
ヒルクライム男子

Print: 2020/09/27 12:21:00 1 / 32 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 名 記 録

1 10036 加藤 大貴 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 1:00:28
2 8074 岡 泰誠 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 埼玉県 1:02:18
3 2108 伊與部 隼矩 ｲﾖﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 1:03:06
4 2121 中森 晃太郎 ﾅｶﾓﾘ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:03:23
5 155 伊藤 侑也 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ 東京都 1:04:02
6 8090 湯浅 博貴 ﾕｱｻ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県 1:04:06
7 8088 川崎 三織 ｶﾜｻｷ ﾐｵﾘ 埼玉県 1:04:21
8 7026 佐久間 毅 ｻｸﾏ ﾂﾖｼ 千葉県 1:04:39
9 2018 倉垣 龍星 ｸﾗｶﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 東京都 1:04:48

10 7014 稲田 一生 ｲﾅﾀﾞ ｲｯｾｲ 神奈川県 1:05:14
11 4173 荻野 仁志 ｵｷﾞﾉ ﾋﾄｼ 東京都 1:05:19
12 8052 近江 竜之介 ｵｳﾐ ﾘｭｳﾉｽｹ 京都府 1:05:52
13 4318 加藤 遼 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 東京都 1:06:08
14 4162 井上 凌 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳ 長野県 1:06:13
15 6 後藤 健太 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾀ 東京都 1:06:17
16 10039 会田 森 ｱｲﾀﾞ ｼﾝ 群馬県 1:06:21
17 2147 藤崎 辰也 ﾌｼﾞｻｷ ﾀﾂﾔ 東京都 1:06:34
18 161 鈴木 一肇 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄｼ 静岡県 1:06:37
19 176 クラットワーシー フレッド ｸﾗｯﾄﾜｰｼｰ ﾌﾚｯﾄﾞ 東京都 1:06:44
20 8015 菊地 健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:06:55
21 95 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 1:07:37
22 2187 森本 誠児 ﾓﾘﾓﾄ ｾｲｼﾞ 山梨県 1:07:45
23 35 橋本 渡 ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 神奈川県 1:07:46
24 10002 堀 隆博 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 山梨県 1:08:01
25 6084 水村 健大 ﾐｽﾞﾑﾗ ｹﾝﾀ 東京都 1:08:17
26 2067 大河原 慎也 ｵｵｶﾜﾗ ｼﾝﾔ 千葉県 1:08:18
27 8081 會田 拓弥 ｱｲﾀﾞ ﾀｸﾐ 福島県 1:08:37
28 3167 村中 優太 ﾑﾗﾅｶ ﾕｳﾀ 愛知県 1:08:45
29 34 石黒 博紀 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾛｷ 大阪府 1:08:53
30 8089 馬場 慶三郎 ﾊﾞﾊﾞ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都 1:08:54
31 10032 堀内 俊彦 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼﾋｺ 群馬県 1:09:09
32 2050 大数加 光治 ｵｵｽｶ ｺｳｼﾞ 東京都 1:09:17
33 114 桑山 和也 ｸﾜﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 大阪府 1:09:19
34 77 蛭田 智啓 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾋﾛ 東京都 1:09:27
35 49 白石 尚也 ｼﾗｲｼ ﾅｵﾔ 東京都 1:09:34
36 78 吉田 貴祐人 ﾖｼﾀﾞ ｷｭｳﾄ 静岡県 1:09:35
37 6175 大瀧 敦宏 ｵｵﾀｷ ｱﾂﾋﾛ 埼玉県 1:09:50
38 163 荒海 寿人 ｱﾗｳﾐ ﾋｻﾄ 広島県 1:09:54
39 6167 河田 侑希 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 群馬県 1:09:55
40 2260 佐藤 清貴 ｻﾄｳ ｷﾖﾀｶ 東京都 1:10:00
40 4063 岡部 駿平 ｵｶﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 静岡県 1:10:00
42 7122 仙洞田 雄大 ｾﾝﾄﾞｳﾀﾞ ﾕｳﾀ 山梨県 1:10:10
43 6145 草野 伸行 ｸｻﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 1:10:20
44 2152 森本 信也 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝﾔ 三重県 1:10:30
45 2194 堀江 一葉 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾊ 茨城県 1:10:31
45 6201 平石 稜人 ﾋﾗｲｼ ﾔﾏﾄ 東京都 1:10:31
47 4129 東 智昭 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓｱｷ 静岡県 1:10:33
48 8083 仲由 勇希 ﾅｶﾖｼ ﾕｳｷ 福島県 1:10:35
49 2020 永田 洋介 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｽｹ 埼玉県 1:10:51
50 3259 瀬古 尚彦 ｾｺ ﾅｵﾋｺ 群馬県 1:10:52
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51 7124 角田 光毅 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂｷ 山梨県 1:10:54
52 4180 日比 龍二 ﾋﾋﾞ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 1:10:59
53 4126 菊地 憲司 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:11:11
54 4300 中田 雄大 ﾅｶﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野県 1:11:19
55 4296 海斗 小松 ｶｲﾄ ｺﾏﾂ 東京都 1:11:38
56 7068 権田 卓也 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾀｸﾔ 埼玉県 1:11:41
57 7095 西澤 直紀 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野県 1:11:43
58 179 荒川 修一 ｱﾗｶﾜ ｼｭｳｲﾁ 群馬県 1:11:53
59 3056 斎藤 純一郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 1:11:54
60 4034 高津 暁道 ﾀｶﾂ ｱｷﾐﾁ 愛知県 1:11:56
61 90 山本 昌孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 1:12:02
62 197 渋井 友隆 ｼﾌﾞｲ ﾕﾀｶ 埼玉県 1:12:04
63 4197 久保田 洋輔 ｸﾎﾞﾀ ﾖｳｽｹ 東京都 1:12:10
64 6196 井島 大樹 ｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 1:12:14
65 160 小田 厳成 ｵﾀﾞ ﾖｼﾅﾘ 東京都 1:12:15
66 17 森 俊明 ﾓﾘ ﾄｼｱｷ 東京都 1:12:16
66 4007 久徳 未来人 ｷｭｳﾄｸ ﾐｷﾄ 埼玉県 1:12:16
68 2262 田中 遥翔 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 東京都 1:12:35
69 5080 渡辺 純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県 1:12:51
70 2081 日下 貴臣 ｸｻｶ ﾀｶｵﾐ 岡山県 1:12:59
71 111 古川 修 ﾌﾙｶﾜ ｵｻﾑ 栃木県 1:13:00
71 5073 稲 伸治 ｲﾈ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:13:00
73 32 山本 詠史 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｼﾞ 東京都 1:13:01
74 4362 大澤 康平 ｵｵｻﾜ ｺｳﾍｲ 東京都 1:13:08
74 7092 岡本 邦裕 ｵｶﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 大阪府 1:13:08
74 8053 近江 仁之介 ｵｳﾐ ｼﾞﾝﾉｽｹ 京都府 1:13:08
77 93 浜田 裕介 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 1:13:11
78 115 吉村 宗大 ﾖｼﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ 三重県 1:13:12
79 2024 山名 英明 ﾔﾏﾅ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 1:13:14
80 162 山本 流偉 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ 静岡県 1:13:16
81 2041 手代森 悟 ﾃｼﾛﾓﾘ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:13:19
82 7035 畑中 亮治 ﾊﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 1:13:23
83 4380 永田 隼也 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 1:13:27
84 4009 鈴沖 弘行 ｽｽﾞｵｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:13:29
85 113 角谷 洋 ｶｸﾀﾆ ﾋﾛｼ 大阪府 1:13:33
85 5029 菅野 伸和 ｶﾝﾉ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 東京都 1:13:33
87 4172 星 大介 ﾎｼ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:13:35
88 2047 樫山 尚弘 ｶｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:13:37
89 178 オリベイラ ジョアオパウロ ｵﾘﾍﾞｲﾗ ｼﾞｮｱｵﾊﾟｳﾛ 東京都 1:13:44
90 4080 郷司 飛馬 ｺﾞｳｼﾞ ﾋｳﾏ 神奈川県 1:13:51
91 4274 大場 望舜 ｵｵﾊﾞ ﾉｱ 神奈川県 1:13:52
92 10031 五十嵐 広至 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｼ 群馬県 1:13:58
93 6106 元良 玲央那 ﾓﾄﾗ ﾚｵﾅ 東京都 1:13:59
94 2074 桜井 晋吾 ｻｸﾗｲ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 1:14:02
95 168 陳 偉銘 ﾁﾝ ｲﾒｲ 東京都 1:14:12
95 5131 原 良多 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 福島県 1:14:12
97 5070 荒川 大介 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:14:13
98 5107 堤 健智 ﾂﾂﾐ ﾀｹﾄｼ 東京都 1:14:20
99 2031 勝又 武志 ｶﾂﾏﾀ ﾀｹｼ 神奈川県 1:14:23

100 4039 大高 純 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ 愛知県 1:14:25
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101 89 生水 康仁 ｼｮｳｽﾞ ｺｳｼﾞ 群馬県 1:14:30
102 2001 若尾 拳治 ﾜｶｵ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:14:37
102 6128 日向 隼人 ﾋｭｳｶﾞ ﾊﾔﾄ 神奈川県 1:14:37
104 6197 五嶋 壮太 ｺﾞｼﾏ ｿｳﾀ 東京都 1:14:40
105 70 坂本 大地 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 1:14:41
106 2136 岡田 隆司 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 富山県 1:14:42
107 2009 渡部 敦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 千葉県 1:14:43
108 7029 岡田 直城 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 1:14:46
109 184 広津 邦仁 ﾋﾛﾂ ｸﾆﾋﾄ 福岡県 1:14:47
110 5023 宮澤 貴廣 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 1:14:50
111 8013 杉本 健 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝ 東京都 1:14:51
112 2182 山岸 雅幸 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾕｷ 愛知県 1:14:52
112 6146 前江田 大輔 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:14:52
114 69 金丸 結羽 ｶﾈﾏﾙ ﾕｳ 山梨県 1:14:58
114 2013 後藤 賢哉 ｺﾞﾄｳ ｹﾝﾔ 東京都 1:14:58
116 6026 佐藤 佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 東京都 1:14:59
116 7123 片山 義翔 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼﾄ 山梨県 1:14:59
118 4301 福代 漢 ﾌｸｼﾛ ｶﾝ 京都府 1:15:00
118 8018 光平 規之 ﾐﾂﾋﾗ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 1:15:00
120 7088 金子 智彦 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋｺ 東京都 1:15:01
121 71 政木 英和 ﾏｻｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 1:15:04
121 4390 花岡 武史 ﾊﾅｵｶ ﾀｹｼ 東京都 1:15:04
123 3055 粕谷 昌良 ｶｽﾔ ﾏｻﾖｼ 東京都 1:15:05
123 5235 幸城 祐樹 ｺｳｼﾛ ﾕｳｷ 東京都 1:15:05
125 2157 宮下 環 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾏｷ 山梨県 1:15:07
126 6112 秦 智香 ﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 大阪府 1:15:11
127 2218 奥野 成樹 ｵｸﾉ ｼｹﾞｷ 大阪府 1:15:12
128 7013 青柳 ルイリン ｱｵﾔｷﾞ ﾙｲﾘﾝ 神奈川県 1:15:27
129 3041 石塚 智一 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県 1:15:28
129 7072 中尾 涼介 ﾅｶｵ ﾘｮｳｽｹ 兵庫県 1:15:28
131 137 小岸 直樹 ｺｷﾞｼ ﾅｵｷ 東京都 1:15:29
131 6017 徳原 晋一 ﾄｸﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:15:29
133 8040 門井 健太 ｶﾄﾞｲ ｹﾝﾀ 東京都 1:15:32
134 29 岩城 勝弘 ｲﾜｷ ｶﾂﾋﾛ 大阪府 1:15:36
135 8079 板垣 成海 ｲﾀｶﾞｷ ﾅﾙﾐ 神奈川県 1:15:42
136 6007 菅村 栄三 ｽｶﾞﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ 東京都 1:15:43
137 2011 高橋 翼 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ 静岡県 1:15:45
138 91 尾谷 洋 ｵﾀﾆ ﾋﾛｼ 埼玉県 1:15:46
138 6180 西原 伸一郎 ﾆｼﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 滋賀県 1:15:46
140 59 齋藤 憲幸 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 東京都 1:15:48
141 130 廣田 祐一 ﾋﾛﾀ ﾕｳｲﾁ 千葉県 1:15:51
142 127 石橋 和明 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞｱｷ 静岡県 1:15:53
143 4325 松本 高弥 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾔ 静岡県 1:15:54
144 6190 齋藤 重将 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾏｻ 東京都 1:16:04
145 4339 小佐野 匠 ｵｻﾉ ﾀｸﾐ 東京都 1:16:11
146 106 坂本 憲亮 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｽｹ 東京都 1:16:14
146 5091 多田 一樹 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞｷ 東京都 1:16:14
148 2109 三輪 啓介 ﾐﾜ ｹｲｽｹ 埼玉県 1:16:36
149 4190 矢萩 智晴 ﾔﾊｷﾞ ﾄﾓﾊﾙ 東京都 1:16:37
150 6030 石坂 敦 ｲｼｻﾞｶ ｱﾂｼ 兵庫県 1:16:42
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151 3132 庄司 哲也 ｼｮｳｼﾞ ﾃﾂﾔ 静岡県 1:16:43
152 2153 新井 一毅 ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ 岡山県 1:16:45
153 10035 邑中 力 ﾑﾗﾅｶ ﾂﾄﾑ 群馬県 1:16:48
153 9043 黒沢 大介 ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:16:48
153 6019 内田 大介 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:16:48
156 5004 永平 宏行 ﾅｶﾞﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:16:49
157 3101 蓑輪 一也 ﾐﾉﾜ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 1:16:51
158 2155 山口 夏季 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 山梨県 1:16:57
159 6270 片岡 徹 ｶﾀｵｶ ﾄｵﾙ 埼玉県 1:17:01
160 47 木村 貴幸 ｷﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1:17:05
161 2040 対馬 忠雅 ﾂｼﾏ ﾀﾀﾞﾏｻ 埼玉県 1:17:08
162 7002 和田 一真 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 静岡県 1:17:14
163 4140 竹川 裕貴 ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｷ 山梨県 1:17:16
164 2114 室住 竜哉 ﾑﾛｽﾞﾐ ﾀﾂﾔ 静岡県 1:17:20
165 6115 佐藤 真樹 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 群馬県 1:17:22
166 7125 山下 太輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 山梨県 1:17:35
166 7127 丸子 透磨 ﾏﾙｺ ﾄｳﾏ 山梨県 1:17:35
168 9041 岡山 信男 ｵｶﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 1:17:37
169 2227 池谷 隆太 ｲｹﾔ ﾘｭｳﾀ 静岡県 1:17:43
169 14 本多 英春 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 1:17:43
171 8057 中川 史己 ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾐｷ 東京都 1:17:46
172 2237 有永 和樹 ｱﾘﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ 埼玉県 1:17:48
172 5196 服部 豊土 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾖﾄ 愛知県 1:17:48
174 2230 ＭＡＧＡＬＨＡＥＳ ＲＵＤＡＨＡＭＡＤＡ ﾏｶﾞﾘｬｽ ﾙﾀﾞﾊﾏﾀﾞ 神奈川県 1:17:50
174 2064 富田 駿 ﾄﾐﾀ ｽｸﾞﾙ 千葉県 1:17:50
176 135 杉山 幸基 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 静岡県 1:17:55
177 5033 武田 徳悦 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｴﾂ 東京都 1:17:56
177 6247 嘉村 憲司 ｶﾑﾗ ｹﾝｼ 神奈川県 1:17:56
179 3268 田中 禅人 ﾀﾅｶ ｾﾞﾝﾄ 埼玉県 1:17:58
179 4395 花川 智大 ﾊﾅｶﾜ ﾁﾋﾛ 埼玉県 1:17:58
181 3213 高橋 昌輝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 神奈川県 1:17:59
182 5254 福原 悠介 ﾌｸﾊﾗ ﾕｳｽｹ 愛知県 1:18:01
183 207 皆川 晃法 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 東京都 1:18:03
184 6130 佐藤 亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 滋賀県 1:18:07
185 2063 三浦 新吾 ﾐｳﾗ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 1:18:13
186 8017 高田 八州夫 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ 東京都 1:18:15
187 9008 林 佑駿 ﾊﾔｼ ﾕｳｼｭﾝ 東京都 1:18:17
188 4249 武田 晃 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾗ 千葉県 1:18:19
188 4305 山田 賢士朗 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 滋賀県 1:18:19
190 2258 松尾 修作 ﾏﾂｵ ｼｭｳｻｸ 東京都 1:18:20
191 36 渡辺 道広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁﾋﾛ 神奈川県 1:18:21
192 4195 眞田 史行 ｻﾅﾀﾞ ﾌﾐﾕｷ 千葉県 1:18:34
192 5227 氏家 正裕 ｳｼﾞｲｴ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 1:18:34
194 5176 牧野 真希 ﾏｷﾉ ﾅｵｷ 東京都 1:18:35
195 3262 萬國谷 忠 ﾏｸﾆﾔ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 1:18:39
196 72 永田 進 ﾅｶﾞﾀ ｽｽﾑ 東京都 1:18:40
196 10034 山田 英勝 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 群馬県 1:18:40
198 3006 正山 旭 ｼｮｳﾔﾏ ｱｷﾗ 東京都 1:18:41
198 8072 長谷川 太丞 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｲｽｹ 東京都 1:18:41
200 5093 稲垣 利光 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂﾞﾃﾙ 東京都 1:18:42

令和02年9月27日

「富士の国やまなし」秋のMt.富士ヒルクライム2020



ヒルクライム男子

Print: 2020/09/27 12:21:00 5 / 32 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 ﾌﾘｶﾞﾅ 県 名 記 録

