
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 0:50:44 5009 坂本　智史 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 江ノ島ダッシュ 神奈川県 鎌倉市
2 0:51:07 5008 川村　駿吾 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 三浦郡陸協 神奈川県 鎌倉市
3 0:51:16 5007 松川　隼也 ﾏﾂｶﾜ ﾄｼﾔ 横浜市陸協 神奈川県 横浜市
4 0:52:37 5026 小板橋　大史 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 横浜市
5 0:53:00 8582 鎌田　眞実 ｶﾏﾀ ﾏｻﾐ 小田急電鉄 神奈川県 横浜市
6 0:53:02 5022 近藤　邦彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ 横須賀市陸協 神奈川県 横須賀市
7 0:53:44 5019 海津　淳 ｶｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝ 八王子市役所 東京都 八王子市
8 0:53:45 2505 黒河　輝信 ｸﾛｶﾜ ﾃﾙﾉﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
9 0:53:50 2504 島村　瞬 ｼﾏﾑﾗ ｼｭﾝ 藤沢市役所 神奈川県 藤沢市

10 0:53:55 5041 樽野　智英 ﾀﾙﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ Ｎ．Ｙ．ＰＪＴ 埼玉県 八潮市
11 0:54:02 5035 新居田　晃史 ﾆｲﾀﾞ ｱｷﾌﾐ Ｄ．Ｒ．ＡＣ 神奈川県 川崎市
12 0:54:09 5011 山本　昌希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市 長野県 松本市
13 0:54:13 8580 野口　悠 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳ 相模原市役所 神奈川県 相模原市
14 0:54:20 1011 山下　雅人 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 東京陸協 神奈川県 藤沢市
15 0:54:26 1019 足立　良太 ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 藤沢市
16 0:54:36 5071 平野　帆峻 ﾋﾗﾉ ﾎﾀﾞｶ 神奈川県 葉山町
17 0:54:40 1025 高梨　尚 ﾀｶﾅｼ ﾅｵ ドルフィンズ 神奈川県 藤沢市
18 0:54:46 5025 伊藤　健介 ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ ランニング・デ 神奈川県 横浜市
19 0:54:56 5012 井上　明弘 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 横須賀市陸協 神奈川県 横須賀市
20 0:55:14 1049 佐久間　健太 ｻｸﾏ ｹﾝﾀ 神奈川県 藤沢市
21 0:55:14 5117 種田　和洋 ｵｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ＧＭＲＣ 神奈川県 川崎市
22 0:55:28 1015 吉野　健夫 ﾖｼﾉ ﾀﾃｵ 湘南アスリート 神奈川県 藤沢市
23 0:55:49 1012 遠山　翔太 ﾄｵﾔﾏ ｼｮｳﾀ 神奈川県 藤沢市
24 0:56:24 5066 皆倉　一馬 ｶｲｸﾗ ｶｽﾞﾏ プレス工業 神奈川県 寒川町
25 0:56:29 1033 浪川　智弘 ﾅﾐｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川走ろう会 神奈川県 藤沢市
26 0:56:40 5043 杉村　啓太 ｽｷﾞﾑﾗ ｹｲﾀ 湘南ＭＦＩＬＬ 石川県 金沢市
27 0:56:40 8629 窪田　昌弘 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 調布清掃 東京都 国分寺市
28 0:56:44 8596 阿部　巧 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 湘南ランタジー 神奈川県 横浜市
29 0:56:54 5100 徳光　啓太 ﾄｸﾐﾂ ｹｲﾀ 神奈川県 横須賀市
30 0:56:57 5139 安川　開 ﾔｽｶﾜ ｶｲ 神奈川県 川崎市
31 0:57:13 1040 森山　裕介 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
32 0:57:29 8609 稲田　耕太朗 ｲﾅﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 大阪府 堺市
33 0:57:33 5060 原田　一政 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 秦野市
34 0:57:56 5111 春原　幸介 ｽﾉﾊﾗ ｺｳｽｹ ＳＧＲＣ 神奈川県 鎌倉市
35 0:58:07 5170 坂下　敏之 ｻｶｼﾀ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 大和市
36 0:58:09 5063 中村　和寛 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 横浜市役所 神奈川県 横浜市
37 0:58:30 5168 二梃木　健太 ﾆﾁｮｳｷﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 大磯町
38 0:58:34 5126 伊藤　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 神奈川県 横浜市
39 0:58:34 5099 内田　貴久 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋｻ ＤＳ 神奈川県 横浜市
40 0:59:08 5034 木村　良将 ｷﾑﾗ ﾖｼﾏｻ ＤＳＡＣ 神奈川県 相模原市
41 0:59:26 5050 高橋　雄皓 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺｳ 混成カモメ 神奈川県 茅ヶ崎市
42 0:59:49 1013 蛭田　涼介 ﾋﾙﾀ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
43 0:59:50 5163 杉山　健太 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝﾀ 神奈川県 横浜市
44 0:59:51 1055 佐藤　大祐 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
45 1:00:13 5217 中西　将人 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾄ 神奈川県 海老名市
46 1:00:17 5167 島村　健太郎 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
47 1:00:20 7443 岩澤　広明 ｲﾜｻﾜ ﾋﾛｱｷ チーム久保田 神奈川県 小田原市
48 1:00:52 5185 天満　優一朗 ﾃﾝﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 厚木市
49 1:01:04 5179 松尾ポスト　脩平 ﾏﾂｵﾎﾟｽﾄ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 横浜市
50 1:02:18 5161 中田　大佳 ﾅｶﾀ ﾀｲｶﾞ 神奈川県 横浜市
51 1:02:27 1129 佐藤　翔一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
52 1:02:41 5276 宮崎　圭介 ﾐﾔｻﾞｷ ｹｲｽｹ 明治小学校 神奈川県 鎌倉市
53 1:02:43 5097 八巻　太郎 ﾔﾏｷ ﾀﾛｳ 東京都 杉並区
54 1:02:46 5372 渡邊　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
55 1:02:49 2508 高田　哲大 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
56 1:02:51 5552 嶋尾　有基 ｼﾏｵ ﾕｳｷ 東京都 中野区
57 1:02:52 2511 重松　翔吾 ｼｹﾞﾏﾂ ｼｮｳｺﾞ ノビザカリ 神奈川県 藤沢市
58 1:02:54 8644 広瀬　和也 ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 平塚市
59 1:03:02 5128 百瀬　友寛 ﾓﾓｾ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 横須賀市
60 1:03:06 5282 宮崎　大樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 聖テレジア病院 神奈川県 鎌倉市
61 1:03:14 5236 小坂　進吾 ｺｻｶ ｼﾝｺﾞ 厚木基地上曹会 神奈川県 横浜市
62 1:03:14 5059 中堀　翼 ﾅｶﾎﾘ ﾂﾊﾞｻ おきゃんぴー 神奈川県 茅ヶ崎市
63 1:03:20 8711 高柳　智史 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 海老名市
64 1:03:27 1237 山口　克哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
65 1:03:31 8585 小田　恭輔 ｵﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 東京都 大田区
66 1:03:36 2510 朝倉　啓太 ｱｻｸﾗ ｹｲﾀ 神奈川県 藤沢市



67 1:03:45 8624 寺嶋　仁志 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾄｼ 東京都 港区
68 1:03:58 1090 太田　濃 ｵｵﾀ ﾐﾉﾘ やまねこ 神奈川県 藤沢市
69 1:04:20 5215 田村　涼 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 神奈川県 川崎市
70 1:04:31 8614 藤沼　翔 ﾌｼﾞﾇﾏ ｼｮｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
71 1:04:47 1137 宮崎　純英 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
72 1:04:47 5596 三上　恒信 ﾐｶﾐ ﾂﾈﾉﾌﾞ 千葉県 市川市
73 1:05:04 8625 尾本　怜児 ｵﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 神奈川県 厚木市
74 1:05:17 1051 高橋　彰 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 湘南海岸ＲＣ 神奈川県 藤沢市
75 1:05:22 6359 松田　康希 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｷ 厚木基地上曹会 神奈川県 大和市
76 1:05:27 5348 神谷　良文 ｶﾐﾔ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 川崎市
77 1:05:29 5968 大澤　邦雄 ｵｵｻﾜ ｸﾆｵ 神奈川県 大井町
78 1:05:30 1032 高田　大 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲ 神奈川県 藤沢市
79 1:05:32 5310 伊東　宏晃 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 石黒会計事務所 神奈川県 横浜市
80 1:05:42 5123 三嶽　暢裕 ﾐﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 秦野市役所 神奈川県 秦野市
81 1:05:49 8645 関　幸太郎 ｾｷ ｺｳﾀﾛｳ 長野県 上田市
82 1:05:59 5284 清水　諒太 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川走ろう会 神奈川県 厚木市
83 1:06:02 8671 澁谷　結希 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
84 1:06:07 1109 丸塚　浩晃 ﾏﾙﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
85 1:06:17 5101 佐藤　佑太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ あきらＲＣ村櫛 静岡県 浜松市
86 1:06:43 6996 岡本　拓 ｵｶﾓﾄ ﾀｸ 神奈川県 座間市
87 1:06:50 5950 赤城　貴久 ｱｶｷﾞ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 大和市
88 1:06:52 6028 松任　陽介 ﾏｯﾄｳ ﾖｳｽｹ 神奈川県 横浜市
89 1:07:01 1054 川村　侑史 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｼﾞ チームりこ 神奈川県 藤沢市
90 1:07:04 8641 齋藤　康平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 群馬県 伊勢崎市
91 1:07:13 5324 鎌田　祐輔 ｶﾏﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
92 1:07:17 5347 石川　智也 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 神奈川県 川崎市
93 1:07:19 7733 山本　哲 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 神奈川県 平塚市
94 1:07:19 5195 前田　直人 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵﾄ 神奈川県 横浜市
95 1:07:20 5219 横山　大空 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
96 1:07:28 1133 今　淳平 ｺﾝ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 藤沢市
97 1:07:28 1065 江副　雄大 ｴｿﾞｴ ﾕｳﾀﾞｲ 大和市役所 神奈川県 藤沢市
