
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  5001 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 増田　勇太 24 神奈川県 茅ヶ崎市 茅ヶ崎市役所 01:13'00" 01:13'00"

    2  5002 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭﾝｼﾞ 川口　峻史 25 神奈川県 湯河原町 ちぼり 01:14'44" 01:14'43"

    3  5007 ｲﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 岩口　周平 26 静岡県 富士宮市 01:16'16" 01:16'13"

    4  5004 ｵｵｲｼ ﾏｻｷ 大石　真輝 22 神奈川県 座間市 ハートブレイク 01:16'30" 01:16'30"

    5  5003 ｲﾌﾞｽｷ ﾀｸﾔ 指宿　卓哉 27 神奈川県 秦野市 けんちゃんず 01:19'57" 01:19'57"

    6  5005 ﾄｻﾉ ﾐｻｷ 土佐野　岬 20 神奈川県 座間市 01:22'06" 01:22'06"

    7  5006 ﾊﾀﾔ ｹﾞﾝﾀ 幡谷　原太 26 静岡県 富士宮市 幡谷自然農園 01:22'35" 01:22'35"

    8  5054 ｶﾝﾉｳ ｾｲﾀ 神農　誠太 26 神奈川県 厚木市 01:24'00" 01:23'50"

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  5503 ｵｶｼﾞﾏ ﾅｵﾋｺ 岡島　直彦 34 千葉県 柏市 小田急電鉄 01:12'50" 01:12'49"

    2  5506 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 小川　大輔 32 東京都 狛江市 01:15'49" 01:15'49"

    3  5509 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 吉田　孝廣 38 神奈川県 横浜市 三島走友会 01:18'21" 01:18'19"

    4  5505 ｱｼｶﾞｷ ﾉﾘﾋｺ 芦垣　紀彦 35 神奈川県 横浜市 01:18'27" 01:18'26"

    5  5504 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 阿部　達哉 39 福島県 福島市 01:22'24" 01:22'24"

    6  5510 ﾑﾗﾀ ｱｷﾋﾄ 村田　昭人 31 神奈川県 茅ヶ崎市 01:23'01" 01:22'58"

    7  5515 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 永山　和哉 32 神奈川県 小田原市 ＳＣＲＡＴＣＨ 01:23'19" 01:23'16"

    8  5686 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 馬場　大輔 38 神奈川県 小田原市 01:23'56" 01:23'56"

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  6003 ﾆｲﾔ ﾐﾂﾙ 新谷　満 42 神奈川県 海老名市 01:14'38" 01:14'38"

    2  6006 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾖｼ 小林　洋芳 42 神奈川県 小田原市 01:15'24" 01:15'24"

    3  6004 ﾏｽｶﾜ ｼｹﾞｵ 増川　茂雄 42 神奈川県 大井町 南開工業株式会社 01:16'10" 01:16'10"

    4  6021 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶｵﾐ 横山　貴臣 40 神奈川県 茅ヶ崎市 平塚競輪 01:17'09" 01:17'08"

    5  6007 ﾌｶﾜ ｹﾝｲﾁ 府川　健一 49 神奈川県 小田原市 小田原市消防 01:20'03" 01:20'02"

    6  6012 ｶﾒｺ ﾋﾛﾔｽ 亀子　浩靖 49 神奈川県 海老名市 エビトラ 01:20'06" 01:20'06"

    7  6266 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 松本　正人 43 神奈川県 伊勢原市 日本ＣＢケミカル 01:21'14" 01:21'13"

    8  6019 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾄ 濱野　義仁 41 神奈川県 秦野市 01:22'36" 01:22'35"

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 52 神奈川県 小田原市 小田原ナイトラン 01:18'10" 01:18'10"

    2  7006 ｶﾝｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ 神﨑　輝人 57 東京都 江戸川区 ＢＯにする会 01:23'48" 01:23'46"

    3  7019 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｲﾁ 渋谷　謙一 51 神奈川県 厚木市 01:25'28" 01:25'22"

    4  7012 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾘｮｳｼﾞ 満園　良次 59 福島県 郡山市 パナソニック 01:25'32" 01:25'28"

    5  7004 ﾂﾂﾐ ﾄｼﾕｷ 堤　俊行 53 神奈川県 小田原市 横浜ゴム 01:25'36" 01:25'36"