200 6276 和田 力佳 ﾜﾀﾞ ﾘｷﾖｼ 神奈川県 1:18:42
202 3223 ベンゲル ラルフ ﾍﾞﾝｹﾞﾙ ﾗﾙﾌ 東京都 1:18:43
203 4128 栗木 貴史 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 愛知県 1:18:45
204 7065 藤井 祐介 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 東京都 1:18:49
205 2104 工藤 竜也 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 東京都 1:18:52
205 3241 松村 悟 ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ 東京都 1:18:52
207 3100 稲葉 孝史 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 1:18:53
208 4033 望月 新太郎 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡県 1:19:05
209 108 小塚 由彦 ｺﾂﾞｶ ﾖｼﾋｺ 愛知県 1:19:10
210 4186 礒野 友輔 ｲｿﾉ ﾕｳｽｹ 愛知県 1:19:15
211 2115 三澤 進 ﾐｻﾜ ｽｽﾑ 長野県 1:19:16
211 4135 角田 圭 ｶｸﾀ ｹｲ 千葉県 1:19:16
213 4248 横山 昂平 ﾖｺﾔﾏ ｺｳﾍｲ 茨城県 1:19:21
214 6289 上田 亥久雄 ｳｴﾀﾞ ｲｸｵ 神奈川県 1:19:22
215 128 阿部 祐 ｱﾍﾞ ﾕｳ 東京都 1:19:26
215 10022 伊勢島 真人 ｲｾｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 山梨県 1:19:26
217 8075 一箭 健吾 ｲﾁﾔ ｹﾝｺﾞ 東京都 1:19:28
218 6041 大友 健 ｵｵﾄﾓ ｹﾝ 神奈川県 1:19:30
219 4018 島津 隆生 ｼﾏﾂﾞ ﾀｶｵ 神奈川県 1:19:33
220 8080 宮下 星児 ﾐﾔｼﾀ ｾｲｼﾞ 東京都 1:19:37
221 10021 小野 忠 ｵﾉ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県 1:19:40
222 3044 石田 健造 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 広島県 1:19:41
223 8035 吉川 潤也 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 1:19:44
224 6286 森田 祐生 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 大阪府 1:19:47
225 7042 若槻 赳 ﾜｶﾂｷ ﾀｹｼ 神奈川県 1:19:50
226 7027 中村 彰希 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｷ 愛知県 1:19:51
227 3192 金野 純 ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:19:52
227 4185 菊池 秀隆 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾀｶ 茨城県 1:19:52
227 6020 岡本 健 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 1:19:52
230 2016 高山 信行 ﾀｶﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 1:19:58
231 8051 金澤 圭祐 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:20:01
232 4119 中西 勇人 ﾅｶﾆｼ ﾊﾔﾄ 神奈川県 1:20:03
233 125 上田 敬祐 ｳｴﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:20:06
234 48 谷藤 正博 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 1:20:15
235 5243 豊島 康夫 ﾄﾖｼﾏ ﾔｽｵ 埼玉県 1:20:16
236 5028 吉野 功哉 ﾖｼﾉ ｶﾂﾔ 埼玉県 1:20:21
236 8042 早場 大悟 ｿｳﾊﾞ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 1:20:21
238 4303 藤城 昭臣 ﾌｼﾞｼﾛ ｱｷｵﾐ 神奈川県 1:20:22
239 96 松田 征洋 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:20:23
240 46 津田 智弘 ﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 兵庫県 1:20:29
241 2046 畠中 強 ﾊﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 東京都 1:20:30
242 7020 松井 成臣 ﾏﾂｲ ﾅﾙｵﾐ 千葉県 1:20:35
243 2022 宍倉 隆一 ｼｼｸﾗ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 1:20:36
243 6049 吉田 友樹 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｷ 神奈川県 1:20:36
245 3035 和田 穣 ﾜﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 1:20:43
245 7022 山川 一 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞ 神奈川県 1:20:43
247 9040 小川 貴章 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｱｷ 東京都 1:20:46
248 6144 一成 鈴木 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ 埼玉県 1:20:48
249 2154 岡田 敏宏 ｵｶﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 1:20:49
250 2249 田中 俊裕 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 1:20:51
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250 6053 佐藤 義政 ｻﾄｳ ﾖｼﾏｻ 静岡県 1:20:51
252 5032 石橋 慶 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲ 神奈川県 1:20:54
252 5109 山口 大介 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:20:54
254 6183 伊藤 駿介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 岩手県 1:20:56
255 101 菅谷 真行 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 栃木県 1:20:57
256 3205 須身主 葡屡洲 ｽﾐｽ ﾌﾞﾙｰｽ 神奈川県 1:20:58
256 3153 梅田 智之 ｳﾒﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡県 1:20:58
258 4155 増田 謙一 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:20:59
259 3058 新名 領一 ﾆｲﾅ ﾘｮｳｲﾁ 愛知県 1:21:02
260 6263 福原 礼斗 ﾌｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 東京都 1:21:03
261 10004 三浦 聡 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 山梨県 1:21:04
262 4256 西垣 孝人 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｶﾄ 京都府 1:21:08
262 7126 大橋 淳之介 ｵｵﾊｼ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 山梨県 1:21:08
264 3191 伊藤 英一 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 1:21:11
264 6277 成毛 崇 ﾅﾙｹ ﾀｶｼ 千葉県 1:21:11
266 2176 森田 徹 ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ 愛知県 1:21:12
267 8019 三田 千里 ﾐﾀ ｾﾝﾘ 神奈川県 1:21:18
268 4075 瀧口 吉郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 東京都 1:21:22
268 4144 阿部 修也 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾔ 東京都 1:21:22
270 6011 小河原 貴弘 ｵｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 1:21:27
271 5221 高田 正男 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｵ 愛知県 1:21:28
272 6173 太田 英輝 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:21:30
273 4361 安部 ロラン與伴 ｱﾍﾞ ﾛﾗﾝﾖﾊﾝ 東京都 1:21:31
274 5063 宇野 和孝 ｳﾉ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 1:21:36
275 3036 芝崎 徹 ｼﾊﾞｻｷ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:21:39
276 6176 沖原 正敏 ｵｷﾊﾗ ﾏｻﾄｼ 東京都 1:21:41
277 23 福元 幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:21:46
278 6113 川崎 弘樹 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｷ 東京都 1:21:50
279 16 森口 愛 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ 神奈川県 1:21:55
280 3267 田中 至 ﾀﾅｶ ｲﾀﾙ 埼玉県 1:21:58
281 2101 内山 克弘 ｳﾁﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 1:22:00
282 3253 杉岡 研史 ｽｷﾞｵｶ ｹﾝｼﾞ 大阪府 1:22:01
283 67 戸松 裕登 ﾄﾏﾂ ﾋﾛﾄ 愛知県 1:22:06
284 62 竹内 宏之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:22:10
284 4194 斎藤 義幸 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 1:22:10
284 5154 山口 浩太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:22:10
284 7098 神尾 洋光 ｶﾐｵ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 1:22:10
288 7032 竹内 寧 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｼ 大阪府 1:22:11
289 6047 宇佐美 達也 ｳｻﾐ ﾀﾂﾔ 東京都 1:22:12
290 10038 鬼形 卓哉 ｵﾆｶﾞﾀ ﾀｸﾔ 群馬県 1:22:14
290 4077 阿久津 宜克 ｱｸﾂ ﾖｼｶﾂ 東京都 1:22:14
292 30 山口 智保 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ 群馬県 1:22:16
293 5036 岡本 浩一 ｵｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 1:22:22
294 5025 内田 潤 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:22:23
294 6220 和田 崇 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 1:22:23
296 6187 小澤 洋介 ｵｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 千葉県 1:22:24
297 4182 辻 一孝 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 1:22:25
298 209 中村 拓哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京都 1:22:28
299 3042 初瀬川 竜 ﾊﾂｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 東京都 1:22:31
300 9014 今野 賢 ｺﾝﾉ ｻﾄｼ 東京都 1:22:39
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301 8064 浅野 純 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ 広島県 1:22:42
302 6082 田中 圭一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ 東京都 1:22:43
303 43 堀尾 真一 ﾎﾘｵ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 1:22:54
304 8058 高橋 英俊 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 広島県 1:23:00
305 2112 内田 晋平 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都 1:23:02
306 6014 深見 拓也 ﾌｶﾐ ﾀｸﾔ 東京都 1:23:04
307 5220 杉本 利夫 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼｵ 長野県 1:23:05
308 10037 水落 美智雄 ﾐｽﾞｵﾁ ﾐﾁｵ 東京都 1:23:23
308 3025 元平 達朗 ﾓﾄﾋﾗ ﾀﾂﾛｳ 東京都 1:23:23
308 8043 木下 博文 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 1:23:23
311 4008 田中 聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 東京都 1:23:26
312 4044 河田 幸雄 ｶﾜﾀﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 1:23:27
312 6192 高田 健一 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:23:27
314 2169 マルコフスキ マレク ﾏﾙｺﾌｽｷ ﾏﾚｸ 東京都 1:23:31
314 3080 神田 雅泰 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾔｽ 山梨県 1:23:31
316 5149 古澤 修平 ﾌﾙｻﾜ ｼｭｳﾍｲ 千葉県 1:23:33
317 2140 重野 明義 ｼｹﾞﾉ ｱｷﾖｼ 東京都 1:23:39
318 10015 森 慶一郎 ﾓﾘ ｹｲｲﾁﾛｳ 山梨県 1:23:43
318 6291 サン チャクキ ｻﾝ ﾁｬｸｷ 東京都 1:23:43
320 8031 山﨑 友揮 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 埼玉県 1:23:49
321 3233 岡部 秀克 ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 埼玉県 1:23:55
322 3059 金子 誠 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ 東京都 1:23:58
322 10029 高橋 啓一 ﾀｶﾊｼ ｹｲｲﾁ 群馬県 1:23:58
324 4319 山崎 忠彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾀﾞﾋｺ 東京都 1:24:01
324 4023 磯野 洋一 ｲｿﾉ ﾖｳｲﾁ 千葉県 1:24:01
326 4004 塩見 泰彦 ｼｵﾐ ﾔｽﾋｺ 東京都 1:24:03
327 33 西 孝祐 ﾆｼ ｺｳｽｹ 奈良県 1:24:05
328 8061 永井 彰典 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 1:24:07
329 4029 加州 拓也 ｶｼｭｳ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:24:08
330 3252 鈴木 善雄 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 長野県 1:24:10
331 3248 齋藤 靖 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 静岡県 1:24:12
332 2069 横田 美恵 ﾖｺﾀ ﾖｼｴ 東京都 1:24:14
333 3188 萩原 泉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｽﾞﾐ 東京都 1:24:18
334 6036 後藤 進 ｺﾞﾄｳ ｽｽﾑ 埼玉県 1:24:21
335 2178 鈴木 博 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 山梨県 1:24:28
336 8036 松沢 直仁 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 千葉県 1:24:30
337 3245 池田 鉄郎 ｲｹﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京都 1:24:32
337 5178 大森 淳平 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 山梨県 1:24:32
339 5082 天野 和敏 ｱﾏﾉ ｶｽﾞﾄｼ 東京都 1:24:33
340 7028 大山 弘美 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾐ 静岡県 1:24:36
341 5072 吉田 透 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 静岡県 1:24:39
342 5225 菅原 朋樹 ｽｶﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ 群馬県 1:24:44
343 2054 吉武 孝二 ﾖｼﾀｹ ｺｳｼﾞ 大阪府 1:24:45
344 7119 飯田 艦大 ｲｲﾀﾞ ﾌﾈﾋﾛ 兵庫県 1:24:47
345 3096 添田 徳将 ｿｴﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 東京都 1:24:48
346 3236 小倉 貴彦 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾋｺ 東京都 1:24:50
346 4255 山野内 正吾 ﾔﾏﾉｳﾁ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 1:24:50
346 7084 井下 克彦 ｲﾉｼﾀ ｶﾂﾋｺ 東京都 1:24:50
349 3014 宗野 薫 ｿｳﾉ ｶｵﾙ 静岡県 1:24:55
350 4153 星 明彦 ﾎｼ ｱｷﾋｺ 埼玉県 1:24:56
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351 5207 宮田 頼光 ﾐﾔﾀ ﾖﾘﾐﾂ 東京都 1:24:58
351 6089 武田 壮一 ﾀｹﾀﾞ ｿｳｲﾁ 東京都 1:24:58
353 4175 赤澤 和徳 ｱｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 岡山県 1:24:59
354 9016 デュキリング ナザエル ﾃﾞｭｷﾘﾝｸﾞ ﾅｻﾞｴﾙ 東京都 1:25:03
355 2006 服部 慎也 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ 東京都 1:25:04
355 2138 遠藤 孝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 静岡県 1:25:04
357 7064 渡邊 公博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐﾋﾛ 愛知県 1:25:13
358 4353 中川 歩 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 静岡県 1:25:17
359 177 グリーン マイケル ｸﾞﾘｰﾝ ﾏｲｹﾙ 東京都 1:25:18
359 2166 浅川 耀太 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾀ 山梨県 1:25:18
359 3143 太野 俊之 ｵｵﾉ ﾄｼﾕｷ 千葉県 1:25:18
362 196 岡田 洋一 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 1:25:19
363 7059 山本 純平 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 1:25:22
364 9001 井上 達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 埼玉県 1:25:25
365 2226 間宮 馨 ﾏﾐﾔ ｶｵﾙ 千葉県 1:25:28
365 6229 柳内 秀一郎 ﾔﾅｲ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:25:28
367 5214 三和 一智 ﾐﾜ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 1:25:31
368 22 樋口 泰伸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 1:25:32
368 6280 縣 亮太 ｱｶﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 千葉県 1:25:32
370 4013 大内 康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:25:33
370 7008 柏木 隆志 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｼ 東京都 1:25:33
372 5228 前田 英樹 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 三重県 1:25:40
372 10023 橋本 光彦 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾋｺ 山梨県 1:25:40
374 6204 瀬古 康吏 ｾｺ ﾔｽｼ 三重県 1:25:43
375 75 福井 正之 ﾌｸｲ ﾏｻﾕｷ 愛知県 1:25:47
376 6168 大橋 泰文 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾌﾐ 滋賀県 1:25:50
377 2151 千葉 圭一 ﾁﾊﾞ ｹｲｲﾁ 東京都 1:25:51
378 103 西島 幸一 ﾆｼｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:25:52
378 4187 小林 亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 奈良県 1:25:52
380 4330 鈴木 悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 茨城県 1:25:53
381 175 松岡 直紀 ﾏﾂｵｶ ﾅｵｷ 神奈川県 1:25:54
381 3270 石川 博基 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｷ 岐阜県 1:25:54
383 6064 清水 友幸 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡県 1:25:55
384 2149 藤巻 仁 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:25:56
384 4053 重田 道保 ｼｹﾞﾀ ﾐﾁﾔｽ 神奈川県 1:25:56
386 2142 出原 功 ｲｽﾞﾊﾗ ｲｻｵ 愛知県 1:25:59
387 126 吉田 房純 ﾖｼﾀﾞ ﾌｻｽﾞﾐ 静岡県 1:26:03
388 2094 鈴木 博章 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 愛知県 1:26:04
389 7 大野 忠直 ｵｵﾉ ﾀﾀﾞﾅｵ 神奈川県 1:26:12
389 5067 境谷 淑 ｻｶｲﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:26:12
391 4167 三浦 慶文 ﾐｳﾗ ﾖｼﾌﾐ 東京都 1:26:14
392 8047 菅原 徹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 静岡県 1:26:15
393 150 櫻井 久 ｻｸﾗｲ ﾋｻｼ 静岡県 1:26:20