98 1:07:33 1105 矢後　和哉 ﾔｺﾞ ｶｽﾞﾔ 走菱呑会 神奈川県 藤沢市
99 1:07:35 1206 犬飼　友裕 ｲﾇｶｲ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 藤沢市

100 1:07:43 8618 谷　直也 ﾀﾆ ﾅｵﾔ 静岡県 沼津市
101 1:07:46 1135 川村　昂 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
102 1:07:51 5980 若林　恵一朗 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 東京都 千代田区
103 1:08:14 5643 紅谷　龍音 ﾍﾞﾆﾔ ﾘｭｳﾄ 東京都 足立区
104 1:08:26 8702 山下　大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 国際親善 神奈川県 鎌倉市
105 1:08:27 8722 角田　和行 ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 株式会社あおば 神奈川県 横浜市
106 1:08:31 5800 池　祐樹 ｲｹ ﾕｳｷ 神奈川県 大和市
107 1:08:59 5316 荒木　勇次 ｱﾗｷ ﾕｳｼﾞ 土曜倶楽部 茨城県 古河市
108 1:09:00 5444 大塚　慶一 ｵｵﾂｶ ｹｲｲﾁ 東京都 練馬区
109 1:09:05 5898 保住　周作 ﾎｽﾞﾐ ｼｭｳｻｸ 神奈川県 横須賀市
110 1:09:06 5499 榎本　章 ｴﾉﾓﾄ ｱｷﾗ 神奈川県 大和市
111 1:09:16 9141 中西　基 ﾅｶﾆｼ ﾓﾄｲ 東京都 世田谷区
112 1:09:18 6010 池谷　耕作 ｲｹﾔ ｺｳｻｸ 東京都 港区
113 1:09:19 5412 石川　大祐 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 杉並区
114 1:09:22 5411 山口　徹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 神奈川県 川崎市
115 1:09:28 8660 小林　泰輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｽｹ 東京都 練馬区
116 1:09:36 1093 渡邉　裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ メルシャン藤沢 神奈川県 藤沢市
117 1:09:37 5531 野村　洋祐 ﾉﾑﾗ ﾖｳｽｹ 神奈川県 横浜市
118 1:09:43 1045 古賀　翼 ｺｶﾞ ﾂﾊﾞｻ 鵠沼海泳部 神奈川県 藤沢市
119 1:09:55 2520 芳賀　章博 ﾊｶﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
120 1:09:57 5611 山下　大地 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲﾁ 東京都 文京区
121 1:10:00 5599 一柳　和弘 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 相模原市
122 1:10:02 1265 上西　宏明 ｼﾞｮｳﾆｼ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
123 1:10:12 8599 及川　寛太 ｵｲｶﾜ ｶﾝﾀ ＰＡＲＣＯ 東京都 目黒区
124 1:10:17 8707 島田　憲良 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾘﾖｼ 神奈川県 横浜市
125 1:10:25 1152 洞沢　瑛 ﾎﾗｻﾜ ｴｲ 神奈川県 藤沢市
126 1:10:40 5962 黒根　雄太 ｸﾛﾈ ﾕｳﾀ 神奈川県 大和市
127 1:10:43 5459 萩藤　裕一 ﾊｷﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
128 1:10:45 8944 正木　修平 ﾏｻｷ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 横浜市
129 1:10:48 5098 富永　是親 ﾄﾐﾅｶﾞ ｺﾚﾁｶ ８ＴＭＪＨＳ 宮城県 仙台市
130 1:10:53 1327 スウェイン　アンソニー ｽｳｪｲﾝ ｱﾝｿﾆｰ 神奈川県 藤沢市
131 1:10:57 5188 山田　晃史 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾙﾌﾐ パラデロ 神奈川県 鎌倉市
132 1:11:10 2013 石原　信太郎 ｲｼﾊﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
133 1:11:18 5134 比佐　真太郎 ﾋｻ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 大和市



134 1:11:19 5987 古野　勇介 ﾌﾙﾉ ﾕｳｽｹ 神奈川県 座間市
135 1:11:40 6027 松木　麗嗣 ﾏﾂｷ ﾚｲｼﾞ 株式会社ＩＨＩ 神奈川県 茅ヶ崎市
136 1:11:43 6641 河野　直幸 ｺｳﾉ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 川崎市
137 1:11:45 7448 笹　秀陽 ｻｻ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 新宿区
138 1:11:47 8657 木村　雅彦 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 東京都 町田市
139 1:11:54 5979 前表　拓実 ﾏｴｵﾓﾃ ﾀｸﾐ 鎌倉殿の２人 神奈川県 鎌倉市
140 1:11:55 5362 石崎　貴大 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 平塚市
141 1:12:14 1300 植村　淳 ｳｴﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
142 1:12:18 5345 古澤　智 ﾌﾙｻﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 二宮町
143 1:12:31 1484 藤塚　大介 ﾌｼﾞﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
144 1:12:32 6755 音喜多　隼人 ｵﾄｷﾀ ﾊﾔﾄ 東京都 武蔵村山市
145 1:12:33 7451 齋藤　光平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 神奈川県 相模原市
146 1:12:34 1228 力丸　慎太郎 ﾘｷﾏﾙ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
147 1:12:39 5464 平谷　修平 ﾋﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 日立製作所 神奈川県 鎌倉市
148 1:12:41 1423 村手　広仁 ﾑﾗﾃ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 藤沢市
149 1:12:46 5993 松浦　貴裕 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 横須賀市
150 1:12:48 5507 植木　勇太 ｳｴｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 座間市
151 1:12:49 5915 島谷　孝文 ｼﾏﾔ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 相模原市
152 1:13:02 6113 吉井　新 ﾖｼｲ ｱﾗﾀ ＭＬＸ 神奈川県 大和市
153 1:13:05 5917 三嶽　友輔 ﾐﾀｹ ﾕｳｽｹ 東京都 町田市
154 1:13:09 5616 平尾　圭吾 ﾋﾗｵ ｹｲｺﾞ ＴＳＲＣ 東京都 小金井市
155 1:13:17 8757 加賀　正 ｶｶﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京消防庁 神奈川県 横須賀市
156 1:13:21 2358 岡崎　僚 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳ 神奈川県 藤沢市
157 1:13:24 1549 五十嵐　貴栄 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
158 1:13:28 5661 原田　貴俊 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾄｼ 神奈川県 横浜市
159 1:13:34 8899 大谷　寛之 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 鎌倉市
160 1:13:42 1858 瀧澤　理 ﾀｷｻﾞﾜ ｵｻﾑ 神奈川大学 神奈川県 藤沢市
161 1:13:52 7666 飯島　大地 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 旭広告社 神奈川県 川崎市
162 1:13:56 5578 田中　龍太郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 福島県 磐梯町
163 1:14:03 6685 鈴木　裕人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 神奈川県 横浜市
164 1:14:06 2209 平山　達也 ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
165 1:14:10 6251 池田　直輝 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
166 1:14:24 1420 田草川　雅道 ﾀｸｻｶﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 藤沢市
167 1:14:25 8607 米津　健太 ﾖﾈﾂ ｹﾝﾀ ビバヨコ 神奈川県 横浜市
168 1:14:37 7113 田中　光太郎 ﾀﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
169 1:14:40 6244 米山　友樹 ﾖﾈﾔﾏ ﾄﾓｷ 茨城県 石岡市
170 1:14:43 6141 森田　孝治 ﾓﾘﾀ ｺｳｼﾞ 静岡県 御殿場市
171 1:14:44 5404 栗原　周平 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 大磯町
172 1:14:45 2300 齋藤　克哉 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
173 1:14:48 6797 内貴　基志 ﾅｲｷ ﾓﾄｼ 神奈川県 伊勢原市
174 1:14:52 1489 山口　洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
175 1:14:53 6076 間島　祐紀 ﾏｼﾞﾏ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市
176 1:15:02 1448 秋山　新治 ｱｷﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
177 1:15:11 5851 本間　匠 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ 東京都 杉並区
178 1:15:11 1887 小崎　良平 ｺｻｷ ﾘｮｳﾍｲ 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市
179 1:15:13 5237 矢澤　慶太 ﾔｻﾞﾜ ｹｲﾀ 神奈川県 横浜市
180 1:15:18 6609 山岸　誠弥 ﾔﾏｷﾞｼ ｾｲﾔ ＩＡＥＣＲＣ 神奈川県 横浜市
181 1:15:20 1148 矢吹　裕一 ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｲﾁ プロフィジカル 神奈川県 藤沢市
182 1:15:21 6131 山本　高志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 鳥取県 米子市
183 1:15:23 1155 川名　潤 ｶﾜﾅ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
184 1:15:27 1116 井上　研登 ｲﾉｳｴ ｹﾝﾄ Ｒｏｏｔｓ 神奈川県 藤沢市
185 1:15:31 7366 中村　渉 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
186 1:15:41 5304 大野　敦之 ｵｵﾉ ｱﾂｼ ＱＰハーフ 神奈川県 相模原市
187 1:15:41 8772 新部　祐輔 ﾆｲﾍﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
188 1:15:41 2525 原目　諭 ﾊﾗﾒ ｻﾄﾙ みらい財団 神奈川県 藤沢市
189 1:15:45 8860 渡邉　修平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 横浜市
190 1:16:08 1197 岩水　達矢 ｲﾜﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ ＫＦＰ＆みくに 神奈川県 藤沢市
191 1:16:09 6128 坂下　尚人 ｻｶｼﾀ ﾋｻﾄ 神奈川県 鎌倉市
192 1:16:11 5606 草柳　豪 ｸｻﾔﾅｷﾞ ｽｸﾞﾙ 神奈川県 逗子市
193 1:16:11 8681 吉川　祐介 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 神奈川県 平塚市
194 1:16:14 8714 下山田　英憲 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉県 川口市
195 1:16:16 1428 小犬丸　隼啓 ｺｲﾇﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
196 1:16:17 6090 油座　築 ﾕｻﾞ ｷｽﾞｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
197 1:16:25 1326 村田　翔 ﾑﾗﾀ ｼｮｳ 神奈川県 藤沢市
198 1:16:31 5239 德川　真也 ﾄｸｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 神奈川県 綾瀬市
