
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 0:53:04 8577 秋吉　元 ｱｷﾖｼ ﾊｼﾞﾒ 海老名市愛川町 神奈川県 海老名市
2 0:53:53 5017 酢谷　耕太 ｽﾀﾞﾆ ｺｳﾀ Ｒ×Ｌプラス 神奈川県 川崎市
3 0:53:54 5036 祢津　慎也 ﾈﾂ ｼﾝﾔ しんやＲＣ 神奈川県 横浜市
4 0:53:58 8584 成瀬　拓也 ﾅﾙｾ ﾀｸﾔ ランニング逗子 神奈川県 鎌倉市
5 0:54:02 1022 田中　良範 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 藤沢市役所 神奈川県 藤沢市
6 0:54:29 1010 山本　泰裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ クレープ会 神奈川県 藤沢市
7 0:54:49 5143 小林　俊弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 東京都 調布市
8 0:55:05 5058 石川　直 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 神奈川Ｍ 神奈川県 座間市
9 0:55:22 8583 原　慎弥 ﾊﾗ ｼﾝﾔ 多摩川クラブ 千葉県 船橋市

10 0:56:03 8591 小川　祐一 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 三浦郡陸協 神奈川県 葉山町
11 0:56:23 1020 豊田　雄樹 ﾄﾖﾀ ﾕｳｷ むぎーず 神奈川県 藤沢市
12 0:56:25 5033 阿部　靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ 東京陸協 東京都 府中市
13 0:56:26 5147 横山　貴臣 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｵﾐ 湘南ランズ 神奈川県 茅ヶ崎市
14 0:56:32 8592 落合　良平 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 大和市
15 0:56:36 5086 見原　哲哉 ﾐﾊﾗ ﾃﾂﾔ 多摩湖 東京都 町田市
16 0:56:54 5029 渡辺　淳二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
17 0:56:56 5110 森　裕介 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 伊豆市役所 静岡県 伊豆市
18 0:56:59 5091 南波　直満 ﾅﾝﾊﾞ ﾅｵﾐﾂ 神奈川県 横浜市
19 0:57:03 5095 岩橋　和彦 ｲﾜﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 龍ｹ崎市
20 0:57:03 8589 大杉　健司 ｵｵｽｷﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
21 0:57:05 5074 山口　穣 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾉﾙ 平塚陸協 神奈川県 平塚市
22 0:57:12 1084 古谷　誠 ﾌﾙﾔ ﾏｺﾄ みふじＳＶＣ 神奈川県 藤沢市
23 0:57:20 1018 荻原　大輔 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 茅ヶ崎市役所 神奈川県 藤沢市
24 0:57:26 1030 網代　大介 ｱｼﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
25 0:57:36 5094 勢力　誉久 ｾｲﾘｷ ﾖｼﾋｻ ＫＳＡＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
26 0:57:57 5047 山田　真也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ ヤマシン女学院 神奈川県 横浜市
27 0:58:05 5102 青野　竜也 ｱｵﾉ ﾀﾂﾔ リコー 神奈川県 座間市
28 0:58:10 5088 山崎　剛士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ かながわクラブ 神奈川県 横浜市
29 0:58:28 5072 山下部　隆 ﾔﾏｶﾍﾞ ﾀｶｼ オストアンデル 神奈川県 横浜市
30 0:58:34 1023 小峰　輔 ｺﾐﾈ ﾀｽｸ 小田原高校教員 神奈川県 藤沢市
31 0:58:35 5114 右高　英資 ﾐｷﾞﾀｶ ﾋﾃﾞｼ 神奈川県 横浜市
32 0:58:43 5146 杉山　佑介 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
33 0:58:48 5140 三竹　雅也 ﾐﾀｹ ﾏｻﾔ 神奈川県 横浜市
34 0:58:48 1029 加藤　辰規 ｶﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ ことり絵画教室 神奈川県 藤沢市
35 0:58:57 5096 中原　祐介 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
36 0:59:06 8593 佐藤　圭 ｻﾄｳ ｹｲ 上州ＡＣ 群馬県 館林市
37 0:59:16 5057 出田　周太郎 ｲﾃﾞﾀ ｼｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
38 0:59:16 5250 福山　昇 ﾌｸﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 川崎市
39 0:59:48 5187 黒澤　雅臣 ｸﾛｻﾜ ﾏｻｵﾐ アンフィニＲＴ 神奈川県 茅ヶ崎市
40 0:59:48 2506 桜井　勇太 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 株式会社総栄 神奈川県 藤沢市
41 0:59:50 8601 小松　佑己 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ フリーデン 神奈川県 厚木市
42 0:59:50 8656 成井　克英 ﾅﾙｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 仏果空部 神奈川県 厚木市
43 0:59:53 1027 桑形　雅臣 ｸﾜｶﾞﾀ ﾏｻｵﾐ ＯＴＲＣ 神奈川県 横浜市
44 1:00:08 5154 菅　洋 ｶﾝ ﾋﾛｼ 神奈川県 南足柄市
45 1:00:15 5120 宇留賀　和義 ｳﾙｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 横浜市
46 1:00:24 1052 村下　和紀 ﾑﾗｼﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
47 1:00:51 5073 武田　健太 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 三浦市
48 1:00:55 5176 近本　洋平 ﾁｶﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 横浜好走会 神奈川県 横浜市
49 1:01:10 5172 柳川　俊之 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 秦野市
50 1:01:13 5119 野田　潤 ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ＤＣＲ 神奈川県 相模原市
51 1:01:15 5118 田中　翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ Ｒｕｎｗｅｂ 千葉県 船橋市
52 1:01:17 5225 竹鼻　孝一 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｲﾁ 神奈川県 大和市
53 1:01:21 5158 川村　直之 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 東京都 大田区
54 1:01:25 8606 岩満　尚 ｲﾜﾐﾂ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
55 1:01:37 5132 藤間　正博 ﾄｳﾏ ﾏｻﾋﾛ ＰＩＬＯＴ 神奈川県 二宮町
56 1:01:42 5255 馬橋　俊 ｳﾏﾊｼ ｼｭﾝ 千葉県 流山市
57 1:01:50 5291 手塚　徹 ﾃﾂﾞｶ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市
58 1:01:58 8613 葛西　威志 ｶｻｲ ﾀｹｼ 西浜中学校教員 神奈川県 茅ヶ崎市
59 1:02:00 1063 増田　泉 ﾏｽﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 藤沢市
60 1:02:06 1077 朝倉　聡 ｱｻｸﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
61 1:02:25 5174 菅原　勇司 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
62 1:02:27 5077 佐藤　善彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 乃村工藝社 神奈川県 小田原市
63 1:02:35 5183 鈴木　正紀 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 神奈川県 鎌倉市
64 1:02:41 5315 椎名　雄一 ｼｲﾅ ﾕｳｲﾁ ワイズガーデン 神奈川県 横浜市
65 1:02:44 5040 宮本　類 ﾐﾔﾓﾄ ﾙｲ 神奈川県 横浜市
66 1:02:44 8627 南雲　滋 ﾅｸﾞﾓ ｼｹﾞﾙ 東京都 渋谷区
67 1:02:57 5171 駒崎　誠 ｺﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 鎌倉市
68 1:02:58 5305 横山　英樹 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 望星薬局 神奈川県 伊勢原市
69 1:03:06 8637 鈴木　健弘 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 東京都 大田区



70 1:03:07 1016 大島　陵右 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 湘南ランクラブ 神奈川県 藤沢市
71 1:03:09 5290 横山　赳之 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
72 1:03:11 1104 伊勢　雄一 ｲｾ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
73 1:03:18 5109 作田　幸洋 ｻｸﾀ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
74 1:03:18 1056 松浦　義貴 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 藤沢市
75 1:03:24 5175 田中　直幸 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 横浜市
76 1:03:28 5496 内藤　達也 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 神奈川県 南足柄市
77 1:03:30 5180 小林　啓一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 神奈川県 横浜市
78 1:03:33 5038 細野　松宏 ﾎｿﾉ ﾏﾂﾋﾛ 茅ヶ崎市役所 神奈川県 茅ヶ崎市
79 1:03:39 5259 栫　雄一 ｶｺｲ ﾕｳｲﾁ 武田薬品 神奈川県 横浜市
80 1:03:50 5446 嶋崎　智経 ｼﾏｻﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 神奈川県 横浜市
81 1:03:51 5379 河野　輝雄 ｶﾜﾉ ﾃﾙｵ 神奈川県 川崎市
82 1:03:53 9288 ＨＡＲＬＥＹ　ＧＡＢＲＩＥＬ ﾊｰﾚｰ ｹﾞｰﾌﾞﾘｴﾙ 神奈川県 逗子市
83 1:03:53 1053 矢田部　英次 ﾔﾀﾍﾞ ｴｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
84 1:04:03 5241 藤井　健斗 ﾌｼﾞｲ ｹﾝﾄ 境川ランナーズ 神奈川県 相模原市
85 1:04:06 5178 大橋　歩 ｵｵﾊｼ ｱﾕﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
86 1:04:07 5314 野村　佳範 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ ランデザイン 神奈川県 横浜市
87 1:04:28 8597 瀬戸　智弘 ｾﾄ ﾄﾓﾋﾛ 湘南Ｇエナジー 神奈川県 小田原市
88 1:04:29 5121 浦　広樹 ｳﾗ ﾋﾛｷ 神奈川県 川崎市
89 1:04:40 5292 石川　聖 ｲｼｶﾜ ｷﾖｼ 神奈川県 横浜市
90 1:04:50 1113 針金　一平 ﾊﾘｶﾞﾈ ｲｯﾍﾟｲ 神奈川県 藤沢市
91 1:04:51 5436 北川　通孝 ｷﾀｶﾞﾜ ﾐﾁﾀｶ ＳＩＣ 神奈川県 横浜市
92 1:04:53 8626 古林　浩樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
93 1:04:59 1066 片野　健志 ｶﾀﾉ ﾂﾖｼ 横浜丸中青果（株） 神奈川県 藤沢市
94 1:05:00 1115 内田　直人 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾄ 内田組 神奈川県 藤沢市
95 1:05:11 1121 安西　俊紀 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｼﾉﾘ 坂ダッシュ 神奈川県 藤沢市
96 1:05:24 5223 小林　浩幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ＮＲＣ 神奈川県 二宮町
97 1:05:27 1131 岡田　一成 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ ＳＡＳ 神奈川県 藤沢市
98 1:05:33 5396 宇佐見　英司 ｳｻﾐ ｴｲｼﾞ 東京都 世田谷区
99 1:05:35 6109 三輪　恒平 ﾐﾜ ｺｳﾍｲ 東京都 世田谷区

100 1:05:37 5460 岸　智幸 ｷｼ ﾄﾓﾕｷ 東京都 世田谷区
101 1:05:39 8642 柳澤　廣明 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 松尾商店 長野県 茅野市
102 1:05:49 5382 セイデル　セバスチャン ｾｲﾃﾞﾙ ｾﾊﾞｽﾁｬﾝ 神奈川県 横浜市
103 1:05:55 5288 小田　和奏 ｵﾀﾞ ｶｽﾞｿｳ 東京都 調布市
104 1:06:00 1036 澤内　洋介 ｻﾜｳﾁ ﾖｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
105 1:06:01 5106 中村　英樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 東芝 神奈川県 茅ヶ崎市
106 1:06:01 5081 山崎　洋輔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｽｹ ラチエンＡＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
107 1:06:02 5150 大内　直樹 ｵｵｳﾁ ﾅｵｷ 松本市役所ＲＣ 長野県 安曇野市
108 1:06:08 8677 滝本　充 ﾀｷﾓﾄ ﾐﾂﾙ 神奈川県 秦野市
109 1:06:09 1117 小野　康史 ｵﾉ ﾔｽｼ 神奈川県 藤沢市
110 1:06:11 5227 山田　秀志 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
111 1:06:14 5375 小泉　雅則 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ 東京都 品川区
112 1:06:14 1199 長嶋　亮 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 神奈川県 藤沢市
113 1:06:28 8649 星　徹 ﾎｼ ﾄｵﾙ 貴族風 東京都 世田谷区
114 1:06:29 1072 安間　準 ｱﾝﾏ ｼﾞｭﾝ ＪＲＣ 神奈川県 藤沢市
115 1:06:36 5209 沢部　孝史 ｻﾜﾍﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 逗子市
116 1:06:39 8655 雨宮　史尚 ｱﾒﾐﾔ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 相模原市
117 1:06:40 5424 外崎　悠太 ﾄﾉｻｷ ﾕｳﾀ ノエビア 東京都 練馬区
118 1:06:45 5477 河村　拓人 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾄ 神奈川県 川崎市
119 1:06:46 1122 関口　慶之 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｼ バンダル 神奈川県 藤沢市
120 1:06:51 5248 吉田　友樹 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 吉田電設 神奈川県 鎌倉市
121 1:06:54 5397 早川　文雄 ﾊﾔｶﾜ ﾌﾐｵ 東京都 大田区
122 1:06:55 8615 西城　克俊 ｻｲｼﾞｮｳ ｶﾂﾄｼ 神奈川県 横浜市
123 1:07:03 1074 松井　洋平 ﾏﾂｲ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
124 1:07:04 5406 阿部　雅之 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 横浜市
125 1:07:05 5670 川口　博重 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼｹﾞ 神奈川県 横浜市
126 1:07:07 1132 北村　武尚 ｷﾀﾑﾗ ﾀｹﾋｻ 神奈川県 藤沢市
127 1:07:09 5922 後藤　礼史 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ 東京都 大田区
128 1:07:20 8741 光安　隆 ﾐﾂﾔｽ ﾀｶｼ 神奈川県 小田原市
129 1:07:23 5125 小早川　英治 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ｴｲｼﾞ 埼玉県 朝霞市
130 1:07:27 5127 池田　誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 世田谷区
131 1:07:32 1078 河田　陽平 ｶﾜﾀﾞ ﾖｳﾍｲ ランぐる 神奈川県 藤沢市
132 1:07:39 5576 吉崎　智也 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県 小田原市
133 1:07:40 1118 小室　裕司 ｺﾑﾛ ﾕｳｼﾞ 鎌倉市観光協会 神奈川県 藤沢市
134 1:07:48 2553 角　武尚 ｽﾐ ﾀｹﾅｵ 神奈川県 藤沢市
135 1:07:48 5192 杉山　浩一 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川県 厚木市
136 1:07:50 8697 栗原　寛 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｼ Ｔ．Ｋ．ＲＵＮ 東京都 世田谷区
137 1:07:50 5165 奥玉　哲也 ｵｸﾀﾏ ﾃﾂﾔ 神奈川県 海老名市
138 1:07:51 5639 矢野　正文 ﾔﾉ ﾏｻﾌﾐ ＴＳＲＣ 福岡県 福岡市
139 1:08:02 5277 中村　仁久 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋｻ ＴＲ２ＥＣ 神奈川県 横浜市



