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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 8004 秋吉 元 ｱｷﾖｼ ﾊｼﾞﾒ 海老名市 ＪＥＴＤＡＮ 0:16:00

2 8005 亀井 健太 ｶﾒｲ ｹﾝﾀ 厚木市 厚木市役所 0:16:28

3 8009 高垣 達也 ﾀｶｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 横浜市 0:16:43

4 8011 佐藤 祥 ｻﾄｳ ｼｮｳ 開成町 チーム福島 0:16:57

5 8006 古川 優太 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾀ 大和市 ＫＹＢ 0:17:01

6 8023 志賀 知樹 ｼｶﾞ ﾄﾓｷ 小田原市 0:17:11

7 8002 新居田 晃史 ﾆｲﾀﾞ ｱｷﾌﾐ 川崎市 Ｄ．Ｒ．ＡＣ 0:17:19

8 8042 ポチロン ヨアン ﾎﾟﾁﾛﾝ ﾖｱﾝ 東京都 0:17:41

9 8015 高岡 憲一郎 ﾀｶｵｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 平塚市 0:17:55

10 8019 青野 竜也 ｱｵﾉ ﾀﾂﾔ 座間市 リコー厚木 0:17:56

11 8028 小宮 侑史 ｺﾐﾔ ﾕｳｼﾞ 厚木市 愛川町役場 0:18:13

12 8021 坂本 裕二 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 座間市 しのぎ 0:18:19

13 8010 高橋 彰 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 藤沢市 足速くなりたい 0:18:28

14 8205 佐藤 孝史 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 相模原市 0:18:34

15 8025

ＧＵＬＬＥＤＧＥ ＣＲＡＩＧ

ｸﾞｪｯｼﾞｪ ｸﾚｲｸﾞ 東京都 横田ストライダ 0:18:38

16 8056 成井 克英 ﾅﾙｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 厚木市 仏果空部 0:18:49

17 8044 落合 慶 ｵﾁｱｲ ｹｲ 相模原市 ヒロシプロ 0:18:55

18 8016 寺 和彦 ﾃﾗ ｶｽﾞﾋｺ 海老名市 0:18:59

19 8031 大塚 孝太 ｵｵﾂｶ ｺｳﾀ 相模原市 ヒロシプロ 0:19:05

20 8046 豊嶋 太一 ﾃｼﾏ ﾀｲｲﾁ 東京都 0:19:08

21 8027 篠崎 将宏 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 相模原市 0:19:17

22 8072 甲斐 亮汰 ｶｲ ﾘｮｳﾀ 横浜市 ＢＥＥＲＥＳＴ 0:19:23

23 8048 横山 英樹 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 伊勢原市 望星薬局 0:19:26

24 8060 綾部 淳 ｱﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 伊勢原市 北高森参軍 0:19:29

25 8115 島袋 祐介 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾕｳｽｹ 東京都 0:19:34

26 8213 江上 謙吾 ｴｶﾞﾐ ｹﾝｺﾞ 東京都 0:19:52

27 8077 高橋 秀弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾋﾛ 東京都 ひーろーず 0:19:55

28 8074 藤富 竜一 ﾌｼﾞﾄﾐ ﾘｭｳｲﾁ 厚木市 0:20:01

29 8097 渡部 晃彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 ＡＰＲＣ 0:20:03

30 8065 篠倉 智明 ｼﾉｸﾗ ﾄﾓｱｷ 東京都 0:20:03

31 8059 原田 知哉 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 静岡県 0:20:06

32 8039 富樫 健一 ﾄｶﾞｼ ｹﾝｲﾁ 横浜市 0:20:07

33 8058 大江 亮輔 ｵｵｴ ﾘｮｳｽｹ 南足柄市 0:20:11

34 8094 鈴木 拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 厚木市 0:20:13

35 8071 角井 俊昭 ﾂﾉｲ ﾄｼｱｷ 厚木市 0:20:18

36 8083 猪又 大我 ｲﾉﾏﾀ ﾀｲｶﾞ 愛川町 橋本走友会 0:20:21

37 8103 黒沢 淳一 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 海老名市 ＫＳＩ 0:20:32

