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順位 No

氏 名 氏名ｶﾅ 市町村名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 5001 生方 勇気 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳｷ 愛川町 田代みじんこ 0:15:34

2 5002 中村 卓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 厚木市 相州健児 0:16:14

3 5003 鳥海 啓 ﾄﾘｳﾐ ﾋﾛﾑ 伊勢原市 0:16:38

4 5012 五十島 秀平 ｲｶﾞｼﾏ ｼｭｳﾍｲ 山北町 0:16:41

5 5005 田口 裕之 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 川崎市 川崎市 0:16:46

6 5004 西坂 昂也 ﾆｼｻﾞｶ ｺｳﾔ 愛川町 0:16:58

7 5014 横坂 卓也 ﾖｺｻｶ ﾀｸﾔ 東京都 0:17:01

8 5020 應戸 慎哉 ｵｳﾄ ｼﾝﾔ 大和市 Ｇ２４全員集合 0:17:08

9 5017 入江 和義 ｲﾘｴ ｶｽﾞﾖｼ 平塚市 やおや 0:17:13

10 5011 飯泉 直哉 ｲｲｲｽﾞﾐ ﾅｵﾔ 愛川町 ＢｕｋｋａＳＣ 0:17:39

11 5007 藤井 琢磨 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾏ 相模原市 神奈川県庁 0:17:58

12 5010 細井 柊人 ﾎｿｲ ｼｭｳﾄ 愛川町 相州健児 0:18:03

13 5013 早崎 英幸 ﾊﾔｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 松田町 足柄上郡松田町 0:18:06

14 5009 嶋崎 和哉 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 茅ヶ崎市 0:18:40

15 5006 木藤 敦 ｷﾄｳ ｱﾂｼ 愛川町 みじんこ 0:18:58

16 5019 石田 友樹 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 平塚市 0:19:08

17 5015 石川 直 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｼ 座間市 0:19:10

18 5018 野口 省瑛 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｴｲ 愛川町 明治大学 0:19:13

19 5016 久世 柊治 ｸｾ ｼｭｳｼﾞ 横浜市 0:19:17

20 5008 久世 雅人 ｸｾ ﾏｻﾄ 横浜市 0:19:17

21 5033 白石 浩基 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｷ 厚木市 0:19:40

22 5027 本間 芳雄 ﾎﾝﾏ ﾖｼｵ 横浜市 0:19:51

23 5032 小野寺 巽 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾂﾐ 愛川町 熊坂区育成会 0:20:25

24 5031 松田 敏和 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 愛川町 0:20:25

25 5024 山崎 靖雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｵ 静岡県 0:20:31

26 5094 花田 浩明 ﾊﾅﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 伊勢原市 メガロス大和 0:20:40

27 5035 太田 幹人 ｵｵﾀ ﾐｷﾄ 東京都 0:20:45

28 5038 古川 光平 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾍｲ 相模原市 0:20:51

29 5029 横山 晃生 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾙｵ 厚木市 福山通運 0:21:18

30 5042 伊藤 明久 ｲﾄｳ ｱｷﾋｻ 相模原市 ニチベイ 0:21:50

31 5054 下里 祐章 ｼﾓｻﾄ ｽｹｱｷ 伊勢原市 0:22:05

32 5105 竹内 宏行 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 相模原市 0:22:06

33 5067 稲垣 真也 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝﾔ 平塚市 瀬谷郵便局 0:22:12

34 5023 東田 健志 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ﾀｹｼ 川崎市 Ｔ２６ラン部 0:22:14

35 5037 味水 拓也 ﾐｽｲ ﾀｸﾔ 秦野市 0:22:18

36 5110 沼田 通和 ﾇﾏﾀ ﾐﾁｶｽﾞ 厚木市 0:22:22

37 5041 熊坂 大輔 ｸﾏｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 愛川町 熊坂区育成会 0:22:24

38 5025 吉田 尚弘 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 厚木市 厚木荻野走友会 0:22:46

39 5106 清水 翔太 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 平塚市 0:22:58

40 5092 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 横須賀市 0:23:13

41 5049 布 弘志 ﾇﾉ ﾋﾛｼ 相模原市 0:23:16

42 5043 植木 孝 ｳｴｷ ﾀｶｼ 相模原市 0:23:23

43 5078 松田 将義 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 相模原市 栗小 0:23:36

44 5036 中西 輝 ﾅｶﾆｼ ﾃﾙ 伊勢原市 大山ランナーズ 0:23:43

45 5051 佐藤 芳久 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｻ 愛川町 イノウエ 0:23:49

46 5062 奥田 知之 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 伊勢原市 パランターズ 0:24:17

47 5052 佐藤 裕士 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 海老名市 0:24:32

48 5040 阿久津 修一 ｱｸﾂ ｼｭｳｲﾁ 相模原市 0:24:40

49 5107 梅澤 岳史 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｹｼ 東京都 ラミリート 0:24:45