140 1:08:15 5723 岡田　昇 ｵｶﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 西小磯 神奈川県 大磯町
141 1:08:16 5333 林　直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 神奈川県 逗子市
142 1:08:18 5308 上田　正彦 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 平塚市役所 神奈川県 平塚市
143 1:08:24 5417 秋沢　和宏 ｱｷｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 武蔵野市
144 1:08:30 5392 馬場　勉 ﾊﾞﾊﾞ ﾂﾄﾑ 横浜市陸協 神奈川県 横浜市
145 1:08:33 6785 沖　英二郎 ｵｷ ｴｲｼﾞﾛｳ スタンドバー虎 神奈川県 川崎市
146 1:08:33 5271 渡辺　敦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
147 1:08:36 1069 西井　啓介 ﾆｼｲ ｹｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
148 1:08:37 5329 稲垣　真也 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝﾔ 神奈川県 平塚市
149 1:08:42 5377 宇留嶋　秀人 ｳﾙｼﾏ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 鎌倉市
150 1:08:43 8675 山際　秀栄 ﾔﾏｷﾞﾜ ｼｭｳｴｲ 神奈川県 横浜市
151 1:08:48 1160 小嶋　太良 ｺｼﾞﾏ ﾀｲﾗ 神奈川県 藤沢市
152 1:08:59 5556 鈴木　賢一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 大和市
153 1:09:07 8648 一色　雅一 ｲｯｼｷ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 練馬区
154 1:09:19 5244 大槻　理史 ｵｵﾂｷ ｻﾄｼ 東京都 西東京市
155 1:09:24 1127 野口　光弘 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
156 1:09:24 5246 金澤　直 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 大和病院 神奈川県 川崎市
157 1:09:24 5235 原田　智紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ ＮＵＭＡＣＯＢ 神奈川県 平塚市
158 1:09:31 5984 吉田　宜生 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｵ 神奈川県 箱根町
159 1:09:32 8755 上本　正人 ｳｴﾓﾄ ﾏｻﾄ 神奈川県 横浜市
160 1:09:38 5820 村田　朋弘 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 横浜市
161 1:09:43 5268 黒沼　伸哉 ｸﾛﾇﾏ ｼﾝﾔ 横浜ＮＲＣ 神奈川県 横浜市
162 1:09:48 8658 谷川　高 ﾀﾆｶﾜ ﾀｶｼ まつざわ歯科 神奈川県 鎌倉市
163 1:09:49 1146 阿部　博敏 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ 神奈川県 藤沢市
164 1:09:51 5357 佐藤　憲一郎 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
165 1:09:53 1500 西山　克彦 ﾆｼﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 藤沢市
166 1:09:54 6754 佐藤　雅哉 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 東京都 江東区
167 1:09:56 5148 橋本　未来 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾗｲ 神奈川県 川崎市
168 1:10:00 5491 原内　聡 ﾊﾗｳﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 鎌倉市
169 1:10:05 5418 片山　大介 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
170 1:10:10 5346 田中　友和 ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ システムアイ 神奈川県 川崎市
171 1:10:10 8713 蝦名　晋一 ｴﾋﾞﾅ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 相模原市
172 1:10:14 8652 市川　範雄 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｵ 東京都 大田区
173 1:10:16 5137 小谷松　康隆 ｵﾔﾏﾂ ﾔｽﾀｶ ファインネット 神奈川県 鎌倉市
174 1:10:17 5867 長尾　祐輔 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｽｹ 北海道教育庁 北海道 札幌市
175 1:10:19 5351 伊澤　友人 ｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾄ ＫＲＣ 神奈川県 寒川町
176 1:10:19 5429 梶谷　義之 ｶｼﾞﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 相模原市
177 1:10:21 1087 久保寺　士朗 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｼﾛｳ 神奈川県 藤沢市
178 1:10:22 8746 武田　強 ﾀｹﾀﾞ ﾂﾖｼ オトナの陸上部 神奈川県 茅ヶ崎市
179 1:10:24 5557 加藤　武文 ｶﾄｳ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
180 1:10:26 5437 飛島　崇之 ﾄﾋﾞｼﾏ ﾀｶﾕｷ 東京都 文京区
181 1:10:30 5594 遠藤　創 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 東京都 大田区
182 1:10:50 5421 安田　俊昭 ﾔｽﾀﾞ ﾄｼｱｷ 長岡アトラス 神奈川県 平塚市
183 1:10:51 8676 田中　啓介 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 神奈川県 横浜市
184 1:10:59 1241 小池　宏和 ｺｲｹ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
185 1:11:10 1393 山崎　優太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 藤沢市
186 1:11:14 1442 只木　章 ﾀﾀﾞｷ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
187 1:11:18 5526 和田　智浩 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 小田原市
188 1:11:21 5474 小山　穣 ｺﾔﾏ ﾕﾀｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
189 1:11:29 5605 高橋　秀一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ ワイズガーデン 神奈川県 横浜市
190 1:11:29 8723 直井　淳 ﾅｵｲ ｼﾞｭﾝ アロハランナー 東京都 新宿区
191 1:11:34 7188 川端　健仁 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹﾋﾄ 神奈川県 茅ヶ崎市
192 1:11:35 5376 田原　彰裕 ﾀﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
193 1:11:35 6351 髙山　文治 ﾀｶﾔﾏ ﾌﾞﾝｼﾞ 神奈川県 鎌倉市
194 1:11:38 1253 山本　陽介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ ブルートレイン 神奈川県 藤沢市
195 1:11:43 1212 藤岡　政俊 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
196 1:11:47 8768 竹上　洋輔 ﾀｹｶﾞﾐ ﾖｳｽｹ 東京都 中野区
197 1:11:54 1354 和田本　学 ﾜﾀﾞﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
198 1:11:57 5727 鈴木　悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
199 1:12:02 5386 黒田　祐司 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
200 1:12:02 5457 丸山　智之 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 横浜市
201 1:12:03 1138 大木　雅人 ｵｵｷ ﾏｻﾄ チーム梓 神奈川県 藤沢市
202 1:12:05 1537 山中　健太郎 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
203 1:12:14 1203 植松　公彦 ｳｴﾏﾂ ｷﾐﾋｺ 神奈川県 藤沢市
204 1:12:15 2526 清水　俊博 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
205 1:12:16 8776 佐藤　剛平 ｻﾄｳ ｺﾞｳﾍｲ サンビジネス 東京都 中央区
206 1:12:24 1076 田代　正幸 ﾀｼﾛ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 藤沢市
207 1:12:27 5363 林　慎一郎 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
208 1:12:27 8701 池　司 ｲｹ ﾂｶｻ 東京都 品川区
209 1:12:29 8777 杉澤　敦 ｽｷﾞｻﾜ ｱﾂｼ 神奈川県 秦野市



210 1:12:31 8340 柳橋　幸史 ﾔﾅｷﾞﾊｼ ﾕｷﾌﾐ （株）ＪＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
211 1:12:35 8672 河村　亮 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
212 1:12:35 6049 塙　隆志 ﾊﾅﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 寒川町
213 1:12:35 5853 萩原　貴則 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾉﾘ つながルン 東京都 世田谷区
214 1:12:36 5393 古川　智之 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 さいたま市
215 1:12:37 1417 長田　尚理 ｵｻﾀﾞ ﾅｵﾐﾁ 神奈川県 藤沢市
216 1:12:39 1387 戸叶　智 ﾄｶﾉ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
217 1:12:50 8717 小泉　幹夫 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｷｵ 神奈川県 平塚市
218 1:12:52 5970 岩波　智史 ｲﾜﾅﾐ ｻﾄｼ 神奈川県 川崎市
219 1:12:54 1490 吉村　英郎 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 藤沢市
220 1:12:54 6133 清水　昭博 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 平塚市
221 1:12:56 5484 川元　直樹 ｶﾜﾓﾄ ﾅｵｷ 千葉県 船橋市
222 1:12:56 8785 白壁　登志哉 ｼﾗｶﾍﾞ ﾄｼﾔ 東京都 練馬区
223 1:13:00 5545 葛城　建史 ｶﾂﾗｷﾞ ｹﾝｼﾞ 東雲倶楽部 神奈川県 横浜市
224 1:13:05 8973 高橋　武生 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 神奈川県 横浜市
225 1:13:14 6139 津國　洋和 ﾂｸﾆ ﾋﾛｶｽﾞ ＡＦＡＣ 神奈川県 厚木市
226 1:13:14 1878 東出　功一 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
227 1:13:17 1441 渡部　芳幸 ﾜﾀﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
228 1:13:17 8822 平林　功 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 神奈川県 大和市
229 1:13:19 6040 小林　憲之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 大和市
230 1:13:22 5440 光石　義孝 ﾐﾂｲｼ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 平塚市
231 1:13:24 1224 樋川　匡樹 ﾋｶﾜ ﾏｻｷ バンダル 神奈川県 藤沢市
232 1:13:25 5152 高橋　重成 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾅﾘ シャンテリー 神奈川県 逗子市
233 1:13:32 5321 石田　和之 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 足立区
234 1:13:32 5952 古山　健 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
235 1:13:35 6157 加藤　忠相 ｶﾄｳ ﾀﾀﾞｽｹ フジゲームス 神奈川県 横浜市
236 1:13:37 5311 閏間　健 ｳﾙﾏ ｹﾝ 神奈川県 川崎市
237 1:13:38 5360 高橋　亮造 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｿﾞｳ 神奈川県 横浜市
238 1:13:42 6030 春宮　研一郎 ﾊﾙﾐﾔ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
239 1:13:45 5359 神保　達弘 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀﾂﾋﾛ 神奈川県 横浜市
240 1:13:51 5586 末次　英裕 ｽｴﾂｸﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
241 1:13:52 5211 足立　賀弘 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 東京都 多摩市
242 1:13:55 1225 岡　昌則 ｵｶ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
243 1:13:59 2576 間山　英俊 ﾏﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 藤沢市
244 1:14:06 1223 井上　邦夫 ｲﾉｳｴ ｸﾆｵ 神奈川県 藤沢市
245 1:14:12 1035 柳田　厚志 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
246 1:14:15 5455 齋藤　篤 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
247 1:14:18 5938 増田　豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 小澤建材 東京都 八王子市
248 1:14:22 5378 石塚　定高 ｲｼﾂﾞｶ ｻﾀﾞﾀｶ いしづかーズ 神奈川県 茅ヶ崎市
249 1:14:23 5298 畑中　邦夫 ﾊﾀﾅｶ ｸﾆｵ 東京都 昭島市
250 1:14:25 8665 鈴木　裕也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
251 1:14:25 8852 唐戸　博良 ｶﾗﾄ ﾋﾛﾖｼ 神奈川県 横浜市
252 1:14:26 8800 川崎　龍一郎 ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
253 1:14:28 1847 菊池　俊介 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
254 1:14:29 5787 村井　歴 ﾑﾗｲ ﾚｷ 神奈川県 海老名市
255 1:14:29 5825 藤原　真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ ＯＫＩ 神奈川県 平塚市
256 1:14:29 6161 福島　宏志 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
257 1:14:30 5508 和多田　佑介 ﾜﾀﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
258 1:14:30 5675 石原　和成 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ ワンチャンス 岡山県 岡山市
259 1:14:30 1468 矢田　裕宜 ﾔﾀ ﾕｳｷﾞ 神奈川県 藤沢市
260 1:14:31 1334 福田　紘志 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
261 1:14:31 5626 中川　健 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 東京都 中野区
262 1:14:32 1793 豊田　直樹 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵｷ 湘南ランクラブ 神奈川県 藤沢市
263 1:14:32 5622 渡辺　悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 神奈川県 川崎市
264 1:14:34 6165 黒澤　隆之 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
265 1:14:35 5966 末木　寛浩 ｽｴｷ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 寒川町
266 1:14:37 1788 廣濱　敏青 ﾋﾛﾊﾏ ﾄｼﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
267 1:14:39 5289 鈴木　勲 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ ＶＩＶＡＲＵＮ 神奈川県 川崎市
268 1:14:39 5662 安藤　大樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 東京都 八王子市
269 1:14:40 1316 神　将吉 ｼﾞﾝ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 藤沢市
270 1:14:40 5767 中村　常人 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾈﾄ 神奈川県 川崎市
271 1:14:41 5480 田中　清仁 ﾀﾅｶ ｷﾖﾋﾄ ＦマリノスＲＣ 神奈川県 横浜市
272 1:14:46 1269 滝川　亮太郎 ﾀｷｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 鎌楽会 神奈川県 藤沢市
273 1:14:58 6130 大嶋　和人 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾄ 栃木県 宇都宮市
274 1:15:03 1547 飯田　博臣 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｵﾐ ３０２保 神奈川県 藤沢市
275 1:15:03 6625 梅原　昌樹 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
276 1:15:06 5181 小林　真樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 川剣ランクラブ 神奈川県 横浜市
277 1:15:08 2031 渡邊　大樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ ＤＭＦＫ 神奈川県 藤沢市
278 1:15:09 5981 村山　充孝 ﾑﾗﾔﾏ ﾐﾂﾀｶ 東京都 町田市
279 1:15:13 8694 関野　貴弘 ｾｷﾉ ﾀｶﾋﾛ 昭和精工 神奈川県 大磯町



280 1:15:14 8666 梶浦　孝一郎 ｶｼﾞｳﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 多摩市
281 1:15:16 2049 石川　満 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾙ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
282 1:15:17 1303 佐々木　明 ｻｻｷ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
283 1:15:25 5189 大場　義行 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾕｷ ＲＳＬＡＢ 神奈川県 平塚市
284 1:15:26 5744 吉田　尚人 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 神奈川県 横浜市
285 1:15:27 1258 渡辺　進 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ 神奈川県 藤沢市
286 1:15:28 6539 仲嶺　陽喜 ﾅｶﾐﾈ ﾊﾙｷ ＳＷＩＦＴ 神奈川県 川崎市
287 1:15:33 5325 富樫　健一 ﾄｶﾞｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
288 1:15:35 1385 小村　和久 ｵﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 藤沢市
289 1:15:36 1380 島田　照雄 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾙｵ 神奈川県 藤沢市
290 1:15:36 5548 嘉手川　政道 ｶﾃﾞｶﾜ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 逗子市
291 1:15:40 5901 松野　宏治 ﾏﾂﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 川崎市
292 1:15:49 5313 西舘　健 ﾆｼﾀﾞﾃ ｹﾝ 神奈川県 川崎市
293 1:15:50 5468 中島　賢 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 神奈川県 相模原市
294 1:15:54 7452 横田　和司 ﾖｺﾀ ｶﾂﾞｼ 茨城県 つくば市
295 1:15:56 1832 真野　俊和 ﾏﾉ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
296 1:15:57 8795 菊池　一美 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 横浜市
297 1:15:57 5722 根岸　亨 ﾈｷﾞｼ ﾄｵﾙ 栫会 神奈川県 横須賀市
298 1:15:59 5573 品川　順 ｼﾅｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 高座郡 神奈川県 寒川町
299 1:16:01 6146 佐藤　崇 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川県 川崎市
300 1:16:03 8147 早川　栄二 ﾊﾔｶﾜ ｴｲｼﾞ 神奈川県 海老名市
301 1:16:04 5806 広瀬　伸明 ﾋﾛｾ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
302 1:16:06 5530 井手　央 ｲﾃﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
303 1:16:09 1917 菅野　暁 ｽｶﾞﾉ ｻﾄﾙ 神奈川県 藤沢市
304 1:16:10 5591 成瀬　豪 ﾅﾙｾ ｺﾞｳ 神奈川県 横浜市
305 1:16:11 1102 菅野　広一 ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
306 1:16:15 6036 浦田　洋平 ｳﾗﾀ ﾖｳﾍｲ 浦田兄弟会 神奈川県 横浜市
307 1:16:15 1544 高橋　陽介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
308 1:16:25 8117 國友　徹太郎 ｸﾆﾄﾓ ﾃﾂﾀﾛｳ 神奈川県 海老名市
309 1:16:32 5749 小玉　亮太 ｺﾀﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 静岡県 浜松市
310 1:16:33 8838 岡﨑　昭弘 ｵｶｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 相模原市
311 1:16:48 9293 中島　聖哉 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾔ チームにのっと 神奈川県 伊勢原市
312 1:16:49 5971 香川　陽祐 ｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 神奈川県 海老名市
313 1:16:56 1460 佐々木　拓郎 ｻｻｷ ﾀｸﾛｳ ＪＣＯＭ 神奈川県 藤沢市
314 1:17:00 1398 溝上　康治 ﾐｿﾞｶﾐ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
315 1:17:05 8743 池田　栄行 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 横浜市
316 1:17:07 1280 松永　巧 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ＪＣＯＭ 神奈川県 藤沢市
317 1:17:10 5537 飯野　雄一 ｲｲﾉ ﾕｳｲﾁ 東京都 板橋区
318 1:17:15 8936 杉本　憲勇 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾕ 千葉県 浦安市
319 1:17:16 8824 桑野　浩志 ｸﾜﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
320 1:17:17 1405 前田　孝範 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
321 1:17:17 6827 山口　健治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 厚木昼走会 神奈川県 厚木市
322 1:17:17 6020 吉田　敬紀 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 東京都 杉並区
323 1:17:20 6530 内堀　賢一 ｳﾁﾎﾞﾘ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 大和市
324 1:17:23 6255 宮古　洋 ﾐﾔｺ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
325 1:17:25 6272 嶋村　健一 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 静岡県 富士宮市
326 1:17:27 6940 藤井　隆弥 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾔ 神奈川県 葉山町
327 1:17:29 1255 金指　卓也 ｶﾅｻﾞｼ ﾀｸﾔ チームスギヤマ 神奈川県 藤沢市
328 1:17:35 5361 森田　智和 ﾓﾘﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 川剣ランクラブ 神奈川県 川崎市
329 1:17:37 5664 矢島　ヒロユキ ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ メイコー 神奈川県 大和市
330 1:17:38 1734 鵜澤　武宏 ｳｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ ＯＴＣ 神奈川県 藤沢市
331 1:17:44 6118 林　純一郎 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
332 1:17:44 6711 野中　一剛 ﾉﾅｶ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 横浜市
333 1:17:45 6278 赤森　友久 ｱｶﾓﾘ ﾄﾓﾋｻ 千葉県 市川市
334 1:17:49 1426 松永　卓也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 藤沢市
335 1:17:50 1236 富田　浩明 ﾄﾐﾀﾞ ﾋﾛｱｷ チームほろ酔い 神奈川県 藤沢市
336 1:17:50 1371 アネスリー　サミュエル ｱﾈｽﾘｰ ｻﾐｭｴﾙ 神奈川県 藤沢市
337 1:17:52 9050 高山　俊介 ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ＩＰＡ 神奈川県 伊勢原市
338 1:17:52 8753 山本　陽介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 神奈川県 大和市
339 1:17:56 5260 宮尾　健太郎 ﾐﾔｵ ｹﾝﾀﾛｳ Ｋ－ＷＡＶＥ 神奈川県 鎌倉市
340 1:18:00 1846 端　良浩 ﾊｼ ﾖｼﾋﾛ Ｓｕｄｏ 神奈川県 藤沢市
341 1:18:01 8639 永島　健治 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
342 1:18:01 1170 神崎　正博 ｶﾝｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
343 1:18:02 5538 内山　洋平 ｳﾁﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 静岡県 浜松市
344 1:18:06 5190 黒田　幸司 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｼﾞ 横浜市消防局 神奈川県 茅ヶ崎市
345 1:18:06 8699 美山　武彦 ﾐﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 千葉県 船橋市
346 1:18:09 8766 山田　学 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ カレスト登山部 神奈川県 横浜市
347 1:18:09 5793 大川　和延 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ エスカルゴ 神奈川県 平塚市
348 1:18:10 5772 池田　洋 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
349 1:18:12 1249 斎藤　清和 ｻｲﾄｳ ｷﾖｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市