38 8129 向井 謙介 ﾑｶｲ ｹﾝｽｹ 座間市 吉田印刷 0:20:34

39 8091 高尾 尚寛 ﾀｶｵ ﾅｵﾋﾛ 平塚市 0:20:36

40 8075 中尾 徹 ﾅｶｵ ﾃﾂ 相模原市 ＣＪＬ 0:20:40

41 8035 安間 準 ｱﾝﾏ ｼﾞｭﾝ 藤沢市 0:20:43

42 8159 伊藤 大也 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾔ 伊勢原市 0:20:47

43 8073 小島 正三 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都 0:20:49

44 8170 土田 恋 ﾂﾁﾀﾞ ﾚﾝ 相模原市 0:20:54

45 8063 鳥羽 淳史 ﾄﾊﾞ ｱﾂｼ 相模原市 ＰＫＤＣ疾走部 0:20:54

46 8099 渡邉 雄介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 0:20:59

47 8196 神﨑 祐樹 ｶﾝｻﾞｷ ﾕｳｷ 平塚市 0:21:02

48 8127 梅原 昌樹 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｷ 茅ヶ崎市 0:21:10

49 8112 雫 靖昭 ｼｽﾞｸ ﾔｽｱｷ 相模原市 0:21:12

50 8116 近藤 一太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾁﾀﾛｳ 東京都 0:21:13
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51 8069 西藤 高史 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 横浜市 ＳＲＣ 0:21:15

52 8108 浅野 和博 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 伊勢原市 0:21:24

53 8123 高橋 秀和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 伊勢原市 すみしゅう 0:21:27

54 8014 前澤 貴之 ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 大磯町 チーム前澤 0:21:29

55 8201 仲野 寿彦 ﾅｶﾉ ﾄｼﾋｺ 厚木市 0:21:34

56 8100 中川 山 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 平塚市 0:21:36

57 8105 川合 晋也 ｶﾜｲ ｼﾝﾔ 茅ヶ崎市 0:21:39

58 8192 岩澤 寿将 ｲﾜｻﾜ ﾄｼﾏｻ 清川村 0:21:43

59 8175 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 厚木市 0:21:43

60 8158 谷 幸一 ﾀﾆ ｺｳｲﾁ 東京都 栗小 0:21:54

61 8198 高橋 亨 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 平塚市 0:21:55

62 8144 岩谷 真樹 ｲﾜﾀﾆ ﾏｻｷ 横浜市 0:21:57

63 8214 山田 健太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 横浜市 0:22:04

64 8114 前島 享祐 ﾏｴｼﾞﾏ ｷｮｳｽｹ 藤沢市 0:22:05

65 8068 國井 智史 ｸﾆｲ ｻﾄｼ 厚木市 0:22:06

66 8079 濱 健太郎 ﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 相模原市 0:22:07

67 8102 新田 紳二郎 ﾆｯﾀ ｼﾝｼﾞﾛｳ 横浜市 0:22:09

68 8061 中村 洋介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 川崎市 住友倉庫 0:22:12

69 8090 松村 岳人 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹﾋﾄ 藤沢市 0:22:17

70 8095 古谷 祐二 ﾌﾙﾔ ﾕｳｼﾞ 南足柄市 南足柄市陸協 0:22:21

71 8168 松田 浩一 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 横須賀市 0:22:22

72 8084 新井 慎吾 ｱﾗｲ ｼﾝｺﾞ 厚木市 乱気流 0:22:22

73 8122 石井 隆二 ｲｼｲ ﾘｭｳｼﾞ 相模原市 相武台東小 0:22:24

74 8130 筒井 隆之 ﾂﾂｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 0:22:29

75 8088 田村 大喜 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 東京都 0:22:34

76 8029 渡辺 正嘉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 川崎市 多摩川サブ３ 0:22:34

77 8121 鈴木 英治 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 藤沢市 0:22:37

78 8081 入倉 康裕 ｲﾘｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 相模原市 東京エレクトロ 0:22:45

79 8157 坂田 賢宏 ｻｶﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 栗小 0:22:46