199 1:16:31 2370 櫻木　崇光 ｻｸﾗｷﾞ ﾀｶﾐﾂ 神奈川県 藤沢市
200 1:16:32 6860 藤原　道孝 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁﾀｶ 東京都 練馬区



201 1:17:03 5593 内海　暁 ｳﾂﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 川崎市
202 1:17:03 6025 平井　岳 ﾋﾗｲ ｶﾞｸ 東京都 大田区
203 1:17:07 6598 増田　康平 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ えんえんゴー 神奈川県 相模原市
204 1:17:10 8489 松田　尚之 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 東京都 世田谷区
205 1:17:11 2059 金子　大輔 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
206 1:17:14 1374 緒方　匡 ｵｶﾞﾀ ﾏｻｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
207 1:17:15 1662 工藤　健 ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 神奈川県 藤沢市
208 1:17:24 5135 渡邉　鷹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳ 神奈川県 横浜市
209 1:17:25 5207 芝土　裕 ｼﾊﾞﾂﾁ ﾕｳ 千葉県 佐倉市
210 1:17:27 8725 白井　達郎 ｼﾗｲ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
211 1:17:28 6094 長野　夢近 ﾅｶﾞﾉ ﾕﾒﾁｶ 神奈川県 川崎市
212 1:17:30 5405 堀井　慎也 ﾎﾘｲ ｼﾝﾔ 東京都 多摩市
213 1:17:32 9071 茂田　佳範 ｼｹﾞﾀ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 鎌倉市
214 1:17:37 1096 久米　薫 ｸﾒ ｶｵﾙ 江ノ電 神奈川県 藤沢市
215 1:17:39 5900 廣戸　絢也 ﾋﾛﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 生駒化学工業 神奈川県 横浜市
216 1:17:40 6703 小口　翼 ｺｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 横浜市
217 1:17:41 1128 伊勢　達也 ｲｾ ﾀﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
218 1:17:51 6097 有馬　佑介 ｱﾘﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
219 1:17:59 6882 鈴木　裕章 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 長野県 岡谷市
220 1:18:11 5647 中島　諒 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 神奈川県 川崎市
221 1:18:14 8271 宮路　晃弘 ﾐﾔｼﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
222 1:18:15 1410 クラースニー　カミル ｸﾗｰｽﾆｰ ｶﾐﾙ 神奈川県 藤沢市
223 1:18:18 7023 佐京　好紀 ｻｷｮｳ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市
224 1:18:25 8793 刈屋　道人 ｶﾘﾔ ﾐﾁﾄ デジタル庁 東京都 杉並区
225 1:18:32 7297 乙幡　直 ｵﾂﾊﾀ ﾅｵｷ 大磯中学校 神奈川県 横浜市
226 1:18:35 7642 阿部　竜也 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 横浜市
227 1:18:36 6739 吉田　圭作 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｻｸ 神奈川県 寒川町
228 1:18:36 5876 松下　豊 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾀｶ ＳＣＳＫ 神奈川県 横浜市
229 1:18:37 8781 藤本　治貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｷ シンガ８６会 東京都 港区
230 1:18:43 1753 原田　剛 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 辻堂ＬＣ 神奈川県 藤沢市
231 1:18:45 6457 藤澤　諒 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 神奈川県 横浜市
232 1:19:08 1424 工藤　義弘 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
233 1:19:20 5896 田　鍾寛 ﾃﾞﾝ ｶﾈﾁｶ 神奈川県 横浜市
234 1:19:21 8910 ＶＩＬＬＡＬＴＡ　ＯＳＣＡＲ ｳﾞｨｼﾞｬﾙﾀ ｵｽｶｰ 東京都 練馬区
235 1:19:27 5515 池松　俊哉 ｲｹﾏﾂ ﾄｼﾔ 東京都 大田区
236 1:19:28 2528 佐藤　皓亮 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
237 1:19:33 8962 近藤　翔一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 東京都 港区
238 1:19:35 5566 鈴木　基妥 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾔｽ 神奈川県 平塚市
239 1:19:37 2044 佐藤　大将 ｻﾄｳ ﾋﾛｽｹ 神奈川県 藤沢市
240 1:19:40 1888 鈴木　俊弘 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
241 1:19:40 1043 北村　仁 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 神奈川県 藤沢市
242 1:19:45 5754 高橋　健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
243 1:19:48 5943 鈴木　智哉 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
244 1:19:51 7446 古谷田　陽一 ｺﾔﾀ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
245 1:19:54 5549 谷口　友彦 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 川崎市
246 1:19:55 1392 太田　雄介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 三重を愛する会 神奈川県 藤沢市
247 1:19:58 6605 千葉　大暢 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 宮城県 仙台市
248 1:20:00 1661 上條　貢 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾂｸﾞ 神奈川県 藤沢市
249 1:20:07 6766 吉村　大志 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｼ 公務員 神奈川県 二宮町
250 1:20:08 6017 宗像　淳史 ﾑﾅｶﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
251 1:20:09 5494 内田　裕大 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 大田区
252 1:20:12 1889 持田　明良 ﾓﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
253 1:20:17 5597 花巻　未生 ﾊﾅﾏｷ ﾐｵ 東京都 千代田区
254 1:20:21 5157 三木　俊弥 ﾐｷ ﾄｼﾔ ＲＲＣ 神奈川県 横浜市
255 1:20:23 1751 古庄　翔一 ﾌﾙｼｮｳ ｼｮｳｲﾁ セントフォース 神奈川県 藤沢市
256 1:20:24 6062 才間　恵一 ｻｲﾏ ｹｲｲﾁ 神奈川県 横浜市
257 1:20:26 8959 岡　大助 ｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 横浜市
258 1:20:29 2523 青木　健介 ｱｵｷ ｹﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
259 1:20:31 2039 下田　太一 ｼﾓﾀﾞ ﾀｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
260 1:20:41 6944 小林　朋也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 埼玉県 朝霞市
261 1:20:44 7456 須田　良太 ｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 大和市
262 1:20:51 7025 辻　慶彦 ﾂｼﾞ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 小田原市
263 1:20:53 8010 井上　正成 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾅﾘ ぶん整形外科 静岡県 三島市
264 1:20:54 5293 根本　祐基 ﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 呑菱会 神奈川県 川崎市
265 1:20:56 6126 森永　雄大 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ニフコ 神奈川県 横須賀市
266 1:20:56 8893 長沼　稔大 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
267 1:21:03 6520 樋口　洋一 ﾋｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 大和市



268 1:21:03 6519 中村　祥吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 座間市
269 1:21:05 7421 頼　隆宏 ﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 川崎っ子 東京都 品川区
270 1:21:11 9001 小山　敦広 ｺﾔﾏ ｱﾂﾋﾛ 神奈川県 川崎市
271 1:21:13 6258 中村　智宏 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 和光市
272 1:21:16 5485 池　紘平 ｲｹ ｺｳﾍｲ 軍団タテオ 神奈川県 大和市
273 1:21:18 6816 辻　賢治 ﾂｼﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
274 1:21:20 5297 鈴木　優人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 神奈川県 鎌倉市
275 1:21:21 2623 岩崎　俊介 ｲﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
276 1:21:24 6072 遠藤　友輔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 東京都 港区
277 1:21:36 5790 大木　伸義 ｵｵｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 横浜市
278 1:21:43 5765 鈴木　啓介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 神奈川県 大和市
279 1:21:43 1715 山本　佑輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
280 1:21:44 9033 徳田　哲哉 ﾄｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 中野区
281 1:21:45 7841 川村　崇郎 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｵ 東雲倶楽部 東京都 世田谷区
282 1:22:00 7218 佐々木　翔太 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 東京都 町田市
283 1:22:04 9074 中村　篤史 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 川崎市
284 1:22:05 6259 持田　晃嗣 ﾓﾁﾀﾞ ｱｷﾂｸﾞ 神奈川県 海老名市
285 1:22:07 7215 高村　勇太 ﾀｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 神奈川県 横浜市
286 1:22:11 1515 二宮　和哉 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 藤沢市
287 1:22:15 8845 井出　悠介 ｲﾃﾞ ﾕｳｽｹ マルハン 静岡県 富士市
288 1:22:24 6414 近藤　裕樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
289 1:22:25 8889 吉川　直也 ﾖｼｶﾜ ﾅｵﾔ 神奈川県 小田原市
290 1:22:26 7232 茂木　草平 ﾓｷﾞ ｿｳﾍｲ 神奈川県 相模原市
291 1:22:33 9085 武藤　佑典 ﾑﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
292 1:22:42 2119 善木　大介 ｾﾞﾝｷ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
293 1:22:46 6658 篠崎　佑太 ｼﾉｻﾞｷ ﾕｳﾀ 神奈川県 横浜市
294 1:22:47 2591 上條　胤臣 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾈｵﾐ 神奈川県 藤沢市
