
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 0:58:39 5085 石田　克成 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ 多摩川クラブ 神奈川県 横浜市
2 0:59:22 5068 酒師　隆治 ｻｶｼ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
3 0:59:47 5082 岩原　宏司 ｲﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ ランナーズハイ 神奈川県 相模原市
4 0:59:54 5138 大橋　真 ｵｵﾊｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 逗子市
5 1:00:04 5108 石川　雅浩 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ Ｔ・Ｔ－ＡＣ 神奈川県 横浜市
6 1:00:18 5186 白井　正和 ｼﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ 鎌倉市民 神奈川県 鎌倉市
7 1:00:28 5049 松森　久朋 ﾏﾂﾓﾘ ﾋｻﾄﾓ 東京都 江東区
8 1:00:39 8612 松井　英樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 横須賀市
9 1:00:46 1034 伊達　慎一郎 ﾀﾞﾃ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市

10 1:00:50 2509 宮谷　聡 ﾐﾔﾀﾆ ｻﾄｼ ８ＰＲＯ 神奈川県 藤沢市
11 1:01:28 5159 川野　雅博 ｶﾜﾉ ﾏｻﾋﾛ ＩＨＩ 神奈川県 横浜市
12 1:01:51 8598 寺西　利之 ﾃﾗﾆｼ ﾄｼﾕｷ ＪＳ 神奈川県 相模原市
13 1:01:52 5164 直井　伸介 ﾅｵｲ ｼﾝｽｹ 東京都 大田区
14 1:02:11 5222 牧野　洋知 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾁｶ 横浜市陸協 神奈川県 横浜市
15 1:02:13 5160 影山　泰人 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲﾄ ちーむわかみや 神奈川県 鎌倉市
16 1:02:21 5084 川島　淳 ｶﾜｼﾏ ｱﾂｼ 後から刺され隊 東京都 杉並区
17 1:02:23 5129 富澤　薫 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｵﾙ 境川ランナーズ 神奈川県 大和市
18 1:02:33 1041 重松　健由 ｼｹﾞﾏﾂ ｹﾝﾕｳ うたクラブ 神奈川県 藤沢市
19 1:02:34 1110 元木　重成 ﾓﾄｷ ｼｹﾞﾅﾘ 神奈川県 藤沢市
20 1:02:46 5184 上田　亥久雄 ｳｴﾀﾞ ｲｸｵ 金曜柳島会 神奈川県 茅ヶ崎市
21 1:03:16 5199 小田　実 ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市
22 1:03:20 5214 西村　丈治 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 奥武蔵道場 神奈川県 茅ヶ崎市
23 1:03:23 1038 矢萩　一賢 ﾔﾊｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 大和なでしこ 神奈川県 藤沢市
24 1:03:39 1184 宮松　直樹 ﾐﾔﾏﾂ ﾅｵｷ 神奈川県 藤沢市
25 1:03:56 5307 田中　貴 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 東京都 中野区
26 1:04:00 5452 角田　正博 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 厚木市
27 1:04:09 5403 井上　直志 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ 愛知マスターズ 愛知県 新城市
28 1:04:23 5265 市川　幸一 ｲﾁｶﾜ ｺｳｲﾁ 東京都 中野区
29 1:04:23 8617 有賀　圭一 ｱﾘｶﾞ ｹｲｲﾁ 東京都 大田区
30 1:04:37 5203 倉地　修 ｸﾗﾁ ｵｻﾑ ちーむヘリハム 愛知県 大口町
31 1:04:50 1101 西村　憲太郎 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
32 1:04:57 5221 堀　剛也 ﾎﾘ ﾀｹﾔ ＩＧ大和 神奈川県 相模原市
33 1:05:15 5295 岩波　一樹 ｲﾜﾅﾐ ｶｽﾞｷ チーム１８７３ 東京都 杉並区
34 1:05:19 8635 千葉　聡 ﾁﾊﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
35 1:05:20 5299 山田　真治 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ スワロー税務 東京都 杉並区
36 1:05:21 1144 増田　尚之 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 藤沢市
37 1:05:38 1099 臼井　謙 ｳｽｲ ｹﾝ 神奈川県 藤沢市
38 1:05:39 5326 田代　玄 ﾀｼﾛ ｹﾞﾝ 神奈川県 茅ヶ崎市
39 1:05:42 5194 青木　玄 ｱｵｷ ｹﾞﾝ 神奈川県 相模原市
40 1:05:47 5320 金子　裕治 ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ 三菱電機 東京都 大田区
41 1:05:52 1042 相田　浩幸 ｱｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
42 1:05:54 5233 高橋　順一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ ランデポ 神奈川県 横浜市
43 1:06:13 5212 佐藤　為 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 東京都 多摩市
44 1:06:45 8650 村山　博一 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 柏市
45 1:07:00 5247 小堀　貴広 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ 野村不動産ＳＬ 神奈川県 綾瀬市
46 1:07:04 5300 芳仲　真人 ﾖｼﾅｶ ﾏｺﾄ 自森倶楽部 東京都 世田谷区
47 1:07:06 1062 直井　丈士 ﾅｵｲ ﾀｹｼ 神奈川法人会 神奈川県 藤沢市
48 1:07:09 5251 榎　敏伸 ｴﾉｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 江戸一ＲＣ 神奈川県 逗子市
49 1:07:18 1064 小林　英明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 東京速度男子 神奈川県 藤沢市
50 1:07:20 5303 西村　一彦 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
51 1:07:22 6810 濱　吉宏 ﾊﾏ ﾖｼﾋﾛ 横浜中央 神奈川県 横浜市
52 1:07:31 5570 片瀬　英治 ｶﾀｾ ｴｲｼﾞ 神奈川県 相模原市
53 1:07:38 8636 長瀧　洋行 ﾅｶﾞﾀｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
54 1:07:40 6032 林　亮 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 神奈川県 川崎市
55 1:07:42 1086 馬見　拓也 ｳﾏﾐ ﾀｸﾔ 神奈川県 藤沢市
56 1:07:43 5206 杉本　純一 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
57 1:07:50 5279 瀬尻　健太郎 ｾｼﾞﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 三菱重工ＲＣ 神奈川県 横浜市
58 1:07:53 1191 田中　昭二 ﾀﾅｶ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
59 1:07:55 1070 松並　勝 ﾏﾂﾅﾐ ﾏｻﾙ 神奈川県 藤沢市
60 1:07:58 6477 渡辺　善之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 伊勢原市
61 1:08:03 5413 小野寺　満 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾂﾙ テンテン 神奈川県 綾瀬市
62 1:08:04 5232 向井　億人 ﾑｶｲ ｵｸﾄ 神奈川県 逗子市
63 1:08:20 5287 杉浦　健治 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｼﾞ ＴＮＰ神奈川 秋田県 秋田市
64 1:08:21 1158 水野　順哉 ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
65 1:08:22 5193 安在　秀雄 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 海老名市
66 1:08:23 5234 藤田　雅人 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾄ 神奈川県 平塚市
67 1:08:30 5560 羽田　敦 ﾊﾀﾞ ｱﾂｼ 静岡県 御殿場市
68 1:08:32 1091 浅井　秀治 ｱｻｲ ﾋﾃﾞﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
69 1:08:37 5398 綿引　智行 ﾜﾀﾋﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 東京都 世田谷区
70 1:08:42 8620 勝倉　修一 ｶﾂｸﾗ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
71 1:08:58 5231 岩崎　健太郎 ｲﾜｻｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
72 1:09:01 5433 山内　亮太 ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾀ 千葉県 柏市
73 1:09:14 5415 伊藤　久 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 神奈川県 海老名市



74 1:09:26 1177 井村　喜之 ｲﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
75 1:09:33 1097 鷲見　泰典 ｽﾐ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
76 1:09:38 6795 田部井　健司 ﾀﾍﾞｲ ｹﾝｼﾞ 円蔵 神奈川県 茅ヶ崎市
77 1:09:40 5224 山本　顕 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ 愛知県 名古屋市
78 1:09:44 5278 青木　宏之 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ ギフトアオキ 愛知県 みよし市
79 1:09:48 5107 牧田　完 ﾏｷﾀ ｶﾝ ＫＭＲ 神奈川県 川崎市
80 1:09:49 5864 土屋　泰夫 ﾂﾁﾔ ﾔｽｵ オスイズ 神奈川県 茅ヶ崎市
81 1:09:53 8704 安田　幸一 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
82 1:09:53 5338 瀬高　裕智 ｾﾀｶ ﾋﾛﾄﾓ 神奈川県 横浜市
83 1:09:56 5584 潮　晴光 ｳｼｵ ﾊﾙﾐﾂ 走野老 神奈川県 大和市
84 1:09:57 6435 山口　賢市 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 東京都 足立区
85 1:10:04 5522 元木　政道 ﾓﾄｷ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 鎌倉市
86 1:10:07 5330 高橋　竜哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 放電精密 神奈川県 海老名市
87 1:10:12 5823 池田　聡 ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ 千葉県 八千代市
88 1:10:28 5991 南雲　剛 ﾅｸﾞﾓ ﾀｹｼ 神奈川県 伊勢原市
89 1:10:29 5356 和田　茂人 ﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾄ 江守会 神奈川県 茅ヶ崎市
90 1:10:36 8763 山口　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 千葉県 鎌ｹ谷市
91 1:10:36 8708 平松　慎治 ﾋﾗﾏﾂ ｼﾝｼﾞ 富士通ゼネラル 東京都 町田市
92 1:10:44 1248 岩邉　佳英 ｲﾜﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
93 1:10:47 8659 改発　次郎 ｶｲﾎﾂ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 川崎市
94 1:10:52 1364 君島　一史 ｷﾐｼﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ ＥＮＳ 神奈川県 藤沢市
95 1:10:56 5574 石井　恵一 ｲｼｲ ｹｲｲﾁ チーム第九 神奈川県 寒川町
96 1:10:57 6082 藁谷　智彦 ﾜﾗｶﾞｲ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 相模原市
97 1:10:58 5368 渋谷　稔 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ ＯＮＥ　ＴＯＫ 神奈川県 相模原市
98 1:10:59 1159 村松　正樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
99 1:10:59 8663 伊藤　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ ランジョグ 神奈川県 横浜市

100 1:11:00 8716 浅野　恭臣 ｱｻﾉ ﾔｽﾄﾐ 神奈川県 藤沢市
101 1:11:12 5220 河村　浩孝 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 鎌倉市
102 1:11:14 1360 三品　亮太郎 ﾐｼﾅ ﾘｮｳﾀﾛｳ 藤沢防災設備 神奈川県 藤沢市
103 1:11:15 5473 及川　哲 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ ＣＲ２東日本 神奈川県 相模原市
104 1:11:20 6566 川上　憲章 ｶﾜｶﾐ ﾉﾘｱｷ ＴＫＢ 福岡県 福岡市
105 1:11:22 5394 福岡　孝之 ﾌｸｵｶ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
106 1:11:28 5435 松井　聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 味スタＲＣ 東京都 世田谷区
107 1:11:36 1247 加藤　洋 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
108 1:11:36 8662 波多野　雅治 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾊﾙ 藤原商会ＲＣ 神奈川県 鎌倉市
109 1:11:47 5601 盛岡　博幸 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾕｷ 東京都 港区
110 1:11:49 1108 保坂　努 ﾎｻｶ ﾂﾄﾑ 神奈川県 藤沢市
111 1:11:50 9292 松下　義則 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 全農かながわ 神奈川県 秦野市
112 1:11:50 1119 文珠　正哲 ﾓﾝｼﾞｭ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
113 1:11:50 8667 柴　英之 ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ チームマイソク 東京都 小金井市
114 1:11:57 1396 加藤　義則 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
115 1:11:57 5354 片山　晃 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ ＮＡＣ 神奈川県 鎌倉市
116 1:12:01 5887 蔦木　健二 ﾂﾀｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
117 1:12:02 1082 三好　雅史 ﾐﾖｼ ﾏｻﾌﾐ クラブＲ２東日 神奈川県 藤沢市
118 1:12:06 1290 松野　拓 ﾏﾂﾉ ﾀｸ 湘南海岸ＲＣ 神奈川県 藤沢市
119 1:12:06 8678 川島　隆弘 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 南足柄市
120 1:12:06 5334 竹中　昌也 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾔ ラミリート 神奈川県 大和市
121 1:12:07 6043 古宅　文衛 ﾌﾙﾀｸ ﾌﾞﾝｴｲ 東京都 世田谷区
122 1:12:09 5505 高橋　幸男 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ ＭＭＣ 神奈川県 相模原市
123 1:12:09 1157 須藤　一嘉 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖｼ 栫会 神奈川県 藤沢市
124 1:12:10 1277 長井　悟郎 ﾅｶﾞｲ ｺﾞﾛｳ （株）ＪＣ 神奈川県 藤沢市
125 1:12:10 5848 仲本　充則 ﾅｶﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 神奈川県 綾瀬市
126 1:12:15 5410 須藤　康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 足攣ジェイソン 神奈川県 横浜市
127 1:12:22 1827 黒川　進一 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市
128 1:12:23 1149 入江　丈元 ｲﾘｴ ｼﾞｮｳｹﾞﾝ 神奈川県 藤沢市
129 1:12:26 8680 松井　秀和 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 横浜市
130 1:12:27 1057 島村　太 ｼﾏﾑﾗ ﾌﾄｼ 神奈川県 藤沢市
131 1:12:34 5323 佐々木　順 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ Ｒｕｎ４ｕ 神奈川県 綾瀬市
132 1:12:34 5416 菅原　利克 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼｶﾂ 菱熱工業 神奈川県 横浜市
133 1:12:38 1130 堀　英世 ﾎﾘ ﾋﾃﾞﾖ 神奈川県 藤沢市
134 1:12:39 5430 土屋　則行 ﾂﾁﾔ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 富里市
135 1:12:40 5245 北村　俊之 ｷﾀﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 横浜市
136 1:12:45 5331 中村　謙一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 湘南ＲＣ 神奈川県 寒川町
137 1:12:47 1624 比留川　義幸 ﾋﾙｶﾜ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
138 1:12:51 1174 山本　英永 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞﾅｶﾞ 神奈川県 藤沢市
139 1:12:56 5543 野澤　洋亮 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 東京都 江東区
140 1:12:56 5583 小山田　剛 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 神奈川県 横浜市
141 1:12:56 6241 山崎　浩康 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 横浜市
142 1:12:57 5439 本田　信一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ チームあわずき 東京都 世田谷区
143 1:13:01 5488 戸賀澤　智 ﾄｶﾞｻﾜ ｻﾄｼ ＭＦ横浜 神奈川県 横浜市
144 1:13:04 5456 糸谷　雅一 ｲﾄﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 森永 神奈川県 横浜市
145 1:13:05 5337 西田　浩 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ ＭＭＲＣ 神奈川県 横浜市
146 1:13:06 5691 遠藤　良成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ 神奈川県 横浜市
147 1:13:06 1539 新田　正樹 ﾆｯﾀ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市



148 1:13:08 5875 杉山　善文 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 平塚市
149 1:13:08 2512 鈴木　靖 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ ジェロニモ 神奈川県 藤沢市
150 1:13:09 8653 末吉　隆 ｽｴﾖｼ ﾀｶｼ 日本郵便輸送 神奈川県 横須賀市
151 1:13:10 1061 板垣　稔 ｲﾀｶﾞｷ ﾐﾉﾙ 神奈川県 藤沢市
152 1:13:11 5336 登内　洋次郎 ﾄﾉｳﾁ ﾖｳｼﾞﾛｳ 東京都 稲城市
153 1:13:12 5318 布施　克通 ﾌｾ ｶﾂﾐﾁ 東京都 千代田区
154 1:13:13 5388 西来　英昭 ﾆｼﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ 材木座走友会 神奈川県 葉山町
155 1:13:18 5272 田中　俊紀 ﾀﾅｶ ﾄｼﾉﾘ 東京都 北区
156 1:13:20 5822 辰巳　準也 ﾀﾂﾐ ｼﾞｭﾝﾔ マフィンラボ 神奈川県 茅ヶ崎市
157 1:13:21 5204 大久保　覚 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄﾙ チームパックン 東京都 品川区
158 1:13:22 5483 北嶋　寿 ｷﾀｼﾏ ﾋﾄｼ 神奈川県 鎌倉市
159 1:13:23 5750 瀬尾　和也 ｾｵ ｶｽﾞﾅﾘ 境川ランナーズ 神奈川県 綾瀬市
160 1:13:23 5270 佐古　敏一 ｻｺ ﾄｼｶｽﾞ 富士テクノＲＣ 静岡県 沼津市
161 1:13:24 1285 田辺　光章 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 神奈川県 藤沢市
162 1:13:24 6034 高田　浩明 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 石垣牛牧走会 神奈川県 相模原市
163 1:13:25 5818 賀集　泰雄 ｶｼｭｳ ﾔｽｵ 東京都 渋谷区
164 1:13:26 5432 猪田　雅人 ｲﾉﾀﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 横浜市
165 1:13:30 5228 吉田　隆 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ チームカズキ 東京都 八王子市
166 1:13:35 5261 早坂　篤 ﾊﾔｻｶ ｱﾂｼ 仙台市立病院 宮城県 仙台市
167 1:13:36 5213 鈴木　諭 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 町田走友会 神奈川県 大和市
168 1:13:41 5385 小野　健一 ｵﾉ ｹﾝｲﾁ かめさん 埼玉県 ふじみ野市
169 1:13:42 5748 佐藤　力哉 ｻﾄｳ ﾘｷﾔ 愛知県 一宮市
170 1:13:43 1257 西田　学史 ﾆｼﾀﾞ ｻﾄｼ 湘南爆走猫 神奈川県 藤沢市
171 1:13:45 1140 常松　英樹 ﾂﾈﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 日本精工 神奈川県 藤沢市
172 1:13:46 5434 山田　英俊 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 渋谷区
173 1:13:49 8791 田原　透 ﾀﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市
174 1:13:54 1151 小宮　新平 ｺﾐﾔ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川県 藤沢市
175 1:13:55 6672 志村　竜宏 ｼﾑﾗ ﾀﾂﾋﾛ 大阪府 茨木市
176 1:13:59 6015 岡　昭一 ｵｶ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 平塚市
177 1:14:01 5519 織田　寛 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 湘南パンダ 神奈川県 大磯町
178 1:14:05 1268 高尾　雅之 ﾀｶｵ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 藤沢市
179 1:14:05 8669 澤田　啓太 ｻﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 神奈川県 小田原市
180 1:14:06 5422 槙　幸彦 ﾏｷ ﾕｷﾋｺ ＦＯＲ 神奈川県 横須賀市
181 1:14:07 5711 田中　岳 ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 神奈川県 横浜市
182 1:14:08 1107 藤原　隆 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
183 1:14:10 6052 猪俣　栄一 ｲﾉﾏﾀ ｴｲｲﾁ 神奈川県 平塚市
184 1:14:12 8684 鈴木　央 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 神奈川県 横浜市
185 1:14:13 5782 中川　公年 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾐﾄｼ 神奈川県 川崎市
186 1:14:15 6019 足立　和久 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 茅ヶ崎市
187 1:14:17 5528 國分　完 ｺｸﾌﾞﾝ ﾕﾀｶ 神奈川県 横浜市
188 1:14:23 1240 野口　聡 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
189 1:14:23 6159 松浦　義人 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾄ 東京都 品川区
190 1:14:23 5374 奧谷　尚弘 ｵｸﾔ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
191 1:14:23 2531 坂野　圭 ｻｶﾉ ｹｲ 神奈川県 藤沢市
192 1:14:24 5710 米田　一貴 ﾖﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 横浜市
193 1:14:25 5521 佐伯　成章 ｻｴｷ ﾅﾘｱｷ 東京都 新宿区
194 1:14:27 1235 大坪　昌嗣 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻｼﾞ 神奈川県 藤沢市
195 1:14:32 1297 勝木　伸夜 ｶﾂｷ ｼﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
196 1:14:32 1281 尾﨑　淳也 ｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
197 1:14:33 1239 小塚　亮一 ｺﾂﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
198 1:14:33 5489 保田　大 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲ 神奈川県 茅ヶ崎市
199 1:14:34 8747 高田　英佑 ﾀｶﾀﾞ ｴｲｽｹ 神奈川県 川崎市
200 1:14:37 1389 松崎　秀樹 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 藤沢市
201 1:14:40 1141 大野　圭介 ｵｵﾉ ｹｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
202 1:14:40 1169 上田　浩史 ｳｴﾀ ﾋﾛﾌﾐ ラミリート 神奈川県 藤沢市
203 1:14:42 5721 村上　満範 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾉﾘ 神奈川県 横浜市
204 1:14:42 8670 岩崎　芳晴 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾊﾙ Ｕ．Ｒ．Ｃ． 神奈川県 横浜市
205 1:14:43 6297 高橋　克幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 真鶴町
206 1:14:43 5837 片桐　康裕 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 平塚市
207 1:14:43 6044 美濃口　忠則 ﾐﾉｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾉﾘ 神奈川県 横浜市
208 1:14:47 5960 柏木　浩 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 伊勢原市
209 1:14:48 8668 浦中　鉄也 ｳﾗﾅｶ ﾃﾂﾔ 神奈川県 横浜市
210 1:14:51 5534 中村　幸司 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
211 1:14:55 1703 小平　哲也 ｺﾀﾞｲﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
212 1:14:56 1227 河合　徹 ｶﾜｲ ﾄｵﾙ ＤＯＮ 神奈川県 藤沢市
213 1:14:58 8721 西尾　靖 ﾆｼｵ ｵｻﾑ 神奈川県 横浜市
214 1:15:00 1256 本郷　秀博 ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
215 1:15:01 5486 日尾　良明 ﾋｵ ﾖｼｱｷ ＪＡ神奈川信連 神奈川県 寒川町
216 1:15:06 1081 金田　俊夫 ｶﾈﾀﾞ ﾄｼｵ 神奈川県 藤沢市
217 1:15:08 6009 高山　宏一 ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 大田区
218 1:15:08 8761 横田　年浩 ﾖｺﾀ ﾄｼﾋﾛ イースタイル 神奈川県 横浜市
219 1:15:10 6137 伊沢　秀樹 ｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 平塚市
220 1:15:15 5882 犬塚　伸二 ｲﾇﾂﾞｶ ｼﾝｼﾞ 東京都 大田区
221 1:15:17 5472 壷内　貴彦 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾀｶﾋｺ 神奈川県 大和市