80 8191 遠藤 順平 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 相模原市 0:22:51

81 8080 瓜生 宏樹 ｳﾘｭｳ ﾋﾛｷ 秦野市 0:23:03

82 8087 橋本 雄太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 大和市 0:23:10

83 8050 星野 芳孝 ﾎｼﾉ ﾖｼﾀｶ 伊勢原市 厚木荻野走友会 0:23:12

84 8120 福島 隆 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 東京都 0:23:21

85 8185 園田 亮 ｿﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 伊勢原市 0:23:26

86 8124 松本 悟 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 綾瀬市 0:23:31

87 8111 新津 俊博 ﾆｲﾂ ﾄｼﾋﾛ 東京都 0:23:32

88 8126 河副 哲夫 ｶﾜｿﾞｴ ﾃﾂｵ 横浜市 きとぽん 0:23:33

89 8153 三橋 正人 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾄ 海老名市 0:23:40

90 8125 木村 克也 ｷﾑﾗ ｶﾂﾔ 相模原市 0:23:41

91 8142 松下 晃久 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋｻ 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市役所 0:23:43

92 8160 後藤 謙次 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ 横浜市 青竹荘 0:23:49

93 8202 井辻 雅貴 ｲﾂｼﾞ ﾏｻｷ 藤沢市 0:23:51

94 8146 足立原 佳男 ｱﾀﾞﾁﾊﾗ ﾖｼｵ 愛川町 けいわ荘 0:23:52

95 8147 寺川 弘章 ﾃﾗｶﾜ ﾋﾛｱｷ 横浜市 0:23:53

96 8178 森 栄治 ﾓﾘ ｴｲｼﾞ 相模原市 0:23:54

97 8038 畠山 太一 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾁ 東京都 0:24:00

98 8165 橋本 康孝 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 海老名市 0:24:01

99 8145 石塚 貢 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂｸﾞ 綾瀬市 0:24:11

100 8154 藤井 亮佑 ﾌｼﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 厚木市 0:24:12
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101 8117 露木 和博 ﾂﾕｷ ｶｽﾞﾋﾛ 平塚市 0:24:13

102 8161 後藤 廉弥 ｺﾞﾄｳ ﾚﾝﾔ 横浜市 0:24:16

103 8051 廣瀬 史雄 ﾋﾛｾ ﾌﾐｵ 横浜市 0:24:36

104 8173 遠藤 翼 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 相模原市 0:24:38

105 8215 後藤 仁誌 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 厚木市 0:24:48

106 8118 佐倉 智博 ｻｸﾗ ﾄﾓﾋﾛ 厚木市 0:24:59

107 8166 ＲＥＮ ＹＡＮＧ ﾚﾝ ﾔﾝｸﾞ 東京都 横田ストライダ 0:25:02

108 8183 小川 康夫 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｵ 海老名市 スニーキー 0:25:06

109 8134 遠藤 達朗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾛｳ 海老名市 住友電装 0:25:32

110 8156 長田 俊一 ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｲﾁ 秦野市 0:25:35

111 8181 川田 弘一郎 ｶﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 茅ヶ崎市 0:25:41

112 8132 菅原 丈寛 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹﾋﾛ 東京都 0:25:45

113 8139 土屋 喜雅 ﾂﾁﾔ ﾖｼﾏｻ 海老名市 ＮＦＣ 0:25:47

114 8216 渡辺 隆嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 川崎市 0:25:51

115 8203 池田 純一 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 平塚市 0:25:53

116 8171 小高 朋也 ｺﾀﾞｶ ﾄﾓﾔ 大和市 0:26:13

117 8167 吉原 直樹 ﾖｼﾊﾗ ﾅｵｷ 埼玉県 0:26:17

118 8187 茅野 仁 ﾁﾉ ﾋﾄｼ 東京都 0:26:47

119 8184 植田 勝行 ｳｴﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 厚木市 0:26:50

120 8169 田中 淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 横浜市 0:26:53

121 8209 片山 奨 ｶﾀﾔﾏ ｽｽﾑ 相模原市 0:27:04

122 8199 木村 嶺 ｷﾑﾗ ﾘｮｳ 小田原市 0:28:36