394 85 本多 真 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ 静岡県 1:26:27
395 6285 森田 人志 ﾓﾘﾀ ﾋﾄｼ 大阪府 1:26:30
396 5055 小野 雅寛 ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:26:38
397 18 杉本 勇二 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:26:39
398 7128 稲葉 蒼 ｲﾅﾊﾞ ｱｵｲ 山梨県 1:26:42
398 7129 井上 悠 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｶ 山梨県 1:26:42
400 2044 平岡 文男 ﾋﾗｵｶ ﾌﾐｵ 奈良県 1:26:45
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401 4258 寺尾 優輝 ﾃﾗｵ ﾕｳｷ 山梨県 1:26:46
402 4327 濱口 慶正 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾏｻ 神奈川県 1:26:53
403 5215 伊藤 佳 ｲﾄｳ ｹｲ 大阪府 1:26:55
404 4 香立 武士 ｺｳﾀﾃ ﾀｹｼ 埼玉県 1:26:56
405 3264 ブレイク 波里緯 ﾌﾞﾚｲｸ ﾊﾘｲ 東京都 1:26:59
406 6257 鈴木 俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 埼玉県 1:27:06
407 8082 藤田 隆司 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 福島県 1:27:11
408 6212 黒住 浩一 ｸﾛｽﾞﾐ ｺｳｲﾁ 奈良県 1:27:12
409 4358 小峯 胤 ｺﾐﾈ ﾂﾂﾞｷ 千葉県 1:27:13
410 4161 仙道 和人 ｾﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄ 千葉県 1:27:14
411 5237 畑山 雄海 ﾊﾀﾔﾏ ﾕｶｲ 東京都 1:27:16
412 10017 元吉 剰人 ﾓﾄﾖｼ ﾉﾘﾋﾄ 山梨県 1:27:18
413 8055 長谷川 雄大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 静岡県 1:27:19
414 4025 松山 英治 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ 東京都 1:27:21
415 107 山内 俊幸 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾕｷ 東京都 1:27:23
416 4131 大久保 雄介 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 1:27:27
417 4270 羽賀 秀幸 ﾊｶﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 1:27:31
418 2059 石原 学 ｲｼﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 1:27:36
419 2116 吉川 隆裕 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 山梨県 1:27:38
420 4058 左右田 泰宏 ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 1:27:41
420 7063 柳 雅之 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:27:41
422 141 下平 高志 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 東京都 1:27:42
422 2088 山崎 英明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:27:42
424 2122 丹下 芳徳 ﾀﾝｹﾞ ﾖｼﾉﾘ 広島県 1:27:45
424 4118 高田 昭 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 1:27:45
426 4235 村松 信明 ﾑﾗﾏﾂ ﾉﾌﾞｱｷ 静岡県 1:27:46
427 7109 浅野 智和 ｱｻﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 1:27:49
428 6111 八島 清志 ﾔｼﾏ ｷﾖｼ 千葉県 1:27:50
429 6048 酒井 威人 ｻｶｲ ﾀｹﾄ 静岡県 1:27:51
429 7121 橋本 悠平 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾍｲ 山梨県 1:27:51
431 4066 久後 雅也 ｸｺﾞ ﾏｻﾔ 愛知県 1:27:52
432 7010 洞澤 昇 ﾎﾗｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 1:27:53
433 4020 須藤 猛 ｽﾄﾞｳ ﾀｹｼ 神奈川県 1:27:54
434 4289 藤原 新 ﾌｼﾞﾊﾗ ｱﾗﾀ 広島県 1:27:57
435 10027 堀内 昭 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾗ 山梨県 1:28:03
435 3019 高山 訓史 ﾀｶﾔﾏ ｻﾄｼ 大阪府 1:28:03
437 3155 太田 光宣 ｵｵﾀ ﾐﾂﾉﾌﾞ 三重県 1:28:04
438 10005 奥脇 洋平 ｵｸﾜｷ ﾖｳﾍｲ 山梨県 1:28:06
439 8022 佐藤 宏一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:28:12
440 5094 橋田 智行 ﾊｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 東京都 1:28:14
441 5096 豊田 栄右 ﾄﾖﾀﾞ ｴｲｽｹ 東京都 1:28:16
442 3071 山口 健児 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:28:19
443 2070 井上 盛宏 ｲﾉｳｴ ﾓﾘﾋﾛ 神奈川県 1:28:26
443 4097 田中 浩幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 岐阜県 1:28:26
443 6037 円谷 朝彦 ﾂﾑﾗﾔ ｱｻﾋｺ 東京都 1:28:26
446 5195 亀井 正眸 ｶﾒｲ ﾏｻﾑ 東京都 1:28:34
446 7045 上野 渉 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 埼玉県 1:28:34
448 2180 豊川 豊 ﾄﾖｶﾜ ﾕﾀｶ 岐阜県 1:28:39
449 5119 林 賢太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 1:28:41
450 3091 本間 秀嗣 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 埼玉県 1:28:46
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450 5259 上田 大輔 ｳｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:28:46
452 4021 植田 哲弘 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:28:50
452 4345 房安 良和 ﾌｻﾔｽ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1:28:50
454 4285 立川 久夫 ﾀﾁｶﾜ ﾋｻｵ 三重県 1:28:52
455 8007 市川 創 ｲﾁｶﾜ ｿｳ 東京都 1:28:58
456 2093 桜井 渉 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ 静岡県 1:29:04
457 3212 上原 嗣則 ｳｴﾊﾗ ﾂｸﾞﾉﾘ 東京都 1:29:06
457 3003 舩木 幸政 ﾌﾅｷ ﾕｷﾏｻ 東京都 1:29:06
459 2014 宮田 浩成 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾅﾘ 富山県 1:29:07
459 7116 黒沢 雅志 ｸﾛｻﾜ ﾏｻｼ 茨城県 1:29:07
461 3142 稻葉 健造 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝｿﾞｳ 愛知県 1:29:10
462 3030 毛利 慶祐 ﾓｳﾘ ｹｲｽｹ 愛知県 1:29:11
463 3242 藤谷 航 ﾌｼﾞﾀﾆ ﾜﾀﾙ 静岡県 1:29:12
463 3033 明田 宏之 ｱｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 1:29:12
463 3112 山田 達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 1:29:12
466 2043 櫻井 諭 ｻｸﾗｲ ｻﾄｼ 東京都 1:29:13
466 3016 長井 勝広 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 1:29:13
468 180 ボンパス グウィン ﾎﾞﾝﾊﾟｽ ｸﾞｳｨﾝ 東京都 1:29:14
469 2087 小松 知也 ｺﾏﾂ ﾄﾓﾔ 静岡県 1:29:15
470 3007 吉崎 康文 ﾖｼｻﾞｷ ﾔｽﾌﾐ 東京都 1:29:17
470 6236 足立 考司 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶｼ 大阪府 1:29:17
472 4031 山中 和哉 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:29:18
472 5102 近藤 靖典 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ 東京都 1:29:18
474 2214 遠藤 恭範 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾉﾘ 山梨県 1:29:19
475 6299 遠山 和博 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:29:20
476 5019 加藤 慶彦 ｶﾄｳ ﾖｼﾋｺ 静岡県 1:29:22
477 37 岡部 光寿 ｵｶﾍﾞ ﾐﾂﾋｻ 神奈川県 1:29:23
478 3139 小谷 諭史 ｺﾀﾆ ｻﾄｼ 神奈川県 1:29:24
478 6184 久保川 高志 ｸﾎﾞｶﾜ ﾀｶｼ 静岡県 1:29:24
480 2189 浅野 大元 ｱｻﾉ ﾀﾞｲｹﾞﾝ 静岡県 1:29:25
481 2056 荒井 裕司 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 東京都 1:29:26
482 3240 齊藤 信浩 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉県 1:29:27
483 2026 山本 恭久 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋｻ 東京都 1:29:29
484 2083 笠間 正弘 ｶｻﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:29:32
484 3077 佐藤 忠彦 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋｺ 東京都 1:29:32
484 3076 中村 道明 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 広島県 1:29:32
487 5090 衣川 修平 ｷﾇｶﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 長野県 1:29:38
488 4322 若本 大輔 ﾜｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:29:40
488 6269 内山 友太 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀ 埼玉県 1:29:40
490 2019 湯谷 宗由 ﾕﾀﾆ ﾑﾈﾖｼ 兵庫県 1:29:41
490 3062 田所 翔 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳ 静岡県 1:29:41
492 2089 水永 直 ﾐｽﾞﾅｶﾞ ｽﾅｵ 山梨県 1:29:42
493 6076 横井 琢也 ﾖｺｲ ﾀｸﾔ 静岡県 1:29:44
494 3012 奥野 雅彦 ｵｸﾉ ﾏｻﾋｺ 東京都 1:29:45
495 6288 清水 賢治 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:29:47
496 2161 中村 達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 埼玉県 1:29:55
497 9034 小林 章一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 埼玉県 1:29:56
497 6235 折田 晃 ｵﾘﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 1:29:56
499 3148 佐々木 直 ｻｻｷ ﾅｵｼ 神奈川県 1:30:00
499 4035 須田 克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 群馬県 1:30:00
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501 4113 原田 悠紀 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 東京都 1:30:06
502 4329 浅野 正拡 ｱｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:30:08
502 5089 塚原 一樹 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ 広島県 1:30:08
504 2025 小川 隆 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 愛知県 1:30:10
505 3149 笹島 大明 ｻｻｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:30:12
506 3120 仲村 剛 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 三重県 1:30:22
506 5247 伴 拓実 ﾊﾞﾝ ﾀｸﾐ 静岡県 1:30:22
508 4177 松田 光将 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 静岡県 1:30:24
509 2139 黒崎 浩司 ｸﾛｻｷ ﾋﾛｼ 静岡県 1:30:26
509 4259 鳥谷部 篤 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 1:30:26
511 8029 佐藤 治彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 千葉県 1:30:30
512 3222 金崎 耕一郎 ｶﾅｻｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 兵庫県 1:30:31
513 5058 星崎 寛暁 ﾎｼｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:30:36
514 5135 栂野 慶太 ﾄｶﾞﾉ ｹｲﾀ 東京都 1:30:38
515 2042 鈴木 太一 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 埼玉県 1:30:45
515 5250 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:30:45
517 3231 鈴木 辰央 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋﾛ 静岡県 1:30:57
518 3031 河地 亜貴雄 ｶﾜﾁ ｱｷｵ 愛知県 1:30:58
519 2129 亀井 保 ｶﾒｲ ﾀﾓﾂ 神奈川県 1:30:59
520 4294 佐藤 宗彦 ｻﾄｳ ﾑﾈﾋｺ 宮城県 1:31:02
520 8028 大嶽 剛 ｵｵﾀｹ ﾂﾖｼ 東京都 1:31:02
522 169 玉本 洋 ﾀﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 群馬県 1:31:03
522 5231 尾形 欣一 ｵｶﾞﾀ ｷﾝｲﾁ 宮城県 1:31:03
524 4293 伊勢 秀彰 ｲｾ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県 1:31:05
524 5095 吉武 将也 ﾖｼﾀｹ ﾏｻﾔ 東京都 1:31:05
524 7011 濱崎 隆 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 神奈川県 1:31:05
527 2048 重田 清行 ｼｹﾞﾀ ｷﾖﾕｷ 東京都 1:31:09
527 5208 和田 勝 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 東京都 1:31:09
529 5034 小松 義尚 ｺﾏﾂ ﾖｼﾀｶ 茨城県 1:31:10
530 132 佐野 吉克 ｻﾉ ﾖｼｶﾂ 東京都 1:31:11
530 3068 神田 翔平 ｶﾝﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 宮城県 1:31:11
530 2158 伊藤 英之 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 1:31:11
533 2159 大場 拓海 ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾐ 兵庫県 1:31:14
534 143 長江 浩穂 ﾅｶﾞｴ ﾋﾛﾎ 岐阜県 1:31:20
534 20 松月 洋介 ﾏﾂﾂﾞｷ ﾖｳｽｹ 京都府 1:31:20
536 3135 稲山 貴明 ｲﾅﾔﾏ ﾀｶｱｷ 東京都 1:31:21
536 6033 三好 充 ﾐﾖｼ ﾐﾂﾙ 大阪府 1:31:21
538 3039 川又 永治 ｶﾜﾏﾀ ｴｲｼﾞ 栃木県 1:31:22
539 45 福嶋 忍 ﾌｸｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 1:31:24
540 5066 青木 康 ｱｵｷ ｺｳ 東京都 1:31:25
541 4030 高御堂 暢嘉 ﾀｶﾐﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 東京都 1:31:27
542 42 竹田 和弘 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 1:31:29
543 6090 長倉 康雄 ﾅｶﾞｸﾗ ﾔｽｵ 山梨県 1:31:37
544 8073 芝井 健一 ｼﾊﾞｲ ｹﾝｲﾁ 愛知県 1:31:40
545 2103 藤崎 義宏 ﾌｼﾞｻｷ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 1:31:46
546 8084 木内 誉律 ｷｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 1:31:48
547 76 矢野 国康 ﾔﾉ ｸﾆﾔｽ 東京都 1:31:50
548 147 佐藤 良則 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 福島県 1:31:51
548 4047 柳井 一隆 ﾔﾅｲ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 1:31:51
550 9 清水 輝雄 ｼﾐｽﾞ ﾃﾙｵ 埼玉県 1:31:52
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550 9020 ガルシア ラメセスデオ ｶﾞﾙｼｱ ﾗﾒｾｽﾃﾞｵ 東京都 1:31:52
552 5177 牧野 嵩史 ﾏｷﾉ ﾀｶﾌﾐ 東京都 1:31:57
553 6169 吉成 和也 ﾖｼﾅﾘ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 1:31:58
554 3105 丸山 宏司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 1:32:01
555 5081 土田 泰弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:32:14
556 4168 松木 真吾 ﾏﾂｷ ｼﾝｺﾞ 山梨県 1:32:21
557 105 野口 英人 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 1:32:22
557 5189 田代 賢二郎 ﾀｼﾛ ｹﾝｼﾞﾛｳ 山梨県 1:32:22
559 6209 富塚 文徳 ﾄﾐﾂｶ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 1:32:26
560 6010 泉沢 信明 ｲｽﾞﾐｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 1:32:33
561 3086 秦 健司 ﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 京都府 1:32:35
561 6178 益田 裕久 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 東京都 1:32:35
563 9047 菅野 広一 ｶﾝﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:32:39
564 2183 山田 陽介 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ 長野県 1:32:42
565 2190 田中 友英 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾃﾞ 愛知県 1:32:44
566 6298 小川 和晃 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 1:32:45
567 2012 橋本 展明 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 山梨県 1:32:48
567 3166 生田目 恵 ﾅﾏﾀﾒ ﾒｸﾞﾐ 栃木県 1:32:48
569 3130 鈴木 栄太郎 ｽｽﾞｷ ｴｲﾀﾛｳ 神奈川県 1:32:51
569 3115 黒田 茂夫 ｸﾛﾀﾞ ｼｹﾞｵ 東京都 1:32:51
571 6214 西 剛宏 ﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:32:52
572 3024 岩井 貴司 ｲﾜｲ ﾀｶｼ 愛知県 1:32:54
573 5161 遠藤 大樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 1:32:57
574 4016 松崎 章 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷﾗ 東京都 1:32:58
574 9021 ダタハン ジョーラン ﾀﾞﾀﾊﾝ ｼﾞｮｰﾗﾝ 神奈川県 1:32:58
576 2028 松山 弘世 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛﾖ 東京都 1:32:59
577 100 本間 丈博 ﾎﾝﾏ ﾀｹﾋﾛ 東京都 1:33:00
578 7039 三田 温 ﾐﾀ ｽﾅｵ 富山県 1:33:01
579 40 橋本 泰男 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｵ 大阪府 1:33:02
580 8087 市川 雄一 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 1:33:05
581 6022 谷川 啓人 ﾀﾆｶﾞﾜ ｹｲﾄ 静岡県 1:33:06
582 12 水越 照夫 ﾐｽﾞｺｼ ﾃﾙｵ 神奈川県 1:33:10
582 7033 深澤 賛光 ﾌｶｻﾜ ﾖｼﾐﾂ 東京都 1:33:10
584 6077 阿南 芳樹 ｱﾅﾐ ﾖｼｷ 東京都 1:33:13
585 2193 花嶋 泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 1:33:19
586 10019 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 山梨県 1:33:21
587 2263 柳原 大樹 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 東京都 1:33:23
588 8026 小宮 真之 ｺﾐﾔ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:33:24
589 10006 渡邊 聖一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ 山梨県 1:33:32
590 2164 山口 祐 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳ 東京都 1:33:38
591 131 田中 優成 ﾀﾅｶ ﾏｻﾅﾘ 東京都 1:33:39
592 7060 デラクルズ ジョセフ ﾃﾞﾗｸﾙｽﾞ ｼﾞｮｾﾌ 神奈川県 1:33:43
593 9025 ロンガキット ゲルトマー ﾛﾝｶﾞｷｯﾄ ｹﾞﾙﾄﾏｰ 東京都 1:33:44
594 8066 中田 吉彦 ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 静岡県 1:33:45
595 4230 岸 昭浩 ｷｼ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:33:46
596 5002 箱 隆之 ﾊｺ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:33:48
597 193 古永 慶弥 ｺﾅｶﾞ ｹｲﾔ 東京都 1:33:49