222 1:15:19 6023 大橋　誠 ｵｵﾊｼ ﾏｺﾄ 神奈川調査設計 神奈川県 厚木市
223 1:15:20 1071 増茂　和稔 ﾏｽﾓ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 藤沢市
224 1:15:20 5466 工藤　智敬 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾀｶ チーム４号館 神奈川県 横浜市
225 1:15:22 5575 坂本　真樹 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 神奈川県 横浜市
226 1:15:23 5445 石田　貴 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 相模原市
227 1:15:25 5871 小畑　英治 ｺﾊﾞﾀ ｴｲｼﾞ 神奈川県 横浜市
228 1:15:29 5924 桐野　吉弘 ｷﾘﾉ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 仙台市
229 1:15:33 5479 伊関　淳 ｲｾｷ ｱﾂｼ 東京都 練馬区
230 1:15:34 8954 大庭　伸仁 ｵｵﾊﾞ ﾉﾌﾞﾋﾄ 横浜市役所 神奈川県 横浜市
231 1:15:34 5929 河内　正行 ｶﾜｳﾁ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
232 1:15:37 1185 藤田　浩一 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ モトール 神奈川県 藤沢市
233 1:15:39 8748 古田　哲也 ﾌﾙﾀ ﾃﾂﾔ 神奈川県 横浜市
234 1:15:46 5996 栗山　聖吾 ｸﾘﾔﾏ ｾｲｺﾞ 東京都 町田市
235 1:15:47 8720 湯本　修 ﾕﾓﾄ ｵｻﾑ ＳＲＣ 長野県 塩尻市
236 1:15:48 5448 柴田　淳 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
237 1:15:52 5709 小早川　琢郎 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾀｸﾛｳ ＳＴＴ 神奈川県 大磯町
238 1:15:53 8686 起田　俊也 ｵｷﾀ ｼｭﾝﾔ 神奈川県 相模原市
239 1:15:53 8682 石川　泰夫 ｲｼｶﾜ ﾔｽｵ ジョグスパ 神奈川県 横浜市
240 1:15:53 1168 苗村　貴宏 ﾅｴﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ かながわ信金 神奈川県 藤沢市
241 1:15:55 1412 荻野　秀光 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾐﾂ 神奈川県 藤沢市
242 1:15:55 5796 朝日奈　大輔 ｱｻﾋﾅ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 鎌倉市
243 1:15:57 5467 佐藤　信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 中野区
244 1:15:57 5927 川村　史明 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｱｷ チーム菅坂 神奈川県 横須賀市
245 1:15:58 1145 木村　直宏 ｷﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
246 1:16:03 8036 佐伯　正幸 ｻｴｷ ﾏｻﾕｷ チーム玉城 東京都 中野区
247 1:16:06 1209 植田　昌広 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ グリーン 神奈川県 藤沢市
248 1:16:08 1475 鈴木　健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川孔文社 神奈川県 藤沢市
249 1:16:09 5624 木村　創 ｷﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 東京都 稲城市
250 1:16:11 5502 酒井　啓 ｻｶｲ ｹｲ 神奈川県 相模原市
251 1:16:11 1975 大金　修 ｵｵｶﾞﾈ ｵｻﾑ メルシャン藤沢 神奈川県 藤沢市
252 1:16:13 5589 吉川　礼司 ﾖｼｶﾜ ﾚｲｼﾞ 神奈川県 横浜市
253 1:16:15 5481 浅岡　誠彦 ｱｻｵｶ ﾉﾌﾞﾋｺ ケンケン 神奈川県 横浜市
254 1:16:15 1187 森　栄治 ﾓﾘ ｴｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
255 1:16:21 5874 奥山　啓太 ｵｸﾔﾏ ｹｲﾀ 神奈川県 横須賀市
256 1:16:22 7145 鈴木　好彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 横浜ゴム 神奈川県 平塚市
257 1:16:23 1214 松村　岳人 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 神奈川県 藤沢市
258 1:16:24 1347 和田　成司 ﾜﾀﾞ ｾｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
259 1:16:25 8726 田中　正良 ﾀﾅｶ ﾏｻｵ 神奈川県 横浜市
260 1:16:25 5463 田島　義久 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 横浜市
261 1:16:26 5198 遠藤　真司 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 東京都 多摩市
262 1:16:27 5648 吉岡　靖二 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ ＦＥＣ 静岡県 富士宮市
263 1:16:29 1330 小林　伸行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
264 1:16:33 5358 荒川　博明 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横須賀市
265 1:16:34 5492 間取　幸夫 ﾏﾄﾘ ﾕｷｵ ＮＪ野球部 神奈川県 川崎市
266 1:16:37 1324 宮本　隆之 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾕｷ けいてぃえむ 神奈川県 藤沢市
267 1:16:38 5646 柿内　賢 ｶｷｳﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 鎌倉市
268 1:16:46 5650 上田　祐司 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｼﾞ チーム日本海 神奈川県 横浜市
269 1:16:46 1298 岡　克也 ｵｶ ｶﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
270 1:16:47 1261 加藤　恒 ｶﾄｳ ﾋｻｼ 神奈川県 藤沢市
271 1:16:48 7402 田根　克彦 ﾀﾈ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 横浜市
272 1:16:51 5546 瀬川　功一 ｾｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
273 1:16:53 1208 清水　俊行 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
274 1:16:55 8715 前田　慶一 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ 千葉県 松戸市
275 1:16:55 1343 菊池　徳文 ｷｸﾁ ﾉﾘﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
276 1:16:55 8674 平井　修 ﾋﾗｲ ｵｻﾑ ＯＴＲＣ 神奈川県 横浜市
277 1:16:58 5760 横田　和長 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾅｶﾞ 松ノ木中教 東京都 国立市
278 1:17:01 5729 金井　恵介 ｶﾅｲ ｹｲｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
279 1:17:02 6543 安納　貴尚 ｱﾝﾉｳ ﾀｶﾋｻ ＴＳＲＣ 東京都 杉並区
280 1:17:03 8691 山本　裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾀｶ 東林間連ＲＣ 神奈川県 相模原市
281 1:17:04 6843 阿部　洋之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 富津市
282 1:17:04 8771 大池　宏和 ｵｵｲｹ ﾋﾛｶｽﾞ 長野県 岡谷市
283 1:17:07 8695 森　敦史 ﾓﾘ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
284 1:17:07 2570 天野　敏行 ｱﾏﾉ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
285 1:17:09 5056 佐藤　幸仁 ｻﾄｳ ﾕｷﾋﾄ 茅ケ崎市役所 神奈川県 茅ヶ崎市
286 1:17:11 6878 加藤　正明 ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ 埼玉県 上尾市
287 1:17:13 1274 若林　弘樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 神奈川県 藤沢市
288 1:17:19 5335 高柳　恵一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹｲｲﾁ 神奈川県 相模原市
289 1:17:20 5959 田中　浩之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
290 1:17:24 6056 和田　幸生 ﾜﾀﾞ ﾕｷｵ ジルー 神奈川県 平塚市
291 1:17:24 5696 佐藤　聖司 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ アルフレッサ 埼玉県 さいたま市
292 1:17:27 5623 伊藤　隆史 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 文京区
293 1:17:28 5907 赤城　里至 ｾｷｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 神奈川県 大磯町
294 1:17:32 6965 青木　聡 ｱｵｷ ｻﾄｼ 神奈川県 平塚市
295 1:17:33 5280 米澤　智之 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ ゴールドウイン 富山県 射水市



296 1:17:35 5425 平田　喜朗 ﾋﾗﾀ ﾖｼｱｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
297 1:17:38 5465 浜岡　卓哉 ﾊﾏｵｶ ﾀｸﾔ 長野県 松本市
298 1:17:40 5638 臼井　俊行 ｳｽｲ ﾄｼﾕｷ 東京都 町田市
299 1:17:41 5627 新川　宏一郎 ﾆｲｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 鎌楽会 神奈川県 鎌倉市
300 1:17:42 6063 山本　満 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾙ 神奈川県 横浜市
301 1:17:42 6091 井村　良樹 ｲﾑﾗ ﾖｼｷ 神奈川県 横浜市
302 1:17:42 5395 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
303 1:17:42 2518 佐々木　務 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 神奈川県 藤沢市
304 1:17:44 5958 猪野　貴行 ｲﾉ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
305 1:17:45 9106 樫村　周磨 ｶｼﾑﾗ ｼｭｳﾏ 神奈川県 横浜市
306 1:17:46 5713 青木　克之 ｱｵｷ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 大和市
307 1:17:46 5322 高野　洋之 ﾀｶﾉ ﾖｳｼﾞ ＯＳ８６ 東京都 世田谷区
308 1:17:46 5381 根本　高臣 ﾈﾓﾄ ﾀｶｵﾐ ｅＡ東京 神奈川県 横浜市
309 1:17:47 5104 原　研史 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
310 1:17:48 5779 石渡　章文 ｲｼﾜﾀ ｱｷﾌﾐ 神奈川県 横浜市
311 1:17:49 1092 佐々木　俊二 ｻｻｷ ｼｭﾝｼﾞ かながわ信金 神奈川県 藤沢市
312 1:17:50 6100 小坂　有司 ｺｻｶ ﾕｳｼﾞ ＴＯＡＣ 神奈川県 横浜市
313 1:17:54 5640 岡田　雅之 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ アドプロ 東京都 足立区
314 1:17:54 5371 小林　誠樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ ゆうひよ 神奈川県 横浜市
315 1:17:55 1431 椴木　浩行 ﾓﾐﾉｷ ﾋﾛﾕｷ モミノキ 神奈川県 藤沢市
316 1:17:55 1136 小町　利治 ｺﾏﾁ ﾄｼﾊﾙ チームはるか 神奈川県 藤沢市
317 1:17:58 8767 宇佐美　慎 ｳｻﾐ ｼﾝ 神奈川県 横浜市
318 1:17:59 5553 永田　勝彦 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 横浜市
319 1:17:59 6101 高山　孝志 ﾀｶﾔﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
320 1:18:01 5705 緒方　康裕 ｵｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京都 小金井市
321 1:18:03 1449 山中　肇 ﾔﾏﾅｶ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 藤沢市
322 1:18:03 1415 門馬　悟 ﾓﾝﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
323 1:18:05 1338 茂呂　哲哉 ﾓﾛ ﾃﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
324 1:18:05 5523 山田　聡之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 横浜市
325 1:18:06 5569 佐藤　友彦 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 台河原ＭＣ 神奈川県 南足柄市
326 1:18:06 5737 植村　寿史 ｳｴﾑﾗ ﾋｻｼ シルバーアロー 静岡県 浜松市
327 1:18:06 6107 川上　宏司 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ 神奈川県 大和市
328 1:18:08 5849 川合　誠 ｶﾜｲ ﾏｺﾄ 東京都 台東区
329 1:18:08 1198 宇津木　聡 ｳﾂｷ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
330 1:18:11 6217 鈴木　信次 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 葉山町
331 1:18:15 5676 松野　賢 ﾏﾂﾉ ｹﾝ 宝製菓株式会社 神奈川県 横浜市
332 1:18:17 1322 大谷　紀之 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 藤沢市
333 1:18:17 1068 村山　明宏 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
334 1:18:17 1238 金成　英樹 ｶﾈﾅﾘ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 藤沢市
335 1:18:22 6180 大石　和幸 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
336 1:18:24 1189 松原　広幸 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
337 1:18:27 6005 高橋　幸伸 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾉﾌﾞ 神奈川県 平塚市
338 1:18:28 1304 星　和彦 ﾎｼ ｶｽﾞﾋｺ ＳＴＡＲＳ 神奈川県 藤沢市
339 1:18:30 1302 北野　裕之 ｷﾀﾉ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
340 1:18:32 5916 小森谷　功 ｺﾓﾘﾔ ｲｻｵ 神奈川県 鎌倉市
341 1:18:33 2020 林　雅之 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 藤沢市
342 1:18:34 1275 鹿角　剛二 ｶﾂﾞﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
343 1:18:38 5963 加藤　裕一郎 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
344 1:18:40 5989 初田　圭祐 ﾊﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 台湾好吃放浪記 千葉県 船橋市
345 1:18:41 5482 上田　伸彦 ｳｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
346 1:18:47 6462 高橋　明彦 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋｺ 神奈川県 小田原市
347 1:18:47 1349 津島　淳 ﾂｼﾏ ｱﾂｼ 日立 神奈川県 藤沢市
348 1:18:48 5704 屋久　穣 ﾔﾋｻ ﾐﾉﾙ 東京都 中野区
349 1:18:53 5438 嶋野　和浩 ｼﾏﾉ ｶｽﾞﾋﾛ シマノ 神奈川県 相模原市
350 1:18:53 8719 齋木　洋 ｻｲｷ ﾋﾛｼ ＴＭＣＬＵＢ 神奈川県 茅ヶ崎市
351 1:18:54 6102 今井　順一 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 世田谷区
352 1:18:57 5783 鈴木　克己 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ ＭＵＦＧ 千葉県 千葉市
353 1:19:04 1947 田中　隆 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
354 1:19:04 5568 山下　清隆 ﾔﾏｼﾀ ｷﾖﾀｶ 龍ひなワークス 神奈川県 横浜市
355 1:19:05 6172 加藤　昭広 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 和光市
356 1:19:05 1085 仲　浩介 ﾅｶ ｺｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
357 1:19:05 5630 藤木　実 ﾌｼﾞｷ ﾐﾉﾙ ＪＦＥ 神奈川県 横浜市
358 1:19:08 5500 森永　弘一 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 さいたま市
359 1:19:09 5327 金子　滋 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ 東京都 大田区
360 1:19:10 1534 田仲　智幸 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 藤沢市
361 1:19:11 5340 深澤　明央 ﾌｶｻﾞﾜ ｱｷｵ 神奈川県 茅ヶ崎市
362 1:19:12 1390 中村　哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ おーるどあーず 神奈川県 藤沢市
363 1:19:13 6281 内藤　寛道 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 神奈川県 横須賀市
364 1:19:14 7103 池田　真 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市
365 1:19:15 5155 鈴木　隆一 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
366 1:19:16 5755 滋野　卓也 ｼｹﾞﾉ ﾀｸﾔ 東京都 町田市
367 1:19:17 5995 向井　次広 ﾑｶｲ ﾂｸﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
368 1:19:18 5693 鈴木　秀典 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉県 草加市
369 1:19:22 6213 間中　政年 ﾏﾅｶ ﾏｻﾄｼ トゥマホーク 東京都 府中市



370 1:19:23 5490 荒谷　巌 ｱﾗﾔ ｲﾜｵ 神奈川県 川崎市
371 1:19:26 1332 丸山　幸仁 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｷﾋﾄ まる～ず 神奈川県 藤沢市
372 1:19:30 6051 桝田　隆行 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横須賀市
373 1:19:31 5614 モリ　トモヒロ ﾓﾘ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 千葉市
374 1:19:34 7176 中島　美治 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｼﾞ 愛知県 みよし市
375 1:19:34 5905 工藤　栄 ｸﾄﾞｳ ｻｶｴ ＰＩＬＯＴ 神奈川県 秦野市
376 1:19:35 5470 小山　敬司 ｺﾔﾏ ｹｲｼﾞ ランニングデポ 神奈川県 横浜市
377 1:19:36 5427 信貴　博彰 ｼｷﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜市
378 1:19:36 7171 西　隆也 ﾆｼ ﾀｶﾔ 東京都 渋谷区
379 1:19:37 8998 岡見　克史 ｵｶﾐ ｶﾂｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
380 1:19:39 5541 生田　武明 ｲｸﾀ ﾀｹｱｷ 神奈川県 川崎市
381 1:19:40 5660 中榮　敦 ﾅｶｴ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
382 1:19:41 6022 高橋　浩二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 船橋市
383 1:19:42 5373 二宮　和義 ﾆﾉﾐﾔ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 大磯町
384 1:19:47 1163 進藤　佳彦 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 藤沢市
385 1:19:48 1320 中島　理夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁｵ 神奈川県 藤沢市
386 1:19:48 1287 下倉　一利 ｼﾓｸﾗ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 藤沢市
387 1:19:51 7114 天野　武彦 ｱﾏﾉ ﾀｹﾋｺ 千葉県 松戸市
388 1:19:53 1254 霜越　正義 ｼﾓｺｼ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 藤沢市
389 1:19:56 6514 吉野　勉 ﾖｼﾉ ﾂﾄﾑ 神奈川県 鎌倉市
390 1:19:57 6177 中山　裕道 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾐﾁ М＠平塚 神奈川県 平塚市
391 1:19:58 6952 三村　幸正 ﾐﾑﾗ ﾕｷﾏｻ 東京都 世田谷区
392 1:20:04 6772 森田　良成 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾅﾘ わらさ 神奈川県 大和市
393 1:20:08 5725 神部　賢一 ｶﾝﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 走菱呑会 神奈川県 茅ヶ崎市
394 1:20:10 8455 濱田　雅実 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ 裸足倶楽部 神奈川県 横浜市
395 1:20:12 1372 嶋野　信昭 ｼﾏﾉ ﾉﾌﾞｱｷ ポートコール 神奈川県 藤沢市
396 1:20:13 8840 武　宏昭 ﾀｹ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 平塚市
397 1:20:14 1838 大澤　邦昭 ｵｵｻﾜ ｸﾆｱｷ 神奈川県 藤沢市
398 1:20:15 5812 一　皓文 ﾊｼﾞﾒ ﾋﾛﾌﾐ ＫＥＬＫ 神奈川県 平塚市
399 1:20:18 5913 阿久津　政夫 ｱｸﾂ ﾏｻｵ チームマサ 神奈川県 横浜市
400 1:20:19 6721 石川　智一 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
401 1:20:19 5884 樋渡　健一 ﾋﾜﾀｼ ｹﾝｲﾁ 東京都 小平市
402 1:20:19 2533 竹内　健 ﾀｹｳﾁ ｹﾝ 湘南ＪｒＡＣ 神奈川県 藤沢市
403 1:20:22 5983 川村　剛史 ｶﾜﾑﾗ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
404 1:20:22 1612 田中　実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 神奈川県 藤沢市
405 1:20:23 6557 荒瀬　淳 ｱﾗｾ ﾏｺﾄ 茨城県 つくば市
406 1:20:24 1376 高野　哲 ﾀｶﾉ ｻﾄﾙ 神奈川県 藤沢市
407 1:20:26 5561 古谷　祐二 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 南足柄市陸協 神奈川県 南足柄市
408 1:20:32 6012 前野　誠二 ﾏｴﾉ ｾｲｼﾞ ＤＳＢ－ＲＣ 東京都 荒川区
409 1:20:34 8692 石坂　潤一 ｲｼｻﾞｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
410 1:20:40 6115 星　正人 ﾎｼ ﾏｻﾄ 東京都 中野区
411 1:20:41 5930 折原　晋哉 ｵﾘﾊﾗ ｼﾝﾔ 藤沢水道 神奈川県 平塚市
412 1:20:45 5801 桂川　俊一 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ レガシイラン 神奈川県 横浜市
413 1:20:47 6136 大掛　洋 ｵｵｶﾞｹ ﾋﾛｼ 東京都 稲城市
414 1:20:50 6344 丸田　徳人 ﾏﾙﾀ ﾉﾘﾋﾄ 横浜市役所 神奈川県 横浜市
415 1:20:57 5205 大橋　隆志 ｵｵﾊｼ ﾀｶｼ 東京都 目黒区
416 1:20:59 6314 須藤　章 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
417 1:21:00 5808 中丸　和久 ﾅｶﾏﾙ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 鎌倉市
418 1:21:03 6185 山崎　杉夫 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｷﾞｵ 酔神会 神奈川県 鎌倉市
419 1:21:03 7223 倉持　智章 ｸﾗﾓﾁ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 鎌倉市
420 1:21:04 6639 千田　敏 ﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
421 1:21:07 5665 安田　純 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ホノルル会 神奈川県 川崎市
422 1:21:09 7197 八重樫　宏志 ﾔｴｶﾞｼ ﾋﾛｼ 東京都 港区
423 1:21:10 1243 大橋　秀夫 ｵｵﾊｼ ﾋﾃﾞｵ ひでっち頑張る 神奈川県 藤沢市
424 1:21:10 1337 山本　謙二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
425 1:21:12 5637 高林　信康 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾔｽ チームかくや 神奈川県 寒川町
426 1:21:14 5633 奥田　見喜法 ｵｸﾀﾞ ﾐｷﾉﾘ 特機ＴＲＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
427 1:21:14 6252 小野寺　知行 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄﾓﾕｷ 東京都 世田谷区
428 1:21:17 5350 太田　知良 ｵｵﾀ ﾄﾓﾅｶﾞ 愛知県 名古屋市
429 1:21:19 5920 山田　剛 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 川口市
430 1:21:20 7602 五十嵐　利之 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 横浜市
431 1:21:20 1435 横野　浩二 ﾖｺﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
432 1:21:28 5592 岡田　正友 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 港北郵便局 神奈川県 横浜市
433 1:21:29 5858 中村　和幸 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
434 1:21:29 6193 廣田　守 ﾋﾛﾀ ﾏﾓﾙ 神奈川県 寒川町
435 1:21:33 8742 渡辺　英一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 埼玉県 さいたま市
436 1:21:35 5399 阿波　智彦 ｱﾜ ﾄﾓﾋｺ 東京都 世田谷区
437 1:21:37 1651 森田　潤也 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 藤沢市
438 1:21:39 6265 齋藤　和寿 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ Ａ５０Ｗ 東京都 世田谷区
439 1:21:40 1955 菊地　公生 ｷｸﾁ ｷﾐｵ 神奈川県 藤沢市
440 1:21:41 6508 山内　健司 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｼﾞ 走菱呑会 神奈川県 横浜市
441 1:21:42 1720 尾崎　学士 ｵｻﾞｷ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
442 1:21:42 6620 島野　晶史 ｼﾏﾉ ｱｷﾌﾐ 神奈川県 平塚市
443 1:21:42 2242 田村　淳 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市