295 1:22:48 1836 藤田　渉 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳ 神奈川県 藤沢市
296 1:22:54 6835 岩井　健太郎 ｲﾜｲ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
297 1:22:58 6936 滝波　祐人 ﾀｷﾅﾐ ﾕｳｼﾞﾝ 東京都 江戸川区
298 1:23:00 6087 山切　理 ﾔﾏｷﾘ ﾄｵﾙ 神奈川県 川崎市
299 1:23:01 6506 小泉　竜太 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾀ 茅ヶ崎市役所 神奈川県 茅ヶ崎市
300 1:23:08 1786 石橋　隼人 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾔﾄ 神奈川県 藤沢市
301 1:23:09 1713 阿部　保範 ｱﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
302 1:23:15 6274 宮本　久嗣 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｻｼ 神奈川県 相模原市
303 1:23:19 6749 川村　岳 ｶﾜﾑﾗ ｶﾞｸ 神奈川県 鎌倉市
304 1:23:26 8803 五十嵐　大輔 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 横須賀市
305 1:23:32 8858 横井　太一 ﾖｺｲ ﾀｲﾁ 東京都 府中市
306 1:23:44 8818 平田　翔吾 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 横須賀市
307 1:23:48 7085 菅井　浩章 ｽｶﾞｲ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜市
308 1:23:49 2578 立花　徹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄｵﾙ ビークリーン 神奈川県 藤沢市
309 1:23:54 9058 大和　貴之 ﾔﾏﾄ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 鎌倉市
310 1:23:55 1176 藤野　勇弥 ﾌｼﾞﾉ ﾕｳﾔ 文弥家 神奈川県 藤沢市
311 1:23:57 2558 蛯原　千尋 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
312 1:24:04 8664 青木　裕和 ｱｵｷ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 厚木市
313 1:24:11 5296 谷垣　信行 ﾀﾆｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ なないろ鍼灸院 神奈川県 相模原市
314 1:24:12 7098 長谷川　直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 所沢市役所 埼玉県 東松山市
315 1:24:13 8991 杉山　真介 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｽｹ 神奈川県 鎌倉市
316 1:24:20 1230 加藤　隆仁 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 藤沢市
317 1:24:21 6456 岩崎　泰拓 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 海老名市
318 1:24:21 7465 豊島　健嗣 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝｼﾞ エネオス 東京都 新宿区
319 1:24:35 8712 緒方　亮介 ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ランジョグ 千葉県 千葉市
320 1:24:36 5956 須賀　雄基 ｽｶﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 川崎市
321 1:24:40 1323 齋藤　有司 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
322 1:24:59 5634 田中　英光 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾐﾂ 神奈川県 横浜市
323 1:25:02 8869 中川原　淳平 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 立川市
324 1:25:03 6717 森本　剛史 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞｰ 愛知県 名古屋市
325 1:25:08 7935 小玉　雅 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｼ 東京都 大田区
326 1:25:09 8369 長井　文平 ﾅｶﾞｲ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 東京都 稲城市
327 1:25:13 6448 中畑　光太 ﾅｶﾊﾀ ｺｳﾀ 神奈川県 横浜市
328 1:25:13 2453 関本　慎太郎 ｾｷﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
329 1:25:16 5682 小平　雄亮 ｺﾋﾗ ﾕｳｽｹ 日本精工 東京都 文京区
330 1:25:19 5678 畑中　成介 ﾊﾀｹﾅｶ ﾏｻﾖｼ 宝製菓株式会社 神奈川県 横浜市
331 1:25:19 6848 今尾　隆 ｲﾏｵ ﾀｶｼ 東京都 町田市
332 1:25:20 1472 宮崎　一樹 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 神奈川県 藤沢市
333 1:25:24 6083 熊倉　義人 ｸﾏｸﾗ ﾖｼﾄ 神奈川県 茅ヶ崎市
334 1:25:27 1142 西村　健一郎 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ ニシムラ技研 神奈川県 藤沢市



335 1:25:29 6863 佐藤　修平 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 東京都 町田市
336 1:25:30 2384 藤田　啓介 ﾌｼﾞﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
337 1:25:36 8784 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 茅ヶ崎市
338 1:25:45 8940 弘中　悠介 ﾋﾛﾅｶ ﾕｳｽｹ 腕部 神奈川県 相模原市
339 1:25:48 5532 小出　修平 ｺｲﾃﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 足立区
340 1:26:08 5880 宮口　優涼 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
341 1:26:14 2542 長崎　弘岳 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛﾀｶ ぺいたか 神奈川県 藤沢市
342 1:26:17 1748 多田　平 ﾀﾀﾞ ﾀｲﾗ 神奈川県 藤沢市
343 1:26:36 5677 岡本　裕介 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 宝製菓株式会社 神奈川県 鎌倉市
344 1:26:37 1028 内田　浩章 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｱｷ かっぴーず 神奈川県 藤沢市
345 1:26:39 6269 松下　翔一 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 秋田県 秋田市
346 1:26:44 6048 丸山　裕太 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 中南米 長野県 長野市
347 1:26:49 9286 守屋　佑一 ﾓﾘﾔ ﾕｳｲﾁ ＳＧＲＣ 神奈川県 小田原市
348 1:26:55 5831 宍戸　隆文 ｼｼﾄﾞ ﾀｶﾌﾐ 埼玉県 川口市
349 1:27:12 6746 安田　裕哉 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾔ 神奈川県 横浜市
350 1:27:22 5122 小林　太一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ （株）ＪＣ 東京都 羽村市
351 1:27:24 2296 石井　祥一 ｲｼｲ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
352 1:27:26 1763 山崎　伸正 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ 神奈川県 藤沢市
353 1:27:32 7108 山田　稜真 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 神奈川県 大和市
354 1:27:43 8941 河北　光 ｶﾜｷﾀ ﾋｶﾙ 東京都 中野区
355 1:27:55 2205 坪田　直 ﾂﾎﾞﾀ ｽﾅｵ 神奈川県 藤沢市
356 1:28:00 7226 小林　和樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 神奈川県 横浜市
357 1:28:16 2537 村田　伸哉 ﾑﾗﾀ ｼﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
358 1:28:23 2191 田中　洋平 ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
359 1:28:31 5909 宗政　拓真 ﾑﾈﾏｻ ﾀｸﾏ 東京都 新宿区
360 1:28:32 6777 谷　直紀 ﾀﾆ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
361 1:28:34 9066 木下　亮 ｷﾉｼﾀ ﾘｮｳ 神奈川県 南足柄市
362 1:28:36 7892 白川　徹 ｼﾗｶﾜ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市
363 1:28:41 7525 笠井　健太 ｶｻｲ ｹﾝﾀ 神奈川県 川崎市
364 1:28:51 1245 瀧本　貴之 ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ヤクラン 神奈川県 藤沢市
365 1:28:55 6834 鈴木　秀規 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 鎌倉市
366 1:28:55 1782 山内　裕真 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾏ 神奈川県 藤沢市
367 1:29:05 9217 加藤　大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 鎌倉市
368 1:29:15 8823 金澤　和哉 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 千葉県 市川市
369 1:29:16 9259 赤間　建哉 ｱｶﾏ ｹﾝﾔ 日本経済新聞 東京都 文京区
370 1:29:16 1267 峰村　晋策 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾝｻｸ 神奈川県 藤沢市
371 1:29:20 8875 中澤　大雅 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 神奈川県 横浜市
372 1:29:22 5535 伊東　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ＴＡＣ 神奈川県 横浜市
373 1:29:32 7275 熊谷　陵 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳ 神奈川県 横浜市
374 1:29:33 7476 星　樹 ﾎｼ ﾀﾂｷ 東京都 北区
375 1:29:33 8363 竹田　一陽 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 東新産業（株） 神奈川県 秦野市
376 1:29:45 6969 小林　大樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ いすゞ自動車 神奈川県 川崎市
377 1:29:46 7648 加藤　友宏 ｶﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 豊島区
378 1:29:48 2306 小池　誠彦 ｺｲｹ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川県 藤沢市
379 1:29:50 8302 川添　高広 ｶﾜｿﾞｴ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 浦安市
380 1:29:50 2360 大橋　元太 ｵｵﾊｼ ｹﾞﾝﾀ りそな銀行 神奈川県 藤沢市
381 1:29:51 9040 森田　晃介 ﾓﾘﾀ ｺｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
382 1:29:57 8475 萩野　壮徳 ﾊｷﾞﾉ ﾏｻﾉﾘ 東京都 目黒区
383 1:29:57 6504 入倉　進 ｲﾘｸﾗ ｽｽﾑ 神奈川県 相模原市
384 1:30:00 6135 田端　三大 ﾀﾊﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 横須賀市
385 1:30:06 5935 金田　一彦 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ ユニオン 神奈川県 鎌倉市
386 1:30:06 6433 井上　直哉 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾔ モレックス 神奈川県 大和市
387 1:30:07 9098 真乗坊　武 ｼﾝｼﾞｮｳﾎﾞｳ ﾀｹｼ Ｅ－ｓｔｙｌｅ 神奈川県 横浜市
388 1:30:09 2317 長谷川　優人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 神奈川県 藤沢市
