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1 ハーフ男子３９歳以下 1 牧野　冴希 ﾏｷﾉ ｻｴｷ 1:07:09 埼玉県 川口陸協 1 ハーフ男子
2 ハーフ男子３９歳以下 12 吉田　潤 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 1:10:30 千葉県 2 ハーフ男子
3 ハーフ男子３９歳以下 19 中本　亮太郎 ﾅｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 1:10:45 千葉県 ＪＣＳＷ 3 ハーフ男子
4 ハーフ男子３９歳以下 22 山内　英昭 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 1:10:56 神奈川県 ＳＹＲＣ 4 ハーフ男子
5 ハーフ男子３９歳以下 3 児玉　恵一 ｺﾀﾞﾏ ｹｲｲﾁ 1:12:05 世田谷区 みそパン化粧品 5 ハーフ男子
6 ハーフ男子３９歳以下 17 高橋　雅一 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ 1:12:18 足立区 東京陸協 6 ハーフ男子
7 ハーフ男子３９歳以下 8 和田　浩治 ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ 1:12:43 国立市 東京消防庁 7 ハーフ男子
8 ハーフ男子３９歳以下 41 岩瀬　弘之 ｲﾜｾ ﾋﾛﾕｷ 1:12:45 新宿区 ＳＷＡＣ 8 ハーフ男子
9 ハーフ男子３９歳以下 16 桐山　弘太 ｷﾘﾔﾏ ｺｳﾀ 1:12:49 新宿区 東京陸協 9 ハーフ男子
10 ハーフ男子３９歳以下 50 島本　涼平 ｼﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 1:12:52 杉並区 府中朝日特支 10 ハーフ男子
11 ハーフ男子３９歳以下 6 本間　紘 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 1:13:08 山形県 ＣＲＡＺＹＴＫ 11 ハーフ男子
12 ハーフ男子３９歳以下 4 田玄　壮 ﾀｹﾞﾝ ﾀｹｼ 1:13:22 江戸川区 モンテローザ 12 ハーフ男子
13 ハーフ男子３９歳以下 1234 豊桑　逸 ﾄﾖｸﾜ ｲﾂ 1:13:32 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 13 ハーフ男子
14 ハーフ男子３９歳以下 24 楠　将一郎 ｸｽﾉｷ ﾏｻｲﾁﾛｳ 1:13:54 神奈川県 横浜中央走友会 14 ハーフ男子
15 ハーフ男子３９歳以下 33 石川　健太郎 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 1:13:59 神奈川県 みそパン化粧品 15 ハーフ男子
16 ハーフ男子３９歳以下 31 松本　浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ 1:14:14 千葉県 オクテオンＡＣ 16 ハーフ男子
17 ハーフ男子３９歳以下 21 山本　健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 1:14:26 千葉県 17 ハーフ男子
18 ハーフ男子３９歳以下 10 藤原　拓 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸ 1:14:27 練馬区 18 ハーフ男子
19 ハーフ男子３９歳以下 7 木田　哲治 ｷﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 1:14:34 杉並区 日テレＪＣ 19 ハーフ男子
20 ハーフ男子３９歳以下 5 押江　優一 ｵｼｴ ﾕｳｲﾁ 1:15:18 埼玉県 埼玉県警 20 ハーフ男子
21 ハーフ男子３９歳以下 37 櫻井　隆志 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 1:16:06 兵庫県 東レ 21 ハーフ男子
22 ハーフ男子３９歳以下 32 山口　裕也 ﾔﾏｸﾁ ﾕｳﾔ 1:16:09 神奈川県 ハートブレイク 22 ハーフ男子
23 ハーフ男子３９歳以下 36 丸山　真穂 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾎ 1:16:16 神奈川県 多摩川丸子組 23 ハーフ男子
24 ハーフ男子３９歳以下 18 小林　拓道 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ 1:16:47 福生市 アスラーズＲＣ 24 ハーフ男子
25 ハーフ男子３９歳以下 70 青木　浩二 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ 1:16:54 板橋区 アジェクト 25 ハーフ男子
26 ハーフ男子３９歳以下 39 青山　大志 ｱｵﾔﾏ ﾀｲｼ 1:17:00 東大和市 アスラーズＲＣ 27 ハーフ男子
27 ハーフ男子３９歳以下 28 杉本　智哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓﾔ 1:17:01 江東区 日テレＪＣ 28 ハーフ男子
28 ハーフ男子３９歳以下 107 飯田　忠司 ｲｲﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 1:17:03 葛飾区 29 ハーフ男子
29 ハーフ男子３９歳以下 51 松本　尚二 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 1:17:12 神奈川県 川崎市陸協 30 ハーフ男子
30 ハーフ男子３９歳以下 1233 髙橋　正敏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 1:18:36 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 31 ハーフ男子
31 ハーフ男子３９歳以下 42 下山　誠人 ｼﾓﾔﾏ ﾏｺﾄ 1:18:37 神奈川県 ＷｉｎｄＲｕｎ 32 ハーフ男子
32 ハーフ男子３９歳以下 57 佐藤　貴俊 ｻﾄｳ ﾀｶﾄｼ 1:18:39 練馬区 東京陸協 33 ハーフ男子
33 ハーフ男子３９歳以下 27 後和　直樹 ｺﾞﾜ ﾅｵｷ 1:18:40 新宿区 東京ラン友の会 34 ハーフ男子
34 ハーフ男子３９歳以下 30 高山　昴一郎 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 1:18:43 八王子市 35 ハーフ男子
35 ハーフ男子３９歳以下 35 穴原　健 ｱﾅﾊﾗ ﾀｹｼ 1:18:46 埼玉県 かけっこ倶楽部 36 ハーフ男子
36 ハーフ男子３９歳以下 1236 田川　知昭 ﾀｶﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 1:18:47 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 37 ハーフ男子
37 ハーフ男子３９歳以下 66 合原　聡 ｱｲﾊﾗ ｻﾄｼ 1:18:58 静岡県 富士富士宮ＡＣ 38 ハーフ男子
38 ハーフ男子３９歳以下 63 西方　太地 ﾆｼｶﾀ ﾀｲﾁ 1:19:01 新潟県 新潟トキらん 39 ハーフ男子
39 ハーフ男子３９歳以下 161 判田　誠太 ﾊﾝﾀﾞ ｾｲﾀ 1:19:09 神奈川県 40 ハーフ男子
40 ハーフ男子３９歳以下 61 本島　陽介 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 1:19:13 埼玉県 埼玉陸協 41 ハーフ男子
41 ハーフ男子３９歳以下 62 曽根　新 ｿﾈ ｱﾗﾀ 1:19:31 山梨県 山梨学院短大職 42 ハーフ男子
42 ハーフ男子３９歳以下 73 櫻武　勇太 ｻｸﾗﾌﾞ ﾕｳﾀ 1:20:00 神奈川県 ＷｉｎｄＲｕｎ 43 ハーフ男子
43 ハーフ男子３９歳以下 34 中島　信裕 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1:20:06 神奈川県 アールツーＡＣ 44 ハーフ男子
44 ハーフ男子３９歳以下 97 池内　希 ｲｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ 1:20:12 江東区 ウィンドラン 45 ハーフ男子
45 ハーフ男子３９歳以下 55 藤田　健 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ 1:20:21 千葉県 八千代走友会 46 ハーフ男子
46 ハーフ男子３９歳以下 29 内本　将司 ｳﾁﾓﾄ ﾏｻｼ 1:20:24 神奈川県 横浜鶴見ＲＣ 47 ハーフ男子
47 ハーフ男子３９歳以下 76 板垣　洋平 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｳﾍｲ 1:20:28 北海道 空自千歳 49 ハーフ男子
48 ハーフ男子３９歳以下 64 安孫子　亮 ｱﾋﾞｺ ﾘｮｳ 1:20:37 神奈川県 ＳＡＲＣ 50 ハーフ男子
49 ハーフ男子３９歳以下 106 中村　強 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 1:21:25 町田市 ポポロＡＣ 53 ハーフ男子
50 ハーフ男子３９歳以下 72 白坂　典義 ｼﾗｻｶ ﾉﾘﾖｼ 1:21:31 千葉県 お台場ＪＣ 54 ハーフ男子
51 ハーフ男子３９歳以下 60 土屋　清幸 ﾂﾁﾔ ｷﾖﾕｷ 1:21:51 千葉県 佐倉陸友会 57 ハーフ男子
52 ハーフ男子３９歳以下 69 篠原　直秀 ｼﾉﾊﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 1:22:29 千葉県 ランフィールド 59 ハーフ男子
53 ハーフ男子３９歳以下 110 藤野　武 ﾌｼﾞﾉ ﾀｹｼ 1:23:02 足立区 ＡＳＰ 61 ハーフ男子
54 ハーフ男子３９歳以下 114 須藤　剛 ｽﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 1:23:06 北区 ＷｉｎｄＲｕｎ 63 ハーフ男子
55 ハーフ男子３９歳以下 13 虻川　岳 ｱﾌﾞｶﾜ ｶﾞｸ 1:23:12 神奈川県 相州健児 65 ハーフ男子
56 ハーフ男子３９歳以下 125 松本　文彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 1:23:32 静岡県 69 ハーフ男子
57 ハーフ男子３９歳以下 79 足立　啓二 ｱﾀﾞﾁ ｹｲｼﾞ 1:23:36 埼玉県 別所うなこＲＣ 71 ハーフ男子
58 ハーフ男子３９歳以下 981 原田　甲一 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁ 1:23:53 墨田区 東京陸協 73 ハーフ男子
59 ハーフ男子３９歳以下 101 狩佐須　孝行 ｶﾘｻｽ ﾀｶﾕｷ 1:24:01 あきる野市 マラソン完走Ｃ 77 ハーフ男子
60 ハーフ男子３９歳以下 90 西岡　直樹 ﾆｼｵｶ ﾅｵｷ 1:24:02 江戸川区 夢∞幻 78 ハーフ男子
61 ハーフ男子３９歳以下 77 飯田　啓示 ｲｲﾀﾞ ｹｲｼﾞ 1:24:08 荒川区 ＷｉｎｄＲｕｎ 82 ハーフ男子
62 ハーフ男子３９歳以下 47 加藤　篤志 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 1:24:11 千葉県 小岩選抜ＲＣ 83 ハーフ男子
63 ハーフ男子３９歳以下 265 福島　隆徳 ﾌｸｼﾏ ﾀｶﾉﾘ 1:24:22 足立区 足立消防署 85 ハーフ男子
64 ハーフ男子３９歳以下 105 松下　傑 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｼ 1:24:28 荒川区 京大持久走ＯＢ 88 ハーフ男子
65 ハーフ男子３９歳以下 226 奈良　裕樹 ﾅﾗ ﾕｳｷ 1:24:33 神奈川県 富士フイルム 89 ハーフ男子
66 ハーフ男子３９歳以下 303 水野　富夫 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾐｵ 1:24:39 静岡県 90 ハーフ男子
67 ハーフ男子３９歳以下 108 黑須　修一 ｸﾛｽ ｼｭｳｲﾁ 1:24:41 杉並区 黒須会 91 ハーフ男子
68 ハーフ男子３９歳以下 137 光来出　聖 ﾐﾂｸﾃﾞ ｾｲ 1:24:50 千葉県 グレシステム 93 ハーフ男子
69 ハーフ男子３９歳以下 84 布田　洋一 ﾌﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 1:24:52 瑞穂町 アスラーズＲＣ 96 ハーフ男子
70 ハーフ男子３９歳以下 78 尾上　登 ｵﾉｴ ﾉﾎﾞﾙ 1:24:59 栃木県 おいちゃんＲＣ 99 ハーフ男子
71 ハーフ男子３９歳以下 127 佐藤　拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 1:25:08 埼玉県 102 ハーフ男子
72 ハーフ男子３９歳以下 104 藤野　英之 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:25:08 新宿区市 103 ハーフ男子
73 ハーフ男子３９歳以下 75 原田　雄太 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 1:25:38 神奈川県 108 ハーフ男子
74 ハーフ男子３９歳以下 1235 小山　貴之 ｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 1:25:43 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 109 ハーフ男子
75 ハーフ男子３９歳以下 457 三沼　健治 ﾐﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 1:25:54 新宿区 亜希塾会 110 ハーフ男子
76 ハーフ男子３９歳以下 223 熊取谷　行 ｸﾏﾄﾘﾔ ｽｽﾑ 1:26:18 神奈川県 112 ハーフ男子
77 ハーフ男子３９歳以下 117 服部　雅晴 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾊﾙ 1:26:25 埼玉県 ＷｉｎｄＲｕｎ 114 ハーフ男子
78 ハーフ男子３９歳以下 186 原　高志 ﾊﾗ ﾀｶｼ 1:26:27 茨城県 茨城海洋高校 115 ハーフ男子
79 ハーフ男子３９歳以下 98 八木　良次 ﾔｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 1:26:30 埼玉県 ☆らんぼ～☆ 117 ハーフ男子
80 ハーフ男子３９歳以下 93 長沼　雄三 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｿﾞｳ 1:26:36 台東区 東上野寿湯 122 ハーフ男子
81 ハーフ男子３９歳以下 1237 佐藤　隆史 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 1:26:39 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 124 ハーフ男子
82 ハーフ男子３９歳以下 124 有江　進一郎 ｱﾘｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1:26:43 千葉県 熱田整形外科 125 ハーフ男子
83 ハーフ男子３９歳以下 130 加藤　元樹 ｶﾄｳ ﾓﾄｷ 1:27:07 愛知県 131 ハーフ男子
84 ハーフ男子３９歳以下 157 後閑　俊介 ｺﾞｶﾝ ｼｭﾝｽｹ 1:27:20 千葉県 新南中卒業生 135 ハーフ男子
85 ハーフ男子３９歳以下 56 若松　勇輔 ﾜｶﾏﾂ ﾕｳｽｹ 1:27:20 清瀬市 ＪＣＳＷ 136 ハーフ男子
86 ハーフ男子３９歳以下 227 稲垣　宏 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 1:27:29 世田谷区 137 ハーフ男子
87 ハーフ男子３９歳以下 80 飯島　勝起 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾂｷ 1:27:40 千葉県 141 ハーフ男子
88 ハーフ男子３９歳以下 44 中里　大介 ﾅｶｻﾞﾄ ﾀﾞｲｽｹ 1:27:59 足立区 エスケイプ 146 ハーフ男子
89 ハーフ男子３９歳以下 134 林田　敏英 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 1:28:00 昭島市 チームリンダ 147 ハーフ男子
90 ハーフ男子３９歳以下 168 瓜生　務 ｳﾘｭｳ ﾂﾄﾑ 1:28:01 中野区 148 ハーフ男子
91 ハーフ男子３９歳以下 40 加納　晶 ｶﾉｳ ｱｷﾗ 1:28:12 千葉県 ＴＨＬ 153 ハーフ男子
92 ハーフ男子３９歳以下 150 有田　浩史 ｱﾘﾀ ﾋﾛﾌﾐ 1:28:19 神奈川県 こらっ走らん会 155 ハーフ男子
93 ハーフ男子３９歳以下 109 上村　英生 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 1:28:24 千葉県 ウィングＡＣ 158 ハーフ男子
94 ハーフ男子３９歳以下 773 鈴木　一史 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾌﾐ 1:28:27 品川区 160 ハーフ男子
95 ハーフ男子３９歳以下 91 尾吹　篤史 ｵﾌﾞｷ ｱﾂｼ 1:28:30 神奈川県 ランニングデポ 162 ハーフ男子
96 ハーフ男子３９歳以下 271 玉置　俊光 ﾀﾏｷ ﾄｼﾐﾂ 1:28:36 小平市 たまちゃんず 164 ハーフ男子
97 ハーフ男子３９歳以下 123 中村　恒太 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 1:28:43 日野市 ＷｉｎｄＲｕｎ 166 ハーフ男子
98 ハーフ男子３９歳以下 121 宮崎　専太郎 ﾐﾔｻﾞｷ ｾﾝﾀﾛｳ 1:28:47 神奈川県 168 ハーフ男子
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99 ハーフ男子３９歳以下 116 野崎　秀光 ﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾐﾂ 1:28:56 江戸川区 172 ハーフ男子
100 ハーフ男子３９歳以下 128 藤掛　泰好 ﾌｼﾞｶｹ ﾔｽﾖｼ 1:28:59 埼玉県 小岩選抜ＲＣ 174 ハーフ男子
101 ハーフ男子３９歳以下 141 塚越　孝 ﾂｶｺﾞｼ ﾀｶｼ 1:29:04 神奈川県 ＴＭクラブ 175 ハーフ男子
102 ハーフ男子３９歳以下 133 小出　剛史 ｺｲﾃﾞ ﾀｹｼ 1:29:09 渋谷区 スキマカゼＲＣ 179 ハーフ男子
103 ハーフ男子３９歳以下 140 米山　修平 ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 1:29:11 神奈川県 182 ハーフ男子
104 ハーフ男子３９歳以下 142 伊藤　武士 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 1:29:20 葛飾区 Ｃ－ＲＵＮ 184 ハーフ男子
105 ハーフ男子３９歳以下 156 国田　智也 ｸﾆﾀ ﾄﾓﾔ 1:29:21 埼玉県 186 ハーフ男子
106 ハーフ男子３９歳以下 49 村越　弘章 ﾑﾗｺｼ ﾋﾛﾌﾐ 1:29:26 葛飾区 188 ハーフ男子
107 ハーフ男子３９歳以下 122 宮内　英夫 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞｵ 1:29:27 神奈川県 ＷｉｎｄＲｕｎ 189 ハーフ男子
108 ハーフ男子３９歳以下 253 田中　智史 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 1:29:34 足立区 192 ハーフ男子
109 ハーフ男子３９歳以下 203 野澤　太一 ﾉｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 1:29:34 足立区 193 ハーフ男子
110 ハーフ男子３９歳以下 135 村井　慶史 ﾑﾗｲ ｹｲｼ 1:29:36 茨城県 理走の友 194 ハーフ男子
111 ハーフ男子３９歳以下 71 赤池　純一 ｱｶｲｹ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:29:40 埼玉県 198 ハーフ男子
112 ハーフ男子３９歳以下 242 小野　聡志 ｵﾉ ｻﾄｼ 1:29:41 千葉県 199 ハーフ男子
113 ハーフ男子３９歳以下 14 岩崎　貴大 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 1:29:47 神奈川県 東海大相模 200 ハーフ男子
114 ハーフ男子３９歳以下 241 増谷　拓也 ﾏｽﾀﾆ ﾀｸﾔ 1:29:48 埼玉県 赤羽４８ 201 ハーフ男子
115 ハーフ男子３９歳以下 179 内藤　貴之 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 1:29:53 渋谷区 202 ハーフ男子
116 ハーフ男子３９歳以下 87 片平　岳志 ｶﾀﾋﾗ ﾀｹｼ 1:30:01 品川区 ＷｉｎｄＲｕｎ 206 ハーフ男子
117 ハーフ男子３９歳以下 359 佐々木　大心 ｻｻｷ ﾀﾞｲｼﾝ 1:30:09 千葉県 熱田整形外科 208 ハーフ男子
118 ハーフ男子３９歳以下 68 三嶋　剛 ﾐｼﾏ ｺﾞｳ 1:30:20 足立区 東京大学 211 ハーフ男子
119 ハーフ男子３９歳以下 163 早河　忠孝 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾀﾞﾀｶ 1:30:25 埼玉県 越谷競走倶楽部 214 ハーフ男子
120 ハーフ男子３９歳以下 96 東　喜貴 ﾋｶﾞｼ ﾖｼﾀｶ 1:30:28 台東区 いっしょもり 216 ハーフ男子
121 ハーフ男子３９歳以下 136 田代　知也 ﾀｼﾛ ﾄﾓﾔ 1:30:29 世田谷区 アミノバイタル 217 ハーフ男子
122 ハーフ男子３９歳以下 173 鴫原　潤 ｼｷﾞﾊﾗ ﾕﾀｶ 1:30:35 茨城県 クラブプリン 220 ハーフ男子
123 ハーフ男子３９歳以下 99 加藤　慎也 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 1:30:55 神奈川県 228 ハーフ男子
124 ハーフ男子３９歳以下 196 星野　麻矢 ﾎｼﾉ ﾏﾔ 1:30:57 大田区 ウインドラン 229 ハーフ男子
125 ハーフ男子３９歳以下 43 鈴木　和裕 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 1:31:27 調布市 239 ハーフ男子
126 ハーフ男子３９歳以下 194 小高　康治 ｵﾀﾞｶ ｺｳｼﾞ 1:31:31 埼玉県 狼凰慈威 241 ハーフ男子
127 ハーフ男子３９歳以下 346 児玉　悠介 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ 1:31:39 神奈川県 245 ハーフ男子
128 ハーフ男子３９歳以下 158 大隅　元 ｵｵｽﾐ ｹﾞﾝ 1:31:48 千葉県 新南中卒業生 249 ハーフ男子
129 ハーフ男子３９歳以下 209 佐々木　洋二 ｻｻｷ ﾖｳｼﾞ 1:31:54 荒川区 いっしょもり 251 ハーフ男子
130 ハーフ男子３９歳以下 176 斉木　謙一 ｻｲｷ ｹﾝｲﾁ 1:32:11 神奈川県 254 ハーフ男子
131 ハーフ男子３９歳以下 219 坂東　雅宏 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 1:32:18 神奈川県 256 ハーフ男子
132 ハーフ男子３９歳以下 165 須崎　秀俊 ｽｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 1:32:28 江東区 残業多いよ。 260 ハーフ男子
133 ハーフ男子３９歳以下 162 鈴木　均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 1:33:05 練馬区 270 ハーフ男子
134 ハーフ男子３９歳以下 461 浅川　俊晴 ｱｻｶﾜ ﾄｼﾊﾙ 1:33:09 埼玉県 271 ハーフ男子
135 ハーフ男子３９歳以下 166 小佐見　隆平 ｺｻﾐ ﾘｭｳﾍｲ 1:33:20 立川市 277 ハーフ男子
136 ハーフ男子３９歳以下 1241 岩瀬　光正 ｲﾜｾ 1:33:23 足立区 278 ハーフ男子
137 ハーフ男子３９歳以下 10014 田辺　直輝 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 1:33:42 調布市 スキマカゼ 285 ハーフ男子
138 ハーフ男子３９歳以下 324 池田　和生 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 1:33:45 静岡県 静岡陸上競技会 287 ハーフ男子
139 ハーフ男子３９歳以下 11 長浜　勤 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾂﾄﾑ 1:33:48 神奈川県 ハートブレイク 290 ハーフ男子
140 ハーフ男子３９歳以下 15 渡辺　拳介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｽｹ 1:33:50 神奈川県 東海大相模 291 ハーフ男子
141 ハーフ男子３９歳以下 187 柴崎　友一朗 ｼﾊﾞｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 1:34:11 神奈川県 298 ハーフ男子
142 ハーフ男子３９歳以下 582 蔵野　利光 ｸﾗﾉ ﾄｼﾐﾂ 1:34:14 世田谷区 チームコタック 300 ハーフ男子
143 ハーフ男子３９歳以下 224 溝手　大祐 ﾐｿﾞﾃ ﾀﾞｲｽｹ 1:34:16 練馬区 チームコタック 302 ハーフ男子
144 ハーフ男子３９歳以下 377 黒木　真悟 ｸﾛｷﾞ ｼﾝｺﾞ 1:34:17 千葉県 304 ハーフ男子
145 ハーフ男子３９歳以下 232 細谷　亮祐 ﾎｿﾔ ﾘｮｳｽｹ 1:34:25 品川区 310 ハーフ男子
146 ハーフ男子３９歳以下 403 秋田　直洋 ｱｷﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1:34:34 千葉県 313 ハーフ男子
147 ハーフ男子３９歳以下 174 大久保　満俊 ｵｵｸﾎﾞ ﾐﾂﾄｼ 1:34:49 板橋区 東京陸協 317 ハーフ男子
148 ハーフ男子３９歳以下 52 茂木　慎之介 ﾓﾃｷﾞ ｼﾝﾉｽｹ 1:34:50 千葉県 らいむだいふく 318 ハーフ男子
149 ハーフ男子３９歳以下 428 矢吹　弘幸 ﾔﾌﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 1:34:55 神奈川県 320 ハーフ男子
150 ハーフ男子３９歳以下 282 中山　昇一朗 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 1:35:01 埼玉県 329 ハーフ男子
151 ハーフ男子３９歳以下 183 泉田　賢志 ｲｽﾞﾐﾀﾞ ｹﾝｼ 1:35:07 埼玉県 330 ハーフ男子
152 ハーフ男子３９歳以下 867 猿田　一秋 ｻﾙﾀ ｶｽﾞｱｷ 1:35:10 目黒区 331 ハーフ男子
153 ハーフ男子３９歳以下 849 佐々木　史篤 ｻｻｷ ﾌﾐｱﾂ 1:35:13 千葉県 336 ハーフ男子
154 ハーフ男子３９歳以下 298 西尾　紀央 ﾆｼｵ ｷｵ 1:35:15 品川区 338 ハーフ男子
155 ハーフ男子３９歳以下 208 椛沢　研一 ｶﾊﾞｻﾜ ｹﾝｲﾁ 1:35:16 足立区 すっとこクラブ 339 ハーフ男子
156 ハーフ男子３９歳以下 394 岩瀬　真一郎 ｲﾜｾ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1:35:25 栃木県 ＡＣてつうま 347 ハーフ男子
157 ハーフ男子３９歳以下 177 藤尾　明彦 ﾌｼﾞｵ ｱｷﾋｺ 1:35:35 葛飾区 ＴＫランナーズ 350 ハーフ男子
158 ハーフ男子３９歳以下 704 君塚　篤 ｷﾐﾂﾞｶ ｱﾂｼ 1:35:39 目黒区 352 ハーフ男子
159 ハーフ男子３９歳以下 295 鵜殿　崇人 ｳﾄﾞﾉ ﾀｶﾋﾄ 1:35:48 足立区 357 ハーフ男子
160 ハーフ男子３９歳以下 59 小谷　修平 ｵﾀﾞﾆ ｼｭｳﾍｲ 1:35:49 北区 ホノマラ 358 ハーフ男子
161 ハーフ男子３９歳以下 383 吉武　秀和 ﾖｼﾀｹ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1:35:49 神奈川県 359 ハーフ男子
162 ハーフ男子３９歳以下 181 大泉　忠雄 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾀﾀﾞｵ 1:35:54 足立区 362 ハーフ男子
163 ハーフ男子３９歳以下 664 楠元　克敏 ｸｽﾓﾄ ｶﾂﾄｼ 1:35:57 世田谷区 364 ハーフ男子
164 ハーフ男子３９歳以下 145 二口　修 ﾌﾀｸﾁ ｵｻﾑ 1:36:02 調布市 ウィンドラン 368 ハーフ男子
165 ハーフ男子３９歳以下 67 松田　拓朗 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 1:36:02 品川区 ホノマラ 370 ハーフ男子
166 ハーフ男子３９歳以下 215 戸塚　貴之 ﾄﾂｶ ﾀｶﾕｷ 1:36:05 千葉県 Ｒｕｎ＠Ｍａｎ 371 ハーフ男子
167 ハーフ男子３９歳以下 53 北澤　聡 ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ 1:36:05 埼玉県 372 ハーフ男子
168 ハーフ男子３９歳以下 155 江川　史倫 ｴｶﾞﾜ ﾌﾐﾉﾘ 1:36:06 世田谷区 373 ハーフ男子
169 ハーフ男子３９歳以下 1161 保科　利昭 ﾎｼﾅ ﾄｼｱｷ 1:36:09 練馬区 375 ハーフ男子
170 ハーフ男子３９歳以下 305 早乙女　佑介 ｿｳﾄﾒ ﾕｳｽｹ 1:36:12 調布市 376 ハーフ男子
171 ハーフ男子３９歳以下 146 稲　寛彰 ｲﾈ ﾋﾛｱｷ 1:36:14 品川区 378 ハーフ男子
172 ハーフ男子３９歳以下 862 納谷　憲治 ﾅﾔ ｹﾝｼﾞ 1:36:20 埼玉県 380 ハーフ男子
173 ハーフ男子３９歳以下 669 齋藤　勇太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 1:36:24 八王子市 ＴＥＩＫＥＲＳ 383 ハーフ男子
174 ハーフ男子３９歳以下 327 細井　辰夫 ﾎｿｲ ﾀﾂｵ 1:36:39 世田谷区 386 ハーフ男子
175 ハーフ男子３９歳以下 171 大内　俊明 ｵｵｳﾁ ﾄｼｱｷ 1:36:45 神奈川県 ＳＡＲＣ 387 ハーフ男子
176 ハーフ男子３９歳以下 214 松　勝仁 ﾏﾂ ｶﾂﾋﾄ 1:36:48 千葉県 コナミ津田沼 388 ハーフ男子
177 ハーフ男子３９歳以下 210 鈴木　洋昌 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 1:36:51 神奈川県 389 ハーフ男子
