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1 1008 橋本 拓矢 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 茨城県 0:33:33

2 1126 小川 圭介 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京都 0:34:50

3 1116 藤枝 秀幸 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 藤枝法務事務所 千葉県 0:35:01

4 1221 松森 久朋 ﾏﾂﾓﾘ ﾋｻﾄﾓ 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都 0:35:13

5 1009 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 旭川赤十字病院 北海道 0:36:23

6 1316 前澤 秋生 ﾏｴｻﾞﾜ ｱｷｵ 千歳興産株式会社 神奈川県 0:36:49

7 1232 衣笠 竜也 ｷﾇｶﾞｻ ﾀﾂﾔ 神奈川県 0:39:09

8 1339 梅原 俊二 ｳﾒﾊﾗ ﾄｼｼﾞ 大同生命 東京都 0:39:39

9 1029 金谷 貴明 ｶﾅﾔ ﾀｶｱｷ 東京都 0:39:52

10 1207 吉永 友哉 ﾖｼﾅｶﾞ ﾄﾓﾔ 東京都 0:39:57

11 1388 海老根 博樹 ｴﾋﾞﾈ ﾋﾛｷ 茨城県 0:40:04

12 1235 佐伯 孝志 ｻｴｷ ﾀｶｼ 神奈川県 0:40:09

13 1402 吉川 郁男 ﾖｼｶﾜ ｲｸｵ 0:40:47

14 1141 山浦 光博 ﾔﾏｳﾗﾐﾂﾋﾛ 東京都 0:41:34

15 1025 島田 大幹 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 埼玉県 0:41:37

16 1210 山形 隆行 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 東京都 0:41:38

17 1376 礒部 浩臣 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛﾄﾓ 埼玉県 0:41:40

18 1124 高橋 建太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 0:41:58

19 1115 森 惇志 ﾓﾘ ｱﾂｼ 東京都 0:42:28

20 1220 上田 育義 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 大同生命保険 東京都 0:42:38

21 1201 東尾 太郎 ﾋｶﾞｼｵ ﾀﾛｳ ＢＳＲＣ 東京都 0:42:44

22 1104 秋元 竜也 ｱｷﾓﾄ ﾀﾂﾔ 千歳興産株式会社 東京都 0:42:49

23 1037 磯 友貴 ｲｿ ﾕｳｷ 神奈川県 0:42:57

24 1219 赤池 大 ｱｶｲｹ ﾏｻﾙ 東京都 0:43:24

25 1315 郷田 賢也 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝﾔ 千歳興産株式会社 埼玉県 0:43:30

26 1149 桝林 大紀 ﾏｽﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 東京都 0:43:50

27 1036 松田 靜流 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾂﾞﾙ 東京都 0:43:52

28 1366 白須賀 浩一 ｼﾗｽｶﾞｺｳｲﾁ 東京都 0:44:24

29 1204 西出 勤 ﾆｼﾃﾞ ﾂﾄﾑ 東京都 0:44:34

30 1386 佐藤 聖次 ｻﾄｳｾｲｼﾞ 埼玉県 0:44:45

31 1344 山口 勉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 三菱銀行 東京都 0:44:52

32 1138 岡野 真也 ｵｶﾉ ｼﾝﾔ 東京都 0:45:02

33 1356 堀本 敏博 ﾎﾘﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 東京都 0:45:06

34 1310 古屋 隆 ﾌﾙﾔ ﾀｶｼ 東京都 0:45:07

35 1389 萩野 光博 ﾊｷﾞﾉ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 0:45:11

36 1343 岩田 雄一朗 ｲﾜﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 三菱東京ＵＦＪ銀行 埼玉県 0:45:25

37 1222 小林 英之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 0:45:45

38 1228 青木 勝彦 ｱｵｷ ｶﾂﾋｺ 神奈川県 0:45:57

39 1342 宿野部 広秋 ｼｭｸﾉﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 三菱ＵＦＪ住宅ローン保証 千葉県 0:46:17

40 1383 三浦 操 ﾐｳﾗ ﾐｻｵ 埼玉県 0:46:27

41 1123 萩原 崇史 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾌﾐ 東京都 0:46:31