444 1:21:46 2543 アダム　ランダー ｱﾀﾞﾑ ﾗﾝﾀﾞｰ 神奈川県 藤沢市
445 1:21:46 6668 塩崎　輝幸 ｼｵｻﾞｷ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 横浜市
446 1:21:47 1842 中南　聡 ﾅｶﾅﾐ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
447 1:21:49 6309 太田　茂一 ｵｵﾀ ｼｹﾞｶｽﾞ めとりっく 神奈川県 横須賀市
448 1:21:49 6008 小川　巌 ｵｶﾞﾜ ｲﾜｵ 神奈川県 茅ヶ崎市
449 1:21:49 5911 赤坂　樹彦 ｱｶｻｶ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 綾瀬市
450 1:21:49 5540 竹田　哲 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
451 1:21:49 7332 中嶋　正博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 東京都 八王子市
452 1:21:50 6788 堤　幹夫 ﾂﾂﾐ ﾐｷｵ 神奈川県 平塚市
453 1:21:56 8201 下岸　学 ｼﾓｷﾞｼ ﾏﾅﾌﾞ ＪＴ神奈川支社 神奈川県 川崎市
454 1:21:57 5797 丸山　袈裟彦 ﾏﾙﾔﾏ ｹｻﾋｺ 東日本タクシー 神奈川県 相模原市
455 1:21:58 1437 齋藤　潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
456 1:21:59 7687 田中　裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉スーパマン 千葉県 いすみ市
457 1:22:00 5613 森山　敏彦 ﾓﾘﾔﾏ ﾄｼﾋｺ ＴＳＲＣ 埼玉県 さいたま市
458 1:22:01 6192 須田　辰彦 ｽﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 足利銀行 群馬県 桐生市
459 1:22:03 5668 宮下　直也 ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ 神奈川県 横浜市
460 1:22:04 6476 南條　晶彦 ﾅﾝｼﾞﾖｳ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 横浜市
461 1:22:05 6419 松岡　卓郎 ﾏﾂｵｶ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 横浜市
462 1:22:05 6349 近藤　正治 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 横浜市
463 1:22:07 1994 西岡　義則 ﾆｼｵｶ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
464 1:22:12 1183 宮越　英幸 ﾐﾔｺﾞｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
465 1:22:15 1561 多田　裕彦 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾋｺ 神奈川県 藤沢市
466 1:22:17 5869 細渕　和幸 ﾎｿﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
467 1:22:20 6611 趙　龍桓 ﾁｮｳ ﾘｭｳｺｳ 済生会習志野 千葉県 千葉市
468 1:22:21 6425 本間　清隆 ﾎﾝﾏ ｷﾖﾀｶ ＦマリノスＲＣ 神奈川県 大井町
469 1:22:22 1922 山本　雅通 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 藤沢市
470 1:22:25 5833 太田　博昭 ｵｵﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 南足柄市
471 1:22:27 1295 八塚　岳夫 ﾔﾂﾂﾞｶ ﾀｹｵ 荏原 神奈川県 藤沢市
472 1:22:31 5826 一圓　俊之 ｲﾁｴﾝ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 横浜市
473 1:22:39 1194 大川　正司 ｵｵｶﾜ ｼｮｳｼﾞ ガステック 神奈川県 藤沢市
474 1:22:41 7210 臼井　剣 ｳｽｲ ｹﾝ 愛知県 名古屋市
475 1:22:41 7462 野末　剛 ﾉｽﾞｴ ﾂﾖｼ 神奈川県 横浜市
476 1:22:43 5658 鹿野　真 ｶﾉ ﾏｺﾄ ＭＬＨ厚木支部 神奈川県 厚木市
477 1:22:44 6143 宮崎　哲司 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 横浜市
478 1:22:45 7033 並木　敏成 ﾅﾐｷ ﾄｼﾅﾘ モトールＥＮＧ 神奈川県 横浜市
479 1:22:45 5847 西村　正 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 横浜市
480 1:22:47 5937 関口　洋 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
481 1:22:48 1939 安藤　哲朗 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾛｳ アクサ 神奈川県 藤沢市
482 1:22:52 1485 天川　仁 ﾃｶﾜ ﾋﾄｼ 小田ゼミ倶楽部 神奈川県 藤沢市
483 1:22:52 6401 新庄　淳 ｼﾝｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 東京都 世田谷区
484 1:22:52 1456 佐藤　達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ ランフィールド 神奈川県 藤沢市
485 1:22:55 1615 江幡　克也 ｴﾊﾞﾀ ｶﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
486 1:22:56 5860 松崎　努 ﾏﾂｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 東京都 中野区
487 1:22:56 5973 渡辺　雅己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ ビヨンクール 東京都 板橋区
488 1:23:01 1292 前原　篤 ﾏｴﾊﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
489 1:23:03 6742 片倉　育洋 ｶﾀｸﾗ ｲｸﾋﾛ 神奈川県 平塚市
490 1:23:05 6293 尾崎　健二 ｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
491 1:23:05 6837 庄司　清英 ｼｮｳｼﾞ ｷﾖﾋﾃﾞ 神奈川県 綾瀬市
492 1:23:07 2545 桐原　直俊 ｷﾘﾊﾗ ﾅｵﾄｼ 神奈川県 藤沢市
493 1:23:07 6487 菊池　優徳 ｷｸﾁ ﾏｻﾉﾘ ロータスクラブ 神奈川県 横浜市
494 1:23:12 1637 藤本　剛史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾖｼ 神奈川県 藤沢市
495 1:23:15 8903 高橋　哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 神奈川県 川崎市
496 1:23:16 8808 平井　明 ﾋﾗｲ ｱｷﾗ 東京都 稲城市
497 1:23:17 6819 吉浜　雅幸 ﾖｼﾊﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 大和市
498 1:23:19 7260 酒井　敏行 ｻｶｲ ﾄｼﾕｷ 千葉県 千葉市
499 1:23:19 6736 須藤　慎治 ｽﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 東京都 品川区
500 1:23:20 6014 玉木　学 ﾀﾏｷ ﾏﾅﾌﾞ おやじーズ 神奈川県 横浜市
501 1:23:20 5939 田中　公一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ ＺＢＲＣ 神奈川県 平塚市
502 1:23:21 1408 土屋　裕幸 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
503 1:23:23 5732 守下　雅之 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 川崎市
504 1:23:25 6391 田中　弘之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 月曜半休 神奈川県 川崎市
505 1:23:28 8953 森　ともあき ﾓﾘ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 横浜市
506 1:23:28 1540 秦　一晃 ﾊﾀ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
507 1:23:29 1512 片岡　浩 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
508 1:23:30 6808 山田　洋一 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
509 1:23:32 1672 田中　茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ 高浜パワーズ 神奈川県 藤沢市
510 1:23:33 5994 渡辺　幸司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ チーム２１ 神奈川県 横浜市
511 1:23:35 1767 浅野　忠由 ｱｻﾉ ﾀﾀﾞﾖｼ 友香会 神奈川県 藤沢市
512 1:23:36 5890 高橋　禎二 ﾀｶﾊｼ ﾃｲｼﾞ 神奈川県 川崎市
513 1:23:38 1502 カワセ　ジョン ｶﾜｾ ｼﾞｮﾝ ニュートリラト 神奈川県 藤沢市
514 1:23:41 6821 高木　信治 ﾀｶｷ ｼﾝｼﾞ 東京都 大田区
515 1:23:42 7863 野田　敏司 ﾉﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 伊勢原市
516 1:23:43 5903 風間　洋一 ｶｻﾞﾏ ﾖｳｲﾁ 東京都 大田区
517 1:23:43 6310 金子　錦哉 ｶﾈｺ ｷﾝﾔ 東京立川 東京都 立川市



518 1:23:44 1686 高橋　正志 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ 神奈川県 藤沢市
519 1:23:47 1744 松本　輝之 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 藤沢市
520 1:23:47 6215 杉崎　憲 ｽｷﾞｻﾞｷ ｹﾝ 藤沢診療所 神奈川県 寒川町
521 1:23:49 7383 山崎　陽生 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷｳ 神奈川県 相模原市
522 1:23:49 6910 濱田　隆作 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳｻｸ 神奈川県 横浜市
523 1:23:50 6046 二野　裕史 ﾆﾉ ﾋﾛｼ 東京都 新宿区
524 1:23:50 6179 早瀬　徹 ﾊﾔｾ ﾄｵﾙ 全日　湘南支部 神奈川県 茅ヶ崎市
525 1:23:51 7166 佐藤　伸好 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 横浜市
526 1:23:52 6896 宮木　達也 ﾐﾔｷ ﾀﾂﾔ 神奈川県 横須賀市
527 1:23:52 5726 西村　賢治 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 東京都 武蔵野市
528 1:23:52 2535 中山　綱一郎 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
529 1:23:53 5182 石川　博崇 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 鎌倉市
530 1:23:53 7904 世良　昌樹 ｾﾗ ﾏｻｷ ＭＨＩ－ＴＣ 神奈川県 横浜市
531 1:23:54 5701 山田　賢一 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 大人の遠足 東京都 三鷹市
532 1:23:55 1773 菅野　重慶 ｽｶﾞﾉ ｼｹﾞﾖｼ 神奈川県 藤沢市
533 1:23:55 1284 田中　正志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ グリーンプラス 神奈川県 藤沢市
534 1:23:57 5644 鈴木　安信 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾌﾞ ｅＡ東京 神奈川県 横浜市
535 1:23:58 6527 菊池　朗 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 神奈川県 松田町
536 1:23:59 6292 松尾　直也 ﾏﾂｵ ﾅｵﾔ 神奈川県 横浜市
537 1:24:00 9004 坂井　孝一 ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
538 1:24:04 7345 影内　聡志 ｶｹﾞｳﾁ ｻﾄｼ 東京都 杉並区
539 1:24:05 6004 長尾　一也 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾔ 東京都 品川区
540 1:24:05 5976 長谷川　太郎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
541 1:24:07 6869 依田　徹 ﾖﾀﾞ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市
542 1:24:09 8878 伊藤　真人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ チームレスター 東京都 青梅市
543 1:24:09 6842 橋本　幸士 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 座間市
544 1:24:11 7433 城田　善夫 ｼﾛﾀ ﾖｼｵ 神奈川県 相模原市
545 1:24:12 9003 山田　正樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 東京都 昭島市
546 1:24:13 1528 山岸　謙一 ﾔﾏｷﾞｼ ｹﾝｲﾁ 大鋸東町青年部 神奈川県 藤沢市
547 1:24:14 1989 松岡　亮 ﾏﾂｵｶ ﾘｮｳ 明中おやじの会 神奈川県 藤沢市
548 1:24:21 6231 石渡　恒之 ｲｼﾜﾀ ﾂﾈﾉﾌﾞ 神奈川県 川崎市
549 1:24:22 1679 服部　徹 ﾊｯﾄﾘ ﾄｵﾙ 神奈川県 藤沢市
550 1:24:23 1967 竹越　康治 ﾀｹｺｼ ｺｳｼﾞ 腕部 神奈川県 藤沢市
551 1:24:25 8968 中山　正樹 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻｷ 神奈川県 相模原市
552 1:24:26 6578 浅沼　清一 ｱｻﾇﾏ ｾｲｲﾁ 東京都 八王子市
553 1:24:28 1516 平原　康晴 ﾋﾗﾊﾞﾗ ﾔｽﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
554 1:24:29 7209 是枝　亜喜之 ｺﾚｴﾀﾞ ｱｷﾕｷ 神奈川県 平塚市
555 1:24:31 6386 石岡　宏治 ｲｼｵｶ ｺｳｼﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
556 1:24:34 5724 大迫　一 ｵｵｻｺ ﾊｼﾞﾒ 和歌山県 和歌山市
557 1:24:35 1344 上野田　明 ｳｴﾉﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
558 1:24:36 6652 岡村　立行 ｵｶﾑﾗ ﾀﾂﾕｷ 中高年向けＲＣ 神奈川県 川崎市
559 1:24:38 8709 松尾　俊彦 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋｺ なんくるないさ 神奈川県 海老名市
560 1:24:39 6155 木田　良徳 ｷﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 川崎市
561 1:24:43 7177 野地　英樹 ﾉﾁﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 町田市
562 1:24:43 6411 河村　正太郎 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
563 1:24:44 6687 木田　剛 ｷﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 葛飾区
564 1:24:47 1520 片野　薫 ｶﾀﾉ ｶｵﾙ 神奈川県 藤沢市
565 1:24:49 5906 児玉　徳泰 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘﾔｽ 神奈川県 大和市
566 1:24:50 8830 石川　哲夫 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｵ 神奈川県 横浜市
567 1:24:57 6257 宮本　哲也 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾂﾔ 神奈川県 横浜市
568 1:24:59 1659 川島　祐輔 ｶﾜｼﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
569 1:25:00 8993 中村　慎一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 秦野市
570 1:25:00 1399 本城　啓史 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
571 1:25:02 6805 熊坂　豊 ｸﾏｻｶ ﾕﾀｶ 神奈川県 相模原市
572 1:25:04 6053 梶田　耕司 ｶｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ こうはんＲＣ 神奈川県 横浜市
573 1:25:07 1336 長嶋　保 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾓﾂ 神奈川県 藤沢市
574 1:25:08 6666 小山　茂 ｺﾔﾏ ｼｹﾞﾙ ラッキーフル 神奈川県 横浜市
575 1:25:09 1293 川本　寛 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
576 1:25:11 8857 町田　剛蔵 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ ＳＤＳ 神奈川県 川崎市
577 1:25:14 7713 稲崎　進一郎 ｲﾅｻｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ Ａ５０Ｗ 東京都 文京区
578 1:25:14 1162 井沢　秀 ｲｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ ラ・メール 神奈川県 藤沢市
579 1:25:18 8928 田中　豊一 ﾀﾅｶ ﾄﾖｶｽﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
580 1:25:18 2631 荒田　正司 ｱﾗﾀ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
581 1:25:21 7263 宇和谷　章 ｳﾜﾀﾆ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
582 1:25:22 7416 寺田　雄久 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｹﾋｻ 東京都 町田市
583 1:25:23 1210 西　森彦 ﾆｼ ﾓﾘﾋｺ 神奈川県 藤沢市
584 1:25:23 7611 山口　俊二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ チームたっち 神奈川県 平塚市
585 1:25:24 6947 中村　修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ ＴＥＡＭ２８ 神奈川県 横浜市
586 1:25:25 6817 甲良　崇 ｺｵﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
587 1:25:28 5892 田島　紀夫 ﾀｼﾞﾏ ﾉﾘｵ 神奈川県 横浜市
588 1:25:29 2450 石橋　卓弥 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾔ ハマキョウ 神奈川県 藤沢市
589 1:25:29 6029 千葉　敬 ﾁﾊﾞ ｹｲ 神奈川県 葉山町
590 1:25:31 6526 久保木　誠 ｸﾎﾞｷ ﾏｺﾄ 三菱電機鎌倉 神奈川県 鎌倉市
591 1:25:31 8693 上前　弘樹 ｶﾐﾏｴ ﾋﾛｷ 東京都 世田谷区



592 1:25:31 6681 柴田　有之 ｼﾊﾞﾀ ｱﾘﾕｷ 東京都 国分寺市
593 1:25:33 6132 神元　一哉 ｶﾝﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ウルブズ 神奈川県 横浜市
594 1:25:35 7162 塩田　雅朗 ｼｵﾀ ﾏｻｵ 技術センター 神奈川県 川崎市
595 1:25:35 1790 齋藤　智直 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾅｵ 神奈川県 藤沢市
596 1:25:44 1558 相澤　善則 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
597 1:25:47 9000 浜島　充幸 ﾊﾏｼﾞﾏ ﾐﾂﾕｷ 医療法人豊田会 愛知県 豊明市
598 1:25:48 7195 小西　貴 ｺﾆｼ ﾀｶｼ 韓ドラ白河支部 福島県 白河市
599 1:25:48 8797 経種　行雄 ｲﾀﾞﾈ ﾕｷｵ 東京都 杉並区
600 1:25:49 1205 石井　芳征 ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ 三菱鎌倉 神奈川県 藤沢市
601 1:25:50 8977 早船　勝利 ﾊﾔﾌﾈ ｶﾂﾄｼ 神奈川県 横浜市
602 1:25:51 8687 嶋村　雄太 ｼﾏﾑﾗ ﾕｳﾀ 福島県 猪苗代町
603 1:25:51 2193 池田　宏 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
604 1:25:51 6368 髙田　豊 ﾀｶﾀ ﾕﾀｶ 神奈川県 二宮町
605 1:25:52 5834 牧山　憲明 ﾏｷﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 東京都 中央区
606 1:25:52 1550 田中　昌宏 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
607 1:25:55 6469 藤澤　英文 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ 神奈川県 横浜市
608 1:25:57 2394 八木　真 ﾔｷﾞ ﾏｺﾄ 明治安田生命 神奈川県 藤沢市
609 1:25:58 1926 小坂　裕一 ｺｻｶ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
610 1:25:58 5443 江良　嘉宏 ｴﾗ ﾖｼﾋﾛ 鎌倉西御門 神奈川県 鎌倉市
611 1:26:00 7601 本間　武彦 ﾎﾝﾏ ﾀｹﾋｺ ランジョグ 神奈川県 横浜市
612 1:26:02 8255 西村　英司 ﾆｼﾑﾗ ｴｲｼﾞ 東京都 多摩市
613 1:26:02 1630 横田　康宏 ﾖｺﾀ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
614 1:26:02 5414 佐々木　偉克 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｶﾂ ＡＮＡ 神奈川県 横浜市
615 1:26:04 6500 小川　朋康 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾔｽ うまビー会渋沢 神奈川県 秦野市
616 1:26:05 6356 三木　勝 ﾐｷ ﾏｻﾙ ファイテン 神奈川県 横浜市
617 1:26:06 6991 野島　弥八郎 ﾉｼﾞﾏ ﾔﾊﾁﾛｳ 神奈川県 平塚市
618 1:26:07 6637 古賀　敏秋 ｺｶﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 平塚市
619 1:26:08 5769 鷹取　努 ﾀｶﾄﾘ ﾂﾄﾑ 神奈川県 鎌倉市
620 1:26:09 6253 舟橋　豪 ﾌﾅﾊｼ ｺﾞｳ 東京都 西東京市
621 1:26:12 6291 細野　輝之 ﾎｿﾉ ﾃﾙﾕｷ ＮＲ多摩 東京都 多摩市
622 1:26:15 1379 関　信一 ｾｷ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市
623 1:26:16 7259 水越　敬之 ﾐｽﾞｺｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 墨田区
624 1:26:19 5652 木下　伸 ｷｼﾀ ｼﾝ 神奈川県 横浜市
625 1:26:20 1699 宮下　正宏 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾋﾛ ハンサム団 神奈川県 藤沢市
626 1:26:21 7725 阿久津　直人 ｱｸﾂ ﾅｵﾄ 栃木県 日光市
627 1:26:23 2066 三好　伸和 ﾐﾖｼ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
628 1:26:25 5964 伊藤　浩 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 西６走り隊 千葉県 千葉市
629 1:26:33 1726 吉田　紳一郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
630 1:26:34 5590 海山　喜之 ｳﾐﾔﾏ ﾖｼﾕｷ チームエムケー 東京都 中央区
631 1:26:35 7086 福島　幸司 ﾌｸｼﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 相模原市
632 1:26:37 6744 田中　裕 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 東京都 町田市
633 1:26:38 1762 堀田　学 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ 丸紅メタル 神奈川県 藤沢市
634 1:26:40 1542 鍋田　英明 ﾅﾍﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
635 1:26:41 2052 片山　康 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽｼ 神奈川県 藤沢市
636 1:26:44 2270 安倍　武雄 ｱﾍﾞ ﾀｹｵ 神奈川県 藤沢市
637 1:26:44 1242 堀江　伸弘 ﾎﾘｴ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
638 1:26:44 7119 工藤　吉史 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ 日本精工 神奈川県 平塚市
639 1:26:48 7285 原田　伸一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 六華ランナーズ 神奈川県 横浜市
640 1:26:48 7225 大辻　彰彦 ｵｵﾂｼﾞ ｱｷﾋｺ 東京都 杉並区
641 1:26:49 1954 石澤　修一 ｲｼｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
642 1:26:53 1259 山本　昇治 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
643 1:26:53 1538 齋藤　英幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
644 1:26:54 6683 善光　安次 ｾﾞﾝｺｳ ﾔｽｼﾞ 神奈川県 横浜市
645 1:26:54 6737 羅久井　秀二 ﾗｸｲ ｼｭｳｼﾞ 神奈川県 大和市
646 1:26:55 6442 神保　亮 ｼﾞﾝﾎﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
647 1:26:55 2043 本田　英輝 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 藤沢市
648 1:26:56 5761 高橋　和則 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ １９６７楽走人 神奈川県 横浜市
649 1:26:59 9029 岩谷　昭宏 ｲﾜﾔ ｱｷﾋﾛ 東京都 大田区
650 1:26:59 1483 伊藤　雅彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 藤沢市
651 1:27:01 1272 妹尾　千明 ｾﾉｵ ﾁｱｷ 神奈川県 藤沢市
652 1:27:02 1919 吉川　秀昭 ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ ダイフレックス 神奈川県 藤沢市
653 1:27:03 6735 坂本　明 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ ＭＡＡＲ 東京都 世田谷区
654 1:27:03 6383 那須　泰孝 ﾅｽ ﾔｽﾀｶ 東京都 小金井市
655 1:27:05 2587 中越　節生 ﾅｶｺﾞｼ ｾﾂｵ 神奈川県 藤沢市
656 1:27:07 1527 浜野　寛人 ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾄ 神奈川県 藤沢市
657 1:27:08 8867 林　一 ﾊﾔｼ ﾊｼﾞﾒ アイセス 東京都 葛飾区
658 1:27:10 5712 小沢　政昭 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 走菱呑会 埼玉県 伊奈町
659 1:27:19 7664 青柳　毅彦 ｱｵﾔｷﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 小田原市
660 1:27:21 1622 門山　巌 ｶﾄﾞﾔﾏ ｲﾜｵ デック 神奈川県 藤沢市
661 1:27:24 2027 杉山　正樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ チームスギヤマ 神奈川県 藤沢市
662 1:27:26 1658 石川　治美 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾐ 神奈川県 藤沢市
663 1:27:27 7599 古谷　裕之 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
664 1:27:28 1678 小澤　弘明 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 東町マラソン部 神奈川県 藤沢市
665 1:27:29 1529 冨塚　潔 ﾄﾐﾂﾞｶ ｷﾖｼ 神奈川県 藤沢市