178 ハーフ男子３９歳以下 326 村越　光展 ﾑﾗｺｼ ﾐﾂﾉﾌﾞ 1:36:56 足立区 Ｋｏｔａｃｋ 394 ハーフ男子
179 ハーフ男子３９歳以下 420 安達　義博 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 1:36:58 神奈川県 Ｒｅｄ走友会 396 ハーフ男子
180 ハーフ男子３９歳以下 526 尾張　裕輔 ｵﾜﾘ ﾕｳｽｹ 1:37:00 千葉県 熱田整形外科 397 ハーフ男子
181 ハーフ男子３９歳以下 160 藁谷　幸太 ﾜﾗｶﾞｲ ｺｳﾀ 1:37:01 千葉県 398 ハーフ男子
182 ハーフ男子３９歳以下 787 浅川　秀之 ｱｻｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:37:03 江東区 400 ハーフ男子
183 ハーフ男子３９歳以下 524 山本　大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 1:37:05 江戸川区 401 ハーフ男子
184 ハーフ男子３９歳以下 290 山井　保道 ﾔﾏｲ ﾔｽﾐﾁ 1:37:07 神奈川県 ｔｗｉａｅｒｏ 404 ハーフ男子
185 ハーフ男子３９歳以下 205 松岡　翼 ﾏﾂｵｶ ﾂﾊﾞｻ 1:37:09 杉並区 406 ハーフ男子
186 ハーフ男子３９歳以下 287 中込　圭 ﾅｶｺﾞﾐ ｷﾖｼ 1:37:10 江東区 407 ハーフ男子
187 ハーフ男子３９歳以下 310 田中　伸一郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 1:37:15 杉並区 410 ハーフ男子
188 ハーフ男子３９歳以下 512 昆　弘和 ｺﾝ ﾋﾛｶｽﾞ 1:37:15 茨城県 411 ハーフ男子
189 ハーフ男子３９歳以下 102 大川　修 ｵｵｶﾜ ｵｻﾑ 1:37:18 足立区 412 ハーフ男子
190 ハーフ男子３９歳以下 462 大島　浩義 ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾖｼ 1:37:19 神奈川県 413 ハーフ男子
191 ハーフ男子３９歳以下 304 北村　歩 ｷﾀﾑﾗ ｱﾕﾐ 1:37:23 昭島市 415 ハーフ男子
192 ハーフ男子３９歳以下 280 斎藤　悠太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 1:37:24 千葉県 417 ハーフ男子
193 ハーフ男子３９歳以下 191 横小路　斉 ﾖｺｺｳｼﾞ ﾋﾄｼ 1:37:33 埼玉県 新三郷楽走会 420 ハーフ男子
194 ハーフ男子３９歳以下 786 坂本　健 ｻｶﾓﾄ ｹﾝ 1:37:35 品川区 421 ハーフ男子
195 ハーフ男子３９歳以下 236 大沼　亮 ｵｵﾇﾏ ﾘｮｳ 1:37:37 千葉県 422 ハーフ男子
196 ハーフ男子３９歳以下 216 平山　陽介 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｳｽｹ 1:37:39 江戸川区 のうすい 424 ハーフ男子
197 ハーフ男子３９歳以下 442 細井　俊彦 ﾎｿｲ ﾄｼﾋｺ 1:37:41 大田区 ホノマラ 426 ハーフ男子
198 ハーフ男子３９歳以下 306 岩崎　義孝 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾀｶ 1:37:44 千葉県 429 ハーフ男子
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199 ハーフ男子３９歳以下 111 神原　径裕 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾐﾁﾋﾛ 1:37:46 三鷹市 431 ハーフ男子
200 ハーフ男子３９歳以下 549 宮代　豊 ﾐﾔﾀﾞｲ ﾕﾀｶ 1:37:46 足立区 432 ハーフ男子
201 ハーフ男子３９歳以下 144 寺島　英基 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 1:37:55 神奈川県 ウィンドラン 441 ハーフ男子
202 ハーフ男子３９歳以下 207 加藤　洋一 ｶﾄｳ ﾖｳｲﾁ 1:38:00 広島県 445 ハーフ男子
203 ハーフ男子３９歳以下 308 荒木　伸一 ｱﾗｷ ｼﾝｲﾁ 1:38:01 神奈川県 ホノマラ 447 ハーフ男子
204 ハーフ男子３９歳以下 100 齋籐　功一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 1:38:02 鹿児島県 448 ハーフ男子
205 ハーフ男子３９歳以下 281 井関　康弘 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ 1:38:05 埼玉県 川越走友会 450 ハーフ男子
206 ハーフ男子３９歳以下 360 三好　永哲 ﾐﾖｼ ﾋｻﾉﾘ 1:38:09 足立区 453 ハーフ男子
207 ハーフ男子３９歳以下 362 坂本　公一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 1:38:15 葛飾区 455 ハーフ男子
208 ハーフ男子３９歳以下 272 神山　佳夫 ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｵ 1:38:15 北区 東京陸協 456 ハーフ男子
209 ハーフ男子３９歳以下 86 樋口　文也 ﾋｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 1:38:17 神奈川県 バカ田大陸部Ｂ 457 ハーフ男子
210 ハーフ男子３９歳以下 564 吉川　浩二 ﾖｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 1:38:26 神奈川県 463 ハーフ男子
211 ハーフ男子３９歳以下 399 田畑　優 ﾀﾊﾞﾀ ｽｸﾞﾙ 1:38:33 葛飾区 466 ハーフ男子
212 ハーフ男子３９歳以下 384 松原　敦浩 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｱﾂﾋﾛ 1:38:34 神奈川県 467 ハーフ男子
213 ハーフ男子３９歳以下 148 前川　恵佑 ﾏｴｶﾜ ｹｲｽｹ 1:38:37 千葉県 470 ハーフ男子
214 ハーフ男子３９歳以下 388 岩崎　卓真 ｲﾜｻｷ ﾀｸﾏ 1:38:51 渋谷区 ホノマラ 478 ハーフ男子
215 ハーフ男子３９歳以下 363 大原　隆 ｵｵﾊﾗ ﾀｶｼ 1:38:54 神奈川県 481 ハーフ男子
216 ハーフ男子３９歳以下 317 小島　勉 ｺｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ 1:38:59 江戸川区 486 ハーフ男子
217 ハーフ男子３９歳以下 131 山口　充弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 1:39:01 調布市 ＮＲ 487 ハーフ男子
218 ハーフ男子３９歳以下 170 近藤　威 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 1:39:05 墨田区 えにし 491 ハーフ男子
219 ハーフ男子３９歳以下 85 本田　貴之 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 1:39:18 埼玉県 Ｗｉｎｄｒｕｎ 497 ハーフ男子
220 ハーフ男子３９歳以下 344 野口　健史 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 1:39:18 埼玉県 500 ハーフ男子
221 ハーフ男子３９歳以下 147 矢﨑　覚 ﾔｻﾞｷ ｻﾄﾙ 1:39:23 埼玉県 502 ハーフ男子
222 ハーフ男子３９歳以下 316 片桐　隼人 ｶﾀｷﾞﾘ ﾊﾔﾄ 1:39:25 文京区 ラフラフＲＣ 504 ハーフ男子
223 ハーフ男子３９歳以下 129 高根　翔 ﾀｶﾈ ｱｷﾗ 1:39:29 三鷹市 508 ハーフ男子
224 ハーフ男子３９歳以下 571 笹木　弘司 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 1:39:30 千葉県 509 ハーフ男子
225 ハーフ男子３９歳以下 256 佐伯　康吏 ｻｴｷ ﾔｽｼ 1:39:32 神奈川県 チームきまずい 511 ハーフ男子
226 ハーフ男子３９歳以下 436 尾崎　貴志 ｵｻﾞｷ ﾀｶｼ 1:39:33 千葉県 514 ハーフ男子
227 ハーフ男子３９歳以下 167 清　雄一 ｾｲ ﾕｳｲﾁ 1:39:35 千葉県 ホノマラ 515 ハーフ男子
228 ハーフ男子３９歳以下 95 吉川　英太郎 ﾖｼｶﾜ ｴｲﾀﾛｳ 1:39:36 神奈川県 運中山岳部 516 ハーフ男子
229 ハーフ男子３９歳以下 370 籠谷　大樹 ｶｺﾞﾀﾆ ﾀﾞｲｷ 1:39:43 町田市 チームＭＴＴ 522 ハーフ男子
230 ハーフ男子３９歳以下 361 山崎　周一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 1:39:50 神奈川県 526 ハーフ男子
231 ハーフ男子３９歳以下 641 高橋　研 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 1:39:52 埼玉県 グレシステム 527 ハーフ男子
232 ハーフ男子３９歳以下 682 青山　泰 ｱｵﾔﾏ ﾔｽｼ 1:39:59 世田谷区 チーム鈴木 532 ハーフ男子
233 ハーフ男子３９歳以下 731 佐藤　良平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 1:40:01 江東区 537 ハーフ男子
234 ハーフ男子３９歳以下 300 黒田　昌宏 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 1:40:04 西東京市 どＭ倶楽部 543 ハーフ男子
235 ハーフ男子３９歳以下 562 磯崎　哉暢 ｲｿｻﾞｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 1:40:06 埼玉県 オナガー図 544 ハーフ男子
236 ハーフ男子３９歳以下 367 河田　剛一 ｶﾜﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 1:40:10 江東区 547 ハーフ男子
237 ハーフ男子３９歳以下 701 鈴木　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 1:40:14 千葉県 550 ハーフ男子
238 ハーフ男子３９歳以下 159 鎌滝　智久 ｶﾏﾀｷ ﾄﾓﾋｻ 1:40:21 千葉県 新南中卒業生 555 ハーフ男子
239 ハーフ男子３９歳以下 519 田中　龍一 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ 1:40:27 板橋区 556 ハーフ男子
240 ハーフ男子３９歳以下 352 石川　満晃 ｲｼｶﾜ ﾐﾂｱｷ 1:40:33 足立区 三好運送野人会 559 ハーフ男子
241 ハーフ男子３９歳以下 291 松村　浩一 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｲﾁ 1:40:34 三鷹市 560 ハーフ男子
242 ハーフ男子３９歳以下 201 内山　義明 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｱｷ 1:40:43 板橋区 東京都北区役所 565 ハーフ男子
243 ハーフ男子３９歳以下 448 大津　修一 ｵｵﾂ ｼｭｳｲﾁ 1:40:56 大田区 571 ハーフ男子
244 ハーフ男子３９歳以下 175 本居　修 ﾓﾄｵﾘ ｵｻﾑ 1:41:08 調布市 えあニャーず 577 ハーフ男子
245 ハーフ男子３９歳以下 319 奥主　盛弘 ｵｸﾇｼ ﾓﾘﾋﾛ 1:41:18 埼玉県 587 ハーフ男子
246 ハーフ男子３９歳以下 152 沢田　昌也 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 1:41:19 茨城県 三晃ＨＤ 588 ハーフ男子
247 ハーフ男子３９歳以下 444 秦野　修 ﾊﾀﾉ ｵｻﾑ 1:41:19 埼玉県 589 ハーフ男子
248 ハーフ男子３９歳以下 292 甲斐　俊二 ｶｲ ｼｭﾝｼﾞ 1:41:21 千葉県 590 ハーフ男子
249 ハーフ男子３９歳以下 477 林　龍一 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 1:41:22 神奈川県 しもちゃんず♪ 593 ハーフ男子
250 ハーフ男子３９歳以下 321 荒竹　正芳 ｱﾗﾀｹ ﾏｻﾖｼ 1:41:24 千葉県 595 ハーフ男子
251 ハーフ男子３９歳以下 771 田畑　泰 ﾀﾊﾞﾀ ﾔｽｼ 1:41:24 埼玉県 596 ハーフ男子
252 ハーフ男子３９歳以下 445 山崎　毅 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾖｼ 1:41:25 文京区 ぶんと 598 ハーフ男子
253 ハーフ男子３９歳以下 884 橋本　真樹 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ 1:41:25 茨城県 599 ハーフ男子
254 ハーフ男子３９歳以下 614 杉山　洋正 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 1:41:28 神奈川県 ★清川村★ 600 ハーフ男子
255 ハーフ男子３９歳以下 369 池田　真明 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 1:41:29 大田区 Ｒホッパーズ 602 ハーフ男子
256 ハーフ男子３９歳以下 237 土師　和也 ﾊｼ ｶｽﾞﾔ 1:41:34 足立区 アポロ 605 ハーフ男子
257 ハーフ男子３９歳以下 466 金澤　毅仁 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾄ 1:41:35 神奈川県 606 ハーフ男子
258 ハーフ男子３９歳以下 286 田部井　一哉 ﾀﾍﾞｲ ｶｽﾞﾔ 1:41:39 江東区 610 ハーフ男子
259 ハーフ男子３９歳以下 447 小高　良之 ｵﾀﾞｶ ﾖｼﾕｷ 1:41:41 千葉県 まふね走ろう会 612 ハーフ男子
260 ハーフ男子３９歳以下 463 大内　徹 ｵｵｳﾁ ﾄｵﾙ 1:41:41 神奈川県 613 ハーフ男子
261 ハーフ男子３９歳以下 322 渡会　豊 ﾜﾀﾗｲ ﾕﾀｶ 1:41:57 杉並区 621 ハーフ男子
262 ハーフ男子３９歳以下 1095 土本　知英 ﾂﾁﾓﾄ ﾄﾓﾋﾃﾞ 1:42:04 足立区 623 ハーフ男子
263 ハーフ男子３９歳以下 603 木村　哲 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 1:42:04 北区 624 ハーフ男子
264 ハーフ男子３９歳以下 288 赤松　賢 ｱｶﾏﾂ ｹﾝ 1:42:05 墨田区 628 ハーフ男子
265 ハーフ男子３９歳以下 459 菅野　大介 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 1:42:07 埼玉県 631 ハーフ男子
266 ハーフ男子３９歳以下 296 山田　幸一 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ 1:42:15 葛飾区 639 ハーフ男子
267 ハーフ男子３９歳以下 347 鈴木　満 ｽｽﾞｷ ﾏﾝ 1:42:19 千葉県 Ｗｅｂ練習日記 645 ハーフ男子
268 ハーフ男子３９歳以下 381 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 1:42:23 埼玉県 646 ハーフ男子
269 ハーフ男子３９歳以下 371 菅野　貴広 ｶﾝﾉ ﾀｶﾋﾛ 1:42:29 千葉県 651 ハーフ男子
270 ハーフ男子３９歳以下 593 斉藤　真 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 1:42:30 千葉県 652 ハーフ男子
271 ハーフ男子３９歳以下 438 寺内　健 ﾃﾗｳﾁ ｹﾝ 1:42:32 大田区 三点倒立山岳会 656 ハーフ男子
272 ハーフ男子３９歳以下 409 武田　和彦 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 1:42:34 足立区 環境局産廃課 659 ハーフ男子
273 ハーフ男子３９歳以下 341 米山　真一 ﾖﾈﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 1:42:35 神奈川県 660 ハーフ男子
274 ハーフ男子３９歳以下 572 足立　智明 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓｱｷ 1:42:35 千葉県 チームちゃぼ 661 ハーフ男子
275 ハーフ男子３９歳以下 218 佐野　洋介 ｻﾉ ﾖｳｽｹ 1:42:36 足立区 662 ハーフ男子
276 ハーフ男子３９歳以下 143 渋谷　英作 ｼﾌﾞﾀﾆ ｴｲｻｸ 1:42:37 府中市 664 ハーフ男子
277 ハーフ男子３９歳以下 285 松本　悟史 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 1:42:45 江東区 ＲＵＮＳＴＡＲ 671 ハーフ男子
278 ハーフ男子３９歳以下 336 表　昇 ｵﾓﾃ ﾉﾎﾞﾙ 1:42:49 足立区 674 ハーフ男子
279 ハーフ男子３９歳以下 1240 栗原　靖幸 ｸﾘﾊﾗ 1:42:52 足立区 676 ハーフ男子
280 ハーフ男子３９歳以下 745 高橋　朋紘 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 1:43:13 千葉県 685 ハーフ男子
281 ハーフ男子３９歳以下 748 井上　良太 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 1:43:16 目黒区 688 ハーフ男子
282 ハーフ男子３９歳以下 297 野崎　武志 ﾉｻﾞｷ ﾀｹｼ 1:43:16 練馬区 689 ハーフ男子
283 ハーフ男子３９歳以下 312 吉田　孝司 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 1:43:18 神奈川県 690 ハーフ男子
284 ハーフ男子３９歳以下 433 田口　聡一郎 ﾀｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 1:43:23 埼玉県 697 ハーフ男子
285 ハーフ男子３９歳以下 468 森田　健一 ﾓﾘﾀ ｹﾝｲﾁ 1:43:25 葛飾区 プロテイン 700 ハーフ男子
286 ハーフ男子３９歳以下 213 清水　剛 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 1:43:25 神奈川県 701 ハーフ男子
287 ハーフ男子３９歳以下 455 森田　和幸 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾕｷ 1:43:30 豊島区 ジョグリンズ 704 ハーフ男子
288 ハーフ男子３９歳以下 323 杉山　竜夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾂｵ 1:43:34 千葉県 ＴＡＫＵＷＡ 710 ハーフ男子
289 ハーフ男子３９歳以下 10016 倉橋　祥 ｸﾗﾊｼ ｼｮｳ 1:43:35 神奈川県 イチノクラ 711 ハーフ男子
290 ハーフ男子３９歳以下 840 久米　隆文 ｸﾒ ﾀｶﾌﾐ 1:43:38 埼玉県 クロイツ 712 ハーフ男子
291 ハーフ男子３９歳以下 1094 西條　峻 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 1:43:43 豊島区 719 ハーフ男子
292 ハーフ男子３９歳以下 289 野口　芳樹 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｷ 1:43:46 江東区 723 ハーフ男子
293 ハーフ男子３９歳以下 283 平山　昭宏 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 1:43:49 足立区 めだか組 724 ハーフ男子
294 ハーフ男子３９歳以下 412 高木　浩二 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼﾞ 1:43:51 江東区 高木法律事務所 725 ハーフ男子
295 ハーフ男子３９歳以下 392 加藤　俊吾 ｶﾄｳ ｼｭﾝｺﾞ 1:43:52 八王子市 726 ハーフ男子
296 ハーフ男子３９歳以下 190 前川　雄輝 ﾏｴｶﾜ ﾕｳｷ 1:43:54 東村山市 727 ハーフ男子
297 ハーフ男子３９歳以下 417 関口　章一 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ 1:43:55 埼玉県 728 ハーフ男子
298 ハーフ男子３９歳以下 1027 大橋　良輔 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 1:43:57 杉並区 729 ハーフ男子
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299 ハーフ男子３９歳以下 957 平野　浩太郎 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾛｳ 1:44:01 千葉県 足立区新田学園 732 ハーフ男子
300 ハーフ男子３９歳以下 364 舟橋　智久 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾄﾓﾋｻ 1:44:10 千葉県 737 ハーフ男子
301 ハーフ男子３９歳以下 588 長岡　厳 ﾅｶﾞｵｶ ｹﾞﾝ 1:44:17 清瀬市 ＪＣＳＷ 741 ハーフ男子
302 ハーフ男子３９歳以下 496 高橋　尚也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ 1:44:23 足立区 749 ハーフ男子
303 ハーフ男子３９歳以下 607 佐々木　泰 ｻｻｷ ﾀｲ 1:44:25 神奈川県 ＡＧＦ調査部 751 ハーフ男子
304 ハーフ男子３９歳以下 348 斎藤　一郎 ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ 1:44:25 小金井市 ＷｉｎｄＲｕｎ 752 ハーフ男子
305 ハーフ男子３９歳以下 533 滝川　至 ﾀｷｶﾜ ｲﾀﾙ 1:44:28 神奈川県 754 ハーフ男子
306 ハーフ男子３９歳以下 558 金子　泰崇 ｶﾈｺ ﾔｽﾀｶ 1:44:34 品川区 757 ハーフ男子
307 ハーフ男子３９歳以下 238 鈴木　邦彦 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ 1:44:46 埼玉県 リーガルＲＣ 765 ハーフ男子
308 ハーフ男子３９歳以下 896 中島　英之 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:44:46 茨城県 766 ハーフ男子
309 ハーフ男子３９歳以下 284 小杉　正 ｺｽｷﾞ ﾀﾀﾞｼ 1:44:53 埼玉県 たこっく 774 ハーフ男子
310 ハーフ男子３９歳以下 330 高宮　真二 ﾀｶﾐﾔ ｼﾝｼﾞ 1:44:53 北区 777 ハーフ男子
311 ハーフ男子３９歳以下 432 飯山　隆幸 ｲｲﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 1:44:58 神奈川県 780 ハーフ男子
312 ハーフ男子３９歳以下 355 大谷　昌弘 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 1:45:01 神奈川県 鵠沼海岸独走会 784 ハーフ男子
313 ハーフ男子３９歳以下 358 浅見　尚宏 ｱｻﾐ ﾅｵﾋﾛ 1:45:02 足立区 785 ハーフ男子
314 ハーフ男子３９歳以下 197 斎藤　淳 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 1:45:09 神奈川県 ＷｉｎｄＲｕｎ 789 ハーフ男子
315 ハーフ男子３９歳以下 623 松尾　友彦 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾋｺ 1:45:11 港区 792 ハーフ男子
316 ハーフ男子３９歳以下 766 黒岩　敬 ｸﾛｲﾜ ﾀｶｼ 1:45:14 茨城県 795 ハーフ男子
317 ハーフ男子３９歳以下 539 井上　史野 ｲﾉｳｴ ﾌﾐﾔ 1:45:15 神奈川県 796 ハーフ男子
318 ハーフ男子３９歳以下 495 関野　良忠 ｾｷﾉ ﾖｼﾀﾀﾞ 1:45:20 千葉県 803 ハーフ男子
319 ハーフ男子３９歳以下 395 柏木　皇人 ｶｼﾜｷﾞ ｷﾐﾄ 1:45:20 港区 804 ハーフ男子
320 ハーフ男子３９歳以下 782 今福　正雄 ｲﾏﾌｸ ﾏｻｵ 1:45:21 荒川区 806 ハーフ男子
321 ハーフ男子３９歳以下 425 牧野　裕介 ﾏｷﾉ ﾕｳｽｹ 1:45:25 江東区 813 ハーフ男子
322 ハーフ男子３９歳以下 484 福原　琢磨 ﾌｸﾊﾗ ﾀｸﾏ 1:45:28 大田区 815 ハーフ男子
323 ハーフ男子３９歳以下 1050 北爪　直人 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾅｵﾄ 1:45:28 神奈川県 816 ハーフ男子
324 ハーフ男子３９歳以下 342 久賀　雄介 ﾋｻｶﾞ ﾕｳｽｹ 1:45:29 埼玉県 818 ハーフ男子
325 ハーフ男子３９歳以下 836 ヤバラス　ヨルゴス ﾔﾊﾞﾗｽ ﾖﾙｺﾞｽ 1:45:31 埼玉県 821 ハーフ男子
326 ハーフ男子３９歳以下 331 白水　聖哉 ｼﾗﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 1:45:34 清瀬市 824 ハーフ男子
327 ハーフ男子３９歳以下 853 武井　博久 ﾀｹｲ ﾋﾛﾋｻ 1:45:36 世田谷区 825 ハーフ男子
328 ハーフ男子３９歳以下 472 鈴木　顕仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 1:45:37 千葉県 829 ハーフ男子
329 ハーフ男子３９歳以下 860 塩屋　高利 ｼｵﾔ ﾀｶﾕｷ 1:45:38 埼玉県 ＴＭＥ 830 ハーフ男子
330 ハーフ男子３９歳以下 598 大村　圭司 ｵｵﾑﾗ ｹｲｼﾞ 1:45:40 江東区 832 ハーフ男子
331 ハーフ男子３９歳以下 325 金子　栄作 ｶﾈｺ ｴｲｻｸ 1:45:45 千葉県 千葉ナッツＲＣ 835 ハーフ男子
332 ハーフ男子３９歳以下 406 飯野　雄一 ｲｲﾉ ﾕｳｲﾁ 1:45:45 板橋区 837 ハーフ男子
333 ハーフ男子３９歳以下 866 三輪　一翔 ﾐﾜ ｶｽﾞﾄ 1:45:50 葛飾区 840 ハーフ男子
334 ハーフ男子３９歳以下 373 内田　諭 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 1:45:52 埼玉県 842 ハーフ男子
335 ハーフ男子３９歳以下 594 石川　克巳 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾐ 1:45:53 千葉県 843 ハーフ男子
336 ハーフ男子３９歳以下 401 安部　牧太 ｱﾍﾞ ﾏｷﾀﾀ 1:45:56 板橋区 845 ハーフ男子
337 ハーフ男子３９歳以下 250 小黒　健 ｵｸﾞﾛ ﾀｹｼ 1:45:57 埼玉県 846 ハーフ男子
338 ハーフ男子３９歳以下 568 三島　利彦 ﾐｼﾏ ﾄｼﾋｺ 1:45:59 埼玉県 848 ハーフ男子
339 ハーフ男子３９歳以下 301 山中　勇二 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ 1:46:16 埼玉県 854 ハーフ男子
340 ハーフ男子３９歳以下 554 浜田　教彦 ﾊﾏﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 1:46:19 杉並区 858 ハーフ男子
341 ハーフ男子３９歳以下 789 井上　潤 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 1:46:20 神奈川県 メガロス市が尾 859 ハーフ男子
342 ハーフ男子３９歳以下 720 湯川　洋一 ﾕｶﾜ ﾖｳｲﾁ 1:46:22 足立区 862 ハーフ男子
343 ハーフ男子３９歳以下 809 山川　晃一 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｲﾁ 1:46:24 神奈川県 863 ハーフ男子
344 ハーフ男子３９歳以下 374 伊藤　聡 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 1:46:32 千葉県 871 ハーフ男子
345 ハーフ男子３９歳以下 505 小林　貴裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 1:46:34 埼玉県 ユナイテッドエ 873 ハーフ男子
346 ハーフ男子３９歳以下 368 上田　淳 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 1:46:35 埼玉県 ★ＳＳＣＣ★ 874 ハーフ男子
347 ハーフ男子３９歳以下 188 井福　竜太郎 ｲﾌｸ ﾘｭｳﾀﾛｳ 1:46:36 東久留米市 ＮＩＡＤ－ＵＥ 876 ハーフ男子
348 ハーフ男子３９歳以下 767 桑田　悠平 ｸﾜﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 1:46:40 台東区 880 ハーフ男子
349 ハーフ男子３９歳以下 689 池端　健太郎 ｲｹﾊﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 1:46:40 足立区 882 ハーフ男子
350 ハーフ男子３９歳以下 583 小林　敦夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 1:46:41 神奈川県 883 ハーフ男子
351 ハーフ男子３９歳以下 449 古谷　慶次郎 ﾌﾙﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ 1:46:55 埼玉県 889 ハーフ男子
352 ハーフ男子３９歳以下 634 窪　昌之 ｸﾎﾞ ﾏｻﾕｷ 1:46:57 町田市 890 ハーフ男子
353 ハーフ男子３９歳以下 45 奈良﨑　秀貴 ﾅﾗｻｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 1:47:01 八王子市 895 ハーフ男子
354 ハーフ男子３９歳以下 619 永田　智典 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ 1:47:05 葛飾区 900 ハーフ男子