597 3246 丸野 友樹 ﾏﾙﾉ ﾄﾓｷ 愛知県 1:33:49
599 5241 見城 享俊 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾐﾁﾄｼ 静岡県 1:33:54
600 2145 豊島 伸介 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:33:55
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601 4207 日原 和仁 ﾋﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 山梨県 1:33:56
602 7050 浜田 肇一 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 福井県 1:33:57
603 4393 籏野 弘昭 ﾊﾀﾉ ﾋﾛｱｷ 東京都 1:33:58
604 4056 三宅 利洋 ﾐﾔｹ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県 1:34:04
605 3017 菊池 康仁 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾄ 静岡県 1:34:07
606 5127 神谷 浩行 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:34:12
607 2065 宮越 篤司 ﾐﾔｺｼ ｱﾂｼ 神奈川県 1:34:13
608 9044 矢野 庄悟 ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ 徳島県 1:34:17
608 2246 菅原 嘉宗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:34:17
610 5048 辰巳 嘉一 ﾀﾂﾐ ｶｲﾁ 奈良県 1:34:18
611 10003 内藤 保雄 ﾅｲﾄｳ ﾔｽｵ 山梨県 1:34:19
612 5060 成松 恭多 ﾅﾘﾏﾂ ｷｮｳﾀ 東京都 1:34:20
613 3225 望月 悠太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 群馬県 1:34:27
614 2224 田代 秀幸 ﾀｼﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 1:34:28
614 8023 高瀬 誠 ﾀｶｾ ﾏｺﾄ 東京都 1:34:28
616 6012 江口 洋平 ｴｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 1:34:30
617 6219 鈴木 敏夫 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ 東京都 1:34:36
618 3089 仲井 隆良 ﾅｶｲ ﾀｶﾖｼ 群馬県 1:34:38
618 6058 田浪 優 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ 栃木県 1:34:38
620 2086 山﨑 順一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 1:34:47
621 4164 磯谷 康広 ｲｿｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 1:34:55
622 3219 井端 啓輔 ｲﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 岐阜県 1:34:57
623 7038 安達 広 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ 静岡県 1:34:58
624 4057 山中 智行 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 1:35:00
625 4017 上村 彰典 ｳｴﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 1:35:01
626 6206 戸梶 孝比古 ﾄｶｼﾞ ﾀｶﾋｺ 東京都 1:35:02
627 9045 阿部 文彦 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋｺ 東京都 1:35:05
628 3194 足立 朱門 ｱﾀﾞﾁ ｼﾓﾝ 岐阜県 1:35:06
629 154 縣 晃一朗 ｱｶﾞﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知県 1:35:09
629 2186 安川 耕平 ﾔｽｶﾜ ｺｳﾍｲ 大阪府 1:35:09
631 2 小川 俊介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 1:35:16
632 3072 矢内 正和 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 1:35:21
633 2021 山田 一弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬県 1:35:27
634 4012 永井 晶 ﾅｶﾞｲ ｱｷﾗ 埼玉県 1:35:28
635 4125 菱沼 賢司 ﾋｼﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 1:35:30
636 4372 香月 大空 ｶﾂｷ ｿﾗ 福岡県 1:35:35
637 5128 阿久津 博志 ｱｸﾂ ﾋﾛｼ 埼玉県 1:35:36
638 10028 志村 剛 ｼﾑﾗ ﾂﾖｼ 山梨県 1:35:38
638 7071 森田 悠史 ﾓﾘﾀ ﾕｳｼ 神奈川県 1:35:38
640 5223 飲 飲 ﾎﾞﾜｿﾝ ﾁｬｰﾙｽﾞ 東京都 1:35:40
641 6068 山崎 誠 ﾔﾏｻｷ ﾏｺﾄ 東京都 1:35:41
642 6096 南 英夫 ﾐﾅﾐ ﾋﾃﾞｵ 奈良県 1:35:44
643 7061 小嶋 健 ｺｼﾞﾏ ｹﾝ 千葉県 1:35:45
644 4072 鈴木 太 ｽｽﾞｷ ﾌﾄｼ 神奈川県 1:35:47
645 158 鈴木 隆洋 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:35:55
645 6062 筧田 司 ﾄｲﾀﾞ ﾂｶｻ 千葉県 1:35:55
647 4105 温水 徳彦 ﾇｸﾐｽﾞ ﾉﾘﾋｺ 京都府 1:35:56
647 4295 西成 将人 ﾆｼﾅﾘ ﾏｻﾄ 宮城県 1:35:56
649 2213 功刀 政司 ｸﾇｷﾞ ﾏｻｼ 山梨県 1:36:04
649 3045 武藤 忠寛 ﾑﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 山梨県 1:36:04
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649 5074 杉田 忍 ｽｷﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ 愛知県 1:36:04
652 51 金井 晋太郎 ｶﾅｲ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪府 1:36:05
653 8068 森田 潤 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:36:07
654 2123 グロンスキー スラベック ｸﾞﾛﾝｽｷｰ ｽﾗﾍﾞｯｸ 東京都 1:36:08
655 4254 豊島 輝 ﾄﾖｼﾏ ﾋｶﾙ 茨城県 1:36:11
656 4064 本木 公彦 ﾓﾄｷ ｷﾐﾋｺ 静岡県 1:36:13
656 5168 伊藤 達俊 ｲﾄｳ ﾀﾂﾄｼ 福井県 1:36:13
658 6087 木下 真一郎 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:36:17
658 6160 北田 好克 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼｶﾂ 千葉県 1:36:17
660 2150 浅野 博 ｱｻﾉ ﾋﾛｼ 愛知県 1:36:29
661 5008 小松 悟志 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 愛知県 1:36:30
661 6126 須永 嘉人 ｽﾅｶﾞ ﾖｼﾄ 群馬県 1:36:30
663 4054 石塚 健一 ｲｼﾂｶ ｹﾝｲﾁ 茨城県 1:36:33
664 3119 由良 僚祐 ﾕﾗ ﾘｮｳｽｹ 東京都 1:36:37
665 123 窄口 晃 ｻｺｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知県 1:36:38
666 5007 杉原 弘祐 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳｽｹ 東京都 1:36:39
667 8016 濱松 輝延 ﾊﾏﾏﾂ ﾃﾙﾉﾌﾞ 神奈川県 1:36:40
668 4203 岡部 正宏 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:36:44
669 2212 山崎 宏幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:36:45
669 4055 原 祐次 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 山梨県 1:36:45
671 2234 結城 貴之 ﾕｳｷ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1:36:46
671 2168 広戸 充義 ﾋﾛﾄ ﾐﾂﾖｼ 三重県 1:36:46
673 4106 藤澤 雄一 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:36:52
673 6043 樋口 幸雄 ﾋｸﾞﾁ ﾕｷｵ 千葉県 1:36:52
675 4351 奥浦 俊光 ｵｸｳﾗ ﾄｼﾐﾂ 大阪府 1:36:55
675 6029 粕谷 富士夫 ｶｽﾔ ﾌｼﾞｵ 茨城県 1:36:55
677 2045 吉越 鉄太郎 ﾖｼｺｼ ﾃﾂﾀﾛｳ 福島県 1:36:58
678 3111 藤元 秀樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:37:02
679 3158 吉田 光徳 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 愛媛県 1:37:04
680 2034 沢井 直己 ｻﾜｲ ﾅｵﾐ 静岡県 1:37:06
681 2120 梅本 浩 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 1:37:07
682 5106 藤田 英伸 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 東京都 1:37:08
683 2175 矢野 太郎 ﾔﾉ ﾀﾛｳ 東京都 1:37:10
684 5014 津野 和宏 ﾂﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:37:11
685 4219 石田 朝光 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾐﾂ 静岡県 1:37:16
686 7024 西牟田 浩伸 ﾆｼﾑﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 1:37:17
687 7023 榎本 俊行 ｴﾉﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 東京都 1:37:18
688 5097 中䑓 健一 ｹﾝｲﾁ ﾅｶﾀﾞｲ 千葉県 1:37:19
689 2141 池垣 直則 ｲｹｶﾞｷ ﾅｵﾉﾘ 愛知県 1:37:26
690 5005 崎原 圭一 ｻｷﾊﾗ ｹｲｲﾁ 東京都 1:37:27
691 7115 緑川 智洋 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:37:29
691 8002 小田 裕一郎 ｵﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:37:29
693 3140 品田 浩之 ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:37:32
694 6005 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 東京都 1:37:33
695 26 森本 恵司 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｼﾞ 愛知県 1:37:37
696 7016 五十嵐 良 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳ 神奈川県 1:37:38
697 7082 近村 学 ﾁｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 1:37:41
698 4024 三好 三郎 ﾐﾖｼ ｻﾌﾞﾛｳ 大阪府 1:37:44
698 4328 長森 崇 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾀｶｼ 東京都 1:37:44
700 4292 小松 洋平 ｺﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:37:46
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701 2177 橋本 雅知 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾄ 山梨県 1:37:49
701 4281 臼居 喜和 ｳｽｲ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 1:37:49
703 7048 河合 一憲 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 1:37:51
704 2117 平位 和幸 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 1:37:52
705 4069 堤 幹夫 ﾂﾂﾐ ﾐｷｵ 神奈川県 1:37:53
706 3134 宮川 誠 ﾐﾔｶﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 1:37:55
707 7066 渡邉 一海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 1:37:57
708 5200 曽我 則之 ｿｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 愛知県 1:38:03
709 2106 高野 浩二 ﾀｶﾉ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:38:04
710 7103 佐野 広幸 ｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 山梨県 1:38:05
711 3074 菅谷 豊明 ｽｶﾞﾔ ﾄﾖｱｷ 東京都 1:38:08
712 2113 川崎 健次 ｶﾜｻｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 1:38:09
712 2207 平 直也 ﾀｲﾗ ﾅｵﾔ 茨城県 1:38:09
714 9027 サントス ダニーロ ｻﾝﾄｽ ﾀﾞﾆｰﾛ 東京都 1:38:11
714 7069 北野 元基 ｷﾀﾉ ﾓﾄﾉﾘ 兵庫県 1:38:11
716 3013 加藤 利明 ｶﾄｳ ﾄｼｱｷ 愛知県 1:38:13
716 7006 加藤 勝 ｶﾄｳ ﾏｻﾙ 東京都 1:38:13
718 5022 圷 正志 ｱｸﾂ ﾏｻｼ 茨城県 1:38:14
719 2075 岩崎 真一 ｲﾜｻｷ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 1:38:18
720 3226 萩原 祥吾 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 群馬県 1:38:22
721 5226 野地 真樹 ﾉﾁﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 1:38:23
722 6221 勝又 東 ｶﾂﾏﾀ ｱｽﾞﾏ 東京都 1:38:26
723 2203 上久保 椋太 ｶﾐｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 1:38:27
724 6256 柴 直史 ｼﾊﾞ ﾅｵﾌﾐ 埼玉県 1:38:30
725 5062 冨川 八峰 ﾄﾐｶﾜ ﾔﾂﾎ 東京都 1:38:31
725 6069 村山 秀行 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:38:31
727 2057 下條 恭永 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾔｽﾅｶﾞ 神奈川県 1:38:36
727 6099 丹野 虎士己 ﾀﾝﾉ ｺｵｷ 埼玉県 1:38:36
729 1 関口 彰 ｾｷｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都 1:38:37
730 4133 廣田 健 ﾋﾛﾀ ﾂﾖｼ 千葉県 1:38:38
731 11 中山 賢一 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 栃木県 1:38:40
732 6006 大沼 元 ｵｵﾇﾏ ﾊｼﾞﾒ 東京都 1:38:44
733 3103 望月 幸成 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｷﾅﾘ 静岡県 1:38:46
733 6163 押尾 智之 ﾄﾓﾕｷ ｵｼｵ 千葉県 1:38:46
735 6031 鷺谷 茂 ｻｷﾞﾔ ｼｹﾞﾙ 茨城県 1:38:49
735 6287 髙橋 賢 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 東京都 1:38:49
737 112 中島 信和 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 東京都 1:39:01
737 6102 堀切 哲生 ﾎﾘｷﾘ ﾃﾂｵ 東京都 1:39:01
737 7004 轟 健一郎 ﾄﾄﾞﾛｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:39:01
740 3161 上野 弘志 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 愛知県 1:39:03
741 4374 西本 正徳 ﾆｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 福岡県 1:39:05
742 8033 舟越 洋司 ﾌﾅｺｼ ﾖｳｼﾞ 千葉県 1:39:10
743 157 杉浦 恭義 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾖｼ 静岡県 1:39:11
743 2185 中村 啓之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 1:39:11
743 4117 鈴木 章二 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 1:39:11
746 3179 中沢 正樹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｷ 埼玉県 1:39:12
747 6255 秋葉 悠佑 ｱｷﾊﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉県 1:39:13
748 5051 榎園 人士 ｴﾉｷｿﾞﾉ ﾋﾄｼ 神奈川県 1:39:14
748 7036 横井 大輔 ﾖｺｲ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 1:39:14
750 9006 谷本 晃一 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｲﾁ 東京都 1:39:17
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751 9035 田坂 浩一 ﾀｻｶ ｺｳｲﾁ 東京都 1:39:21
752 6258 岸田 直樹 ｷｼﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 1:39:23
753 4334 高河原 宏貴 ﾀｶｶﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 兵庫県 1:39:29
754 2245 竹腰 正人 ﾀｹｺｼ ﾏｻﾄ 東京都 1:39:31
754 3232 河野 勝人 ｶﾜﾉ ｶﾂﾄ 岐阜県 1:39:31
756 2235 千木良 駿 ﾁｷﾞﾗ ｼｭﾝ 栃木県 1:39:36
756 8067 水澤 龍之介 ﾐｽﾞｻﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 埼玉県 1:39:36
758 4109 関口 康明 ｾｷｸﾞﾁ ﾔｽｱｷ 東京都 1:39:39
759 7044 渡邊 安伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 1:39:43
760 5087 渡部 達生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｵ 愛知県 1:39:49
760 6137 永井 啓貴 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 群馬県 1:39:49
762 6034 大庭 嘉久 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾋｻ 埼玉県 1:39:50
763 7113 杉山 宗優 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 1:39:53
764 3121 仲村 勇馬 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 茨城県 1:39:58
764 9024 チェンプロン ジョンレイル ﾁｪﾝﾌﾟﾛﾝ ｼﾞｮﾝﾚｲﾙ 埼玉県 1:39:58
766 4091 島田 昌和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 1:39:59
767 7051 矢澤 眞司 ﾔｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:40:02
768 4191 川又 高幸 ｶﾜﾏﾀ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 1:40:03
769 5242 松谷 幸広 ﾏﾂﾀﾆ ﾕｷﾋﾛ 三重県 1:40:05
770 4071 工藤 雅人 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 東京都 1:40:07
771 10009 砂川 一郎 ｽﾅｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 山梨県 1:40:10
772 3032 村松 裕次 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 静岡県 1:40:24
773 6121 坪野内 孝宏 ﾂﾎﾞﾉｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:40:29
774 4010 三輪 章 ﾐﾜ ｱｷﾗ 三重県 1:40:34
775 7111 大場 剛 ｵｵﾊﾞ ﾀｹｼ 静岡県 1:40:36
776 7005 佐々木 盛士 ｻｻｷ ｾｲｼﾞ 東京都 1:40:39
777 4085 金芳 勇生 ｶﾈﾖｼ ﾕｳｷ 兵庫県 1:40:40
777 5122 丸山 光貴 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾀｶ 埼玉県 1:40:40
779 6035 いざ 和茂 ｲｻﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 富山県 1:40:43
780 6097 本橋 直樹 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｷ 神奈川県 1:40:48
781 5192 設永 昌広 ﾉﾌﾞﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:40:53
782 4163 鈴木 克美 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ 茨城県 1:40:56
783 6225 田中 純一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 1:41:05
784 7025 今井 賢一 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 1:41:11
784 6194 新山 悟 ﾆｲﾔﾏ ｻﾄﾙ 山梨県 1:41:11
786 4038 荒井 光城 ｱﾗｲ ﾐﾂｼﾛ 東京都 1:41:12
787 6253 黒田 幸弘 ｸﾛﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 兵庫県 1:41:13
788 4356 代永 隆士 ﾖﾅｶﾞ ﾀｶｼ 茨城県 1:41:14
788 9023 ロメロ ジェリー ﾛﾒﾛ ｼﾞｪﾘｰ 東京都 1:41:14
790 8032 山元 脩平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｴｲ 東京都 1:41:21
791 5110 鈴木 辰佳 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾖｼ 千葉県 1:41:22
792 8056 上田 大輔 ｳｴﾀ ﾀﾞｲｽｹ 大阪府 1:41:34
793 2184 古庄 勝 ﾌﾙｼｮｳ ﾏｻﾙ 兵庫県 1:41:36
793 2002 吉川 弘行 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:41:36
795 4051 遠山 誠 ﾄｵﾔﾏ ﾏｺﾄ 山梨県 1:41:37
796 4188 草薙 順生 ｸｻﾅｷﾞ ﾖﾘｵ 香川県 1:41:38
797 3067 村川 往欧 ﾑﾗｶﾜ ｲｸｵ 愛知県 1:41:41
798 4124 安田 昌泰 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:41:44
