
ｸｫｰﾀｰ 高校生～29歳以下男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1     3 ﾐﾈｼﾏ ｶｽﾞｷ 峰島　一樹 24 千葉県 船橋市 板妻３４連隊 00:34'09" 00:34'09"

    2     4 ｼｼﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宍戸　大輔 26 静岡県 御殿場市 板妻３４連隊 00:34'26" 00:34'26"

    3     2 ｲﾉｲ ﾕﾒﾄ 猪井　夢人 22 神奈川県 開成町 コロちゃんず 00:34'37" 00:34'37"

    4     1 ｲﾅｶﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 稲垣　秀平 24 神奈川県 平塚市 00:35'47" 00:35'47"

    5     5 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 鈴木　大樹 28 神奈川県 横浜市 00:36'16" 00:36'16"

    6     7 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 松林　夏輝 19 神奈川県 小田原市 小田原陸協 00:36'55" 00:36'55"

    7    13 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾊﾙ 吉田　海遥 17 神奈川県 松田町 山北高校 00:38'03" 00:38'03"

    8    12 ｵｵｴ ﾘｮｳｽｹ 大江　亮輔 22 神奈川県 南足柄市 00:38'58" 00:38'56"

ｸｫｰﾀｰ 30歳代男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1   503 ﾅｶｺﾞﾒ ｹﾝｿﾞｳ 中込　賢蔵 37 静岡県 長泉町 板妻 00:35'48" 00:35'48"

    2   504 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 佐藤　裕貴 38 神奈川県 平塚市 平塚市役所 00:35'52" 00:35'52"

    3   507 ﾋﾛｾ ﾘｭｳ 広瀬　隆 38 神奈川県 松田町 00:37'16" 00:37'14"

    4   501 ｲﾏｶﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 今川　貴利 38 神奈川県 藤沢市 藤沢市民 00:38'00" 00:38'00"

    5   515 ｲﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 岩本　健志 35 神奈川県 横須賀市 00:38'34" 00:38'31"

    6   508 ﾃﾗ ｶｽﾞﾋｺ 寺　和彦 38 神奈川県 海老名市 00:39'32" 00:39'30"

    7   502 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 滝口　洋介 31 静岡県 小山町 トヨタ東日本 00:41'30" 00:41'28"

    8   511 ﾌｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 福永　和也 39 静岡県 御殿場市 00:41'36" 00:41'33"

ｸｫｰﾀｰ 40歳代男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  1002 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長谷川　隆智 45 神奈川県 大井町 小田急電鉄 00:36'20" 00:36'20"

    2  1004 ｶﾜｲ ｻﾀﾞｶﾂ 川合　貞克 48 静岡県 御殿場市 御殿場 00:36'57" 00:36'55"

    3  1003 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 中村　直樹 44 静岡県 御殿場市 御殿場ＲＣ 00:37'21" 00:37'21"

    4  1009 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 山本　寛幸 42 神奈川県 小田原市 小田原ＮＲ 00:38'17" 00:38'15"

    5  1007 ﾊﾔｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 早崎　英幸 44 神奈川県 松田町 松田町・ＮＹＡ 00:38'48" 00:38'46"

    6  1001 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 神山　秀秋 45 神奈川県 横浜市 フリー 00:39'31" 00:39'29"

    7  1006 ｱｼﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 網代　大介 42 神奈川県 藤沢市 00:39'31" 00:39'31"

    8  1010 ﾊｻﾞｺ ﾋﾛｱｷ 羽迫　弘明 47 神奈川県 小田原市 第一三共陸上部 00:40'36" 00:40'36"

ｸｫｰﾀｰ 50歳代男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  2004 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 加藤　尚 54 神奈川県 藤沢市 ギャランドゥ 00:37'23" 00:37'23"

    2  2002 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 斉藤　方英 57 静岡県 富士宮市 ふじざくらＲＣ 00:37'39" 00:37'39"

    3  2009 ﾅｶﾓﾄ ｻﾄｼ 仲本　智之 55 神奈川県 小田原市 小田原ＮＲ 00:38'05" 00:38'05"

    4  2003 ﾐﾔﾀﾆ ｻﾄｼ 宮谷　聡 54 神奈川県 藤沢市 ＮＥＣスペース 00:38'08" 00:38'08"