42 1137 脇田 祐樹 ﾜｷﾀ ﾕｳｷ 埼玉県 0:46:41

43 1368 井上 知明 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 0:47:13

44 1345 吉本 泰雄 ﾖｼﾓﾄ ﾔｽｵ ＫＩＳＣＯ株式会社 東京都 0:47:19

45 1103 住谷 忠雄 ｽﾐﾔ ﾀﾀﾞｵ 千葉県 0:47:28

46 1211 伴野 竜一 ﾄﾓﾉ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 0:47:29

47 1209 太田 篤 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 東京都 0:47:31

48 1382 小谷 広之 ｺﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 0:47:43

49 1125 古川 琢郎 ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾛｳ 東京都 0:47:53

50 1121 松本 直記 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 0:48:04



2018/03/18 11:11:12 2 / 4 ページ

51 1014 飯田 琢哉 ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 埼玉県 0:48:10

52 1371 河邉 昭浩 ｶﾜﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:48:13

53 1020 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 東京都 0:48:19

54 1102 河野 俊介 ｺｳﾉ ｼｭﾝｽｹ 東京都 0:48:54

55 1013 奥村 健太朗 ｵｸﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 0:49:07

56 1004 鈴木 優斗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 東京都 0:49:09

57 1022 川合 直樹 ｶﾜｲ ﾅｵｷ 東京都 0:49:24

58 1144 小濱 寿通 ｺﾊﾏﾄｼﾐﾁ 東京都 0:49:25

59 1120 大矢 雄一 ｵｵﾔ ﾕｳｲﾁ 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都 0:49:28

60 1034 島川 将志 ｼﾏｶﾜ ﾏｻｼ 東京都 0:49:32

61 1024 熊谷 厚志 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂｼ 千葉県 0:49:37

62 1370 高橋 亨 ﾀｶﾊｼﾄ ｵﾙ 神奈川県 0:49:48

63 1355 川口 明男 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｵ 東京都 0:49:55

64 1401 渡邊 倫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝ 東京都 0:50:18

65 1380 藤井 基喜 ﾌｼﾞｲ ﾓﾄﾖｼ 千葉県 0:50:22

66 1375 久保田 満 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾙ 東京都 0:50:23

67 1117 山口 直記 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 東京都 0:50:33

68 1378 村木 茂久 ﾑﾗｷ ｼｹﾞﾋｻ 東京都 0:50:35

69 1150 吉村 寿吉 ﾖｼﾑﾗ ﾋｻﾖｼ 埼玉県 0:50:45

70 1338 奈良 正明 ﾅﾗ ﾏｻｱｷ 三和銀行 神奈川県 0:50:52

71 1118 能登 秀晴 ﾉﾄ ﾋﾃﾞﾊﾙ 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都 0:50:59

72 1357 春日 丈実 ｶｽｶﾞ ﾀｹﾐ 神奈川県 0:51:00

73 1377 中尾 匡宏 ﾅｶｵ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 0:51:08

74 1309 今田 誠治 ｲﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 東京都 0:51:14

75 1113 谷村 大輔 ﾀﾆﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 株式会社ブイツー 東京都 0:51:14

76 1236 土屋 智敬 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 0:51:19

77 1324 中澤 豊 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 茨城県 0:51:21

78 1140 秋山 和也 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 東京都 0:51:22

79 1384 黒沼 利一 ｸﾛﾇﾏ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 0:51:24

80 1127 内山 貴由 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 東京都 0:51:28

81 1002 田中 太助 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 0:51:37

82 1314 伊庭 伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 0:51:48

83 1322 原 和男 ﾊﾗ ｶｽﾞｵ 東京都 0:51:50

84 1128 増形 宏平 ﾏｽｶﾞﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 0:52:03

85 1360 猿田 昌洋 ｻﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 東京都 0:52:07

86 1233 門野 康宏 ｶﾄﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 東京都 0:52:08

87 1367 大久保 清彦 ｵｵｸﾎﾞ ｷﾖﾋｺ 神奈川県 0:52:10

88 1237 木村 健 ｷﾑﾗ ｹﾝ 神奈川県 0:52:16

89 1308 玉木 昌美 ﾀﾏｷ ﾏｻﾐ びわこランナーズ 滋賀県 0:52:22

90 1143 山下 博史 ﾔﾏｼﾀﾋﾛｼ 東京都 0:52:27

91 1215 鈴木 亨 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ サクラクレパス 東京都 0:52:36

92 1035 大年 直人 ｵｵﾄｼ ﾅｵﾄ 東京都 0:52:57

93 1372 藤村 秀夫 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 東京都 0:53:10

94 1151 堀田 純平 ﾎｯﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 0:53:17

95 1369 雨宮 浩 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:53:19

96 1015 金原 賢 ｷﾝﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 愛知県 0:53:22