799 3079 岩本 博昭 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 静岡県 1:41:57
800 4396 小浜 幸司 ｺﾊﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 1:41:58
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801 5257 湯澤 政明 ﾕｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 神奈川県 1:42:04
802 7110 坂田 竹広 ｻｶﾀ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 1:42:06
803 6065 山下 祐二 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:42:07
804 3114 津田 裕久 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 大阪府 1:42:15
804 5086 長﨑 宏則 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 1:42:15
806 3010 君塚 尚士 ｷﾐﾂﾞｶ ﾋｻｼ 東京都 1:42:18
807 2160 長谷川 清 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾖｼ 東京都 1:42:19
807 4321 川又 弘道 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 1:42:19
809 6107 須貝 剛 ｽｶﾞｲ ﾂﾖｼ 埼玉県 1:42:22
810 6025 田村 謙吾 ﾀﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 1:42:26
810 5026 荏原 浩明 ｴﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:42:26
812 4132 松田 知也 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾔ 滋賀県 1:42:29
813 5174 松本 良史 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 東京都 1:42:31
814 3230 瀬谷 智之 ｾﾔ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 1:42:37
815 6172 田中 大輔 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 1:42:39
816 4344 青木 秀彰 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:42:40
816 6271 宝井 良輔 ﾀｶﾗｲ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 1:42:40
818 2096 武藤 慶太 ﾑﾄｳ ｹｲﾀ 石川県 1:42:41
819 3215 東 裕之 ﾋｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:42:43
819 5111 鈴木 孝二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:42:43
821 5157 小川 純也 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 1:42:44
821 5099 松縄 要 ﾏﾂﾅﾜ ｶﾅﾒ 千葉県 1:42:44
823 3210 山本 達郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾛｳ 静岡県 1:42:45
824 3050 野村 真一 ﾉﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:42:48
824 6018 細井 浩司 ﾎｿｲ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:42:48
826 3065 山中 智樹 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 兵庫県 1:42:50
826 6147 尾花 司郎 ｵﾊﾞﾅ ｼﾛｳ 埼玉県 1:42:50
828 4389 横山 雄紀 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 埼玉県 1:42:51
829 6100 木場 雄一 ｺﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 大阪府 1:42:55
830 4011 吉田 伸一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 愛知県 1:42:57
831 9004 上野 徹昭 ｳｴﾉ ﾃﾂｱｷ 京都府 1:42:59
831 8059 南 秀耶 ﾐﾅﾐ ｼｭｳﾔ 千葉県 1:42:59
833 6232 西島 友貴 ﾆｼｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 千葉県 1:43:01
834 2036 佐嶋 健一 ｻｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:43:04
835 6272 横山 樹 ﾖｺﾔﾏ ｲﾂｷ 東京都 1:43:07
836 4247 稲葉 利博 ｲﾅﾊﾞ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 1:43:10
837 6004 橋本 和仁 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都 1:43:13
838 4088 土方 勇二 ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:43:15
839 3144 小鷹 修司 ｵﾀﾞｶ ｼｭｳｼﾞ 東京都 1:43:19
840 3235 ＣＨＥＮＧ ＨＳＵＮＪＥＮ ﾁｪﾝ ｼｭﾝﾚﾝ 東京都 1:43:21
841 9022 ロベディカ リノ ﾛﾍﾞﾃﾞｨｶ ﾘﾉ 神奈川県 1:43:23
842 2248 高橋 昌吾 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 群馬県 1:43:25
843 6052 高橋 宏哲 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:43:30
844 6231 清水 眞 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 東京都 1:43:31
845 149 斉藤 充宏 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 1:43:34
845 3150 松沼 和男 ﾏﾂﾇﾏ ｶｽﾞｵ 神奈川県 1:43:34
847 2132 奥村 淳 ｵｸﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:43:35
847 4022 牧江 聖法 ﾏｷｴ ｷﾖﾉﾘ 京都府 1:43:35
849 3026 植木 和浩 ｳｴｷ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:43:38
850 4277 大石 基広 ｵｵｲｼ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 1:43:44
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851 2091 桜井 豪 ｻｸﾗｲ ｺﾞｳ 静岡県 1:43:46
852 4086 橋本 順一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡県 1:43:47
853 4275 遠藤 慶 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 山梨県 1:43:52
854 6066 山本 康敬 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 東京都 1:43:54
855 153 佐藤 正明 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 千葉県 1:43:55
855 3083 青山 奈央 ｱｵﾔﾏ ﾅｵ 東京都 1:43:55
857 7055 糸井 康博 ｲﾄｲ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:43:58
858 4298 雨宮 稔 ｱﾒﾐﾔ ﾐﾉﾙ 山梨県 1:43:59
859 5148 戸口 侑 ﾄｸﾞﾁ ﾕｳ 群馬県 1:44:01
860 6252 大久保 純 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 1:44:02
861 5194 山本 隆治 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 1:44:04
861 6283 鈴木 大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 静岡県 1:44:04
861 7085 隅田 伸也 ｽﾐﾀﾞ ｼﾝﾔ 広島県 1:44:04
864 4095 草野 篤 ｸｻﾉ ｱﾂｼ 大阪府 1:44:06
864 4171 山本 学嗣 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 千葉県 1:44:06
866 3051 木村 勝則 ｷﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 1:44:11
867 6143 前江田 勝治 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂｼﾞ 東京都 1:44:14
868 181 工藤 文彦 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 1:44:19
869 4368 伊藤 久文 ｲﾄｳ ﾋｻﾌﾐ 福島県 1:44:27
870 7091 大河原 丞 ｵｵｶﾜﾗ ｽｽﾑ 神奈川県 1:44:35
871 2099 本間 礼 ﾎﾝﾏ ﾏｻｼ 埼玉県 1:44:36
872 8078 加藤 比路 ｶﾄｳ ﾋﾛ 愛知県 1:44:39
873 3198 梶 伸之介 ｶｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ 東京都 1:44:44
874 10016 伊藤 一帆 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾎ 山梨県 1:44:46
875 4266 佐々木 一彰 ｻｻｷ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 1:44:50
876 6230 籾山 俊則 ﾓﾐﾔﾏ ﾄｼﾉﾘ 東京都 1:44:51
877 5160 遠藤 収 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 神奈川県 1:44:52
878 2144 急式 克則 ｷｭｳｼｷ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 1:44:56
879 81 丸山 直政 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾏｻ 神奈川県 1:45:00
879 4228 林 明宏 ﾊﾔｼ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 1:45:00
881 6162 荻原 弘樹 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｷ 長野県 1:45:02
882 4176 一木 洋介 ｲﾁｷﾞ ﾖｳｽｹ 愛知県 1:45:04
883 3085 高松 英彦 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾃﾞﾋｺ 埼玉県 1:45:06
883 5244 佐藤 俊一 ｻﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県 1:45:06
885 5020 加野 毅真 ｶﾉ ﾀｹﾏ 奈良県 1:45:11
886 3092 加藤 敦吏 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 静岡県 1:45:12
887 5185 土方 耕平 ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 1:45:13
888 2107 村松 秀彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞﾋｺ 静岡県 1:45:18
889 3172 湯脇 ヨシツグ ﾕﾜｷ ﾖｼﾂｸﾞ 東京都 1:45:19
890 5246 荒川 裕之 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:45:20
891 2222 代永 茂樹 ﾖﾅｶﾞ ｼｹﾞｷ 山梨県 1:45:21
891 7034 瀧本 智行 ﾀｷﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 1:45:21
893 6055 渡辺 孝俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 福島県 1:45:26
893 7099 佐藤 道 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 埼玉県 1:45:26
895 3201 村上 隆治 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 1:45:27
896 6122 若林 宏幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:45:32
897 10024 雨宮 孝 ｱﾒﾐﾔ ﾀｶｼ 山梨県 1:45:35
898 9003 鹿野 浩二 ｶﾉ ｺｳｼﾞ 埼玉県 1:45:39
899 6292 佐々木 徳朗 ｻｻｷ ﾄｸﾛｳ 埼玉県 1:45:45
900 2242 加藤 伊智郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ 東京都 1:46:02
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901 3204 日比 柾宏 ﾋﾋﾞ ﾏｻﾋﾛ 京都府 1:46:04
902 4304 長内 裕 ｵｻﾅｲ ﾕﾀｶ 静岡県 1:46:07
903 148 森山 哲史 ﾓﾘﾔﾏ ﾃﾂｼ 愛媛県 1:46:08
904 3040 見崎 真 ﾐｻｷ ﾏｺﾄ 静岡県 1:46:10
905 6198 坂脇 弘之 ｻｶﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 山梨県 1:46:12
906 4385 小田 敏之 ｵﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 1:46:14
906 6151 砂田 英司 ｽﾅﾀﾞ ｴｲｼﾞ 山梨県 1:46:14
908 8060 星野 純平 ﾎｼﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 1:46:18
909 4360 村松 義剛 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾀｹ 愛知県 1:46:23
910 2192 横田 和弥 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾔ 東京都 1:46:26
910 5126 柿沼 晋介 ｶｷﾇﾏ ｼﾝｽｹ 埼玉県 1:46:26
912 3008 伊藤 薫紀 ｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 東京都 1:46:28
913 6228 近藤 健 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 1:46:34
914 2119 吉田 武文 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾌﾐ 大阪府 1:46:35
915 7130 西幹 祐太 ﾆｼﾐｷ ﾕｳﾀ 埼玉県 1:46:36
916 5204 横山 幸司 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 1:46:37
917 4019 藤原 大輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 1:46:38
918 4221 大津 知久 ｵｵﾂ ﾄﾓﾋｻ 静岡県 1:46:40
918 5065 廣瀬 昌弘 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ 栃木県 1:46:40
920 4108 澤本 博之 ｻﾜﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:46:53
921 8024 石川 宏幸 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:46:55
922 88 中澤 隆行 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:47:02
922 9018 バルタザール ディルソン ﾊﾞﾙﾀｻﾞｰﾙ ﾃﾞｨﾙｿﾝ 東京都 1:47:02
922 6155 大山 龍顕 ｵｵﾔﾏ ﾀﾂｱｷ 千葉県 1:47:02
925 3196 萩野 篤人 ﾊｷﾞﾉ ｱﾂﾋﾄ 千葉県 1:47:03
925 4388 和田 龍司 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳｼ 千葉県 1:47:03
927 6088 矢澤 隆 ﾔｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 1:47:09
928 6072 新村 貴樹 ｼﾝﾑﾗ ﾀｶｷ 東京都 1:47:10
928 7105 前田 貢一 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ 静岡県 1:47:10
930 119 長嶺 博文 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾌﾐ 山梨県 1:47:12
931 4237 村田 征治 ﾑﾗﾀ ｾｲｼﾞ 神奈川県 1:47:14
932 3070 平澤 建夫 ﾋﾗｻﾜ ﾀｹｵ 神奈川県 1:47:17
932 8085 酒井 光雄 ｻｶｲ ﾐﾂｵ 長野県 1:47:17
934 3200 大関 崇史 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 埼玉県 1:47:19
935 5010 福田 浩之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:47:23
936 7031 古橋 正明 ﾌﾙﾊｼ ﾏｻｱｷ 長野県 1:47:26
937 5218 青山 翼 ｱｵﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 群馬県 1:47:27
937 5006 小笠原 崇 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 1:47:27
939 3123 崎田 英晶 ｻｷﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 1:47:29
940 7086 廣田 玲雄 ﾋﾛﾀ ﾚｵ 東京都 1:47:31
941 6135 吉野 貴史 ﾖｼﾉ ﾀｶﾌﾐ 東京都 1:47:34
942 4050 島倉 正博 ｼﾏｸﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 1:47:36
943 4244 石﨑 勝也 ｲｼｻﾞｷ ｶﾂﾔ 東京都 1:47:37
944 3237 石川 公彦 ｲｼｶﾜ ｷﾐﾋｺ 千葉県 1:47:46
945 4111 依田 晋一郎 ﾖﾘﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:47:49
946 7015 長谷 常明 ﾊｾ ﾂﾈｱｷ 兵庫県 1:47:53
947 5100 藤本 俊之 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:47:57
948 6216 中家 鉄男 ﾅｶｲｴ ﾃﾂｵ 三重県 1:47:58
949 4103 髙品 稔 ﾀｶｼﾅ ﾐﾉﾙ 千葉県 1:48:01
950 6060 手塚 勉 ﾃﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ 栃木県 1:48:04
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951 5045 大内 康雄 ｵｵｳﾁ ﾔｽｵ 埼玉県 1:48:07
952 6170 磯谷 修司 ｲｿﾔ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 1:48:10
953 6016 今井 治行 ｲﾏｲ ﾊﾙﾕｷ 東京都 1:48:14
954 10040 長澤 茂仁 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾋﾄ 山梨県 1:48:19
955 4262 武井 佑樹 ﾀｹｲ ﾕｳｷ 静岡県 1:48:22
955 6260 吉次 弘一 ﾖｼﾂｸﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 1:48:22
957 5142 鏡 広幸 ｶｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:48:26
958 5164 野上 哲郎 ﾉｶﾞﾐ ﾃﾂﾛｳ 東京都 1:48:27
958 8027 佐久間 智之 ｻｸﾏ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 1:48:27
960 4076 服部 寿彦 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾋｺ 愛知県 1:48:28
960 4343 清水 宏泰 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾔｽ 東京都 1:48:28
962 2211 永橋 優輔 ﾅｶﾞﾊｼ ﾕｳｽｹ 東京都 1:48:30
963 5003 杉山 夏樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ 静岡県 1:48:35
964 152 北口 能章 ｷﾀｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 京都府 1:48:37
964 4138 佐藤 智樹 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 神奈川県 1:48:37
964 5009 窪田 真仁 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾄ 静岡県 1:48:37
967 7057 下津浦 久史 ｼﾓﾂｳﾗ ﾋｻｼ 新潟県 1:48:39
968 3066 高畠 聡 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｻﾄｼ 東京都 1:48:42
969 4070 森永 二郎 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾞﾛｳ 埼玉県 1:48:49
970 2118 飯田 豊 ｲｲﾀﾞ ﾕﾀｶ 愛知県 1:48:50
971 5229 佐藤 健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 1:49:00
972 4337 馮 陽 ﾋｮｳ ﾖｳ 神奈川県 1:49:09
973 4342 石井 由行 ｲｼｲ ﾖｼﾕｷ 千葉県 1:49:14
974 8077 神谷 拓海 ｶﾐﾔ ﾀｸﾐ 愛知県 1:49:15
975 6188 元川 勲 ﾓﾄｶﾜ ｲｻｵ 神奈川県 1:49:24
976 6120 小池 壱秋 ｺｲｹ ｶｽﾞｱｷ 山梨県 1:49:28
977 6045 武居 克憲 ﾀｹｲ ｶﾂﾉﾘ 千葉県 1:49:33
978 6123 田口 栄一 ﾀｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ 大阪府 1:49:34
979 4273 澤本 博之 ｻﾜﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:49:37
980 3229 榎本 信男 ｴﾉﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 兵庫県 1:49:39
981 6141 加藤 健介 ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ 東京都 1:49:46
982 6177 稲木 重夫 ｲﾅｷﾞ ｼｹﾞｵ 静岡県 1:49:48
983 5041 中島 健晴 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾊﾙ 東京都 1:49:51
984 8065 中林 潤 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:49:54
985 6061 登橋 貴裕 ﾉﾎﾞﾘﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 大阪府 1:49:55
986 15 池谷 研一 ｲｹﾀﾆ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:49:56
987 6181 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 1:49:57
988 5017 高月 哲 ﾀｶﾂｷ ｻﾄﾙ 神奈川県 1:49:59
989 3221 小林 武 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 群馬県 1:50:00
990 2165 中島 俊輔 ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 東京都 1:50:01
991 4152 角南 篤志 ｽﾅﾐ ｱﾂｼ 千葉県 1:50:02
991 6215 島村 英人 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 1:50:02