389 1:30:09 8888 猪狩　崇文 ｲｶﾞﾘ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 川崎市
390 1:30:10 7199 小澤　匡 ｵｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 横須賀市
391 1:30:14 1445 宮本　英彦 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 神奈川県 藤沢市
392 1:30:15 2519 中野　悟史 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
393 1:30:19 6565 鎌田　琢朗 ｶﾏﾀ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 横浜市
394 1:30:20 7840 内野　祐次郎 ｳﾁﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 川崎市
395 1:30:23 8926 加藤　史洋 ｶﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 東京都 北区
396 1:30:24 7581 大久保　翔太郎 ｵｵｸﾎﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都 練馬区
397 1:30:33 7427 出井　翼 ｲﾃﾞｲ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 横浜市
398 1:30:36 6924 西尾　豊 ﾆｼｵ ﾕﾀｶ 神奈川県 平塚市
399 1:30:38 8989 宇田川　紘之 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
400 1:30:40 1394 柳生　謙治 ﾔｷﾞｭｳ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
401 1:30:58 6363 原　弘光 ﾊﾗ ﾋﾛﾐﾂ 神奈川県 茅ヶ崎市



402 1:31:01 6793 戸澤　達志 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾂｼ 東京都 江戸川区
403 1:31:04 1829 水谷　知得 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾁﾄｸ 神奈川県 藤沢市
404 1:31:04 1958 佐藤　翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 藤沢市
405 1:31:06 8706 枝窪　拓郎 ｴﾀﾞｸﾎﾞ ﾀｸﾛｳ 埼玉県 越谷市
406 1:31:10 2569 湖山　知篤 ｺﾔﾏ ﾄﾓｱﾂ 神奈川県 藤沢市
407 1:31:17 2097 山田　高久 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 藤沢市
408 1:31:19 5878 米倉　拓也 ﾖﾈｸﾗ ﾀｸﾔ 神奈川県 横浜市
409 1:31:30 5551 大竹　昌平 ｵｵﾀｹ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 逗子市
410 1:31:32 9091 竹井　誠人 ﾀｹｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 相模原市
411 1:31:45 9177 関山　信吾 ｾｷﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 東京都 港区
412 1:31:49 6695 岩間　裕司 ｲﾜﾏ ﾕｳｼﾞ 東雲倶楽部 石川県 能美市
413 1:31:59 8104 今村　匠 ｲﾏﾑﾗ ﾀｸﾐ 神奈川県 大和市
414 1:32:00 1937 水戸　文弥 ﾐﾄ ﾌﾐﾔ 神奈川県 藤沢市
415 1:32:00 8103 迫田　真広 ｻｺﾀ ﾏﾋﾛ 神奈川県 横浜市
416 1:32:03 7120 田中　荘太郎 ﾀﾅｶ ｿｳﾀﾛｳ ＴＳＲＣ 東京都 中野区
417 1:32:05 1872 木下　竜 ｷﾉｼﾀ ﾘｭｳ 神奈川県 藤沢市
418 1:32:08 8091 森田　篤史 ﾓﾘﾀ ｱﾂｼ 千葉県 松戸市
419 1:32:15 9193 高橋　正人 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞﾋﾄ 東京都 千代田区
420 1:32:18 8458 長　裕介 ﾁｮｳ ﾕｳｽｹ ハマキョウ 神奈川県 大和市
421 1:32:19 7404 竹村　隆太郎 ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 平塚市
422 1:32:26 5741 近藤　篤生 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｸｵ 神奈川県 鎌倉市
423 1:32:38 7183 飯島　亮 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ 神奈川県 海老名市
424 1:32:41 7517 石川　健太 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀ 神奈川県 横浜市
425 1:32:55 7823 小嶋　淳平 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 鎌倉市
426 1:33:08 1711 清水　広大 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾞｲ 神奈川県 藤沢市
427 1:33:09 5567 久保田　和寿 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 南足柄市
428 1:33:19 2551 長谷川　聡史 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
429 1:33:22 1857 吉野　挙 ﾖｼﾉ ｱｸﾞﾙ 神奈川県 藤沢市
430 1:33:25 5656 北嶋　崇之 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 北海道 札幌市
431 1:33:35 7185 髙橋　佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 岩手県 盛岡市
432 1:33:35 1914 岡　佑樹 ｵｶ ﾕｳｷ 神奈川県 藤沢市
433 1:33:39 7236 中澤　龍麿 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾏﾛ 神奈川県 横浜市
434 1:33:40 8870 綱島　直也 ﾂﾅｼﾏ ﾅｵﾔ 神奈川県 川崎市
435 1:33:41 8370 大森　由富紀 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市
436 1:33:42 8100 千葉　善博 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都 大田区
437 1:33:45 1693 古米　秀行 ﾌﾙﾏｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
438 1:33:48 2222 山田　圭介 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
439 1:33:50 2538 繁野　雄一郎 ｼｹﾞﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
440 1:33:50 8067 紺野　元気 ｺﾝﾉ ｹﾞﾝｷ 神奈川県 横浜市
441 1:33:56 9140 菅原　剛好 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾖｼ 東京都 品川区
442 1:34:01 8982 星野　光 ﾎｼﾉ ﾋｶﾙ 東京都 国立市
443 1:34:07 7510 犬飼　勇也 ｲﾇｶﾞｲ ﾕｳﾔ 神奈川県 横浜市
444 1:34:12 1596 渡辺　健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 藤沢市
445 1:34:14 7716 濱木　一也 ﾊﾏｷ ｶｽﾞﾔ つながルン 愛知県 名古屋市
446 1:34:14 8174 荒川　亮 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳ 東京都 江東区
447 1:34:21 1798 井辻　雅貴 ｲﾂｼﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
448 1:34:26 1794 櫻井　悠 ｻｸﾗｲ ﾕｳ 神奈川県 藤沢市
449 1:34:26 2003 大島　洵 ｵｵｼﾏ ﾏｺﾄ 神奈川県 藤沢市
450 1:34:37 7915 渡邊　大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 大和市
451 1:34:37 2592 森永　亮太 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 藤沢市
452 1:34:46 2168 遊佐　康佑 ﾕｻ ｺｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
453 1:34:47 7667 藤田　拓也 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 旭広告社 神奈川県 茅ヶ崎市
454 1:34:51 7973 齋藤　涼 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 鎌倉ぽつぽ 神奈川県 鎌倉市
455 1:35:02 7401 松竹　倫太朗 ﾏﾂﾀｹ ﾘﾝﾀﾛｳ ＴＳＲＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
456 1:35:02 7316 佐藤　翔太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ つくし野陸上部 神奈川県 相模原市
457 1:35:09 1704 浅野　孝次 ｱｻﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
458 1:35:12 2046 筒井　彬人 ﾂﾂｲ ｱｷﾄ 神奈川県 藤沢市
459 1:35:15 9113 川元　駿 ｶﾜﾓﾄ ｼｭﾝ 神奈川県 川崎市
460 1:35:16 1944 沖吉　英雄 ｵｷﾖｼ ﾋﾃﾞｵ ＤＭＦＫ 神奈川県 藤沢市
461 1:35:17 6168 荒井　祐樹 ｱﾗｲ ﾕｳｷ フリーリー 神奈川県 横浜市
462 1:35:20 9049 上野　裕貴 ｳｴﾉ ﾕｳｷ 東京都 練馬区
463 1:35:23 7603 笹島　良太 ｻｻｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 東京都 三鷹市
464 1:35:24 2303 米田　健佑 ｺﾒﾀﾞ ｹﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
465 1:35:27 8806 北野　竜也 ｷﾀﾉ ﾀﾂﾔ チーム吉川 静岡県 三島市
466 1:35:28 7905 米屋　隆浩 ﾖﾈﾔ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 川崎市
467 1:35:28 7317 砂生　修平 ｻｿｳ ｼｭｳﾍｲ 東京都 大田区
468 1:35:29 6058 新里　隆太郎 ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市



469 1:35:31 6564 高橋　孝太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ ぶん整形外科 神奈川県 横浜市
470 1:35:40 5600 玉久保　吉典 ﾀﾏｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾘ 商工中金水戸 茨城県 水戸市
471 1:35:50 5151 平野　達也 ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾔ 東京都 町田市
472 1:35:52 1968 大島　遼太 ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 藤沢市
473 1:35:53 7937 志田　佑輔 ｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
474 1:36:00 6589 長澤　諭 ﾅｶﾞｻﾜ ｻﾄｼ えのぽりす 神奈川県 平塚市
475 1:36:09 7161 海老塚　勇介 ｴﾋﾞﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 神奈川県 横浜市
476 1:36:12 8085 谷角　峻 ﾀﾆｶﾄﾞ ｼｭﾝ 東京都 世田谷区
477 1:36:15 6876 田代　一樹 ﾀｼﾛ ｶｽﾞｷ 福岡県 太宰府市
478 1:36:17 1817 石丸　聡 ｲｼﾏﾙ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
479 1:36:23 7668 相田　真志 ｱｲﾀﾞ ﾏｻｼ 旭広告社 神奈川県 横浜市
480 1:36:34 7957 小渕　康平 ｵﾌﾞﾁ ｺｳﾍｲ ファイテン 埼玉県 さいたま市
481 1:36:37 7588 伊藤　元春 ｲﾄｳ ﾓﾄﾊﾙ 神奈川県 横浜市
482 1:36:39 8377 田代　拓弥 ﾀｼﾛ ﾀｸﾔ 神奈川県 横浜市
483 1:36:52 7647 山本　楽 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾞｸ 神奈川県 横浜市
484 1:36:57 1597 片田　昌志 ｶﾀﾀﾞ ﾏｻｼ 神奈川県 藤沢市
485 1:36:57 9054 小林　巧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 神奈川県 川崎市
486 1:37:02 7211 石亀　智大 ｲｼｶﾒ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
487 1:37:03 6926 井本　翔太 ｲﾓﾄ ｼｮｳﾀ 東京都 目黒区
488 1:37:04 9043 廣瀬　修司 ﾋﾛｾ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 厚木市
489 1:37:07 7138 桑野　隼 ｸﾜﾉ ｼｭﾝ 東京都 稲城市
490 1:37:25 9056 須藤　弘 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 群馬県 太田市
491 1:37:27 2217 上川路　直樹 ｶﾐｶﾜｼﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 藤沢市
