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾏ 神奈川県 藤沢市
276 1:37:17 2596 板橋　巧真 ｲﾀﾊﾞｼ ﾀｸﾏ 神奈川県 藤沢市
277 1:37:33 6560 泉川　健 ｲｽﾞﾐｶﾜ ｹﾝ ＴＳＲＣ 東京都 北区
278 1:37:44 5868 脇　涼太 ﾜｷ ﾘｮｳﾀ チームにのっと 神奈川県 茅ヶ崎市
279 1:38:19 6615 田代　謙一 ﾀｼﾛ ｹﾝｲﾁ 公明党 神奈川県 伊勢原市
280 1:38:20 2037 野中　滉太 ﾉﾅｶ ｺｳﾀ 神奈川県 藤沢市
281 1:38:31 6740 塩入　健矢 ｼｵｲﾘ ｹﾝﾔ 千葉県 船橋市
282 1:38:34 8530 土屋　旭 ﾂﾁﾔ ｱｻﾋ 神奈川県 横須賀市
283 1:38:39 2212 濱西　渉 ﾊﾏﾆｼ ﾜﾀﾙ 神奈川県 藤沢市
284 1:38:50 9241 金子　裕也 ｶﾈｺ ﾕｳﾔ 神奈川県 横浜市
285 1:38:50 8862 渡辺　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 横浜市
286 1:38:51 9242 五ノ坪　優馬 ｺﾞﾉﾂﾎﾞ ﾕｳﾏ 慶應義塾大学 神奈川県 逗子市
287 1:39:02 8779 籔下　昇馬 ﾔ ｼｮｳﾏ 神奈川県 海老名市
288 1:39:09 6758 岩田　健太 ｲﾜﾀ ｹﾝﾀ 東京都 世田谷区
289 1:39:09 8688 門脇　渉 ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ ＳＥＡＧＵＬＬ 神奈川県 茅ヶ崎市
290 1:39:20 8075 河原　汰知 ｶﾜﾊﾗ ﾀｲﾁ りそな銀行 神奈川県 平塚市
291 1:39:27 2402 松井　勇弥 ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ 神奈川県 藤沢市
292 1:39:27 1329 須藤　真裕 ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
293 1:39:28 8202 古川　慎 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝ ＪＴ神奈川支社 神奈川県 横浜市
294 1:39:33 7741 稲垣　太良 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｲﾗ 東京都 世田谷区
295 1:39:50 7855 ナズレイ　ＥＰ ﾅｽﾞﾚｲ ｴﾙｼｬﾌﾟﾄﾗ ＰＥＲＪＡＫＡ 神奈川県 鎌倉市
296 1:39:59 2427 近江　宏二郎 ｵｵﾐ ｺｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 藤沢市
297 1:40:01 2572 藤元　聖人 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ 神奈川県 藤沢市
298 1:40:02 6893 三好　佑樹 ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市
299 1:40:06 2318 佐野　文哉 ｻﾉ ﾌﾐﾔ 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市
300 1:40:07 2367 朝長　孝仁 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾄ 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市
301 1:40:21 2466 高木　翔 ﾀｶｷﾞ ｶｹﾙ 神奈川県 藤沢市
302 1:40:35 8673 濵田　翔 ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳ 明治大学 神奈川県 川崎市
303 1:40:52 7408 岸本　皇 ｷｼﾓﾄ ｺｳ 東戸塚記念病院 神奈川県 横浜市
304 1:41:39 2636 森　雅輝 ﾓﾘ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
305 1:41:53 9103 元泉　圭司 ﾓﾄｲｽﾞﾐ ｹｲｼﾞ 神奈川県 平塚市
306 1:41:58 5054 八島　昇平 ﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 北海道 札幌市
307 1:42:18 8544 和田　基希 ﾜﾀﾞ ﾓﾄｷ 神奈川県 相模原市
308 1:42:21 7974 清原　淳平 ｷﾖﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 鎌倉ぽつぽ 神奈川県 鎌倉市
309 1:42:33 2354 武藤　迅 ﾑﾄｳ ｼﾞﾝ 神奈川県 藤沢市
310 1:42:36 2355 平松　虎多朗 ﾋﾗﾏﾂ ｺﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
311 1:42:41 6764 亀井　創太 ｶﾒｲ ｿｳﾀ 神奈川県 茅ヶ崎市
312 1:42:43 6357 渡邊　貴啓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ フォーライフ 神奈川県 横浜市
313 1:42:48 9132 佐野　弘人 ｻﾉ ﾋﾛﾄ 横浜市役所 神奈川県 横浜市
314 1:42:51 8575 大沼　宏貴 ｵｵﾇﾏ ｺｳｷ 新日本空調 神奈川県 横浜市
315 1:43:08 7831 有山　雄貴 ｱﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 神奈川県 川崎市