    5  2007 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｲﾄ 影山　泰人 52 神奈川県 鎌倉市 ちーむわかみや 00:38'40" 00:38'40"

    6  2006 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 中山　雅浩 55 神奈川県 小田原市 鶴嶺高校教員 00:39'12" 00:39'12"

    7  2011 ｸﾏｶﾜ ﾔｽﾅﾘ 熊川　泰成 53 神奈川県 平塚市 平塚市役卓球部 00:39'16" 00:39'13"

    8  2008 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 中川　謙 59 神奈川県 相模原市 橋本走友会 00:40'33" 00:40'33"



ｸｫｰﾀｰ 60歳以上男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  3001 ｲﾃﾞ ﾉﾘｵ 井手　則夫 63 神奈川県 秦野市 あなうま 00:40'26" 00:40'26"

    2  3006 ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 小澤　伸高 63 神奈川県 二宮町 神奈川社会福祉専 00:40'37" 00:40'35"

    3  3003 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾅｵ 馬場　正直 62 埼玉県 新座市 東海銀行 00:42'38" 00:42'35"

    4  3002 ｸｻﾔﾏ ｼｹﾞｵ 草山　重夫 60 神奈川県 南足柄市 湘南ＲＣ 00:44'29" 00:44'28"

    5  3016 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾄ 長谷川　久登 64 神奈川県 小田原市 00:45'08" 00:45'05"

    6  3013 ｵｲｶﾜ ﾀｲｽｹ 及川　太助 63 神奈川県 平塚市 まち・みどり公社 00:45'54" 00:45'50"

    7  3005 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 山田　学 63 神奈川県 平塚市 00:46'10" 00:46'01"

    8  3028 ｲﾄｳ ﾄﾄﾞﾑ 伊藤　留 64 神奈川県 相模原市 相模原走ろう会 00:47'26" 00:47'19"

ｸｫｰﾀｰ 高校生～39歳以下女子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  4001 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷｶ 遠藤　咲果 17 神奈川県 小田原市 県立山北高校 00:43'32" 00:43'32"

    2  4002 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛﾐ 柏木　ひろみ 39 神奈川県 小田原市 00:48'36" 00:48'33"

    3  4003 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 渡邊　恵子 39 静岡県 三島市 ケロリンクラブ 00:49'42" 00:49'36"

    4  4009 ﾌｶﾜ ｱﾕﾐ 府川　亜由美 31 神奈川県 小田原市 00:50'48" 00:50'32"

    5  4005 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾐ 杉山　綾美 27 静岡県 御殿場市 00:50'53" 00:50'43"

    6  4025 ｵｵﾊｼ ﾐﾚｲ 大橋　未怜 16 神奈川県 川崎市 未正 00:50'56" 00:50'46"

    7  4004 ﾐﾔｳﾁ ﾐｷ 宮内　未希 33 神奈川県 大井町 00:52'45" 00:52'39"

    8  4011 ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾛｺ 米山　裕子 29 神奈川県 川崎市 00:53'03" 00:52'48"

ｸｫｰﾀｰ 40歳以上女子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  4502 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾘｺ 小野寺　規子 46 神奈川県 南足柄市 00:44'31" 00:44'31"

    2  4501 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 小澤　裕美子 47 神奈川県 湯河原町 まねき屋 00:46'57" 00:46'54"

    3  4503 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ 本荘　和美 49 神奈川県 平塚市 ひまわりん 00:49'22" 00:49'11"

    4  4506 ｼﾊﾞﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 芝原　純子 61 神奈川県 南足柄市 00:49'39" 00:49'33"

    5  4509 ﾆｼﾔﾏ ﾖｳｺ 西山　洋子 47 神奈川県 二宮町 00:49'42" 00:49'34"

    6  4507 ﾂｼﾞｲ ﾕﾘ 辻井　有里 49 神奈川県 大磯町 00:49'51" 00:49'42"

    7  4511 ｵｵﾉ ﾖｳｺ 大野　陽子 46 神奈川県 南足柄市 00:50'27" 00:50'14"

    8  4508 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｺ 杉山　敦子 55 静岡県 御殿場市 00:50'53" 00:50'43"

ﾊｰﾌ 高校生～29歳以下男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  5003 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 三宅　翔太 28 神奈川県 川崎市 小田原ＮＲ 01:08'50" 01:08'50"

