
10km 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     1 ﾃﾞｼﾞｪﾝ ﾃｽﾌｧﾚﾑ･ｳｪﾙﾄﾞｩ19 東京都 日の出町 星槎国際高校湘南 00:29'38" 00:29'38"

    2     2 ﾖｺｲ ｼｮｳｺﾞ 横井　翔吾 23 埼玉県 入間市 セイキ販売（株） 00:31'05" 00:31'05"

    3     4 ｱﾇｰﾙ ﾓﾊﾒﾄﾞ･ｱﾀ ｱﾇｰﾙ ﾓﾊﾒﾄﾞ･ｱﾀ 19 東京都 日の出町 星槎国際高校湘南 00:32'17" 00:32'17"

    4     3 ｼｼﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宍戸　大輔 27 静岡県 御殿場市 板妻３４連隊 00:32'36" 00:32'36"

    5     5 ﾐﾔｹ ｼｮｳﾀ 三宅　翔太 29 神奈川県 川崎市 秦野市役所 00:32'52" 00:32'52"

    6     7 ｲﾉｲ ﾕﾒﾄ 猪井　夢人 23 神奈川県 開成町 コロちゃんず 00:32'55" 00:32'55"

    7     6 ｻｲｼﾞｮｳ ｼｭﾝｽｹ 西城　舜亮 25 神奈川県 川崎市 00:33'51" 00:33'50"

    8    14 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｼ 高山　将司 22 千葉県 八街市 須走 00:34'35" 00:34'35"

10km 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   504 ｶﾐﾀｶﾊﾗ ﾐﾂﾙ 上高原　充 37 神奈川県 小田原市 シュナイダー 00:33'09" 00:33'09"

    2   501 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 今村　圭孝 37 神奈川県 小田原市 00:34'15" 00:34'14"

    3   506 ｳﾂﾐ ｶｽﾞﾋｺ 内海　和彦 33 静岡県 御殿場市 00:35'09" 00:35'08"

    4   511 ﾋﾛｾ ﾘｭｳ 広瀬　隆 39 神奈川県 松田町 00:35'54" 00:35'52"

    5   503 ﾅｶｺﾞﾒ ｹﾝｿﾞｳ 中込　賢蔵 38 静岡県 長泉町 板妻自衛隊 00:36'11" 00:36'10"

    6   510 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 高橋　豊 39 神奈川県 藤沢市 00:36'20" 00:36'20"

    7   514 ｴｸﾞﾛ ﾋﾛｱｷ 江黒　裕昭 34 神奈川県 横浜市 いすゞ自動車 00:36'22" 00:36'18"

    8   509 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 菅原　隆浩 34 神奈川県 横須賀市 武山自衛隊ＲＣ 00:36'44" 00:36'42"

10km 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 ｷｸﾁ ｹﾝ 菊池　健 40 静岡県 御殿場市 板妻３４連隊 00:33'19" 00:33'19"

    2  1004 ﾊﾔｼ ｸﾆﾋｺ 林　邦彦 43 神奈川県 小田原市 小田原ＮＲ 00:34'53" 00:34'52"

    3  1011 ﾀｶｵｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 高岡　憲一郎 47 神奈川県 平塚市 00:35'00" 00:34'58"

    4  1001 ﾉｼﾞﾘ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野尻　和秀 42 神奈川県 秦野市 秦野市役所 00:35'45" 00:35'44"

    5  1005 ﾎｼﾉ ﾀｶﾕｷ 星野　隆之 45 神奈川県 小田原市 プロダクトＫ 00:35'47" 00:35'46"

    6  1008 ｺｼﾐｽﾞ ｲｻｵ 小清水　功 45 神奈川県 小田原市 Ｍ＠平塚 00:36'00" 00:36'00"

    7  1010 ﾓﾘﾔ ﾄｼｷ 森谷　俊樹 48 岩手県 盛岡市 00:36'14" 00:36'11"

    8  1013 ﾊﾔｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 早崎　英幸 45 神奈川県 松田町 松田町 00:36'49" 00:36'47"

10km 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  2003 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 加藤　尚 55 神奈川県 藤沢市 ギャランドゥ 00:36'15" 00:36'13"

    2  2006 ｲｲﾊﾏ ｹﾝｼﾞ 飯浜　健治 51 神奈川県 小田原市 小田原ＮＲ 00:36'18" 00:36'18"

    3  2002 ﾐﾔﾀﾆ ｻﾄｼ 宮谷　聡 55 神奈川県 藤沢市 ＮＥＣスペース 00:36'34" 00:36'32"