350 1:18:12 5409 築森　薫 ﾂｷﾓﾘ ｶｵﾙ 東京都 三鷹市
351 1:18:14 1362 松坂　庸平 ﾏﾂｻﾞｶ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
352 1:18:14 6489 神山　真樹 ｶﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 東京都 品川区
353 1:18:15 1278 根本　智章 ﾈﾓﾄ ﾄﾓｱｷ 宝製菓株式会社 神奈川県 藤沢市
354 1:18:15 1251 露木　敦志 ﾂﾕｷ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
355 1:18:15 5533 北川　学 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 平塚市
356 1:18:16 5672 水田　駿佑 ﾐｽﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 横浜市
357 1:18:16 6226 菱沼　清人 ﾋｼﾇﾏ ｷﾖﾄ 神奈川県 三浦市
358 1:18:21 1532 屋　昌宏 ｵｸ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
359 1:18:24 5506 荒井　利幸 ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 川崎市
360 1:18:25 7279 三川マレリ　ダグラス ﾐｶﾜﾏﾚﾘ ﾀﾞｸﾞﾗｽ 神奈川県 横浜市
361 1:18:25 6266 山本　英典 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 川崎市
362 1:18:26 5636 高林　康樹 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｷ 神奈川県 横浜市
363 1:18:30 6916 森澤　啓 ﾓﾘｻﾜ ｹｲ 神奈川県 川崎市
364 1:18:31 7626 柏原　学 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 品川区
365 1:18:39 8979 岩根　誠 ｲﾜﾈ ﾏｺﾄ 東京都 中央区
366 1:18:43 1207 藤咲　真樹 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
367 1:18:44 5367 芝土　瞬 ｼﾊﾞﾂﾁ ｼｭﾝ グローバルワン 東京都 港区
368 1:18:45 5758 北村　弘敏 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 神奈川県 横浜市
369 1:18:46 6038 由井　真男 ﾕｲ ﾏｻｵ ルートＫ 神奈川県 横浜市
370 1:18:50 6068 今北　普朗 ｲﾏｷﾀ ｼﾝﾛｳ 東京都 港区
371 1:18:53 1171 佐々木　和樹 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 神奈川県 藤沢市
372 1:18:55 1317 山岸　雅明 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻｱｷ 神奈川県 藤沢市
373 1:19:00 5819 高田　利彦 ﾀｶﾀ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 鎌倉市
374 1:19:01 1432 内野　貴浩 ｳﾁﾉ ﾀｶﾋﾛ ＲＴ３２４ 神奈川県 藤沢市
375 1:19:01 6908 鈴木　通夫 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 神奈川県 鎌倉市
376 1:19:05 8807 柳川　文生 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾌﾐｵ 賛友精機 神奈川県 川崎市
377 1:19:05 6152 岡澤　崇文 ｵｶｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ ＤＭＦＫ 神奈川県 川崎市
378 1:19:07 6891 大神田　康博 ｵｵｶﾝﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 八王子市
379 1:19:09 8744 高橋　博昭 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 鎌倉市
380 1:19:11 8194 西田　義之 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ハマキョウ 東京都 町田市
381 1:19:12 6318 関　輝彦 ｾｷ ﾃﾙﾋｺ 神奈川県 横浜市
382 1:19:24 8780 伊藤　太郎 ｲﾄｳ ﾀﾛｳ 東京都 港区
383 1:19:24 5877 赤川　玄樹 ｱｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 神奈川県 横浜市
384 1:19:27 8902 利岡　英和 ﾄｼｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
385 1:19:30 1357 中村　哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
386 1:19:32 1764 佐々木　聖司 ｻｻｷ ｾｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
387 1:19:32 8733 甘利　理 ｱﾏﾘ ｻﾄﾙ 埼玉県 さいたま市
388 1:19:38 8756 藤本　俊介 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 東京都 武蔵村山市
389 1:19:39 6225 山田　洋一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
390 1:19:40 1414 金田　史朗 ｶﾈﾀﾞ ｼﾛｳ ＡＤ神奈川 神奈川県 藤沢市
391 1:19:43 8730 池内　智哉 ｲｹｳﾁ ﾄﾓﾔ メドック出たい 神奈川県 鎌倉市
392 1:19:48 1413 中原　豪 ﾅｶﾊﾗ ｺﾞｳ 神奈川県 藤沢市
393 1:19:49 5948 倉知　誠 ｸﾗﾁ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市
394 1:19:49 6480 菅澤　勝也 ｽｶﾞｻﾜ ｶﾂﾔ すくら走友会 神奈川県 川崎市
395 1:19:49 6773 山根　秀弘 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 綾瀬市
396 1:19:49 6105 保田　雄一 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 大和市
397 1:19:51 1244 小坂　直人 ｺｻｶ ﾅｵﾄ イルキャンティ 神奈川県 藤沢市
398 1:19:52 5286 河田　彰一 ｶﾜﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 東京都 調布市
399 1:19:53 1296 武藤　孝弘 ﾑﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ＨＩＦＥ 神奈川県 藤沢市
400 1:19:54 1291 柴崎　良平 ｼﾊﾞｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
401 1:19:54 8937 斎藤　行信 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 神奈川県 横浜市
402 1:19:56 7672 小野寺　真 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ 東京都 品川区
403 1:19:57 6554 久保　俊世 ｸﾎﾞ ｼｭﾝｾｲ 神奈川県 厚木市
404 1:20:01 8610 榎本　秀治 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞﾊﾙ 千葉県 千葉市
405 1:20:04 6946 東　健太郎 ﾋｶﾞｼ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 座間市
406 1:20:11 5312 松橋　英吉 ﾏﾂﾊｼ ｴｲｷﾁ ファイテン藤沢 神奈川県 横浜市
407 1:20:12 8751 木村　浩一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 群馬県 前橋市
408 1:20:13 5461 中村　康浩 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ ＭＯＬＥＸ 神奈川県 大和市
409 1:20:13 5739 大場　修平 ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ 千葉県 千葉市
410 1:20:14 5817 角田　裕 ﾂﾉﾀﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 横浜市
411 1:20:16 5520 山田　孝章 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｱｷ ｔｅａｍＳＩＭ 東京都 新宿区
412 1:20:17 5527 鹿子島　幸二 ｶｺﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 鎌倉市
413 1:20:18 1310 久保　里生 ｸﾎﾞ ﾘｵ 神奈川県 藤沢市
414 1:20:18 5572 佐藤　純一郎 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 大磯町
415 1:20:22 8731 鴫原　敏 ｼｷﾞﾊﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 川崎市
416 1:20:22 8769 奥村　浩之 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴドコモ 神奈川県 横浜市
417 1:20:27 5441 橋本　将 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 神奈川県 大和市
418 1:20:33 1181 古屋　憲吾 ﾌﾙﾔ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 藤沢市
419 1:20:33 5972 藤生　直樹 ﾌｼﾞｳ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市



420 1:20:34 6921 土井　卓也 ﾄﾞｲ ﾀｸﾔ 神奈川県 横浜市
421 1:20:40 1497 花田　晃一 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
422 1:20:42 6801 大津　真一 ｵｵﾂ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 松田町
423 1:20:42 6588 小野　誠治 ｵﾉ ｾｲｼﾞ えのぽりす 神奈川県 大磯町
424 1:20:43 8802 清水　弘之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 湘南ランクラブ 神奈川県 茅ヶ崎市
425 1:20:44 7355 関根　彬生 ｾｷﾈ ｱｷｵ 神奈川県 横浜市
426 1:20:44 1680 山本　圭介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
427 1:20:46 5802 加藤　大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ チーム梓 神奈川県 横浜市
428 1:20:48 8765 横山　晃生 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾙｵ 福山通運 神奈川県 厚木市
429 1:20:51 6016 三谷　啓 ﾐﾀﾆ ｹｲ 鹿島建設 神奈川県 横浜市
430 1:20:54 6992 南澤　優 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾏｻﾙ 東京都 江東区
431 1:20:58 5897 金子　聡一郎 ｶﾈｺ ｿｳｲﾁﾛｳ 東北大学 神奈川県 横浜市
432 1:21:01 6610 尾崎　雄一 ｵｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
433 1:21:08 1573 小松　洋平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 湘南ダイイチ 神奈川県 藤沢市
434 1:21:16 1190 平野　大介 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲｽｹ ＴＭ・ＣＬＵＢ 神奈川県 藤沢市
435 1:21:17 5642 小林　秀平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 東京都 八王子市
436 1:21:22 8957 島田　美治 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 相模原市
437 1:21:25 1627 津田　健悟 ﾂﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 藤沢市
438 1:21:26 5510 杉山　邦彦 ｽｷﾞﾔﾏ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 大和市
439 1:21:29 2137 杉本　敬吾 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 神奈川県 藤沢市
440 1:21:32 5580 高田　幹 ﾀｶﾀﾞ ｶﾝ 神奈川県 相模原市
441 1:21:40 5923 佐藤　賢治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
442 1:21:41 8556 伊藤　武 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 大井町
443 1:21:41 6590 高野　展好 ﾀｶﾉ ﾉﾌﾞﾖｼ えのぽりす 神奈川県 平塚市
444 1:21:41 6528 岸田　壮広 ｷｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
445 1:21:42 1067 牧野　史記 ﾏｷﾉ ﾌﾐﾉﾘ タカナシ乳業 神奈川県 藤沢市
446 1:21:46 5475 櫻井　健司 ｻｸﾗｲ ｹﾝｼﾞ Ｒ２４６×１６ 東京都 町田市
447 1:21:48 5582 平谷　創 ﾋﾗﾔ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 横浜市
448 1:21:54 6977 稲田　博之 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 裾野市
449 1:21:55 5928 川岸　将実 ｶﾜｷﾞｼ ﾏｻﾐ 神奈川県 川崎市
450 1:21:57 6867 土岐　敦義 ﾄｷ ｱﾂﾖｼ 埼玉県 川口市
451 1:21:59 7164 磯部　貴美仁 ｲｿﾍﾞ ｷﾐﾋﾄ 静岡県 静岡市
452 1:21:59 7198 斉藤　嘉一 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 横浜市
453 1:22:01 6236 三木　商吉 ﾐｷ ｼｮｳｷﾁ 茅ヶ崎鵠沼海練 神奈川県 茅ヶ崎市
454 1:22:08 7694 岡部　晋 ｵｶﾍﾞ ｽｽﾑ 神奈川県 横浜市
455 1:22:11 1821 阿部　海輔 ｱﾍﾞ ｶｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
456 1:22:12 6207 宮本　裕樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ 神奈川県 川崎市
457 1:22:13 5353 田中　邦昌 ﾀﾅｶ ｸﾆｱｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
458 1:22:14 5997 立石　史生 ﾀﾃｲｼ ﾌﾐｵ 東京都 品川区
459 1:22:16 1899 松本　太九郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 藤沢市
460 1:22:17 1498 阿部　宏昭 ｱﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
461 1:22:20 5302 大崎　史彦 ｵｵｻｷ ﾌﾐﾋｺ 東京都 世田谷区
462 1:22:29 6256 毛利　英輔 ﾓｳﾘ ｴｲｽｹ 東京都 墨田区
463 1:22:32 8853 矢部　情 ﾔﾍﾞ ｼﾞｮｳ 神奈川県 鎌倉市
464 1:22:32 8836 土田　将司 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻｼ 東京都 多摩市
465 1:22:32 7830 水野　裕 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
466 1:22:35 6655 谷地　純 ﾀﾆﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 厚木市
467 1:22:42 9068 山本　真一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 練馬区
468 1:22:44 5588 高堰　智志 ﾀｶｾｷ ｻﾄｼ 千葉県 千葉市
469 1:22:44 5501 小畑　大輔 ｵﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 綾瀬市
470 1:22:48 6984 近藤　志仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾄ 神奈川県 川崎市
471 1:22:48 7121 棚橋　広光 ﾀﾅﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 神奈川県 横浜市
472 1:22:49 2540 石原　昭則 ｲｼﾊﾗ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
473 1:22:51 7467 森崎　伸一 ﾓﾘｻｷ ｼﾝｲﾁ 大阪府 大阪市
474 1:22:55 8849 喜原　光宏 ｷﾊﾗ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 横浜市
475 1:22:55 6222 小西　悠介 ｺﾆｼ ﾕｳｽｹ 東京都 中野区
476 1:22:58 1873 鈴木　雅博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
477 1:22:59 2573 名取　浩史 ﾅﾄﾘ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
478 1:23:04 8961 山崎　篤史 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
479 1:23:08 6643 星　洋介 ﾎｼ ﾖｳｽｹ 東京都 中野区
480 1:23:10 5813 馬場　健太 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 厚木市
481 1:23:11 6922 吉留　善行 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 鎌倉市
482 1:23:11 6311 曽我部　栄一郎 ｿｶﾞﾍﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 東京都 葛飾区
483 1:23:11 6347 伊藤　寛之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
484 1:23:12 5771 松田　充弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 横浜市
485 1:23:13 6905 越前　圭介 ｴﾁｾﾞﾝ ｹｲｽｹ 神奈川県 川崎市
486 1:23:18 6260 工藤　大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ ＹＰ 東京都 世田谷区
487 1:23:18 5759 高橋　広毅 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
488 1:23:19 8734 今瀬　聡 ｲﾏｾ ｻﾄｼ 東京都 世田谷区
489 1:23:24 1319 熊井　俊文 ｸﾏｲ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 藤沢市