666 1:27:33 1684 井上　豪夫 ｲﾉｳｴ ﾀｹｵ 神奈川県 藤沢市
667 1:27:34 5838 上田　裕 ｳｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 渋谷区ＪＲＣ 神奈川県 鎌倉市
668 1:27:35 9287 倉井　誠一 ｸﾗｲ ｾｲｲﾁ 神奈川県 横浜市
669 1:27:35 8914 高橋　俊幸 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 横須賀市
670 1:27:36 6064 五反田屋　信明 ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾔ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 川崎市
671 1:27:40 7066 佐藤　昌宏 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 江ノ島マラソン 神奈川県 横浜市
672 1:27:40 8969 嶋田　正明 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 神奈川県 横浜市
673 1:27:42 7250 宮本　敏也 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾔ 神奈川県 横浜市
674 1:27:42 2106 福崎　聡 ﾌｸｻﾞｷ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
675 1:27:43 1263 古田　善孝 ﾌﾙﾀ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 藤沢市
676 1:27:44 8735 桐村　暁 ｷﾘﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
677 1:27:44 7134 加藤　孝幸 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 川崎市
678 1:27:47 7922 安中　哲也 ﾔｽﾅｶ ﾃﾂﾔ 神奈川県 相模原市
679 1:27:49 5780 畑本　宜広 ﾊﾀﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 共同薬品独走族 東京都 町田市
680 1:27:50 5733 吉田　拓 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸ 埼玉県 戸田市
681 1:27:50 6392 勇　田中 ｲｻﾑ ﾀﾅｶ 東京都 豊島区
682 1:27:50 5615 益田　義幸 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 大和市
683 1:27:53 6702 清水　実 ｼﾐｽﾞ ﾐﾉﾙ 東京都 町田市
684 1:27:55 1557 平田　明 ﾋﾗﾀ ｱｷﾗ チキバン 神奈川県 藤沢市
685 1:27:56 9065 加藤　徳仁 ｶﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ 神奈川県 横浜市
686 1:27:56 6085 大塚　敬三 ｵｵﾂｶ ｹｲｿﾞｳ 平塚市民病院 神奈川県 平塚市
687 1:27:56 7674 金井　篤 ｶﾅｲ ｱﾂｼ 神奈川県 横須賀市
688 1:27:57 9127 竹内　弘樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
689 1:27:57 1494 榎本　雅宏 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
690 1:28:02 1805 千葉　容太 ﾁﾊﾞ ﾖｳﾀ ユーカリ 神奈川県 藤沢市
691 1:28:06 8815 種田　洋人 ﾀﾈﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 横浜市
692 1:28:06 1677 内林　緒 ｳﾁﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 藤沢市
693 1:28:07 2111 石川　剛 ｲｼｶﾜ ｺﾞｳ 神奈川県 藤沢市
694 1:28:07 7069 伊藤　政之 ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
695 1:28:07 2195 木戸口　和浩 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
696 1:28:07 6013 五月女　誠 ｻｵﾄﾒ ﾏｺﾄ 富士通 神奈川県 川崎市
697 1:28:08 2033 大牟田　淳 ｵｵﾑﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
698 1:28:08 7704 星　靖幸 ﾎｼ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 横浜市
699 1:28:08 7718 風巻　和弘 ｶｻﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
700 1:28:09 1505 田中　謙次 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
701 1:28:11 5383 吉田　与志也 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾔ 日本赤十字社 神奈川県 海老名市
702 1:28:12 6640 東　祐次 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
703 1:28:16 6732 小島　裕幸 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ チームかくや 神奈川県 山北町
704 1:28:16 5550 鎌田　孝博 ｶﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 日野市
705 1:28:17 7131 登坂　健 ﾄｻｶ ﾀｹｼ 東京都 荒川区
706 1:28:19 6288 志田　成之 ｼﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 東京都 大田区
707 1:28:21 6444 久保田　豊 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾀｶ 神奈川県 横浜市
708 1:28:22 6748 久次　要 ﾋｻﾂｸﾞ ｶﾅﾒ プリントソルブ 神奈川県 鎌倉市
709 1:28:23 7710 山口　晃彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 神奈川県 平塚市
710 1:28:24 7348 柳橋　俊明 ﾔﾅｷﾞﾊｼ ﾄｼｱｷ （株）ＪＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
711 1:28:25 1585 柿塚　泰弘 ｶｷﾂｶ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
712 1:28:25 5266 松山　芳樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼｷ 湘南ラン遊会 神奈川県 茅ヶ崎市
713 1:28:26 5912 榎本　将治 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 鎌倉市
714 1:28:28 1451 片山　哲夫 ｶﾀﾔﾏ ﾃﾂｵ 横浜市立大学 神奈川県 藤沢市
715 1:28:29 7318 片桐　哲人 ｶﾀｷﾞﾘ ﾃﾂﾄ 神奈川県 横浜市
716 1:28:30 1156 田中　利一 ﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ ＲＪＴＧＡＴＣ 神奈川県 藤沢市
717 1:28:31 6170 吉藤　克明 ﾖｼﾌｼﾞ ｶﾂｱｷ 東京都 板橋区
718 1:28:33 8925 飯島　竜太 ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 神奈川県 厚木市
719 1:28:33 9086 内田　義典 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 新座市
720 1:28:34 1288 土屋　光知哲 ﾂﾁﾔ ﾐﾁｱｷ 神奈川県 藤沢市
721 1:28:34 6264 岩田　敦郎 ｲﾜﾀ ｱﾂﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
722 1:28:34 6470 青木　勝彦 ｱｵｷ ｶﾂﾋｺ ざっく 神奈川県 大和市
723 1:28:34 6078 加納　真 ｶﾉｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 川崎市
724 1:28:34 1789 内山　信二 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
725 1:28:35 1531 久保田　佳孝 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 藤沢市
726 1:28:37 1976 久永　富士夫 ﾋｻﾅｶﾞ ﾌｼﾞｵ 神奈川県 藤沢市
727 1:28:38 5998 山下　浩一 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 相模原市
728 1:28:39 7132 佐々木　剛 ｻｻｷ ﾂﾖｼ 神奈川県 小田原市
729 1:28:41 6545 村井　孝嘉 ﾑﾗｲ ﾀｶﾖｼ 広島県 広島市
730 1:28:41 6398 為貝　文彦 ﾀﾒｶﾞｲ ﾌﾐﾋｺ 東京都 調布市
731 1:28:42 5945 丹下　雅雄 ﾀﾝｹﾞ ﾏｻｵ 東京都 町田市
732 1:28:43 6684 清水　勝 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 西湘親父の会 神奈川県 小田原市
733 1:28:43 1835 鶴島　理史 ﾂﾙｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 藤沢市
734 1:28:44 6303 河合　剛 ｶﾜｲ ﾂﾖｼ くでん学童 神奈川県 横浜市
735 1:28:44 1601 北詰　一隆 ｷﾀﾂﾞﾒ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 藤沢市
736 1:28:46 6824 保科　正明 ﾎｼﾅ ﾏｻｱｷ 神奈川県 横浜市
737 1:28:47 7140 吹田　智宏 ﾌｷﾀ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 市川市
738 1:28:47 6845 松香　俊広 ﾏﾂｶ ﾄｼﾋﾛ なし 神奈川県 横浜市
739 1:28:47 8918 平井　良和 ﾋﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ ベルマーレ１２ 神奈川県 茅ヶ崎市



740 1:28:49 1524 石橋　隆 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶｼ ＬＹＬランナー 神奈川県 藤沢市
741 1:28:50 8916 有馬　健一 ｱﾘﾏ ｹﾝｲﾁ Ｗｅグループ 神奈川県 平塚市
742 1:28:50 7020 田島　大輔 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ つながルン 東京都 台東区
743 1:28:51 5562 宮原　秀夫 ﾐﾔﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ ヤクラン 神奈川県 平塚市
744 1:28:51 7154 村瀬　悦弘 ﾑﾗｾ ﾖｼﾋﾛ 東京都 中野区
745 1:29:01 6305 池元　広篤 ｲｹﾓﾄ ﾋﾛｱﾂ 東京都 江戸川区
746 1:29:02 6956 神山　健太郎 ｶﾐﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 横浜市
747 1:29:05 7109 佐々木　有司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
748 1:29:06 9076 矢島　孝幸 ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 横浜市
749 1:29:09 6098 波多野　智昭 ﾊﾀﾉ ﾄﾓｱｷ やまか 神奈川県 寒川町
750 1:29:12 6134 関野　信昭 ｾｷﾉ ﾉﾌﾞｱｷ ポケう。 神奈川県 座間市
751 1:29:12 5554 八木　康裕 ﾔｷﾞ ﾔｽﾋﾛ ＴＳＲＣ 宮城県 仙台市
752 1:29:17 6322 森川　和彦 ﾓﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 二宮町
753 1:29:19 5798 井上　孝仁 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾄ ハウスモリー 神奈川県 寒川町
754 1:29:21 6405 宮武　督 ﾐﾔﾀｹ ﾀﾀﾞｼ 走菱呑会 滋賀県 大津市
755 1:29:23 7686 池上　三四郎 ｲｹｶﾞﾐ ｻﾝｼﾛｳ 神奈川県 横浜市
756 1:29:23 5934 森川　洋 ﾓﾘｶﾜ ﾋﾛｼ ＳＡＮＮＯＲＣ 神奈川県 大和市
757 1:29:24 1382 木村　耕三 ｷﾑﾗ ｺｳｿﾞｳ 西鎌倉ＦＣ 神奈川県 藤沢市
758 1:29:24 6441 松本　正人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ チームタマキ 埼玉県 さいたま市
759 1:29:25 2002 石井　謙次 ｲｼｲ ｹﾝｼﾞ 日本製紙木材 神奈川県 藤沢市
760 1:29:26 6633 鴇崎　文雄 ﾄｷｻﾞｷ ﾌﾐｵ 神奈川県 川崎市
761 1:29:27 7412 伊勢　俊大 ｲｾ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 小田原市
762 1:29:28 1345 玉城　安次 ﾀﾏｷ ﾔｽｼﾞ 神奈川県 藤沢市
763 1:29:28 1757 亦賀　政樹 ﾏﾀｶﾞ ﾏｻｷ キーパー 神奈川県 藤沢市
764 1:29:30 6360 櫻井　信悟 ｻｸﾗｲ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
765 1:29:30 7311 宇山　直史 ｳﾔﾏ ﾅｵﾌﾐ 神奈川県 平塚市
766 1:29:33 2142 清水　二郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ ＲＵＮＲＵＮ 神奈川県 藤沢市
767 1:29:33 6839 諏訪　徳之 ｽﾜ ﾉﾘﾕｷ 東京都 町田市
768 1:29:33 1629 林　安彦 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋｺ 神奈川県 藤沢市
769 1:29:36 6475 田中　忠三郎 ﾀﾅｶ ﾁｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
770 1:29:42 1572 渡辺　智文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
771 1:29:43 8885 岩佐　博和 ｲﾜｻ ﾋﾛｶｽﾞ 石川県 金沢市
772 1:29:43 7234 安藤　規彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾋｺ 福島県 いわき市
773 1:29:43 8105 笠野　浩志 ｶｻﾉ ﾋﾛｼ 静岡県 藤枝市
774 1:29:44 5941 近藤　誠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市
775 1:29:46 6196 近藤　幸司 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 秦野市
776 1:29:48 7573 安藤　豪 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 神奈川県 海老名市
777 1:29:50 6573 吉田　良徳 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 恵産業 神奈川県 横浜市
778 1:29:52 6375 関口　陽一 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 東京都 世田谷区
779 1:29:53 6149 植田　浩喜 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 神奈川県 川崎市
780 1:29:53 7486 村松　貴仁 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾋﾄ 山梨県 市川三郷町
781 1:29:56 1313 鈴木　優 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 神奈川県 藤沢市
782 1:29:56 8897 土肥　充 ﾄﾞﾋ ﾐﾂﾙ ミルマスカラス 神奈川県 横浜市
783 1:29:58 8856 緑川　修 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｵｻﾑ 神奈川県 茅ヶ崎市
784 1:30:06 6041 大島　智 ｵｵｼﾏ ｻﾄｼ 御成不動産 神奈川県 鎌倉市
785 1:30:11 6617 高橋　隆行 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 町田市
786 1:30:13 6395 中原　正博 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 東京都 杉並区
787 1:30:13 5604 生沼　哲也 ｵｲﾇﾏ ﾃﾂﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
788 1:30:17 8738 森田　正彦 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 横浜市
789 1:30:17 1618 松浦　好洋 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
790 1:30:18 2056 篠崎　友明 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 藤沢市
791 1:30:20 6595 佐野　正司 ｻﾉ ｼｮｳｼﾞ 東京都 八王子市
792 1:30:23 7184 酒井　保則 ｻｶｲ ﾔｽﾉﾘ 北海道 旭川市
793 1:30:27 8963 森脇　誉 ﾓﾘﾜｷ ﾎﾏﾚ 神奈川県 横浜市
794 1:30:28 6861 村山　裕輔 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｳｽｹ 神奈川県 大和市
795 1:30:31 9021 岸　康弘 ｷｼ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 厚木市
796 1:30:31 8939 角谷　顕人 ｽﾐﾔ ｱｷﾋﾄ 愛知県 岩倉市
797 1:30:32 2210 小川　登 ｵｶﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 藤沢市
798 1:30:32 1383 井上　知紀 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
799 1:30:33 9075 古橋　裕通 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛﾐﾁ ドミンゴ 千葉県 流山市
800 1:30:33 7717 木嶋　誠一郎 ｷｼﾞﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ 日興証券 東京都 小平市
801 1:30:34 7896 宇山　英寿 ｳﾔﾏ ｴｲｼﾞｭ 神奈川県 茅ヶ崎市
802 1:30:37 7136 岡　雄彦 ｵｶ ﾀｹﾋｺ 東京都 八王子市
803 1:30:39 7826 大山　康晴 ｵｵﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ イワツキ 神奈川県 相模原市
804 1:30:39 8136 前田　学 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 川崎市
805 1:30:41 1742 柄谷　昌秀 ｶﾗﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
806 1:30:41 9095 波多江　健 ﾊﾀｴ ﾂﾖｼ 神奈川県 横浜市
807 1:30:44 7651 中村　学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ ＯＤＡＫＹＵ 神奈川県 海老名市
808 1:30:50 1602 森　鉄也 ﾓﾘ ﾃﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
809 1:30:51 7309 佐々木　眞之 ｻｻｷ ﾏｻﾕｷ マークデント 神奈川県 横浜市
810 1:30:52 9053 市川　真介 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｽｹ 東京都 世田谷区
811 1:30:52 1264 酒井　則和 ｻｶｲ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
812 1:30:53 1946 服部　恭彦 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋｺ 神奈川県 藤沢市
813 1:30:54 1808 須田　俊司 ｽﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市



814 1:30:58 1388 指籏　博 ｻｼﾊﾀ ﾋﾛｼ 湘南ＡＥＣ 神奈川県 藤沢市
815 1:30:58 1621 森本　淳 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
816 1:31:05 7315 増田　浩幸 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 国分寺市
817 1:31:06 6559 阪口　洋 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ＴＳＲＣ 神奈川県 鎌倉市
818 1:31:08 6576 高橋　正彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 鎌倉市
819 1:31:09 6174 飛内　正憲 ﾄﾋﾞﾅｲ ﾏｻﾉﾘ シンコー 東京都 八王子市
820 1:31:09 6948 村松　治輝 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙｷ チームムラピ 神奈川県 横浜市
821 1:31:10 5738 深澤　伸幸 ﾌｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
822 1:31:11 8930 寺尾　一行 ﾃﾗｵ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
823 1:31:14 6585 野本　康生 ﾉﾓﾄ ﾔｽｵ 埼玉県 川口市
824 1:31:15 9199 大川　彰一 ｵｵｶﾜ ｼｮｳｲﾁ 乱舞 東京都 文京区
825 1:31:18 2148 赤西　征揮 ｱｶﾆｼ ﾏｻｷ みふじＳＶＣ 神奈川県 藤沢市
826 1:31:19 7320 齋藤　哲 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 湘南ＲＣ 神奈川県 横浜市
827 1:31:22 1921 瀬林　歩 ｾﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 神奈川県 藤沢市
828 1:31:24 6167 小島　武志 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ 東京ガス 神奈川県 横須賀市
829 1:31:26 6723 斉藤　克哉 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ ベリーちゃん 神奈川県 横浜市
830 1:31:27 6308 横尾　崇 ﾖｺｵ ﾀｶｼ 上白根病院 神奈川県 横浜市
831 1:31:28 7088 新川　真吾 ﾆｯｶﾜ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 横浜市
832 1:31:29 8842 藤田　昇 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 横浜市
833 1:31:29 7867 川俣　敦郎 ｶﾜﾏﾀ ｱﾂﾛｳ 神奈川県 横浜市
834 1:31:30 6218 太田　光明 ｵｵﾀ ﾐﾂｱｷ 鎌倉 神奈川県 鎌倉市
835 1:31:31 1523 岩瀬　浩一 ｲﾜｾ ｺｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
836 1:31:33 8943 工藤　洋志 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 寒川町
837 1:31:33 6190 佐藤　栄司 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 神奈川県 相模原市
838 1:31:35 6570 齊藤　正宏 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
839 1:31:36 6945 田中　克範 ﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ ちーむわかみや 神奈川県 鎌倉市
840 1:31:36 2547 伊藤　能一 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
841 1:31:37 8866 今里　隆哉 ｲﾏｻﾞﾄ ﾀｶﾔ 神奈川県 横浜市
842 1:31:37 1895 鈴木　健児 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
843 1:31:38 1940 木村　雅佳 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾖｼ チーム木村 神奈川県 藤沢市
844 1:31:40 8851 橋本　泰和 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ 神奈川県 川崎市
845 1:31:42 5894 白川　喜一 ｼﾗｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ 山梨県 大月市
846 1:31:42 8828 阿部　大祐 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 川崎市
847 1:31:45 1282 八尾　健史 ﾔｵ ｹﾝｼﾞ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
848 1:31:48 1712 下川原　岳史 ｼﾓｶﾜﾗ ﾀｹｼ 特機 神奈川県 藤沢市
849 1:31:50 6410 林　誠治 ﾊﾔｼ ｾｲｼﾞ 千葉県 白井市
850 1:31:51 8788 杉山　順一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
851 1:31:53 1294 村上　浩之 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
852 1:31:53 7219 辻　夏彦 ﾂｼﾞ ﾅﾂﾋｺ 神奈川県 逗子市
853 1:31:55 7201 中林　基明 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｱｷ 東京都 国分寺市
854 1:31:55 7544 本間　巧 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ 神奈川県 横浜市
855 1:31:58 7324 芳賀　俊夫 ﾊｶﾞ ﾄｼｵ 神奈川県 横浜市
856 1:31:59 6562 藤井　由美浩 ﾌｼﾞｲ ﾕﾐﾋﾛ 東京都 町田市
857 1:32:00 5982 武部　竜仁 ﾀｹﾍﾞ ﾀﾂﾋﾄ 日本飛行機 神奈川県 横浜市
858 1:32:01 6899 木村　広明 ｷﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 沖電気ＭＲＣ 神奈川県 相模原市
859 1:32:01 6421 横幕　享 ﾖｺﾏｸ ｽｽﾑ 神奈川県 相模原市
860 1:32:02 7193 小林　平八郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾍｲﾊﾁﾛｳ 神奈川県 平塚市
861 1:32:02 6173 鮎川　哲也 ｱﾕｶﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 大和市
862 1:32:03 6315 安川　直之 ﾔｽｶﾜ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 横浜市
863 1:32:04 5617 北村　高則 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 横浜市
864 1:32:04 8323 金子　孝之 ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 海老名市
865 1:32:07 1785 岩岡　清 ｲﾜｵｶ ｷﾖｼ 神奈川県 藤沢市
866 1:32:10 7082 堀内　貞功 ﾎﾘｳﾁ ｻﾀﾞﾖｼ 神奈川県 横浜市
867 1:32:13 8871 望月　泰博 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 川崎市
868 1:32:13 6849 村田　英樹 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 座間市
869 1:32:16 1506 阪口　勝啓 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
870 1:32:17 1706 金本　昌也 ｶﾅﾓﾄ ﾏｻﾔ 神奈川県 藤沢市
871 1:32:18 1495 後藤　勝 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾙ ウルトラ 神奈川県 藤沢市
872 1:32:22 1365 高須　由哲 ﾀｶｽ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
873 1:32:22 1638 森川　周亮 ﾓﾘｶﾜ ｼｭｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
874 1:32:23 1234 木下　久生 ｷﾉｼﾀ ﾋｻｵ 神奈川県 藤沢市
875 1:32:28 5365 吉野　裕宣 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 大和なでしこ 神奈川県 相模原市
876 1:32:31 5944 大内　徹 ｵｵｳﾁ ﾄｵﾙ チーム弱腰 神奈川県 厚木市
877 1:32:34 7046 山口　城弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｸﾆﾋﾛ ＰＲＣ 神奈川県 川崎市
878 1:32:36 7129 遠藤　幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 神奈川県 横浜市
879 1:32:37 9070 中　靖雄 ﾅｶ ﾔｽｵ 神奈川県 横浜市
880 1:32:37 1818 稲毛　達也 ｲﾅｹﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
881 1:32:38 6327 笹本　正樹 ｻｻﾓﾄ ﾏｻｷ 東京都 あきる野市
882 1:32:39 1972 浜野　光司 ﾊﾏﾉ ｺｳｼﾞ ＰＫＫ 神奈川県 藤沢市
883 1:32:39 1854 仲間　雅啓 ﾅｶﾏ ﾏｻﾋﾛ メニラン倶楽部 神奈川県 藤沢市
884 1:32:41 7422 泉　裕三 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｿﾞｳ 東京都 世田谷区
885 1:32:43 6089 蜂須賀　章友 ﾊﾁｽｶ ｱｷﾄﾓ 東京都 台東区
886 1:32:43 5936 大久保　忠克 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾀﾞｶﾂ 神奈川県 海老名市
887 1:32:44 1850 内嶋　順一 ｳﾁｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 藤沢市