355 ハーフ男子３９歳以下 863 杉山　博保 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ 1:47:07 杉並区 901 ハーフ男子
356 ハーフ男子３９歳以下 482 最上　弘司 ﾓｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 1:47:07 神奈川県 902 ハーフ男子
357 ハーフ男子３９歳以下 807 小島　満 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 1:47:08 足立区 904 ハーフ男子
358 ハーフ男子３９歳以下 469 永田　智之 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 1:47:16 千葉県 グレシステム 909 ハーフ男子
359 ハーフ男子３９歳以下 1123 前川　洋輝 ﾏｴｶﾜ ﾋﾛｷ 1:47:17 江戸川区 910 ハーフ男子
360 ハーフ男子３９歳以下 944 佐藤　隆 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 1:47:17 荒川区 911 ハーフ男子
361 ハーフ男子３９歳以下 714 行方　善紀 ﾅﾒｶﾀ ﾖｼﾉﾘ 1:47:19 杉並区 914 ハーフ男子
362 ハーフ男子３９歳以下 790 武田　俊太郎 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 1:47:20 足立区 915 ハーフ男子
363 ハーフ男子３９歳以下 198 岡田　大輔 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 1:47:22 品川区 916 ハーフ男子
364 ハーフ男子３９歳以下 315 阪下　竜也 ｻｶｼﾀ ﾀﾂﾔ 1:47:23 文京区 919 ハーフ男子
365 ハーフ男子３９歳以下 318 角舘　祥司 ｶｸﾀﾞﾃ ｼｮｳｼﾞ 1:47:31 江東区 924 ハーフ男子
366 ハーフ男子３９歳以下 751 尾関　たかし ｵｾﾞｷ ﾀｶｼ 1:47:32 中央区 925 ハーフ男子
367 ハーフ男子３９歳以下 569 池田　怜志 ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ 1:47:34 足立区 928 ハーフ男子
368 ハーフ男子３９歳以下 1040 市川　豊 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 1:47:39 神奈川県 929 ハーフ男子
369 ハーフ男子３９歳以下 257 芦浦　一彰 ﾖｼｳﾗ ｶｽﾞｱｷ 1:47:44 埼玉県 駒澤千代田会 931 ハーフ男子
370 ハーフ男子３９歳以下 309 渡辺　拓矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 1:47:45 足立区 駒澤大学 933 ハーフ男子
371 ハーフ男子３９歳以下 991 佐野　貴史 ｻﾉ ﾀｶｼ 1:47:48 板橋区 936 ハーフ男子
372 ハーフ男子３９歳以下 229 香川　勇介 ｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 1:47:48 足立区 937 ハーフ男子
373 ハーフ男子３９歳以下 279 田上　貴之 ﾀｶﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 1:47:51 埼玉県 939 ハーフ男子
374 ハーフ男子３９歳以下 1051 山口　諭 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄ 1:47:57 埼玉県 941 ハーフ男子
375 ハーフ男子３９歳以下 411 橋本　太郎 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾛｳ 1:47:59 大田区 千日走会 944 ハーフ男子
376 ハーフ男子３９歳以下 20 藤山　勇二 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 1:48:00 豊島区 ウィンドラン 945 ハーフ男子
377 ハーフ男子３９歳以下 393 須賀　功一 ｽｶﾞ ｺｳｲﾁ 1:48:03 神奈川県 951 ハーフ男子
378 ハーフ男子３９歳以下 570 吉田　仁 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞﾝ 1:48:06 埼玉県 ダーヌ 953 ハーフ男子
379 ハーフ男子３９歳以下 119 成川　智則 ﾅﾘｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 1:48:12 神奈川県 ＪＯＨＮ 955 ハーフ男子
380 ハーフ男子３９歳以下 683 三縄　慶 ﾐﾅﾜ ｹｲ 1:48:13 練馬区 957 ハーフ男子
381 ハーフ男子３９歳以下 585 小林　裕司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 1:48:16 神奈川県 富士ゼロックス 958 ハーフ男子
382 ハーフ男子３９歳以下 600 細野　慎次 ﾎｿﾉ ｼﾝｼﾞ 1:48:19 練馬区 ジュイール 962 ハーフ男子
383 ハーフ男子３９歳以下 515 小谷　崇之 ｺﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 1:48:20 足立区 ＫＫＳ 963 ハーフ男子
384 ハーフ男子３９歳以下 874 林　健治 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 1:48:20 府中市 モンシェリー 966 ハーフ男子
385 ハーフ男子３９歳以下 783 吉田　貴仁 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 1:48:22 葛飾区 967 ハーフ男子
386 ハーフ男子３９歳以下 625 真田　信明 ｻﾅﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 1:48:23 日野市 ＹＲＣ 970 ハーフ男子
387 ハーフ男子３９歳以下 268 鈴木　琢磨 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 1:48:29 千葉県 足立消防署 975 ハーフ男子
388 ハーフ男子３９歳以下 490 北村　健二 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 1:48:31 葛飾区 千日走会 977 ハーフ男子
389 ハーフ男子３９歳以下 560 股野　善彦 ﾏﾀﾉ ﾖｼﾋｺ 1:48:33 神奈川県 979 ハーフ男子
390 ハーフ男子３９歳以下 475 下川　貴行 ｼﾓｶﾜ ﾀｶﾕｷ 1:48:39 足立区 982 ハーフ男子
391 ハーフ男子３９歳以下 507 谷古宇　浩司 ﾔｺｳ ｺｳｼﾞ 1:48:39 三鷹市 983 ハーフ男子
392 ハーフ男子３９歳以下 975 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 1:48:42 江戸川区 985 ハーフ男子
393 ハーフ男子３９歳以下 483 丸山　粛 ﾏﾙﾔﾏ ｽｽﾑ 1:49:00 北区 1002 ハーフ男子
394 ハーフ男子３９歳以下 380 石塚　昌敏 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｻﾄｼ 1:49:07 東村山市 日機装ＲＣ 1005 ハーフ男子
395 ハーフ男子３９歳以下 937 三島　章久 ﾐｼﾏ ｱｷﾋｻ 1:49:09 埼玉県 ＣＡＮＯＴ 1008 ハーフ男子
396 ハーフ男子３９歳以下 1168 長尾　良佑 ﾅｶﾞｵ ﾘｮｳｽｹ 1:49:14 足立区 足立区新田学園 1011 ハーフ男子
397 ハーフ男子３９歳以下 793 白戸　佑輔 ｼﾗﾄ ﾕｳｽｹ 1:49:17 千葉県 1013 ハーフ男子
398 ハーフ男子３９歳以下 530 熊谷　剛治 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹﾊﾙ 1:49:18 埼玉県 チームこげ 1014 ハーフ男子
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399 ハーフ男子３９歳以下 538 宮下　建 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝ 1:49:27 埼玉県 1021 ハーフ男子
400 ハーフ男子３９歳以下 488 杉浦　征人 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾄ 1:49:28 千葉県 裸足ランニング 1022 ハーフ男子
401 ハーフ男子３９歳以下 421 飯塚　智裕 ｲｲﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ 1:49:28 台東区 1024 ハーフ男子
402 ハーフ男子３９歳以下 666 新色　隆二 ﾆｲﾛ ﾘｭｳｼﾞ 1:49:29 多摩市 パリ日本人学校 1025 ハーフ男子
403 ハーフ男子３９歳以下 830 高橋　祐一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 1:49:30 群馬県 高橋レーシング 1026 ハーフ男子
404 ハーフ男子３９歳以下 587 田村　竜也 ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ 1:49:33 神奈川県 1028 ハーフ男子
405 ハーフ男子３９歳以下 817 山守　亨 ﾔﾏﾓﾘ ﾄｵﾙ 1:49:38 江東区 1032 ハーフ男子
406 ハーフ男子３９歳以下 883 元井　竜一 ﾓﾄｲ ﾘｭｳｲﾁ 1:49:50 杉並区 東京都陸上連盟 1042 ハーフ男子
407 ハーフ男子３９歳以下 456 宮崎　靖久 ﾐﾔｻﾞｷ ﾔｽﾋｻ 1:49:53 栃木県 1045 ハーフ男子
408 ハーフ男子３９歳以下 1189 林　瑞樹 ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 1:50:07 北区 足立区新田学園 1051 ハーフ男子
409 ハーフ男子３９歳以下 522 小澤　良太 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 1:50:10 神奈川県 ＲＵＮＳＴＡＲ 1053 ハーフ男子
410 ハーフ男子３９歳以下 481 粟野　剛 ｱﾜﾉ ﾀｹｼ 1:50:12 葛飾区 1054 ハーフ男子
411 ハーフ男子３９歳以下 580 川波　哲也 ｶﾜﾅﾐ ﾃﾂﾔ 1:50:12 大田区 1055 ハーフ男子
412 ハーフ男子３９歳以下 872 成川　正敏 ﾅﾙｶﾜ ﾏｻﾄｼ 1:50:21 千葉県 1063 ハーフ男子
413 ハーフ男子３９歳以下 573 祖父江　大地 ｿﾌﾞｴ ﾀﾞｲﾁ 1:50:24 江東区 らんぱぱ 1064 ハーフ男子
414 ハーフ男子３９歳以下 758 石井　正邦 ｲｼｲ ﾏｻｸﾆ 1:50:32 足立区 1067 ハーフ男子
415 ハーフ男子３９歳以下 660 木住野　善男 ｷｼﾉ ﾖｼｵ 1:50:35 千葉県 1068 ハーフ男子
416 ハーフ男子３９歳以下 467 吉岡　誠一郎 ﾖｼｵｶ ｾｲｲﾁﾛｳ 1:50:35 埼玉県 ラフラフＲＣ 1069 ハーフ男子
417 ハーフ男子３９歳以下 302 佐藤　剛 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 1:50:37 神奈川県 平塚消防 1073 ハーフ男子
418 ハーフ男子３９歳以下 357 山田　栄一 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｲﾁ 1:50:38 港区 1074 ハーフ男子
419 ハーフ男子３９歳以下 537 竹下　茂登 ﾀｹｼﾀ ｼｹﾞﾄ 1:50:40 千葉県 千葉ナッツＲＣ 1076 ハーフ男子
420 ハーフ男子３９歳以下 313 賀川　哲幹 ｶｶﾞﾜ ﾃﾂﾏｻ 1:50:44 練馬区 1079 ハーフ男子
421 ハーフ男子３９歳以下 901 諸岡　修一 ﾓﾛｵｶ ｼｭｳｲﾁ 1:50:45 江戸川区 1080 ハーフ男子
422 ハーフ男子３９歳以下 800 山﨑　圭二 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 1:50:57 葛飾区 アポロ 1088 ハーフ男子
423 ハーフ男子３９歳以下 328 清水　武 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 1:50:57 足立区 爽走会 1089 ハーフ男子
424 ハーフ男子３９歳以下 508 宮原　正孝 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾀｶ 1:50:57 江戸川区 1090 ハーフ男子
425 ハーフ男子３９歳以下 503 渡辺　真介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｽｹ 1:51:07 埼玉県 1097 ハーフ男子
426 ハーフ男子３９歳以下 434 小野寺　理 ｵﾉﾃﾞﾗ ｵｻﾑ 1:51:10 青森県 1100 ハーフ男子
427 ハーフ男子３９歳以下 405 堀江　康彦 ﾎﾘｴ ﾔｽﾋｺ 1:51:14 神奈川県 1106 ハーフ男子
428 ハーフ男子３９歳以下 770 山本　剛次 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳｼﾞ 1:51:20 足立区 1109 ハーフ男子
429 ハーフ男子３９歳以下 778 瀧本　晴基 ﾀｷﾓﾄ ﾊﾙｷ 1:51:32 神奈川県 1116 ハーフ男子
430 ハーフ男子３９歳以下 999 田村　和也 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 1:51:34 墨田区 1117 ハーフ男子
431 ハーフ男子３９歳以下 334 石川　寛人 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ 1:51:39 足立区 チーム１６１０ 1120 ハーフ男子
432 ハーフ男子３９歳以下 525 木田　賢樹 ｷﾀﾞ ｻﾄｷ 1:51:41 千葉県 熱田整形外科 1123 ハーフ男子
433 ハーフ男子３９歳以下 230 西村　清孝 ﾆｼﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 1:51:43 千葉県 チーム嫁募集中 1124 ハーフ男子
434 ハーフ男子３９歳以下 552 斉藤　芳典 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 1:51:45 荒川区 浦安タモリＣ 1125 ハーフ男子
435 ハーフ男子３９歳以下 926 田中　高 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 1:51:48 練馬区 1127 ハーフ男子
436 ハーフ男子３９歳以下 822 坂井　卓行 ｻｶｲ ﾀｶﾕｷ 1:52:03 茨城県 1135 ハーフ男子
437 ハーフ男子３９歳以下 557 長岡　学 ﾅｶﾞｵｶ ﾏﾅﾌﾞ 1:52:05 埼玉県 1137 ハーフ男子
438 ハーフ男子３９歳以下 918 中澤　誠一郎 ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 1:52:06 大田区 1140 ハーフ男子
439 ハーフ男子３９歳以下 528 多田内　伸将 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾉﾌﾞﾏｻ 1:52:10 神奈川県 1145 ハーフ男子
440 ハーフ男子３９歳以下 396 山本　啓介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 1:52:12 杉並区 1146 ハーフ男子
441 ハーフ男子３９歳以下 440 岡林　憲 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 1:52:14 板橋区 1147 ハーフ男子
442 ハーフ男子３９歳以下 264 武藤　佑輔 ﾑﾄｳ ﾕｳｽｹ 1:52:14 荒川区 足立消防署 1148 ハーフ男子
443 ハーフ男子３９歳以下 565 廣末　賢太 ﾋﾛｽｴ ｹﾝﾀ 1:52:18 立川市 1151 ハーフ男子
444 ハーフ男子３９歳以下 199 平井　友明 ﾋﾗｲ ﾄﾓｱｷ 1:52:19 渋谷区 1152 ハーフ男子
445 ハーフ男子３９歳以下 382 木村　康信 ｷﾑﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ 1:52:34 埼玉県 1155 ハーフ男子
446 ハーフ男子３９歳以下 476 藤井　朗亜 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾂｸﾞ 1:52:43 荒川区 1160 ハーフ男子
447 ハーフ男子３９歳以下 1072 横溝　恒徳 ﾖｺﾐｿﾞ ﾂﾈﾉﾘ 1:52:49 茨城県 1164 ハーフ男子
448 ハーフ男子３９歳以下 879 小嶋　直 ｺｼﾞﾏ ﾅｵ 1:52:51 神奈川県 チーム松風 1166 ハーフ男子
449 ハーフ男子３９歳以下 248 長澤　寛規 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｷ 1:52:54 千葉県 ＹＹ－ＬＡＢ 1171 ハーフ男子
450 ハーフ男子３９歳以下 966 齊藤　雄二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 1:52:55 北区 1173 ハーフ男子
451 ハーフ男子３９歳以下 608 野澤　茂俊 ﾉｻﾞﾜ ｼｹﾞﾄｼ 1:52:56 神奈川県 ＪＬＳ 1175 ハーフ男子
452 ハーフ男子３９歳以下 489 喜村　卓也 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 1:53:00 神奈川県 淵野辺走ルネ会 1179 ハーフ男子
453 ハーフ男子３９歳以下 235 樋田　和俊 ﾄｲﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 1:53:01 千葉県 1180 ハーフ男子
454 ハーフ男子３９歳以下 10013 箱石　成行 ﾊｺｲｼ ｼｹﾞﾕｷ 1:53:01 千葉県 モンシェリー 1181 ハーフ男子
455 ハーフ男子３９歳以下 450 亀山　潤一 ｶﾒﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:53:03 埼玉県 1183 ハーフ男子
456 ハーフ男子３９歳以下 780 穂刈　重行 ﾎｶﾘ ｼｹﾞﾕｷ 1:53:04 葛飾区 ラリプー 1185 ハーフ男子
457 ハーフ男子３９歳以下 333 下村　篤史 ｼﾓﾑﾗ ｱﾂｼ 1:53:05 東村山市 こらっ走らん会 1186 ハーフ男子
458 ハーフ男子３９歳以下 1035 小柳　貴雄 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶｵ 1:53:09 足立区 1188 ハーフ男子
459 ハーフ男子３９歳以下 958 齊藤　研太 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀ 1:53:10 葛飾区 足立区新田学園 1189 ハーフ男子
460 ハーフ男子３９歳以下 376 新井　裕 ｱﾗｲ ﾕﾀｶ 1:53:13 江東区 1191 ハーフ男子
461 ハーフ男子３９歳以下 1005 林　邦男 ﾊﾔｼ ｸﾆｵ 1:53:17 神奈川県 1193 ハーフ男子
462 ハーフ男子３９歳以下 752 矢嶋　元 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 1:53:18 埼玉県 1196 ハーフ男子
463 ハーフ男子３９歳以下 876 三ツ井　創太郎 ﾐﾂｲ ｿｳﾀﾛｳ 1:53:19 目黒区 1197 ハーフ男子
464 ハーフ男子３９歳以下 427 中野　正淳 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄｼ 1:53:20 足立区 1198 ハーフ男子
465 ハーフ男子３９歳以下 597 宮崎　裕之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 1:53:21 足立区 1200 ハーフ男子
466 ハーフ男子３９歳以下 263 六本木　彰 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ｱｷﾗ 1:53:21 埼玉県 足立消防署 1201 ハーフ男子
467 ハーフ男子３９歳以下 656 加藤　明 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 1:53:23 埼玉県 1202 ハーフ男子
468 ハーフ男子３９歳以下 629 平瀬　健 ﾋﾗｾ ｹﾝ 1:53:26 千葉県 1205 ハーフ男子
469 ハーフ男子３９歳以下 740 鳥飼　祐介 ﾄﾘｶｲ ﾕｳｽｹ 1:53:29 埼玉県 1211 ハーフ男子
470 ハーフ男子３９歳以下 776 藤川　丈自 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾞｮｳｼﾞ 1:53:30 静岡県 神奈工現音 1215 ハーフ男子
471 ハーフ男子３９歳以下 506 竹渕　徹也 ﾀｹﾌﾞﾁ ﾃﾂﾔ 1:53:31 千葉県 チーム矢口 1217 ハーフ男子
472 ハーフ男子３９歳以下 706 鈴木　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 1:53:32 港区 1218 ハーフ男子
473 ハーフ男子３９歳以下 1020 中村　裕 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 1:53:39 神奈川県 1223 ハーフ男子
474 ハーフ男子３９歳以下 1250 植村　剛直 ｳｴﾑﾗ 1:53:40 杉並区 1226 ハーフ男子
475 ハーフ男子３９歳以下 1078 影山　繁伸 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 1:53:40 板橋区 1227 ハーフ男子
476 ハーフ男子３９歳以下 1170 渡辺　政史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 1:53:46 埼玉県 1233 ハーフ男子
477 ハーフ男子３９歳以下 672 菊池　明宏 ｷｸﾁ ｱｷﾋﾛ 1:53:47 足立区 1234 ハーフ男子
478 ハーフ男子３９歳以下 851 稲山　隆太郎 ｲﾅﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 1:53:48 練馬区 1235 ハーフ男子
479 ハーフ男子３９歳以下 950 幾田　尚明 ｲｸﾀ ﾀｶｱｷ 1:53:52 江東区 1237 ハーフ男子
480 ハーフ男子３９歳以下 906 佐々木　洋文 ｻｻｷ ﾋﾛﾌﾐ 1:53:58 練馬区 1244 ハーフ男子
481 ハーフ男子３９歳以下 1041 西門　洋一郎 ﾆｼｶﾄﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 1:53:59 葛飾区 1246 ハーフ男子
482 ハーフ男子３９歳以下 1044 浅川　幹夫 ｱｻｶﾜ ﾐｷｵ 1:54:01 墨田区 1248 ハーフ男子
483 ハーフ男子３９歳以下 443 井上　泰 ｲﾉｳｴ ﾔｽｼ 1:54:02 東村山市 1249 ハーフ男子
484 ハーフ男子３９歳以下 1057 高津　真 ﾀｶﾂ ﾏｺﾄ 1:54:03 目黒区 1250 ハーフ男子
485 ハーフ男子３９歳以下 1153 杉野　泰弘 ｽｷﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 1:54:06 府中市 1252 ハーフ男子
486 ハーフ男子３９歳以下 185 吉田　孝 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 1:54:09 埼玉県 1257 ハーフ男子
487 ハーフ男子３９歳以下 251 砂川　敦 ｽﾅｶﾜ ｱﾂｼ 1:54:12 中野区 1259 ハーフ男子
488 ハーフ男子３９歳以下 1039 坂本　恵一 ｻｶﾓﾄ ｹｲｲﾁ 1:54:15 杉並区 1263 ハーフ男子
489 ハーフ男子３９歳以下 868 増田　達行 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ 1:54:23 茨城県 1273 ハーフ男子
490 ハーフ男子３９歳以下 1213 東福寺　高宗 ﾄｳﾌｸｼﾞ ﾀｶﾑﾈ 1:54:25 神奈川県 1275 ハーフ男子
491 ハーフ男子３９歳以下 307 上川　貴嗣 ｳｴｶﾜ ﾀｶｼ 1:54:25 北区 黒須会 1276 ハーフ男子
492 ハーフ男子３９歳以下 418 住田　正典 ｽﾐﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 1:54:26 大田区 1277 ハーフ男子
493 ハーフ男子３９歳以下 338 飯塚　良太 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀ 1:54:26 墨田区 1278 ハーフ男子
494 ハーフ男子３９歳以下 511 野上　剛 ﾉｶﾞﾐ ﾂﾖｼ 1:54:29 埼玉県 1280 ハーフ男子
495 ハーフ男子３９歳以下 262 畠山　圭佑 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹｲｽｹ 1:54:31 神奈川県 足立消防署 1282 ハーフ男子
496 ハーフ男子３９歳以下 667 西谷　和将 ﾆｼﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 1:54:32 多摩市 パリ日本人学校 1283 ハーフ男子
497 ハーフ男子３９歳以下 470 成塚　朋也 ﾅﾘﾂｶ ﾄﾓﾔ 1:54:34 江東区 1285 ハーフ男子
498 ハーフ男子３９歳以下 662 森永　真次 ﾓﾘﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 1:54:34 北区 1287 ハーフ男子
499 ハーフ男子３９歳以下 933 片岡　義幸 ｶﾀｵｶ ﾖｼﾕｷ 1:54:35 千葉県 Ｒ３Ｃ 1289 ハーフ男子
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500 ハーフ男子３９歳以下 243 宮崎　久紀 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋｻﾉﾘ 1:54:36 千葉県 1292 ハーフ男子
501 ハーフ男子３９歳以下 244 高向　勉 ﾀｶﾑｸ ﾂﾄﾑ 1:54:42 神奈川県 マダックス 1297 ハーフ男子
502 ハーフ男子３９歳以下 446 高木　雅昭 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｱｷ 1:54:44 立川市 まふね走ろう会 1299 ハーフ男子
503 ハーフ男子３９歳以下 854 吉田　吾一 ﾖｼﾀﾞ ｺﾞｲﾁ 1:54:46 練馬区 1300 ハーフ男子
504 ハーフ男子３９歳以下 908 唐澤　裕典 ｶﾗｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 1:54:50 神奈川県 Ｒ＆Ｂ 1303 ハーフ男子
505 ハーフ男子３９歳以下 801 遠藤　正 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ 1:54:54 江戸川区 エクシム 1310 ハーフ男子
506 ハーフ男子３９歳以下 596 山田　彰 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 1:55:03 神奈川県 1318 ハーフ男子
507 ハーフ男子３９歳以下 616 大内　大輔 ｵｵｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 1:55:08 小平市 1322 ハーフ男子
508 ハーフ男子３９歳以下 517 松本　実 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾉﾙ 1:55:09 千葉県 1323 ハーフ男子
509 ハーフ男子３９歳以下 913 清水　義和 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｶｽﾞ 1:55:10 板橋区 1324 ハーフ男子
510 ハーフ男子３９歳以下 499 桑野　揮一 ｸﾜﾉ ｷｲﾁ 1:55:17 神奈川県 1329 ハーフ男子
511 ハーフ男子３９歳以下 648 重本　大輔 ｼｹﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 1:55:18 足立区 大師の湯 1330 ハーフ男子
512 ハーフ男子３９歳以下 984 寺嶋　潤 ﾃﾗｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 1:55:28 千葉県 1336 ハーフ男子
513 ハーフ男子３９歳以下 828 渡邊　佑太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 1:55:33 北区 1339 ハーフ男子
514 ハーフ男子３９歳以下 532 母良田　正一 ﾎﾛﾀ ﾏｻｶｽﾞ 1:55:35 神奈川県 秦野麦酒会 1340 ハーフ男子
515 ハーフ男子３９歳以下 618 三瀬　祥弘 ﾐｾ ﾖｼﾋﾛ 1:55:39 千葉県 1345 ハーフ男子
516 ハーフ男子３９歳以下 610 磯田　忠盛 ｲｿﾀﾞ ﾀﾀﾞﾓﾘ 1:55:46 葛飾区 1351 ハーフ男子
517 ハーフ男子３９歳以下 764 金子　重晴 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾊﾙ 1:55:57 埼玉県 1363 ハーフ男子
518 ハーフ男子３９歳以下 702 中田　洋介 ﾅｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 1:55:57 足立区 Ａｐｒｉｃｏｔ 1364 ハーフ男子
519 ハーフ男子３９歳以下 10007 長塚　俊幸 ﾅｶﾞﾂｶ ﾄｼﾕｷ 1:55:58 千葉県 1366 ハーフ男子
520 ハーフ男子３９歳以下 460 青池　悠介 ｱｵｲｹ ﾕｳｽｹ 1:55:59 渋谷区 マダックス 1367 ハーフ男子
521 ハーフ男子３９歳以下 1047 徳永　朋広 ﾄｸﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾛ 1:56:12 日野市 1381 ハーフ男子
522 ハーフ男子３９歳以下 948 中野　雄介 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 1:56:15 江東区 1382 ハーフ男子
523 ハーフ男子３９歳以下 856 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 1:56:15 神奈川県 ＪＲ武蔵中原 1383 ハーフ男子
524 ハーフ男子３９歳以下 905 前田　弘 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 1:56:18 千葉県 浦安タモリＣ 1389 ハーフ男子