492 1:37:38 8354 前田　哲都 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾄ チームたかこ 神奈川県 横浜市
493 1:37:40 2630 柴野　隆 ｼﾊﾞﾉ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
494 1:37:42 7947 丸山　隆太 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 横浜市
495 1:37:44 6973 草野　来人 ｸｻﾉ ﾗｲﾄ 東京都 大田区
496 1:37:49 7906 小竹　祥午 ｺﾀｹ ｼｮｳｺﾞ 東京都 新宿区
497 1:37:49 2104 宮内　馨 ﾐﾔｳﾁ ｶｵﾙ 神奈川県 藤沢市
498 1:37:50 7923 武末　俊吾 ﾀｹｽｴ ｼｭﾝｺﾞ 神奈川県 川崎市
499 1:37:50 6974 藤井　龍太 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 川崎市
500 1:37:55 2412 高林　健 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 神奈川県 藤沢市
501 1:37:55 8727 今泉　奏 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｽｽﾑ 東京都 世田谷区
502 1:37:59 2220 太田　貴士 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
503 1:38:10 6529 齊藤　洋平 ｻｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 栃木県 宇都宮市
504 1:38:11 6607 森　貴昭 ﾓﾘ ﾀｶｱｷ 神奈川県 川崎市
505 1:38:20 7128 関谷　康宏 ｾｷﾔ ﾔｽﾋﾛ 東京都 荒川区
506 1:38:25 9061 小林　聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ ぺいたか 東京都 豊島区
507 1:38:30 6978 藤田　瞬 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝ 埼玉県 川口市
508 1:38:33 8474 伊藤　啓介 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 神奈川県 大和市
509 1:38:44 2284 前田　一樹 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神奈川県 藤沢市
510 1:38:51 1819 尾上　隆太 ｵﾉｳｴ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 藤沢市
511 1:38:51 8284 菱沼　遼 ﾋｼﾇﾏ ﾘｮｳ 埼玉県 草加市
512 1:38:52 5856 池上　遼平 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾍｲ 生駒化学工業 神奈川県 横浜市
513 1:39:03 7360 鈴木　康平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ 埼玉県 さいたま市
514 1:39:05 8407 下笠　智也 ｼﾓｶﾞｻ ﾄﾓﾔ 神奈川県 川崎市
515 1:39:08 6653 本間　雄太 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ 神奈川県 横浜市
516 1:39:19 7663 齋藤　真之 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 横浜市
517 1:39:24 2530 橋口　雄大 ﾊｼｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 藤沢市
518 1:39:25 8911 大石　連 ｵｵｲｼ ﾚﾝ 東京都 品川区
519 1:39:26 8203 大上　正裕 ｵｵｳｴ ﾏｻﾋﾛ ＪＴ神奈川支社 東京都 大田区
520 1:39:32 2544 樋口　孝雄 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｵ 神奈川県 藤沢市
521 1:39:33 1863 佐藤　健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 神奈川県 藤沢市
522 1:39:34 6572 川田　弘一郎 ｶﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
523 1:39:39 6920 松田　卓磨 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 神奈川県 横浜市
524 1:39:41 6591 谷川　太祐 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀｲｽｹ えのぽりす 神奈川県 相模原市
525 1:39:44 9142 納所　秀宇 ﾉｳｼｮ ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県 横浜市
526 1:39:44 2422 吉田　篤郎 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾛｳ 神奈川県 藤沢市
527 1:39:48 2603 杉本　裕太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 藤沢市役所 神奈川県 藤沢市
528 1:39:52 7618 本野　強 ﾓﾄﾉ ﾂﾖｼ 神奈川県 横浜市
529 1:39:55 2154 吉川　優悟 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｺﾞ 神奈川県 藤沢市
530 1:39:57 9147 井上　広之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 大和市
531 1:39:58 2204 和島　由英 ﾜｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
532 1:40:02 8986 小島　慎司 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 坂戸市
533 1:40:05 6388 別所　裕史 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛｼ 東京都 大田区
534 1:40:05 7013 込江　元気 ｺﾐｴ ｹﾞﾝｷ 千葉県 柏市
535 1:40:15 1740 聖　号 ｾｲ ｺﾞｳ 神奈川県 藤沢市



536 1:40:19 9280 太田　顕 ｵｵﾀ ｹﾝ 神奈川県 大和市
537 1:40:24 9144 能勢山　貴洋 ﾉｾﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 町田市
538 1:40:28 1879 五味　辰也 ｺﾞﾐ ﾀﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
539 1:40:28 7328 油田　泰輝 ﾕﾀﾞ ﾔｽｷ 神奈川県 鎌倉市
540 1:40:29 8550 仲佐　壇 ﾅｶｻ ﾀﾞﾝ 神奈川県 横須賀市
541 1:40:32 2416 渡辺　恭利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾄｼ ＹＭ 神奈川県 藤沢市
542 1:40:35 1695 東馬　佑治 ﾄｳﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
543 1:40:35 8156 佐藤　良輔 ｻﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 大和市
544 1:40:36 9202 遠藤　浩庸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐﾁ 神奈川県 鎌倉市
545 1:40:48 7729 植地　貴弘 ｳｴﾁ ﾀｶﾋﾛ ズッコケ三人組 東京都 調布市
546 1:40:59 7574 尾田　隼人 ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ 神奈川県 横浜市
547 1:41:05 2328 横内　裕人 ﾖｺｳﾁ ﾋﾛﾄ 神奈川県 藤沢市
548 1:41:10 7347 足利　祐典 ｱｼｶｶﾞ ﾕｳｽｹ ＴＳＲＣ 神奈川県 横浜市
549 1:41:11 5339 戸塚　翔 ﾄﾂｶ ｶｹﾙ 神奈川県 横浜市
550 1:41:12 7287 横山　壮一郎 ﾖｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 狭山市
551 1:41:14 7715 高橋　健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ つながルン 東京都 北区
552 1:41:17 2230 齋藤　渉 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ ＪＣＯＭ 神奈川県 藤沢市
553 1:41:18 8026 大畑　朋靖 ｵｵﾊﾀ ﾄﾓﾔｽ 瀬谷中学校 神奈川県 横浜市
554 1:41:27 5692 文成　和昌 ﾌﾐﾅﾘ ｶｽﾞﾏｻ 千葉県 習志野市
555 1:41:37 7723 吉田　拓史 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 横浜市
556 1:41:38 8529 三縄　寛明 ﾐﾅﾜ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 鎌倉市
557 1:41:47 1904 飯田　実 ｲｲﾀﾞ ﾐﾉﾙ 神奈川県 藤沢市
558 1:41:55 7444 中橋　直也 ﾅｶﾊｼ ﾅｵﾔ ＮＥＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
559 1:41:57 9110 図子　直城 ｽﾞｼ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
560 1:42:00 1809 岸野　昭仁 ｷｼﾉ ｱｷﾋﾄ 富士通 神奈川県 藤沢市
561 1:42:05 9087 舩津屋　拓人 ﾌﾅﾂﾔ ﾀｸﾄ 横浜市立大学 神奈川県 横浜市
562 1:42:15 8090 宇藤　健太郎 ｳﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 武蔵野市
563 1:42:15 7017 関野　智章 ｾｷﾉ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 小田原市
564 1:42:16 8309 近藤　雄紀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 神奈川県 横浜市
565 1:42:17 2245 伊藤　紘之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
566 1:42:21 8548 後藤　涼太 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 横浜市
567 1:42:26 5511 宮本　俊哉 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 神奈川県 横浜市
568 1:42:28 8495 西田　裕太 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 神奈川県 横浜市
569 1:42:29 2157 梶ヶ谷　光輝 ｶｼﾞｶﾞﾔ ｺｳｷ 神奈川県 藤沢市
570 1:42:30 2625 仁平　敏史 ﾆﾍｲ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
571 1:42:30 8153 増山　信一 ﾏｽﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 綾瀬市
572 1:42:32 2089 露木　葵 ﾂﾕｷ ｱｵｲ 神奈川県 藤沢市
573 1:42:33 8047 半田　肇 ﾊﾝﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 相模原市
574 1:42:36 2326 佐野　匡史 ｻﾉ ﾀﾀﾞﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
575 1:42:36 6561 守田　圭佑 ﾓﾘﾀ ｹｲｽｹ ＣＬＢ 神奈川県 相模原市
576 1:42:37 6509 ヒルトン　マイケル ﾋﾙﾄﾝ ﾏｲｹﾙ 神奈川県 横浜市
577 1:42:40 7450 芦沢　拓也 ｱｼｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
578 1:42:40 8315 津田　長 ﾂﾀﾞ ﾀｹﾙ 神奈川県 小田原市
579 1:42:43 8894 郡上　猛 ｸﾞﾝｼﾞｮｳ ﾀｹﾙ 神奈川県 横浜市
580 1:42:58 7373 高橋　晃弘 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
581 1:42:59 2162 星野　賢太郎 ﾎｼﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
582 1:43:03 7872 井上　将良 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾖｼ 東京都 大田区
583 1:43:09 9260 小野　乃承 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 横浜市
584 1:43:10 8420 佐藤　正純 ｻﾄｳ ﾏｻｽﾞﾐ 神奈川県 茅ヶ崎市
585 1:43:13 7321 小川　純平 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 横浜市
586 1:43:18 7982 児嶋　亮平 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 海老名市
587 1:43:19 9025 草刈　佑介 ｸｻｶﾘ ﾕｳｽｹ サンビジネス 東京都 大田区
588 1:43:20 8483 佐藤　秀太 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 神奈川県 鎌倉市
589 1:43:24 6112 藤井　忍 ﾌｼﾞｲ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 相模原市
590 1:43:25 8126 鈴木　聖一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 千葉県 柏市