    2  5006 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 内田　拓希 19 神奈川県 小田原市 ＳＣＲＡＴＣＨ 01:12'40" 01:12'40"

    3  5009 ｵｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 小澤　航 18 神奈川県 平塚市 平塚江南高校 01:13'15" 01:13'12"

    4  5002 ｶﾉｳ ﾕｳｽｹ 狩野　佑介 18 埼玉県 深谷市 早大本庄 01:13'34" 01:13'34"

    5  5004 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾘﾝ 鈴木　樹林 20 神奈川県 横浜市 スクラッチ 01:15'59" 01:15'56"

    6  5008 ｵｵｲｼ ﾏｻｷ 大石　真輝 21 神奈川県 座間市 ハートブレイク 01:17'28" 01:17'28"

    7  5001 ﾀｶﾊｼ ｲﾂｷ 高橋　一輝 18 神奈川県 南足柄市 南足柄市 01:18'21" 01:18'19"

    8  5017 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 橋本　真一 16 神奈川県 松田町 浦の星陸上部 01:20'19" 01:20'19"



ﾊｰﾌ 30歳代男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  5505 ｵｶｼﾞﾏ ﾅｵﾋｺ 岡島　直彦 33 千葉県 柏市 小田急電鉄 01:11'21" 01:11'21"

    2  5502 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 依田　崇弘 34 山梨県 甲府市 山梨学院クラブ 01:11'51" 01:11'51"

    3  5507 ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾋｺ 宮下　康彦 31 東京都 文京区 大和市陸協 01:15'14" 01:15'14"

    4  5504 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 工藤　淳 31 東京都 大田区 ランニング・デポ 01:15'50" 01:15'50"

    5  5508 ﾊﾗ ﾄﾓﾔ 原　智哉 32 福島県 いわき市 トライアスリート 01:16'20" 01:16'18"

    6  5512 ﾃﾙｲ ｾｲｲﾁ 照井　誠一 38 神奈川県 伊勢原市 キングマルソー 01:16'48" 01:16'44"

    7  5533 ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 下村　秋平 34 神奈川県 川崎市 01:20'16" 01:20'10"

    8  5520 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 吉田　孝廣 37 神奈川県 横浜市 三島走友会 01:21'01" 01:21'01"

ﾊｰﾌ 40歳代男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  6004 ﾆｲﾔ ﾐﾂﾙ 新谷　満 41 神奈川県 海老名市 01:16'01" 01:16'01"

    2  6005 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 佐藤　大輔 43 神奈川県 横浜市 つま先小走り会 01:16'04" 01:16'04"

    3  6003 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾖｼ 小林　洋芳 41 神奈川県 小田原市 01:16'14" 01:16'14"

    4  6015 ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｽｹ 長岡　啓介 43 神奈川県 南足柄市 ランラン 01:18'11" 01:18'11"

    5  6002 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 林　剛 47 神奈川県 小田原市 小田原ＮＲ 01:19'12" 01:19'12"

    6  6009 ｱｵﾉ ﾀﾂﾔ 青野　竜也 41 神奈川県 座間市 ＲＩＣＯＨ 01:21'08" 01:21'05"

    7  6007 ｶﾒｺ ﾋﾛﾔｽ 亀子　浩靖 48 神奈川県 海老名市 ダメオヤジ 01:21'27" 01:21'27"

    8  6012 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 松田　裕道 42 神奈川県 伊勢原市 オクテオンＡＣ 01:21'55" 01:21'53"

ﾊｰﾌ 50歳代男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  7003 ﾔｽｲｹ ｶｽﾞｷﾐ 安池　一公 51 神奈川県 小田原市 01:17'44" 01:17'44"

    2  7006 ｵｸﾂ ﾀｶｱｷ 奥津　高明 54 神奈川県 小田原市 印刷局小田原 01:19'30" 01:19'27"

    3  7004 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 岡部　崇幸 50 神奈川県 横浜市 横浜旭走友会 01:22'32" 01:22'29"

    4  7010 ﾔｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 矢島　剛 54 神奈川県 大磯町 スパークス 01:23'41" 01:23'38"

    5  7011 ﾌｾｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 伏島　昭人 50 神奈川県 川崎市 01:24'28" 01:24'25"