888 1:32:48 2069 上國料　敦 ｶﾐｺｸﾘｮｳ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
889 1:32:50 7546 野間　克司 ﾉﾏ ｶﾂｼ 神奈川県 横浜市
890 1:32:52 7031 本多　関雄 ﾎﾝﾀﾞ ｾｷｵ 神奈川県 茅ヶ崎市
891 1:32:54 7049 中林　大樹 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
892 1:32:54 6712 遠藤　輝之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾕｷ 六華ＲＣ 神奈川県 横浜市
893 1:32:54 7008 大澤　優二 ｵｵｻﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
894 1:32:55 6857 浅見　健治 ｱｻﾐ ｹﾝｼﾞ 近消研 東京都 世田谷区
895 1:32:59 2090 萩原　大造 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｿﾞｳ 神奈川県 藤沢市
896 1:33:01 7189 関谷　和樹 ｾｷﾀﾆ ｶｽﾞｷ 静岡県 菊川市
897 1:33:02 5731 山口　宗一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾑﾈｶｽﾞ ■チーム大雄■ 神奈川県 相模原市
898 1:33:04 6619 佐藤　一也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
899 1:33:04 5789 浅田　史人 ｱｻﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ キリンクラブ 神奈川県 相模原市
900 1:33:05 9096 渡辺　剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ ＮＴＴＣｏｍ 神奈川県 相模原市
901 1:33:06 6900 八幡　博之 ﾔﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 綾瀬市
902 1:33:07 6438 加藤　洋 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 横浜市
903 1:33:12 6181 川本　孝広 ｶﾜﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 川崎市
904 1:33:14 2325 松下　正也 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾔ ＮＡＩＳ 神奈川県 藤沢市
905 1:33:14 8230 矢野　一彦 ﾔﾉ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
906 1:33:15 5469 西尾　克 ﾆｼｵ ﾂﾄﾑ 神奈川県 鎌倉市
907 1:33:16 6154 浅野　賢一 ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
908 1:33:19 8303 伊豆　敏実 ｲｽﾞ ﾄｼﾐ 埼玉県 桶川市
909 1:33:19 1912 渡辺　直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 高浜パワーズ 神奈川県 藤沢市
910 1:33:20 7874 尾室　義典 ｵﾑﾛ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市
911 1:33:22 6319 千葉　文雄 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｵ 神奈川県 横浜市
912 1:33:23 6494 岩崎　隆 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 葉山町
913 1:33:24 6237 藤原　英之 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
914 1:33:24 6542 出口　克明 ﾃﾞｸﾞﾁ ｶﾂｱｷ チーム佐藤 神奈川県 横浜市
915 1:33:24 6459 瀬戸　浩行 ｾﾄ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 座間市
916 1:33:25 1970 鷲北　晋 ﾜｼｷﾀ ｽｽﾑ 神奈川県 藤沢市
917 1:33:29 2061 原　伸二 ﾊﾗ ｼﾝｼﾞ ＮＥＳＩＣ 神奈川県 藤沢市
918 1:33:31 6993 加藤　広幸 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 川崎市
919 1:33:31 1124 菊池　英二 ｷｸﾁ ｴｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
920 1:33:33 7993 降旗　靖夫 ﾌﾘﾊﾀ ﾔｽｵ マイナビ 神奈川県 葉山町
921 1:33:34 2045 廣瀬　太丈 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾀｹ 神奈川県 藤沢市
922 1:33:34 1689 青木　俊策 ｱｵｷ ｼｭﾝｻｸ 神奈川県 藤沢市
923 1:33:35 9182 吉野　辰也 ﾖｼﾉ ﾀﾂﾔ 千葉県 習志野市
924 1:33:36 8005 渡辺　浩之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 世田谷区
925 1:33:36 7335 久保田　正幸 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 千葉県 野田市
926 1:33:39 6086 秋草　幸雄 ｱｷｸｻ ﾕｷｵ 神奈川県 鎌倉市
927 1:33:39 7509 藤村　剛志 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾂﾖｼ 神奈川県 横浜市
928 1:33:40 2213 松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 日本大学 神奈川県 藤沢市
929 1:33:42 8124 有川　知秀 ｱﾘｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ ＴＳＲＣ 埼玉県 白岡市
930 1:33:43 7047 川村　誠 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 酔いどれ球団 神奈川県 横浜市
931 1:33:43 6443 池田　高徳 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 滋賀県 大津市
932 1:33:45 1351 小熊　篤 ｵｸﾞﾏ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
933 1:33:47 8886 高橋　久男 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｵ 神奈川県 秦野市
934 1:33:47 8981 林田　康浩 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 川崎市
935 1:33:48 2018 金子　義弘 ｶﾈｺ ﾖｼﾋﾛ 神奈川トヨタ 神奈川県 藤沢市
936 1:33:48 9009 中島　隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
937 1:33:48 7563 城戸　隆 ｷﾄﾞ ﾀｶｼ 帝京大学 東京都 杉並区
938 1:33:48 2042 亀山　俊 ｶﾒﾔﾏ ｼｭﾝ 望星薬局 神奈川県 藤沢市
939 1:33:49 6488 仁田原　徹 ﾆﾀﾊﾗ ﾄｵﾙ 埼玉県 草加市
940 1:33:51 6690 福田　裕一 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
941 1:33:52 2208 大久保　勝布 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂﾉﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
942 1:33:52 1592 新井　秀樹 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 藤沢市
943 1:33:52 2598 助川　利一 ｽｹｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 大東建託 神奈川県 藤沢市
944 1:33:55 8014 石川　晋吾 ｲｼｶﾜ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 南足柄市
945 1:33:57 6002 岡部　洋 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 東京都 荒川区
946 1:33:58 1675 松崎　博史 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
947 1:33:58 1480 小川　哲也 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
948 1:34:00 7932 篠崎　嘉宏 ｼﾉｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
949 1:34:00 2216 石津　和真 ｲｼﾂﾞ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 藤沢市
950 1:34:01 8467 鈴木　康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 大磯町
951 1:34:02 2197 恒川　哲爾 ﾂﾈｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 藤沢市
952 1:34:05 1642 越後　智宏 ｴﾁｺﾞ ﾄﾓﾋﾛ 高倉ボーイズ 神奈川県 藤沢市
953 1:34:08 1427 細川　敬志 ﾎｿｶﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
954 1:34:08 1562 酒匂　貴章 ｻｶﾜ ﾀｶｱｷ 神奈川県 藤沢市
955 1:34:08 6075 川田　建一郎 ｶﾜﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 駒沢大学 東京都 大田区
956 1:34:08 5253 佐藤　好秀 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 湘南叶ちゃんズ 神奈川県 小田原市
957 1:34:09 1911 五所　依志男 ｺﾞｼｮ ﾖｼｵ 走菱呑会 神奈川県 藤沢市
958 1:34:09 6696 伊藤　進 ｲﾄｳ ｽｽﾑ 東京都 町田市
959 1:34:09 7192 長谷川　健 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ 熱川温泉病院 神奈川県 小田原市
960 1:34:10 8923 田中　祐介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 神奈川県 茅ヶ崎市
961 1:34:11 7170 内野　哲男 ｳﾁﾉ ﾃﾂｵ チームティン 神奈川県 茅ヶ崎市



962 1:34:13 6116 新木　正一 ｼﾝｷ ﾏｻｶｽﾞ ＨＫＹ５０ 神奈川県 横浜市
963 1:34:14 7712 増井　康浩 ﾏｽｲ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 船橋市
964 1:34:16 6990 仲宗根　剛 ﾅｶｿﾈ ﾂﾖｼ 千葉県 市川市
965 1:34:18 8313 丸谷　博毅 ﾏﾙﾀﾆ ﾋﾛｷ 神奈川県 鎌倉市
966 1:34:18 6844 小田切　賢治 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｹﾝｼﾞ 住友電工 神奈川県 横浜市
967 1:34:19 7541 斎藤　静吾 ｻｲﾄｳ ｾｲｺﾞ ＪＩＴ 静岡県 静岡市
968 1:34:19 6661 中野　和典 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 乾走会 千葉県 八千代市
969 1:34:20 6563 谷川　淳二 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 植木ＵＦＴ 神奈川県 鎌倉市
970 1:34:22 6464 川辺　卓矢 ｶﾜﾍﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 川崎市
971 1:34:23 6726 小森　敬太 ｺﾓﾘ ｹｲﾀ 神奈川県 横浜市
972 1:34:23 7491 森田　康義 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾖｼ 埼玉県 坂戸市
973 1:34:24 7264 羽鳥　哲 ﾊﾄﾘ ｻﾄﾙ 神奈川県 相模原市
974 1:34:25 1619 駒井　正和 ｺﾏｲ ﾏｻｶｽﾞ のほほん走る会 神奈川県 藤沢市
975 1:34:27 1315 吉村　健一 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 放送大学 神奈川県 藤沢市
976 1:34:27 7925 渡戸　秀和 ﾜﾀﾝﾄﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 横浜市
977 1:34:27 8070 小島　剛 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
978 1:34:28 1743 井手　紳介 ｲﾃﾞ ｼﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
979 1:34:29 7333 中島　敏幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 東京都 豊島区
980 1:34:30 6630 柳本　正澄 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾏｻｽﾞﾐ チームＴＫＢ 長野県 長野市
981 1:34:30 6084 安藤　博司 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 東京都 町田市
982 1:34:31 7411 水埜　純一 ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 無所属新人 神奈川県 鎌倉市
983 1:34:31 6706 直江　康孝 ﾅｵｴ ﾔｽﾀｶ 東京都 国立市
984 1:34:31 7742 濱田　知秀 ﾊﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 神奈川県 平塚市
985 1:34:33 7707 田島　孝司 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ ＧＥ走ろう会 神奈川県 横浜市
986 1:34:33 1934 高矢　則生 ﾀｶﾔ ﾉﾘｵ 桃山クラブ 神奈川県 藤沢市
987 1:34:38 1930 矢田　猛 ﾔﾀﾞ ﾀｹｼ 神奈川県 藤沢市
988 1:34:40 1770 代田　光弘先生 ｼﾛﾀ ﾐﾂﾋﾛｾﾝｾｲ 神奈川県 藤沢市
989 1:34:41 6458 秋元　康博 ｱｷﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ ＮＳＫ 神奈川県 横浜市
990 1:34:48 7828 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 葛飾区
991 1:34:49 6870 伊藤　聡一郎 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜市
992 1:34:51 9007 富樫　勲 ﾄｶﾞｼ ｲｻｵ 神奈川県 座間市
993 1:34:51 6343 橋本　順一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 川崎市
994 1:34:52 1733 長柄　昌弘 ﾅｶﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
995 1:34:52 6197 渡辺　信也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 鎌楽会 神奈川県 鎌倉市
996 1:34:53 7760 大津　明 ｵｵﾂ ｱｷﾗ 東京都 世田谷区
997 1:34:54 2076 亀井　宏史 ｶﾒｲ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
998 1:34:55 7357 田所　明 ﾀﾄﾞｺﾛ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
999 1:34:58 6918 大川　清志 ｵｵｶﾜ ｷﾖｼ ウルフル４２Ｔ 神奈川県 横浜市

1000 1:34:59 2083 山崎　光 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 神奈川県 藤沢市
1001 1:34:59 8513 千葉　淳 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 江戸川区
1002 1:35:01 1965 齋藤　法夫 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ ＷＤジャパン 神奈川県 藤沢市
1003 1:35:01 9018 窪田　秀夫 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 浦安市
1004 1:35:03 2030 小笠原　鑑 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 藤沢市
1005 1:35:04 8395 小山　基 ｺﾔﾏ ﾓﾄｲ 千葉県 柏市
1006 1:35:04 6885 西山　信照 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾌﾞﾃﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
1007 1:35:04 6283 石渡　要 ｲｼﾜﾀ ｶﾅﾒ 神奈川県 秦野市
1008 1:35:06 6338 松本　孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
1009 1:35:06 7361 吉岡　徹也 ﾖｼｵｶ ﾃﾂﾔ 千葉県 浦安市
1010 1:35:07 1660 山田　孝 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ミネベアミツミ 神奈川県 藤沢市
1011 1:35:08 7929 西ヶ谷　敏行 ﾆｼｶﾞﾔ ﾄｼﾕｷ 静岡県 吉田町
1012 1:35:08 1716 千葉　康順 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾖﾘ 神奈川県 藤沢市
1013 1:35:10 9191 大畑　憲彦 ｵｵﾊﾀ ﾉﾘﾋｺ 神奈川県 伊勢原市
1014 1:35:11 6460 清水　哲也 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾔ 鎌皇走会 東京都 日野市
1015 1:35:13 8811 内田　英樹 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 鎌倉市
1016 1:35:16 7392 菊島　大輔 ｷｸｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 横浜市
1017 1:35:18 7238 石塚　弘樹 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1018 1:35:19 7479 渡辺　典男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ 神奈川県 川崎市
1019 1:35:20 1761 錦織　健剛 ﾆｼｷｵﾘ ﾀｹﾂﾖ ＤＥＬＴＡ－Ｑ 神奈川県 藤沢市
1020 1:35:23 7018 中山　祥一 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 東京都 大田区
1021 1:35:23 6461 太貫　淳司 ｵｵﾇｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 大磯町
1022 1:35:25 8805 平　俊朗 ﾀｲﾗ ﾄｼｱｷ ＴｅｐｃｏＲＰ 神奈川県 横浜市
1023 1:35:32 6937 田中　雅則 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ フジタ 神奈川県 大井町
1024 1:35:33 7255 西村　栄一郎 ﾆｼﾑﾗ ｴｲｲﾁﾛｳ 東京都 羽村市
1025 1:35:36 8018 松井　克巳 ﾏﾂｲ ｶﾂﾐ 神奈川県 横浜市
1026 1:35:36 9048 京極　恒太 ｷｮｳｺﾞｸ ｺｵﾀ 神奈川県 横浜市
1027 1:35:39 9093 日吉　紀之 ﾋﾖｼ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 横浜市
1028 1:35:39 6932 桑原　稔 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾉﾙ 茨城県 龍ｹ崎市
1029 1:35:40 7441 糀谷　雅史 ｺｳｼﾞﾀﾆ ﾏｻｼ 東京都 板橋区
1030 1:35:42 8119 佐藤　恭史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 埼玉県 川口市
1031 1:35:42 7767 矢野　安理 ﾔﾉ ﾔｽﾏｻ 千葉県 千葉市
1032 1:35:46 8040 角田　紀哉 ﾂﾉﾀﾞ ﾉﾘﾔ ＴｅａｍＣａｎ 神奈川県 横浜市
1033 1:35:46 7736 小柳　毅 ｺﾔﾅｷﾞ ﾂﾖｼ 神奈川県 横浜市
1034 1:35:46 1932 水野　潤一 ﾐｽﾞﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 藤沢猛虎会 神奈川県 藤沢市
1035 1:35:49 1150 鈴木　朗雄 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 神奈川県 藤沢市



1036 1:35:50 2098 神谷　祐三 ｶﾐﾔ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 藤沢市
1037 1:35:52 6295 秋谷　義之 ｱｷﾔ ﾖｼﾕｷ もんちゃんず 神奈川県 平塚市
1038 1:35:52 7268 中島　睦之 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾕｷ 東京都 江戸川区
1039 1:35:54 7747 菊地　建志 ｷｸﾁ ｹﾝｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
1040 1:35:55 1771 宗雪　信幸 ﾑﾈﾕｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1041 1:35:59 5697 井上　光一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 大人の遠足 東京都 府中市
1042 1:36:00 8349 佐藤　康晴 ｻﾄｳ ﾔｽﾊﾙ 鎌倉を楽しく 東京都 町田市
1043 1:36:01 7372 勝島　洋一 ｶﾂｼﾏ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 川崎市
1044 1:36:02 1252 小川　計介 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ クロステック 神奈川県 藤沢市
1045 1:36:02 7137 四方　一成 ｼｶﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 日東精工 神奈川県 横浜市
1046 1:36:05 1286 藤原　徹太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾂﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1047 1:36:08 6730 中村　雄二 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
1048 1:36:08 8419 松原　睦 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
1049 1:36:08 1966 井上　卓 ｲﾉｳｴ ﾀｸ 神奈川県 藤沢市
1050 1:36:10 7080 竹原　正人 ﾀｹﾊﾗ ﾏｻﾄ ＴＩＳＣ 静岡県 御前崎市
1051 1:36:10 8798 小林　秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 横浜市
1052 1:36:14 7247 近藤　義之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 日本精工 神奈川県 横浜市
1053 1:36:14 1525 渡辺　信弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1054 1:36:18 7003 浅井　隆徳 ｱｻｲ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 横浜市
1055 1:36:18 9014 中村　元 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 茅ヶ崎市
1056 1:36:21 7032 野沢　文峰 ﾉｻﾞﾜ ﾌﾐﾀｶ アズビル 神奈川県 大和市
1057 1:36:22 7748 小松　正寿 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄｼ 東海東京アセ 千葉県 千葉市
1058 1:36:22 7067 尾形　篤 ｵｶﾞﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
1059 1:36:24 6423 田中　知明 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1060 1:36:25 6054 井上　好明 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ チームたっち 神奈川県 平塚市
1061 1:36:25 6998 深山　征二郎 ﾐﾔﾏ ｾｲｼﾞﾛｳ 車屋商店陸上部 神奈川県 鎌倉市
1062 1:36:26 1900 大久保　昌彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1063 1:36:29 6350 飯田　泰道 ｲｲﾀﾞ ﾔｽﾐﾁ 神奈川県 鎌倉市
1064 1:36:29 2465 早藤　勲 ﾊﾔﾌｼﾞ ｲｻｵ 神奈川県 藤沢市
1065 1:36:30 9020 村山　欣也 ﾑﾗﾔﾏ ﾖｼﾔ 神奈川県 横浜市
1066 1:36:30 8116 原　弘昌 ﾊﾗ ﾋﾛﾏｻ 東京都 文京区
1067 1:36:30 7728 木村　成昭 ｷﾑﾗ ﾅﾘｱｷ 神奈川県 川崎市
1068 1:36:30 7139 水谷　昇平 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 大和市
1069 1:36:31 7682 宮田　明 ﾐﾔﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 横浜市
1070 1:36:32 6873 河内　仁志 ｶﾜﾁ ﾋﾄｼ 東京都 中央区
1071 1:36:32 7616 播磨　久司 ﾊﾘﾏ ﾋｻｼ ＤＡＤＳ 神奈川県 横浜市
1072 1:36:35 1123 上遠野　昌樹 ｶﾄﾞﾉ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
1073 1:36:45 8155 畔上　岳 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀｹｼ 秋田県 秋田市
1074 1:36:45 1551 小田　裕一 ｵﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1075 1:36:47 6479 志賀　賢晃 ｼｶﾞ ﾀｶｱｷ 神奈川県 横浜市
1076 1:36:48 7001 栗原　浩二 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｼﾞ ハヤトゥー 神奈川県 横浜市
1077 1:36:50 7368 藤井　隆志 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 東京都 品川区
1078 1:36:50 7071 笠畑　恭一郎 ｶｻﾊﾀ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 東京都 港区
1079 1:36:53 5904 若木　雄一 ﾜｶｷ ﾕｳｲﾁ ブルーライン 神奈川県 横浜市
1080 1:36:54 7532 宝子山　浩司 ﾎｳｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 小田原市
1081 1:36:55 7550 吉田　勝秀 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾋﾃﾞ 藤沢郵便局 神奈川県 大和市
1082 1:36:56 8960 西端　善彦 ﾆｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾋｺ センダ 神奈川県 鎌倉市
1083 1:36:56 8488 町野　克己 ﾏﾁﾉ ｶﾂﾐ 神奈川県 横浜市
1084 1:36:57 7325 勝見　雄一 ｶﾂﾐ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
1085 1:36:58 7810 寺沢　悟 ﾃﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 神奈川県 横浜市
1086 1:37:02 7866 横田　武雄 ﾖｺﾀ ﾀｹｵ 東京都 調布市
1087 1:37:02 7843 立花　祐一 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｲﾁ 東京都 世田谷区
1088 1:37:04 6316 金成　裕司 ｶﾈﾅﾘ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 相模原市
1089 1:37:05 7055 平塚　学 ﾋﾗﾂｶ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 目黒区
1090 1:37:06 6644 赤澤　昇 ｱｶｻﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
1091 1:37:08 7157 長岡　禎大 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
1092 1:37:09 6478 田中　真 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ ＴＳＲＣ 神奈川県 横浜市
1093 1:37:12 1981 金坂　洋起 ｶﾈｻｶ ﾋﾛｷ 神奈川県 藤沢市
1094 1:37:12 7147 大久保　雅之 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ リスタート 神奈川県 横浜市
1095 1:37:12 6912 野村　昭博 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 東京都 世田谷区
1096 1:37:13 7341 小室　裕章 ｺﾑﾛ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜市
1097 1:37:15 6546 阿部　浩 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 伊勢原市
1098 1:37:15 8873 越川　慎一 ｺｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 川崎市
1099 1:37:15 1755 神野　金之助 ｼﾞﾝﾉ ｷﾝﾉｽｹ 神奈川県 藤沢市
1100 1:37:17 8736 村田　明義 ﾑﾗﾀ ｱｷﾖｼ 神奈川県 秦野市
1101 1:37:17 7754 小川　淳 ｵｶﾞﾜ ｱﾂｼ ＳＨＭＣ 神奈川県 茅ヶ崎市
1102 1:37:18 2143 行弘　信仁 ﾕｸﾋﾛ ﾉﾌﾞﾋﾄ 神奈川県 藤沢市
1103 1:37:18 6202 加志村　雄介 ｶｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 鎌倉市
1104 1:37:20 7294 猪俣　英嗣 ｲﾉﾏﾀ ｴｲｼﾞ つぐみくらぶ 神奈川県 横浜市
1105 1:37:22 9268 田上　順也 ﾀｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 品川区
1106 1:37:25 5879 小菅　博章 ｺｽｹﾞ ﾋﾛｱｷ アズビル 神奈川県 茅ヶ崎市
1107 1:37:27 7390 飛田　泰彦 ﾄﾋﾞﾀ ﾔｽﾋｺ 埼玉県 三郷市
1108 1:37:28 7787 倉持　章 ｸﾗﾓﾁ ｱｷﾗ 東京都 府中市
1109 1:37:28 9126 鈴木　篤哉 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 静岡県 静岡市