490 1:23:26 1406 藤原　悠輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
491 1:23:29 7204 弘田　和也 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ 山口県 山口市
492 1:23:29 5774 土屋　峻彦 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋｺ 東京都 杉並区
493 1:23:33 6312 渡辺　裕樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 菱熱サービス 神奈川県 横浜市
494 1:23:37 6346 佐藤　正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 吉川市
495 1:23:39 8057 千葉　泰史 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾌﾐ 埼玉県 さいたま市
496 1:23:39 7384 川嶋　修平 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 鎌倉市
497 1:23:42 2522 栗原　渉 ｸﾘﾊﾗ ﾜﾀﾙ 神奈川県 藤沢市
498 1:23:42 6747 横溝　淳平 ﾖｺﾐｿﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ Ｒ横浜 神奈川県 横浜市
499 1:23:44 6756 安間　実 ﾔｽﾏ ﾐﾉﾙ 神奈川県 秦野市
500 1:23:44 2004 小林　靖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 神奈川県 藤沢市
501 1:23:48 6582 牧　智信 ﾏｷ ﾄﾓﾉﾌﾞ 神奈川県 相模原市
502 1:23:48 6496 鈴木　崇真 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 神奈川県 鎌倉市
503 1:23:50 6879 北澤　治朗 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞﾛｳ 東京都 町田市
504 1:23:51 6381 小菅　邦彦 ｺｽｹﾞ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 鎌倉市
505 1:23:52 7410 千葉　大志 ﾁﾊﾞ ﾀｲｼ 神奈川県 相模原市
506 1:23:57 5144 増田　智哉 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 旺ちゃんパパ 神奈川県 茅ヶ崎市
507 1:24:04 6483 山岡　篤志 ﾔﾏｵｶ ｱﾂｼ 埼玉県 草加市
508 1:24:05 1350 岩本　朋之 ｲﾜﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 藤沢市
509 1:24:06 8792 松本　健 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 千葉県 船橋市
510 1:24:07 1870 加賀　大輔 ｶｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
511 1:24:08 6942 田島　一紀 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 鎌倉市
512 1:24:09 6296 桐生　幸典 ｷﾘｭｳ ﾕｷﾉﾘ 東京都 府中市
513 1:24:14 1591 山口　英之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
514 1:24:21 6868 高輪　知幸 ﾀｶﾅﾜ ﾄﾓﾕｷ 東京都 大田区
515 1:24:23 8829 米崎　祐一 ﾖﾈｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 東京都 品川区
516 1:24:26 8919 向井　聡司 ﾑｶｲ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
517 1:24:27 9299 金竹　雅人 ｶﾅﾀｹ ﾏｻﾄ 東京都 三鷹市
518 1:24:30 1229 内田　善文 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
519 1:24:33 6031 時津　信之 ﾄｷﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
520 1:24:34 7235 浪貝　泰之 ﾅﾐｶﾞｲ ﾔｽﾕｷ 東京都 多摩市
521 1:24:36 8855 薬師寺　由長 ﾔｸｼｼﾞ ﾖｼﾅｶﾞ 東京都 町田市
522 1:24:37 1648 宮部　哲 ﾐﾔﾍﾞ ﾃﾂ 神奈川県 藤沢市
523 1:24:39 5585 加藤　正和 ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 海老名市
524 1:24:44 1270 岡野　宏昭 ｵｶﾉ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
525 1:24:51 7186 岡部　友輔 ｵｶﾍﾞ ﾕｳｽｹ 西東京市 東京都 西東京市
526 1:24:53 5985 藤田　聡 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ 東京都 世田谷区
527 1:24:53 1802 坂田　創 ｻｶﾀ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 藤沢市
528 1:24:54 6427 清水　仁 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾝ 神奈川県 横浜市
529 1:24:56 6581 中島　聡 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
530 1:24:58 9002 臼井　亮介 ｳｽｲ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 横浜市
531 1:24:59 8879 いとう　修一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 埼玉県 さいたま市
532 1:25:04 8698 渡辺　裕明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜市
533 1:25:04 1810 山口　拓克 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾖｼ 神奈川県 藤沢市
534 1:25:05 6629 渡辺　信弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 東京都 大田区
535 1:25:06 1590 岩下　浩昭 ｲﾜｼﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
536 1:25:14 2151 高木　秀昭 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
537 1:25:16 6382 佐藤　幸一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 埼玉県 川口市
538 1:25:17 6626 増田　英輔 ﾏｽﾀﾞ ｴｲｽｹ 神奈川県 川崎市
539 1:25:25 6796 神戸　宏之 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
540 1:25:26 6216 仲尾次　康秀 ﾅｶｵｼﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 沖縄県 那覇市
541 1:25:28 8835 古川　詔大 ﾌﾙｶﾜ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
542 1:25:29 2259 竹内　朋久 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋｻ 神奈川県 藤沢市
543 1:25:30 1664 柏田　陽平 ｶｼﾜﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
544 1:25:36 5389 清水　保洋 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 横浜市
545 1:25:38 5803 小林　健太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ ＴＧＥＳ 神奈川県 鎌倉市
546 1:25:38 2021 佐藤　大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
547 1:25:43 8270 地村　輝一郎 ｼﾞﾑﾗ ｷｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
548 1:25:45 5809 大塚　健次 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 寒川町
549 1:25:50 1373 高橋　直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ ワシオ建築設計 神奈川県 藤沢市
550 1:25:52 6954 田舞　恭功 ﾀﾏｲ ﾔｽﾉﾘ トゥマホーク 東京都 府中市
551 1:25:53 5799 深澤　拓哉 ﾌｶｻﾜ ﾀｸﾔ 東京都 世田谷区
552 1:25:54 7822 西條　順 ｻｲｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 鎌倉市
553 1:25:56 1776 藍場　康之 ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾕｷ ＪＰＳＡ 神奈川県 藤沢市
554 1:25:58 6662 田邉　肇 ﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 横浜市
555 1:25:59 1306 橋本　大地 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 藤沢市
556 1:25:59 6606 小林　孝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ みゆき荘 神奈川県 横浜市
557 1:25:59 1479 久富　健 ﾋｻﾄﾐ ｹﾝ 神奈川県 藤沢市
558 1:25:59 7216 野沢　卓哉 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 東京都 新宿区
559 1:26:00 6240 澤田　伊吹 ｻﾜﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 神奈川県 横浜市



560 1:26:02 2580 原田　克己 ﾊﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 二谷小学校 神奈川県 藤沢市
561 1:26:03 6065 長谷川　勲 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻｵ 神奈川県 海老名市
562 1:26:06 1971 伊從　智孝 ｲﾖﾘ ﾄﾓﾀｶ 坂バカ日誌 神奈川県 藤沢市
563 1:26:09 1582 古屋敷　浩嗣 ﾌﾙﾔｼｷ ｺｳｼﾞ フルフィット 神奈川県 藤沢市
564 1:26:09 8837 青木　広剛 ｱｵｷ ﾋﾛﾖｼ ｅｎｉｓｈ 神奈川県 横浜市
565 1:26:10 1951 周傳　貴晴 ｼｭｳﾃﾞﾝ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
566 1:26:12 5478 佐藤　博之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 調布市
567 1:26:16 8775 後藤　重規 ｺﾞﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ 神奈川県 平塚市
568 1:26:16 1700 味田　亮 ｱｼﾞﾀ ﾘｮｳ 神奈川県 藤沢市
569 1:26:25 8187 草山　友宏 ｸｻﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 横浜市
570 1:26:26 7952 中村　貴弘 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ （株）ＪＣ 神奈川県 平塚市
571 1:26:27 6289 和泉　孝史 ｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 神奈川県 相模原市
572 1:26:34 6379 石原　晋志 ｲｼﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 一カンテイ 神奈川県 川崎市
573 1:26:35 1569 西田　智彦 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 藤沢市
574 1:26:36 9152 小島　崇広 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 株プラントビオ 神奈川県 大磯町
575 1:26:38 1250 守屋　要 ﾓﾘﾔ ｶﾅﾒ 神奈川県 藤沢市
576 1:26:41 8921 ＬＡＮＹＯＵ　ＬＡＵＲＥＮＴ ﾗﾝﾕｳ ﾛｰﾗﾝ 東京都 町田市
577 1:26:43 6734 金泉　浩二 ｶﾅｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
578 1:26:43 5840 高橋　正輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾃﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
579 1:26:45 1918 藤堂　高志 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ ＭＳＲＣ 神奈川県 藤沢市
580 1:26:48 5845 廣瀬　康二 ﾋﾛｾ ｺｳｼﾞ 神奈川県 厚木市
581 1:26:49 9024 堀谷　澄雄 ﾎﾘﾀﾆ ｽﾐｵ 小田急電鉄 神奈川県 厚木市
582 1:26:52 6268 増岡　健太郎 ﾏｽｵｶ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
583 1:26:53 2017 米田　博志 ﾖﾈﾀﾞ ﾋﾛｼ パーキン 神奈川県 藤沢市
584 1:26:55 8773 大川原　正佳 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 静岡県 掛川市
585 1:26:56 1499 永昌　慎一 ﾅｶﾞﾏｻ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市
586 1:27:00 6943 石川　雅晴 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ Ｉ－ＰＥＸ 神奈川県 横浜市
587 1:27:00 9084 相蘇　暢宏 ｱｲｿ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 平塚市
588 1:27:03 7159 金子　洋介 ｶﾈｺ ﾖｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
589 1:27:08 6654 浦田　潤一 ｳﾗﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浦田兄弟会 神奈川県 茅ヶ崎市
590 1:27:11 1814 大窪　秀和 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
591 1:27:13 6579 田中　真一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
592 1:27:14 2007 久保田　真也 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
593 1:27:15 8834 清水　勤 ｼﾐｽﾞ ﾂﾄﾑ 茨城県 ひたちなか市
594 1:27:16 6731 藤田　啓次郎 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｼﾞﾛｳ 東亜環境 神奈川県 茅ヶ崎市
595 1:27:27 6039 深井　崇司 ﾌｶｲ ﾀｶｼ 神奈川県 相模原市
596 1:27:42 6502 高井　浩介 ﾀｶｲ ｺｳｽｹ ジェニーズ 福岡県 北九州市
597 1:27:49 6853 桑名　芳和 ｸﾜﾅ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 座間市
598 1:27:50 5579 前野　将 ﾏｴﾉ ｽｽﾑ 神奈川県 横浜市
599 1:27:51 7000 春本　清嗣 ﾊﾙﾓﾄ ｾｲｼﾞ 神奈川県 横浜市
600 1:27:52 7327 工藤　丈治 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
601 1:27:54 1328 菊地　茂樹 ｷｸﾁ ｼｹﾞｷ 神奈川県 藤沢市
602 1:27:55 6122 山平　祐寿 ﾔﾏﾋﾗ ﾏｻﾄｼ 兵庫県 神戸市
603 1:27:56 1631 川嶋　俊貴 ｶﾜｼﾏ ﾄｼﾀｶ 神奈川県 藤沢市
604 1:28:01 2167 高崎　大吾 ﾀｶｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 神奈川県 藤沢市
605 1:28:11 6826 小澤　洋崇 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ ＦＥＡ 群馬県 桐生市
606 1:28:12 1807 近藤　芳之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
607 1:28:13 6960 村田　裕介 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
608 1:28:14 2373 加藤　二朗 ｶﾄｳ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 藤沢市
609 1:28:14 2469 田中　晋太郎 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
610 1:28:21 6957 近藤　大志 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 千葉県 市川市
611 1:28:23 2014 仲村　壮太郎 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
612 1:28:28 7587 川戸　博文 ｶﾜﾄ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 川崎市
613 1:28:29 6966 網野　健太 ｱﾐﾉ ｹﾝﾀ 神奈川県 川崎市
614 1:28:30 1611 上原　大介 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
615 1:28:31 6667 稲川　哲夫 ｲﾅｶﾜ ﾃﾂｵ 神奈川県 茅ヶ崎市
616 1:28:32 1623 松嶋　禎央 ﾏﾂｼﾏ ｻﾀﾞｵ 神奈川県 藤沢市
617 1:28:32 6727 奥村　浩志 ｵｸﾑﾗ ﾋﾛｼ 東京都 北区
618 1:28:38 7449 森本　一也 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 相模原市
619 1:28:38 8608 佐藤　秀之 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
620 1:28:40 6523 谷口　秀作 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳｻｸ ランジョグ 神奈川県 横浜市
621 1:28:41 6618 折原　康貴 ｵﾘﾊﾗ ﾔｽﾀｶ 台湾好吃放浪記 東京都 杉並区
622 1:28:41 5961 吉川　陽介 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
623 1:28:43 8288 飯村　剛史 ｲｲﾑﾗ ﾀｹｼ 東京都 文京区
624 1:28:45 2024 板垣　幸太郎 ｲﾀｶﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
625 1:28:46 1729 花田　鉄平 ﾊﾅﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県 藤沢市
626 1:28:48 9097 吉川　進介 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｽｹ 神奈川県 鎌倉市
627 1:28:54 6892 佐多　義浩 ｻﾀ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
628 1:28:58 6854 滝本　健太 ﾀｷﾓﾄ ｹﾝﾀ 神奈川県 鎌倉市
629 1:29:00 1546 坂井　勇夫 ｻｶｲ ﾀｹｵ 神奈川県 藤沢市



630 1:29:00 5503 井本　慎二 ｲﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 三井住友カード 神奈川県 茅ヶ崎市
631 1:29:03 7016 青木　友則 ｱｵｷ ﾄﾓﾉﾘ マルハン 静岡県 藤枝市
632 1:29:05 8801 榎本　晃一 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｲﾁ ランノース 神奈川県 小田原市
633 1:29:05 7007 三木　真吾 ﾐｷ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 横浜市
634 1:29:06 7969 長田　拓 ｵｻﾀﾞ ﾀｸ 神奈川県 横浜市
635 1:29:08 5830 増田　順一 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 大田区
636 1:29:12 6550 田中　俊大 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
637 1:29:13 1644 村松　明久 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋｻ 神奈川県 藤沢市
638 1:29:15 1657 早崎　剛史 ﾊﾔｻｷ ﾂﾖｼ 神奈川県 藤沢市
639 1:29:16 6798 服部　功 ﾊｯﾄﾘ ｺｳ 東京都 港区
640 1:29:16 1217 松本　豊 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ 走菱吞会 神奈川県 藤沢市
641 1:29:17 6733 落合　考志 ｵﾁｱｲ ﾀｶｼ 神奈川県 鎌倉市
642 1:29:17 6880 成田　真一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
643 1:29:18 6760 狩野　貴史 ｶﾉ ﾀｶｼ 東京都 文京区
644 1:29:18 6872 石角　昌紀 ｲｼｽﾞﾐ ﾏｻｷ 神奈川県 横浜市
645 1:29:19 2514 野口　啓一郎 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
646 1:29:26 7036 松村　喜明 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｱｷ 三重県 桑名市
647 1:29:26 9107 嵐田　雄也 ｱﾗｼﾀﾞ ﾕｳﾔ 神奈川県 川崎市
648 1:29:29 5908 渡辺　創 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 横浜市
649 1:29:33 2034 浅羽　史紀 ｱｻﾊﾞ ﾌﾐﾉﾘ ザパック 神奈川県 藤沢市
650 1:29:34 7406 パーキンス　ダグラス ﾊﾟｰｷﾝｽ ﾀﾞｸﾞﾗｽ 神奈川県 綾瀬市
651 1:29:36 7582 安池　元重 ﾔｽｲｹ ﾓﾄｼｹﾞ 神奈川県 横浜市
652 1:29:36 1604 宮澤　正典 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
653 1:29:38 6832 長沼　勝巳 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾂﾐ 神奈川県 横浜市
654 1:29:40 7447 井上　正則 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 横浜市
655 1:29:41 9045 浅川　直樹 ｱｻｶﾜ ﾅｵｷ サクサジョギン 神奈川県 川崎市
656 1:29:43 1708 中山　元 ﾅｶﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 藤沢市
657 1:29:43 1777 飯島　大輔 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
658 1:29:44 9006 松田　喜貴 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 八王子市
659 1:29:44 6228 手島　健公 ﾃｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾄ 東京都 大田区
660 1:29:44 8861 渡邊　丈紘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 横浜市
661 1:29:52 7886 滝田　淳 ﾀｷﾀ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 所沢市
662 1:29:54 9213 占部　宏生 ｳﾗﾍﾞ ﾋﾛｵ 神奈川県 川崎市
663 1:29:55 2224 鶴野　真一郎 ﾂﾙﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
664 1:29:57 7429 菅井　健二 ｽｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 相模原市
665 1:29:57 7286 山崎　将司 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｼ 神奈川県 横浜市
666 1:29:57 1416 佐藤　星太 ｻﾄｳ ｾｲﾀ 神奈川県 藤沢市
667 1:30:00 1655 二神　光 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾋｶﾙ 神奈川県 藤沢市
668 1:30:01 7568 今野　幸太郎 ｺﾝﾉ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
669 1:30:03 2062 木村　貞雄 ｷﾑﾗ ｻﾀﾞｵ 神奈川県 藤沢市
670 1:30:04 7299 坂田　修 ｻｶﾀ ｵｻﾑ 神奈川県 鎌倉市
671 1:30:08 1696 直井　哲朗 ﾅｵｲ ﾃﾂﾛｳ サクニャンズ 神奈川県 藤沢市
672 1:30:10 7677 成相　陽平 ﾅﾘｱｲ ﾖｳﾍｲ 千葉県 船橋市
673 1:30:15 6953 本間　賢二郎 ﾎﾝﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
674 1:30:19 8724 渡邉　純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横須賀市
675 1:30:21 2000 舌間　一行 ｼﾀﾏ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
676 1:30:23 6250 藤家　勉 ﾌｼﾞｲｴ ﾂﾄﾑ 神奈川県 横浜市
677 1:30:25 6093 長野　裕治 ﾅｶﾞﾉ ﾕｳｼﾞ ハウスモリー 神奈川県 横浜市
678 1:30:25 1565 宇山　英幸 ｳﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
679 1:30:27 7469 水石　邦男 ﾐｽﾞｲｼ ｸﾆｵ 神奈川県 横浜市
680 1:30:27 7699 杉山　秀樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 横浜市
681 1:30:28 2149 長谷川　司 ﾊｾｶﾞﾜ ﾂｶｻ チーム 神奈川県 藤沢市
682 1:30:29 2336 森　真人 ﾓﾘ ﾏｺﾄ 神奈川県 藤沢市
683 1:30:30 6385 平林　武浩 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 東京都 大田区
684 1:30:30 9067 角田　哲 ｶｸﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
685 1:30:33 9181 荒井　成一郎 ｱﾗｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川県 寒川町
686 1:30:34 6436 門馬　龍司 ﾓﾝﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 北区
687 1:30:35 6246 関　暢晴 ｾｷ ﾉﾌﾞﾊﾙ ＰＡＳ 神奈川県 横浜市
688 1:30:35 8477 西崎　亮 ﾆｼｻﾞｷ ﾘｮｳ ＰＡＳ 神奈川県 横浜市
689 1:30:35 6806 重森　達士 ｼｹﾞﾓﾘ ﾀﾂｼ ＰＡＳ 神奈川県 横浜市
690 1:30:35 6820 中井　大輔 ﾅｶｲ ﾀﾞｲｽｹ ＰＡＳ 神奈川県 横浜市
691 1:30:42 5609 山田　竜也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 大田区
692 1:30:42 8854 福壽　文仁 ﾌｸｼﾞｭ ﾌﾐﾋﾄ 東京都 杉並区
693 1:30:43 1864 大塚　健司 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
694 1:30:43 8847 大久保　正寛 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 長岡市
695 1:30:44 1804 佐藤　直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 神奈川県 藤沢市
696 1:30:44 6783 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 北海道 江別市
697 1:30:46 1513 大久保　淳 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
698 1:30:48 2314 伊藤　義人 ｲﾄｳ ﾖｼﾄ 神奈川県 藤沢市
699 1:30:50 1200 根方　康行 ﾈｶﾞﾀ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 藤沢市