993 6063 広瀬 繁治 ﾋﾛｾ ｼｹﾞﾊﾙ 千葉県 1:50:03
994 2239 千木良 陽 ﾁｷﾞﾗ ﾖｳ 栃木県 1:50:12
995 66 倉橋 孝明 ｸﾗﾊｼ ﾀｶｱｷ 愛知県 1:50:20
996 5153 矢野 良明 ﾔﾉ ﾖｼｱｷ 東京都 1:50:23
997 9012 まりー ノエル ﾏﾘｰ ﾉｴﾙ 愛知県 1:50:25
998 6224 ビエン フレデリック ﾋﾞｴﾝ ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ 東京都 1:50:28
999 6051 下村 竜也 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:50:31

1000 9010 チェンプロン ペスカンテ ﾁｪﾝﾌﾟﾛﾝ ﾍﾟｽｶﾝﾃ 埼玉県 1:50:32
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1001 3159 飯田 雄一 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 1:50:40
1001 5133 片岡 龍聖 ｶﾀｵｶ ﾘｭｳｾｲ 栃木県 1:50:40
1003 8048 神谷 庄太 ｶﾐﾔ ｼｮｳﾀ 静岡県 1:50:47
1004 7077 村田 真一 ﾑﾗﾀ ｼﾝｲ 愛知県 1:50:55
1005 55 松田 健一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:50:56
1005 3073 井上 斉 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 東京都 1:50:56
1005 8070 伊丹 理雄 ｲﾀﾐ ﾘｵ 山梨県 1:50:56
1008 4311 野嶋 剛 ﾉｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 東京都 1:50:59
1008 6134 長谷川 豊和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾖｶｽﾞ 滋賀県 1:50:59
1010 3265 森田 克己 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾐ 東京都 1:51:04
1011 3104 亀沢 泰憲 ｶﾒｻﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 山梨県 1:51:06
1012 4151 五嶋 誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 1:51:14
1013 136 宗安 拓 ﾑﾈﾔｽ ﾀｸ 東京都 1:51:16
1014 198 木嶋 祐介 ｷｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 東京都 1:51:18
1014 5230 上倉 由寛 ｶﾐｸﾗ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:51:18
1016 5198 水越 幸男 ﾐｽﾞｺｼ ﾕｷｵ 愛知県 1:51:19
1017 6179 勝亦 龍介 ｶﾂﾏﾀ ﾘｭｳｽｹ 静岡県 1:51:22
1018 9026 ユモ ジョンフランシス ﾕﾓ ｼﾞｮﾝﾌﾗﾝｼｽ 東京都 1:51:35
1019 2171 望月 昌之 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾕｷ 千葉県 1:51:36
1020 4074 吉田 康久 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 千葉県 1:51:37
1021 2066 早川 慎司 ﾊﾔｶﾜ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:51:39
1022 7117 川越 英雄 ｶﾜｺﾞｴ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 1:51:43
1023 5101 小林 卓也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 東京都 1:51:46
1024 6125 古木 基大 ﾌﾙｷ ﾓﾄﾋﾛ 愛知県 1:51:50
1025 3263 ブレイク イアン ﾌﾞﾚｲｸ ｲｱﾝ 東京都 1:51:51
1025 5249 森澤 栄樹 ﾓﾘｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 三重県 1:51:51
1027 2060 谷田 一真 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 1:51:54
1027 7019 長倉 大輔 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:51:54
1029 4062 阿野 孝利 ｱﾉ ﾀｶﾄｼ 愛知県 1:51:58
1030 6024 中村 洋志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 兵庫県 1:51:59
1031 4386 竹内 清博 ﾀｹｳﾁ ｷﾖﾋﾛ 愛知県 1:52:02
1032 6079 柴田 典幸 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 愛知県 1:52:12
1033 4286 岡村 拓 ｵｶﾑﾗ ﾀｸ 愛知県 1:52:15
1034 166 藤垣 直志 ﾌｼﾞｶﾞｷ ﾅｵｼ 東京都 1:52:17
1035 7118 中島 瑞生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 埼玉県 1:52:36
1036 5183 金谷 太一 ｶﾅﾔ ﾀｲﾁ 静岡県 1:52:39
1037 86 鈴木 昭仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖｼ 東京都 1:52:42
1038 3254 大串 昌矢 ｵｵｸﾞｼ ﾏｻﾔ 埼玉県 1:52:47
1038 5046 林 達雄 ﾊﾔｼ ﾀﾂｵ 神奈川県 1:52:47
1040 7003 熊谷 潤 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:52:51
1041 3015 小島 克人 ｺｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾄ 埼玉県 1:52:54
1041 4134 宗藤 和徳 ﾑﾈﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 1:52:54
1043 6279 海瀬 隆太郎 ｶｲｾ ﾘｭｳﾀﾛｳ 和歌山県 1:52:55
1044 4015 窪田 博矢 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾔ 山梨県 1:52:56
1045 73 林 勇樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 神奈川県 1:53:04
1046 4073 野村 達彦 ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 愛知県 1:53:08
1047 4314 坂 孝司 ﾊﾞﾝ ﾀｶｼ 神奈川県 1:53:14
1048 5083 及川 英樹 ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 1:53:16
1049 6294 南 光太郎 ﾐﾅﾐ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:53:25
1050 5255 鈴木 信幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 1:53:29
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1051 3251 清水 宏起 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ 岐阜県 1:53:39
1052 6091 池上 光次 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:53:41
1053 5069 河野 建 ｺｳﾉ ﾀｹﾙ 東京都 1:53:42
1054 4338 上坂 幸弘 ｳｴｻｶ ﾕｷﾋﾛ 東京都 1:53:47
1055 2023 二宮 茂光 ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞﾐﾂ 愛知県 1:53:53
1056 4181 鮫嶋 悠司 ｻﾒｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 静岡県 1:54:00
1057 9029 菊地 弘樹 ｷｸﾁ ﾋﾛｷ 埼玉県 1:54:02
1058 3002 谷 忠昌 ﾀﾆ ﾀﾀﾞﾏｻ 群馬県 1:54:03
1058 4087 雨宮 兼吾 ｱﾒﾐﾔ ｹﾝｺﾞ 山梨県 1:54:03
1060 6101 中島 友 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳ 東京都 1:54:04
1061 6008 外山 能久 ﾄﾔﾏ ﾖｼﾋｻ 愛知県 1:54:06
1062 5037 小堀 貴司 ｺﾎﾘ ﾀｶｼ 千葉県 1:54:07
1063 2010 後藤 哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 1:54:11
1064 4123 荒田 宙 ｱﾗﾀ ﾋﾛｼ 東京都 1:54:12
1065 4355 村田 瞬一郎 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 1:54:18
1065 5205 小澤 一貴 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 山梨県 1:54:18
1067 2062 村本 武則 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ 埼玉県 1:54:19
1068 3228 今田 淳一 ｲﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 1:54:20
1069 2198 横坂 信行 ﾖｺｻｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 1:54:28
1070 98 河野 英哲 ｺｳﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 1:54:29
1071 4032 清水 悟巳 ｼﾐｽﾞ ｻﾄﾐ 千葉県 1:54:33
1072 6015 勝山 佳典 ｶﾂﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 1:54:36
1073 7102 川代 剛一 ｶﾜｼﾛ ｺｳｲﾁ 神奈川県 1:54:39
1074 5209 白岩 太郎 ｼﾗｲﾜ ﾀﾛｳ 愛知県 1:54:41
1075 138 田中 賢介 ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 千葉県 1:54:42
1076 4079 堀内 啓太 ﾎﾘｳﾁ ｹｲﾀ 山梨県 1:54:48
1077 8076 武澤 優 ﾀｹｻﾞﾜ ｽｸﾞﾙ 神奈川県 1:54:52
1078 5151 秋庭 伸正 ｱｷﾊﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 大阪府 1:54:53
1079 8014 萩原 康史 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾔｽｼ 東京都 1:54:54
1080 4257 萱沼 雄三 ｶﾔﾇﾏ ﾕｳｿﾞｳ 山梨県 1:54:56
1081 3247 寺田 信二 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:55:04
1082 4218 小池 哲志 ｺｲｹ ﾃﾂｼ 長野県 1:55:07
1083 4394 熊谷 圭悟 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｺﾞ 千葉県 1:55:13
1084 5172 舛井 文崇 ﾏｽｲ ﾌﾐﾀｶ 京都府 1:55:14
1085 5011 田島 道哉 ﾀｼﾞﾏ ﾐﾁﾔ 埼玉県 1:55:17
1086 4037 森 眞二 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 東京都 1:55:18
1087 3220 畑 和明 ﾊﾀ ｶｽﾞｱｷ 兵庫県 1:55:24
1088 6059 山本 誉 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾏﾚ 京都府 1:55:29
1089 3176 伊藤 宗隆 ｲﾄｳ ﾑﾈﾀｶ 東京都 1:55:31
1089 6093 小室 知哉 ｺﾑﾛ ﾄﾓﾔ 神奈川県 1:55:31
1091 6275 原岡 靖弘 ﾊﾗｵｶ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 1:55:36
1092 7058 中村 允一 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂﾞ 神奈川県 1:55:39
1093 3256 井澤 隆志 ｲｻﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 1:55:45
1094 6203 秋元 徹 ｱｷﾓﾄ ﾄｵﾙ 山梨県 1:55:48
1095 4006 佐藤 靖史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 東京都 1:55:52
1096 2068 石井 正樹 ｲｼｲ ﾏｻｷ 埼玉県 1:55:55
1097 2058 立尾 賢一郎 ﾀﾃｵ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:56:06
1098 4377 井之尻 大 ｲﾉｼﾘ ﾕﾀｶ 大阪府 1:56:09
1099 2181 小林 祐一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 千葉県 1:56:11
1100 3146 林 鈺翔 ﾘﾝ ｷﾞｮｸｼｮｳ 大阪府 1:56:14
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1101 60 新井 英隆 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 埼玉県 1:56:17
1102 5159 渡辺 宗敬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾋﾛ 愛知県 1:56:18
1103 6282 松井 勝 ﾏﾂｲ ﾏｻﾙ 東京都 1:56:22
1104 6021 佐藤 祥 ｻﾄｳ ｼｮｳ 山梨県 1:56:24
1105 3199 舩橋 友和 ﾌﾅﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知県 1:56:29
1106 3021 丸山 満博 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 1:56:30
1106 4215 好川 弘一 ﾖｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 東京都 1:56:30
1108 44 河原 智昭 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 1:56:34
1109 6210 市川 龍之介 ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 愛知県 1:56:37
1110 6081 秋山 治朗 ｱｷﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 東京都 1:56:40
1111 4349 福田 和弘 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木県 1:56:44
1111 5054 山田 誠二 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 埼玉県 1:56:44
1113 6023 中田 修裕 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡県 1:56:48
1114 5013 本橋 利晃 ﾓﾄﾊｼ ﾄｼｱｷ 東京都 1:56:58
1115 2200 藤巻 寛 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:57:03
1115 3098 小谷 翔 ｺﾀﾆ ｼｮｳ 神奈川県 1:57:03
1117 3053 山崎 隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 埼玉県 1:57:06
1118 208 木村 悠平 ｷﾑﾗ ﾕｳﾍｲ 千葉県 1:57:12
1119 5162 福田 大輔 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:57:21
1120 5260 木村 朋博 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:57:25
1121 2148 山尾 太郎 ﾔﾏｵ ﾀﾛｳ 埼玉県 1:57:26
1122 4348 西村 智行 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 1:57:33
1123 4226 安西 直樹 ｱﾝｻﾞｲ ﾅｵｷ 香川県 1:57:35
1123 6142 河島 貴彦 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾋｺ 東京都 1:57:35
1125 2196 柏原 正仁 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾋﾄ 静岡県 1:57:36
1126 4065 本間 和人 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾄ 埼玉県 1:57:37
1127 3217 小松 弘季 ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ 東京都 1:57:39
1128 7096 塚田 淳 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:57:45
1129 6164 伊藤 隆仁 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 埼玉県 1:57:48
1130 6199 五十嵐 伊織 ｲｶﾞﾗｼ ｲｵﾘ 神奈川県 1:57:51
1130 6227 二口 晃 ﾌﾀｸﾁ ｺｳ 東京都 1:57:51
1132 4193 遠藤 宗俊 ｴﾝﾄﾞｳ ﾑﾈﾄｼ 東京都 1:58:06
1133 151 甲藤 一英 ｶｯﾄｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 1:58:10
1133 4120 渡邉 学 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 1:58:10
1135 3046 青柳 尚希 ｱｵﾔｷﾞ ﾅｵｷ 東京都 1:58:13
1135 7112 鈴木 匡一 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｲﾁ 東京都 1:58:13
1137 4045 岡崎 寛 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 埼玉県 1:58:21
1138 5140 小坂家 幹 ｺｻｶｲｴ ﾐｷ 愛知県 1:58:32
1139 3057 岡野 三郎 ｵｶﾉ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 1:58:38
1140 6105 加茂前 佳男 ｶﾓﾏｴ ﾖｼｵ 神奈川県 1:58:53
1141 109 廣田 和浩 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:58:56
1142 4268 レニハン クリス ﾚﾆﾊﾝ ｸﾘｽ 神奈川県 1:59:00
1143 3081 竹田 一昭 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 1:59:04
1144 6156 小森 秀明 ｺﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 1:59:05
1145 2232 勝野 誠一 ｶﾂﾉ ｾｲｲﾁ 愛知県 1:59:09
1146 4154 深澤 ちかし ﾌｶｻﾜ ﾁｶｼ 静岡県 1:59:18
1147 3160 遠藤 景太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 山梨県 1:59:21
1148 4379 若山 諒 ﾜｶﾔﾏ ﾘｮｳ 東京都 1:59:28
1149 4232 木村 一誠 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 愛知県 1:59:44
1150 4346 湯屋 孝是 ﾕﾔ ﾀｶﾕｷ 静岡県 2:00:24
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1151 3102 加藤 星也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 埼玉県 2:00:26
1152 2174 太野 知之 ｵｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 2:00:27
1153 5253 下竹 章寛 ｼﾓﾀｹ ｱｷﾋﾛ 東京都 2:00:34
1154 5030 齋藤 慎介 ｻｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 神奈川県 2:00:35
1155 3078 松島 尭 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶｼ 茨城県 2:00:41
1156 5053 秦泉寺 貴文 ｼﾞﾝｾﾝｼﾞ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 2:00:50
1157 3261 安藤 康彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋｺ 愛知県 2:00:51
1158 4192 池田 英之 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 2:00:52
1159 140 松島 義一 ﾏﾂｼﾏ ﾖｼｶｽﾞ 長野県 2:00:53
1159 6264 橋本 青磨 ﾊｼﾓﾄ ｾｲﾏ 埼玉県 2:00:53
1161 3082 村重 成彦 ﾑﾗｼｹﾞ ﾅﾙﾋｺ 東京都 2:00:56
1162 6226 山下 颯友 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ 愛知県 2:01:00
1163 10007 滝口 順也 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ 山梨県 2:01:02
1164 9017 アルカジオ ガーグイ ｱﾙｶｼﾞｵ ｶﾞｰｸﾞｲ 神奈川県 2:01:06
1165 6149 斎藤 俊由紀 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 群馬県 2:01:15
1166 4269 中里 誠一 ﾅｶｻﾞﾄ ｾｲｲﾁ 神奈川県 2:01:17
1167 5018 菅 優 ｽｶﾞ ﾏｻﾙ 東京都 2:01:21
1167 6239 杉本 忠重 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞｼｹﾞ 静岡県 2:01:21
1167 6246 若林 光祐 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｺｳｽｹ 福島県 2:01:21
1170 4387 和田 唯 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 2:01:31
1171 8069 伊賀 勇之助 ｲｶﾞ ﾕｳﾉｽｹ 東京都 2:01:46
1172 3117 保田 健二 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 2:01:56
1172 5125 江橋 直輝 ｴﾊﾞｼ ﾅｵｷ 東京都 2:01:56
1174 9046 中原 海平 ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾍｲ 東京都 2:01:58
1174 5027 三田 雄大 ﾐﾀ ﾀｹﾋﾛ 東京都 2:01:58
1176 3234 近藤 篤彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾋｺ 静岡県 2:01:59
1177 7089 魚津 悠介 ｳｵﾂﾞ ﾕｳｽｹ 千葉県 2:02:03
1178 4331 佐原 富士夫 ｻﾊﾗ ﾌｼﾞｵ 静岡県 2:02:04
1179 5035 佐伯 吉勝 ｻｴｷ ﾖｼｶﾂ 埼玉県 2:02:05
1180 2003 青砥 健太郎 ｱｵﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 2:02:09
1181 6074 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾋﾛ 神奈川県 2:02:11
1182 4093 山本 信之 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 2:02:12
1183 5118 森本 伊織 ﾓﾘﾓﾄ ｲｵﾘ 東京都 2:02:19
1184 6237 小川 和之 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ 東京都 2:02:24
1185 7001 米川 敦 ﾖﾈｶﾜ ｱﾂｼ 東京都 2:02:27
1185 7094 荒川 純輝 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｷ 神奈川県 2:02:27
1187 4202 長坂 拓哉 ﾅｶﾞｻｶ ﾀｸﾔ 埼玉県 2:02:30
1188 4170 前田 良知 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 神奈川県 2:02:31
1189 4369 佐藤 勝一 ｻﾄｳ ｶﾂｲﾁ 静岡県 2:02:33
1190 5245 梅田 貴史 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 2:02:36