1110 1:37:28 2608 林　和久 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 藤沢市
1111 1:37:30 6659 千田　幸一 ﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 海老名市
1112 1:37:32 6612 佐藤　哲史 ｻﾄｳ ﾃﾂｼ 千葉県 船橋市
1113 1:37:33 7058 宇田川　智則 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 鎌倉市
1114 1:37:34 6453 池西　康至 ｲｹﾆｼ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1115 1:37:36 1668 橋本　裕司 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1116 1:37:39 1341 青柳　行洋 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1117 1:37:40 5832 桐尾　英二 ｷﾘｵ ｴｲｼﾞ 神奈川県 横浜市
1118 1:37:41 7637 志村　雅美 ｼﾑﾗ ﾏｻﾐ 神奈川県 横浜市
1119 1:37:42 7744 佐藤　康彦 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ 神奈川県 横浜市
1120 1:37:42 6422 児島　修己 ｺｼﾞﾏ ｵｻﾐ 東京都 調布市
1121 1:37:43 2016 中澤　正英 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 神奈川県 藤沢市
1122 1:37:47 9131 神田　孝明 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｱｷ 神奈川県 横浜市
1123 1:37:48 7986 三村　浩一 ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁ ＯＲＣＵ 神奈川県 横浜市
1124 1:37:51 9057 藤林　保信 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾌﾞ サムズアップ 神奈川県 茅ヶ崎市
1125 1:37:52 7203 中尾　剛 ﾅｶｵ ﾂﾖｼ 東村山柔道連盟 東京都 東村山市
1126 1:37:52 6765 梶谷　政臣 ｶｼﾞﾀﾆ ﾏｻｵﾐ 神奈川県 横浜市
1127 1:37:53 7844 鈴木　武史 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 千葉県 千葉市
1128 1:37:54 2025 炭田　康史 ｽﾐﾀﾞ ﾔｽｼ ファンケル 神奈川県 藤沢市
1129 1:37:55 1800 豊田　政治 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ ともがき楽走会 神奈川県 藤沢市
1130 1:37:57 7045 石井　将雄 ｲｼｲ ﾏｻｵ 神奈川県 茅ヶ崎市
1131 1:37:57 9184 高村　功輝 ﾀｶﾑﾗ ｱﾂｷ 神奈川県 鎌倉市
1132 1:37:58 6432 佐藤　典久 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｻ ケアコム 神奈川県 横浜市
1133 1:37:59 7913 眞道　修 ｼﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 山梨県 北杜市
1134 1:38:01 8469 寺田　聡 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 世田谷区
1135 1:38:03 7438 宝珠山　秀久 ﾎｳｼｭﾔﾏ ﾋﾃﾞﾋｻ 埼玉県 和光市
1136 1:38:07 8430 林　淳 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜市
1137 1:38:08 5842 植松　高志 ｳｴﾏﾂ ﾀｶｼ 静岡県 裾野市
1138 1:38:12 5666 田中　修 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ 神奈川県 茅ヶ崎市
1139 1:38:13 1683 楠山　正彦 ｸｽﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1140 1:38:13 7505 兼目　一 ｹﾝﾓｸ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 大和市
1141 1:38:14 2107 栫　正明 ｶｺｲ ﾏｻｱｷ 栫会 神奈川県 藤沢市
1142 1:38:17 7241 吉岡　智男 ﾖｼｵｶ ﾄﾓｵ 千葉県 千葉市
1143 1:38:19 6825 西窪　博志 ﾆｼｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 静岡県 熱海市
1144 1:38:21 7534 金子　和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1145 1:38:22 1554 山田　安治 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
1146 1:38:24 6804 廣井　直亮 ﾋﾛｲ ﾅｵｱｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1147 1:38:25 9064 秀山　達郎 ﾋﾃﾞﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 鎌倉市
1148 1:38:26 6198 志田　忠司 ｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 東京都 町田市
1149 1:38:26 1567 渡部　浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1150 1:38:26 7019 国信　主馬 ｸﾆﾉﾌﾞ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 茅ヶ崎市
1151 1:38:27 5870 峯　正樹 ﾐﾈ ﾏｻｷ 神奈川県 川崎市
1152 1:38:30 6205 所　祐之 ﾄｺﾛ ﾋﾛﾕｷ ながつか 神奈川県 大和市
1153 1:38:31 1665 栗田　潔 ｸﾘﾀ ｷﾖｼ 高倉ボーイズ 神奈川県 藤沢市
1154 1:38:33 2251 山内　康浩 ﾔﾏｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1155 1:38:34 7919 澤田　昭弘 ｻﾜﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1156 1:38:35 8059 永池　直和 ﾅｶﾞｲｹ ﾅｵｶｽﾞ 一人組 神奈川県 横浜市
1157 1:38:36 5513 中畑　幹雄 ﾅｶﾊﾀ ﾐｷｵ ＨＩＨＩ走優会 神奈川県 小田原市
1158 1:38:39 7105 千葉　忠彦 ﾁﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ 菱熱工業 千葉県 習志野市
1159 1:38:42 2009 南條　貴弘 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1160 1:38:44 7436 萩原　京志 ﾊｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｼ ケーオ―産業 神奈川県 横浜市
1161 1:38:44 6807 青柳　英輔 ｱｵﾔｷﾞ ｴｲｽｹ 明輝　陸上部 神奈川県 秦野市
1162 1:38:47 1581 高木　伸彰 ﾀｶｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
1163 1:38:49 7293 松浦　靖 ﾏﾂｳﾗ ﾔｽｼ 神奈川県 平塚市
1164 1:38:50 7638 今井　順 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜市
1165 1:38:50 7213 有馬　章洋 ｱﾘﾏ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1166 1:38:51 9101 仲亀　直登 ﾅｶｶﾞﾒ ﾅｵﾄ 神奈川県 鎌倉市
1167 1:38:51 7629 高野　尚孝 ﾀｶﾉ ﾅｵﾀｶ 木曜ランナーズ 神奈川県 平塚市
1168 1:38:52 7248 藤丸　聖 ﾌｼﾞﾏﾙ ｷﾖｼ 神奈川県 横浜市
1169 1:38:55 6336 奥山　肇 ｵｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 鎌倉市
1170 1:38:59 6763 荒川　龍一 ｱﾗｶﾜ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 中野区
1171 1:39:05 7552 岡崎　光秀 ｵｶｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾃﾞ こんちゃんず 神奈川県 鎌倉市
1172 1:39:05 2164 京﨑　洋二 ｷｮｳｻﾞｷ ﾖｳｼﾞ 藤沢市鍼灸師会 神奈川県 藤沢市
1173 1:39:06 8128 小室　全由 ｺﾑﾛ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 小田原市
1174 1:39:07 8759 フロレンティン・アントラ　ラウル ﾌﾛﾚﾝﾃｨﾝ･ｱﾝﾄﾗ ﾗｳﾙ 東京都 千代田区
1175 1:39:08 7944 吉岡　直樹 ﾖｼｵｶ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
1176 1:39:09 7583 磯田　健 ｲｿﾀﾞ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
1177 1:39:10 1465 佐藤　知直 ｻﾄｳ ﾄﾓﾅｵ 神奈川県 藤沢市
1178 1:39:14 7523 有元　伯治 ｱﾘﾓﾄ ﾐﾁﾊﾙ 神奈川県 川崎市
1179 1:39:15 7165 下崎　博重 ｼﾓｻﾞｷ ﾋﾛｼｹﾞ 千葉県 松戸市
1180 1:39:15 8060 本田　学 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 西６走り隊 東京都 中野区
1181 1:39:16 2308 村上　豪 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ 神奈川県 藤沢市
1182 1:39:18 7434 伊藤　康正 ｲﾄｳ ﾔｽﾏｻ 神奈川県 横浜市
1183 1:39:18 6254 高倉　宏 ﾀｶｸﾗ ﾋﾛｼ ＴＳＲＣ 東京都 八王子市



1184 1:39:20 6221 今村　達巳 ｲﾏﾑﾗ ﾀﾂﾐ １３４ 神奈川県 鎌倉市
1185 1:39:23 1478 本間　康雄 ﾎﾝﾏ ﾔｽｵ 鵠沼橘 神奈川県 藤沢市
1186 1:39:24 2087 白石　哲也 ｼﾗｲｼ ﾃﾂﾔ 学士会館 神奈川県 藤沢市
1187 1:39:25 2051 加藤　一郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1188 1:39:30 1738 岩間　幸浩 ｲﾜﾏ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1189 1:39:30 6095 横川　信哉 ﾖｺｶﾜ ｼﾝﾔ 神奈川県 大和市
1190 1:39:31 6705 北川　ひろし ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 寿限無 神奈川県 葉山町
1191 1:39:34 6516 佐藤　繁 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 二宮町
1192 1:39:37 7556 久保　信司 ｸﾎﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 鎌倉市
1193 1:39:40 2557 中野　剛志 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 神奈川県 藤沢市
1194 1:39:43 9059 大西　恵太郎 ｵｵﾆｼ ｹｲﾀﾛｳ ブラックドッグ 神奈川県 茅ヶ崎市
1195 1:39:43 9290 山口　和之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
1196 1:39:43 2084 渥見　哲也 ｱﾂﾐ ﾃﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
1197 1:39:44 6282 板倉　勝浩 ｲﾀｸﾗ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1198 1:39:47 8259 黒川　純 ｸﾛｶﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 綾瀬市
1199 1:39:52 7221 加藤　雄二 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ モトール競走部 神奈川県 座間市
1200 1:39:56 6232 越智　紀昭 ｵﾁ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 横須賀市
1201 1:39:56 1702 加藤　和久 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ ら・めーる 神奈川県 藤沢市
1202 1:39:56 7917 岡田　剛 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
1203 1:39:57 5886 菅野　吉貢 ｶﾝﾉ ﾖｼﾂｸﾞ 横浜ＤＯＴＳ 神奈川県 横浜市
1204 1:39:57 7939 竹前　信行 ﾀｹﾏｴ ﾉﾌﾞﾕｷ チームかくや 神奈川県 平塚市
1205 1:39:59 7394 石井　謙充 ｲｼｲ ｶﾈﾐﾂ 神奈川県 小田原市
1206 1:40:00 6348 三熊　新治 ﾐｸﾏ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
1207 1:40:03 1758 小沢　宏 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ エコークラブ 神奈川県 藤沢市
1208 1:40:03 5667 宮下　和之 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
1209 1:40:05 7721 内田　道伸 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾁﾉﾌﾞ トゥマホーク 東京都 府中市
1210 1:40:09 6951 肥後　雅行 ﾋｺﾞ ﾏｻﾕｷ アズビル 神奈川県 横浜市
1211 1:40:10 6698 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ ＴＭ・ＣＬＵＢ 神奈川県 茅ヶ崎市
1212 1:40:13 8296 村田　憲仁 ﾑﾗﾀ ﾉﾘﾖｼ 神奈川県 相模原市
1213 1:40:17 1676 永沼　和智 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾄﾓ チームさえ丸 神奈川県 藤沢市
1214 1:40:17 6466 丹野　隆治 ﾀﾝﾉ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 横浜市
1215 1:40:18 1929 鈴木　政彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1216 1:40:21 7702 中村　努 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾄﾑ 神奈川県 茅ヶ崎市
1217 1:40:21 1916 清水　直行 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1218 1:40:23 7496 川崎　隆之 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾕｷ チーム佐藤繁 神奈川県 大磯町
1219 1:40:24 8445 下池　士朗 ｼﾓｲｹ ｼﾛｳ ルアナ 神奈川県 横浜市
1220 1:40:25 8362 坂本　和義 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 平塚市
1221 1:40:27 5498 梶　大則 ｶｼﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市
1222 1:40:27 9210 久岡　宏一 ﾋｻｵｶ ｺｳｲﾁ 東京都 江東区
1223 1:40:29 6671 吉村　通 ﾖｼﾑﾗ ﾄｵﾙ 藤沢市役所 神奈川県 横浜市
1224 1:40:31 1964 大上　幸司 ｵｵｳｴ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1225 1:40:32 2470 後久　佳洋 ｺﾞｷｭｳ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1226 1:40:34 9205 山口　秀男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 秦野市
1227 1:40:35 2613 斎藤　雅巳 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐ 神奈川県 藤沢市
1228 1:40:38 6927 菊地　政彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
1229 1:40:39 1331 後藤　秀和 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ Ｒｕｎｎｅｒｓ 神奈川県 藤沢市
1230 1:40:43 1831 萩原　健司 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1231 1:40:46 6665 藤井　真 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ ロータス 埼玉県 さいたま市
1232 1:40:49 8080 妹尾　徹 ｾﾉｵ ﾄｵﾙ 東京都 大田区
1233 1:40:50 1318 金井　研司 ｶﾅｲ ｹﾝｼﾞ 北高ラン 神奈川県 藤沢市
1234 1:40:51 7977 柏原　一義 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 横須賀市
1235 1:40:51 9157 富田　章夫 ﾄﾐﾀ ｱｷｵ はかたーず 神奈川県 鎌倉市
1236 1:40:58 8092 蔵本　健司 ｸﾗﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
1237 1:40:58 6676 野本　貴志 ﾉﾓﾄ ﾀｶｼ フジクラ 神奈川県 横浜市
1238 1:41:01 8379 渡部　明夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ 東京都 世田谷区
1239 1:41:02 7387 辰己　佳裕 ﾀﾂﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1240 1:41:03 6454 溝口　弘樹 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 神奈川県 大和市
1241 1:41:03 7994 宇佐美　浩司 ｳｻﾐ ﾋﾛｼ ワニ 神奈川県 川崎市
1242 1:41:03 6757 鹿野　憲二 ｼｶﾉ ｹﾝｼﾞ 東京都 東久留米市
1243 1:41:05 7880 岡　正浩 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ 西６走り隊 神奈川県 横浜市
1244 1:41:09 7956 野崎　貴宏 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ メルシャン藤沢 神奈川県 大和市
1245 1:41:10 7439 黒澤　高昭 ｸﾛｻﾜ ﾀｶｱｷ 一般 東京都 小平市
1246 1:41:10 9121 岩尾　安修 ｲﾜｵ ﾔｽﾉﾌﾞ 埼玉県 所沢市
1247 1:41:13 6117 関口　茂 ｾｷｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 東京都 江東区
1248 1:41:13 9105 山口　純一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 川崎市
1249 1:41:15 7918 白木　光彦 ｼﾗｷ ﾐﾂﾋｺ 神奈川県 横浜市
1250 1:41:15 7040 河島　吉成 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾅﾘ 神奈川県 秦野市
1251 1:41:16 6407 山本　尊則 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 横浜市
1252 1:41:17 2156 遠山　修 ﾄｵﾔﾏ ｵｻﾑ 神奈川県 藤沢市
1253 1:41:21 5999 西口　明久 ﾆｼｸﾞﾁ ｱｷﾋｻ 神奈川県 横須賀市
1254 1:41:24 8358 前田　篤志 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 鎌倉市
1255 1:41:26 6649 栗原　紀也 ｸﾘﾊﾗ ﾄｼﾔ 神奈川県 横浜市
1256 1:41:30 2536 市川　聡 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市
1257 1:41:31 1997 川越　洋樹 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾛｷ なぎひなふた 神奈川県 藤沢市