700 1:30:52 7862 上村　大輔 ｶﾐﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 横浜市大病院 神奈川県 横浜市
701 1:30:53 2122 吉池　育弥 ﾖｼｲｹ ｲｸﾐ 石川組 神奈川県 藤沢市
702 1:30:53 6986 浅見　幸輔 ｱｻﾐ ｺｳｽｹ 神奈川県 川崎市
703 1:30:53 8972 三谷　守 ﾐﾀﾆ ﾏﾓﾙ 神奈川県 横浜市
704 1:30:55 7847 松倉　想馬 ﾏﾂｸﾗ ｿｳﾏ ＴＳＲＣ 東京都 江東区
705 1:30:59 7181 上村　和彦 ｳｴﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
706 1:31:00 6718 桃原　良太郎 ﾄｳﾊﾞﾙ ﾘｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
707 1:31:03 8553 石橋　里季 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾄｷ ジブラルタ生命 神奈川県 茅ヶ崎市
708 1:31:04 1960 矢澤　学 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
709 1:31:08 8024 石川　学 ｲｼｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 川崎市
710 1:31:12 2438 高野　勇作 ﾀｶﾉ ﾕｳｻｸ 神奈川県 藤沢市
711 1:31:14 9289 南里　茂 ﾅﾝﾘ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 横浜市
712 1:31:15 7220 藤田　洋介 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｽｹ 神奈川県 横浜市
713 1:31:17 8949 斉藤　秀継 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 石川県 金沢市
714 1:31:17 1233 伊藤　正起 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
715 1:31:17 6455 石原　隆史 ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
716 1:31:22 9255 森岡　丈浩 ﾓﾘｵｶ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 横浜市
717 1:31:22 8820 一鍬田　洋 ﾋﾄｸﾜﾀ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
718 1:31:22 5512 浅岡　幸太 ｱｻｵｶ ｺｳﾀ ＨＩＨＩ走優会 神奈川県 茅ヶ崎市
719 1:31:23 5821 矢内　真二 ﾔﾅｲ ｼﾝｼﾞ 兵庫県 西宮市
720 1:31:25 7301 長田　茂敬 ｵｻﾀﾞ ｼｹﾞﾀｶ ＵＡＣＪ 愛知県 碧南市
721 1:31:26 2011 森中　亮 ﾓﾘﾅｶ ﾘｮｳ ＵＡＣＪ 神奈川県 藤沢市
722 1:31:31 6195 長野　岳史 ﾅｶﾞﾉ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
723 1:31:34 7224 向山　勝夫 ﾑｺｳﾔﾏ ｶﾂｵ 神奈川県 厚木市
724 1:31:37 6229 戸田　平 ﾄﾀﾞ ﾀｲﾗ 埼玉県 川越市
725 1:31:38 6838 会田　悟 ｱｲﾀﾞ ｻﾄﾙ 神奈川県 横浜市
726 1:31:41 7559 尾畑　祐司 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
727 1:31:41 6955 安田　祥司 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
728 1:31:42 8966 内藤　俊和 ﾅｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 小田原市
729 1:31:43 2252 門倉　豊司 ｶﾄﾞｸﾗ ﾄﾖｼﾞ 神奈川県 藤沢市
730 1:31:44 1504 須藤　貴志 ｽﾄﾞｳ ﾀｶｼ くがっちがっち 神奈川県 藤沢市
731 1:31:46 1670 松村　宏樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛｷ 神奈川県 藤沢市
732 1:31:46 1213 神山　直樹 ｶﾐﾔﾏ ﾅｵｷ 神奈川県 藤沢市
733 1:31:59 7375 八木　充 ﾔｷﾞ ﾐﾂﾙ 矢崎部品 神奈川県 秦野市
734 1:31:59 6914 加藤　乃理光 ｶﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 神奈川県 横浜市
735 1:32:00 1580 岡田　正憲 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
736 1:32:06 1963 内藤　豪紀 ﾅｲﾄｳ ｺﾞｳｷ 神奈川県 藤沢市
737 1:32:06 2559 真鍋　基和 ﾏﾅﾍﾞ ﾓﾄｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
738 1:32:09 7142 藤田　哲 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ 東京都 大田区
739 1:32:17 9163 古川　崇 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
740 1:32:17 5509 物部　典彦 ﾓﾉﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ ＨＩＨＩ走優会 神奈川県 小田原市
741 1:32:19 7881 久保田　英樹 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 平塚市
742 1:32:20 2180 冨高　怜雄 ﾄﾐﾀｶ ﾚｵ 神奈川県 藤沢市
743 1:32:23 7022 曽田　岳彦 ｿﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 横浜市
744 1:32:24 2175 山田　慎吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 藤沢市
745 1:32:25 5687 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 東京都 北区
746 1:32:32 7228 大森　忠明 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞｱｷ 神奈川県 葉山町
747 1:32:33 8999 奥村　智英 ｵｸﾑﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ ＴＲＩＳＴＡＲ 神奈川県 鎌倉市
748 1:32:34 7133 遠藤　健一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
749 1:32:35 6648 稲田　康治 ｲﾅﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 新宿区
750 1:32:35 1397 渡辺　敏春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
751 1:32:39 2629 谷口　嘉教 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
752 1:32:41 6604 村島　宏明 ﾑﾗｼﾏ ﾋﾛｱｷ ライズ湘南 神奈川県 茅ヶ崎市
753 1:32:45 6985 豊田　哲朗 ﾄﾖﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 川崎市
754 1:32:45 7837 前田　将甫 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
755 1:32:45 1574 赤塚　法明 ｱｶﾂｶ ﾉﾘｱｷ 全日　湘南支部 神奈川県 藤沢市
756 1:32:50 9039 鈴野　明彦 ｽｽﾞﾉ ｱｷﾋｺ 神奈川県 小田原市
757 1:32:50 7665 鎌田　敬史 ｶﾏﾀ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
758 1:32:51 1340 尾川　裕之 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
759 1:32:53 6420 藤城　佑史 ﾌｼﾞｷ ﾕｳｼ 東京都 世田谷区
760 1:32:59 1768 橋本　真也 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
761 1:33:01 7298 手島　洋 ﾃｼﾏ ﾖｳ 神奈川県 横浜市
762 1:33:04 9298 宮本　武 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 相模原市
763 1:33:13 2452 成川　聡 ﾅﾘｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
764 1:33:14 1663 森藤　輝 ﾓﾘﾌｼﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
765 1:33:14 1202 桑名　弘一 ｸﾜﾅ ｺｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
766 1:33:14 6408 丸勢　正仁 ﾏﾙｾ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 横浜市
767 1:33:19 5753 奈須　順一 ﾅｽ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
768 1:33:21 6096 山崎　允士 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｼ 神奈川県 横須賀市
769 1:33:21 7399 青木　康典 ｱｵｷ ﾔｽﾉﾘ ポートコール 神奈川県 茅ヶ崎市



770 1:33:27 2068 笠浪　真 ｶｻﾅﾐ ﾏｺﾄ 神奈川県 藤沢市
771 1:33:28 7594 中川　光朗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｵ 神奈川県 横浜市
772 1:33:31 2555 茂木　淳 ﾓｷ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
773 1:33:32 6290 山田　裕二 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ チームＴＫＢ 神奈川県 茅ヶ崎市
774 1:33:36 9133 山家　匠 ﾔﾝﾍﾞ ﾀｸﾐ 神奈川県 川崎市
775 1:33:36 1724 出雲路　敬史 ｲｽﾞﾓｼﾞ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
776 1:33:44 1894 市川　邦彦 ｲﾁｶﾜ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 藤沢市
777 1:33:45 7455 三好　勝久 ﾐﾖｼ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 大和市
778 1:33:50 2185 小嶋　鉄平 ｺｼﾞﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県 藤沢市
779 1:33:51 7413 高瀬　和也 ﾀｶｾ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 横浜市
780 1:33:52 7251 西田　徳朗 ﾆｼﾀﾞ ﾄｸﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
781 1:33:54 2194 椙田　光彦 ｽｷﾞﾀ ﾐﾂﾋｺ ＭＡＡＲ 神奈川県 藤沢市
782 1:33:54 1685 中村　将志 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 神奈川県 藤沢市
783 1:33:55 5773 山下　英夫 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 鎌倉市
784 1:33:57 2561 山川　靖成 ﾔﾏｶﾜ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 藤沢市
785 1:33:59 9055 齊藤　拓也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ エンジン 神奈川県 横浜市
786 1:34:01 8863 那須　真也 ﾅｽ ｼﾝﾔ ＮＲＣ 埼玉県 久喜市
787 1:34:03 2123 中里　祐哉 ﾅｶｻﾞﾄ ﾕｳﾔ 伊勢原郵便局 神奈川県 藤沢市
788 1:34:03 7423 星野　康記 ﾎｼﾉ ﾔｽﾉﾘ 伊勢原郵便局 神奈川県 小田原市
789 1:34:04 8102 福田　久展 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻﾉﾌﾞ 東京都 中野区
790 1:34:05 9100 えすげら　えりっく ｴｽｹﾞﾗ ｴﾘｯｸ 埼玉県 八潮市
791 1:34:10 8950 内藤　正之 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 横浜市
792 1:34:10 7750 福岡　寛昌 ﾌｸｵｶ ﾋﾛﾏｻ ファイテン 千葉県 千葉市
793 1:34:11 2071 柴　宏樹 ｼﾊﾞ ﾋﾛｷ 神奈川県 藤沢市
794 1:34:11 7182 高橋　俊一郎 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
795 1:34:12 7780 中條　昌洋 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 前橋市
796 1:34:17 7388 磯崎　卓 ｲｿｻﾞｷ ﾀｶｼ 鎌倉幕府 神奈川県 鎌倉市
797 1:34:18 8978 大村　信夫 ｵｵﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ 片付けパパ 東京都 品川区
798 1:34:19 6033 福原　元哉 ﾌｸﾊﾗ ｹﾞﾝﾔ 湘南ランクラブ 神奈川県 鎌倉市
799 1:34:24 7461 渡邊　聡真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾏｻ 神奈川県 横浜市
800 1:34:25 8291 大隅　良樹 ｵｵｽﾐ ﾖｼｷ 神奈川県 横浜市
801 1:34:25 8983 池上　浩一 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ 東京都 大田区
802 1:34:31 6939 小勝　秀夫 ｺｶﾂ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 横須賀市
803 1:34:32 9172 吉川　文堂 ﾖｼｶﾜ ﾌﾞﾝﾄﾞｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
804 1:34:33 7425 竹内　雄三 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 横浜市
805 1:34:39 6753 佐藤　渡 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 東京都 町田市
806 1:34:39 7217 林　幸慶 ﾊﾔｼ ﾕｷﾉﾘ 神奈川県 川崎市
807 1:34:39 6875 古川　龍一 ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 相模原市
808 1:34:43 8783 山本　常人 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾈﾄ 東京都 多摩市
809 1:34:43 8253 佐々木　隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 大和市
810 1:34:45 7419 中山　大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ コタハナ 神奈川県 川崎市
811 1:34:46 6145 松田　周作 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳｻｸ 神奈川県 小田原市
812 1:34:46 1165 上田　新 ｳｴﾀﾞ ｱﾗﾀ 神奈川県 藤沢市
813 1:34:47 7288 羽廣　大樹 ﾊﾋﾞﾛ ﾀｲｷ 東京都 世田谷区
814 1:34:48 8810 田辺　祐介 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 厚木市
815 1:34:50 1486 山崎　雅文 ﾔﾏｻｷ ﾏｻﾌﾐ ニッコー 神奈川県 藤沢市
816 1:34:52 8703 幸田　信人 ｺｳﾀﾞ ﾏｺﾄ ブーメラン 神奈川県 大和市
817 1:34:53 6789 柳　寿之 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 世田谷区
818 1:34:54 1421 田淵　勇太 ﾀﾌﾞﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 藤沢市
819 1:34:55 8444 青沼　兼忠 ｱｵﾇﾏ ｶﾈﾀﾀﾞ ＩＧＳ 神奈川県 鎌倉市
820 1:34:55 9034 藤岡　泰寛 ﾌｼﾞｵｶ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 横浜市
821 1:35:05 2408 中島　賢弘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
822 1:35:11 6110 歳常　拓也 ﾄｼﾂﾈ ﾀｸﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
823 1:35:12 1923 下山　有康 ｼﾓﾔﾏ ｱﾘﾔｽ ラ・ヴィネ 神奈川県 藤沢市
824 1:35:15 6917 近藤　雅人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 神奈川県 川崎市
825 1:35:16 6862 緒方　誠 ｵｶﾞﾀ ﾏｺﾄ なし 神奈川県 伊勢原市
826 1:35:20 7172 橋本　康正 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾏｻ 千葉県 木更津市
827 1:35:20 7173 小曽根　由之 ｵｿﾞﾈ ﾖｼﾕｷ 千葉県 袖ｹ浦市
828 1:35:21 8232 谷村　朋邦 ﾀﾆﾑﾗ ﾄﾓｸﾆ 神奈川県 川崎市
829 1:35:21 8443 鈴木　秀弘 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
830 1:35:21 8946 天笠　圭 ｱﾏｶﾞｻ ｹｲ 神奈川県 平塚市
831 1:35:22 6779 永島　久嗣 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｻｼ 神奈川県信連 神奈川県 横浜市
832 1:35:22 7508 大和　誠 ｵｵﾜ ﾏｺﾄ 長野県 松本市
833 1:35:27 2015 鈴木　慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ エスエイケイ 神奈川県 藤沢市
834 1:35:31 1649 尾野　昭弘 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
835 1:35:32 6224 新井　宏和 ｱﾗｲ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 鎌倉市
836 1:35:32 6799 三浦　孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
837 1:35:34 7564 石井　良明 ｲｼｲ ﾖｼｱｷ とん平 神奈川県 横浜市
838 1:35:36 7437 氏神　康一 ｳｼﾞｶﾞﾐ ｺｳｲﾁ ユージーエム 神奈川県 横浜市
839 1:35:37 6738 宇野　智裕 ｳﾉ ﾄﾓﾋﾛ ＳＫＫ 東京都 町田市