    6  7013 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 佐藤　庄一 53 神奈川県 相模原市 相模原市役所ＲＣ 01:25'51" 01:25'51"

    7  7048 ｵｵｻﾜ ｴｲｷ 大澤　英紀 51 神奈川県 小田原市 01:26'13" 01:26'10"

    8  7031 ﾜｷﾔﾏ ﾏｻｼ 脇山　正史 50 神奈川県 小田原市 のあ＆はるＲＣ 01:26'43" 01:26'40"



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  8009 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 小林　修 66 茨城県 日立市 ４６Ｌ 01:29'42" 01:29'40"

    2  8008 ｻﾄｳ ﾄｸｼ 佐藤　徳志 60 神奈川県 湯河原町 01:32'06" 01:31'59"

    3  8010 ﾀｷｻﾞﾜ ﾃﾙｵ 滝沢　英雄 62 神奈川県 茅ヶ崎市 ＪＸ金属 01:32'29" 01:32'23"

    4  8005 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 藤原　雄一郎 60 東京都 町田市 佐藤昭夫マラ塾 01:32'31" 01:32'25"

    5  8003 ﾄｸｲ ﾋﾛｼ 徳井　浩 63 神奈川県 相模原市 相模原走ろう会 01:33'05" 01:33'04"

    6  8015 ｵｵﾀ ｷﾖｼ 太田　清 63 神奈川県 鎌倉市 鎌倉市役所 01:35'57" 01:35'50"

    7  8007 ﾉﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 野村　信幸 64 神奈川県 横浜市 ＴＭクラブ 01:36'02" 01:35'58"

    8  8034 ｲｹﾔ ｱｽﾞﾏ 池谷　東 61 神奈川県 茅ヶ崎市 アルファ 01:37'40" 01:37'33"

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  9001 ｳﾙｼﾊﾗ ｹｲｺ 漆原　啓子 32 神奈川県 小田原市 01:26'38" 01:26'33"

    2  9004 ｱﾗｲ ｻﾔｶ 新井　紗耶香 26 神奈川県 愛川町 01:37'55" 01:37'40"

    3  9007 ｺｳﾓﾄ ｼｵ 河本　汐音 19 神奈川県 茅ヶ崎市 日本大学生物資源 01:40'06" 01:39'54"

    4  9003 ｲﾜｻｷ ﾚｲｺ 岩崎　玲子 27 神奈川県 平塚市 01:42'48" 01:42'39"

    5  9010 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｺ 清水　杏子 21 静岡県 沼津市 01:48'50" 01:48'38"

    6  9011 ﾐﾔｷﾞ ﾃﾙｺ 宮城　輝子 39 東京都 新宿区 01:50'33" 01:50'12"

    7  9020 ｲｼｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 石川　希美 17 神奈川県 南足柄市 01:52'27" 01:52'12"

    8  9014 ｼﾏｻﾞｷ ﾕﾘ 島崎　友里 34 神奈川県 南足柄市 01:55'05" 01:54'42"

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  9573 ﾎｼﾉ ﾖｼﾐ 星野　芳美 52 静岡県 沼津市 ｅＡ静岡 01:30'19" 01:30'13"

    2  9511 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 小林　裕美 44 神奈川県 川崎市 かとりやＲＵＮ 01:42'39" 01:42'31"

    3  9503 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｺ 澤田　雅子 46 神奈川県 川崎市 01:43'24" 01:43'03"

    4  9504 ｱﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｺ 安藤　恭子 53 神奈川県 川崎市 01:43'36" 01:43'23"

    5  9505 ｷﾂｶﾜ ﾋﾄﾐ 橘川　仁美 54 神奈川県 二宮町 01:43'56" 01:43'42"

    6  9509 ﾓﾘｶﾜ ｲﾂﾞﾐ 森川　いづ美 60 神奈川県 横浜市 01:44'34" 01:44'17"

    7  9506 ｳﾁﾔﾏ ｶﾂﾐ 内山　克美 55 神奈川県 川崎市 01:46'54" 01:46'33"

    8  9525 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ 清水　陽子 43 神奈川県 茅ヶ崎市 01:47'31" 01:47'17"