1258 1:41:31 7945 藤富　禎夫 ﾌｼﾞﾄﾐ ﾖｼｵ 東京都 中野区
1259 1:41:32 7690 仁保　修 ﾆﾎ ｵｻﾑ 東京都 新宿区
1260 1:41:33 6517 藤本　英基 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 相模原市
1261 1:41:34 7953 山田　義明 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 全日　湘南支部 神奈川県 逗子市
1262 1:41:36 6968 水野　直樹 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵｷ 神奈川県 横浜市
1263 1:41:36 8898 坂口　嘉道 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼﾐﾁ 神奈川県 川崎市
1264 1:41:39 7322 的場　征史 ﾏﾄﾊﾞ ｾｲｼ 城東体協ＲＣ 栃木県 宇都宮市
1265 1:41:42 7570 今里　昌司 ｲﾏｻﾞﾄ ｼｮｳｼﾞ 東京都 港区
1266 1:41:42 6987 森村　俊行 ﾓﾘﾑﾗ ﾄｼﾕｷ ロ－タス埼玉 埼玉県 上里町
1267 1:41:43 9174 土屋　和也 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾔ ケアコム 神奈川県 相模原市
1268 1:41:49 2368 手塚　浩平 ﾃﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
1269 1:41:50 6171 片岡　直人 ｶﾀｵｶ ﾅｵﾄ ジェロニモ 神奈川県 茅ヶ崎市
1270 1:41:52 7078 佐々木　博 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 東京都 町田市
1271 1:41:52 1048 佐藤　陽一郎 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1272 1:41:54 7389 内山　弘城 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
1273 1:41:56 6586 野田　雄彦 ﾉﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
1274 1:41:56 2462 石綿　啓吾 ｲｼﾜﾀ ｹｲｺﾞ 神奈川県 藤沢市
1275 1:41:57 7738 塚原　由久 ﾂｶﾊﾗ ﾖｼﾋｻ 東京都 江戸川区
1276 1:41:59 7861 中山　桂一 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｲﾁ 神奈川県 横浜市
1277 1:42:00 9222 舟木　寛 ﾌﾅｷ ｶﾝ 神奈川県 茅ヶ崎市
1278 1:42:00 1536 永澤　祥方 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼﾏｻ 神奈川県 藤沢市
1279 1:42:01 1463 山田　幸宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1280 1:42:01 8107 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 福島ユナサポ 神奈川県 鎌倉市
1281 1:42:05 7503 大槻　幹太 ｵｵﾂｷ ｶﾝﾀ 神奈川県 横浜市
1282 1:42:06 7093 高木　克巳 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾐ 神奈川県 横浜市
1283 1:42:06 7395 渡辺　康行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 相模原市
1284 1:42:07 7070 濱崎　真一 ﾊﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ 愛知県 知立市
1285 1:42:15 7196 三浦　敏行 ﾐｳﾗ ﾄｼﾕｷ シントム走友会 神奈川県 横浜市
1286 1:42:19 1346 織田　幸伸 ｵﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 神奈川県 藤沢市
1287 1:42:20 5133 内藤　昌宏 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 渋谷区
1288 1:42:23 8215 中澤　明洋 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 長野県 長野市
1289 1:42:23 5694 村上　雅則 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 相模原市
1290 1:42:25 1673 堀川　真樹 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻｷ チーム木村 神奈川県 藤沢市
1291 1:42:27 7737 若林　竜哉 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 横浜市役所 神奈川県 横浜市
1292 1:42:29 2120 木村　宏 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
1293 1:42:33 1969 河江　伸明 ｶﾜｴ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
1294 1:42:34 9266 寺岡　徹 ﾃﾗｵｶ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市
1295 1:42:35 7074 村上　哲矢 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾂﾔ 福島県 いわき市
1296 1:42:38 8171 齋藤　幸蔵 ｻｲﾄｳ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 川崎市
1297 1:42:39 7289 土田　匡宏 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ （株）豊橋設計 神奈川県 鎌倉市
1298 1:42:42 7908 高地　猛 ｺｳﾁ ﾀｹｼ ＴＥＡＭ２８ 神奈川県 横浜市
1299 1:42:42 9122 重松　智徳 ｼｹﾞﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 鎌倉市
1300 1:42:44 1583 根尾　紀行 ﾈｵ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1301 1:42:45 8077 鯉沼　好人 ｺｲﾇﾏ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 鎌倉市
1302 1:42:46 6518 鈴木　英資 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾓﾄ ＴＡＣ’Ｓ 神奈川県 大和市
1303 1:42:52 2201 福山　洋平 ﾌｸﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 藤沢市
1304 1:42:55 2012 河野　誠 ｺｳﾉ ﾏｺﾄ 神奈川県 藤沢市
1305 1:42:59 7798 加藤　栄一郎 ｶﾄｳ ｴｲｲﾁｴﾛｳ 神奈川県 横浜市
1306 1:42:59 7305 木村　幸人 ｷﾑﾗ ﾕｷﾄ クラブＴＢ 神奈川県 海老名市
1307 1:43:01 8131 吉澤　健太郎 ﾖｼｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 東大和市
1308 1:43:01 2257 入野　克樹 ｲﾘﾉ ｶﾂｷ 神奈川県 藤沢市
1309 1:43:01 6895 鈴木　智 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 東京都 東大和市
1310 1:43:01 5770 武内　滋幹 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞｷ 東京都 板橋区
1311 1:43:01 6575 時田　博行 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1312 1:43:02 9204 園田　正志 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｼ 山梨県 富士吉田市
1313 1:43:05 8206 根津　健 ﾈﾂﾞ ﾀｶｼ 大阪府 堺市
1314 1:43:11 9036 橋本　篤 ﾊｼﾓﾄ ｱﾂｼ チームマックス 東京都 杉並区
1315 1:43:15 7533 金子　誠一 ｶﾈｺ ｾｲｲﾁ ガズレレ相模原 神奈川県 大和市
1316 1:43:16 7283 田原　朝光 ﾀﾊﾗ ﾄﾓﾐﾂ 神奈川県 横浜市
1317 1:43:17 1791 鈴木　敦 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 藤沢市
1318 1:43:18 8275 松井　和彦 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾋｺ 葉山迷走会 神奈川県 逗子市
1319 1:43:23 7143 長谷　大蔵 ﾊｾ ﾀﾞｲｿﾞｳ ホーマ 神奈川県 平塚市
1320 1:43:28 9220 石井　祐一朗 ｲｼｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
1321 1:43:30 1775 高崎　拓哉 ﾀｶｻｷ ﾀｸﾔ 神奈川県 藤沢市
1322 1:43:31 7409 塚崎　恒央 ﾂｶｻｷ ﾂﾈｵｳ 東京都 目黒区
1323 1:43:34 1828 高橋　伸治 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ ジルー 神奈川県 藤沢市
1324 1:43:34 8410 佐藤　浩 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 神奈川県 鎌倉市
1325 1:43:36 6889 渡邉　潮貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｵﾀｶ 東京都 練馬区
1326 1:43:40 6556 斎藤　浩一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 鎌倉市
1327 1:43:40 5603 岡部　雅俊 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
1328 1:43:40 7697 来田　弘昭 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 厚木市
1329 1:43:42 7688 鈴木　明裕 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ ＯＳＪ 神奈川県 鎌倉市
1330 1:43:52 7148 伊藤　卓 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 神奈川県 座間市
1331 1:43:55 7652 川井　清 ｶﾜｲ ｷﾖｼ 神奈川県 座間市



1332 1:43:57 1552 田辺　新一 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 月例南足柄 神奈川県 藤沢市
1333 1:44:03 8883 五百川　豊 ｲｵｶﾜ ﾕﾀｶ 神奈川県 横浜市
1334 1:44:06 9099 井ノ口　政典 ｲﾉｸﾁ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 座間市
1335 1:44:07 6769 平川　健吾 ﾋﾗｶﾜ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 蕨市
1336 1:44:08 7987 大久保　仁晶 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1337 1:44:12 6602 板嶌　晃宏 ｲﾀｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1338 1:44:13 8312 内山　辰宏 ｳﾁﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 西湘親父 静岡県 御殿場市
1339 1:44:13 2189 日野　雅晴 ﾋﾉ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
1340 1:44:14 8072 露木　裕 ﾂﾕｷ ﾕﾀｶ 神奈川県 寒川町
1341 1:44:15 8868 西山　弘志 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 埼玉県 新座市
1342 1:44:15 8500 長谷川　修一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 埼玉県 入間市
1343 1:44:16 7757 相馬　和也 ｿｳﾏ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 横浜市
1344 1:44:16 7770 松谷　弘樹 ﾏﾂﾀﾆ ﾋﾛｷ 神奈川県 横浜市
1345 1:44:20 1901 御原　康史 ﾐﾊﾗ ﾔｽｼ 神奈川県 藤沢市
1346 1:44:21 8008 森下　聡 ﾓﾘｼﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 横浜市
1347 1:44:22 8967 高橋　渉 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 神奈川県 鎌倉市
1348 1:44:23 6284 渡部　高裕 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1349 1:44:23 8441 伊藤　龍太郎 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ ゲオ 東京都 八王子市
1350 1:44:23 7615 東内　岳裕 ﾄｳﾅｲ ﾀｹﾋﾛ 東京都 狛江市
1351 1:44:25 6446 松本　徹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ ＨＲＣ 神奈川県 横浜市
1352 1:44:26 8245 川村　龍一 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 田辺商事 神奈川県 横浜市
1353 1:44:28 1653 菅澤　一郎 ｽｶﾞｻﾜ ｲﾁﾛｳ 鵠沼ボーイズ 神奈川県 藤沢市
1354 1:44:28 7101 菅野　貴充 ｽｶﾞﾉ ﾀｶﾐﾂ 神奈川県 横浜市
1355 1:44:28 9118 堀田　明広 ﾎｯﾀ ｱｷﾋﾛ はかたーず 神奈川県 厚木市
1356 1:44:30 6249 佐久間　稔 ｻｸﾏ ﾐﾉﾙ 東京都 渋谷区
1357 1:44:30 1367 川合　広和 ｶﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
1358 1:44:31 6227 島村　和彰 ｼﾏﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 鎌倉市
1359 1:44:42 6521 中野　健太郎 ﾅｶﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 岩戸 神奈川県 横浜市
1360 1:44:44 8372 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 横須賀市
1361 1:44:49 7762 後藤　一之 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ アステック 東京都 狛江市
1362 1:44:56 6574 矢倉　康二 ﾔｸﾞﾗ ｺｳｼﾞ 大阪府 東大阪市
1363 1:44:57 1459 伊澤　彰弘 ｲｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ えんどう村ＲＣ 神奈川県 藤沢市
1364 1:44:57 7821 成瀬　啓 ﾅﾙｾ ｹｲ 宮城県 栗原市
1365 1:44:58 6999 立花　達也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 神奈川県 横浜市
1366 1:44:58 6298 山本　真人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ とん平 神奈川県 横浜市
1367 1:44:59 8151 川崎　修一 ｶﾜｻｷ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 川崎市
1368 1:45:03 1311 斉藤　慶二 ｻｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1369 1:45:08 2153 相田　貞継 ｱｲﾀﾞ ｻﾀﾞﾂｸﾞ すももゆーとぴ 神奈川県 藤沢市
1370 1:45:10 2586 森山　剛 ﾓﾘﾔﾏ ﾂﾖｼ 神奈川県 藤沢市
1371 1:45:13 7014 中村　裕 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 神奈川県 茅ヶ崎市
1372 1:45:16 6802 國木田　実 ｸﾆｷﾀﾞ ﾐﾉﾙ 優歩 神奈川県 海老名市
1373 1:45:20 7990 小細　宏人 ｵﾎﾞｿ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 横浜市
1374 1:45:24 7875 臼井　裕二 ｳｽｲ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 海老名市
1375 1:45:25 7117 菊地　忠 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
1376 1:45:26 2092 人見　徹 ﾋﾄﾐ ﾄｵﾙ 神奈川県 藤沢市
1377 1:45:29 2610 森谷　弘之 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1378 1:45:35 7102 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 神奈川県 鎌倉市
1379 1:45:37 2147 中川　哲也 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 旭広告社 神奈川県 藤沢市
1380 1:45:38 5706 君塚　正幸 ｷﾐﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ ＴＯＫＫＩＩ 埼玉県 寄居町
1381 1:45:39 7400 内藤　敏彦 ﾅｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
1382 1:45:41 1772 福久　浩人 ﾌｸﾋｻ ﾋﾛﾄ 神奈川県 藤沢市
1383 1:45:42 1925 友野　順章 ﾄﾓﾉ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 藤沢市
1384 1:45:43 2417 小川　勝也 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
1385 1:45:44 6201 金子　武志 ｶﾈｺ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
1386 1:45:47 7980 森　武仁 ﾓﾘ ﾀｹﾋﾄ 北海道 札幌市
1387 1:45:47 7776 山田　一仁 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 釧路町 北海道 釧路市
1388 1:45:47 8258 成田　和弘 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ リヴェルト京都 京都府 京都市
1389 1:45:49 2155 青木　昌章 ｱｵｷ ﾏｻｱｷ 神奈川県 藤沢市
1390 1:45:52 9256 澤田　環 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾏｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1391 1:46:03 7432 蔡　洋 ｻｲ ﾖｳ 東京都 中央区
1392 1:46:05 7207 細江　俊介 ﾎｿｴ ｼｭﾝｽｹ 東京都 豊島区
1393 1:46:05 8980 山本　忠志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
1394 1:46:08 7882 田中　穂積 ﾀﾅｶ ﾎｽﾞﾐ 神奈川県 海老名市
1395 1:46:09 7257 新田　眞也 ﾆｯﾀ ｼﾝﾔ 神奈川県 横浜市
1396 1:46:09 8250 岡庭　久 ｵｶﾆﾜ ﾋｻｼ 神奈川県 相模原市
1397 1:46:09 7976 高橋　立 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾙ 神奈川県 横浜市
1398 1:46:10 8479 栗田　定宏 ｸﾘﾀ ｻﾀﾞﾋﾛ 東京都 渋谷区
1399 1:46:11 7442 三根　芳文 ﾐﾈ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 逗子市
1400 1:46:12 7997 村田　良一 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 大田区
1401 1:46:16 6989 並木　孝行 ﾅﾐｷ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1402 1:46:18 7513 西澤　康彦 ﾆｼｻﾞﾜ ﾔｽﾋｺ ＫＲＣ 神奈川県 横浜市
1403 1:46:20 7502 齋藤　嘉人 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 横浜市
1404 1:46:27 8248 岡田　智幸 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 横浜市
1405 1:46:27 2305 島崎　誠 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 藤沢市



1406 1:46:28 2597 杉浦　歩 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾕﾑ 神奈川県 藤沢市
1407 1:46:29 6447 鋤柄　康司 ｽｷｶﾞﾗ ｺｳｼﾞ 神奈川県 鎌倉市
1408 1:46:32 2145 井之川　俊介 ｲﾉｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 旭広告社 神奈川県 藤沢市
1409 1:46:35 1645 宮崎　隆行 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1410 1:46:36 2500 吉澤　成巳 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅﾙﾐ 神奈川県 藤沢市
1411 1:46:36 7528 地引　浩之 ｼﾞﾋﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 平塚市
1412 1:46:36 7879 藤波　潤 ﾌｼﾞﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 三浦市
1413 1:46:40 2404 渡邉　崇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ ５ランナーズ 神奈川県 藤沢市
1414 1:46:44 2286 福田　宏二 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1415 1:46:47 8402 加藤　博規 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ ＤＡＩＫＥＮ 静岡県 静岡市
1416 1:46:47 9032 生島　喜大 ｲｸｼﾏ ﾖｼﾋﾛ チガトラ 神奈川県 茅ヶ崎市
1417 1:46:49 1356 小林　直人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ いけがみ 神奈川県 藤沢市
1418 1:46:51 6852 桐山　誠司 ｷﾘﾔﾏ ｾｲｼﾞ 汐パシ 神奈川県 茅ヶ崎市
1419 1:46:54 6935 佐伯　佳幸 ｻｴｷ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 横浜市
1420 1:46:59 2057 多田　壮一 ﾀﾀﾞ ｿｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1421 1:47:01 8051 松村　純 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝ マリサポ陸上部 神奈川県 鎌倉市
1422 1:47:01 1822 伊藤　誠一 ｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1423 1:47:04 9219 中島　浩二 ﾅｶｼﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 小平市
1424 1:47:07 2178 萩原　慶一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1425 1:47:16 8181 岩佐　洋 ｲﾜｻ ﾋﾛｼ ＴＭＥＩＣ 東京都 日野市
1426 1:47:16 8952 吉澤　祐一 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 八王子市
1427 1:47:16 9185 酒井　学 ｻｶｲ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 八王子市
1428 1:47:21 8257 小山田　健一 ｵﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 日立製作所 神奈川県 横浜市
1429 1:47:29 9169 三輪　学 ﾐﾜ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 横浜市
1430 1:47:33 8841 長谷川　宗太郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳﾀﾛｳ 千葉県 松戸市
1431 1:47:35 7689 上田　孝 ｳｴﾀﾞ ﾀｶｼ 千葉県 千葉市
1432 1:47:40 7015 石田　重和 ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ ハゲクラブ 東京都 多摩市
1433 1:47:58 6279 向井　直紀 ﾑｶｲ ﾅｵｷ 神奈川県 座間市
1434 1:48:01 7521 中里　裕史 ﾅｶｻﾄ ﾋﾛﾌﾐ なかちゃん 東京都 北区
1435 1:48:02 9030 岩瀬　正則 ｲﾜｾ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 横浜市
1436 1:48:02 8113 下原　浩 ｼﾓﾊﾗ ﾋﾛｼ 三菱電機照明 神奈川県 横浜市
1437 1:48:04 8326 竹内　邦彦 ﾀｹｳﾁ ｸﾆﾖｼ 神奈川県 横浜市
1438 1:48:04 9226 明尾　賢 ｱｹｵ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 横浜市
1439 1:48:06 9062 横溝　篤 ﾖｺﾐｿﾞ ｱﾂｼ 東京都 八王子市
1440 1:48:08 1521 坪田　耕二 ﾂﾎﾞﾀ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1441 1:48:16 7585 三橋　直和 ﾐﾂﾊｼ ﾅｵｶｽﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
1442 1:48:19 5651 浅野　昌芳 ｱｻﾉ ﾏｻﾖｼ 川剣ランクラブ 神奈川県 川崎市
1443 1:48:22 2515 長谷川　峰夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｵ 神奈川県 藤沢市
1444 1:48:24 1931 高橋　伸二 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1445 1:48:26 8463 村松　孝則 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾉﾘ 山梨県 南ｱﾙﾌﾟｽ市
1446 1:48:31 9252 清原　聡 ｷﾖﾊﾗ ｱｷﾗ 東京都 中央区
1447 1:48:31 5649 寺本　和彦 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ ニコニコ会 東京都 世田谷区
1448 1:48:33 6673 松下　俊幸 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾕｷ チーム三田工業 神奈川県 茅ヶ崎市
1449 1:48:33 7597 太田　朋宏 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1450 1:48:34 8223 佐々木　良 ｻｻｷ ﾘｮｳ ささき薬局 神奈川県 横須賀市
1451 1:48:35 2331 稲垣　潤 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 藤沢市
1452 1:48:37 6211 石原　慎二 ｲｼﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
1453 1:48:39 9190 松久保　秀昭 ﾏﾂｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｱｷ エフ・デザイン 神奈川県 横浜市
1454 1:48:42 7079 高木　慎一 ﾀｶｷﾞ ｼﾝｲﾁ ぱぱっとくらぶ 東京都 町田市
1455 1:48:44 7475 仲西　浩一 ﾅｶﾆｼ ｺｳｲﾁ 神奈川県 川崎市
1456 1:48:45 2159 岩倉　光隆 ｲﾜｸﾗ ﾐﾂﾀｶ 神奈川県 藤沢市
1457 1:48:46 7640 横井　猛 ﾖｺｲ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜市
1458 1:48:56 2166 桑原　直也 ｸﾜﾊﾗ ﾅｵﾔ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
1459 1:48:59 6169 中山　憲司 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ ＨＭＤクラブ 神奈川県 横須賀市
1460 1:48:59 8446 清水　雄一郎 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 町田市
1461 1:48:59 9230 荒川　直秀 ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾋﾃﾞ 神奈川県 大和市
1462 1:49:00 8225 鎌賀　克弘 ｶﾏｶﾞ ｶﾂﾋﾛ 鎌倉走行大隊 神奈川県 鎌倉市
1463 1:49:00 1730 久世　浩一 ｸｾﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1464 1:49:00 5933 岩瀬　武志 ｲﾜｾ ﾀｹｼ 会社員 神奈川県 横浜市
1465 1:49:02 9083 外山　歩 ﾄﾔﾏ ｱﾕﾐ 神奈川県 横浜市
1466 1:49:04 7111 西脇　和彦 ﾆｼﾜｷ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市
1467 1:49:05 2584 安田　仁志 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾄｼ ステップ 神奈川県 藤沢市
1468 1:49:06 1982 伊藤　崇久 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ チームキタムラ 神奈川県 藤沢市
1469 1:49:09 7632 林　靖之 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ 千葉県 浦安市
1470 1:49:11 9179 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市
1471 1:49:19 8208 池田　博信 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ タイガーマスク 高知県 高知市
1472 1:49:19 7314 市橋　康仁 ｲﾁﾊｼ ﾔｽﾋﾄ 湘南にこにこ会 東京都 豊島区
1473 1:49:22 9082 渡辺　亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 東京都 豊島区
1474 1:49:28 7829 宍戸　順治 ｼｼﾄﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市
1475 1:49:31 2221 金子　繁忠 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾀﾀﾞ エムエスティ 神奈川県 藤沢市
1476 1:49:39 7907 清水　創 ｼﾐｽﾞ ｱﾗﾀ 神奈川県 横須賀市
1477 1:49:43 8884 岩佐　雄一 ｲﾜｻ ﾕｳｲﾁ ＥＮＥＯＳ 千葉県 市川市
1478 1:49:44 2310 五島　豊 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ 西方 神奈川県 藤沢市
1479 1:49:44 6812 安西　清貴 ｱﾝｻﾞｲ ｷﾖﾀｶ 神奈川県 横浜市



