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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 8646 礒間 浩幸 ｲｿﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:17:26

2 8503 加藤 寿泰 ｶﾄｳ ﾄｼﾔｽ 厚木市 エビトラ 0:18:09

3 8504 山田 衛 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 伊勢原市 ＪＱＡ駅伝部 0:18:10

4 8513 岡本 広幸 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:18:24

5 8508 星 敬 ﾎｼ ｹｲ 東京都 ｅＡ東京 0:18:39

6 8501 緒方 和之 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 相模原市 旭化成川崎 0:19:13

7 8511 中川 善博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 相模原市 ｅＡ神奈川 0:19:26

8 8566 水本 圭一 ﾐｽﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ 藤沢市 八走会 0:19:39

9 8520 吉田 浩二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大磯町 0:19:43

10 8506 小堀 貴史 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶｼ 茅ヶ崎市 0:19:49

11 8521 山口 淑夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 伊勢原市 0:20:20

12 8538 荻野 正和 ｵｷﾞﾉ ﾏｻｶｽﾞ 川崎市 Ｔ２６ 0:20:32

13 8507 佐藤 庄一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 相模原市 相模原市役所Ｒ 0:20:56

14 8547 金子 仁 ｶﾈｺ ﾋﾄｼ 秦野市 0:21:05

15 8510 今野 政孝 ｺﾝﾉ ﾏｻﾀｶ 藤沢市 ｅＡ新横浜 0:21:06

16 8545 行川 勉 ﾅﾒｶﾜ ﾂﾄﾑ 横浜市 横浜酔産 0:21:08

17 8526 伏島 昭人 ﾌｾｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 川崎市 0:21:09

18 8514 高澤 徹 ﾀｶｻﾜ ﾄｵﾙ 川崎市 なきうさぎ 0:21:13

19 8600 早川 光 ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾗ 相模原市 0:21:30

20 8512 齊藤 昇 ｻｲﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 ヤマト八王子東 0:21:31

21 8551 浜野 光司 ﾊﾏﾉ ｺｳｼﾞ 藤沢市 プレス工業 0:21:32

22 8614 春日 一浩 ｶｽｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 0:21:43

23 8565 川崎 久生 ｶﾜｻｷ ﾋｻｵ 相模原市 ニチベイ 0:21:44

24 8567 金子 光宏 ｶﾈｺ ﾐﾂﾋﾛ 厚木市 0:21:46

25 8531 林 美典 ﾊﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 横浜市 八走会 0:21:53

26 8524 綱川 佳邦 ﾂﾅｶﾞﾜ ﾖｼｸﾆ 横浜市 0:21:53

27 8564 小林 直人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 川崎市 キリンテクノ 0:21:58

28 8553 本田 知実 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾐ 秦野市 パブコ 0:21:59

29 8561 安西 一哉 ｱﾝｻﾞｲ ｶｽﾞﾔ 相模原市 0:22:01

30 8533 中村 保博 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 厚木市 厚木荻野走友会 0:22:08

31 8595 西沢 武司 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 相模原市 0:22:10

32 8559 竹内 慎助 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｽｹ 川崎市 ＨＯＲＩＺＯＮ 0:22:16

33 8527 白石 勇 ｼﾗｲｼ ｲｻﾑ 相模原市 0:22:17

34 8598 中戸川 公昭 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ｷﾐｱｷ 愛川町 いづみ会 0:22:27

35 8515 和木 勇喜夫 ﾜｷ ﾕｷｵ 相模原市 橋本緑走友会 0:22:31

36 8586 菊川 大介 ｷｸｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 海老名市 0:22:38

37 8577 寺島 裕二 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｼﾞ 伊勢原市 0:22:47

38 8575 金 利光 ｷﾑ ﾄｼﾐﾂ 秦野市 湘南スターズ 0:22:59

39 8645 齋藤 基 ｻｲﾄｳ ﾓﾄｲ 横浜市 0:22:59

40 8599 内山 慎吾 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 相模原市 0:23:10

41 8530 堀端 豊彦 ﾎﾘﾊﾞﾀ ﾄﾖﾋｺ 厚木市 荻野走友会 0:23:28

42 8610 園村 基之 ｿﾉﾑﾗ ﾓﾄﾕｷ 相模原市 0:23:33

43 8532 天野 裕之 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ 伊勢原市 0:23:53

44 8607 加藤 嘉人 ｶﾄｳ ﾖｼﾄ 東京都 0:23:55

45 8562 小島 徹 ｺｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 座間市 あるちゃん 0:24:11