97 1306 板倉 正樹 ｲﾀｸﾗ ﾏｻｷ 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都 0:53:22

98 1139 井田 昌宏 ｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:53:30

99 1361 今本 雅文 ｲﾏﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 東京都 0:53:32

100 1240 毛利 隆朗 ﾓｳﾘ ﾀｶｵ 神奈川県 0:53:33
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101 1313 岩渕 成祐 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｹﾞﾋﾛ ハリアーズ 東京都 0:53:35

102 1385 大山 亘 ｵｵﾔﾏ ﾜﾀﾙ 神奈川県 0:53:37

103 1365 松嵜 弘 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｼ 埼玉県 0:53:39

104 1381 岩室 哲司 ｲﾜﾑﾛ ﾃﾂｼﾞ 大阪府 0:53:51

105 1379 田中 大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 0:53:56

106 1148 長谷川 将人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 埼玉県 0:53:56

107 1302 西尾 洋 ﾆｼｵ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:54:12

108 1133 鈴木 昭博 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 東京都 0:54:21

109 1018 花園 新太郎 ﾊﾅｿﾞﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉県 0:54:30

110 1157 加藤 洋之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:54:32

111 1011 白井 ルカ ｼﾗｲ ﾙｶ 東京都 0:54:38

112 1012 岸田 翔眞 ｷｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 千葉県 0:54:39

113 1230 遠藤 和広 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 0:54:41

114 1241 戸田 健一 ﾄﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:54:43

115 1105 有本 強 ｱﾘﾓﾄ ﾂﾖｼ 埼玉県 0:54:45

116 1217 浅田 未延 ｱｻﾀﾞ ﾐﾉﾌﾞ 東京都 0:54:50

117 1333 岸田 宣幸 ｷｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 0:54:57

118 1332 勢能 哲志 ｾﾉｳ ﾃﾂｼ 東京都 0:55:00

119 1301 後迫 操 ｳｼﾛｻｺ ﾐｻｵ やまなみ山岳会 東京都 0:55:04

120 1334 金森 孝昭 ｶﾅﾓﾘ ﾀｶｱｷ 東京都 0:55:04

121 1362 中島 弘治 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 千葉県 0:55:12

122 1320 内田 浩 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 0:55:13

123 1390 矢島 正明 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ 東京都 0:55:16

124 1030 辻 和季 ﾂｼﾞ ｶｽﾞｷ 埼玉県 0:55:18

125 1226 福岡 正純 ﾌｸｵｶ ﾏｻｽﾞﾐ 東京都 0:55:18

126 1206 大谷 博信 ｵｵﾔ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 0:55:29

127 1364 江刺家 敏 ｴｻｼｶ ｻﾄｼ 東京都 0:55:33

128 1010 高橋 悠太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 東京都 0:55:46

129 1146 根本 英明 ﾈﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 0:55:49

130 1328 近 敏和 ｺﾝ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 0:55:50

131 1112 樋口 浩介 ﾋｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 東京都 0:55:54

132 1214 加川 和伸 ｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 東京都 0:56:04

133 1021 渡辺 琢馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 神奈川県 0:56:13

134 1026 小嶋 健太 ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 東京都 0:56:14

135 1001 こだて 亮太 ｺﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾀ 散点背亜 東京都 0:56:18

136 1040 岸 佳津希 ｷｼ ｶﾂﾞｷ 東京都 0:56:25

137 1347 田村 耕司 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ （株）日立製作所 茨城県 0:56:44

138 1319 石井 正博 ｲｼｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:56:44

139 1027 笠木 康明 ｶｻｷﾞ ﾔｽｱｷ 埼玉県 0:56:52

140 1203 大熊 武 ｵｵｸﾏ ﾀｹｼ 東京都 0:56:56

141 1359 佐々木 正城 ｻｻｷ ﾏｻｼﾛ 東京都 0:57:03

142 1119 渡辺 克平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｯﾍﾟｲ 東洋ゴム工業株式会社 東京都 0:57:27

143 1147 山崎 正貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ 東京都 0:57:59

144 1225 木下 和哉 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾔ 千葉県 0:58:00