840 1:35:37 1731 宮園　卓 ﾐﾔｿﾞﾉ ｽｸﾞﾙ 神奈川県 藤沢市
841 1:35:40 9194 岩渕　太貴 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｲｷ 神奈川県 大和市
842 1:35:40 1309 川田　篤史 ｶﾜﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
843 1:35:41 8909 浅野　真之 ｱｻﾉ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 所沢市
844 1:35:41 7061 北野　貴彦 ｷﾀﾉ ﾀｶﾋｺ 東京都 港区
845 1:35:44 7261 山本　真一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
846 1:35:54 1193 市川　文彦 ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 藤沢市
847 1:35:54 1216 津田　陽一 ﾂﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
848 1:35:56 1643 菊池　純 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
849 1:35:58 8948 齊藤　陽 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 平塚市
850 1:35:58 8242 今野　大庫 ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｺﾞ りそな銀行 東京都 荒川区
851 1:35:59 1861 松本　幸光 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾐﾂ なし 神奈川県 藤沢市
852 1:36:04 8554 田村　涼太 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 鎌倉市
853 1:36:04 7606 石原　洋次 ｲｼﾊﾗ ﾖｳｼﾞ モスフード 埼玉県 新座市
854 1:36:11 9223 大塚　一義 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 世田谷区
855 1:36:12 8510 井戸川　篤史 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｱﾂｼ 千葉県 松戸市
856 1:36:14 8127 田口　健太郎 ﾀｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 江東区
857 1:36:17 1732 津田　要 ﾂﾀﾞ ｶﾅﾒ 神奈川県 藤沢市
858 1:36:17 7955 松村　清司 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｼﾞ メルシャン藤沢 神奈川県 横浜市
859 1:36:20 1867 菱川　誠司 ﾋｼｶﾜ ｾｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
860 1:36:24 7386 上田　和俊 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 横浜市
861 1:36:25 8011 松本　晃 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
862 1:36:28 6859 ＧＯＯＤＷＩＮ　ＤＡＭＩＡＮ ｸﾞｯﾄﾞｳｨﾝ ﾀﾞﾐｱﾝ 東京都 西東京市
863 1:36:30 6657 竹本　楽 ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳ 東京都 町田市
864 1:36:30 7869 三木　達郎 ﾐｷ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 厚木市
865 1:36:31 8517 名倉　真人 ﾅｸﾞﾗ ﾏｻﾄ 神奈川県 横浜市
866 1:36:33 9109 齋藤　健司 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 千葉県 千葉市
867 1:36:38 8975 粟倉　誠一 ｱﾜｸﾗ ｾｲｲﾁ 神奈川県 川崎市
868 1:36:41 2455 後藤　祐介 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 三菱電機 神奈川県 藤沢市
869 1:36:42 6768 茂内　優憲 ｼｹﾞﾅｲ ﾏｻﾉﾘ しげない事務所 神奈川県 川崎市
870 1:36:44 6377 菅　浩一郎 ｽｶﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 川崎市
871 1:36:46 2474 寺岡　祐治 ﾃﾗｵｶ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
872 1:36:48 1784 山下　拓也 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 神奈川県 藤沢市
873 1:36:49 7149 谷中　亮一 ﾔﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ ナイコミュ 神奈川県 横浜市
874 1:36:52 8932 泉　智洋 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ アルチスタ 東京都 町田市
875 1:36:54 1747 大久保　邦彦 ｵｵｸﾎﾞ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 藤沢市
876 1:36:55 1377 永田　博章 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
877 1:36:57 6933 和久山　英治 ﾜｸﾔﾏ ｴｲｼﾞ 東京都 大田区
878 1:37:00 5841 渡辺　卓夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸｵ 神奈川県 横浜市
879 1:37:05 8846 鈴木　秀夫 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 平塚市
880 1:37:06 8449 小川　貴史 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 大和市
881 1:37:11 6263 大内　仁 ｵｵｳﾁ ﾋﾄｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
882 1:37:13 1407 豊嶋　大輝 ﾄﾖｼﾏ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 藤沢市
883 1:37:19 6320 松丸　優 ﾏﾂﾏﾙ ﾕｳ アプリコット 埼玉県 さいたま市
884 1:37:22 1430 田中　要 ﾀﾅｶ ｶﾅﾒ ナイス藤沢 神奈川県 藤沢市
885 1:37:24 1862 福島　亮司 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
886 1:37:26 6627 椋野　昇平 ﾑｸﾉ ｼｮｳﾍｲ ＴＳＲＣ 神奈川県 横浜市
887 1:37:31 9079 石川　和男 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｵ 神奈川県 小田原市
888 1:37:32 2319 小峰　篤史 ｺﾐﾈ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
889 1:37:32 7675 輿水　準 ｺｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 大田区
890 1:37:37 1826 川井　雄生 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 神奈川県 藤沢市
891 1:37:39 1721 池田　明浩 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ ＪＯＴ 神奈川県 藤沢市
892 1:37:46 6982 扇　大五郎 ｵｵｷﾞ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 神奈川県 川崎市
893 1:37:47 2375 笠井　啓臣 ｶｻｲ ﾋﾛｵﾐ 神奈川県 藤沢市
894 1:37:50 5885 横井　徹 ﾖｺｲ ﾄｵﾙ 神奈川県 鎌倉市
895 1:37:51 6021 山田　良 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 神奈川県 平塚市
896 1:37:51 8061 濱田　幾 ﾊﾏﾀﾞ ｲｸ 東京都 板橋区
897 1:37:55 6980 宮本　貴久 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 横浜市
898 1:37:58 2144 津田　善之 ﾂﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
899 1:38:10 1698 山口　秀博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
900 1:38:10 1363 松尾　大輔 ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
901 1:38:13 8452 佐藤　久嗣 ｻﾄｳ ﾋｻﾂｸﾞ えのじょぐ 神奈川県 大磯町
902 1:38:15 7698 山田　岳 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾞｸ 旭広告社 神奈川県 横浜市
903 1:38:15 9115 磯部　友彦 ｲｿﾍﾞ ﾄﾓﾋｺ マルハン 静岡県 富士市
904 1:38:15 9232 小泉　喜代文 ｺｲｽﾞﾐ ｷﾖﾌﾐ 神奈川県 厚木市
905 1:38:16 7417 井良沢　圭祐 ｲﾗｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ＫＲＣ 神奈川県 横浜市
906 1:38:17 9081 比留川　敬之 ﾋﾙｶﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
907 1:38:17 9128 鳥羽　圭一 ﾄﾊﾞ ｹｲｲﾁ 神奈川県 海老名市
908 1:38:18 7948 藤田　充紀 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾉﾘ 神奈川県 南足柄市
909 1:38:21 8161 吉岡　真弘 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 相模原市



910 1:38:22 7753 石田　豊 ｲｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
911 1:38:23 7116 島村　勝 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻﾙ 神奈川県 川崎市
912 1:38:25 7150 奥澤　元徳 ｵｸｻﾜ ﾓﾄﾉﾘ 神奈川県 横浜市
913 1:38:27 7313 柏原　武将 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾏｻ 神奈川県 横浜市
914 1:38:28 7141 槙　准司 ﾏｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
915 1:38:31 1548 伊藤　朋孝 ｲﾄｳ ﾄﾓﾀｶ 神奈川県 藤沢市
916 1:38:43 7365 沖田　剛一 ｵｷﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
917 1:38:45 2118 長谷川　哲弥 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
918 1:38:46 2038 田辺　晴稔 ﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄｼ のんでらーず 神奈川県 藤沢市
919 1:38:51 2583 見上　康弘 ﾐｶﾐ ﾔｽﾋﾛ 十慈堂病院 神奈川県 藤沢市
920 1:38:52 2110 吉村　裕 ﾖｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 神奈川県 藤沢市
921 1:38:54 6961 米沢　正史 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻｼ 神奈川県 鎌倉市
922 1:38:55 8418 楳生　達雄 ｳﾒﾌﾞ ﾀﾂｵ 神奈川県 横浜市
923 1:38:55 1948 島崎　克利 ｼﾏｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ 神奈川県 藤沢市
924 1:38:55 2581 松江　康弘 ﾏﾂｴ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
925 1:39:00 8895 杉浦　裕介 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
926 1:39:03 6794 伊藤　勝行 ｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ 東京都 府中市
927 1:39:06 2132 山室　純一 ﾔﾏﾑﾛ ｼﾞｭﾝｲﾁ 渡辺パイプ 神奈川県 藤沢市
928 1:39:06 2364 掛川　純矢 ｶｹｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
929 1:39:07 7303 渡邉　紀之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ 個人 神奈川県 横浜市
930 1:39:09 8459 出口　和貴 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
931 1:39:10 7834 長澤　茂幸 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 鎌倉市
932 1:39:14 7029 中山　俊彦 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼﾋｺ あさかぜ特許 神奈川県 横浜市
933 1:39:16 7835 小野沢　貴史 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 鎌倉市
934 1:39:22 1579 中野　雄也 ﾅｶﾉ ﾕｳﾔ 神奈川県 藤沢市
935 1:39:23 6329 佐藤　直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 神奈川県 横須賀市
936 1:39:25 6104 山崎　恭兵 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 東京都 足立区
937 1:39:26 7695 小島　崇 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ レンタルのジタ 神奈川県 横浜市
938 1:39:26 6761 小川　知也 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 東京都 品川区
939 1:39:28 6660 片倉　一樹 ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞｷ 東京都 墨田区
940 1:39:35 8112 櫻井　亨 ｻｸﾗｲ ﾄｵﾙ 神奈川県 葉山町
941 1:39:36 6397 松村　元 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾞﾝ 東京都 町田市
942 1:39:38 2566 高野　寛大 ﾀｶﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
943 1:39:51 9026 岩舩　裕介 ｲﾜﾌﾈ ﾕｳｽｹ レクサス越谷 埼玉県 越谷市
944 1:39:54 7487 土澤　裕一 ﾂﾁｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
945 1:40:05 7708 青山　貴志 ｱｵﾔﾏ ﾀｶｼ 石川県 羽咋市
946 1:40:07 2244 菅　憲安 ｽｶﾞ ﾉﾘﾔｽ 神奈川県 藤沢市
947 1:40:08 2265 田島　慎也 ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
948 1:40:09 8236 髙林　悠哉 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾁｶ ＳＳＣ 神奈川県 横浜市
949 1:40:10 2292 大森　征志 ｵｵﾓﾘ ﾏｻｼ ＺＦＣ 神奈川県 藤沢市
950 1:40:14 2575 風間　智之 ｶｻﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 藤沢市
951 1:40:14 2294 丸山　仁 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ 神奈川県 藤沢市
952 1:40:18 7633 金子　宗太郎 ｶﾈｺ ｿｳﾀﾛｳ 東京都 大田区
953 1:40:25 8832 渡部　健太郎 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 川口市
954 1:40:25 5529 勢旗　秀樹 ｾﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 横浜市
955 1:40:25 7706 高岡　尚史 ﾀｶｵｶ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 川崎市
956 1:40:33 1598 阿部　修治 ｱﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
957 1:40:34 6931 蒔田　雄二 ﾏｷﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
958 1:40:37 8095 藤田　純一 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 横浜市大病院 神奈川県 横浜市
959 1:40:39 8157 松本　祐介 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 東京都 府中市
960 1:40:39 7801 岸　正明 ｷｼ ﾏｻｱｷ 埼玉県 草加市
961 1:40:43 6300 大崎　祐介 ｵｵｻｷ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
962 1:40:45 6697 片桐　裕二 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
963 1:40:46 6622 川相　剛之 ｶﾜｲ ﾀｹﾕｷ 東京都 江東区
964 1:40:47 2534 遠藤　大作 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｻｸ 神奈川県 藤沢市
965 1:40:48 9175 横山　祐史 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 相模原市
966 1:40:50 1718 中澤　善則 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 川崎燈友会 神奈川県 藤沢市
967 1:40:59 1866 加藤　剛 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 藤沢市
968 1:41:03 5366 増田　和昭 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 町田市
969 1:41:05 7890 澤田　剛 ｻﾜﾀﾞ ﾂﾖｼ 二子玉川走游会 東京都 世田谷区
970 1:41:08 9129 串田　篤史 ｸｼﾀﾞ ｱﾂｼ 東京都 世田谷区
971 1:41:09 8378 根岸　正芳 ﾈｷﾞｼ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 横浜市
972 1:41:10 6752 寺田　泰 ﾃﾗﾀﾞ ﾔｽｼ 神奈川県 葉山町
973 1:41:13 5768 枝松　哲朗 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾃﾂﾛｳ マイナビ 東京都 品川区
974 1:41:16 5684 三津谷　佑介 ﾐﾂﾀﾆ ﾕｳｽｹ ＣＣＢＪＩ 東京都 江東区
975 1:41:18 8427 全　振石 ﾁｮﾝ ｼﾞﾝｿｸ 長野県 軽井沢町
976 1:41:22 7231 福田　武仁 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹﾋﾄ エネックス 神奈川県 平塚市
977 1:41:27 6334 秦　耕平 ﾊﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 江東区
978 1:41:30 8995 関　竜之介 ｾｷ ﾀﾂﾉｽｹ 神奈川県 鎌倉市
979 1:41:39 6471 上之園　竜志 ｳｴﾉｿﾉ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市



980 1:41:40 6720 内田　勉 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ 神奈川県 平塚市
981 1:41:44 9156 奈良　剛史 ﾅﾗ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 横浜市
982 1:41:46 1722 寺出　浩二 ﾃﾗﾃﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
983 1:41:50 8451 高野　惣太 ﾀｶﾉ ｿｳﾀ 埼玉県 さいたま市
984 1:41:57 1453 高木　一彦 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ 三菱電機 神奈川県 藤沢市
985 1:42:00 8521 小澤　昌孝 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京都 日野市
986 1:42:02 8098 匝瑳　一生 ｿｳｻ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県 成田市
987 1:42:03 6262 菊田　洋介 ｷｸﾀ ﾖｳｽｹ 神奈川県 横浜市
988 1:42:05 8237 上野　龍一 ｳｴﾉ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
989 1:42:10 9044 山岸　義の ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾋﾛ 東京都 杉並区
990 1:42:11 2492 橋本　道則 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾁﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
991 1:42:12 7889 小国　公造 ｵｸﾞﾆ ｺｳｿﾞｳ 東京都 豊島区
992 1:42:13 6417 川端　宏樹 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 神奈川県 海老名市
993 1:42:14 8507 杉本　貴志 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 鎌倉市
994 1:42:16 9187 近藤　学 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾞｸ 鎌楽会 埼玉県 さいたま市
995 1:42:19 6645 澤田　英之 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
996 1:42:26 2485 西田　祐介 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
997 1:42:27 7312 森　龍二 ﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 大和市
998 1:42:29 8065 八島　知裕 ﾔｼﾏ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 横浜市
999 1:42:30 1806 杉山　徹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 藤沢市