591 1:43:43 1568 城戸　雄太 ｷﾄﾞ ﾕｳﾀ 神奈川県 藤沢市
592 1:43:44 7850 外山　慎 ﾄﾔﾏ ｼﾝ りそな銀行 神奈川県 横浜市
593 1:43:45 9046 中川　隆 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 立川市
594 1:43:50 7457 長尾　浩平 ﾅｶﾞｵ ｺｳﾍｲ 神奈川県 川崎市
595 1:43:57 7381 東　秀朗 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ジェニーズ 東京都 板橋区
596 1:43:58 6778 佐藤　勇人 ｻﾄｳ ﾊﾔﾄ 神奈川県 横浜市
597 1:44:00 9090 成田　洋平 ﾅﾘﾀ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 横浜市
598 1:44:01 9294 橋本　英一 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｲﾁ ＦＲＣ 東京都 中央区
599 1:44:02 8567 佐野　将希 ｻﾉ ﾏｻｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
600 1:44:04 9203 福田　康博 ﾌｸﾀ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 流山市
601 1:44:10 9114 久下　智史 ｸｹﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
602 1:44:11 9214 頼住　彰人 ﾖﾘｽﾞﾐ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 秦野市



603 1:44:16 9023 関　良介 ｾｷ ﾘｮｳｽｹ メニラン倶楽部 埼玉県 さいたま市
604 1:44:16 1924 中村　勇介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
605 1:44:21 8247 鎌田　典之 ｶﾏﾀ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 横浜市
606 1:44:28 8052 塙　祐司 ﾊﾅﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
607 1:44:28 8786 金指　裕紀 ｶﾅｻﾞｼ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 町田市
608 1:44:32 2177 四方　賢治 ｼｶﾀ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
609 1:44:43 7334 石岡　祐樹 ｲｼｵｶ ﾕｳｷ 神奈川県 相模原市
610 1:44:46 2200 後藤　弘旭 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 藤沢市
611 1:44:49 2128 藤田　祐輝 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 神奈川県 藤沢市
612 1:44:52 7579 田中　大貴 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 千葉県 柏市
613 1:44:54 7670 福本　大一郎 ﾌｸﾓﾄ ﾀｲﾁﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
614 1:45:08 7118 景山　大輔 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ ズッコケ三人組 東京都 練馬区
615 1:45:12 2359 猪瀬　大貴 ｲﾉｾ ﾀｲｷ 神奈川県 藤沢市
616 1:45:24 1868 水野　光 ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾙ ぴぃこんひあ 神奈川県 藤沢市
617 1:45:40 7370 大濱　和正 ｵｵﾊﾏ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 鎌倉市
618 1:45:54 7424 藤森　太朗 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾛｳ 神奈川県 座間市
619 1:45:59 7817 鈴木　裕孝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 横浜市
620 1:46:06 7393 矢吹　直人 ﾔﾌﾞｷ ﾅｵﾄ 神奈川県 小田原市
621 1:46:07 7678 根山　達也 ﾈﾔﾏ ﾀﾂﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
622 1:46:08 8280 古賀　敬也 ｺｶﾞ ｹｲﾔ 東京都 町田市
623 1:46:18 2564 島田　貴司 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
624 1:46:19 2626 鈴木　駿 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝ 神奈川県 藤沢市
625 1:46:25 8330 江間　勇人 ｴﾏ ﾕｳﾄ シナザックス 神奈川県 川崎市
626 1:46:39 9155 飯島　隼人 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ アイセス 神奈川県 相模原市
627 1:46:46 1709 大山　健太朗 ｵｵﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
628 1:46:48 6125 鈴木　渉 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
629 1:46:58 2293 水田　滋久 ﾐｽﾞﾀ ｼｹﾞﾋｻ 神奈川県 藤沢市
630 1:46:59 8249 日隈　佑治 ﾋﾉｸﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 川崎市
631 1:46:59 7619 住野　智彦 ｽﾐﾉ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 川崎市
632 1:46:59 8093 棚田　健二 ﾀﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 大田区
633 1:47:00 7468 斉藤　慶太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 大阪府 吹田市
634 1:47:00 5910 宗政　彰剛 ﾑﾈﾏｻ ｱｷﾀｶ 神奈川県 鎌倉市
635 1:47:06 2366 重黒木　優平 ｼﾞｭｳｸﾛｷ ﾕｳﾍｲ 参議院議員秘書 神奈川県 藤沢市
636 1:47:24 7816 井上　淳平 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 川崎市
637 1:47:32 2349 石曽根　泰久 ｲｼｿﾞﾈ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 藤沢市
638 1:47:35 7006 河村　守彦 ｶﾜﾑﾗ ﾓﾘﾋｺ 千葉県 船橋市
639 1:47:40 7214 川島　大地 ｶﾜｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 横浜市
640 1:47:47 8251 佐藤　崇文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 横浜市
641 1:47:53 2307 戸倉　裕一 ﾄｸﾞﾗ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
642 1:47:53 7645 常盤　祐輔 ﾄｷﾜ ﾕｳｽｹ 神奈川県 大和市
643 1:48:01 2491 山出　龍也 ﾔﾏﾃﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
644 1:48:03 8487 鈴木　弘明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 東京都 町田市
645 1:48:07 2527 宮川　賢太 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 神奈川県 藤沢市
646 1:48:26 9235 大谷　達彦 ｵｵﾀﾆ ﾀﾂﾋｺ 東京都 町田市
647 1:48:31 7691 筑紫　修斗 ﾁｸｼ ｼｭｳﾄ 神奈川県 横浜市
648 1:48:45 2351 市島　泰人 ｲﾁｼﾏ ﾔｽﾋﾄ 神奈川県 藤沢市
649 1:48:46 9251 堀口　裕樹 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳｷ 神奈川県 神奈川県 寒川町
650 1:48:51 2295 若林　隆晃 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 神奈川県 藤沢市
651 1:48:58 6018 佐藤　槙吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ ぺんてる 茨城県 石岡市
652 1:48:59 8770 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 神奈川県 鎌倉市
653 1:49:01 2329 成徳　亮太 ｾｲﾄｸ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 藤沢市
654 1:49:06 7466 加納　健 ｶﾉｳ ｹﾝ ＳＲＰ 静岡県 静岡市
655 1:49:07 2363 伊藤　雄一 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
656 1:49:16 7464 遠藤　丈文 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 横浜市
657 1:49:33 8106 中尾　洋平 ﾅｶｵ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 茅ヶ崎市
658 1:49:36 8559 藤井　雄規 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 三菱電機 神奈川県 横浜市
659 1:49:57 2266 平岡　雅幸 ﾋﾗｵｶ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 藤沢市
660 1:50:02 2161 高橋　佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
661 1:50:03 7557 梅野　彰一 ｳﾒﾉ ｼｮｳｲﾁ 東京都 大田区
662 1:50:04 6708 小山　和也 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 横浜市
663 1:50:10 8031 信清　紘志 ﾉﾌﾞｷﾖ ﾋﾛｼ マール 東京都 中央区
664 1:50:11 7052 高橋　航太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 神奈川県 茅ヶ崎市
665 1:50:12 2494 小林　紘輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
666 1:50:17 7827 山本　啓介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 千葉県 船橋市
667 1:50:21 7339 中司　朋宏 ﾅｶﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ アウトベガ 東京都 品川区
668 1:50:22 2324 有地　弘毅 ｱﾙﾁ ｺｳｷ 神奈川県 藤沢市
669 1:50:38 1787 秋元　政則 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 藤沢市



670 1:50:38 2607 長口　良友 ｵｻｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
671 1:50:40 2365 中山　佳祐 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
672 1:50:41 1727 中山　弥 ﾅｶﾔﾏ ﾜﾀﾙ 神奈川県 藤沢市
673 1:50:48 1813 尾上　一樹 ｵﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 神奈川県 藤沢市
674 1:50:48 2622 津田　拓海 ﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 神奈川県 藤沢市
675 1:51:11 8571 布山　司 ﾇﾉﾔﾏ ﾂｶｻ 東京都 江戸川区
676 1:51:30 8254 石田　和也 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 横須賀市
677 1:51:33 7537 菅家　雅樹 ｶﾝｹ ﾏｻｷ ＣＬＢ 東京都 文京区
678 1:51:37 5859 阿部　侑司 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 相模原市 神奈川県 相模原市
679 1:51:41 8429 漁野　優太 ﾘｮｳﾉ ﾕｳﾀ 神奈川県 鎌倉市
680 1:51:45 7769 池田　昇平 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 横浜市
681 1:51:56 8496 荒井　信圭 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 伊勢原市
682 1:51:58 8749 真野　泰輔 ﾏﾉ ﾀｲｽｹ 神奈川県 川崎市
683 1:51:59 1890 佐藤　志行 ｻﾄｳ ｼｺｳ 神奈川県 藤沢市
684 1:52:00 2432 渡辺　雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 神奈川県 藤沢市
685 1:52:01 8235 田中　大樹 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ＳＳＣ 神奈川県 横浜市
686 1:52:10 2483 山本　泰輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｽｹ 羽鳥小 神奈川県 藤沢市
687 1:52:11 2400 古口　宗樹 ｺｸﾞﾁ ｿｳｼﾞｭ 神奈川県 藤沢市
688 1:52:19 8216 金子　尚樹 ｶﾈｺ ﾅｵｷ 大鋸 神奈川県 横浜市
689 1:52:21 9123 市田　雄太 ｲﾁﾀ ﾕｳﾀ 神奈川県 鎌倉市