525 ハーフ男子３９歳以下 601 伊藤　正剛 ｲﾄｳ ﾏｻﾀｹ 1:56:21 府中市 ★グルメ団★ 1393 ハーフ男子
526 ハーフ男子３９歳以下 615 中島　義人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾄ 1:56:21 千代田区 1394 ハーフ男子
527 ハーフ男子３９歳以下 497 吾妻　政明 ｱｽﾞﾏ ﾏｻｱｷ 1:56:23 千葉県 1396 ハーフ男子
528 ハーフ男子３９歳以下 217 要海　成之 ﾖｳｶｲ ｼｹﾞﾕｷ 1:56:29 神奈川県 1403 ハーフ男子
529 ハーフ男子３９歳以下 1136 早川　友幸 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 1:56:30 埼玉県 1406 ハーフ男子
530 ハーフ男子３９歳以下 961 細田　貞明 ﾎｿﾀﾞ ｻﾀﾞｱｷ 1:56:31 葛飾区 1407 ハーフ男子
531 ハーフ男子３９歳以下 153 関原　鉄平 ｾｷﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 1:56:33 江東区 三晃ＨＤ 1409 ハーフ男子
532 ハーフ男子３９歳以下 577 嶋田　安彦 ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ 1:56:33 江戸川区 ＪＣＬ 1410 ハーフ男子
533 ハーフ男子３９歳以下 988 石澤　知幸 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 1:56:36 千葉県 1411 ハーフ男子
534 ハーフ男子３９歳以下 852 飯田　史昭 ｲｲﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 1:56:39 栃木県 高橋レーシング 1413 ハーフ男子
535 ハーフ男子３９歳以下 844 大平　信裕 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1:56:39 八王子市 1415 ハーフ男子
536 ハーフ男子３９歳以下 838 土居　拓史 ﾄﾞｲ ﾀｸｼﾞ 1:56:40 埼玉県 グリーンハウス 1416 ハーフ男子
537 ハーフ男子３９歳以下 951 金山　勝民 ｶﾈﾔﾏ ｶﾂﾀﾐ 1:56:42 埼玉県 1417 ハーフ男子
538 ハーフ男子３９歳以下 258 井上　謙一 ｲﾉｳｴ ｹﾝｲﾁ 1:56:43 千葉県 1419 ハーフ男子
539 ハーフ男子３９歳以下 661 多田　貴保 ﾀﾀﾞ ﾀｶﾔｽ 1:56:49 江東区 1429 ハーフ男子
540 ハーフ男子３９歳以下 339 横田　徳行 ﾖｺﾀ ﾄｸﾕｷ 1:56:49 板橋区 1430 ハーフ男子
541 ハーフ男子３９歳以下 792 森下　修司 ﾓﾘｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 1:56:49 杉並区 迷走倶楽部 1431 ハーフ男子
542 ハーフ男子３９歳以下 796 富谷　大樹 ﾄﾐﾀﾆ ﾀﾞｲｼﾞｭ 1:56:56 神奈川県 1440 ハーフ男子
543 ハーフ男子３９歳以下 710 江川　英知 ｴｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄﾓ 1:56:58 足立区 れんが屋 1442 ハーフ男子
544 ハーフ男子３９歳以下 518 福村　一樹 ﾌｸﾑﾗ ｶｽﾞｷ 1:57:03 杉並区 1445 ハーフ男子
545 ハーフ男子３９歳以下 772 村山　聡 ﾑﾗﾔﾏ ｻﾄｼ 1:57:04 足立区 1449 ハーフ男子
546 ハーフ男子３９歳以下 546 折谷　征晴 ｵﾘﾀﾆ ﾏｻﾊﾙ 1:57:11 葛飾区 ラリプー 1452 ハーフ男子
547 ハーフ男子３９歳以下 397 寺内　直樹 ﾃﾗｳﾁ ﾅｵｷ 1:57:13 清瀬市 ＪＣＳＷ 1454 ハーフ男子
548 ハーフ男子３９歳以下 972 佐藤　幸一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 1:57:15 千葉県 1456 ハーフ男子
549 ハーフ男子３９歳以下 1074 笠倉　康司 ｶｻｸﾗ ｺｳｼﾞ 1:57:18 埼玉県 1458 ハーフ男子
550 ハーフ男子３９歳以下 575 横井　弘史 ﾖｺｲ ﾋﾛｼ 1:57:19 江東区 ★千住ＡＣ★ 1459 ハーフ男子
551 ハーフ男子３９歳以下 1154 菅井　隆 ｽｶﾞｲ ﾀｶｼ 1:57:27 足立区 1463 ハーフ男子
552 ハーフ男子３９歳以下 642 柳原　雅樹 ﾔﾅﾊﾗ ﾏｻｷ 1:57:29 葛飾区 グレシステム 1465 ハーフ男子
553 ハーフ男子３９歳以下 977 堀渕　弘 ﾎﾘﾌﾞﾁ ﾋﾛｼ 1:57:36 墨田区 1467 ハーフ男子
554 ハーフ男子３９歳以下 1046 横田　友樹 ﾖｺﾀ ﾄﾓｷ 1:57:38 埼玉県 足立区新田学園 1468 ハーフ男子
555 ハーフ男子３９歳以下 1037 福田　敬太 ﾌｸﾀﾞ ｹｲﾀ 1:57:41 千葉県 1474 ハーフ男子
556 ハーフ男子３９歳以下 509 川中　謙次 ｶﾜﾅｶ ｹﾝｼﾞ 1:57:41 神奈川県 1476 ハーフ男子
557 ハーフ男子３９歳以下 665 岡　剣志 ｵｶ ｹﾝｼﾞ 1:57:45 中野区 パリ日本人学校 1478 ハーフ男子
558 ハーフ男子３９歳以下 1224 福田　純之助 ﾌｸﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 1:57:52 千葉県 1481 ハーフ男子
559 ハーフ男子３９歳以下 473 田邉　恒明 ﾀﾅﾍﾞ ﾂﾈｱｷ 1:57:53 練馬区 トリコロール 1482 ハーフ男子
560 ハーフ男子３９歳以下 1030 川鍋　孝行 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 1:57:54 府中市 1483 ハーフ男子
561 ハーフ男子３９歳以下 10003 平山　誠 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｺﾄ 1:57:56 練馬区 1485 ハーフ男子
562 ハーフ男子３９歳以下 612 坂本　英典 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 1:57:59 千葉県 1489 ハーフ男子
563 ハーフ男子３９歳以下 478 吉成　孝太郎 ﾖｼﾅﾘ ｺｳﾀﾛｳ 1:58:02 千葉県 1494 ハーフ男子
564 ハーフ男子３９歳以下 493 及川　学 ｵｲｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 1:58:03 足立区 1495 ハーフ男子
565 ハーフ男子３９歳以下 1229 佐藤　出帆 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾎ 1:58:03 杉並区 ＳＭＳ 1496 ハーフ男子
566 ハーフ男子３９歳以下 294 鈴木　隆幸 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 1:58:07 荒川区 川田Ｒ．Ｃ． 1499 ハーフ男子
567 ハーフ男子３９歳以下 551 宮崎　陽介 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 1:58:08 千葉県 マブチモーター 1501 ハーフ男子
568 ハーフ男子３９歳以下 738 岩崎　晋作 ｲﾜｻｷ ｼﾝｻｸ 1:58:08 文京区 1504 ハーフ男子
569 ハーフ男子３９歳以下 762 木本　利行 ｷﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 1:58:10 千葉県 1507 ハーフ男子
570 ハーフ男子３９歳以下 647 本多　俊輔 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 1:58:17 足立区 1515 ハーフ男子
571 ハーフ男子３９歳以下 545 楠　雅和 ｸｽﾉｷ ﾏｻｶｽﾞ 1:58:20 八王子市 1517 ハーフ男子
572 ハーフ男子３９歳以下 746 中川　剛 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 1:58:22 千葉県 市川ＪＣ 1519 ハーフ男子
573 ハーフ男子３９歳以下 559 田野井　勉 ﾀﾉｲ ﾂﾄﾑ 1:58:22 神奈川県 1520 ハーフ男子
574 ハーフ男子３９歳以下 983 橋本　勝 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾙ 1:58:27 杉並区 1526 ハーフ男子
575 ハーフ男子３９歳以下 452 本多　香樹 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 1:58:29 立川市 1527 ハーフ男子
576 ハーフ男子３９歳以下 971 会田　克徳 ｱｲﾀ ｶﾂﾉﾘ 1:58:34 千葉県 1530 ハーフ男子
577 ハーフ男子３９歳以下 920 小林　康弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 1:58:39 中央区 1532 ハーフ男子
578 ハーフ男子３９歳以下 1080 新田　彰太 ｼﾝﾃﾞﾝ ｼｮｳﾀ 1:58:41 豊島区 1536 ハーフ男子
579 ハーフ男子３９歳以下 1204 湯原　大輔 ﾕﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 1:58:47 調布市 1545 ハーフ男子
580 ハーフ男子３９歳以下 1200 野原　秀樹 ﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 1:58:53 荒川区 1556 ハーフ男子
581 ハーフ男子３９歳以下 742 山口　暁伺 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 1:58:53 神奈川県 1557 ハーフ男子
582 ハーフ男子３９歳以下 221 倉澤　雄児 ｸﾗｻﾜ ﾕｳｼﾞ 1:58:54 江東区 1560 ハーフ男子
583 ハーフ男子３９歳以下 779 佐橋　大輔 ｻﾊﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 1:58:55 練馬区 ＪＯＨＮ 1562 ハーフ男子
584 ハーフ男子３９歳以下 903 董　海衛 ﾄﾝ ｶｲｴｲ 1:58:55 中央区 1563 ハーフ男子
585 ハーフ男子３９歳以下 878 畑仲　智史 ﾊﾀﾅｶ ｻﾄｼ 1:58:56 町田市 1564 ハーフ男子
586 ハーフ男子３９歳以下 621 川本　康彦 ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾋｺ 1:59:00 練馬区 1567 ハーフ男子
587 ハーフ男子３９歳以下 510 森田　健太郎 ﾓﾘﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 1:59:02 神奈川県 1569 ハーフ男子
588 ハーフ男子３９歳以下 969 高野　晃一 ﾀｶﾉ ｺｳｲﾁ 1:59:02 足立区 1570 ハーフ男子
589 ハーフ男子３９歳以下 797 山下　大介 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 1:59:10 葛飾区 アポロ 1575 ハーフ男子
590 ハーフ男子３９歳以下 973 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 1:59:20 埼玉県 1580 ハーフ男子
591 ハーフ男子３９歳以下 1129 大森　章弘 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 1:59:21 江東区 1581 ハーフ男子
592 ハーフ男子３９歳以下 1196 三澤　一樹 ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 1:59:28 埼玉県 1595 ハーフ男子
593 ハーフ男子３９歳以下 454 中村　悟 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾙ 1:59:32 足立区 ＨＢＳ　１ｓｔ 1596 ハーフ男子
594 ハーフ男子３９歳以下 818 鈴木　正長 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｹ 1:59:32 目黒区 1597 ハーフ男子
595 ハーフ男子３９歳以下 9 高田　裕之 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 1:59:33 神奈川県 1598 ハーフ男子
596 ハーフ男子３９歳以下 915 浅野　勝憲 ｱｻﾉ ｶﾂﾉﾘ 1:59:34 埼玉県 1599 ハーフ男子
597 ハーフ男子３９歳以下 430 石崎　拓夫 ｲｼｻﾞｷ ﾀｸｵ 1:59:36 千葉県 ★ＤＣ★ 1602 ハーフ男子
598 ハーフ男子３９歳以下 547 秋葉　大基 ｱｷﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 1:59:38 埼玉県 1605 ハーフ男子
599 ハーフ男子３９歳以下 694 浅野　三四郎 ｱｻﾉ ｻﾝｼﾛｳ 1:59:42 中央区 1610 ハーフ男子
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600 ハーフ男子３９歳以下 755 櫛田　稔明 ｸｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 1:59:43 板橋区 1611 ハーフ男子
601 ハーフ男子３９歳以下 837 吉田　慎也 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 1:59:47 神奈川県 1616 ハーフ男子
602 ハーフ男子３９歳以下 498 阿部　光麿 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾏﾛ 1:59:59 文京区 1620 ハーフ男子
603 ハーフ男子３９歳以下 687 渡辺　富士雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 1:59:59 神奈川県 1621 ハーフ男子
604 ハーフ男子３９歳以下 1167 岸本　貴憲 ｷｼﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 2:00:03 埼玉県 1623 ハーフ男子
605 ハーフ男子３９歳以下 638 門間　英樹 ﾓﾝﾏ ﾋﾃﾞｷ 2:00:05 千葉県 1625 ハーフ男子
606 ハーフ男子３９歳以下 679 関根　信一 ｾｷﾈ ｼﾝｲﾁ 2:00:07 埼玉県 1626 ハーフ男子
607 ハーフ男子３９歳以下 566 長坂　健 ﾅｶﾞｻｶ ﾀｹｼ 2:00:08 群馬県 1627 ハーフ男子
608 ハーフ男子３９歳以下 553 伊藤　禎 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 2:00:10 茨城県 ベイファン 1628 ハーフ男子
609 ハーフ男子３９歳以下 435 園部　成章 ｿﾉﾍﾞ ｼｹﾞｱｷ 2:00:11 世田谷区 1630 ハーフ男子
610 ハーフ男子３９歳以下 1054 白石　哲也 ｼﾗｲｼ ﾃﾂﾔ 2:00:12 中野区 1631 ハーフ男子
611 ハーフ男子３９歳以下 1245 高岸　信行 ﾀｶｷﾞｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 2:00:13 神奈川県 タイフーン 1632 ハーフ男子
612 ハーフ男子３９歳以下 659 河原　俊彦 ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 2:00:13 千葉県 1633 ハーフ男子
613 ハーフ男子３９歳以下 534 与能本　賢一 ﾖﾉﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 2:00:20 小金井市 Ｒｕｎ＠Ｍａｎ 1638 ハーフ男子
614 ハーフ男子３９歳以下 1033 石川　博顕 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 2:00:25 足立区 ＡＳＰ 1641 ハーフ男子
615 ハーフ男子３９歳以下 391 川村　賢史 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾌﾐ 2:00:31 千葉県 富ヶ谷ＷＳ 1645 ハーフ男子
616 ハーフ男子３９歳以下 415 小林　正典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 2:00:32 千葉県 1647 ハーフ男子
617 ハーフ男子３９歳以下 632 清水　幸男 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｵ 2:00:38 千葉県 千葉ナッツＲＣ 1651 ハーフ男子
618 ハーフ男子３９歳以下 1061 當麻　眞吾 ﾄｳﾏ ｼﾝｺﾞ 2:00:42 板橋区 島での名前は 1653 ハーフ男子
619 ハーフ男子３９歳以下 795 川村　正樹 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 2:00:51 埼玉県 1659 ハーフ男子
620 ハーフ男子３９歳以下 385 鶴巻　和幸 ﾂﾙﾏｷ ｶｽﾞﾕｷ 2:00:54 八王子市 1664 ハーフ男子
621 ハーフ男子３９歳以下 1103 田上　裕起 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｷ 2:00:59 中央区 1668 ハーフ男子
622 ハーフ男子３９歳以下 239 矢口　隼平 ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 2:01:08 渋谷区 1673 ハーフ男子
623 ハーフ男子３９歳以下 675 重本　友紀 ｼｹﾞﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 2:01:09 墨田区 1674 ハーフ男子
624 ハーフ男子３９歳以下 727 門石　憲彦 ｶﾄﾞｲｼ ﾉﾘﾋｺ 2:01:13 江東区 1677 ハーフ男子
625 ハーフ男子３９歳以下 479 奥　健太郎 ｵｸ ｹﾝﾀﾛｳ 2:01:14 品川区 1678 ハーフ男子
626 ハーフ男子３９歳以下 1203 高橋　直輝 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 2:01:28 杉並区 1684 ハーフ男子
627 ハーフ男子３９歳以下 735 半田　哲也 ﾊﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ 2:01:35 墨田区 1690 ハーフ男子
628 ハーフ男子３９歳以下 1101 石井　宏治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 2:01:36 目黒区 1693 ハーフ男子
629 ハーフ男子３９歳以下 335 結城　真吾 ﾕｳｷ ｼﾝｺﾞ 2:01:36 品川区 モセ遊走会 1694 ハーフ男子
630 ハーフ男子３９歳以下 630 渡辺　竜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳ 2:01:36 足立区 1695 ハーフ男子
631 ハーフ男子３９歳以下 1063 鎌田　豊 ｶﾏﾀ ﾕﾀｶ 2:01:37 荒川区 1696 ハーフ男子
632 ハーフ男子３９歳以下 1248 森本　研治 ﾓﾘﾓﾄ 2:01:40 神奈川県 1700 ハーフ男子
633 ハーフ男子３９歳以下 1090 鈴木　大 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 2:01:45 神奈川県 1704 ハーフ男子
634 ハーフ男子３９歳以下 620 長濱　徹宏 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾃﾂﾋﾛ 2:01:48 練馬区 1708 ハーフ男子
635 ハーフ男子３９歳以下 1183 中沢　稔 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 2:01:50 目黒区 1710 ハーフ男子
636 ハーフ男子３９歳以下 671 山本　純也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 2:01:51 埼玉県 1711 ハーフ男子
637 ハーフ男子３９歳以下 1119 斉藤　隆一 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 2:01:54 板橋区 1715 ハーフ男子
638 ハーフ男子３９歳以下 724 軸屋　陽平 ｼﾞｸﾔ ﾖｳﾍｲ 2:01:59 江東区 1720 ハーフ男子
639 ハーフ男子３９歳以下 900 村田　圭一 ﾑﾗﾀ ｹｲｲﾁ 2:01:59 埼玉県 1722 ハーフ男子
640 ハーフ男子３９歳以下 631 岩崎　芳紀 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ 2:02:06 埼玉県 ＴＤＨ 1728 ハーフ男子
641 ハーフ男子３９歳以下 604 阿部　和人 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 2:02:10 千葉県 1733 ハーフ男子
642 ハーフ男子３９歳以下 803 吉田　紫紋 ﾖｼﾀﾞ ｼﾓﾝ 2:02:24 世田谷区 エクシム 1740 ハーフ男子
643 ハーフ男子３９歳以下 802 合田　英夫 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 2:02:24 神奈川県 エクシム 1741 ハーフ男子
644 ハーフ男子３９歳以下 911 倉辺　喜之 ｸﾗﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 2:02:28 調布市 1745 ハーフ男子
645 ハーフ男子３９歳以下 1006 持塚　裕也 ﾓﾁﾂﾞｶ ﾕｳﾔ 2:02:29 江戸川区 1747 ハーフ男子
646 ハーフ男子３９歳以下 1001 大杉　良人 ｵｵｽｷﾞ ﾖｼﾄ 2:02:30 神奈川県 1748 ハーフ男子
647 ハーフ男子３９歳以下 1067 弓削　憲太郎 ﾕｹﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 2:02:36 埼玉県 1750 ハーフ男子
648 ハーフ男子３９歳以下 858 柳町　知 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ｻﾄﾙ 2:02:39 神奈川県 1751 ハーフ男子
649 ハーフ男子３９歳以下 1238 角川　純一 ﾂﾉｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:02:40 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 1752 ハーフ男子
650 ハーフ男子３９歳以下 10012 小野　昌晃 ｵﾉ ﾏｻｱｷ 2:02:50 埼玉県 ネクスコ東日本 1763 ハーフ男子
651 ハーフ男子３９歳以下 617 義盛　亮介 ﾖｼﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 2:02:51 西東京市 ちゃらんぽらん 1764 ハーフ男子
652 ハーフ男子３９歳以下 943 国森　健太郎 ｸﾆﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 2:02:56 東大和市 1768 ハーフ男子
653 ハーフ男子３９歳以下 115 松戸　泰樹 ﾏﾂﾄﾞ ﾋﾛｷ 2:02:58 神奈川県 トリコロール 1769 ハーフ男子
654 ハーフ男子３９歳以下 759 殿谷　政明 ﾄﾉｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 2:02:58 港区 1770 ハーフ男子
655 ハーフ男子３９歳以下 1120 石田　淳也 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 2:03:01 千葉県 1771 ハーフ男子
656 ハーフ男子３９歳以下 931 伊藤　晃 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 2:03:03 江戸川区 国立新美術館 1774 ハーフ男子
657 ハーフ男子３９歳以下 1143 新中　徹 ｼﾝﾅｶ ﾄｵﾙ 2:03:03 品川区 1775 ハーフ男子
658 ハーフ男子３９歳以下 651 風見　幸太朗 ｶｻﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 2:03:09 足立区 1779 ハーフ男子
659 ハーフ男子３９歳以下 785 出雲　亮吉 ｲｽﾞﾓ ﾘｮｳｷﾁ 2:03:28 北区 1787 ハーフ男子
660 ハーフ男子３９歳以下 154 武田　暁人 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 2:03:39 中央区 三晃ＨＤ 1791 ハーフ男子
661 ハーフ男子３９歳以下 747 齋藤　貴俊 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾄｼ 2:03:41 江戸川区 1793 ハーフ男子
662 ハーフ男子３９歳以下 1140 藤岡　力 ﾌｼﾞｵｶ ﾂﾄﾑ 2:03:44 茨城県 1794 ハーフ男子
663 ハーフ男子３９歳以下 711 梅本　興円 ｳﾒﾓﾄ ｺｳｴﾝ 2:03:59 江戸川区 1798 ハーフ男子
664 ハーフ男子３９歳以下 1009 鈴鹿　晃大 ｽｽﾞｶ ｱｷﾋﾛ 2:04:03 東村山市 1805 ハーフ男子
665 ハーフ男子３９歳以下 946 大門　高明 ﾀﾞｲﾓﾝ ﾀｶｱｷ 2:04:03 北区 1807 ハーフ男子
666 ハーフ男子３９歳以下 923 松田　光憲 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 2:04:10 中央区 博展 1814 ハーフ男子
667 ハーフ男子３９歳以下 1222 相原　健 ｱｲﾊﾗ ｹﾝ 2:04:13 埼玉県 1815 ハーフ男子
668 ハーフ男子３９歳以下 859 笠松　真二 ｶｻﾏﾂ ｼﾝｼﾞ 2:04:18 足立区 1819 ハーフ男子
669 ハーフ男子３９歳以下 164 中村　祐太 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 2:04:21 日野市 ＷｉｎｄＲｕｎ 1820 ハーフ男子
670 ハーフ男子３９歳以下 267 谷野　隼也 ﾔﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 2:04:22 千葉県 足立消防署 1821 ハーフ男子
671 ハーフ男子３９歳以下 266 原　琢也 ﾊﾗ ﾀｸﾔ 2:04:22 台東区 足立消防署 1822 ハーフ男子
672 ハーフ男子３９歳以下 929 村井　利充 ﾑﾗｲ ﾄｼﾐﾂ 2:04:23 足立区 1824 ハーフ男子
673 ハーフ男子３９歳以下 686 古川　将之 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾕｷ 2:04:27 茨城県 1827 ハーフ男子
674 ハーフ男子３９歳以下 871 三澤　洋介 ﾐｻﾜ ﾖｳｽｹ 2:04:34 足立区 ＴＭＥ 1830 ハーフ男子
675 ハーフ男子３９歳以下 816 池原　智 ｲｹﾊﾗ ﾄﾓ 2:04:34 埼玉県 1831 ハーフ男子
676 ハーフ男子３９歳以下 826 杉山　慶太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 2:04:36 北区 1833 ハーフ男子
677 ハーフ男子３９歳以下 1162 鈴木　充 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾙ 2:04:36 大田区 1834 ハーフ男子
678 ハーフ男子３９歳以下 1195 浦田　賢 ｳﾗﾀ ﾏｻﾙ 2:04:37 東久留米市 1835 ハーフ男子
679 ハーフ男子３９歳以下 739 江村　宇広 ｴﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 2:04:40 埼玉県 1840 ハーフ男子
680 ハーフ男子３９歳以下 1014 大木　康之 ｵｵｷ ﾔｽﾕｷ 2:05:00 国分寺市 1853 ハーフ男子
681 ハーフ男子３９歳以下 592 平田　明浩 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ 2:05:02 北区 1855 ハーフ男子
682 ハーフ男子３９歳以下 922 若杉　和徳 ﾜｶｽｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 2:05:20 大田区 1859 ハーフ男子
683 ハーフ男子３９歳以下 691 中谷　泰三 ﾅｶﾀﾆ ﾀｲｿﾞｳ 2:05:29 新宿区 1864 ハーフ男子
684 ハーフ男子３９歳以下 542 福田　昌志 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｼ 2:05:31 埼玉県 ☆男 1865 ハーフ男子
685 ハーフ男子３９歳以下 1177 鈴木　経之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 2:05:33 足立区 1868 ハーフ男子
686 ハーフ男子３９歳以下 1043 木内　啓介 ｷﾉｳﾁ ｹｲｽｹ 2:05:34 葛飾区 1870 ハーフ男子
687 ハーフ男子３９歳以下 579 石垣　光治 ｲｼｶﾞｷ ｺｳｼﾞ 2:05:36 千葉県 1871 ハーフ男子
688 ハーフ男子３９歳以下 824 岸田　雄大 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 2:05:42 埼玉県 1873 ハーフ男子
689 ハーフ男子３９歳以下 1243 牛久　駿矢 ｳｼｸ 2:05:52 葛飾区 かつしかＲＣ 1881 ハーフ男子
690 ハーフ男子３９歳以下 1242 高本　宏 ﾀｶﾓﾄ 2:05:55 葛飾区 1883 ハーフ男子
691 ハーフ男子３９歳以下 1128 和田　義一 ﾜﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 2:05:56 板橋区 1885 ハーフ男子
692 ハーフ男子３９歳以下 935 小松　健一 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 2:05:57 埼玉県 1886 ハーフ男子
693 ハーフ男子３９歳以下 680 鳥居　隆幸 ﾄﾘｲ ﾀｶﾕｷ 2:06:08 埼玉県 ＳＦＧ 1889 ハーフ男子
694 ハーフ男子３９歳以下 700 伊藤　英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 2:06:12 墨田区 1891 ハーフ男子
695 ハーフ男子３９歳以下 233 磯　雅明 ｲｿ ﾏｻｱｷ 2:06:17 墨田区 1894 ハーフ男子
696 ハーフ男子３９歳以下 934 迫　真一郎 ｻｺ ｼﾝｲﾁﾛｳ 2:06:19 埼玉県 1896 ハーフ男子