1191 6078 松村 潤 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 2:02:38
1192 4014 吉澤 壮吉 ﾖｼｻﾞﾜ ｿｳｷﾁ 東京都 2:02:40
1193 5203 加賀 滉樹 ｶｶﾞ ｺｳｷ 埼玉県 2:02:41
1194 4229 伊藤 秀俊 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 2:02:43
1195 8011 小川 金也 ｵｶﾞﾜ ｷﾝﾔ 東京都 2:02:44
1196 2267 傅 正功 ﾌ ﾏｻﾉﾘ 長野県 2:02:49
1197 3145 干 宇杭 ｶﾝ ｳｺｳ 大阪府 2:02:52
1198 3048 緒方 進 ｵｶﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城県 2:02:54
1199 2191 新子 晃生 ｱﾀﾗｼ ｺｳｾｲ 東京都 2:03:04
1199 6297 尾野 雅章 ｵﾉ ﾏｻｱｷ 東京都 2:03:04
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1201 5056 河田 朗 ｶﾜﾀﾞ ｱｷﾗ 群馬県 2:03:22
1202 2269 スタチュースキ グレッグ ｽﾀﾁｬｰｽｷ ｸﾞﾚｸﾞ 神奈川県 2:03:27
1203 5239 斎藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 2:03:30
1204 53 山本 基晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾊﾙ 神奈川県 2:03:33
1205 6095 宇野 敏和 ｳﾉ ﾄｼｶｽﾞ 神奈川県 2:03:38
1206 5173 辻 健太郎 ﾂｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 2:03:40
1207 3243 新床 健太 ｱﾗﾄｺ ｹﾝﾀ 神奈川県 2:03:50
1208 6073 伊藤 隆宏 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 三重県 2:03:52
1209 2253 影山 卓臣 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶｵﾐ 静岡県 2:03:54
1210 6039 大森 勝行 ｵｵﾓﾘ ｶﾂﾕｷ 東京都 2:03:57
1211 4326 長山 成行 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾅﾙﾕｷ 群馬県 2:04:19
1211 4224 松崎 貴幸 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 静岡県 2:04:19
1213 5184 本多 清礼 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ 東京都 2:04:24
1214 5104 増田 高将 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知県 2:04:27
1215 4225 石川 潔 ｲｼｶﾜ ｷﾖｼ 神奈川県 2:04:29
1216 4148 柴田 巧 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 神奈川県 2:04:34
1217 6202 貴船 龍一 ｷﾌﾈ ﾘｭｳｲﾁ 静岡県 2:04:41
1218 3005 平野 誠 ﾋﾗﾉ ﾏｺﾄ 埼玉県 2:04:46
1219 7097 齋藤 康介 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 埼玉県 2:04:47
1220 5166 芳野 照久 ﾖｼﾉ ﾃﾙﾋｻ 神奈川県 2:04:58
1221 4297 佐藤 文春 ｻﾄｳ ﾌﾐﾊﾙ 宮城県 2:04:59
1222 5059 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 東京都 2:05:01
1223 99 高橋 一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｸ 神奈川県 2:05:09
1224 4146 荒井 宣善 ｱﾗｲ ﾉﾘﾖｼ 愛知県 2:05:10
1225 5138 塚本 幹夫 ﾂｶﾓﾄ ﾐｷｵ 東京都 2:05:22
1226 2029 大和田 忠大 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 2:05:25
1227 2219 飯田 毅象 ｲｲﾀﾞ ﾀｹｿﾞｳ 東京都 2:05:26
1228 5085 栗田 義明 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ 東京都 2:05:30
1229 4206 鈴木 和宏 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 2:05:34
1230 4364 松本 啓暉 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｷ 静岡県 2:05:35
1231 205 荒井 岳 ｱﾗｲ ｶﾞｸ 千葉県 2:05:41
1232 3207 佐織 仁 ｻｵﾘ ﾋﾄｼ 京都府 2:05:49
1233 3054 今井 順 ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 2:05:50
1234 6070 松岡 一郎 ﾏﾂｵｶ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:06:00
1235 8063 山口 浩司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 静岡県 2:06:03
1236 4306 蒲原 寿 ｶﾓﾊﾗ ﾋｻｼ 東京都 2:06:04
1237 3084 田辺 佳浩 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:06:08
1237 6205 小泉 比呂充 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾐﾂ 神奈川県 2:06:08
1239 5144 山口 善光 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾐﾂ 東京都 2:06:13
1240 6153 桑原 雄一郎 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 京都府 2:06:15
1241 4384 鍋谷 章生 ﾅﾍﾞﾔ ｱﾔｵ 静岡県 2:06:16
1242 2027 渡辺 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 東京都 2:06:21
1243 173 田嶋 徹 ﾀｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 千葉県 2:06:22
1243 4061 奥田 康祐 ｵｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 奈良県 2:06:22
1245 4068 熊谷 龍生 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂｵ 千葉県 2:06:23
1246 3063 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 山梨県 2:06:30
1247 4271 宇月 正人 ｳﾂﾞｷ ﾏｻﾄ 埼玉県 2:06:32
1248 6238 坂元 竜一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 栃木県 2:06:33
1249 4002 塚田 泰博 ﾂｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:06:48
1250 6013 川又 敏之 ｶﾜﾏﾀ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:06:54
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1251 4261 石山 侑季 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｷ 静岡県 2:07:03
1252 10008 小林 孝夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵ 山梨県 2:07:06
1253 6001 北野 良博 ｷﾀﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:07:17
1254 4264 篠原 徹 ｼﾉﾊﾗ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:07:19
1255 170 鈴木 英明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 2:07:21
1256 2128 森 かむい ﾓﾘ ｶﾑｲ 東京都 2:07:28
1257 7009 三輪 洋照 ﾐﾜ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:07:36
1258 4400 植村 太一 ｳｴﾑﾗ ﾀｲﾁ 東京都 2:07:46
1259 4397 赤石 国明 ｱｶｲｼ ｸﾆｱｷ 群馬県 2:07:52
1260 5155 広石 俊岳 ﾋﾛｲｼ ﾄｼﾀｹ 東京都 2:07:53
1261 5188 谷本 勝明 ﾀﾆﾓﾄ ﾏｻｱｷ 兵庫県 2:07:58
1262 2255 福島 知明 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 2:08:00
1263 5211 古山 治 ｺﾔﾏ ｵｻﾑ 静岡県 2:08:11
1264 7074 越川 家成 ｺｼｶﾜ ｲｴﾅﾘ 埼玉県 2:08:31
1265 5068 倉谷 和彦 ｸﾗﾀﾆ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 2:08:36
1266 5075 高尾 英彦 ﾀｶｵ ﾋﾃﾞﾋｺ 神奈川県 2:08:38
1267 156 小谷 英明 ｺﾀﾆ ﾋﾃﾞｱｷ 栃木県 2:08:48
1268 104 間宮 彰 ﾏﾐﾔ ｱｷﾗ 静岡県 2:08:56
1268 3049 久保田 享 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ 静岡県 2:08:56
1268 4196 石川 正晴 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 茨城県 2:08:56
1271 6108 峰岸 純一 ﾐﾈｷﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 2:08:59
1272 5202 荒井 宏政 ｱﾗｲ ﾋﾛﾏｻ 東京都 2:09:09
1273 10001 佐藤 清次 ｻﾄｳ ｷﾖﾂｸﾞ 山梨県 2:09:11
1274 4208 小竹 成幸 ｺﾀｹ ﾏｻﾕｷ 千葉県 2:09:20
1275 5084 齋藤 友衛 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｴ 東京都 2:09:26
1276 4307 斉藤 昌幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:09:32
1276 4220 岡田 勝 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 東京都 2:09:32
1278 2051 米山 陽一郎 ﾖﾈﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:09:37
1279 4178 小林 宏安 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔｽ 山梨県 2:09:38
1279 4200 庫本 潤 ｸﾗﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 東京都 2:09:38
1281 6027 市田 直樹 ｲﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 東京都 2:09:42
1282 4027 石井 丈晴 ｲｼｲ ﾀｹﾊﾙ 千葉県 2:09:50
1283 102 菅谷 歩 ｽｶﾞﾔ ｱﾕﾑ 栃木県 2:09:52
1284 39 三木 洋三 ﾐｷ ﾖｳｿﾞｳ 埼玉県 2:09:53
1285 4143 佐々木 翼 ｻｻｷ ﾂﾊﾞｻ 東京都 2:10:01
1286 4165 鳥居 厚夫 ﾄﾘｲ ｱﾂｵ 愛知県 2:10:18
1287 4234 和田 昭憲 ﾜﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 茨城県 2:10:24
1288 2055 熊倉 義仁 ｸﾏｸﾗ ﾖｼﾋﾄ 埼玉県 2:10:52
1289 188 中島 稔倫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾐﾁ 愛知県 2:10:59
1290 2201 山田 昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 2:11:08
1291 4122 大石 大輔 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 静岡県 2:11:10
1292 4209 仲野 孝 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 埼玉県 2:11:15
1293 3093 菅原 久和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋｻｶｽﾞ 東京都 2:11:18
1294 5047 中込 太二 ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｲｼﾞ 山梨県 2:11:35
1295 56 重田 芳昭 ｼｹﾞﾀ ﾖｼｱｷ 群馬県 2:11:36
1296 6217 宮垣 靖智 ﾐﾔｶﾞｷ ﾔｽﾄﾓ 埼玉県 2:11:48
1297 2162 吉田 卓生 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｵ 神奈川県 2:11:49
1298 3209 増田 剛 ﾏｽﾀﾞ ﾂﾖｼ 京都府 2:11:52
1299 4112 池田 賢太 ｲｹﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 2:11:53
1300 6266 曾我部 聡 ｿｶﾞﾍﾞ ｻﾄｼ 東京都 2:11:54
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1301 3218 梶原 秀雄 ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 東京都 2:12:00
1302 5031 荻原 興 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳ 埼玉県 2:12:03
1303 2102 平山 友章 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 2:12:09
1304 5001 堀内 浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 千葉県 2:12:15
1305 3154 大山 徹 ｵｵﾔﾏ ﾄｵﾙ 岐阜県 2:12:23
1306 5071 中沢 俊博 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 東京都 2:12:24
1307 3206 松島 恵一 ﾏﾂｼﾏ ｹｲｲﾁ 群馬県 2:12:25
1307 3164 西尾 広甫 ﾆｼｵ ﾋﾛｽｹ 岐阜県 2:12:25
1309 5049 町田 誠 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｺﾄ 茨城県 2:12:28
1310 6139 加々美 誠 ｶｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 山梨県 2:12:35
1311 6161 園部 敏行 ｿﾉﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 2:12:39
1312 5117 朝倉 茂行 ｱｻｸﾗ ｼｹﾞﾕｷ 神奈川県 2:12:49
1313 183 原田 誠 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 2:12:55
1313 6207 鈴木 基泰 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾔｽ 埼玉県 2:12:55
1315 7017 中道 薫 ﾅｶﾐﾁ ｶｵﾙ 愛知県 2:13:00
1316 5079 菱川 英宣 ﾋｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 神奈川県 2:13:06
1317 6296 村上 大師 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｼ 東京都 2:13:08
1318 2172 松田 尚郎 ﾏﾂﾀﾞ ﾋｻｵ 東京都 2:13:12
1319 6148 宮島 義裕 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 2:13:13
1320 4048 島方 則正 ｼﾏｶﾀ ﾉﾘﾏｻ 東京都 2:13:17
1321 7101 尾山 晃一 ｵﾔﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 2:13:29
1322 4276 天田 光春 ｱﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 山梨県 2:13:44
1323 3183 佐藤 幸光 ｻﾄｳ ﾕｷﾐﾂ 群馬県 2:14:08
1324 3047 清水 昌之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 山梨県 2:14:09
1325 110 重田 昌喜 ｼｹﾞﾀ ﾏｻｷ 神奈川県 2:14:28
1325 5186 中村 純一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 2:14:28
1327 6278 篠崎 朋岳 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾀｹ 神奈川県 2:14:29
1328 2090 板井 昌典 ｲﾀｲ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:14:36
1329 2206 森下 良高 ﾓﾘｼﾀ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 2:14:37
1330 3255 永沼 和也 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:14:40
1331 84 岡見 精亮 ｵｶﾐ ｷﾖｽｹ 神奈川県 2:14:41
1332 194 金子 怜治 ｶﾈｺ ﾚｲｼﾞ 東京都 2:15:02
1333 4150 中塚 雄二 ﾅｶﾂｶ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:15:03
1334 2127 安藤 盛洋 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 東京都 2:15:05
1335 2126 村松 秀昭 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 2:15:06
1336 7078 和光 豪 ﾜｺｳ ﾂﾖｼ 神奈川県 2:15:08
1337 9048 青柳 健一 ｱｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 大阪府 2:15:10
1338 4189 出口 亘 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 福島県 2:15:13
1339 2007 南 繁雄 ﾐﾅﾐ ｼｹﾞｵ 大阪府 2:15:15
1340 6032 秋本 優 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾙ 神奈川県 2:15:20
1341 5181 小野寺 悠真 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾏ 宮城県 2:15:46
1342 2017 河原 康裕 ｶﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京都 2:15:51
1343 4169 竹島 信幸 ﾀｹｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡県 2:15:54
1344 7021 井上 彰 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 東京都 2:16:01
1345 7054 山下 一浩 ﾔﾏｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 2:16:07
1346 200 Ｉｂｂｏｔｔ Ｃｏｌｉｎ ｲﾎﾞｯﾄ ｺﾘﾝ 神奈川県 2:16:14
1347 7093 荒川 巌 ｱﾗｶﾜ ｲﾜｵ 神奈川県 2:16:16
1348 6241 大川 勝弘 ｵｵｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 静岡県 2:16:22
1349 4090 大能 基秀 ｵｵﾉ ﾓﾄﾋﾃﾞ 東京都 2:16:26
1350 6244 助川 東悟 ｽｹｶﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 東京都 2:16:40
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1351 7087 佐藤 秀哉 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ 千葉県 2:16:58
1352 9013 パールズ ギャリー ﾊﾟｰﾙｽﾞ ｷﾞｬﾘｰ 愛知県 2:17:00
1353 4052 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 茨城県 2:17:09
1353 5206 山本 順一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 2:17:09
1355 3244 鷲巣 賢司 ﾜｼｽﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:17:11
1356 210 野田 真一 ﾉﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 長野県 2:17:15
1357 5076 村野 伸司 ﾑﾗﾉ ｼﾝｼﾞ 東京都 2:17:18
1358 7106 市川 裕士 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼﾞ 静岡県 2:17:29
1359 5197 松原 寛 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:17:34
1360 6245 篠田 恒 ｼﾉﾀﾞ ｺｳ 東京都 2:17:50
1361 6211 水野 修 ﾐｽﾞﾉ ｵｻﾑ 滋賀県 2:17:56
1362 2240 新床 瑛太 ｱﾗﾄｺ ｴｲﾀ 神奈川県 2:17:59
1362 6127 宮本 泰弘 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 2:17:59
1364 3250 森 隆 ﾓﾘ ﾀｶｼ 愛知県 2:18:08
1365 9019 アブダ マークジェイソン ｱﾌﾞﾀﾞ ﾏｰｸｼﾞｪｲｿﾝ 東京都 2:18:11
1366 3127 河住 圭彦 ｶﾜｽﾐ ﾖｼﾋｺ 山梨県 2:18:16
1367 6249 菊池 明人 ｷｸﾁ ｱｷﾄ 東京都 2:18:29
1368 4127 竹中 拡伸 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 山梨県 2:18:31
1369 5120 瀧澤 哲也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 東京都 2:18:33
1370 6191 鈴木 勇登 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 神奈川県 2:18:35
1371 3171 加藤 弘 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 栃木県 2:18:39
1372 3178 手塚 勇輝 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ 静岡県 2:19:00
1373 3239 大川 聡 ｵｵｶﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 2:19:06
1374 5256 矢竹 敏明 ﾔﾀｹ ﾄｼｱｷ 東京都 2:19:14
1375 9005 波越 隆文 ﾅﾐｺｼ ﾀｶﾌﾐ 東京都 2:19:28
1376 6171 川田 修二 ｶﾜﾀ ｼｭｳｼﾞ 静岡県 2:19:30
1377 2170 渡辺 峰夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾈｵ 埼玉県 2:19:42
1378 2105 佐久間 隆男 ｻｸﾏ ﾀｶｵ 福島県 2:19:47
1379 2243 半田 秀彦 ﾊﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 埼玉県 2:20:25
1380 3152 度会 俊孝 ﾜﾀﾗｲ ﾄｼﾀｶ 岐阜県 2:20:34
1381 58 松富 毅 ﾏﾂﾄﾐ ﾀｹｼ 静岡県 2:20:37
1381 5124 仁藤 隆雄 ﾆﾄｳ ﾀｶｵ 静岡県 2:20:37
1383 4282 原田 勇 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳ 東京都 2:20:39
1384 159 池間 康起 ｲｹﾏ ﾔｽｷ 愛知県 2:20:42
1385 6085 並川 功 ﾅﾐｶﾜ ｲｻｵ 東京都 2:20:53
1386 6182 刀禰 努 ﾄﾈ ﾂﾄﾑ 静岡県 2:21:00
1387 3116 泉 岳樹 ｲｽﾞﾐ ﾀｹｷ 東京都 2:21:02
1388 2188 大崎 喜博 ｵｵｻﾞｷ ｷﾖﾋﾛ 福井県 2:21:05
1389 3173 杉山 賢 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝ 静岡県 2:21:47