690 1:52:24 6449 森合　智明 ﾓﾘｱｲ ﾄﾓｱｷ 東京都 豊島区
691 1:52:25 6354 石垣　雅規 ｲｼｶﾞｷ ﾏｻｷ 湘南ＭＦＩＬＬ 千葉県 船橋市
692 1:52:27 7964 田村　瑞 ﾀﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 鎌倉市
693 1:52:29 6856 茂田　徹也 ｼｹﾞﾀ ﾃﾂﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
694 1:52:29 6114 富田　喬行 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾕｷ 五所川原ＲＣ 青森県 青森市
695 1:52:34 2315 金子　武史 ｶﾈｺ ﾀｹｼ 神奈川県 藤沢市
696 1:52:38 7692 武田　貴幸 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
697 1:52:56 5495 小川　陽平 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 茅ヶ崎市
698 1:52:59 9250 小澤　光晴 ｵｻﾞﾜ ﾐﾂﾊﾙ 東京都 中野区
699 1:53:01 8431 高橋　功太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
700 1:53:04 6813 丹羽　達也 ﾆﾜ ﾀﾂﾔ ＫＲＣ 東京都 東久留米市
701 1:53:14 7893 榎本　直信 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 横浜市
702 1:53:15 5861 今坂　一也 ｲﾏｻｶ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 川崎市
703 1:53:20 5873 下澤　雅裕 ｼﾓｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 生駒化学工業 神奈川県 横浜市
704 1:53:34 1933 青柳　雅俊 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
705 1:53:38 8273 坂野　守 ｻｶﾉ ﾏﾓﾙ 東京都 荒川区
706 1:53:44 8037 泉　量太 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 平塚市
707 1:53:44 7685 藤村　秀一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
708 1:53:47 1935 高矢　康暉 ﾀｶﾔ ﾖｼｷ 桃山クラブ 神奈川県 藤沢市
709 1:54:01 2395 高部　遼 ﾀｶﾍﾞ ﾘｮｳ 神奈川県 藤沢市
710 1:54:02 1796 浮田　寛之 ｳｷﾀ ﾋﾛﾕｷ ＲＪ１ 神奈川県 横浜市
711 1:54:10 2554 永礼　欣也 ﾅｶﾞﾚ ｷﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
712 1:54:12 2546 岡　耕平 ｵｶ ｺｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
713 1:54:18 2274 西田　和敬 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 藤沢市
714 1:54:47 7649 半田　智之 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 横浜市
715 1:54:51 8994 風間　宣廣 ｶｻﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
716 1:55:02 8561 石川　奨護 ｲｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
717 1:55:10 2434 栗原　健斗 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝﾄ 海の王子 神奈川県 藤沢市
718 1:55:30 6613 福永　弘志 ﾌｸﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 海老名市
719 1:55:31 2496 朝倉　統哉 ｱｻｸﾗ ﾄｳﾔ 神奈川県 藤沢市
720 1:55:32 6210 永沼　亮輔 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ ＣＬＢ 東京都 練馬区
721 1:55:46 8572 古賀　弘明 ｺｶﾞ ｺｳﾒｲ 神奈川県 川崎市
722 1:55:49 2391 田中　雄介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
723 1:55:56 8300 白澤　光 ｼﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 東京都 国立市
724 1:56:02 7636 田窪　勇人 ﾀｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 坂牧工務店 神奈川県 横浜市
725 1:56:10 8044 佐藤　祐太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 東戸塚記念病院 神奈川県 横浜市
726 1:56:12 1577 竹村　大樹 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲｷ フォーライフ 神奈川県 藤沢市
727 1:56:45 1220 角田　雅人 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 藤沢市
728 1:56:57 9227 中島　有史 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｼ 株式会社あおば 神奈川県 横浜市
729 1:57:02 8528 大坪　覚 ｵｵﾂﾎﾞ ｻﾄﾙ 小田原市役所 神奈川県 秦野市
730 1:57:23 2440 稲葉　浩平 ｲﾅﾊﾞ ｺｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
731 1:57:30 7538 矢野　泰裕 ﾔﾉ ﾔｽﾋﾛ ＣＬＢ 神奈川県 横浜市
732 1:57:33 2642 加藤　諒 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 神奈川県 藤沢市
733 1:57:54 2577 相澤　真 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 藤沢市
734 1:58:00 6355 池田　大佑 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 湘南ＭＦＩＬＬ 群馬県 高崎市
735 1:58:00 7920 春日　寛太郎 ｶｽｶﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 神奈川県 川崎市
736 1:58:09 5865 正徳　健二 ｼｮｳﾄｸ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 座間市



737 1:58:09 5854 松田　知之 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 生駒化学工業 神奈川県 横浜市
738 1:58:14 7654 竹下　卓伸 ﾀｹｼﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ 東京都 大田区
739 1:58:15 1795 野田　慎也 ﾉﾀﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
740 1:58:24 2486 中澤　悠希也 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 神奈川県 藤沢市
741 1:58:37 8569 長谷川　拓真 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 竹中工務店 千葉県 船橋市
742 1:58:41 8750 吉木　智宏 ﾖｼｷ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 中野区
743 1:59:06 7825 岡田　義之 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ズッコケ三人組 神奈川県 横浜市
744 1:59:16 7607 千葉　真人 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄ 東京都 板橋区
745 1:59:44 7924 山本　知史 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
746 1:59:55 7634 三橋　理宏 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
747 2:00:00 5881 佐々木　遼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ 生駒化学工業 東京都 品川区
748 2:00:01 9161 石井　良輔 ｲｼｲ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
749 2:00:15 2272 古賀　勝 ｺｶﾞ ﾏｻﾙ 神奈川県 藤沢市
750 2:00:19 6963 有馬　寛 ｱﾘﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 平塚市
751 2:00:30 7536 天池　忠利 ｱﾏｲｹ ﾀﾀﾞﾄｼ ＣＬＢ 東京都 東久留米市
752 2:00:47 8789 齋藤　徹成 ｻｲﾄｳ ﾃｯｾｲ 神奈川県 鎌倉市
753 2:01:03 2487 平山　輝 ﾋﾗﾔﾏ ﾋｶﾙ 神奈川県 藤沢市
754 2:01:37 7600 中山　正渡 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾄ ＣＬＢ 茨城県 下妻市
755 2:01:47 7472 池田　直樹 ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ ＴＳＲＣ 東京都 墨田区
756 2:01:47 2460 原野　義大 ﾊﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ 藤沢市民病院 神奈川県 藤沢市
757 2:03:33 2435 岩井　俊輔 ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
758 2:03:55 1593 野口　祐輝 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｷ 神奈川県 藤沢市
759 2:03:55 8536 福井　憲司 ﾌｸｲ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
760 2:04:15 8337 額賀　智史 ﾇｶｶﾞ ｻﾄｼ スマプロ 神奈川県 横浜市
761 2:04:48 6855 山田　哲太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾀﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
762 2:05:09 9278 諸田　佳佑 ﾓﾛﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県 座間市
763 2:05:10 2643 山元　成悟 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ 神奈川県 藤沢市
764 2:05:47 8480 唐澤　宏樹 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛｷ 千葉県 船橋市
765 2:05:47 8380 濱津　恭平 ﾊﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 千葉県 船橋市
766 2:06:36 6270 安村　将臣 ﾔｽﾑﾗ ﾏｻﾄﾐ シュマルツ 神奈川県 横浜市
767 2:06:47 8437 谷口　昇太郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 特養 奈良県 生駒市
768 2:07:51 1783 野澤　岳人 ﾉｻﾞﾜ ﾀｹﾄ 神奈川県 藤沢市
769 2:09:01 2490 北岡　翔 ｷﾀｵｶ ｼｮｳ 神奈川県 藤沢市
770 2:09:29 8484 宮澤　仕 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 相模原市
771 2:09:43 1973 南　瑠衣 ﾐﾅﾐ ﾙｲ ＭＡＡＲ 神奈川県 藤沢市
772 2:11:32 8478 柴田　泰宏 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
773 2:11:44 2445 内海　裕貴 ｳﾂﾐ ﾕｳｷ 湘南鵠沼フレス 神奈川県 藤沢市
774 2:13:11 2454 関戸　伸太朗 ｾｷﾄﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
775 2:13:59 8344 岡本　南海 ｵｶﾓﾄ ﾐﾅﾐ 神奈川トヨタ 神奈川県 横須賀市
776 2:14:01 1884 登野原　豊 ﾄﾉﾊﾗ ﾕﾀｶ ＥＳＣＡＰＥ 神奈川県 藤沢市
777 2:14:01 8347 鈴木　雅史 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ 神奈川トヨタ 神奈川県 横浜市
778 2:14:02 5173 林　有斗 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 神奈川県 座間市
779 2:14:20 5844 櫻井　俊玄 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
780 2:15:49 1488 尾崎　健 ｵｻﾞｷ ｹﾝ 神奈川県 藤沢市
781 2:17:16 1723 市石　賢司 ｲﾁｲｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
782 2:17:16 2102 石松　潤二郎 ｲｼﾏﾂ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 藤沢市
783 2:18:54 8574 吉野　宏一郎 ﾖｼﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
784 2:20:16 2449 横井　裕陛 ﾖｺｲ ﾕｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市