145 1114 巻田 正浩 ﾏｷﾀ ﾏｻﾋﾛ 東京都 0:58:12

146 1129 岡本 智典 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 0:58:20

147 1312 木下 聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 0:58:22

148 1350 畑中 博文 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾌﾐ 三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都 0:58:25

149 1403 春名 孝治 ﾊﾙﾅ ｺｳｼﾞ 埼玉県 0:58:34

150 1136 千葉 泰浩 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 0:58:36
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151 1032 濱津 和也 ﾊﾏﾂｶｽﾞﾔ 東京都 0:58:41

152 1152 間苧谷 直史 ﾏｵﾀﾆ ﾅｵﾌﾐ 東京都 0:58:51

153 1156 前川 達彦 ﾏｴｶﾜ ﾀﾂﾋｺ 東京都 0:59:09

154 1213 大松 幸一 ｵｵﾏﾂ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:59:19

155 1317 丸山 孝 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 0:59:32

156 1330 西野 雅美 ﾆｼﾉ ﾏｻﾐ 東京都 0:59:40

157 1108 杉山 太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾛｳ 神奈川県 0:59:48

158 1229 菊地 政記 ｷｸﾁ ﾏｻｷ 東京都 0:59:50

159 1107 姫路 真人 ﾋﾒｼﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 0:59:53

160 1341 白石 弘美 ｼﾗｲｼ ﾋﾛﾐ 三菱ケミカル物流（株） 神奈川県 1:00:06

161 1208 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:00:20

162 1212 田中 勇次 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:00:40

163 1337 三浦 保 ﾐｳﾗ ﾀﾓﾂ ダイダン株式会社 埼玉県 1:01:23

164 1239 岩切 隆宜 ｲﾜｷﾘ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 1:01:32

165 1326 松尾 忠晴 ﾏﾂｵ ﾀﾀﾞﾊﾙ 神奈川県 1:01:36

166 1039 竹田 匠 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾐ 東京都 1:01:43

167 1142 藤田 翼 ﾌｼﾞﾀﾂﾊﾞｻ 東京都 1:02:01

168 1234 鈴木 克徳 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 1:02:16

169 1202 佐藤 善貴 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ もーもー浜川崎 神奈川県 1:02:29

170 1351 石黒 茂雄 ｲｼｸﾞﾛ ｼｹﾞｵ 神奈川県 1:02:34

171 1154 久保 啓太郎 ｸﾎﾞ ｹｲﾀﾛｳ 東京都 1:02:59

172 1321 篠瀬 明弘 ｼﾉｾ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:03:12

173 1231 笠木 祥人 ｶｻｷﾞ ﾅｶﾞﾄ 埼玉県 1:03:14

174 1227 河口 耕是郎 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾛｳ 東京都 1:03:29

175 1318 中西 晃 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾗ 香川県 1:04:03

176 1106 川崎 浩二 ｶﾜｻｷ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:04:04

177 1006 輿石 隆太 ｺｼｲｼ ﾘｭｳﾀ 東京都 1:04:08

178 1305 秦 孝之 ﾊﾀ ﾀｶｼ 東京都 1:04:09

179 1349 鈴木 正一郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 株式会社日立製作所 茨城県 1:05:20

180 1325 渡邉 英樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 1:05:31

181 1017 山田 真也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 1:05:36

182 1352 渡辺 昌彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 1:05:39

183 1038 伊藤 光甫 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 東京都 1:05:54

184 1327 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島県 1:06:12

185 1373 富久尾 浩之 ﾌｸｵ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:06:29

186 1374 谷口 定信 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 東京都 1:06:40

187 1243 大橋 浩二 ｵｵﾊｼ ｺｳｼﾞ 埼玉県 1:07:47

188 1134 草薙 詞文 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾓﾝ 東京都 1:07:51

189 1363 瀧花 巧一 ﾀｷﾊﾅ ｺｳｲﾁ 東京都 1:07:58

190 1340 佐藤 治二 ｻﾄｳ ﾊﾙｼﾞ 島田商事株式会社 東京都 1:08:10

191 1007 沼田 徹人 ﾇﾏﾀ ﾃﾂﾄ さかなくしょん 茨城県 1:10:13

192 1005 黒川 竜太郎 ｸﾛｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 1:11:22

193 1216 三井 一弘 ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:14:34

194 1028 菊田 浩平 ｷｸﾀ ｺｳﾍｲ 東京都 1:15:12

195 1329 大江 昭二 ｵｵｴ ｼｮｳｼﾞ 東京都 1:32:05