1000 1:42:31 8327 工藤　佑介 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
1001 1:42:35 2481 岩朝　崇 ｲﾜｱｻ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
1002 1:42:40 8345 永塚　寛明 ﾅｶﾞﾂｶ ﾋﾛｱｷ 神奈川トヨタ 神奈川県 相模原市
1003 1:42:41 6811 高木　恒男 ﾀｶｷﾞ ﾋｻｵ 神奈川県 川崎市
1004 1:42:42 1949 茅森　圭太 ｶﾔﾓﾘ ｹｲﾀ 神奈川県 藤沢市
1005 1:42:44 2448 青木　晋作 ｱｵｷ ｼﾝｻｸ 神奈川県 藤沢市
1006 1:42:45 6512 阿部　淳 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 横須賀市
1007 1:42:53 9261 関口　寛和 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 二宮町
1008 1:42:57 6042 関根　篤史 ｾｷﾈ ｱﾂｼ 鎌楽会 神奈川県 横浜市
1009 1:43:04 1778 荒井　崇 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
1010 1:43:05 6547 馬場　智也 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾔ 神奈川県 小田原市
1011 1:43:08 8159 髙橋　正行 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 東日本旅客鉄道 神奈川県 海老名市
1012 1:43:10 2080 大泉　英樹 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 藤沢市
1013 1:43:14 2567 加藤　晴彦 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1014 1:43:16 1816 二神　真 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 焼とりふた神 神奈川県 藤沢市
1015 1:43:16 1869 穴水　大介 ｱﾅﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｃｏｍａｄ 神奈川県 藤沢市
1016 1:43:17 8974 高井　大樹 ﾀｶｲ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
1017 1:43:19 7415 岡田　和己 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 東京都 三鷹市
1018 1:43:22 6148 菅　康明 ｽｶﾞ ﾔｽｱｷ 神奈川県 鎌倉市
1019 1:43:36 6971 堀井　兼 ﾎﾘｲ ｶﾈﾙ 愛知県 豊明市
1020 1:43:41 2095 服部　晋弥 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ イオンディラ 神奈川県 藤沢市
1021 1:43:43 1957 菅生　広 ｽｺﾞｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
1022 1:43:43 2047 小嶋　宏隆 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 藤沢市
1023 1:43:47 7081 浜田　克章 ﾊﾏﾀﾞ ｶﾂｱｷ 神奈川県 平塚市
1024 1:43:48 2463 福川　晋矢 ﾌｸｶﾜ ｼﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
1025 1:43:49 1164 長村　将宗 ｵｻﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1026 1:43:50 7488 吉田　圭祐 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 川崎市
1027 1:43:59 2407 高橋　和行 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1028 1:43:59 6907 濱屋　一 ﾊﾏﾔ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 茅ヶ崎市
1029 1:44:01 1999 岩本　康平 ｲﾜﾓﾄ ｺｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
1030 1:44:04 2611 鎌田　裕之 ｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1031 1:44:08 2206 佐藤　文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 住友電工 神奈川県 藤沢市
1032 1:44:09 7506 森　修平 ﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 逗子市
1033 1:44:10 6688 進藤　寛敏 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄｼ 神奈川県 横浜市
1034 1:44:10 1533 折笠　国彦 ｵﾘｶｻ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1035 1:44:11 8935 石田　大介 ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東林間連ＲＣ 神奈川県 相模原市
1036 1:44:12 7083 佐藤　忠秀 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾃﾞ アスペア 神奈川県 相模原市
1037 1:44:26 7849 板津　徳彦 ｲﾀﾂ ﾉﾘﾋｺ つながルン 東京都 北区
1038 1:44:32 5352 金澤　忍 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾉﾌﾞ 埼玉県 八潮市
1039 1:44:38 6884 堀　克司 ﾎﾘ ｶﾂｼ 神奈川県 鎌倉市
1040 1:44:39 2304 吉田　俊明 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 藤沢市
1041 1:44:41 2322 小林　武信 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾉﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
1042 1:44:49 2396 佐々木　敬 ｻｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
1043 1:44:49 1566 和田　朋也 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 辻堂ＬＣ 神奈川県 藤沢市
1044 1:44:53 8158 森田　浩史 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ 東京都 大田区
1045 1:44:53 1885 飯島　優 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳ 神奈川県 藤沢市
1046 1:44:53 7094 北口　祐介 ｷﾀｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 奈良県 広陵町
1047 1:44:55 7500 吉野　哲平 ﾖｼﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県 川崎市
1048 1:44:57 7646 加山　貴弘 ｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 大田区
1049 1:44:58 1883 大平　匡史 ｵｵﾋﾗ ﾏｻｼ 神奈川県 藤沢市



1050 1:45:08 1669 小川　浩平 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
1051 1:45:08 9028 深澤　和生 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓｵ 株式会社あおば 神奈川県 横浜市
1052 1:45:17 6651 黒田　貴治 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
1053 1:45:18 7724 平井　裕二 ﾋﾗｲ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
1054 1:45:19 9173 山下　智之 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
1055 1:45:30 7526 石井　政章 ｲｼｲ ﾏｻｱｷ 神奈川県 横浜市
1056 1:45:32 2234 湯浅　将英 ﾕｱｻ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
1057 1:45:36 1411 宮崎　章尉 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｲ 神奈川県 藤沢市
1058 1:45:39 7168 田中　孝平 ﾀﾅｶ ｺｳﾍｲ 千葉県 流山市
1059 1:45:43 9073 中島　大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 柏市
1060 1:45:44 7604 寺本　義英 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｼﾋﾃﾞ 東京都 港区
1061 1:45:53 8239 齋藤　真史 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ 岸根パンダーズ 神奈川県 小田原市
1062 1:45:56 9186 小平　克久 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾂﾋｻ 走恋酒会 埼玉県 深谷市
1063 1:46:00 7921 柳川　賢太郎 ﾔﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 大和市
1064 1:46:00 2335 島田　雅史 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
1065 1:46:00 9089 小川　智洋 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ＲＵＮＤＴＣ 東京都 世田谷区
1066 1:46:00 2108 野中　竜一 ﾉﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1067 1:46:01 1701 藤方　元喜 ﾌｼﾞｶﾀ ﾓﾄｷ ＤＭＦＫ 神奈川県 藤沢市
1068 1:46:02 8482 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 綾瀬市
1069 1:46:10 1820 小笠原　康寛 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ チガジョグ 神奈川県 藤沢市
1070 1:46:10 8020 谷口　正俊 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 東京都 八王子市
1071 1:46:11 2414 小島　靖稔 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾄｼ 神奈川県 藤沢市
1072 1:46:16 8219 藤平　優作 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾕｳｻｸ 神奈川県 横浜市
1073 1:46:18 2231 鈴木　聡史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ ＪＣＯＭ 神奈川県 藤沢市
1074 1:46:25 9240 森谷　秀文 ﾓﾘﾀﾆ ﾋﾃﾞﾌﾐ 神奈川県 横浜市
1075 1:46:29 9263 小林　隼 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 東京都 小金井市
1076 1:46:33 8134 竹下　誠司 ﾀｹｼﾀ ｾｲｼﾞ 神奈川県 横浜市
1077 1:46:37 1564 中山　茂樹 ﾅｶﾔﾏ ｼｹﾞｷ 神奈川県 藤沢市
1078 1:46:38 9038 倉橋　貴志 ｸﾗﾊｼ ﾀｶｼ 神奈川県 開成町
1079 1:46:40 8078 蟹田　裕介 ｶﾆﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
1080 1:46:45 9180 石原　武雄 ｲｼﾊﾗ ﾀｹｵ 神奈川県 横浜市
1081 1:46:53 1312 小坂　洋久 ｵｻｶ ﾋﾛﾋｻ ノバルティス 神奈川県 藤沢市
1082 1:46:54 6584 廣谷　健次 ﾋﾛﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 東京都 八王子市
1083 1:46:56 7758 望月　恒治 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｼﾞ マリノスＲＣ 神奈川県 横浜市
1084 1:46:57 6325 大塚　優哉 ｵｵﾂｶ ﾕｳﾔ ＲＪ１ 神奈川県 横浜市
1085 1:46:58 8696 金森　康一 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｲﾁ 東京都 三鷹市
1086 1:46:59 8154 諸冨　伸夫 ﾓﾛﾄﾐ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 横浜市
1087 1:47:02 1308 得能　通臣 ﾄｸﾉｳ ﾐﾁｵﾐ 大和ハウス工業 神奈川県 藤沢市
1088 1:47:03 8009 木原　啓之 ｷﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
1089 1:47:05 2468 高岡　章平 ﾀｶｵｶ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
1090 1:47:05 7669 嶋田　直樹 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
1091 1:47:07 7996 田中　弘充 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 龍ｹ崎市
1092 1:47:16 8135 大場　弘之 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
1093 1:47:22 2552 矢波　輝也 ﾔﾅﾐ ﾃﾙﾔ 矢波 神奈川県 藤沢市
1094 1:47:23 7155 堀野　兼 ﾎﾘﾉ ｹﾝ 神奈川県 茅ヶ崎市
1095 1:47:23 7745 佐藤　新司 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 上白根病院 神奈川県 横浜市
1096 1:47:24 8016 渕本　潤 ﾌﾁﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜市
1097 1:47:25 8448 山下　真司 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ 神奈川県 横浜市
1098 1:47:25 7942 澤ノ井　大佑 ｻﾜﾉｲ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 品川区
1099 1:47:26 9249 橋本　建太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
1100 1:47:27 8199 平井　誠治 ﾋﾗｲ ｾｲｼﾞ Ｌブレイカーズ 埼玉県 朝霞市
1101 1:47:30 8218 梅原　知己 ｳﾒﾊﾗ ﾄﾓﾐ 神奈川県 海老名市
1102 1:47:32 8123 由井　博晃 ﾕｲ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 川崎市
1103 1:47:37 2121 小野寺　貴之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1104 1:47:41 8415 佐藤　雄輔 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
1105 1:47:42 8924 遠藤　晃 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ ＩＧＹＲ 神奈川県 鎌倉市
1106 1:47:44 6841 新開　康太 ｼﾝｶｲ ｺｳﾀ 神奈川県 大磯町
1107 1:47:44 9072 古屋　太一郎 ﾌﾙﾔ ﾀｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
1108 1:47:46 7548 武田　邦彦 ﾀｹﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 青梅市
1109 1:47:51 8945 中村　憲史 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 静岡県 富士市
1110 1:47:52 2299 木村　智洋 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1111 1:47:53 7531 杉田　繁 ｽｷﾞﾀ ｼｹﾞﾙ ディーン 神奈川県 茅ヶ崎市
1112 1:47:53 7543 金子　利治 ｶﾈｺ ﾄｼﾊﾙ ディーンスター 神奈川県 寒川町
1113 1:47:57 2549 飯田　聡 ｲｲﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
1114 1:48:06 7222 太田　慶里 ｵｵﾀ ﾖｼｻﾄ 東京都 狛江市
1115 1:48:10 9130 高橋　徳行 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾕｷ ＦＲＣ 東京都 大田区
1116 1:48:11 2094 山中　貴志 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
1117 1:48:14 8068 小野　昌志 ｵﾉ ﾏｻｼ 佐賀県 鳥栖市
1118 1:48:22 7107 神邉　博史 ｶﾝﾍﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 鎌倉市
1119 1:48:26 7852 加藤　一憲 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ ＫＲＣ 神奈川県 横浜市



1120 1:48:30 8278 野田　彰久 ﾉﾀﾞ ｱｷﾋｻ 神奈川県 横浜市
1121 1:48:33 6791 土生津　宏明 ﾊﾌﾞﾂ ﾋﾛｱｷ 東京都 世田谷区
1122 1:48:41 9153 廣島　健司 ﾋﾛｼﾏ ｹﾝｼﾞ よかにせＰＲＣ 神奈川県 横浜市
1123 1:48:42 7062 手塚　雄介 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ ＮＪ 神奈川県 横浜市
1124 1:48:45 8298 髙木　康行 ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾕｷ 東京都 中央区
1125 1:48:47 8481 柴田　雅一 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
1126 1:48:47 7778 吉田　昌弘 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
1127 1:48:51 8006 渡辺　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ チームクラスト 神奈川県 相模原市
1128 1:48:56 2218 伊東　利之 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1129 1:48:59 8864 上田　文明 ｳｴﾀﾞ ﾌﾐｱｷ ホリ 神奈川県 鎌倉市
1130 1:49:01 8570 渡辺　隆行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 鎌倉市
1131 1:49:01 8197 難波　寛久 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾋｻ 神奈川県 横浜市
1132 1:49:01 1375 佐々木　勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 神奈川県 藤沢市
1133 1:49:02 8292 大木　正博 ｵｵｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1134 1:49:02 2628 鳥田　敏弘 ﾄﾘﾀ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1135 1:49:27 5786 渡邉　直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 湘南ランクラブ 神奈川県 横浜市
1136 1:49:31 8343 花香　正樹 ﾊﾅｶ ﾏｻｷ 神奈川トヨタ 神奈川県 寒川町
1137 1:49:34 9211 大田　周 ｵｵﾀ ｼｭｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
1138 1:49:37 2127 水上　浩史 ﾐｽﾞｶﾐ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
1139 1:49:38 1617 新保　隆志 ｼﾝﾎﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
1140 1:49:43 9137 石渡　和幸 ｲｼﾜﾀ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 船橋市
1141 1:49:45 8028 陽川　憲 ﾖｳｶﾜ ｹﾝ 神奈川県 横浜市
1142 1:49:45 2495 亀田　尋美 ｶﾒﾀ ﾋﾛﾐ 神奈川県 藤沢市
1143 1:49:45 7848 溝呂木　敦 ﾐｿﾞﾛｷ ｱﾂｼ 神奈川県 座間市
1144 1:49:53 9031 岩瀬　隆行 ｲﾜｾ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
1145 1:49:53 2255 藤方　淳平 ﾌｼﾞｶﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 藤沢市
1146 1:49:58 6915 横木　隆郎 ﾖｺｷﾞ ﾀｶｵ 神奈川県 茅ヶ崎市
1147 1:50:00 7205 三上　勝彦 ﾐｶﾐ ｶﾂﾋｺ キリンビバ 神奈川県 川崎市
1148 1:50:03 8033 小林　宣秀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 鎌倉市
1149 1:50:04 2472 橋口　剛 ﾊｼｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 神奈川県 藤沢市
1150 1:50:05 8133 廣瀬　正幸 ﾋﾛｾ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 座間市
1151 1:50:05 6674 杉下　裕樹 ｽｷﾞｼﾀ ﾋﾛｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1152 1:50:07 2105 東　雅夫 ﾋｶﾞｼ ﾏｻｵ 神奈川県 藤沢市
1153 1:50:07 8987 杉山　貴之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 静岡県 長泉町
1154 1:50:09 8988 田中　大輔 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 江東区
1155 1:50:09 8990 佐子　達仁 ｻｺ ﾀﾂﾋﾄ 東京都 葛飾区
1156 1:50:11 2645 杉本　貴啓 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 大東建託 神奈川県 藤沢市
1157 1:50:16 7901 渡邊　泰明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｱｷ 神奈川県 横浜市
1158 1:50:17 7914 柏村　征宏 ｶｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ プロト 神奈川県 横浜市
1159 1:50:19 1628 中園　修一 ﾅｶｿﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1160 1:50:21 1705 長谷川　誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ＤＭＦＫ 神奈川県 藤沢市
1161 1:50:21 2633 榎　秀幸 ｴﾉｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1162 1:50:22 1766 武内　寛之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 酔神会 神奈川県 藤沢市
1163 1:50:25 8316 斉藤　祐輔 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 東京都 立川市
1164 1:50:26 1844 渡邉　文隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾀｶ 神奈川県 藤沢市
1165 1:50:30 7991 八木　敏也 ﾔｷﾞ ﾄｼﾔ ジェニーズ 埼玉県 草加市
1166 1:50:31 8054 東　純誠 ｱｽﾞﾏ ｼｭﾝｾｲ 神奈川県 鎌倉市
1167 1:50:37 9189 大槻　真也 ｵｵﾂｷ ｼﾝﾔ 長野県 松本市
1168 1:50:40 7958 手塚　拓朗 ﾃﾂﾞｶ ﾀｸﾛｳ ファイテン 東京都 杉並区
1169 1:50:41 5784 鈴木　智樹 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1170 1:50:46 8511 佐藤　政慶 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
1171 1:50:47 7927 高橋　一生 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 東京都 品川区
1172 1:50:53 9080 中溝　泰生 ﾅｶﾐｿﾞ ﾀｲｾｲ 神奈川県 横浜市
1173 1:50:56 2203 神林　敬士 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
1174 1:50:57 2606 佐藤　幹也 ｻﾄｳ ﾐｷﾔ 神奈川県 藤沢市
1175 1:50:57 8466 長尾　善人 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾄ 神奈川県 横浜市
1176 1:50:58 2339 深澤　司 ﾌｶｻﾜ ﾂｶｻ 神奈川県 藤沢市
1177 1:51:03 7966 本城　智行 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 川崎市
1178 1:51:11 7377 加藤　晃宏 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 海老名市
1179 1:51:15 1646 青山　浩和 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
1180 1:51:17 6393 中野　三四郎 ﾅｶﾉ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川県 横浜市
1181 1:51:19 6389 近藤　栄之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 大人の遠足 東京都 武蔵野市
1182 1:51:21 9012 古田　尚洋 ﾌﾙﾀ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
1183 1:51:22 9296 河井　嘉則 ｶﾜｲ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 太田市
1184 1:51:23 9231 仙波　勝 ｾﾝﾊﾞ ﾏｻﾙ 神奈川県 横浜市
1185 1:51:25 5736 新村　祐規 ｼﾝﾑﾗ ﾕｳｷ 東京都 板橋区
1186 1:51:32 8192 西村　智 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ ＮＴＴＦ 神奈川県 小田原市
1187 1:51:32 6833 斎藤　寛光 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ ムサシ 東京都 中央区
1188 1:51:37 2236 庄島　侑亮 ｼｮｳｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
1189 1:51:38 2181 森　朋多 ﾓﾘ ｱｷﾀ 神奈川県 藤沢市