1480 1:49:46 2239 杉山　宏彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾋｺ ルイ 神奈川県 藤沢市
1481 1:49:47 7458 石川　高広 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 茅ヶ崎市
1482 1:49:47 7418 たかぎ　ただし ﾀｶｷﾞ ﾀﾀﾞｼ ランジョグ 神奈川県 大和市
1483 1:49:49 1987 鈴木　克也 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 神奈川県 藤沢市
1484 1:49:49 8468 亀田　清重 ｶﾒﾀﾞ ｷﾖｼｹ 神奈川県 横浜市
1485 1:49:58 2078 加藤　和宏 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1486 1:50:02 1988 礒部　秀博 ｲｿﾍﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1487 1:50:05 6656 田中　幸治 ﾀﾅｶ ﾕｷﾊﾙ 神奈川県 茅ヶ崎市
1488 1:50:12 1812 大室　貴一 ｵｵﾑﾛ ｷｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1489 1:50:13 8996 神山　智敬 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 小田原市
1490 1:50:17 6537 鈴木　良 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
1491 1:50:19 8081 関谷　孝 ｾｷﾔ ﾀｶｼ 神奈川県 茅ヶ崎市
1492 1:50:22 7832 小山田　信一 ｵﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
1493 1:50:28 5689 高梨　紀 ﾀｶﾅｼ ｵｻﾑ 東京都 港区
1494 1:50:31 2441 時藤　桂輔 ﾄｷﾄｳ ｹｲｽｹ 神奈川県 藤沢市
1495 1:50:32 8794 佐口　武史 ｻｸﾞﾁ ﾀｹｼ 神奈川県 厚木市
1496 1:50:33 9258 大関　潤 ｵｵｾｷ ｼﾞｭﾝ 静岡県 浜松市
1497 1:50:35 6866 藤田　憲浩 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1498 1:50:38 7782 橋本　吉弘 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ チームＡＭＯ 東京都 町田市
1499 1:50:46 6601 寺戸　慶太 ﾃﾗﾄﾞ ｹｲﾀ 神奈川県 平塚市
1500 1:50:50 1650 横倉　浩幸 ﾖｺｸﾗ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1501 1:51:04 7659 鈴木　正純 ｽｽﾞｷ ﾏｻｽﾞﾐ ＦＦＬ 神奈川県 茅ヶ崎市
1502 1:51:04 8408 山名　玲吉 ﾔﾏﾅ ﾚｲｷﾁ 神奈川県 横浜市
1503 1:51:11 8534 坪井　俊一 ﾂﾎﾞｲ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 江戸川区
1504 1:51:17 7796 古屋　崇 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市
1505 1:51:18 6450 村上　欣也 ﾑﾗｶﾐ ｷﾝﾔ 神奈川県 海老名市
1506 1:51:18 9170 清水　良浩 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 さいたま市
1507 1:51:20 8152 松野　亜希彦 ﾏﾂﾉ ｱｷﾋｺ 神奈川県 茅ヶ崎市
1508 1:51:22 8301 田村　雅幸 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 川口市
1509 1:51:23 5872 藤原　紀博 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘﾋﾛ 神奈川県 大和市
1510 1:51:24 7497 桂木　隆 ｶﾂﾗｷﾞ ﾀｶｼ 東京都 町田市
1511 1:51:29 7374 服部　厚一 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 神奈川県 横浜市
1512 1:51:30 8934 中村　昌之 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 横浜市
1513 1:51:30 2082 上田　洋二 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1514 1:51:31 8368 内海　要一 ｳﾂﾐ ﾖｳｲﾁ 東京都 町田市
1515 1:51:37 6887 外村　佳久 ﾄﾉﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 横浜市
1516 1:51:37 1728 根岸　宏二 ﾈｷﾞｼ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1517 1:51:44 2316 小林　秀明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
1518 1:51:48 7212 樋口　真一 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市
1519 1:51:48 6715 大賀　幸雄 ｵｵｶﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 鎌倉市
1520 1:51:53 7059 吉田　達也 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 横浜市
1521 1:51:59 8283 草分　淳 ｸｻﾜｹ ｼﾞｭﾝ 愛知県 名古屋市
1522 1:52:03 8535 後藤　慎太郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 逗子市
1523 1:52:05 9150 土屋　澄生 ﾂﾁﾔ ｽﾐｵ 神奈川県 逗子市
1524 1:52:05 1953 堀之内　裕丈 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾋﾛﾀｹ 神奈川県 藤沢市
1525 1:52:15 7194 相原　則秋 ｱｲﾊﾗ ﾉﾘｱｷ ＤＥＣＣＳ 神奈川県 大和市
1526 1:52:16 8211 吉田　智之 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 東京都 板橋区
1527 1:52:17 6818 松岡　宏 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｼ 東京都 品川区
1528 1:52:18 8217 為国　健 ﾀﾒｸﾆ ﾀｹｼ オレンジセオリ 神奈川県 横浜市
1529 1:52:26 5762 篠原　将門 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾄ 東京都 目黒区
1530 1:52:32 7683 松崎　竜次 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ アイエックス 神奈川県 小田原市
1531 1:52:33 7551 鈴木　知規 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 川崎市
1532 1:52:33 2186 井上　隆 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 神奈川県 藤沢市
1533 1:52:36 2401 大道　隆久 ｵｵﾐﾁ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 藤沢市
1534 1:52:42 8069 三村　彰 ﾐﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 川崎市
1535 1:52:43 8494 薮口　勝 ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 神奈川県 横浜市
1536 1:52:43 2060 富永　一広 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1537 1:52:50 2383 鎌田　裕司 ｶﾏﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1538 1:52:57 6047 橋川　誠男 ﾊｼｶﾜ ﾅﾘｵ 神奈川県 横浜市
1539 1:53:07 7431 的場　達也 ﾏﾄﾊﾞ ﾀﾂﾔ 湘南江ノ島ラン 神奈川県 平塚市
1540 1:53:07 1050 杉　孝広 ｽｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1541 1:53:12 7857 遠藤　敏秋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ 神奈川県 川崎市
1542 1:53:12 7971 瀧田　誠一 ﾀｷﾀﾞ ｾｲｲﾁ 石川県 金沢市
1543 1:53:17 7511 荒井　勝之 ｱﾗｲ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 横浜市
1544 1:53:17 8260 宇田川　裕 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 埼玉県 さいたま市
1545 1:53:17 8321 板東　芳博 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1546 1:53:24 8007 金　富相 ｷﾑ ﾌﾞｻﾝ 白鷗 東京都 荒川区
1547 1:53:24 9165 大城　雅之 ｵｵｼﾛ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 横浜市
1548 1:53:24 2348 片桐　則和 ｶﾀｷﾞﾘ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
1549 1:53:32 7992 石崎　雄司 ｲｼｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 大田区
1550 1:53:57 8417 塚田　武 ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ ＡＨＣグループ 東京都 世田谷区
1551 1:54:00 7735 古谷　雄哉 ﾌﾙﾔ ﾕｳｻｲ サザンランナー 神奈川県 横浜市
1552 1:54:01 8207 樋地　朗 ﾋﾁ ｱｷﾗ 神奈川県 茅ヶ崎市
1553 1:54:06 7175 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市



1554 1:54:08 7940 江崎　達也 ｴｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ルネ石神井公園 東京都 練馬区
1555 1:54:08 6713 伊勢本　健一郎 ｲｾﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 茅ヶ崎市
1556 1:54:10 9291 横田　新治 ﾖｺﾀ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 朝霞市
1557 1:54:17 7152 福岡　哲哉 ﾌｸｵｶ ﾃﾂﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市
1558 1:54:26 7951 瀬戸　晋 ｾﾄ ｽｽﾑ 西高セブン 神奈川県 鎌倉市
1559 1:54:27 9197 牧野　正浩 ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
1560 1:54:32 2287 三觜　治彦 ﾐﾂﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1561 1:54:33 6486 河田　拓幸 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市
1562 1:54:38 2264 藤崎　倫久 ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾋｻ 神奈川県 藤沢市
1563 1:54:39 8122 青木　隆夫 ｱｵｷ ﾀｶｵ 台風倶楽部 神奈川県 茅ヶ崎市
1564 1:54:41 7562 湖山　勝志 ｺﾔﾏ ｶﾂｼ 神奈川県 横浜市
1565 1:54:44 8518 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 茅ヶ崎市
1566 1:55:04 8525 野口　圭介 ﾉｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 米軍厚木基地 神奈川県 綾瀬市
1567 1:55:04 2406 金森　和彦 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞﾋｺ 茅ヶ崎南口升源 神奈川県 藤沢市
1568 1:55:15 6890 藤原　克也 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾔ 東京都 墨田区
1569 1:55:20 1983 内野　正登 ｳﾁﾉ ﾏｻﾄ 神奈川県 藤沢市
1570 1:55:25 8562 菅尾　孝治 ｽｶﾞｵ ｺｳｼﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
1571 1:55:27 8213 佐藤　茂行 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
1572 1:55:37 6424 光平　規之 ﾐﾂﾋﾗ ﾉﾘﾕｷ 鎌楽会 神奈川県 鎌倉市
1573 1:55:37 1760 小出　敏郎 ｺｲﾃﾞ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1574 1:55:42 8294 史　賢周 ｼ ｹﾝｼｭｳ 伊藤忠商事 大阪府 吹田市
1575 1:55:56 1571 土橋　智宏 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1576 1:55:56 1626 得田　謙介 ﾄｸﾀﾞ ｹﾝｽｹ 神奈川県 藤沢市
1577 1:55:58 2074 野呂　嘉宏 ﾉﾛ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1578 1:56:01 2585 尾崎　賢三 ｵｻﾞｷ ｹﾝｿﾞｳ 神奈川県 藤沢市
1579 1:56:02 1956 杉浦　祥行 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1580 1:56:06 7902 田口　昌弘 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横浜市
1581 1:56:07 2386 田中　智 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ ＫＦＰ 神奈川県 藤沢市
1582 1:56:13 5954 古舘　徳博 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾉﾘﾋﾛ ふれんどハウス 神奈川県 海老名市
1583 1:56:18 2602 濱野　隆志 ﾊﾏﾉ ﾀｶｼ ＵＲＣ 神奈川県 藤沢市
1584 1:56:22 7073 味澤　将宏 ｱｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 鎌倉市
1585 1:56:39 2243 齊藤　貴生 ｻｲﾄｳ ﾀｶｵ アビサル 神奈川県 藤沢市
1586 1:56:40 2041 加藤　久貴 ｶﾄｳ ﾋｻﾀｶ のうてんき 神奈川県 藤沢市
1587 1:56:46 8519 羽田　健一 ﾊﾀﾞ ｹﾝｲﾁ なかよしクラブ 神奈川県 葉山町
1588 1:56:57 1907 塩川　恵一 ｼｵｶﾜ ｹｲｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1589 1:57:04 7454 秋元　康宏 ｱｷﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 西高セブン 神奈川県 茅ヶ崎市
1590 1:57:08 2211 大川　彰久 ｵｵｶﾜ ｱｷﾋｻ 神奈川県 藤沢市
1591 1:57:09 7610 阿部　栄一 ｱﾍﾞ ｴｲｲﾁ 神奈川県 川崎市
1592 1:57:09 7711 中和　輝彦 ﾅｶﾜ ﾃﾙﾋｺ 神奈川県 伊勢原市
1593 1:57:12 8221 金井　雅彦 ｶﾅｲ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 鎌倉市
1594 1:57:12 7518 岩本　昭徳 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 大和市
1595 1:57:13 7791 福　由孝 ﾌｸ ﾕﾀｶ 東京都 練馬区
1596 1:57:19 7786 神保　純司 ｼﾞﾝﾎﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 小田原市
1597 1:57:20 6123 木村　功一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 飲むのだいすき 東京都 町田市
1598 1:57:22 2190 伊豆原　孝 ｲｽﾞﾊﾗ ﾀｶｼ ＪＰＳＡ湘南 神奈川県 藤沢市
1599 1:57:26 2301 秋葉　浩 ｱｷﾊﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
1600 1:57:26 7271 樫山　健一 ｶｼﾔﾏ ｹﾝｲﾁ チームＴＫＢ 神奈川県 秦野市
1601 1:57:31 2340 田子　好文 ﾀｺﾞ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 藤沢市
1602 1:57:32 6472 館越　毅志 ﾀﾃｺｼ ﾂﾖｼ 神奈川県 横浜市
1603 1:57:36 7291 吉田　哲浩 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ モス 埼玉県 さいたま市
1604 1:57:40 2333 大橋　剛 ｵｵﾊｼ ﾂﾖｼ 神奈川県 藤沢市
1605 1:57:42 7277 永田　紀孝 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾘﾀｶ 神奈川県 鎌倉市
1606 1:57:47 7756 竹内　慎 ﾀｹｳﾁ ｼﾝ 神奈川県 横浜市
1607 1:57:47 2297 小林　慶太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 神奈川県 藤沢市
1608 1:57:57 2539 佐藤　裕作 ｻﾄｳ ﾕｳｻｸ 神奈川県 藤沢市
1609 1:57:57 1941 藤原　強 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ ＮＴＴデータ 神奈川県 藤沢市
1610 1:57:58 7805 小林　賢一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 明治大学校友会 神奈川県 茅ヶ崎市
1611 1:58:07 8325 吉村　英生 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 東京都 稲城市
1612 1:58:16 2114 江戸谷　昌道 ｴﾄﾞﾔ ﾏｻﾐﾁ 神奈川県 藤沢市
1613 1:58:20 2008 鈴木　孝義 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 藤沢市
1614 1:58:21 2594 竹内　寿雄 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｵ 神奈川県 藤沢市
1615 1:58:36 8471 石井　正克 ｲｼｲ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 横浜市
1616 1:59:00 7772 最上　友成 ﾓｶﾞﾐ ﾄﾓﾅﾘ 最上かまぼこ店 富山県 小矢部市
1617 1:59:22 8453 後藤　徳夫 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘｵ 神奈川県 寒川町
1618 1:59:25 8563 加藤　恭太郎 ｶﾄｳ ｷｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 厚木市
1619 1:59:34 2196 千葉　規晴 ﾁﾊﾞ ﾉﾘﾊﾙ 神奈川県 藤沢市
1620 1:59:42 2635 神田　剛史 ｶﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ 神奈川県 藤沢市
1621 1:59:48 7042 張替　良太 ﾊﾘｶｴ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 横浜市
1622 1:59:54 5947 河原　功 ｶﾜﾊﾗ ｲｻｵ 神奈川県 横浜市
1623 1:59:55 7350 鬼束　和義 ｵﾆﾂｶ ｶｽﾞﾖｼ 海公 神奈川県 横浜市
1624 2:00:02 7555 柿本　純二 ｶｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 富士通 神奈川県 川崎市
1625 2:00:09 7746 伊藤　豊樹 ｲﾄｳ ﾄﾖｷ 神奈川県 大和市
1626 2:00:24 7858 伊藤　進 ｲﾄｳ ｽｽﾑ 神奈川県 寒川町
1627 2:00:34 7123 佐々木　恒充 ｻｻｷ ﾂﾈﾐﾂ 神奈川県 伊勢原市



1628 2:00:39 8389 藤原　由典 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 平塚市
1629 2:00:51 9264 小川　茂 ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 平塚市
1630 2:00:55 2001 山口　真樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 神奈川県 藤沢市
1631 2:01:07 2198 霜島　正臣 ｼﾓｼﾞﾏ ﾏｻｵﾐ 神奈川県 藤沢市
1632 2:01:07 7775 安中　淳武 ｱﾝﾅｶ ｱﾂﾑ 東京都 足立区
1633 2:01:10 7941 加藤　芳洋 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 平塚市
1634 2:01:13 2369 片貝　圭作 ｶﾀｶﾞｲ ｹｲｻｸ パタレ 神奈川県 藤沢市
1635 2:01:14 6709 齋藤　敏明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 神奈川県 川崎市
1636 2:01:31 7999 笠置　昌彦 ｶｻｷﾞ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 横浜市
1637 2:01:32 7281 齋藤　雅史 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾌﾞﾐ 鎌学西湘麗親愚 神奈川県 茅ヶ崎市
1638 2:01:34 2403 村上　浩亨 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｽｹ 相生町ランナズ 神奈川県 藤沢市
1639 2:01:39 8353 梅澤　晃幸 ｳﾒｻﾞﾜ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 逗子市
1640 2:01:40 6716 山崎　龍一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 寒川町
1641 2:01:50 2019 庄司　誠吾 ｼｮｳｼﾞ ｾｲｺﾞ メルシャン藤沢 神奈川県 藤沢市
1642 2:01:50 6473 小崎　幸樹 ｺｻﾞｷ ｺｳｷ ＵＦＴ 神奈川県 鎌倉市
1643 2:01:54 6624 荻原　昌之 ｵｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾕｷ あさがお児童ク 神奈川県 横浜市
1644 2:01:56 2639 平田　哲 ﾋﾗﾀ ﾃﾂ 神奈川県 藤沢市
1645 2:01:58 8304 西川　真帆 ﾆｼｶﾜ ﾏﾎ ふじソフト企画 神奈川県 相模原市
1646 2:02:01 8396 鈴木　洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 大磯町
1647 2:02:06 2415 西村　東介 ﾆｼﾑﾗ ﾄｳｽｹ 神奈川県 藤沢市
1648 2:02:08 8442 関　浩二 ｾｷ ｺｳｼﾞ 神奈川県 鎌倉市
1649 2:02:09 8549 坪田　雄二 ﾂﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市
1650 2:02:14 8424 市川　敏 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ ダチョウ倶楽部 神奈川県 茅ヶ崎市
1651 2:02:20 2103 鈴木　克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 藤沢市
1652 2:02:26 7981 瀬能　憲利 ｾﾉｳ ｶｽﾞﾄｼ サン・フレア 東京都 町田市
1653 2:02:34 1830 森　雅一 ﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 藤沢市
1654 2:02:35 2055 高野　幸一 ﾀｶﾉ ｺｳｲﾁ ｔｓｓｃ 神奈川県 藤沢市
1655 2:02:39 2278 平　高行 ﾀｲﾗ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1656 2:02:49 1603 髙松　誠 ﾀｶﾏﾂ ﾏｺﾄ 神奈川県 藤沢市
1657 2:02:53 8231 藤田　義夫 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｵ チームぶたさる 神奈川県 鎌倉市
1658 2:02:54 9146 岡田　正仁 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 東京都 港区
1659 2:03:00 2277 木村　修 ｷﾑﾗ ｵｻﾑ 神奈川県 藤沢市
1660 2:03:02 2337 小又　真太郎 ｺﾏﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 藤沢市
1661 2:03:05 9267 たかだ　なかなり ﾀｶﾀﾞ ﾅｶﾅﾘ 神奈川県 二宮町
1662 2:03:09 1143 杉本　久 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋｻｼ 神奈川県 藤沢市
1663 2:03:13 5558 小笠原　信 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｺﾄ 豊洲ＲＣ 東京都 中央区
1664 2:03:43 6682 益田　誉治 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 横浜市
1665 2:03:48 8170 岩井　幸夫 ｲﾜｲ ﾕｷｵ 神奈川県 小田原市
1666 2:04:48 8502 安西　和之 ｱﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市
1667 2:05:08 8423 松岡　淨太郎 ﾏﾂｵｶ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 神奈川県 平塚市
1668 2:05:25 8125 関　弘行 ｾｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 平塚市
1669 2:05:34 2258 伊串　亮二 ｲｸﾞｼ ﾘｮｳｼﾞ ＩＴＣ―Ｒ 神奈川県 藤沢市
1670 2:05:40 7916 岩下　俊幸 ｲﾜｼﾀ ﾄｼﾕｷ りとるぶる～ 神奈川県 川崎市
1671 2:05:45 2378 高木　一幸 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1672 2:06:38 9063 佐藤　文雄 ｻﾄｳ ﾌﾐｵ （株）高田屋 神奈川県 大和市
1673 2:06:43 2302 石井　嘉一 ｲｼｲ ﾖｼｶｽﾞ オレンジ 神奈川県 藤沢市
1674 2:06:51 7112 菅原　義文 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 相模原市
1675 2:07:16 2447 西尾　仁志 ﾆｼｵ ﾋﾄｼ 神奈川県 藤沢市
1676 2:07:46 7278 知見寺　直樹 ﾁｹﾝｼﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 茅ヶ崎市
1677 2:07:48 6531 松戸　康彰 ﾏﾂﾄﾞ ﾔｽｱｷ 茅ヶ崎ＣＣＩ 神奈川県 茅ヶ崎市
1678 2:08:05 8307 河　郁京 ｶﾜ ｲｸｷｮｳ 神奈川県 鎌倉市
1679 2:08:35 2064 渡部　均 ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾄｼ なぎさパーク 神奈川県 藤沢市
1680 2:08:38 8387 阿部　孝宏 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ＭＭＫＴ 神奈川県 鎌倉市
1681 2:08:51 7814 岡部　福雄 ｵｶﾍﾞ ﾌｸｵ 神奈川県 横浜市
1682 2:08:56 8426 山本　真 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 埼玉県 さいたま市
1683 2:09:06 2313 垣原　裕史 ｶｷﾊﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
1684 2:09:29 2418 伊藤　利也 ｲﾄｳ ﾄｼﾔ 神奈川県 藤沢市
1685 2:09:32 8509 前田　秋勝 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾏｻ 神奈川県 小田原市
1686 2:10:13 2320 小松　亮一 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市
1687 2:10:29 8399 宮田　聡 ﾐﾔﾀ ｻﾄｼ 静岡県 函南町
1688 2:10:38 7494 丸岡　文博 ﾏﾙｵｶ ﾌﾐﾋﾛ なし 埼玉県 蓮田市
1689 2:10:39 2532 伊藤　昌 ｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 藤沢市
1690 2:10:47 2267 小嶋　一良 ｺｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ ＰＡＲＣ 神奈川県 藤沢市
1691 2:11:00 2605 鴨打　英明 ｶﾓｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 藤沢市
1692 2:11:10 2475 高島　典宏 ﾀｶｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ 神奈川県 藤沢市
1693 2:11:15 2456 塩井　洋 ｼｵ ﾋﾛｼ 神奈川県 藤沢市
1694 2:11:40 6786 皿嶋　明彦 ｻﾗｼﾏ ｱｷﾋｺ ランドルフィン 神奈川県 横浜市
1695 2:12:04 8499 鈴木　雅之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ すず食 神奈川県 茅ヶ崎市
1696 2:12:12 2484 木村　敦斉 ｷﾑﾗ ｱﾂﾅﾘ 神奈川県 藤沢市
1697 2:12:26 7983 横畠　豊 ﾖｺﾊﾞﾀｹ ﾕﾀｶ 横浜スマイル 神奈川県 横浜市
1698 2:13:10 7943 小林　直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ ＢＳマラソン部 神奈川県 横浜市
1699 2:13:20 2073 山本　幸司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1700 2:13:39 2376 本多　宏行 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 藤沢市
1701 2:14:03 2497 松村　哲 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 藤沢市



1702 2:14:42 2063 長谷部　俊一 ﾊｾﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ 大東建託 神奈川県 藤沢市
1703 2:15:18 2644 榊原　健 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝ ＴＯＴＯ 神奈川県 藤沢市
1704 2:15:20 8388 根岸　利光 ﾈｷﾞｼ ﾄｼﾐﾂ 千葉県 船橋市
1705 2:15:22 6750 福島　伸一 ﾌｸｼﾏ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 川崎市
1706 2:15:28 2327 三島　洋介 ﾐｼﾏ ﾖｳｽｹ 三島夫婦 神奈川県 藤沢市
1707 2:15:43 9270 鷹合　喜孝 ﾀｶｱｲ ﾖｼﾀｶ ＵＭＣ 神奈川県 横須賀市
1708 2:17:51 8498 奥田　勲 ｵｸﾀﾞ ｲｻｵ 栃木県 佐野市
1709 2:18:39 2616 村田　和紀 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 藤沢市
1710 2:18:56 8306 佐藤　繁樹 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ （株）淺沼組 神奈川県 大和市
1711 2:19:04 2389 斎藤　健二 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 藤沢市
1712 2:19:32 8168 斉木　仁志 ｻｲｷ ﾋﾄｼ 神奈川県 海老名市
1713 2:19:55 2464 河合　尚樹 ｶﾜｲ ﾅｵｷ 神奈川県 藤沢市
1714 2:20:14 2172 山岸　悟 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄﾙ ＦマリノスＲＣ 神奈川県 藤沢市
1715 2:20:59 7060 金子　昭彦 ｶﾈｺ ｱｷﾋｺ 神奈川県 鎌倉市
1716 2:22:12 8440 山口　淳 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 六会幼稚園 神奈川県 相模原市