316 1:43:29 7897 井上　順平 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＴＳＲＣ 東京都 練馬区
317 1:43:48 9143 齊藤　歩 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾑ 小田原市役所 神奈川県 小田原市
318 1:43:48 2473 國松　孝成 ｸﾆﾏﾂ ﾀｶﾅﾘ 神奈川県 藤沢市
319 1:43:53 2421 村田　世成 ﾑﾗﾀ ｾﾅ 神奈川県 藤沢市
320 1:44:00 7282 齋藤　海晟 ｻｲﾄｳ ｶｲｾｲ 鎌学西湘麗親愚 神奈川県 茅ヶ崎市
321 1:44:14 9088 舩津屋　将人 ﾌﾅﾂﾔ ﾏｻﾄ 鎌ヶ谷徳洲会 神奈川県 横浜市
322 1:44:15 7856 ユディ　Ｈ ﾕﾃﾞｨ ﾍﾙﾃﾞｨﾔﾝﾄ ＰＥＲＪＡＫＡ 神奈川県 鎌倉市
323 1:44:15 6059 若林　将人 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 東京都 練馬区
324 1:44:49 7936 西村　拓馬 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾏ 東京都 大田区
325 1:45:04 7586 鈴木　凱士 ｽｽﾞｷ ｶﾞｲｼ 神奈川県 川崎市
326 1:45:39 1737 石井　優紀 ｲｼｲ ﾕｳｷ 神奈川県 藤沢市
327 1:45:52 8339 齊藤　康太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 東京都 世田谷区
328 1:45:53 8383 前田　悠樹 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市
329 1:46:19 9209 横路　大輔 ﾖｺｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 葛飾区
330 1:46:21 8277 今野　祐希 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市
331 1:47:14 2638 林　幹太 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ 大東建託 神奈川県 藤沢市
332 1:47:39 5408 及川　日向人 ｵｲｶﾜ ﾋﾅﾄ 神奈川県 横浜市
333 1:47:45 1434 豊川　大志 ﾄﾖｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
334 1:47:56 7011 佐々木　健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ つくし野陸上部 東京都 多摩市
335 1:48:01 8844 菅田　悠介 ｽｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 湘南Ｇエナジー 神奈川県 小田原市
336 1:48:30 8142 立川　洋介 ﾀﾁｶﾜ ﾖｳｽｹ 神奈川県 川崎市
337 1:48:52 7524 田原　英典 ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 小田原市
338 1:49:04 2444 鳥潟　賢臣 ﾄﾘｶﾞﾀ ｹﾝｼﾝ 神奈川県 藤沢市
339 1:49:08 8611 中尾　光孝 ﾅｶｵ ﾐﾂﾀｶ 東京都 江東区



340 1:49:19 2442 服部　豊 ﾊｯﾄﾘ ﾕﾀｶ 神奈川県 藤沢市
341 1:49:22 8409 山田　拓実 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県 船橋市
342 1:49:43 2387 上野　元気 ｳｴﾉ ｹﾞﾝｷ 神奈川県 藤沢市
343 1:49:58 7722 清水　雄斗 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 愛知県 西尾市
344 1:50:02 2600 武藤　達哉 ﾑﾄｳ ﾀﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
345 1:50:08 5843 鈴木　颯斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 神奈川県 伊勢原市
346 1:50:38 6979 瀬戸　彬良 ｾﾄ ｱｷﾗ 神奈川県 南足柄市
347 1:50:46 7590 松下　歩生 ﾏﾂｼﾀ ｱﾕﾑ 神奈川県 寒川町
348 1:50:58 7553 溝口　然 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｾﾞﾝ 東京都 品川区
349 1:51:15 8493 藤原　勇樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 神奈川県 大和市
350 1:51:17 9164 呉　邦曜 ｺﾞ ﾊﾝﾖｳ 神奈川県 川崎市
351 1:51:47 6061 花田　拓海 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｸﾐ 東京都 世田谷区
352 1:52:00 7972 坂本　晴哉 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾔ 神奈川県 逗子市
353 1:52:11 5306 原田　理功 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ いすゞ自動車 神奈川県 川崎市