50 5064 吉岡 真弘 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾋﾛ 相模原市 0:24:55
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51 5028 細野 和洋 ﾎｿﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 伊勢原市 0:25:08

52 5061 川井 彰 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 愛川町 熊坂区育成会 0:25:13

53 5063 堀江 洋輔 ﾎﾘｴ ﾖｳｽｹ 秦野市 0:25:19

54 5030 小池 聡 ｺｲｹ ｻﾄｼ 平塚市 ケミコム 0:25:32

55 5046 尾形 輝義 ｵｶﾞﾀ ﾃﾙﾖｼ 愛川町 0:25:50

56 5079 阿部 雅彦 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 大和市 オイレス工業 0:26:03

57 5044 井上 淳 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 相模原市 0:26:06

58 5047 杉田 政誓 ｽｷﾞﾀ ﾉﾌﾞﾁｶ 横浜市 0:26:14

59 5065 佐伯 真之介 ｻｴｷ ｼﾝﾉｽｹ 開成町 0:26:20

60 5050 山崎 誠 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 愛川町 いづみ会 0:26:26

61 5059 今井 良夫 ｲﾏｲ ﾖｼｵ 愛川町 熊坂区育成会 0:26:44

62 5056 菅生 健 ｽｺﾞｳ ｹﾝ 横浜市 ＢＥＥＲＥＳＴ 0:26:46

63 5068 佐々木 富知雄 ｻｻｷ ﾌｼﾞｵ 東京都 0:26:48

64 5083 ＦＲＹ ＭＡＴＴＨＥＷ ﾌﾗｲ ﾏｼｭｰ 東京都 横田ストライダ 0:27:04

65 5053 牧野 輝幸 ﾏｷﾉ ﾃﾙﾕｷ 厚木市 0:27:06

66 5021 小室 良助 ｺﾑﾛ ﾘｮｳｽｹ 相模原市 0:27:13

67 5073 川口 敏彦 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 相模原市 宮ヶ瀬中学校 0:27:19

68 5111 春日 寛太郎 ｶｽｶﾞ ｶﾝﾀﾛｳ 川崎市 0:27:24

69 5081 佐々木 允也 ｻｻｷ ﾏｻﾔ 大和市 0:27:36

70 5070 飯塚 長生 ｲｲﾂﾞｶ ｵｻｵ 東京都 三井住友信託 0:27:42

71 5057 大西 健夫 ｵｵﾆｼ ﾀｹｵ 大和市 0:27:44

72 5026 境 秀雄 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｵ 海老名市 0:27:53

73 5089 松浦 完治 ﾏﾂｳﾗ ｶﾝｼﾞ 大和市 無職 0:27:54

74 5039 新井 勉 ｱﾗｲ ﾂﾄﾑ 海老名市 ルネ海老名 0:27:56

75 5082

ＬＡＷＲＥＮＣＥ ＲＹＡＮ

ﾛｰﾚﾝｽ ﾗｲｱﾝ 東京都 横田ストライダ 0:28:18

76 5088 永井 健治 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 相模原市 0:28:32

77 5066 下田 智 ｼﾓﾀﾞ ｻﾄｼ 大和市 八走会 0:28:34

78 5074 三ッ沢 博 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 綾瀬市 多摩川クラブ 0:28:39

79 5071 大町 雅志 ｵｵﾏﾁ ﾏｻｼ 横浜市 八走会 0:29:01

80 5055 春日 茂久 ｶｽｶﾞ ｼｹﾞﾋｻ 横須賀市 0:29:14

81 5072 和田 一雄 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ 愛川町 半原細野走愉快 0:29:23

82 5076 長谷川 彰 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 大和市 湯布院の会 0:29:37

83 5109 中村 大河 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 海老名市 0:29:44

84 5075 杉浦 祥行 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾕｷ 藤沢市 0:29:44

85 5045 柴原 啓 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋﾗｸ 厚木市 フルハーフＲＣ 0:30:13

86 5104 山谷 洋一 ﾔﾏﾔ ﾖｳｲﾁ 厚木市 0:30:13

87 5096 廣岡 聡幸 ﾋﾛｵｶ ｻﾄﾕｷ 清川村 村立緑中学ＯＢ 0:30:36

88 5102 髙橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 厚木市 0:31:32

89 5080 小池 雄一郎 ｺｲｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大和市 0:31:47

90 5086 加藤 和美 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐ 相模原市 0:31:59

91 5069 鈴木 諭吉 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾁ 大和市 ＴＲＩＳＵＢ３ 0:32:20

92 5090 山本 勇治 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 秦野市 0:32:30

93 5087 生澤 孝一郎 ｲｹｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 栃木県 0:34:05

94 5108 庄司 吉成 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾅﾘ 相模原市 0:37:26

95 5101 武田 直也 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 座間市 オレンジ９２１ 0:41:48