1389 3174 永田 琉晟 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｾｲ 静岡県 2:21:47
1391 3124 西村 吉平 ﾆｼﾑﾗ ｷｯﾍﾟｲ 静岡県 2:21:49
1391 3122 河西 孝貴 ｶﾜﾆｼ ｺｳｷ 静岡県 2:21:49
1391 6159 西田 学 ﾆｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 2:21:49
1394 3126 近藤 精一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 2:21:52
1395 3106 藤原 誠 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 愛知県 2:21:55
1396 4324 丸山 達也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:21:57
1397 6131 高野 裕太 ﾋﾛﾀ ﾀｶﾉ 埼玉県 2:22:16
1398 4371 柴田 喜美雄 ｼﾊﾞﾀ ｷﾐｵ 長野県 2:22:24
1399 6158 水野 吾朗 ﾐｽﾞﾉ ｺﾞﾛｳ 神奈川県 2:22:35
1400 182 森山 祐至 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｼ 埼玉県 2:22:36
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1401 2095 内山 裕之 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 2:22:52
1402 19 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 2:23:05
1403 3028 嶋村 俊夫 ｼﾏﾑﾗ ﾄｼｵ 東京都 2:23:08
1404 87 吉澤 義明 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ 埼玉県 2:23:09
1405 8037 大沼 範輔 ｵｵﾇﾏ ﾉﾘｽｹ 東京都 2:23:27
1406 4340 工藤 嵐 ｸﾄﾞｳ ﾗﾝ 東京都 2:23:42
1407 4084 佐々木 徹男 ｻｻｷ ﾃﾂｵ 滋賀県 2:24:01
1408 144 足立 哲也 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ 大阪府 2:24:15
1409 3060 須田 聡 ｽﾀﾞ ｻﾄﾙ 埼玉県 2:24:25
1410 4341 杉本 貴弘 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:24:26
1411 5129 高瀬 敦史 ﾀｶｾ ｱﾂｼ 千葉県 2:24:28
1412 2236 千木良 一考 ﾁｷﾞﾗ ｶｽﾞﾀｶ 栃木県 2:24:31
1413 4357 小峯 一氣 ｺﾐﾈ ｲｯｷ 千葉県 2:24:36
1414 2216 土屋 直己 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 山梨県 2:24:42
1415 3214 畠山 徹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:24:53
1416 13 田中 宏幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:25:27
1417 4060 小倉 良延 ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 大阪府 2:25:31
1418 2163 加藤 浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 2:25:37
1419 83 丸山 純平 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 2:25:45
1420 5042 宮本 宗明 ﾐﾔﾓﾄ ﾑﾈｱｷ 兵庫県 2:25:46
1421 3193 山口 裕達 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾀﾂ 東京都 2:25:52
1422 3157 小池 邦彦 ｺｲｹ ｸﾆﾋｺ 千葉県 2:25:57
1423 2259 後藤 寛之 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:26:01
1424 3195 是澤 朗教 ｺﾚｻﾜ ｱｷﾉﾘ 群馬県 2:26:03
1425 2204 杉山 健太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2:26:23
1426 3109 角田 今朝幸 ﾂﾉﾀﾞ ｹｻﾕｷ 神奈川県 2:26:24
1427 3129 尾山 敬一 ｵﾔﾏ ｹｲｲﾁ 愛知県 2:26:38
1428 94 木村 英樹 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:26:39
1429 3027 栗原 義和 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 2:26:40
1430 165 峯野 喜哉 ﾐﾈﾉ ﾖｼﾔ 東京都 2:26:44
1431 3004 金子 稔 ｶﾈｺ ﾐﾉﾙ 神奈川県 2:27:08
1432 4267 山丸 忠雄 ﾔﾏﾏﾙ ﾀﾀﾞｵ 東京都 2:27:10
1433 121 境沢 孝弘 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 2:27:15
1434 6218 李 太淳 ﾘ ﾀｲｼﾞｭﾝ 埼玉県 2:27:19
1435 6295 時川 良彦 ﾄｷｶﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 東京都 2:27:31
1436 4370 広瀬 正和 ﾋﾛｾ ﾏｻｶｽﾞ 大阪府 2:27:45
1437 8046 篠田 浩紀 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ 東京都 2:27:47
1438 134 鈴木 慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 埼玉県 2:28:03
1439 5158 久田 浩一郎 ﾋｻﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 山梨県 2:28:07
1440 2179 鈴木 悠斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 山梨県 2:28:25
1441 9038 白戸 裕介 ｼﾗﾄ ﾕｳｽｹ 神奈川県 2:28:26
1442 6092 大嶋 英輔 ｵｵｼﾏ ｴｲｽｹ 神奈川県 2:28:27
1443 2247 佐藤 慶明 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 埼玉県 2:28:42
1444 6248 斎藤 勝之 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ 千葉県 2:29:02
1445 118 満武 勝嗣 ﾐﾂﾀｹ ｶﾂｼ 愛知県 2:29:04
1446 6213 金子 竜介 ｶﾈｺ ﾘｭｳｽｹ 東京都 2:29:11
1447 4081 山下 裕弘 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 2:29:29
1448 2131 小池 一範 ｺｲｹ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 2:29:33
1449 5078 安藤 猛晴 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾊﾙ 東京都 2:29:42
1450 142 木村 光紀 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 埼玉県 2:29:44
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1451 4101 今村 敏美 ｲﾏﾑﾗ ﾄｼﾐ 愛知県 2:29:51
1452 5015 小坂 芳広 ｺｻｶ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:29:57
1453 3211 下村 義行 ｼﾓﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 滋賀県 2:30:14
1454 3043 佐藤 裕貴 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 東京都 2:30:28
1455 7067 西田 茂博 ﾆｼﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ 宮城県 2:30:34
1456 4335 康村 太惺 ﾔｽﾑﾗ ﾀｲｾｲ 大阪府 2:30:45
1457 4333 降旗 英寛 ﾌﾘﾊﾀ ﾋﾃﾞﾋﾛ 大阪府 2:30:47
1458 4158 片野田 信 ｶﾀﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 2:30:52
1459 2238 松本 晃宏 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 静岡県 2:30:53
1460 4373 近藤 篤史 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 岐阜県 2:30:56
1461 6240 府中 洋 ﾌﾁｭｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 2:31:18
1462 146 黒瀬 尚利 ｸﾛｾ ﾅｵﾄｼ 兵庫県 2:31:43
1463 4184 栄枝 純一 ｻｶｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:31:54
1463 5219 濱田 透眞 ﾊﾏﾀﾞ ﾄｳﾏ 東京都 2:31:54
1465 4367 石川 拓 ｲｼｶﾜ ﾀｸ 愛知県 2:31:56
1466 5234 秋山 進 ｱｷﾔﾏ ｽｽﾑ 山梨県 2:32:11
1467 4239 荻野 航 ｵｷﾞﾉ ｺｳ 東京都 2:32:14
1468 41 築野 哲 ﾂｸﾉ ｻﾄｼ 神奈川県 2:32:36
1469 5024 土方 康郎 ﾋｼﾞｶﾀ ﾔｽｵ 東京都 2:33:05
1470 4363 寺井 和仁 ﾃﾗｲ ｶｽﾞﾋﾄ 山梨県 2:33:08
1471 5077 宮下 芳浩 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 山梨県 2:33:22
1472 5190 大塩 大基 ｵｵｼｵ ﾀﾞｲｷ 東京都 2:33:23
1473 6274 内田 晃司 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:33:25
1474 139 吉村 誠司 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:33:34
1475 2241 品川 寛 ｼﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 東京都 2:33:47
1476 2220 木下 将太郎 ｷｼﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 大阪府 2:33:55
1476 3249 丸野 敏喜 ﾏﾙﾉ ﾄｼｷ 愛知県 2:33:55
1478 6118 横井 秀輔 ﾖｺｲ ｼｭｳｽｹ 静岡県 2:34:02
1479 2254 長町 和俊 ﾅｶﾞﾏﾁ ｶｽﾞﾄｼ 香川県 2:34:05
1480 6119 横井 秀則 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡県 2:34:08
1481 3087 大木 武彦 ｵｵｷ ﾀｹﾋｺ 千葉県 2:34:41
1482 2130 田澤 寿円 ﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ 兵庫県 2:34:54
1483 4046 渡辺 新作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｻｸ 山梨県 2:35:06
1484 5043 大久保 正道 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾐﾁ 東京都 2:35:10
1485 9032 宮元 孝智 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶﾄｼ 東京都 2:35:23
1486 4098 杉本 紘一 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 福岡県 2:35:26
1487 7062 海田 尚 ｶｲﾀﾞ ﾅｵ 長野県 2:35:37
1488 3163 飯塚 慶則 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 2:35:42
1489 9011 小室 輝久 ｺﾑﾛ ﾃﾙﾋｻ 東京都 2:36:16
1490 2266 神谷 啓太 ｶﾐﾔ ｹｲﾀ 岐阜県 2:36:17
1491 57 香田 晃宏 ｺｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 東京都 2:36:21
1492 5170 丁 凱偉 ﾃｲ ｶｲｳｪｲ 東京都 2:36:22
1493 5088 橋本 隆康 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾔｽ 静岡県 2:36:28
1494 167 石田 隆行 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 2:36:39
1495 3181 大杉 誠一 ｵｵｽｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 2:37:01
1496 5171 白鳥 和幸 ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾞﾕｷ 兵庫県 2:37:06
1497 4366 佐藤 弘明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 2:37:10
1498 4204 志田 祐 ｼﾀﾞ ﾀｽｸ 茨城県 2:37:15
1499 9007 瀬尾 仁 ｾｵ ﾋﾄｼ 東京都 2:38:01
1500 4299 荒田 竜次 ｱﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ 岡山県 2:38:16
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1501 6281 石野 幹生 ｲｼﾉ ﾐｷｵ 東京都 2:38:35
1502 3257 中田 健太 ﾅｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 静岡県 2:38:50
1503 4107 望月 正明 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｱｷ 滋賀県 2:38:56
1504 3061 八木 文黙 ﾔｷﾞ ﾌﾞﾝﾓｸ 千葉県 2:39:22
1505 2199 飯田 明彦 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｺ 埼玉県 2:40:26
1506 4347 津島 浩憲 ﾂｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 2:40:43
1507 3203 永目 裕紀 ﾅｶﾞﾒ ﾕｳｷ 東京都 2:40:46
1507 4082 神野 誠 ｶﾐﾉ ﾏｺﾄ 神奈川県 2:40:46
1509 3018 宗永 泰彦 ﾑﾈﾅｶﾞ ﾔｽﾋｺ 東京都 2:40:47
1510 124 倉田 実樹 ｸﾗﾀ ﾐｷ 埼玉県 2:40:59
1511 5116 市川 護 ｲﾁｶﾜ ﾏﾓﾙ 東京都 2:41:08
1512 5199 園田 忠夫 ｿﾉﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ 東京都 2:41:17
1513 6086 小島 賢一 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 2:41:23
1514 5179 杉山 裕之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:41:36
1515 3208 佐織 賢太郎 ｻｵﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 京都府 2:41:38
1516 187 奥口 顕司 ｵｸｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:41:43
1517 5240 角田 邦彦 ｶｸﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 埼玉県 2:41:45
1518 3009 植松 広一 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 2:41:46
1519 4245 市橋 卓 ｲﾁﾊｼ ﾀｸ 東京都 2:41:51
1520 3099 小林 裕彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｹﾞﾝ 山梨県 2:42:03
1521 3136 古屋 森正 ﾌﾙﾔ ﾓﾘﾏｻ 山梨県 2:42:12
1522 4116 笹山 達矢 ｻｻﾔﾏ ﾀﾂﾔ 静岡県 2:42:23
1522 4317 江田 進 ｴﾀﾞ ｽｽﾑ 東京都 2:42:23
1524 6254 岡崎 高信 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 東京都 2:42:46
1525 6050 菅沼 正典 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:43:03
1526 122 長塚 茂 ﾅｶﾞﾂｶ ｼｹﾞﾙ 茨城県 2:43:10
1527 5222 池田 秀雄 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 2:44:21
1528 6109 伊香 誠 ｲｺｳ ﾏｺﾄ 東京都 2:44:29
1529 4251 直井 敏彰 ﾅｵｲ ﾄｼｱｷ 東京都 2:45:09
1530 5146 小林 清史 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ 山梨県 2:45:16
1531 4089 内山 一輝 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾃﾙ 東京都 2:45:33
1531 5232 平林 裕 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 東京都 2:45:33
1533 2223 熊澤 茂樹 ｸﾏｻﾞﾜ ｼｹﾞｷ 東京都 2:46:54
1534 5057 北野 泰男 ｷﾀﾉ ﾔｽｵ 神奈川県 2:47:20
1535 10 伊藤 禎朗 ｲﾄｳ ｻﾀﾞｵ 千葉県 2:47:45
1536 6054 高橋 邦武 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾀｹ 東京都 2:48:25
1537 6038 金子 覚 ｶﾈｺ ｻﾄﾙ 東京都 2:48:26
1538 6042 上倉 哲夫 ｶﾐｸﾗ ﾃﾂｵ 神奈川県 2:48:27
1539 4183 和田 宏之 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 滋賀県 2:50:01
1540 82 保原 成樹 ﾔｽﾊﾗ ｼｹﾞｷ 愛知県 2:50:04
1541 5136 湊 誠一朗 ﾐﾅﾄ ｾｲｲﾁﾛｳ 静岡県 2:50:06
1542 185 岡田 太陽 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 埼玉県 2:50:09
1543 5191 古屋 哲也 ﾌﾙﾔ ﾃﾂﾔ 山梨県 2:50:17
1544 2097 神成 知実 ｶﾝﾅﾘ ﾄﾓﾐ 神奈川県 2:50:18
1545 5217 神保 宏務 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛﾑ 山梨県 2:50:28
1546 4102 室屋 透 ﾑﾛﾔ ﾄｵﾙ 岐阜県 2:50:38
1547 8086 塩沢 将士 ｼｵｻﾞﾜ ﾏｻｼ 長野県 2:51:37
1548 74 楚和 利彦 ｿﾜ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 2:52:26
1548 3128 青山 翔 ｱｵﾔﾏ ｼｮｳ 東京都 2:52:26
1550 4352 池尻 尚志 ｲｹｼﾞﾘ ﾀｶｼ 神奈川県 2:52:55
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1551 79 坂田 俊史 ｻｶﾀ ﾄｼﾌﾐ 大阪府 2:53:01
1552 4283 加納 昭生 ｶﾉｳ ｱｷｵ 東京都 2:53:44
1553 4174 池田 周史 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 山梨県 2:54:53
1554 6293 中島 大樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 東京都 2:54:56
1555 80 柴田 敬 ｼﾊﾞﾀ ｹｲ 神奈川県 2:56:36
1556 5175 牧野 靖史 ﾏｷﾉ ﾔｽﾌﾐ 東京都 2:57:10
1557 4365 稲田 則夫 ｲﾅﾀﾞ ﾉﾘｵ 東京都 2:57:33
1558 4166 中村 裕二 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 大阪府 2:57:54
1559 5165 吉村 充弘 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 2:59:07
1560 2032 望月 浩史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｼﾞ 静岡県 2:59:16
1561 4265 内海 賢哉 ｳﾂﾐ ｹﾝﾔ 東京都 2:59:18
1562 4320 川合 淳一 ｶﾜｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岐阜県 3:00:13
1563 3022 宮本 修 ﾐﾔﾓﾄ ｵｻﾑ 千葉県 3:00:49
1564 3175 白崎 稔 ｼﾗｻｷ ﾐﾉﾙ 埼玉県 3:01:38
1565 192 平田 真大 ﾋﾗﾀ ﾏｻｵ 東京都 3:02:07
1566 3189 源 克己 ﾐﾅﾓﾄ ｶﾂﾐ 埼玉県 3:03:43
1567 4359 今泉 貴晶 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶｱｷ 茨城県 3:04:17
1568 27 伊藤 祐樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 神奈川県 3:04:46
1569 5050 田上 稔治 ﾀｶﾞﾐ ﾄｼﾊﾙ 埼玉県 3:08:05
1570 3180 小島 勇人 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞﾝ 東京都 3:09:45
1571 2250 高井 哲彦 ﾀｶｲ ﾃﾂﾋｺ 北海道 3:10:17
1572 2133 三浦 輝 ﾐｳﾗ ﾃﾙｷ 山梨県 3:10:37
1573 5103 松坂 拓実 ﾏﾂｻﾞｶ ﾀｸﾐ 神奈川県 3:11:26
1574 3187 伊藤 正大 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 3:11:28
1575 3258 髙島 和彦 ﾀｶｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 静岡県 3:11:38
1576 4382 岩田 想 ｲﾜﾀ ｿｳ 京都府 3:12:31
1577 6284 笠間 靖夫 ｶｻﾏ ﾔｽｵ 神奈川県 3:15:22
1578 4078 辻 浩 ﾂｼﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:18:01
1579 2244 島崎 大介 ｼﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 3:18:33
1580 4156 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 東京都 3:19:15
1581 3037 安川 武男 ﾔｽｶﾜ ﾀｹｵ 神奈川県 3:20:38
1582 4260 内田 学志 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 埼玉県 3:21:33
1583 4288 桜庭 邦一 ｻｸﾗﾊﾞ ｸﾆｶｽﾞ 東京都 3:21:41
1584 5113 才野 博士 ｻｲﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:22:00
1585 2061 谷口 敬三 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹｲｿﾞｳ 神奈川県 3:25:19
1586 4217 内藤 龍祥 ﾅｲﾄｳ ﾀﾂﾖｼ 埼玉県 3:25:58
1587 4110 中里 年男 ﾅｶｻﾄ ﾄｼｵ 愛知県 3:32:05
1588 4142 山本 敏之 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 大阪府 3:33:20
1589 6262 齋藤 繁雄 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 埼玉県 3:34:20
1590 5147 廣田 三智夫 ﾋﾛﾀ ﾐﾁｵ 東京都 3:35:54
1591 2072 伊藤 幸治 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 大阪府 3:36:02
1592 4157 鉄村 和之 ﾃﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 3:38:02
1593 4233 嶋野 剛 ｼﾏﾉ ﾀｹｼ 埼玉県 3:42:27
1594 2078 佐々木 悟 ｻｻｷ ｻﾄﾙ 埼玉県 3:46:22
1595 3001 熊沢 洋治 ｸﾏｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 東京都 3:53:22
1596 174 高崎 康平 ﾀｶｻｷ ｺｳﾍｲ 千葉県 3:53:26
1597 116 木戸 茂貴 ｷﾄﾞ ｼｹﾞﾀｶ 群馬県 4:13:05
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