697 ハーフ男子３９歳以下 1087 久保田　俊之 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 2:06:22 品川区 1899 ハーフ男子
698 ハーフ男子３９歳以下 1230 佐々木　治 ｻｻｷ ｵｻﾑ 2:06:22 足立区 北千住酔走楽団 1900 ハーフ男子
699 ハーフ男子３９歳以下 696 竹田　恒一 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ 2:06:29 千葉県 1905 ハーフ男子
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700 ハーフ男子３９歳以下 1133 田島　祐介 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 2:06:32 江東区 早稲田大学 1910 ハーフ男子
701 ハーフ男子３９歳以下 804 宮崎　雅之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 2:06:33 葛飾区 コリちゃん 1911 ハーフ男子
702 ハーフ男子３９歳以下 643 藤野　裕 ﾄｳﾉ ﾕﾀｶ 2:06:41 神奈川県 グレシステム 1913 ハーフ男子
703 ハーフ男子３９歳以下 1139 北村　友和 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 2:06:47 練馬区 1915 ハーフ男子
704 ハーフ男子３９歳以下 834 青木　晋 ｱｵｷ ｼﾝ 2:06:48 江戸川区 1916 ハーフ男子
705 ハーフ男子３９歳以下 1079 新江　崇史 ｱﾗｴ ﾀｶｼ 2:06:49 八王子市 1917 ハーフ男子
706 ハーフ男子３９歳以下 1097 高木　圭二郎 ﾀｶｷﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 2:07:02 茨城県 1925 ハーフ男子
707 ハーフ男子３９歳以下 640 平本　正敏 ﾋﾗﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 2:07:03 足立区 1927 ハーフ男子
708 ハーフ男子３９歳以下 777 志賀　太一 ｼｶﾞ ﾀｲﾁ 2:07:06 神奈川県 1929 ハーフ男子
709 ハーフ男子３９歳以下 784 和田　啓一郎 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 2:07:12 足立区 1932 ハーフ男子
710 ハーフ男子３９歳以下 414 山﨑　充美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾖｼ 2:07:14 足立区 1933 ハーフ男子
711 ハーフ男子３９歳以下 733 立花　雅樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻｷ 2:07:19 千葉県 1935 ハーフ男子
712 ハーフ男子３９歳以下 1206 小池　裕介 ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 2:07:19 品川区 1936 ハーフ男子
713 ハーフ男子３９歳以下 819 服部　佳正 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾏｻ 2:07:22 足立区 1938 ハーフ男子
714 ハーフ男子３９歳以下 372 秋葉　茂 ｱｷﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 2:07:36 千葉県 1947 ハーフ男子
715 ハーフ男子３９歳以下 270 今榮　慎治 ｲﾏｴ ｼﾝｼﾞ 2:07:40 千葉県 ★ＯＳＣＣ★ 1951 ハーフ男子
716 ハーフ男子３９歳以下 1100 松井　知行 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾕｷ 2:07:45 江東区 1955 ハーフ男子
717 ハーフ男子３９歳以下 741 長谷川　徹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 2:07:47 神奈川県 1957 ハーフ男子
718 ハーフ男子３９歳以下 841 荒木　貴裕 ｱﾗｷ ﾀｶﾋﾛ 2:07:52 茨城県 1962 ハーフ男子
719 ハーフ男子３９歳以下 987 中村　総一郎 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 2:07:54 足立区 1964 ハーフ男子
720 ハーフ男子３９歳以下 1219 榎本　雄介 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｽｹ 2:07:56 静岡県 1965 ハーフ男子
721 ハーフ男子３９歳以下 1191 小林　健一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 2:07:59 葛飾区 1966 ハーフ男子
722 ハーフ男子３９歳以下 636 川田　茂 ｶﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 2:08:15 埼玉県 らんぶりんめん 1979 ハーフ男子
723 ハーフ男子３９歳以下 627 櫻井　光太郎 ｻｸﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ 2:08:15 千葉県 1980 ハーフ男子
724 ハーフ男子３９歳以下 516 市井　政幸 ｲﾁｲ ﾏｻﾕｷ 2:08:19 神奈川県 1981 ハーフ男子
725 ハーフ男子３９歳以下 940 相庭　英二 ｱｲﾊﾞ ｴｲｼﾞ 2:08:22 千葉県 1984 ハーフ男子
726 ハーフ男子３９歳以下 847 関根　直行 ｾｷﾈ ﾅｵﾕｷ 2:08:35 千葉県 1989 ハーフ男子
727 ハーフ男子３９歳以下 543 曽我部　洋 ｿｶﾞﾍﾞ ﾖｳ 2:08:36 千葉県 1990 ハーフ男子
728 ハーフ男子３９歳以下 655 塩崎　敦志 ｼｵｻﾞｷ ｱﾂｼ 2:08:37 江東区 1991 ハーフ男子
729 ハーフ男子３９歳以下 768 佐藤　宝生 ｻﾄｳ ﾀｶｵ 2:08:38 千葉県 1992 ハーフ男子
730 ハーフ男子３９歳以下 189 平山　智志 ﾋﾗﾔﾏ ｻﾄｼ 2:08:58 神奈川県 大師の湯 2002 ハーフ男子
731 ハーフ男子３９歳以下 821 大崎　周二郎 ｵｵｻｷ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 2:09:00 品川区 2003 ハーフ男子
732 ハーフ男子３９歳以下 1065 横尾　真彦 ﾖｺｵ ﾏｻﾋｺ 2:09:04 豊島区 チーム山吹 2007 ハーフ男子
733 ハーフ男子３９歳以下 1127 碧山　英俊 ｱｵﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 2:09:10 江東区 2010 ハーフ男子
734 ハーフ男子３９歳以下 464 飯田　哲郎 ｲｲﾀﾞ ﾃﾂｵ 2:09:15 千葉県 Ｎ島会鉄砲玉 2011 ハーフ男子
735 ハーフ男子３９歳以下 725 込山　飛鳥 ｺﾐﾔﾏ ｱｽｶ 2:09:17 埼玉県 2016 ハーフ男子
736 ハーフ男子３９歳以下 685 古橋　望 ﾌﾙﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 2:09:19 神奈川県 2017 ハーフ男子
737 ハーフ男子３９歳以下 387 七尾　伸明 ﾅﾅｵ ﾉﾌﾞｱｷ 2:09:26 目黒区 エヌツー 2020 ハーフ男子
738 ハーフ男子３９歳以下 1165 田中　貴一 ﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ 2:09:29 文京区 ＫＫＲＣ 2022 ハーフ男子
739 ハーフ男子３９歳以下 831 小山　明夫 ｺﾔﾏ ｱｷｵ 2:09:32 埼玉県 2024 ハーフ男子
740 ハーフ男子３９歳以下 541 篠﨑　淳司 ｼﾉｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 2:09:37 練馬区 2029 ハーフ男子
741 ハーフ男子３９歳以下 584 齊藤　竜也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 2:09:43 埼玉県 2032 ハーフ男子
742 ハーフ男子３９歳以下 953 内田　伸穂 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｽｲ 2:09:50 江東区 2036 ハーフ男子
743 ハーフ男子３９歳以下 441 橋本　丈 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 2:09:51 足立区 Ｈａｓｓｙ　Ｆ 2038 ハーフ男子
744 ハーフ男子３９歳以下 955 大川原　正樹 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｻｷ 2:09:53 中央区 2039 ハーフ男子
745 ハーフ男子３９歳以下 611 雨谷　祐一 ｱﾏｶﾞﾔ ﾕｳｲﾁ 2:09:54 神奈川県 ＴＤＨ 2040 ハーフ男子
746 ハーフ男子３９歳以下 1031 八町　哲也 ﾊｯﾁｮｳ ﾃﾂﾔ 2:10:00 墨田区 2043 ハーフ男子
747 ハーフ男子３９歳以下 1122 桑原　亘 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ 2:10:07 西東京市 2047 ハーフ男子
748 ハーフ男子３９歳以下 278 武智　克典 ﾀｹﾁ ｶﾂﾉﾘ 2:10:07 目黒区 ＫＫＲＣ 2048 ハーフ男子
749 ハーフ男子３９歳以下 535 新井　規礼 ｱﾗｲ ﾉﾘﾋﾛ 2:10:09 東久留米市 Ｒｕｎ＠Ｍａｎ 2050 ハーフ男子
750 ハーフ男子３９歳以下 645 林　郁 ﾊﾔｼ ｶｵﾙ 2:10:10 足立区 チリタイ 2052 ハーフ男子
751 ハーフ男子３９歳以下 813 角野　信吾 ｶｸﾉ ｼﾝｺﾞ 2:10:12 清瀬市 ＮＲＣ 2056 ハーフ男子
752 ハーフ男子３９歳以下 1025 龍口　康輔 ﾀﾂｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 2:10:15 千葉県 ＴＥＩＫＥＲＳ 2059 ハーフ男子
753 ハーフ男子３９歳以下 206 石原　弘 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ 2:10:17 千葉県 てんてこまい 2060 ハーフ男子
754 ハーフ男子３９歳以下 1021 若松　一博 ﾜｶﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 2:10:23 千葉県 2062 ハーフ男子
755 ハーフ男子３９歳以下 880 泉　孝昌 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾏｻ 2:10:25 杉並区 2063 ハーフ男子
756 ハーフ男子３９歳以下 1092 岡部　健作 ｵｶﾍﾞ ｹﾝｻｸ 2:10:25 足立区 2064 ハーフ男子
757 ハーフ男子３９歳以下 942 前田　泰慎 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾁｶ 2:10:28 埼玉県 ナマーズ 2067 ハーフ男子
758 ハーフ男子３９歳以下 850 安原　祐己 ﾔｽﾊﾗ ﾕｳｷ 2:10:29 練馬区 2069 ハーフ男子
759 ハーフ男子３９歳以下 904 須藤　毅 ｽﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 2:10:31 世田谷区 2070 ハーフ男子
760 ハーフ男子３９歳以下 1228 神山　卓也 ｶﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 2:10:34 杉並区 2073 ハーフ男子
761 ハーフ男子３９歳以下 474 山田　雄平 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 2:10:37 千葉県 2076 ハーフ男子
762 ハーフ男子３９歳以下 1058 佐藤　亮 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 2:10:37 稲城市 2077 ハーフ男子
763 ハーフ男子３９歳以下 556 加賀　勇介 ｶｶﾞ ﾕｳｽｹ 2:10:43 杉並区 2081 ハーフ男子
764 ハーフ男子３９歳以下 1070 安枝　雅俊 ﾔｽｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 2:11:01 江戸川区 2085 ハーフ男子
765 ハーフ男子３９歳以下 1134 林出　恭平 ﾊﾔｼﾃﾞ ｷｮｳﾍｲ 2:11:02 稲城市 2086 ハーフ男子
766 ハーフ男子３９歳以下 846 山田　泰弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 2:11:06 北区 2089 ハーフ男子
767 ハーフ男子３９歳以下 520 園山　豪紀 ｿﾉﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 2:11:08 千葉県 宍戸ガス 2090 ハーフ男子
768 ハーフ男子３９歳以下 261 馬場　太郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾀﾛｳ 2:11:10 東村山市 ＪＣＳＷ 2093 ハーフ男子
769 ハーフ男子３９歳以下 234 高山　薫 ﾀｶﾔﾏ ｶｵﾙ 2:11:11 大田区 2094 ハーフ男子
770 ハーフ男子３９歳以下 1231 鎌田　健作 ｶﾏﾀ ｹﾝｻｸ 2:11:17 台東区 2096 ハーフ男子
771 ハーフ男子３９歳以下 670 峪　和輝 ｻｺ ｶｽﾞｱｷ 2:11:18 江東区 しゅんくるず 2097 ハーフ男子
772 ハーフ男子３９歳以下 947 河野　敏夫 ｶﾜﾉ ﾄｼｵ 2:11:20 千葉県 2098 ハーフ男子
773 ハーフ男子３９歳以下 410 松本　直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 2:11:22 足立区 チーム忍にん 2100 ハーフ男子
774 ハーフ男子３９歳以下 781 櫻井　尚平 ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 2:11:23 世田谷区 五人組 2101 ハーフ男子
775 ハーフ男子３９歳以下 1202 山岸　靖典 ﾔﾏｷﾞｼ ﾔｽﾉﾘ 2:11:29 神奈川県 2105 ハーフ男子
776 ハーフ男子３９歳以下 1210 井上　大介 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 2:11:44 目黒区 2113 ハーフ男子
777 ハーフ男子３９歳以下 1015 吉野　忍 ﾖｼﾉ ｼﾉﾌﾞ 2:11:45 練馬区 2114 ハーフ男子
778 ハーフ男子３９歳以下 1175 加藤　翼 ｶﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 2:11:46 神奈川県 神奈工現音 2115 ハーフ男子
779 ハーフ男子３９歳以下 774 倉田　史弘 ｸﾗﾀ ﾌﾐﾋﾛ 2:12:00 足立区 2117 ハーフ男子
780 ハーフ男子３９歳以下 932 曳地　卓 ﾋｷﾁ ｽｸﾞﾙ 2:12:04 世田谷区 2118 ハーフ男子
781 ハーフ男子３９歳以下 695 安田　耕平 ﾔｽﾀﾞ ｺｳﾍｲ 2:12:05 小平市 2119 ハーフ男子
782 ハーフ男子３９歳以下 1226 芦川　周 ｱｼｶﾜ ｱﾏﾈ 2:12:11 中野区 2121 ハーフ男子
783 ハーフ男子３９歳以下 487 岡澤　学 ｵｶｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 2:12:27 足立区 2127 ハーフ男子
784 ハーフ男子３９歳以下 750 和田　貴秀 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 2:12:30 茨城県 ウィンドラン 2129 ハーフ男子
785 ハーフ男子３９歳以下 340 福澤　昌俊 ﾌｸｻﾞﾜ ﾏｻﾄｼ 2:12:30 群馬県 2130 ハーフ男子
786 ハーフ男子３９歳以下 332 村上　哲久 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾋｻ 2:12:32 荒川区 2133 ハーフ男子
787 ハーフ男子３９歳以下 886 加藤　敦 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 2:12:36 埼玉県 2134 ハーフ男子
788 ハーフ男子３９歳以下 827 長谷川　俊和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 2:12:44 北区 2136 ハーフ男子
789 ハーフ男子３９歳以下 873 浅賀　悠有 ｱｻｶ ﾕｳﾕｳ 2:12:47 神奈川県 2138 ハーフ男子
790 ハーフ男子３９歳以下 753 佐々木　淳 ｻｻｷ ｱﾂｼ 2:12:50 足立区 2139 ハーフ男子
791 ハーフ男子３９歳以下 1091 石渡　巧 ｲｼﾜﾀ ﾀｸﾐ 2:12:50 神奈川県 神奈川工科大学 2140 ハーフ男子
792 ハーフ男子３９歳以下 589 五十嵐　希一 ｲｶﾞﾗｼ ｷｲﾁ 2:13:00 清瀬市 ＪＣＳＷ 2144 ハーフ男子
793 ハーフ男子３９歳以下 1085 北川　裕之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 2:13:04 千葉県 2147 ハーフ男子
794 ハーフ男子３９歳以下 952 木村　孝一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 2:13:17 足立区 2149 ハーフ男子
795 ハーフ男子３９歳以下 1211 内山　健太郎 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 2:13:38 千葉県 2160 ハーフ男子
796 ハーフ男子３９歳以下 126 前田　健輔 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｽｹ 2:13:38 江東区 カワフクラブ 2161 ハーフ男子
797 ハーフ男子３９歳以下 1130 秋本　勇気 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｷ 2:13:41 足立区 北千住酔走楽団 2163 ハーフ男子
798 ハーフ男子３９歳以下 1190 山田　徹 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 2:14:08 江東区 2168 ハーフ男子
799 ハーフ男子３９歳以下 897 清水　誠 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 2:14:17 足立区 2170 ハーフ男子
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800 ハーフ男子３９歳以下 1197 塩川　遥斗 ｼｵｶﾜ ﾊﾙﾄ 2:14:26 神奈川県 神奈工現音 2176 ハーフ男子
801 ハーフ男子３９歳以下 996 大島　大五郎 ｵｵｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 2:14:27 港区 2179 ハーフ男子
802 ハーフ男子３９歳以下 1212 伊藤　康児 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 2:14:29 神奈川県 Ｎ＆Ａ　ＪＢＣ 2181 ハーフ男子
803 ハーフ男子３９歳以下 979 吉原　圭輔 ﾖｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 2:14:31 葛飾区 2182 ハーフ男子
804 ハーフ男子３９歳以下 1244 原沢　隆弘 ﾊﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 2:14:43 板橋区 タイフーン 2185 ハーフ男子
805 ハーフ男子３９歳以下 697 伊橋　正智 ｲﾊｼ ﾏｻﾄﾓ 2:14:58 中央区 2188 ハーフ男子
806 ハーフ男子３９歳以下 1118 田口　朋之 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 2:15:02 練馬区 2190 ハーフ男子
807 ハーフ男子３９歳以下 976 矢島　亜仁 ﾔｼﾞﾏ ﾂｸﾞﾋﾄ 2:15:05 神奈川県 2191 ハーフ男子
808 ハーフ男子３９歳以下 1069 仲里　宗明 ﾅｶｻﾞﾄ ﾑﾈｱｷ 2:15:17 足立区 2195 ハーフ男子
809 ハーフ男子３９歳以下 936 成原　貴博 ﾅﾘﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 2:15:17 北区 2196 ハーフ男子
810 ハーフ男子３９歳以下 1178 清水　拓也 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 2:15:18 埼玉県 2197 ハーフ男子
811 ハーフ男子３９歳以下 799 岩野　雄介 ｲﾜﾉ ﾕｳｽｹ 2:15:21 葛飾区 アポロ 2199 ハーフ男子
812 ハーフ男子３９歳以下 1099 伏木　賢一 ﾌｼｷ ｹﾝｲﾁ 2:15:30 千葉県 2202 ハーフ男子
813 ハーフ男子３９歳以下 960 横澤　正憲 ﾖｺｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 2:15:32 足立区 2204 ハーフ男子
814 ハーフ男子３９歳以下 1145 津田　治彦 ﾂﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 2:15:37 江戸川区 2205 ハーフ男子
815 ハーフ男子３９歳以下 668 国井　高広 ｸﾆｲ ﾀｶﾋﾛ 2:15:44 江戸川区 2207 ハーフ男子
816 ハーフ男子３９歳以下 1045 小友　卓哉 ｵﾄﾓ ﾀｸﾔ 2:15:44 江戸川区 2208 ハーフ男子
817 ハーフ男子３９歳以下 861 栗原　勇也 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾔ 2:15:56 足立区 ＴＭＥ 2214 ハーフ男子
818 ハーフ男子３９歳以下 240 神保　努 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾂﾄﾑ 2:16:04 豊島区 2219 ハーフ男子
819 ハーフ男子３９歳以下 894 山元　貴尚 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 2:16:12 墨田区 2222 ハーフ男子
820 ハーフ男子３９歳以下 1227 本郷　寛記 ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾛｷ 2:16:22 千葉県 2229 ハーフ男子
821 ハーフ男子３９歳以下 1034 酒井　孝二 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 2:16:22 北区 2230 ハーフ男子
822 ハーフ男子３９歳以下 1116 大亀　智史 ｵｵｶﾒ ｻﾄｼ 2:16:29 北区 2231 ハーフ男子
823 ハーフ男子３９歳以下 1008 穴澤　勝彦 ｱﾅｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ 2:16:32 埼玉県 2233 ハーフ男子
824 ハーフ男子３９歳以下 563 野崎　睦 ﾉｻﾞｷ ﾑﾂﾐ 2:16:34 千葉県 2234 ハーフ男子
825 ハーフ男子３９歳以下 1098 浅野　翔太 ｱｻﾉ ｼｮｳﾀ 2:16:34 小金井市 2236 ハーフ男子
826 ハーフ男子３９歳以下 763 田村　圭史 ﾀﾑﾗ ｹｲｼﾞ 2:16:36 小平市 2238 ハーフ男子
827 ハーフ男子３９歳以下 613 野村　和広 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 2:16:37 埼玉県 エボルバ 2240 ハーフ男子
828 ハーフ男子３９歳以下 386 山城　邦央 ﾔﾏｼﾛ ｸﾆｵ 2:16:56 東大和市 2246 ハーフ男子
829 ハーフ男子３９歳以下 893 奥野　晃司 ｵｸﾉ ｺｳｼﾞ 2:17:00 町田市 2248 ハーフ男子
830 ハーフ男子３９歳以下 798 上藤　光章 ｶﾐﾌｼﾞ ﾐﾂｱｷ 2:17:08 葛飾区 アポロ 2251 ハーフ男子
831 ハーフ男子３９歳以下 1081 友部　繁 ﾄﾓﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 2:17:14 茨城県 2253 ハーフ男子
832 ハーフ男子３９歳以下 1105 須藤　敦士 ｽﾄﾞｳ ｱﾂｼ 2:17:15 板橋区 2254 ハーフ男子
833 ハーフ男子３９歳以下 595 大竹　祐人 ｵｵﾀｹ ﾕｳﾄ 2:17:17 千代田区 2255 ハーフ男子
834 ハーフ男子３９歳以下 1185 井上　信行 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 2:17:20 江戸川区 2256 ハーフ男子
835 ハーフ男子３９歳以下 1187 茂呂　宜英 ﾓﾛ ﾖｼﾋﾃﾞ 2:17:21 足立区 2257 ハーフ男子
836 ハーフ男子３９歳以下 1182 新沼　拓也 ﾆｲﾇﾏ ﾀｸﾔ 2:17:21 千葉県 2258 ハーフ男子
837 ハーフ男子３９歳以下 1107 吉岡　栄太郎 ﾖｼｵｶ ｴｲﾀﾛｳ 2:17:32 武蔵野市 2264 ハーフ男子
838 ハーフ男子３９歳以下 1138 三浦　大輝 ﾐｳﾗ ﾀｲｷ 2:17:33 大田区 2265 ハーフ男子
839 ハーフ男子３９歳以下 1218 吉良　雅公 ｷﾗ ﾏｻﾕｷ 2:17:36 足立区 2267 ハーフ男子
840 ハーフ男子３９歳以下 273 石橋　祐三 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｿﾞｳ 2:17:38 千葉県 2268 ハーフ男子
841 ハーフ男子３９歳以下 1193 田渕　俊樹 ﾀﾌﾞﾁ ﾄｼｷ 2:17:39 台東区 2269 ハーフ男子
842 ハーフ男子３９歳以下 956 工藤　理 ｸﾄﾞｳ ｵｻﾑ 2:17:40 神奈川県 2270 ハーフ男子
843 ハーフ男子３９歳以下 513 平野　一誠 ﾋﾗﾉ ｲｯｾｲ 2:17:40 神奈川県 2271 ハーフ男子
844 ハーフ男子３９歳以下 757 高岡　康視 ﾀｶｵｶ ﾔｽｼ 2:17:51 足立区 2277 ハーフ男子
845 ハーフ男子３９歳以下 1056 佐藤　貴裕 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 2:17:58 埼玉県 2278 ハーフ男子
846 ハーフ男子３９歳以下 928 奥田　継範 ｵｸﾀﾞ ﾂｸﾞﾉﾘ 2:18:04 神奈川県 2280 ハーフ男子
847 ハーフ男子３９歳以下 1159 富岡　孝夫 ﾄﾐｵｶ ﾀｶｵ 2:18:23 足立区 2284 ハーフ男子
848 ハーフ男子３９歳以下 919 石山　道亮 ｲｼﾔﾏ ﾐﾁｱｷ 2:18:31 江東区 2286 ハーフ男子
849 ハーフ男子３９歳以下 245 佐藤　達哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 2:18:32 大田区 イチノクラ 2287 ハーフ男子
850 ハーフ男子３９歳以下 622 平山　哲 ﾋﾗﾔﾏ ﾃﾂ 2:18:33 中央区 2288 ハーフ男子
851 ハーフ男子３９歳以下 1221 相原　正臣 ｱｲﾊﾗ ﾏｻｵﾐ 2:18:33 埼玉県 2289 ハーフ男子
852 ハーフ男子３９歳以下 1171 佐藤　敏也 ｻﾄｳ ﾄｼﾅﾘ 2:18:55 千葉県 日立ハイテク 2296 ハーフ男子
853 ハーフ男子３９歳以下 424 山崎　良純 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｽﾞﾐ 2:19:01 葛飾区 2298 ハーフ男子
854 ハーフ男子３９歳以下 1115 池田　信 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 2:19:06 足立区 2300 ハーフ男子
855 ハーフ男子３９歳以下 1251 手塚　康博 ﾃﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 2:19:19 町田市 帝京科学大職員 2306 ハーフ男子
856 ハーフ男子３９歳以下 721 野崎　繁雄 ﾉｻﾞｷ ｼｹﾞｵ 2:19:20 文京区 寅之介 2307 ハーフ男子
857 ハーフ男子３９歳以下 992 松本　徹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ 2:19:25 神奈川県 ＨＲＣ 2309 ハーフ男子
858 ハーフ男子３９歳以下 485 市川　克巳 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾐ 2:19:27 千葉県 2312 ハーフ男子
859 ハーフ男子３９歳以下 954 金　徳順 ｷﾝ ﾄｸｼﾞｭﾝ 2:19:55 埼玉県 ＫＲＣ 2320 ハーフ男子
860 ハーフ男子３９歳以下 1126 中嶋　睦剛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｻ 2:20:08 神奈川県 2323 ハーフ男子
861 ハーフ男子３９歳以下 718 長谷部　貢史 ﾊｾﾍﾞ ﾐﾂﾋﾄ 2:20:09 中野区 2324 ハーフ男子
862 ハーフ男子３９歳以下 1198 細野　雄太 ﾎｿﾉ ﾕｳﾀ 2:20:14 神奈川県 神奈工現音 2327 ハーフ男子
863 ハーフ男子３９歳以下 833 佐々木　裕之 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 2:20:29 神奈川県 ＦＦＣ 2330 ハーフ男子
864 ハーフ男子３９歳以下 1160 茂泉　光一 ﾓｲｽﾞﾐ ｺｳｲﾁ 2:20:39 葛飾区 2334 ハーフ男子
865 ハーフ男子３９歳以下 624 正木　修仁 ﾏｻｷ ﾅｵﾄ 2:21:07 文京区 のこのこ走る会 2341 ハーフ男子
866 ハーフ男子３９歳以下 974 高橋　直之 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾕｷ 2:21:13 千葉県 2345 ハーフ男子
867 ハーフ男子３９歳以下 730 篠原　大起 ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 2:21:30 江東区 2350 ハーフ男子
868 ハーフ男子３９歳以下 1111 日暮　将宏 ﾋｸﾞﾗｼ ﾏｻﾋﾛ 2:21:42 千葉県 2352 ハーフ男子
869 ハーフ男子３９歳以下 48 草薙　和春 ｸｻﾅｷﾞ ｶｽﾞﾊﾙ 2:21:44 町田市 玉川学園治療室 2354 ハーフ男子
870 ハーフ男子３９歳以下 769 福原　善行 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 2:21:48 西東京市 ちゃらんぽらん 2355 ハーフ男子