1190 1:51:43 7363 池ノ谷　俊寛 ｲｹﾉﾔ ﾄｼﾋﾛ 東京都 荒川区
1191 1:51:47 2285 天海　貴之 ﾃﾝｶｲ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1192 1:51:49 8912 川村　健太郎 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 北海道 札幌市
1193 1:51:50 6850 子安　洋介 ｺﾔｽ ﾖｳｽｹ 神奈川県 厚木市
1194 1:51:50 8931 斉藤　和也 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 川崎市
1195 1:51:56 6650 禅洲　拓 ｻﾄｽ ﾀｸ 神奈川県 川崎市
1196 1:51:57 8491 伊東　正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 相模原市
1197 1:51:57 9138 服田　伸人 ﾊｯﾀ ﾉﾌﾞﾄ 神奈川県 相模原市
1198 1:52:01 8234 青木　寛 ｱｵｷ ﾕﾀｶ ＳＳＣ 神奈川県 横浜市
1199 1:52:02 6513 上田　克明 ｳｴﾀﾞ ｶﾂｱｷ 埼玉県 所沢市
1200 1:52:02 7793 井上　貴彦 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋｺ 神奈川県 横浜市
1201 1:52:02 5716 白戸　邦之 ｼﾗﾄ ｸﾆﾕｷ 神奈川県 川崎市
1202 1:52:07 2588 開発　得仁 ｶｲﾊﾂ ﾉﾘﾏｻ 神奈川県 藤沢市
1203 1:52:07 7623 平野　修一 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
1204 1:52:08 2634 本田　高廣 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1205 1:52:13 9077 木谷　慎 ｷﾀﾆ ｼﾝ 東京都 荒川区
1206 1:52:15 7719 鳥井　智敦 ﾄﾘｲ ﾄﾓﾉﾌﾞ 港製器工業 東京都 八王子市
1207 1:52:16 8012 飯塚　祐己 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳｷ ローソン 神奈川県 茅ヶ崎市
1208 1:52:24 2426 守内　慶信 ﾓﾘｳﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ アグレックス 神奈川県 藤沢市
1209 1:52:25 1600 中桐　聡一郎 ﾅｶｷﾞﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1210 1:52:28 8865 上田　知史 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ ファミリライフ 神奈川県 鎌倉市
1211 1:52:34 8537 佐藤　雄一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 神奈川トヨタ 神奈川県 座間市
1212 1:52:38 7307 唄代　将司 ｳﾀｼﾛ ﾏｻｼ ＮＫＫＴ 神奈川県 川崎市
1213 1:52:43 8240 奥田　正洋 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1214 1:53:06 6614 星　光長 ﾎｼ ﾐﾂﾅｶﾞ 東京都 町田市
1215 1:53:08 8279 荒木　祐一 ｱﾗｷ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
1216 1:53:20 8543 増田　光頼 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾖﾘ 海上自衛隊 神奈川県 逗子市
1217 1:53:23 7768 森　典久 ﾓﾘ ﾉﾘﾋｻ 神奈川県 茅ヶ崎市
1218 1:53:27 9135 山下　政樹 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ 千葉県 八千代市
1219 1:53:34 2338 遠藤　広宣 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
1220 1:53:37 2621 樋川　雅巳 ﾋｶﾜ ﾏｻﾐ チーム３班 神奈川県 藤沢市
1221 1:53:37 2479 竹内　博人 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾋﾄ 三田工業所 神奈川県 藤沢市
1222 1:53:41 2279 藤原　規靖 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔｽ 神奈川県 藤沢市
1223 1:53:45 5309 清野　健二郎 ｾｲﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ デンカＯＭＣ 神奈川県 横浜市
1224 1:53:51 2346 木内　洋平 ｷｳﾁ ﾖｳﾍｲ チーム海牛 神奈川県 藤沢市
1225 1:53:55 6623 丹内　健太 ﾀﾝﾅｲ ｹﾝﾀ 鎌楽会 神奈川県 寒川町
1226 1:54:06 8038 松村　英治 ﾏﾂﾑﾗ ｴｲｼﾞ アダチーズ 神奈川県 横浜市
1227 1:54:09 8438 齊藤　直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 千葉県 松戸市
1228 1:54:12 8121 川口　甲士郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ お魚ランニング 千葉県 佐倉市
1229 1:54:14 8311 渡邉　健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ マノエマノ 神奈川県 横須賀市
1230 1:54:18 2332 内村　直矢 ｳﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 神奈川県 藤沢市
1231 1:54:19 8552 陰山　公一 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ チームオヤジ 神奈川県 横浜市
1232 1:54:21 8148 今中　孝紀 ｲﾏｲﾏﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 横浜市
1233 1:54:28 7740 青柳　宏幸 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 香取市
1234 1:54:31 2599 杉山　享 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 極東開発 神奈川県 藤沢市
1235 1:54:31 9159 久米　毅 ｸﾒ ﾂﾖｼ 神奈川県 綾瀬市
1236 1:54:32 1837 濱川　大志 ﾊﾏｶﾜ ﾀｲｼ 神奈川県 藤沢市
1237 1:54:36 7660 山口　晃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ 神奈川県 大和市
1238 1:54:37 6836 海津　正賢 ｳﾐﾂ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
1239 1:54:40 2253 児玉　賢彦 ｺﾀﾞﾏ ﾀｶﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1240 1:54:45 2169 大隅　儀洋 ｵｵｽﾐ ﾖｼﾋﾛ アステラス製薬 神奈川県 藤沢市
1241 1:54:51 9265 岩永　隆 ｲﾜﾅｶﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 厚木市
1242 1:54:52 7755 福田　敦史 ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
1243 1:54:59 8162 熊谷　浩一 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
1244 1:55:02 2501 神戸　義人 ｶﾝﾍﾞ ﾖｼﾄ 神奈川県 藤沢市
1245 1:55:04 8056 髙瀬　修 ﾀｶｾ ｵｻﾑ 神奈川県 横浜市
1246 1:55:11 6770 屋宜　剛 ﾔｷﾞ ﾂﾖｼ 煩悩１０８ 神奈川県 平塚市
1247 1:55:26 6522 星野　誠司 ﾎｼﾉ ｾｲｼﾞ 湘南厚木病院 神奈川県 平塚市
1248 1:55:30 7671 川村　健志 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ ＪＲ東日本 神奈川県 横浜市
1249 1:55:35 2085 清田　智也 ｷﾖﾀ ﾄﾓﾔ 神奈川県 藤沢市
1250 1:55:36 5714 塚谷　治 ﾂｶﾀﾆ ｵｻﾑ 鎌楽会 神奈川県 鎌倉市
1251 1:55:37 6073 高橋　直幹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 鎌楽会 神奈川県 鎌倉市
1252 1:55:37 7838 小林　誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ＣＰＰＳ 神奈川県 鎌倉市
1253 1:55:39 8900 松井　威人 ﾏﾂｲ ﾀｹﾋﾄ 東京都 中野区
1254 1:55:46 8938 小林　大地 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ オーケー 神奈川県 横浜市
1255 1:56:00 9274 川原　康司 ｶﾜﾊﾗ ｺｳｼﾞ ボンバイエ 神奈川県 横浜市
1256 1:56:01 8497 戸来　吉輝 ﾍﾗｲ ﾖｼﾃﾙ 東京都 大田区
1257 1:56:01 8262 西尾　卓也 ﾆｼｵ ﾀｸﾔ 神奈川県 二宮町
1258 1:56:03 2100 井原　俊彦 ｲﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1259 1:56:06 7596 九門　達也 ｸﾓﾝ ﾀﾂﾔ 神奈川県 横浜市



1260 1:56:07 8062 谷脇　力 ﾀﾆﾜｷ ﾁｶﾗ 神奈川県 横浜市
1261 1:56:07 8063 大澤　浩希 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
1262 1:56:08 5685 岡部　正人 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾄ ＣＣＢＪＩ 神奈川県 横浜市
1263 1:56:10 2345 越　裕之 ｺｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1264 1:56:22 8314 岩鼻　倫弘 ｲﾜﾊﾅ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 海老名市
1265 1:56:25 7229 中野　仁 ﾅｶﾉ ﾋﾄｼ 神奈川県 横須賀市
1266 1:56:30 6847 福島　知仁 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓﾋﾄ 神奈川県 横浜市
1267 1:56:36 2388 大谷　健一 ｵｵﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1268 1:57:18 2431 牧野　洋平 ﾏｷﾉ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
1269 1:57:26 7364 石井　利昭 ｲｼｲ ﾄｼｱｷ チームＴＫＢ 神奈川県 横浜市
1270 1:57:44 2637 大江山　真哉 ｵｵｴﾔﾏ ｼﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
1271 1:58:02 8352 相澤　司 ｱｲｻﾞﾜ ﾂｶｻ 神奈川県 鎌倉市
1272 1:58:15 2379 日沖　達彦 ﾋｵｷ ﾀﾂﾋｺ つくし野陸上部 神奈川県 藤沢市
1273 1:58:42 6481 小島　英之 ｺｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ ＩＨＩ 神奈川県 横浜市
1274 1:58:44 6026 中村　康夫 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｵ 神奈川県 茅ヶ崎市
1275 1:58:46 8527 白土　浩一 ｼﾗﾄ ｺｳｲﾁ 愛知県 知多市
1276 1:58:48 9275 太田　正実 ｵｵﾀ ﾏｻﾐ 静岡県 静岡市
1277 1:58:50 6803 高清水　千里 ﾀｶｼﾐｽﾞ ﾁｻﾄ 東京都 大田区
1278 1:58:52 6341 小川　昌則 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 横浜ᖴМᎡᏟ 神奈川県 逗子市
1279 1:58:54 6342 吽野　直 ｳﾝﾉ ﾅｵ 東京都 多摩市
1280 1:59:00 8360 米本　忍 ﾖﾈﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ 埼玉県 狭山市
1281 1:59:03 2646 荒井　広大 ｱﾗｲ ｺｳﾀﾞｲ リクシル 神奈川県 横浜市
1282 1:59:09 7344 柳原　孝昌 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾏｻ ＨＩＨＩ走優会 神奈川県 湯河原町
1283 1:59:19 2140 梶村　悟史 ｶｼﾞﾑﾗ ｻﾄｼ レディオ湘南 神奈川県 藤沢市
1284 1:59:35 8357 鳥越　雅文 ﾄﾘｺﾞｴ ﾏｻﾌﾐ 東京都 品川区
1285 1:59:45 8004 日景　武史 ﾋｶｹﾞ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
1286 1:59:51 7379 下枝　享博 ｼﾓｴﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1287 2:00:02 8295 谷川　剛基 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 相模原市
1288 2:00:33 1620 嶋田　一郎 ｼﾏﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 湘南みらい 神奈川県 藤沢市
1289 2:00:39 7403 小杉　隆英 ｺｽｷﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
1290 2:00:42 2289 粕川　裕之 ｶｽｶﾜ ﾋﾛﾕｷ ＴＨＥＴＩＭＥ 神奈川県 藤沢市
1291 2:01:12 8053 小長谷　英史 ｺﾅｶﾞﾔ ﾋﾃﾞｼ 日本経済社 神奈川県 横浜市
1292 2:01:26 8160 樋口　祐樹 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1293 2:01:34 2225 木村　隆之 ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1294 2:01:36 6340 遠山　昌利 ﾄｵﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
1295 2:01:44 2179 田上　正太郎 ﾀﾉｳｴ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1296 2:01:52 1780 松本　達也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
1297 2:02:13 7680 伊藤　聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 神奈川県 大和市
1298 2:02:22 2488 井上　裕次 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1299 2:02:22 7489 大石　敏 ｵｵｲｼ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
1300 2:02:35 5699 早川　慶史 ﾊﾔｶﾜ ｹｲｼﾞ 神奈川県 横浜市
1301 2:02:36 8266 金田　武 ｶﾈﾀﾞ ﾀｹｼ ＴＣＣ 神奈川県 川崎市
1302 2:03:13 8533 山下　素玄 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄﾊﾙ 静岡県 静岡市
1303 2:03:13 5564 山崎　友也 ﾔﾏｻｷ ﾄﾓﾔ 東京都 江東区
1304 2:03:50 8226 下條　泰朗 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾔｽﾛｳ ラジャー 東京都 世田谷区
1305 2:03:50 2614 住中　大輔 ｽﾐﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ ラジャー 神奈川県 藤沢市
1306 2:03:51 9233 小井口　英寿 ｺｲｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 大和市
1307 2:04:03 8547 有川　誠也 ｱﾘｶﾜ ｾｲﾔ 神奈川県 横浜市
1308 2:04:12 7938 浜田　英世 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 東京都 品川区
1309 2:04:19 8551 兼本　侑始 ｶﾈﾓﾄ ﾕｳｼﾞ クラスメソッド 神奈川県 横浜市
1310 2:04:46 9271 小野　大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 横浜市
1311 2:05:09 8032 榎本　誠二 ｴﾉﾓﾄ ｾｲｼﾞ 神奈川県 大和市
1312 2:05:29 6790 永田　秀和 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 世田谷区
1313 2:05:43 2499 尾崎　圭 ｵｻﾞｷ ｹｲ 神奈川県 藤沢市
1314 2:06:22 8386 関口　敬介 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 埼玉県 さいたま市
1315 2:06:33 7535 鈴木　健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ ＣＬＢ 埼玉県 上尾市
1316 2:06:41 7820 佐久　義武 ｻｸ ﾖｼﾀｹ 十慈堂病院 神奈川県 横浜市
1317 2:06:44 9246 武田　純一 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 練馬区
1318 2:06:51 9237 早野　康隆 ﾊﾔﾉ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 横浜市
1319 2:07:31 6548 渡邊　拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 横浜市
1320 2:07:33 7478 水鳥　政喜 ﾐｽﾞﾄﾘ ﾏｻｷ 埼玉県 所沢市
1321 2:07:39 8454 熊倉　武史 ｸﾏｸﾗ ﾀｹｼ 神奈川県 逗子市
1322 2:08:45 8252 俵谷　由之 ﾀﾜﾗﾔ ﾖｼﾕｷ 茨城県 つくば市
1323 2:09:04 8531 白石　潤 ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝ 東京都 足立区
1324 2:09:05 2371 花田　崇矢 ﾊﾅﾀﾞ ﾀｶﾔ 神奈川県 藤沢市
1325 2:09:20 1335 湯浅　宏一郎 ﾕｱｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1326 2:09:25 2451 喜友名　光 ｷﾕﾅ ﾋｶﾙ ハマキョウ 神奈川県 藤沢市
1327 2:09:30 7794 松村　一弘 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1328 2:09:36 7774 守谷　啓介 ﾓﾘﾔ ｹｲｽｹ 神奈川県 横浜市
1329 2:10:29 6549 佐別当　幸司 ｻﾍﾞｯﾄｳ ｺｳｼﾞ 埼玉県 さいたま市



1330 2:10:36 7705 中尾　仁 ﾅｶｵ ｼﾞﾝ 神奈川県 横浜市
1331 2:10:38 7934 吉岡　新祐 ﾖｼｵｶ ｼﾝｽｹ 東京都 世田谷区
1332 2:10:48 7965 今　正義 ｺﾝ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 横浜市
1333 2:11:09 1609 市原　威亮 ｲﾁﾊﾗ ﾀｹｱｷ 神奈川県 藤沢市
1334 2:12:33 2424 西村　裕 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾀｶ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
1335 2:12:34 2247 渋谷　元司郎 ｼﾌﾞﾔ ｹﾞﾝｼﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1336 2:12:41 8512 後藤　誉之 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 川崎市
1337 2:13:43 7627 清水　啓史 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
1338 2:14:28 8299 西谷内　貴之 ﾆｼﾔﾁ ﾀｶﾕｷ 東京都 品川区
1339 2:15:10 8831 矢ヶ崎　茂治 ﾔｶﾞｻｷ ｼｹﾞﾊﾙ ＯＢＴ９６ 神奈川県 横浜市
1340 2:15:47 9262 佐道　正一 ｻﾄﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ ベイウエスト 神奈川県 横浜市
1341 2:15:53 9229 稲葉　智彦 ｲﾅﾊﾞ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
1342 2:15:56 8086 青木　誠 ｱｵｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市
1343 2:16:39 6897 道崎　清一郎 ﾄﾞｳｻﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 中央区
1344 2:16:51 1126 川合　孝治 ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1345 2:16:58 2477 熱田　裕之 ｱﾂﾀ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1346 2:18:16 8220 安藤　直樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 神奈川県 川崎市
1347 2:19:55 9200 丹　雄気 ﾀﾝ ﾕｳｷ 神奈川県 鎌倉市
1348 2:22:00 8319 渡邊　高弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 厚木市