    4  2008 ｸﾏｶﾜ ﾔｽﾅﾘ 熊川　泰成 54 神奈川県 平塚市 平塚市役卓球部 00:37'06" 00:37'04"

    5  2007 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 中山　雅浩 56 神奈川県 小田原市 鶴嶺高校教員 00:37'19" 00:37'19"

    6  2013 ｼﾛﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 白水　晃二 57 神奈川県 相模原市 ハートブレイク 00:37'23" 00:37'21"

    7  2012 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 北村　裕 54 神奈川県 横浜市 洋光台矯正歯科 00:37'40" 00:37'38"

    8  2009 ｵﾁｱｲ ｶﾂﾄｼ 落合　勝利 53 神奈川県 相模原市 帝人日野走友会 00:37'43" 00:37'41"



10km 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  3003 ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾀｶ 小澤　伸高 64 神奈川県 二宮町 東海大学 00:39'39" 00:39'38"

    2  3008 ｲｼｲ ﾏｻﾄ 石井　正人 60 神奈川県 茅ヶ崎市 ファイナリスト 00:40'07" 00:40'05"

    3  3001 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝ 中川　謙 60 神奈川県 相模原市 橋本走友会 00:40'11" 00:40'08"

    4  3005 ｸｻﾔﾏ ｼｹﾞｵ 草山　重夫 61 神奈川県 南足柄市 湘南ＲＣ 00:41'27" 00:41'26"

    5  3012 ﾌﾙｻﾜ ｹﾞﾝｲﾁ 古澤　元一 61 神奈川県 大井町 湘南ＲＣ 00:41'53" 00:41'51"

    6  3019 ｶﾀｷﾞﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 片桐　良伸 62 神奈川県 南足柄市 00:42'06" 00:41'53"

    7  3004 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾀｴ 中島　傳 64 長野県 茅野市 八ヶ岳ＲＣ 00:42'14" 00:42'12"

    8  3002 ｲﾃﾞ ﾉﾘｵ 井手　則夫 64 神奈川県 秦野市 あなうま 00:42'56" 00:42'54"

10km 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  4002 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｷｶ 遠藤　咲果 18 神奈川県 小田原市 山北高校 00:42'04" 00:41'58"

    2  4004 ｶﾅﾀﾞ ｱﾐ 金田　安美 38 神奈川県 大和市 しばいぬ 00:45'02" 00:44'52"

    3  4003 ｵｻﾞｷ ｱｷ 尾崎　亜季 29 静岡県 小山町 00:45'36" 00:45'30"

    4  4010 ｲﾅﾐ ﾄﾓｺ 稲波　朋子 32 東京都 八王子市 シュナイダー 00:46'45" 00:46'36"

    5  4070 ｻﾄｳ ｱﾔ 佐藤　綾 37 神奈川県 二宮町 00:46'54" 00:46'25"

    6  4011 ｵｵﾊｼ ﾐﾚｲ 大橋　未怜 17 神奈川県 川崎市 未正陸上クラブ 00:46'55" 00:46'50"

    7  4008 ﾐﾔｳﾁ ﾐｷ 宮内　未希 34 神奈川県 大井町 00:48'45" 00:48'41"

    8  4013 ｲｼｲ ｱﾔﾉ 石井　綾乃 26 神奈川県 小田原市 横浜トヨペット 00:50'39" 00:50'16"

10km 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 47 神奈川県 南足柄市 湘南レディース 00:40'57" 00:40'56"

    2  4504 ﾏﾂﾔﾏ ｻﾕﾐ 松山　小弓 51 神奈川県 鎌倉市 00:43'13" 00:43'05"

    3  4508 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛﾐ 柏木　ひろみ 40 神奈川県 小田原市 00:43'58" 00:43'51"

    4  4503 ﾅｲﾄｳ ﾐﾎ 内藤　美穂 42 神奈川県 茅ヶ崎市 00:44'04" 00:43'58"

    5  4522 ﾓﾛｽﾞﾐ ｹｲｺ 両角　敬子 51 神奈川県 横浜市 00:44'27" 00:44'16"

    6  4506 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾖ 浅野　和代 44 神奈川県 川崎市 00:45'15" 00:45'10"

    7  4501 ｵｻﾞﾜ ﾕﾐｺ 小澤　裕美子 48 神奈川県 湯河原町 まねき屋 00:45'22" 00:45'18"

    8  4509 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾐ 本荘　和美 50 神奈川県 平塚市 00:46'22" 00:46'16"