871 ハーフ男子３９歳以下 673 宮崎　健二 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 2:21:52 荒川区 郵便局（株） 2357 ハーフ男子
872 ハーフ男子３９歳以下 875 久野　太輔 ｸﾉ ﾀｲｽｹ 2:21:54 神奈川県 魚や一丁 2359 ハーフ男子
873 ハーフ男子３９歳以下 486 島津　斉 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾄｼ 2:21:57 神奈川県 献血供給事業団 2360 ハーフ男子
874 ハーフ男子３９歳以下 644 千葉　康史 ﾁﾊﾞ ﾔｽｼ 2:22:00 北区 2361 ハーフ男子
875 ハーフ男子３９歳以下 576 緑川　雄太 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 2:22:09 新宿区 ★千住ＡＣ★ 2363 ハーフ男子
876 ハーフ男子３９歳以下 1064 宮本　哲夫 ﾐﾔﾓﾄ ﾃﾂｵ 2:22:18 板橋区 チームくすのき 2365 ハーフ男子
877 ハーフ男子３９歳以下 1225 橋　秀知 ﾊｼ ﾋﾃﾞﾄﾓ 2:22:54 神奈川県 2371 ハーフ男子
878 ハーフ男子３９歳以下 1048 関　太清 ｾｷ ﾀｲｾｲ 2:22:54 足立区 港特別支援学校 2373 ハーフ男子
879 ハーフ男子３９歳以下 810 小高　央隆 ｺﾀﾞｶ ﾋﾛﾀｶ 2:22:57 千葉県 2374 ハーフ男子
880 ハーフ男子３９歳以下 1152 濱上　輝 ﾊﾏｳｴ ﾋｶﾙ 2:22:58 府中市 2375 ハーフ男子
881 ハーフ男子３９歳以下 1151 田中　智之 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 2:22:58 府中市 2376 ハーフ男子
882 ハーフ男子３９歳以下 980 岩田　啓志 ｲﾜﾀ ｹｲｼﾞ 2:22:59 千葉県 東京東信用金庫 2377 ハーフ男子
883 ハーフ男子３９歳以下 502 荒川　琢治 ｱﾗｶﾜ ﾀｸｼﾞ 2:23:06 江戸川区 2380 ハーフ男子
884 ハーフ男子３９歳以下 1016 野城　亮介 ﾉｼﾛ ﾘｮｳｽｹ 2:23:15 葛飾区 2382 ハーフ男子
885 ハーフ男子３９歳以下 1132 野口　博貴 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 2:23:20 大田区 2384 ハーフ男子
886 ハーフ男子３９歳以下 690 池田　貴弥 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾔ 2:23:26 千葉県 2387 ハーフ男子
887 ハーフ男子３９歳以下 1096 宮本　和孝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾀｶ 2:23:36 足立区 2391 ハーフ男子
888 ハーフ男子３９歳以下 1188 折原　秀典 ｵﾘﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 2:23:43 埼玉県 足立区新田学園 2392 ハーフ男子
889 ハーフ男子３９歳以下 247 小野沢　和也 ｵﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 2:23:46 大田区 イチノクラ 2394 ハーフ男子
890 ハーフ男子３９歳以下 808 藤田　聡一郎 ﾌｼﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 2:23:47 世田谷区 2395 ハーフ男子
891 ハーフ男子３９歳以下 1032 田中　猛 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 2:23:55 目黒区 2397 ハーフ男子
892 ハーフ男子３９歳以下 882 齋藤　雅起 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 2:24:13 埼玉県 2402 ハーフ男子
893 ハーフ男子３９歳以下 1000 森山　洋一 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 2:24:20 目黒区 2403 ハーフ男子
894 ハーフ男子３９歳以下 806 持丸　一弘 ﾓﾁﾏﾙ ｶｽﾞﾋﾛ 2:24:31 千葉県 2406 ハーフ男子
895 ハーフ男子３９歳以下 674 長崎　隆広 ﾅｶﾞｻｷ ﾀｶﾋﾛ 2:24:35 練馬区 2408 ハーフ男子
896 ハーフ男子３９歳以下 1150 たかむら　たけし ﾀｶﾑﾗ ﾀｹｼ 2:24:37 足立区 2410 ハーフ男子
897 ハーフ男子３９歳以下 1076 篠原　雄一郎 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2:24:46 足立区 2412 ハーフ男子
898 ハーフ男子３９歳以下 959 濱田　光翼 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 2:24:59 足立区 モグランポ 2417 ハーフ男子
899 ハーフ男子３９歳以下 707 森　貴志 ﾓﾘ ﾀｶｼ 2:25:04 足立区 リバプール 2418 ハーフ男子
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900 ハーフ男子３９歳以下 927 五十嵐　秋夫 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷｵ 2:25:14 埼玉県 2420 ハーフ男子
901 ハーフ男子３９歳以下 1141 田口　育宏 ﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 2:25:28 調布市 2423 ハーフ男子
902 ハーフ男子３９歳以下 1217 村井　秀郎 ﾑﾗｲ ﾋﾃﾞｵ 2:25:31 神奈川県 2425 ハーフ男子
903 ハーフ男子３９歳以下 1179 高津戸　基喜 ﾀｶﾂﾄ ﾓﾄｷ 2:25:43 葛飾区 2427 ハーフ男子
904 ハーフ男子３９歳以下 458 大野　兼司 ｵｵﾉ ｹﾝｼﾞ 2:25:48 江戸川区 2428 ハーフ男子
905 ハーフ男子３９歳以下 924 星野　剛志 ﾎｼﾉ ﾀｹｼ 2:25:52 千葉県 2430 ハーフ男子
906 ハーフ男子３９歳以下 249 阿部　祥信 ｱﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 2:26:05 千葉県 ＹＹ－ＬＡＢ 2433 ハーフ男子
907 ハーフ男子３９歳以下 46 馬場　武 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ 2:26:09 小金井市 てんてこまい 2436 ハーフ男子
908 ハーフ男子３９歳以下 891 堀口　諒一 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 2:26:09 神奈川県 2437 ハーフ男子
909 ハーフ男子３９歳以下 1059 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 2:26:12 神奈川県 2439 ハーフ男子
910 ハーフ男子３９歳以下 1110 奥村　泰輝 ｵｸﾑﾗ ﾀｲｷ 2:26:15 小平市 ＮＩＡＤ－ＵＥ 2441 ハーフ男子
911 ハーフ男子３９歳以下 423 佐々木　楽 ｻｻｷ ｶﾞｸ 2:26:15 中野区 ウインドラン 2442 ハーフ男子
912 ハーフ男子３９歳以下 204 佐々木　俊輔 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 2:26:15 埼玉県 ＷｉｎｄＲｕｎ 2443 ハーフ男子
913 ハーフ男子３９歳以下 970 鈴木　健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 2:26:30 西東京市 オプションズ 2444 ハーフ男子
914 ハーフ男子３９歳以下 10004 大嶋　健 ｵｵｼﾏ ｹﾝ 2:26:42 世田谷区 2447 ハーフ男子
915 ハーフ男子３９歳以下 835 網倉　慎 ｱﾐｸﾗ ﾏｺﾄ 2:26:44 千葉県 2448 ハーフ男子
916 ハーフ男子３９歳以下 887 半井　伸太郎 ﾅｶﾗｲ ｼﾝﾀﾛｳ 2:26:47 埼玉県 2452 ハーフ男子
917 ハーフ男子３９歳以下 1194 篠原　正之 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 2:26:47 葛飾区 2453 ハーフ男子
918 ハーフ男子３９歳以下 1121 山田　康博 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 2:26:56 千葉県 ヤン坊マン坊 2458 ハーフ男子
919 ハーフ男子３９歳以下 1084 宮澤　有樹宣 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾉﾘ 2:27:01 江戸川区 2459 ハーフ男子
920 ハーフ男子３９歳以下 402 住吉　正明 ｽﾐﾖｼ ﾏｻｱｷ 2:27:04 千葉県 2461 ハーフ男子
921 ハーフ男子３９歳以下 398 西川　傑 ﾆｼｶﾜ ｽｸﾞﾙ 2:27:23 神奈川県 ＪＣＳＷ 2465 ハーフ男子
922 ハーフ男子３９歳以下 413 中野　剛 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 2:27:36 世田谷区 2468 ハーフ男子
923 ハーフ男子３９歳以下 898 古賀　恵介 ｺｶﾞ ｹｲｽｹ 2:27:37 千葉県 ネクスコ東日本 2469 ハーフ男子
924 ハーフ男子３９歳以下 916 青木　和久 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｻ 2:27:41 江東区 2470 ハーフ男子
925 ハーフ男子３９歳以下 754 高野　雄一郎 ﾀｶﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2:27:42 練馬区 Ｃｈａｌｋ　Ｄ 2471 ハーフ男子
926 ハーフ男子３９歳以下 1201 宇野　修司 ｳﾉ ｼｭｳｼﾞ 2:27:51 世田谷区 2473 ハーフ男子
927 ハーフ男子３９歳以下 994 勝　佑貴 ｶﾂ ﾕｳｷ 2:28:06 足立区 2475 ハーフ男子
928 ハーフ男子３９歳以下 1102 石田　光一 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 2:28:18 神奈川県 2476 ハーフ男子
929 ハーフ男子３９歳以下 1013 菅原　一久 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｻ 2:28:21 神奈川県 2478 ハーフ男子
930 ハーフ男子３９歳以下 965 新井　貞敏 ｱﾗｲ ｻﾀﾞﾄｼ 2:28:28 千葉県 2480 ハーフ男子
931 ハーフ男子３９歳以下 663 八木原　良輔 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ 2:28:35 練馬区 2481 ハーフ男子
932 ハーフ男子３９歳以下 998 武藤　治男 ﾑﾄｳ ﾊﾙｵ 2:28:57 足立区 2483 ハーフ男子
933 ハーフ男子３９歳以下 653 三好　英明 ﾐﾖｼ ﾋﾃﾞｱｷ 2:28:58 江東区 2484 ハーフ男子
934 ハーフ男子３９歳以下 857 福林　雄一朗 ﾌｸﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 2:29:01 神奈川県 2486 ハーフ男子
935 ハーフ男子３９歳以下 1114 加藤　千晴 ｶﾄｳ ﾁﾊﾙ 2:29:02 台東区 2487 ハーフ男子
936 ハーフ男子３９歳以下 990 斉藤　俊之 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 2:29:14 日の出町 2490 ハーフ男子
937 ハーフ男子３９歳以下 501 佐藤　優 ｻﾄｳ ｽｸﾞﾙ 2:29:18 目黒区 夢∞幻 2491 ハーフ男子
938 ハーフ男子３９歳以下 843 清田　純一 ｷﾖﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:29:22 千葉県 2493 ハーフ男子
939 ハーフ男子３９歳以下 1077 前野　正博 ﾏｴﾉ ﾏｻﾋﾛ 2:29:28 台東区 らんぶりんめん 2494 ハーフ男子
940 ハーフ男子３９歳以下 10005 小俣　大輔 ｵﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 2:29:41 山梨県 テイカーズ 2496 ハーフ男子
941 ハーフ男子３９歳以下 605 宮川　英巳 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐ 2:29:50 世田谷区 2497 ハーフ男子
942 ハーフ男子３９歳以下 195 中村　諒 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 2:30:05 江東区 有明ＳＣ 2500 ハーフ男子
943 ハーフ男子３９歳以下 1112 古川　偉嗣 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹｼ 2:30:11 足立区 2502 ハーフ男子
944 ハーフ男子３９歳以下 978 小林　歩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 2:30:34 足立区 2505 ハーフ男子
945 ハーフ男子３９歳以下 914 西川　雄三 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｿﾞｳ 2:30:40 世田谷区 2506 ハーフ男子
946 ハーフ男子３９歳以下 639 川上　太郎 ｶﾜｶﾐ ﾀﾛｳ 2:31:08 新宿区 ミサワＲＣ 2509 ハーフ男子
947 ハーフ男子３９歳以下 1148 前田　聡志 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 2:31:47 千葉県 2515 ハーフ男子
948 ハーフ男子３９歳以下 820 佐橋　俊介 ｻﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 2:31:51 目黒区 2516 ハーフ男子
949 ハーフ男子３９歳以下 10008 稲永　大地 ｲﾅﾅｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 2:31:55 北区 2517 ハーフ男子
950 ハーフ男子３９歳以下 222 望月　大幸 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 2:32:07 墨田区 2520 ハーフ男子
951 ハーフ男子３９歳以下 1106 由井　亨 ﾕｲ ﾄｵﾙ 2:32:12 神奈川県 2521 ハーフ男子
952 ハーフ男子３９歳以下 527 柳川瀬　佳成 ﾔﾅｶﾞﾜｾ ﾖｼﾅﾘ 2:32:15 葛飾区 2522 ハーフ男子
953 ハーフ男子３９歳以下 1075 三宅　宣彰 ﾐﾔｹ ﾉﾘｱｷ 2:32:35 江東区 2525 ハーフ男子
954 ハーフ男子３９歳以下 692 今井　崇博 ｲﾏｲ ﾀｶﾋﾛ 2:32:58 足立区 2529 ハーフ男子
955 ハーフ男子３９歳以下 1022 大森　圭 ｵｵﾓﾘ ｹｲ 2:33:29 足立区 東京福祉専門 2533 ハーフ男子
956 ハーフ男子３９歳以下 1131 渡邊　雅樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 2:33:34 文京区 ドランカーズ 2535 ハーフ男子
957 ハーフ男子３９歳以下 602 高橋　征人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 2:33:39 足立区 江北高校陸上部 2537 ハーフ男子
958 ハーフ男子３９歳以下 10015 森瀬　実 ﾓﾘｾ ﾐﾉﾙ 2:34:23 杉並区 2543 ハーフ男子
959 ハーフ男子３９歳以下 1109 下平　憲 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｹﾝ 2:34:55 調布市 2547 ハーフ男子
960 ハーフ男子３９歳以下 1164 上條　雄次 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｼﾞ 2:35:09 千葉県 押忍！古河道場 2551 ハーフ男子
961 ハーフ男子３９歳以下 1055 長井　洋 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｼ 2:35:49 足立区 2559 ハーフ男子
962 ハーフ男子３９歳以下 865 有住　泰信 ｱﾘｽﾞﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 2:36:03 埼玉県 コニカミノルタ 2563 ハーフ男子
963 ハーフ男子３９歳以下 1010 堀切　崇史 ﾎﾘｷﾘ ﾀｶｼ 2:36:12 葛飾区 2564 ハーフ男子
964 ハーフ男子３９歳以下 1232 鈴木　克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 2:36:53 足立区 2568 ハーフ男子
965 ハーフ男子３９歳以下 734 浜田　新 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾗﾀ 2:36:58 江戸川区 2569 ハーフ男子
966 ハーフ男子３９歳以下 1166 新熊　聡 ｼﾝｸﾏ ｻﾄｼ 2:37:04 足立区 ドランカーズ 2570 ハーフ男子
967 ハーフ男子３９歳以下 1205 中島　正道 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾐﾁ 2:37:47 北区 ＣＡユアサ 2573 ハーフ男子
968 ハーフ男子３９歳以下 1002 小池　宏昌 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ 2:37:58 千葉県 押忍！古河道場 2575 ハーフ男子
969 ハーフ男子３９歳以下 10009 藤田　彰 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ 2:38:04 千葉県 2577 ハーフ男子
970 ハーフ男子３９歳以下 1199 樋渡　智秀 ﾋﾜﾀｼ ﾄﾓﾋﾃﾞ 2:38:22 杉並区 2579 ハーフ男子
971 ハーフ男子３９歳以下 349 三浦　隆克 ﾐｳﾗ ﾀｶﾖｼ 2:38:25 足立区 2580 ハーフ男子
972 ハーフ男子３９歳以下 1142 長　英昭 ｵｻ ﾋﾃﾞｱｷ 2:38:30 千葉県 2581 ハーフ男子
973 ハーフ男子３９歳以下 1062 佐藤　茂薫 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾕｷ 2:38:35 千葉県 島での名前は 2584 ハーフ男子
974 ハーフ男子３９歳以下 1053 林田　真人 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 2:38:44 あきる野市 2586 ハーフ男子
975 ハーフ男子３９歳以下 839 水越　厚史 ﾐｽﾞｺｼ ｱﾂｼ 2:38:46 千葉県 ＹＹ－ＬＡＢ 2587 ハーフ男子
976 ハーフ男子３９歳以下 1220 宮下　修治 ﾐﾔｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 2:39:17 目黒区 2591 ハーフ男子
977 ハーフ男子３９歳以下 1004 日向　利匡 ﾋｭｳｶﾞ ﾄｼﾏｻ 2:39:47 埼玉県 2595 ハーフ男子
978 ハーフ男子３９歳以下 709 彼島　勲 ｶﾉｼﾏ ｲｻｵ 2:39:58 板橋区 れんが屋 2597 ハーフ男子
979 ハーフ男子３９歳以下 590 中村　洸 ﾅｶﾑﾗ ｺｳ 2:40:03 清瀬市 ＪＣＳＷ 2599 ハーフ男子
980 ハーフ男子３９歳以下 722 古川　龍太朗 ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 2:40:41 神奈川県 2603 ハーフ男子
981 ハーフ男子３９歳以下 1060 浅野　裕輝 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 2:41:01 神奈川県 2606 ハーフ男子
982 ハーフ男子３９歳以下 1169 米林　雄二郎 ﾖﾈﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 2:41:30 台東区 2608 ハーフ男子
983 ハーフ男子３９歳以下 791 浄法寺　勇人 ｼﾞｮｳﾎｳｼﾞ ﾊﾔﾄ 2:41:35 品川区 2609 ハーフ男子
984 ハーフ男子３９歳以下 1108 原田　幸司 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 2:41:48 葛飾区 アポロ 2612 ハーフ男子
985 ハーフ男子３９歳以下 1104 岩野　英介 ｲﾜﾉ ｴｲｽｹ 2:41:50 葛飾区 アポロ 2613 ハーフ男子
986 ハーフ男子３９歳以下 1214 石川　和宏 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 2:41:58 世田谷区 2615 ハーフ男子
987 ハーフ男子３９歳以下 968 田中　泰 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 2:41:59 大田区 2617 ハーフ男子
988 ハーフ男子３９歳以下 703 小西　博人 ｺﾆｼ ﾋﾛﾄ 2:42:00 墨田区 2618 ハーフ男子
989 ハーフ男子３９歳以下 1192 丹治　和拓 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 2:42:26 茨城県 2620 ハーフ男子
990 ハーフ男子３９歳以下 1173 武藤　史朗 ﾑﾄｳ ﾌﾐｱｷ 2:42:44 埼玉県 2622 ハーフ男子
991 ハーフ男子３９歳以下 736 渋谷　武宏 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹﾋﾛ 2:43:02 葛飾区 2623 ハーフ男子
992 ハーフ男子３９歳以下 693 成田　壮一郎 ﾅﾘﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 2:43:15 神奈川県 2624 ハーフ男子
993 ハーフ男子３９歳以下 823 落井　隆之 ｵﾁｲ ﾀｶﾕｷ 2:43:37 品川区 2625 ハーフ男子
994 ハーフ男子３９歳以下 962 小林　範夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 2:43:47 石川県 2627 ハーフ男子
995 ハーフ男子３９歳以下 1071 講武　重幸 ｺｳﾌﾞ ｼｹﾞﾕｷ 2:44:02 世田谷区 ＡＣＴＩＶＥ 2628 ハーフ男子
996 ハーフ男子３９歳以下 845 瓜生　晶之 ｳﾘｳ ﾏｻﾕｷ 2:44:18 千葉県 富ヶ谷ＷＳ 2630 ハーフ男子
997 ハーフ男子３９歳以下 254 小泉　健司 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 2:44:26 練馬区 2632 ハーフ男子
998 ハーフ男子３９歳以下 870 菅原　大亮 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 2:44:48 大田区 2634 ハーフ男子
999 ハーフ男子３９歳以下 855 堀江　和喜 ﾎﾘｴ ｶｽﾞｷ 2:45:24 千葉県 Ｂ／Ｗ＋Ｒ 2635 ハーフ男子
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1000 ハーフ男子３９歳以下 1019 中村　一洋 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 2:45:35 足立区 2636 ハーフ男子
1001 ハーフ男子３９歳以下 1246 山中　一史 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞｼ 2:46:11 世田谷区 タイフーン 2643 ハーフ男子
1002 ハーフ男子３９歳以下 910 徳村　雅弘 ﾄｸﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 2:46:15 千葉県 ＹＹ－ＬＡＢ 2644 ハーフ男子
1003 ハーフ男子３９歳以下 1216 藤木　宏和 ﾌｼﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 2:46:18 埼玉県 2645 ハーフ男子
1004 ハーフ男子３９歳以下 1215 本郷　俊郎 ﾎﾝｺﾞｳ ﾄｼﾛｳ 2:46:18 文京区 2646 ハーフ男子
1005 ハーフ男子３９歳以下 1125 斉藤　正浩 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 2:46:23 荒川区 2647 ハーフ男子
1006 ハーフ男子３９歳以下 1124 伊東　和孝 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ 2:46:46 神奈川県 2648 ハーフ男子
1007 ハーフ男子３９歳以下 1184 飯島　大輔 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 2:47:16 荒川区 2649 ハーフ男子
1008 ハーフ男子３９歳以下 982 平野　洋介 ﾋﾗﾉ ﾖｳｽｹ 2:48:39 千葉県 2653 ハーフ男子
1009 ハーフ男子３９歳以下 1003 水落　崇 ﾐｽﾞｵﾁ ﾀｶｼ 2:48:44 足立区 北千住酔走楽団 2654 ハーフ男子
1010 ハーフ男子３９歳以下 1042 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 2:49:01 埼玉県 2657 ハーフ男子
1011 ハーフ男子３９歳以下 744 田淵　裕之 ﾀﾌﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 2:49:41 神奈川県 Ｒｕｎ＠Ｍａｎ 2660 ハーフ男子
1012 ハーフ男子３９歳以下 825 冨安　健太郎 ﾄﾐﾔｽ ｹﾝﾀﾛｳ 2:50:11 葛飾区 2663 ハーフ男子
1013 ハーフ男子３９歳以下 1149 齊藤　篤史 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 2:50:39 足立区 2666 ハーフ男子
1014 ハーフ男子３９歳以下 889 仁藤　健太 ﾆﾄｳ ｹﾝﾀ 2:51:14 神奈川県 2669 ハーフ男子
1015 ハーフ男子３９歳以下 732 蒲原　彰利 ｶﾝﾊﾞﾗ ｱｷﾄｼ 2:51:20 江東区 2670 ハーフ男子
1016 ハーフ男子３９歳以下 1174 高木　純一 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:51:26 埼玉県 ＨＪＰ＆ＲＦＬ 2671 ハーフ男子
1017 ハーフ男子３９歳以下 1073 中山　忠 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 2:51:58 千葉県 テイカーズ 2673 ハーフ男子
1018 ハーフ男子３９歳以下 1049 両角　健司 ﾓﾛｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 2:52:10 荒川区 2675 ハーフ男子
1019 ハーフ男子３９歳以下 743 長谷部　裕己 ﾊｾﾍﾞ ﾕｳｷ 2:52:13 神奈川県 Ｒｕｎ＠Ｍａｎ 2676 ハーフ男子
1020 ハーフ男子３９歳以下 1249 助川　貴則 ｽｹｶﾞﾜ 2:53:30 文京区 2680 ハーフ男子
1021 ハーフ男子３９歳以下 941 国府田　皇 ｺｸﾌﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 2:54:54 茨城県 ＯＭＩ 2683 ハーフ男子
1022 ハーフ男子３９歳以下 765 森　正志 ﾓﾘ ﾏｻｼ 2:56:04 足立区 2684 ハーフ男子
1023 ハーフ男子３９歳以下 1012 北島　和之 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ 2:56:35 足立区 2685 ハーフ男子
1024 ハーフ男子３９歳以下 1209 倉島　孝太郎 ｸﾗｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 2:57:51 中野区 2687 ハーフ男子
1025 ハーフ男子３９歳以下 1163 小山　淳也 ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 2:58:25 足立区 2690 ハーフ男子
1026 ハーフ男子３９歳以下 995 中野　聡彦 ﾅｶﾉ ﾄｼﾋｺ 2:59:40 練馬区 正心道 2694 ハーフ男子
1027 ハーフ男子３９歳以下 713 藤森　修 ﾌｼﾞﾓﾘ ｵｻﾑ 3:00:03 足立区 2696 ハーフ男子
1028 ハーフ男子３９歳以下 712 加藤　進 ｶﾄｳ ｼﾝ 3:00:04 足立区 なまたまご 2697 ハーフ男子
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1 ハーフ男子４０歳代 1307 板鼻　誠一 ｲﾀﾊﾅ ｾｲｲﾁ 1:16:57 足立区 小岩選抜ＲＣ 26 ハーフ男子
2 ハーフ男子４０歳代 1313 山下　善幸 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾕｷ 1:20:26 江東区 鹿島 48 ハーフ男子
3 ハーフ男子４０歳代 10002 岡田　信行 ｵｶﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:20:54 渋谷区 平日皇居練Ｔ桜 51 ハーフ男子
4 ハーフ男子４０歳代 1333 伊藤　新也 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 1:21:11 江戸川区 一橋高校職員 52 ハーフ男子
5 ハーフ男子４０歳代 1319 湯川　清克 ﾕｶﾜ ｷﾖｶﾂ 1:21:31 江東区 住友生命 55 ハーフ男子
6 ハーフ男子４０歳代 1330 橋本　祐一 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 1:21:33 埼玉県 かけっこ倶楽部 56 ハーフ男子
7 ハーフ男子４０歳代 1343 三角　道夫 ﾐｶﾄﾞ ﾐﾁｵ 1:22:42 小平市 60 ハーフ男子
8 ハーフ男子４０歳代 1331 新藤　紀由 ｼﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾖｼ 1:23:04 江戸川区 小岩選抜ＲＣ 62 ハーフ男子
9 ハーフ男子４０歳代 1312 大倉　悠太香 ｵｵｸﾗ ﾕﾀｶ 1:23:08 世田谷区 チーム南風 64 ハーフ男子
10 ハーフ男子４０歳代 1316 山本　岳史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾉﾌﾞ 1:23:31 西東京市 東久留米走友会 68 ハーフ男子