354 1:52:16 8470 白川　海都 ｼﾗｶﾜ ｶｲﾄ 神奈川県 小田原市
355 1:52:17 8246 小峰　卓也 ｺﾐﾈ ﾀｸﾔ 東京都 墨田区
356 1:52:33 2458 斉木　崚介 ｻｲｷ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
357 1:52:34 5686 田中　航汰 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ ＣＣＢＪＩ 神奈川県 横浜市
358 1:53:12 8588 早川　元 ﾊﾔｶﾜ ｹﾞﾝ ランタジスタ 神奈川県 茅ヶ崎市
359 1:53:34 1741 武藤　広明 ﾑﾄｳ ﾋﾛｱｷ 株式会社エニー 神奈川県 藤沢市
360 1:53:36 8555 小野寺　亮 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ 神奈川県 横浜市
361 1:53:36 7306 鈴木　真易 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲ 東京都 新宿区
362 1:53:46 7931 上田　洋輝 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ ＴＳＲＣ 神奈川県 横浜市
363 1:53:48 5064 長岡　諒 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｺﾄ サウルスＪＰＮ 神奈川県 川崎市
364 1:54:25 1843 星　友貴 ﾎｼ ﾄﾓﾀｶ 神奈川県 藤沢市
365 1:54:38 2207 山口　祐輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 大鋸小学校 神奈川県 藤沢市
366 1:54:48 1849 川崎　陸斗 ｶﾜｻｷ ﾘｸﾄ 神奈川県 藤沢市
367 1:55:27 9279 加藤　泰樹 ｶﾄｳ ﾀｲｷ 神奈川県 厚木市
368 1:55:27 2173 齋藤　潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
369 1:55:35 2362 堀口　敦貴 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾂｷ 神奈川県 藤沢市
370 1:55:36 8874 古渡　晃生 ｺﾜﾀﾘ ｺｳｷ 神奈川県 横浜市
371 1:56:47 8545 坂上　晃 ｻｶｶﾞﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
372 1:57:43 7426 大筋　暢洋 ｵｵｽｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 千代田区
373 1:57:58 6352 伊藤　友文 ｲﾄｳ ﾄﾓﾌﾐ 湘南ＭＦＩＬＬ 岡山県 岡山市
374 1:58:11 9148 工藤　怜司 ｸﾄﾞｳ ﾚｲｼﾞ 東京都 中野区
375 1:58:52 8132 炭屋　凌人 ｽﾐﾔ ﾘｮｳﾄ 神奈川県 川崎市
376 1:59:08 2126 前川　亘 ﾏｴｶﾜ ﾜﾀﾙ 神奈川県 藤沢市
377 1:59:17 2457 伊佐治　慎梧 ｲｻｼﾞ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 藤沢市
378 2:00:52 8439 山内　朗 ﾔﾏｳﾁ ﾛｳ ＴＳＲＣ 埼玉県 さいたま市
379 2:01:05 8055 吉田　拓実 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 大綱中学校 神奈川県 横浜市
380 2:01:31 8447 池田　圭佑 ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 横浜市
381 2:01:35 9167 褚　国キン ﾁｮ ｺｸｷﾝ 東京都 八王子市
382 2:01:56 2640 平田　拓己 ﾋﾗﾀ ﾀｸﾐ 神奈川県 藤沢市
383 2:02:10 8179 関口　慶太 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲﾀ 神奈川県 鎌倉市
384 2:02:11 9145 中鉢　航平 ﾅｶﾊﾞﾁ ｺｳﾍｲ 神奈川県 横浜市
385 2:03:17 6593 齋藤　翔 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ えのぽりす 神奈川県 横浜市
386 2:05:16 2562 渡邉　真地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
387 2:09:26 7818 塩嶋　優太 ｼｵｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 神奈川県 川崎市
388 2:10:02 8557 滝沢　大樹 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 神奈川県 横須賀市
389 2:10:08 9285 古波津　樹 ｺﾊﾂ ﾀﾂｷ 二宮小学校 神奈川県 平塚市
390 2:11:46 7911 大川　拓真 ｵｵｶﾜ ﾀｸﾏ 神奈川県 相模原市
391 2:13:25 2443 岡村　悠生 ｵｶﾑﾗ ﾕｳｾｲ 神奈川県 藤沢市
392 2:13:36 8274 北村　和哉 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 株式会社大林組 大阪府 松原市
393 2:21:01 9276 大原　弘行 ｵｵﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 世田谷区