    6  7008 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 佐藤　庄一 52 神奈川県 相模原市 相模原市役所ＲＣ 01:24'31" 01:24'28"

    7  7002 ﾂﾂﾐ ﾄｼﾕｷ 堤　俊行 52 神奈川県 小田原市 横浜ゴム陸上部 01:25'04" 01:25'04"

    8  7021 ﾌｼﾞｵｶ ｹﾝｼﾞ 藤岡　賢治 50 神奈川県 横浜市 01:27'43" 01:27'39"

ﾊｰﾌ 60歳以上男子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  8003 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 荒井　洋 60 神奈川県 横浜市 富岡クラブ 01:27'27" 01:27'21"

    2  8005 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 山本　俊夫 69 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎走友会 01:34'44" 01:34'40"

    3  8004 ｵｶﾍﾞ ｱﾂｼ 岡部　篤 61 神奈川県 横須賀市 山下ＰＭＣ 01:34'54" 01:34'47"

    4  8014 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 米澤　淳一 60 千葉県 市川市 谷川真理ＦＲＣ 01:35'41" 01:35'28"

    5  8006 ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾙｵ 滝沢　英雄 61 神奈川県 茅ヶ崎市 ＪＸＭ 01:35'48" 01:35'38"

    6  8002 ﾄｸｲ ﾋﾛｼ 徳井　浩 62 神奈川県 相模原市 01:35'52" 01:35'48"

    7  8012 ｸﾉ ｱﾂｼ 久野　篤 62 東京都 世田谷区 セタクンＲ１ 01:36'32" 01:36'21"

    8  8011 ｵｵﾀ ｷﾖｼ 太田　清 62 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市役所 01:37'14" 01:37'03"



ﾊｰﾌ 高校生～39歳以下女子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  9003 ｵｵﾀﾞﾁ ｱｲ 大舘　愛 32 神奈川県 川崎市 デサントＲＣ 01:32'13" 01:32'06"

    2  9002 ｲﾜｻｷ ﾚｲｺ 岩崎　玲子 26 神奈川県 平塚市 01:36'28" 01:36'20"

    3  9005 ｶﾅﾀﾞ ｱﾐ 金田　安美 37 神奈川県 大和市 しばいぬ 01:39'14" 01:39'02"

    4  9006 ｱﾗｲ ｻﾔｶ 新井　紗耶香 25 神奈川県 愛川町 01:39'42" 01:39'31"

    5  9001 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 岡田　浩実 37 東京都 港区 01:39'57" 01:39'46"

    6  9004 ﾑﾗｾ ｶﾖ 村瀬　香代 30 神奈川県 平塚市 平塚市役所 01:40'24" 01:40'12"

    7  9060 ｺｳﾓﾄ ｼｵ 河本　汐音 18 神奈川県 茅ヶ崎市 鶴嶺高校 01:41'19" 01:40'44"

    8  9011 ｶｻﾞﾏ ｻﾔｶ 風間　彩雅 23 神奈川県 川崎市 01:43'26" 01:43'06"

ﾊｰﾌ 40歳以上女子

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム 　ﾈｯﾄﾀｲﾑ

    1  9503 ﾎｼﾉ ﾖｼﾐ 星野　芳美 51 静岡県 沼津市 ｅＡ静岡 01:29'33" 01:29'26"

    2  9505 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾔ 丸山　彩 40 東京都 杉並区 01:37'56" 01:37'49"

    3  9504 ｺｲｹ ﾋﾛｺ 小池　裕子 58 神奈川県 横浜市 01:38'38" 01:38'30"

    4  9506 ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｺ 安藤　恭子 52 神奈川県 川崎市 01:40'48" 01:40'35"

    5  9507 ｷﾂｶﾜ ﾋﾄﾐ 橘川　仁美 53 神奈川県 二宮町 01:41'42" 01:41'24"

    6  9508 ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓﾐ 辻野　智美 44 神奈川県 鎌倉市 ＲＤＡＣ 01:42'32" 01:42'16"

    7  9502 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾐ 上原　博美 46 神奈川県 川崎市 01:42'43" 01:42'35"

    8  9509 ｵｵﾂｶ ﾖｳｺ 大塚　陽子 46 神奈川県 小田原市 走れケンタロー！ 01:43'43" 01:43'37"