11 ハーフ男子４０歳代 1318 遠藤　茂樹 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｷ 1:23:56 埼玉県 本郷治療院ＭＣ 74 ハーフ男子
12 ハーフ男子４０歳代 1323 原　貴志 ﾊﾗ ﾀｶｼ 1:24:03 足立区 ガンバル会 79 ハーフ男子
13 ハーフ男子４０歳代 1306 芳賀　弘和 ﾊｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 1:24:04 江戸川区 小岩選抜ＲＣ 81 ハーフ男子
14 ハーフ男子４０歳代 1334 奥村　英世 ｵｸﾑﾗ ﾋﾃﾞﾖ 1:24:22 港区 モントブラン 86 ハーフ男子
15 ハーフ男子４０歳代 1311 喜楽　昭彦 ｷﾗｸ ｱｷﾋｺ 1:24:51 神奈川県 ＳＷＡＣ 95 ハーフ男子
16 ハーフ男子４０歳代 1354 川野　正太郎 ｶﾜﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 1:24:53 神奈川県 ＴＦＤ大森 97 ハーフ男子
17 ハーフ男子４０歳代 1329 大坂　恒治 ｵｵｻｶ ｺｳｼﾞ 1:24:56 江東区 98 ハーフ男子
18 ハーフ男子４０歳代 2240 高濱　英司 ﾀｶﾊﾏ ｴｲｼﾞ 1:25:00 埼玉県 100 ハーフ男子
19 ハーフ男子４０歳代 1315 吉田　聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 1:25:04 品川区 101 ハーフ男子
20 ハーフ男子４０歳代 1317 浅利　長武 ｱｻﾘ ｵｻﾑ 1:25:08 千葉県 ハローマート 104 ハーフ男子
21 ハーフ男子４０歳代 1314 舛田　知也 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 1:25:08 文京区 バカ田大陸上部 105 ハーフ男子
22 ハーフ男子４０歳代 1320 大橋　恒介 ｵｵﾊｼ ｺｳｽｹ 1:25:21 千代田区 東京陸協 106 ハーフ男子
23 ハーフ男子４０歳代 1555 矢島　章 ﾔｼﾞﾏ ｱｷﾗ 1:26:00 群馬県 はしろうかい 111 ハーフ男子
24 ハーフ男子４０歳代 1337 西村　武宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 1:26:23 神奈川県 113 ハーフ男子
25 ハーフ男子４０歳代 1486 小林　龍弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 1:26:28 小平市 ＦＲＵＮ 116 ハーフ男子
26 ハーフ男子４０歳代 1341 春日　弘章 ｶｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ 1:26:30 埼玉県 アドバンテスト 118 ハーフ男子
27 ハーフ男子４０歳代 1321 綱川　光明 ﾂﾅｶﾜ ﾐﾂｱｷ 1:26:31 神奈川県 ＴＭクラブ 119 ハーフ男子
28 ハーフ男子４０歳代 1531 半田　寿康 ﾊﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔｽ 1:26:34 足立区 チームまこ 120 ハーフ男子
29 ハーフ男子４０歳代 1340 飯田　誠 ｲｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 1:26:35 千葉県 松戸健走会 121 ハーフ男子
30 ハーフ男子４０歳代 1325 大矢　勝之 ｵｵﾔ ｶﾂﾕｷ 1:26:38 神奈川県 バカ田大学 123 ハーフ男子
31 ハーフ男子４０歳代 1352 柳川　哲也 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 1:27:03 江戸川区 小岩選抜ＲＣ 130 ハーフ男子
32 ハーフ男子４０歳代 1385 斎藤　勇樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 1:27:07 目黒区 勇太朗ＲＣ 132 ハーフ男子
33 ハーフ男子４０歳代 1361 伊藤　正毅 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 1:27:14 神奈川県 133 ハーフ男子
34 ハーフ男子４０歳代 1609 須藤　弘一 ｽﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 1:27:16 千葉県 宍戸ガス 134 ハーフ男子
35 ハーフ男子４０歳代 1353 藤田　裕行 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 1:27:38 静岡県 トライウィンド 139 ハーフ男子
36 ハーフ男子４０歳代 1622 国分　重明 ｺｸﾌﾞﾝ ｼｹﾞｱｷ 1:27:39 足立区 140 ハーフ男子
37 ハーフ男子４０歳代 1461 塩見　昌人 ｼｵﾐ ﾏｻﾄ 1:27:43 世田谷区 142 ハーフ男子
38 ハーフ男子４０歳代 1356 松下　幸輝 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ 1:27:49 文京区 東京陸協 143 ハーフ男子
39 ハーフ男子４０歳代 1379 久保田　政志 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｼ 1:27:56 静岡県 144 ハーフ男子
40 ハーフ男子４０歳代 1371 西木　重信 ﾆｼｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 1:27:58 埼玉県 ｅＡ東京 145 ハーフ男子
41 ハーフ男子４０歳代 1494 大沢　文人 ｵｵｻﾜ ﾌﾐﾄ 1:28:05 埼玉県 150 ハーフ男子
42 ハーフ男子４０歳代 1701 橋本　兼一 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 1:28:19 埼玉県 156 ハーフ男子
43 ハーフ男子４０歳代 1344 後田　正孝 ｳｼﾛﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 1:28:20 千葉県 小岩選抜★ＲＣ 157 ハーフ男子
44 ハーフ男子４０歳代 1380 上村　賢司 ｶﾐﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 1:28:26 埼玉県 あだちくらぶ 159 ハーフ男子
45 ハーフ男子４０歳代 1398 阿部　渉 ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ 1:28:27 荒川区 合同走ろう会 161 ハーフ男子
46 ハーフ男子４０歳代 1391 大南　平亨 ｵｵﾐﾅﾐ ﾋﾗﾀｶ 1:28:33 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 163 ハーフ男子
47 ハーフ男子４０歳代 1342 須藤　孝洋 ｽﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 1:28:44 神奈川県 横浜中央走友会 167 ハーフ男子
48 ハーフ男子４０歳代 1564 茂野　晃司 ｼｹﾞﾉ ｺｳｼﾞ 1:28:59 京都府 173 ハーフ男子
49 ハーフ男子４０歳代 1358 手塚　一朗 ﾃﾂﾞｶ ｲﾁﾛｳ 1:29:06 品川区 177 ハーフ男子
50 ハーフ男子４０歳代 1305 福田　靖 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 1:29:08 昭島市 東京昭島東 178 ハーフ男子
51 ハーフ男子４０歳代 1365 永沼　和智 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾄﾓ 1:29:10 神奈川県 湘南ＲＳ 180 ハーフ男子
52 ハーフ男子４０歳代 1369 関　洋一郎 ｾｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 1:29:11 江戸川区 181 ハーフ男子
53 ハーフ男子４０歳代 1346 島根　康則 ｼﾏﾈ ﾔｽﾉﾘ 1:29:30 千葉県 松戸ＲＣ 190 ハーフ男子
54 ハーフ男子４０歳代 1476 小松　正利 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄｼ 1:29:38 足立区 小松家代表 196 ハーフ男子
55 ハーフ男子４０歳代 1392 鳥海　義一 ﾄﾘｳﾐ ﾖｼｲﾁ 1:29:39 埼玉県 わたらせＴＡＣ 197 ハーフ男子
56 ハーフ男子４０歳代 1374 鈴木　俊彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 1:29:54 千葉県 203 ハーフ男子
57 ハーフ男子４０歳代 1505 足立　吉信 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 1:29:54 神奈川県 マダックス 204 ハーフ男子
58 ハーフ男子４０歳代 1350 北田　哲夫 ｷﾀﾀﾞ ﾃﾂｵ 1:29:56 練馬区 東京陸協 205 ハーフ男子
59 ハーフ男子４０歳代 1395 上長根　浩 ｶﾐﾅｶﾞﾈ ﾋﾛｼ 1:30:01 千葉県 Ｃ－ＲＵＮ 207 ハーフ男子
60 ハーフ男子４０歳代 1566 始関　禎孝 ｼｾｷ ﾖｼﾀｶ 1:30:10 千葉県 明海クラブ 209 ハーフ男子
61 ハーフ男子４０歳代 1363 中原　健 ﾅｶﾊﾗ ﾀｹｼ 1:30:13 杉並区 210 ハーフ男子
62 ハーフ男子４０歳代 1413 小林　正史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 1:30:22 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 212 ハーフ男子
63 ハーフ男子４０歳代 1453 亀山　秀人 ｶﾒﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 1:30:27 茨城県 亀山医院 215 ハーフ男子
64 ハーフ男子４０歳代 1431 渡辺　邦久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆﾋｻ 1:30:32 小平市 218 ハーフ男子
65 ハーフ男子４０歳代 1364 長島　孝 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ 1:30:35 中央区 横浜中央走友会 219 ハーフ男子
66 ハーフ男子４０歳代 1545 栗原　隆治 ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 1:30:37 神奈川県 千代田走友会 221 ハーフ男子
67 ハーフ男子４０歳代 2356 齊川　秀一 ｻｲｶﾞﾜ 1:30:39 千葉県 松戸Ｍ２１ＲＣ 223 ハーフ男子
68 ハーフ男子４０歳代 1406 鈴木　英一 ｽｽﾞｷ ｴｲｲﾁ 1:30:40 神奈川県 フジミ島 224 ハーフ男子
69 ハーフ男子４０歳代 1396 落合　孝好 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾖｼ 1:30:48 千葉県 ＢＯＳＯＢＯＳ 225 ハーフ男子
70 ハーフ男子４０歳代 1404 緒方　哲治 ｵｶﾞﾀ ﾃﾂｼﾞ 1:30:49 板橋区 226 ハーフ男子
71 ハーフ男子４０歳代 2334 坂井　保義 ｻｶｲ ﾔｽﾖｼ 1:31:05 埼玉県 230 ハーフ男子
72 ハーフ男子４０歳代 1375 竹田　徹 ﾀｹﾀﾞ ﾄｵﾙ 1:31:06 山形県 到覇会 231 ハーフ男子
73 ハーフ男子４０歳代 1488 木下　正 ｷﾉｼﾀ ﾀﾀﾞｼ 1:31:08 八王子市 ねこねこ倶楽部 232 ハーフ男子
74 ハーフ男子４０歳代 1425 山千代　浩幸 ﾔﾏﾁﾖ ﾋﾛﾕｷ 1:31:09 神奈川県 横浜好走会 234 ハーフ男子
75 ハーフ男子４０歳代 1459 黒澤　史明 ｸﾛｻﾜ ﾌﾐｱｷ 1:31:13 埼玉県 235 ハーフ男子
76 ハーフ男子４０歳代 1506 浅川　典敬 ｱｻｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 1:31:16 千葉県 農林走友会 236 ハーフ男子
77 ハーフ男子４０歳代 1525 上野　勝宏 ｳｴﾉ ｶﾂﾋﾛ 1:31:24 世田谷区 ランキューブ 237 ハーフ男子
78 ハーフ男子４０歳代 1393 伊勢　俊明 ｲｾ ﾄｼｱｷ 1:31:25 千葉県 ニッポンランナ 238 ハーフ男子
79 ハーフ男子４０歳代 2355 境谷　直人 ｻｶｲﾔ ﾅｵﾄ 1:31:28 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 240 ハーフ男子
80 ハーフ男子４０歳代 1469 浜砂　正樹 ﾊﾏｽﾅ ﾏｻｷ 1:31:38 江東区 243 ハーフ男子
81 ハーフ男子４０歳代 1686 宮部　岳志 ﾐﾔﾍﾞ ﾀｹｼ 1:31:55 千葉県 江北ＡＣ 252 ハーフ男子
82 ハーフ男子４０歳代 1394 櫻田　和夫 ｻｸﾗﾀﾞ ｶｽﾞｵ 1:32:03 杉並区 中野スクラップ 253 ハーフ男子
83 ハーフ男子４０歳代 1420 柏木　実 ｶｼﾜｷﾞ ﾐﾉﾙ 1:32:12 神奈川県 ＷＬＲ 255 ハーフ男子
84 ハーフ男子４０歳代 1541 橋本　雅弘 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 1:32:26 埼玉県 259 ハーフ男子
85 ハーフ男子４０歳代 1443 高橋　良治 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ 1:32:29 神奈川県 261 ハーフ男子
86 ハーフ男子４０歳代 1540 洞庭　唯史 ﾄﾞｳﾆﾜ ﾀﾀﾞｼ 1:32:31 千葉県 グレシステム 262 ハーフ男子
87 ハーフ男子４０歳代 1524 黒沼　康広 ｸﾛﾇﾏ ﾔｽﾋﾛ 1:32:35 府中市 東京電機大中高 263 ハーフ男子
88 ハーフ男子４０歳代 1520 渡辺　高宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 1:32:47 神奈川県 264 ハーフ男子
89 ハーフ男子４０歳代 1359 齋川　勉 ｻｲｶﾜ ﾂﾄﾑ 1:32:48 神奈川県 馬場★スターず 265 ハーフ男子
90 ハーフ男子４０歳代 1335 柴田　光 ｼﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ 1:32:53 千葉県 267 ハーフ男子
91 ハーフ男子４０歳代 1367 川本　浩之 ｶﾜﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 1:33:09 神奈川県 岸根ＲＣ 272 ハーフ男子
92 ハーフ男子４０歳代 1561 三浦　文裕 ﾐｳﾗ ﾌﾐﾋﾛ 1:33:11 千葉県 273 ハーフ男子
93 ハーフ男子４０歳代 1557 川原　啓輔 ｶﾜﾊﾗ ｹｲｽｹ 1:33:13 千葉県 274 ハーフ男子
94 ハーフ男子４０歳代 1410 藤井　章照 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾃﾙ 1:33:15 神奈川県 三菱化学 275 ハーフ男子
95 ハーフ男子４０歳代 1507 利根川　忠雄 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 1:33:16 埼玉県 東京陸協 276 ハーフ男子
96 ハーフ男子４０歳代 1490 黒阪　一彦 ｸﾛｻｶ ｶｽﾞﾋｺ 1:33:27 神奈川県 日立亀の甲会 279 ハーフ男子
97 ハーフ男子４０歳代 1462 山内　公暁 ﾔﾏｳﾁ ｷﾐﾀｶ 1:33:31 神奈川県 280 ハーフ男子
98 ハーフ男子４０歳代 1518 今井　寿之 ｲﾏｲ ﾄｼﾕｷ 1:33:32 足立区 インフォコム 281 ハーフ男子
99 ハーフ男子４０歳代 1399 新井　真 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ 1:33:38 千葉県 あしべシールズ 284 ハーフ男子



種目順位 種目名 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 県名 所属クラブ 総合順位 総合種目名
100 ハーフ男子４０歳代 1448 菅谷　昌代 ｽｶﾞﾔ ﾏｻｼﾛ 1:33:43 神奈川県 286 ハーフ男子
101 ハーフ男子４０歳代 1349 米沢　弘典 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 1:33:45 埼玉県 288 ハーフ男子
102 ハーフ男子４０歳代 1491 中井　孝治 ﾅｶｲ ｺｳｼﾞ 1:34:02 神奈川県 走れメガロス 294 ハーフ男子
103 ハーフ男子４０歳代 1446 中村　勝 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂ 1:34:07 足立区 チームデビル 295 ハーフ男子
104 ハーフ男子４０歳代 1475 土場　規雄 ﾄﾞﾊﾞ ﾉﾘｵ 1:34:09 足立区 297 ハーフ男子
105 ハーフ男子４０歳代 1373 吉田　英之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:34:11 茨城県 千波湖★雑走部 299 ハーフ男子
106 ハーフ男子４０歳代 1516 船橋　正道 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｻﾐﾁ 1:34:17 埼玉県 303 ハーフ男子
107 ハーフ男子４０歳代 1806 須藤　正喜 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｷ 1:34:21 神奈川県 ＬＡＳＤＥＣ 306 ハーフ男子
108 ハーフ男子４０歳代 1409 永田　豪生 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 1:34:22 神奈川県 307 ハーフ男子
109 ハーフ男子４０歳代 1327 中野　伸一 ﾅｶﾉ ｼﾝｲﾁ 1:34:24 江東区 江東ウォーカー 308 ハーフ男子
110 ハーフ男子４０歳代 1417 加藤　弘之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 1:34:25 中野区 ＳＷＡＣ 309 ハーフ男子
111 ハーフ男子４０歳代 1492 井田　隆嗣 ｲﾀﾞ ﾀｶｼ 1:34:30 八王子市 三水会 312 ハーフ男子
112 ハーフ男子４０歳代 1372 市川　正樹 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｷ 1:34:45 江戸川区 小岩選抜ＲＣ 316 ハーフ男子
113 ハーフ男子４０歳代 2351 杉田　弘幸 ｽｷﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 1:34:52 埼玉県 319 ハーフ男子
114 ハーフ男子４０歳代 1390 田所　伸浩 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1:34:56 神奈川県 リスタート 321 ハーフ男子
115 ハーフ男子４０歳代 1382 小泉　雅史 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｼ 1:34:56 千葉県 松戸２１ＲＣ 322 ハーフ男子
116 ハーフ男子４０歳代 1381 阿部　肇 ｱﾍﾞ ﾊｼﾞﾒ 1:34:57 新宿区 ＴｅａｍＦＲＢ 323 ハーフ男子
117 ハーフ男子４０歳代 1842 野田　憲太郎 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 1:34:57 葛飾区 324 ハーフ男子
118 ハーフ男子４０歳代 1414 橋本　直久 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾋｻ 1:34:59 埼玉県 325 ハーフ男子
119 ハーフ男子４０歳代 1434 鈴木　紀章 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 1:35:01 千葉県 ＲＣ虹 328 ハーフ男子
120 ハーフ男子４０歳代 1322 宮地　豊 ﾐﾔﾁ ﾕﾀｶ 1:35:11 江戸川区 南小岩 332 ハーフ男子
121 ハーフ男子４０歳代 1511 並木　孝郎 ﾅﾐｷ ﾀｶｵ 1:35:13 埼玉県 ボイルストン 334 ハーフ男子
122 ハーフ男子４０歳代 1637 新美　倫昭 ﾆｲﾐ ﾉﾘｱｷ 1:35:15 西東京市 メグミルク 337 ハーフ男子
123 ハーフ男子４０歳代 1405 伊藤　光夫 ｲﾄｳ ﾐﾂｵ 1:35:16 江戸川区 340 ハーフ男子
124 ハーフ男子４０歳代 1445 浅野　和宏 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 1:35:17 茨城県 石神井川ＪＣ 341 ハーフ男子
125 ハーフ男子４０歳代 1416 長嶋　賢一 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝｲﾁ 1:35:18 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 342 ハーフ男子
126 ハーフ男子４０歳代 1368 峯村　隆久 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 1:35:19 足立区 343 ハーフ男子
127 ハーフ男子４０歳代 1458 北村　修造 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳｿﾞｳ 1:35:20 神奈川県 344 ハーフ男子
128 ハーフ男子４０歳代 1498 佐藤　克彦 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 1:35:22 江東区 リーガル 345 ハーフ男子
129 ハーフ男子４０歳代 1583 平山　和弘 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 1:35:26 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 348 ハーフ男子
130 ハーフ男子４０歳代 1635 戸田　峰典 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 1:35:30 神奈川県 349 ハーフ男子
131 ハーフ男子４０歳代 1360 本　浩 ﾓﾄ ﾋﾛｼ 1:35:41 茨城県 中根小おやじ会 353 ハーフ男子
132 ハーフ男子４０歳代 1769 金子　陽尚 ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ 1:35:43 葛飾区 354 ハーフ男子
133 ハーフ男子４０歳代 1592 筒井　薫 ﾂﾂｲ ｶｵﾙ 1:35:45 葛飾区 356 ハーフ男子
134 ハーフ男子４０歳代 1670 工藤　和重 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｼｹﾞ 1:35:49 埼玉県 Ｅランニング 360 ハーフ男子
135 ハーフ男子４０歳代 1383 浜田　洋之 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 1:35:58 千葉県 365 ハーフ男子
136 ハーフ男子４０歳代 1559 田中　章博 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 1:36:13 埼玉県 ラン★デヴー 377 ハーフ男子
137 ハーフ男子４０歳代 1644 鷲津　雅広 ﾜｼﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ 1:36:14 品川区 ジョンソン 379 ハーフ男子
138 ハーフ男子４０歳代 1495 櫻井　聡 ｻｸﾗｲ ｻﾄｼ 1:36:21 江戸川区 さくらプリンズ 381 ハーフ男子
139 ハーフ男子４０歳代 1677 猪口　美好 ｲﾉｸﾁ ﾐﾖｼ 1:36:22 千葉県 382 ハーフ男子
140 ハーフ男子４０歳代 1454 新宮　高明 ｼﾝｸﾞｳ ﾀｶｱｷ 1:36:25 千葉県 チーム緑黄色 384 ハーフ男子
141 ハーフ男子４０歳代 1617 佐々木　宏 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 1:36:54 神奈川県 Ｒｕｎ＠Ｍａｎ 391 ハーフ男子
142 ハーフ男子４０歳代 1533 目黒　一行 ﾒｸﾞﾛ ｶｽﾞﾕｷ 1:36:57 埼玉県 ヘロヘロ 395 ハーフ男子
143 ハーフ男子４０歳代 1573 佐藤　順 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 1:37:07 埼玉県 ★藤塚ＲＣ★ 403 ハーフ男子
144 ハーフ男子４０歳代 1603 新井　卓治 ｱﾗｲ ﾀｸｼﾞ 1:37:08 千代田区 ビダダリ 405 ハーフ男子
145 ハーフ男子４０歳代 1472 木村　直宏 ｷﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 1:37:10 神奈川県 408 ハーフ男子
146 ハーフ男子４０歳代 1415 高野　健二 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ 1:37:12 千葉県 409 ハーフ男子
147 ハーフ男子４０歳代 2145 村田　芳晴 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾊﾙ 1:37:32 神奈川県 419 ハーフ男子
148 ハーフ男子４０歳代 1482 高橋　一成 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ 1:37:40 西東京市 どＭ倶楽部 425 ハーフ男子
149 ハーフ男子４０歳代 1682 斎藤　一郎 ｻｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ 1:37:43 目黒区 428 ハーフ男子
150 ハーフ男子４０歳代 1402 田邉　永一郎 ﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 1:37:45 足立区 430 ハーフ男子
151 ハーフ男子４０歳代 1528 四釜　尚登 ｼｶﾏ ﾋｻﾄ 1:37:48 埼玉県 越谷しらこばと 434 ハーフ男子
152 ハーフ男子４０歳代 1550 小林　朗 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 1:37:51 埼玉県 436 ハーフ男子
153 ハーフ男子４０歳代 1535 大野　升己 ｵｵﾉ ﾏｽﾐ 1:37:53 足立区 437 ハーフ男子
154 ハーフ男子４０歳代 1470 勝田　誠 ｶﾂﾀ ﾏｺﾄ 1:37:53 千葉県 438 ハーフ男子
155 ハーフ男子４０歳代 1580 山縣　裕 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕﾀｶ 1:37:54 神奈川県 439 ハーフ男子
156 ハーフ男子４０歳代 1301 岡村　敏夫 ｵｶﾑﾗ ﾄｼｵ 1:37:58 新宿区 ウェルネス 442 ハーフ男子
157 ハーフ男子４０歳代 1466 鬼木　幹生 ｵﾆｷ ﾐｷｵ 1:37:58 新宿区 443 ハーフ男子
158 ハーフ男子４０歳代 10006 正田　進 ｼｮｳﾀﾞ ｽｽﾑ 1:38:00 世田谷区 ドリーム・ファ 444 ハーフ男子
159 ハーフ男子４０歳代 1514 笛木　哲也 ﾌｴｷ ﾃﾂﾔ 1:38:02 足立区 千代田区役所 449 ハーフ男子
160 ハーフ男子４０歳代 1366 戸田　忠志 ﾄﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 1:38:07 港区 ＷｉｎｄＲｕｎ 451 ハーフ男子
161 ハーフ男子４０歳代 1480 小林　敏典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 1:38:09 千葉県 おとっつぁん 452 ハーフ男子
162 ハーフ男子４０歳代 1980 井内　信夫 ｲｳﾁ ﾉﾌﾞｵ 1:38:17 荒川区 458 ハーフ男子
163 ハーフ男子４０歳代 1441 小島　明宏 ｺｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 1:38:18 埼玉県 459 ハーフ男子
164 ハーフ男子４０歳代 1570 角　康広 ｽﾐ ﾔｽﾋﾛ 1:38:22 練馬区 460 ハーフ男子
165 ハーフ男子４０歳代 1608 金子　貴則 ｶﾈｺ ﾀｶﾉﾘ 1:38:27 北区 完走時麦酒乾杯 464 ハーフ男子
166 ハーフ男子４０歳代 1468 大多和　昌彦 ｵｵﾀﾜ ﾏｻﾋｺ 1:38:32 豊島区 ハリアーズ 465 ハーフ男子
167 ハーフ男子４０歳代 1575 高橋　秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 1:38:36 神奈川県 468 ハーフ男子
168 ハーフ男子４０歳代 1389 森元　孝幸 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 1:38:36 千代田区 かえで 469 ハーフ男子
169 ハーフ男子４０歳代 1728 森　聡 ﾓﾘ ｻﾄｼ 1:38:37 練馬区 471 ハーフ男子
170 ハーフ男子４０歳代 1378 舘野　竜一 ﾀﾃﾉ ﾘｭｳｲﾁ 1:38:39 世田谷区 472 ハーフ男子
171 ハーフ男子４０歳代 1440 高松　利宏 ﾀｶﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 1:38:40 千葉県 473 ハーフ男子
172 ハーフ男子４０歳代 1925 佐藤　仁彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 1:38:42 千葉県 474 ハーフ男子
173 ハーフ男子４０歳代 1620 小林　陽一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ 1:38:52 足立区 479 ハーフ男子
174 ハーフ男子４０歳代 1497 小俣　保広 ｵﾏﾀ ﾔｽﾋﾛ 1:38:53 山梨県 走れ！夢追い人 480 ハーフ男子
175 ハーフ男子４０歳代 1442 栗原　由博 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 1:38:55 神奈川県 チームコタック 482 ハーフ男子
176 ハーフ男子４０歳代 2027 川合　哲也 ｶﾜｲ ﾃﾂﾔ 1:38:59 神奈川県 メガロス市ケ尾 485 ハーフ男子
177 ハーフ男子４０歳代 1726 高橋　豪 ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳ 1:39:03 練馬区 489 ハーフ男子
178 ハーフ男子４０歳代 1646 中村　秀樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 1:39:04 北区 ノーランズ 490 ハーフ男子
179 ハーフ男子４０歳代 1421 石川　孝 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 1:39:07 足立区 チームアサイ 492 ハーフ男子
180 ハーフ男子４０歳代 1691 小澤　聖二 ｵｻﾞﾜ ｾｲｼﾞ 1:39:09 埼玉県 493 ハーフ男子