46 8528 山保 廣之 ﾔﾏﾎ ﾋﾛﾕｷ 横浜市 0:24:15

47 8626 小峯 雄二 ｺﾐﾈ ﾕｳｼﾞ 相模原市 たまれん 0:24:17

48 8636 平井 俊哉 ﾋﾗｲ ﾄｼﾔ 相模原市 個人参加 0:24:19

49 8644 桶師 徳行 ｵｹｼ ﾄｸﾕｷ 綾瀬市 0:24:23

50 8568 小宮 富士男 ｺﾐﾔ ﾌｼﾞｵ 平塚市 0:24:27
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51 8618 榎本 秀郎 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ 相模原市 たまれん 0:24:27

52 8550 田村 通宏 ﾀﾑﾗ ﾐﾁﾋﾛ 相模原市 0:24:29

53 8611 田口 和久 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 相模原市 0:24:34

54 8625 座間 慶二 ｻﾞﾏ ｹｲｼﾞ 横浜市 吉永商事（株） 0:24:39

55 8602 熊澤 義弘 ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 平塚市 厚技マラソン部 0:24:41

56 8592 吉川 利夫 ﾖｼｶﾜ ﾄｼｵ 海老名市 0:24:49

57 8574 小野寺 正 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾀﾞｼ 横浜市 八走会 0:24:52

58 8555 長澤 浩昭 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｱｷ 相模原市 橋本綠走友会 0:24:55

59 8606 安部 智彦 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋｺ 東京都 0:24:57

60 8588 増田 亨 ﾏｽﾀﾞ ﾄｵﾙ 海老名市 0:25:00

61 8590 小林 孝男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵ 大和市 0:25:09

62 8612 濱道 克好 ﾊﾏﾐﾁ ｶﾂﾖｼ 横浜市 キリンテクノ 0:25:18

63 8576 腰山 隆志 ｺｼﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 0:25:21

64 8634 武長 優 ﾀｹﾅｶﾞ ﾏｻﾙ 東京都 0:25:27

65 8623 岡田 央 ｵｶﾀﾞ ﾋｻｼ 東京都 0:25:47

66 8627 笹尾 正美 ｻｻｵ ﾏｻﾐ 東京都 ＭＸーＲＣ 0:25:50

67 8630 茅場 達 ｶﾔﾊﾞ ﾄｵﾙ 横浜市 八走会 0:25:54

68 8604 半澤 敏昭 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 海老名市 0:26:04

69 8641 甲斐田 秀幸 ｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 横浜市 0:26:11

70 8624 野地 愼一 ﾉﾁ ｼﾝｲﾁ 厚木市 森の里走遊会 0:26:16

71 8609 佐藤 祐介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 座間市 0:26:26

72 8539 星 克信 ﾎｼ ｶﾂﾉﾌﾞ 栃木県 0:26:44

73 8620 広沢 信雄 ﾋﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｵ 清川村 ほたて会 0:26:49

74 8637 小高 一彦 ｺﾀﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ 大和市 0:26:57

75 8596 坂本 竜 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳ 川崎市 すずお会 0:27:04

76 8631 大原 卓巳 ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾐ 座間市 ヒッポマラソン 0:27:10

77 8635 嶽山 康則 ﾀﾞｹﾔﾏ ﾔｽﾉﾘ 秦野市 0:28:03

78 8594 平田 吉晴 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾊﾙ 東京都 0:29:05

79 8597 小山内 孝之 ｵｻﾅｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 0:29:46

80 8642 上原 明雄 ｳｴﾊﾗ ｱｷｵ 横浜市 ＮＳＲ 0:31:05

81 8638 若松 俊 ﾜｶﾏﾂ ｼｭﾝ 藤沢市 0:31:07

82 8529 野口 直夫 ﾉｸﾞﾁ ｽﾅｵ 厚木市 0:36:48