181 ハーフ男子４０歳代 1460 鈴木　敦 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 1:39:12 江東区 494 ハーフ男子
182 ハーフ男子４０歳代 2058 青田　直広 ｱｵﾀ ﾅｵﾋﾛ 1:39:15 宮城県 495 ハーフ男子
183 ハーフ男子４０歳代 1835 緒方　浩典 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 1:39:16 埼玉県 496 ハーフ男子
184 ハーフ男子４０歳代 1720 菊池　恭仁 ｷｸﾁ ﾔｽｼﾞ 1:39:18 練馬区 499 ハーフ男子
185 ハーフ男子４０歳代 1595 岡本　直樹 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 1:39:21 大田区 イケメン走友会 501 ハーフ男子
186 ハーフ男子４０歳代 1571 行方　伸一 ﾅﾒｶﾀ ｼﾝｲﾁ 1:39:23 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 503 ハーフ男子
187 ハーフ男子４０歳代 1433 島田　まさお ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｵ 1:39:26 埼玉県 雄優クラブ 505 ハーフ男子
188 ハーフ男子４０歳代 1523 平川　清樹 ﾋﾗｶﾜ ｾｲｷ 1:39:27 文京区 506 ハーフ男子
189 ハーフ男子４０歳代 1478 鳰原　肇 ﾆｭｳﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 1:39:27 千葉県 507 ハーフ男子
190 ハーフ男子４０歳代 1650 大光　克政 ﾀﾞｲｺｳ ｶﾂﾏｻ 1:39:31 足立区 ＮＴＴ 510 ハーフ男子
191 ハーフ男子４０歳代 1598 佐藤　一人 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾄ 1:39:32 神奈川県 512 ハーフ男子
192 ハーフ男子４０歳代 1447 轟　浩明 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋﾛｱｷ 1:39:32 千葉県 513 ハーフ男子
193 ハーフ男子４０歳代 1426 松田　勝也 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ 1:39:38 神奈川県 チーム緑黄色 518 ハーフ男子
194 ハーフ男子４０歳代 1675 西野　圭三 ﾆｼﾉ ｹｲｿﾞｳ 1:39:38 神奈川県 519 ハーフ男子
195 ハーフ男子４０歳代 1357 西脇　弘 ﾆｼﾜｷ ﾋﾛｼ 1:39:39 埼玉県 たいがーますく 521 ハーフ男子
196 ハーフ男子４０歳代 1481 高橋　成治 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 1:39:45 葛飾区 523 ハーフ男子
197 ハーフ男子４０歳代 1522 石川　明雄 ｲｼｶﾜ ｱｷｵ 1:39:47 葛飾区 524 ハーフ男子
198 ハーフ男子４０歳代 1556 松浦　功 ﾏﾂｳﾗ ｲｻｵ 1:39:53 茨城県 528 ハーフ男子
199 ハーフ男子４０歳代 1724 長橋　英二 ﾅｶﾞﾊｼ ｴｲｼﾞ 1:39:55 葛飾区 529 ハーフ男子
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200 ハーフ男子４０歳代 1632 三宅　洋介 ﾐﾔｹ ﾖｳｽｹ 1:39:59 世田谷区 533 ハーフ男子
201 ハーフ男子４０歳代 1719 伊藤　勉 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 1:40:00 神奈川県 ＴＥＣＲＦＣ 534 ハーフ男子
202 ハーフ男子４０歳代 1577 西川　寿昭 ﾆｼｶﾜ ﾄｼｱｷ 1:40:01 茨城県 アステラス製薬 536 ハーフ男子
203 ハーフ男子４０歳代 1428 青木　孝弘 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 1:40:02 世田谷区 チームＡＯＫＩ 539 ハーフ男子
204 ハーフ男子４０歳代 1674 波田野　宏 ﾊﾀﾉ ﾋﾛｼ 1:40:03 墨田区 541 ハーフ男子
205 ハーフ男子４０歳代 1658 有馬　裕貴 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾀｶ 1:40:07 府中市 545 ハーフ男子
206 ハーフ男子４０歳代 2074 井坂　隆一 ｲｻｶ ﾘｭｳｲﾁ 1:40:16 千葉県 552 ハーフ男子
207 ハーフ男子４０歳代 1627 青井　光大 ｱｵｲ ﾐﾂﾋﾛ 1:40:19 江戸川区 554 ハーフ男子
208 ハーフ男子４０歳代 1618 久保　正和 ｸﾎﾞ ﾏｻｶｽﾞ 1:40:33 埼玉県 558 ハーフ男子
209 ハーフ男子４０歳代 1542 長谷　亮一 ﾊｾ ﾘｮｳｲﾁ 1:40:40 千葉県 564 ハーフ男子
210 ハーフ男子４０歳代 2216 高野　トシユキ ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ 1:40:44 千葉県 566 ハーフ男子
211 ハーフ男子４０歳代 1600 梅嵜　篤史 ｳﾒｻﾞｷ ｱﾂｼ 1:40:53 千葉県 567 ハーフ男子
212 ハーフ男子４０歳代 1699 清水　利浩 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 1:40:53 埼玉県 チームピッピ 569 ハーフ男子
213 ハーフ男子４０歳代 1553 中井　雅之 ﾅｶｲ ﾏｻﾕｷ 1:40:56 中央区 570 ハーフ男子
214 ハーフ男子４０歳代 1336 東　直貴 ﾋｶﾞｼ ﾅｵﾀｶ 1:40:58 千葉県 573 ハーフ男子
215 ハーフ男子４０歳代 1589 阿部　洋介 ｱﾍﾞ ﾖｳｽｹ 1:41:06 杉並区 576 ハーフ男子
216 ハーフ男子４０歳代 1493 眞井　克洋 ﾏｲ ｶﾂﾋﾛ 1:41:09 神奈川県 相模原の森から 578 ハーフ男子
217 ハーフ男子４０歳代 1594 鈴木　義人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄ 1:41:13 千葉県 583 ハーフ男子
218 ハーフ男子４０歳代 1604 米倉　和也 ﾖﾈｸﾗ ｶｽﾞﾔ 1:41:16 愛知県 チーム６１ 584 ハーフ男子
219 ハーフ男子４０歳代 1905 若林　隆史 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 1:41:21 千葉県 591 ハーフ男子
220 ハーフ男子４０歳代 1823 三浦　毅 ﾐｳﾗ ﾀｹｼ 1:41:22 神奈川県 592 ハーフ男子
221 ハーフ男子４０歳代 1723 高須賀　俊秀 ﾀｶｽｶﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 1:41:23 江戸川区 チーム松江 594 ハーフ男子
222 ハーフ男子４０歳代 1303 本田　大介 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 1:41:25 神奈川県 597 ハーフ男子
223 ハーフ男子４０歳代 1816 秋月　博文 ｱｷﾂﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 1:41:28 荒川区 601 ハーフ男子
224 ハーフ男子４０歳代 1810 池上　重弘 ｲｹｶﾞﾐ ｼｹﾞﾋﾛ 1:41:33 静岡県 604 ハーフ男子
225 ハーフ男子４０歳代 1654 岡田　崇 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 1:41:35 墨田区 607 ハーフ男子
226 ハーフ男子４０歳代 1648 篠田　章弘 ｼﾉﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 1:41:36 文京区 クラブよしな 608 ハーフ男子
227 ハーフ男子４０歳代 1705 仲田　謙一 ﾅｶﾀ ｹﾝｲﾁ 1:41:37 台東区 609 ハーフ男子
228 ハーフ男子４０歳代 1526 荻野　良介 ｵｷﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ 1:41:40 江戸川区 611 ハーフ男子
229 ハーフ男子４０歳代 1407 平柳　隆 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ 1:41:43 町田市 自由の風ＡＣ 614 ハーフ男子
230 ハーフ男子４０歳代 1651 泥谷　秀隆 ﾋｼﾞﾔ ﾋﾃﾞﾀｶ 1:41:48 千葉県 616 ハーフ男子
231 ハーフ男子４０歳代 1576 光井　章 ﾐﾂｲ ｱｷﾗ 1:41:52 埼玉県 617 ハーフ男子
232 ハーフ男子４０歳代 2262 木村　哲夫 ｷﾑﾗ ﾃﾂｵ 1:41:53 大田区 618 ハーフ男子
233 ハーフ男子４０歳代 1537 田中　昭洋 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 1:41:54 中野区 619 ハーフ男子
234 ハーフ男子４０歳代 1655 大蔵　成稔 ｵｵｸﾗ ﾅﾙﾄｼ 1:41:55 神奈川県 走れメガロス 620 ハーフ男子
235 ハーフ男子４０歳代 1624 稲崎　稔 ｲﾅｻｷ ﾐﾉﾙ 1:42:03 渋谷区 622 ハーフ男子
236 ハーフ男子４０歳代 1500 磯部　恭輔 ｲｿﾍﾞ ｷﾖｳｽｹ 1:42:05 荒川区 626 ハーフ男子
237 ハーフ男子４０歳代 1539 堀　真二 ﾎﾘ ｼﾝｼﾞ 1:42:05 千葉県 627 ハーフ男子
238 ハーフ男子４０歳代 2304 嶋崎　政美 ｼﾏｻｷ ﾏｻﾐ 1:42:06 神奈川県 エスエル 629 ハーフ男子
239 ハーフ男子４０歳代 1565 高橋　岳 ﾀｶﾊｼ ｶﾞｸ 1:42:06 府中市 チーム五十雀 630 ハーフ男子
240 ハーフ男子４０歳代 1623 佐藤　重明 ｻﾄｳ ｼｹﾞｱｷ 1:42:07 台東区 632 ハーフ男子
241 ハーフ男子４０歳代 1597 松本　禎之 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ 1:42:11 千葉県 チームしとけた 633 ハーフ男子
242 ハーフ男子４０歳代 1924 甲斐　弘喜 ｶｲ ﾋﾛｷ 1:42:12 神奈川県 かずさん亭 636 ハーフ男子
243 ハーフ男子４０歳代 1427 鈴木　慎二 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 1:42:14 長野県 638 ハーフ男子
244 ハーフ男子４０歳代 1521 郷右近　隆也 ｺﾞｳｺﾝ ﾀｶﾔ 1:42:16 品川区 640 ハーフ男子
245 ハーフ男子４０歳代 1676 荒井　邦彦 ｱﾗｲ ｸﾆﾋｺ 1:42:19 台東区 643 ハーフ男子
246 ハーフ男子４０歳代 1457 倉持　成明 ｸﾗﾓﾁ ｼｹﾞｱｷ 1:42:19 足立区 644 ハーフ男子
247 ハーフ男子４０歳代 1464 坂本　昌之 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 1:42:25 台東区 648 ハーフ男子
248 ハーフ男子４０歳代 2203 高野　勝 ﾀｶﾉ ﾏｻﾙ 1:42:26 板橋区 650 ハーフ男子
249 ハーフ男子４０歳代 1587 上野　孝 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 1:42:31 福岡県 ＴｅａｍＫＮＴ 653 ハーフ男子
250 ハーフ男子４０歳代 1703 山口　敬人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾄ 1:42:31 千葉県 655 ハーフ男子
251 ハーフ男子４０歳代 1738 亀尾　暢孝 ｶﾒｵ ﾉﾌﾞﾀｶ 1:42:37 神奈川県 663 ハーフ男子
252 ハーフ男子４０歳代 2086 外園　明博 ﾎｶｿﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 1:42:38 品川区 665 ハーフ男子
253 ハーフ男子４０歳代 1689 楊　雅勝 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻｶﾂ 1:42:38 大田区 三井物産 666 ハーフ男子
254 ハーフ男子４０歳代 1465 叶谷　裕一 ｶﾉﾔ ﾕｳｲﾁ 1:42:40 昭島市 667 ハーフ男子
255 ハーフ男子４０歳代 1895 島田　光広 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 1:42:40 千葉県 ＮＴＡ足立 668 ハーフ男子
256 ハーフ男子４０歳代 2072 田中　実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 1:42:41 江戸川区 669 ハーフ男子
257 ハーフ男子４０歳代 1489 河村　公男 ｶﾜﾑﾗ ｷﾐｵ 1:42:48 千葉県 日立亀の甲会 672 ハーフ男子
258 ハーフ男子４０歳代 1757 中村　聡 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 1:42:48 神奈川県 673 ハーフ男子
259 ハーフ男子４０歳代 1710 小林　達明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｱｷ 1:42:52 群馬県 ★加圧Ｅセブン 677 ハーフ男子
260 ハーフ男子４０歳代 1662 根本　勝浩 ﾈﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 1:42:56 練馬区 678 ハーフ男子
261 ハーフ男子４０歳代 1834 土屋　誠司 ﾂﾁﾔ ｾｲｼﾞ 1:42:58 千葉県 ★★押上★★ 679 ハーフ男子
262 ハーフ男子４０歳代 2197 藤田　昌克 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｶﾂ 1:43:00 江東区 681 ハーフ男子
263 ハーフ男子４０歳代 1800 阿部　雅道 ｱﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ 1:43:06 埼玉県 682 ハーフ男子
264 ハーフ男子４０歳代 1412 羽鳥　武司 ﾊﾄﾘ ﾀｹｼ 1:43:11 北区 ジェクサー赤羽 683 ハーフ男子
265 ハーフ男子４０歳代 1875 正木　宏和 ﾏｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 1:43:12 豊島区 684 ハーフ男子
266 ハーフ男子４０歳代 1685 池田　眞人 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 1:43:13 千葉県 ダイオーズ 686 ハーフ男子
267 ハーフ男子４０歳代 1610 村上　幸人 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾄ 1:43:18 新宿区 銀座しんのすけ 691 ハーフ男子
268 ハーフ男子４０歳代 1746 鴨下　邦広 ｶﾓｼﾀ ｸﾆﾋﾛ 1:43:20 江戸川区 ＥＬ＆ＥＬ 693 ハーフ男子
269 ハーフ男子４０歳代 1513 橋山　哲 ﾊｼﾔﾏ ｻﾄｼ 1:43:22 千葉県 694 ハーフ男子
270 ハーフ男子４０歳代 1797 成澤　晃 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 1:43:23 墨田区 695 ハーフ男子
271 ハーフ男子４０歳代 1400 大島　英人 ｵｵｼﾏ ﾋﾃﾞﾄ 1:43:23 北区 ハリアーズ 696 ハーフ男子
272 ハーフ男子４０歳代 1671 吉岡　信宏 ﾖｼｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1:43:26 足立区 702 ハーフ男子
273 ハーフ男子４０歳代 1401 古関　美弘 ｺｾｷ ﾖｼﾋﾛ 1:43:32 神奈川県 チーム緑黄色 706 ハーフ男子
274 ハーフ男子４０歳代 1976 宝田　秀利 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 1:43:33 神奈川県 707 ハーフ男子
275 ハーフ男子４０歳代 1706 佐々木　芳文 ｻｻｷ ﾖｼﾌﾐ 1:43:34 江東区 波乗り坊主 709 ハーフ男子
276 ハーフ男子４０歳代 2133 木田　利広 ｷﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 1:43:39 清瀬市 羽咋走ろう会 713 ハーフ男子
277 ハーフ男子４０歳代 1659 寺嶋　広明 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛｱｷ 1:43:40 狛江市 714 ハーフ男子
278 ハーフ男子４０歳代 1534 栢本　安夫 ｶﾔﾓﾄ ﾔｽｵ 1:43:40 中野区 715 ハーフ男子
279 ハーフ男子４０歳代 1546 田中　勤 ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ 1:43:42 神奈川県 システム工芸 717 ハーフ男子
280 ハーフ男子４０歳代 1745 野村　孝治 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾞ 1:43:42 北海道 718 ハーフ男子
281 ハーフ男子４０歳代 1791 樋口　悟朗 ﾋｸﾞﾁ ｺﾞﾛｳ 1:43:44 埼玉県 720 ハーフ男子
282 ハーフ男子４０歳代 1619 石川　徹 ｲｼｶﾜ ﾄｵﾙ 1:43:45 埼玉県 ＧＵＮＤＡＭ 721 ハーフ男子
283 ハーフ男子４０歳代 1883 斉木　康一 ｻｲｷ ｺｳｲﾁ 1:43:58 江戸川区 730 ハーフ男子
284 ハーフ男子４０歳代 1456 長山　範昭 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 1:44:00 千葉県 731 ハーフ男子
285 ハーフ男子４０歳代 1423 高野　一俊 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾄｼ 1:44:10 千葉県 自衛隊東京地本 735 ハーフ男子
286 ハーフ男子４０歳代 1578 吉永　武司 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｹｼ 1:44:10 稲城市 旭化成東京ＪＣ 736 ハーフ男子
287 ハーフ男子４０歳代 1450 大塚　高樹 ｵｵﾂｶ ﾀｶｷ 1:44:12 足立区 ふちえＲＣ 738 ハーフ男子
288 ハーフ男子４０歳代 1640 金子　浩巳 ｶﾈｺ ﾋﾛﾐ 1:44:13 埼玉県 スポーツデポ 739 ハーフ男子
289 ハーフ男子４０歳代 1484 入谷　浩正 ｲﾘﾔ ﾋﾛﾏｻ 1:44:19 埼玉県 743 ハーフ男子
290 ハーフ男子４０歳代 1502 大西　誠 ｵｵﾆｼ ﾏｺﾄ 1:44:19 杉並区 745 ハーフ男子
291 ハーフ男子４０歳代 1477 安藤　一貴 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾀｶ 1:44:22 江東区 747 ハーフ男子
292 ハーフ男子４０歳代 1733 藤綱　賢一 ﾌｼﾞﾂﾅ ｹﾝｲﾁ 1:44:23 埼玉県 748 ハーフ男子
293 ハーフ男子４０歳代 1579 大塚　隆行 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 1:44:23 町田市 多摩信用金庫 750 ハーフ男子
294 ハーフ男子４０歳代 1569 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 1:44:37 江戸川区 758 ハーフ男子
295 ハーフ男子４０歳代 1673 伊藤　宏徳 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 1:44:40 荒川区 761 ハーフ男子
296 ハーフ男子４０歳代 1688 松川　光伸 ﾏﾂｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 1:44:42 千葉県 764 ハーフ男子
297 ハーフ男子４０歳代 2137 田口　直克 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｶﾂ 1:44:47 足立区 加賀中 767 ハーフ男子
298 ハーフ男子４０歳代 1438 石河　雅夫 ｲｼｶﾜ ﾏｻｵ 1:44:48 神奈川県 769 ハーフ男子
299 ハーフ男子４０歳代 1666 馬場　雅彦 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾋｺ 1:44:51 埼玉県 773 ハーフ男子
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300 ハーフ男子４０歳代 1463 内藤　大地 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 1:44:53 江戸川区 775 ハーフ男子
301 ハーフ男子４０歳代 1529 小山内　満 ｵｻﾅｲ ﾐﾂﾙ 1:44:53 千葉県 776 ハーフ男子
302 ハーフ男子４０歳代 1558 鈴村　秀章 ｽｽﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 1:45:00 三重県 781 ハーフ男子
303 ハーフ男子４０歳代 1780 沢登　功一 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｺｳｲﾁ 1:45:02 千葉県 786 ハーフ男子
304 ハーフ男子４０歳代 2329 後藤　慎太郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 1:45:03 神奈川県 ＲＣ９３ 787 ハーフ男子
305 ハーフ男子４０歳代 1775 佐々木　雄介 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 1:45:04 荒川区 ＴＹＧ 788 ハーフ男子
306 ハーフ男子４０歳代 1722 加藤　晃浩 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 1:45:12 江東区 793 ハーフ男子
307 ハーフ男子４０歳代 1563 田中　浩巳 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 1:45:16 埼玉県 伴伴クラブ 798 ハーフ男子
308 ハーフ男子４０歳代 2120 丹治　健一郎 ﾀﾝｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1:45:18 足立区 800 ハーフ男子
309 ハーフ男子４０歳代 1751 岡本　貢 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｷﾞ 1:45:19 茨城県 802 ハーフ男子
310 ハーフ男子４０歳代 1716 谷口　清二 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 1:45:20 江戸川区 805 ハーフ男子
311 ハーフ男子４０歳代 1626 梶野　雅章 ｶｼﾞﾉ ﾏｻｱｷ 1:45:21 葛飾区 ★中央三井★ 807 ハーフ男子
312 ハーフ男子４０歳代 2358 高崎　康 ﾀｶｻｷ 1:45:22 葛飾区 808 ハーフ男子
313 ハーフ男子４０歳代 1611 村田　吉弘 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾋﾛ 1:45:23 台東区 811 ハーフ男子
314 ハーフ男子４０歳代 1861 古市　秀明 ﾌﾙｲﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 1:45:25 千葉県 812 ハーフ男子
315 ハーフ男子４０歳代 1657 黒沼　道成 ｸﾛﾇﾏ ﾐﾁﾅﾘ 1:45:29 埼玉県 植竹ＦＢＣ 817 ハーフ男子
316 ハーフ男子４０歳代 1388 菅原　洋行 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 1:45:31 千葉県 ＮＩＳＡ検査課 820 ハーフ男子
317 ハーフ男子４０歳代 2256 若原　伸行 ﾜｶﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:45:32 調布市 822 ハーフ男子
318 ハーフ男子４０歳代 1653 茅野　智幸 ｶﾔﾉ ﾄﾓﾕｷ 1:45:36 世田谷区 826 ハーフ男子
319 ハーフ男子４０歳代 1819 加藤　剛英 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾃﾞ 1:45:36 神奈川県 827 ハーフ男子
320 ハーフ男子４０歳代 1536 深田　直樹 ﾌｶﾀﾞ ﾅｵｷ 1:45:38 世田谷区 831 ハーフ男子
321 ハーフ男子４０歳代 2340 片岡　忠良 ｶﾀｵｶ ﾀﾀﾞﾖｼ 1:45:47 足立区 838 ハーフ男子
322 ハーフ男子４０歳代 1424 加藤　広記 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 1:46:12 千葉県 ガンバル会 852 ハーフ男子
323 ハーフ男子４０歳代 1432 増田　浩二 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 1:46:13 東大和市 853 ハーフ男子
324 ハーフ男子４０歳代 1777 仁藤　浩久 ﾆﾄｳ ﾋﾛﾋｻ 1:46:25 静岡県 ＡＲＣ★ 864 ハーフ男子
325 ハーフ男子４０歳代 2032 大西　裕信 ｵｵﾆｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1:46:27 世田谷区 つる★まき 866 ハーフ男子
326 ハーフ男子４０歳代 2089 角　隆一 ｽﾐ ﾘｭｳｲﾁ 1:46:29 千葉県 868 ハーフ男子
327 ハーフ男子４０歳代 1736 桑原　一則 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 1:46:32 練馬区 872 ハーフ男子
328 ハーフ男子４０歳代 1767 星川　雄一 ﾎｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 1:46:37 千葉県 Ｃ－ＲＵＮ 877 ハーフ男子
329 ハーフ男子４０歳代 1656 本田　善智 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 1:46:38 板橋区 878 ハーフ男子
330 ハーフ男子４０歳代 1649 細谷　健一 ﾎｿﾔ ｹﾝｲﾁ 1:46:39 足立区 879 ハーフ男子
331 ハーフ男子４０歳代 2307 大瀧　伸之 ｵｵﾀｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:46:50 足立区 887 ハーフ男子
332 ハーフ男子４０歳代 1538 平井　桂月 ﾋﾗｲ ｹｲｹﾞﾂ 1:46:58 足立区 ＲＣころりん 891 ハーフ男子
333 ハーフ男子４０歳代 1554 細貝　力 ﾎｿｶｲ ﾂﾄﾑ 1:46:59 東久留米市 ＲＣカポチ 892 ハーフ男子
334 ハーフ男子４０歳代 1772 太田　秀之 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 1:47:02 北区 897 ハーフ男子
335 ハーフ男子４０歳代 2045 西山　貴仁 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 1:47:02 神奈川県 走れメガロス 898 ハーフ男子
336 ハーフ男子４０歳代 1499 浜田　祐一 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 1:47:04 江東区 リーガルＲＣ 899 ハーフ男子
337 ハーフ男子４０歳代 1827 藤井　健 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ 1:47:07 板橋区 ＴＹＧ 903 ハーフ男子
338 ハーフ男子４０歳代 1596 下村　和広 ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 1:47:09 埼玉県 ＮＥＳ－ＢＩＧ 905 ハーフ男子
339 ハーフ男子４０歳代 1923 篠宮　昭広 ｼﾉﾐﾔ ｱｷﾋﾛ 1:47:09 神奈川県 906 ハーフ男子
340 ハーフ男子４０歳代 1771 高橋　法生 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 1:47:14 埼玉県 ライジングサン 908 ハーフ男子
341 ハーフ男子４０歳代 1904 森角　俊二 ﾓﾘｽﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞ 1:47:23 江戸川区 918 ハーフ男子
342 ハーフ男子４０歳代 2056 渡辺　一弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 1:47:25 足立区 922 ハーフ男子
343 ハーフ男子４０歳代 1761 里村　利光 ｻﾄﾑﾗ ﾄｼﾐﾂ 1:47:33 千葉県 かつそうた 926 ハーフ男子
344 ハーフ男子４０歳代 1814 駒走　祐治 ｺﾏﾊｼﾘ ﾕｳｼﾞ 1:47:34 江戸川区 927 ハーフ男子
345 ハーフ男子４０歳代 1811 大谷　友人 ｵｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 1:47:44 文京区 細見山荘陸上部 932 ハーフ男子
346 ハーフ男子４０歳代 1880 田港　朝宏 ﾀﾐﾅﾄ ﾄﾓﾋﾛ 1:47:47 足立区 935 ハーフ男子
347 ハーフ男子４０歳代 1667 日野　敏幸 ﾋﾉ ﾄｼﾕｷ 1:47:55 神奈川県 940 ハーフ男子
348 ハーフ男子４０歳代 1517 三牧　洋介 ﾐﾏｷ ﾖｳｽｹ 1:47:58 埼玉県 チームカイロス 942 ハーフ男子
349 ハーフ男子４０歳代 1750 内田　太郎 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾛｳ 1:47:59 神奈川県 チーム松風 943 ハーフ男子
350 ハーフ男子４０歳代 1572 大山　光太郎 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 1:48:01 杉並区 947 ハーフ男子
351 ハーフ男子４０歳代 1652 高嶋　一機 ﾀｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 1:48:02 江戸川区 総合演出 948 ハーフ男子
352 ハーフ男子４０歳代 1581 江里口　敏明 ｴﾘｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 1:48:03 神奈川県 949 ハーフ男子
353 ハーフ男子４０歳代 2119 竹内　幸夫 ﾀｹｳﾁ ﾕｷｵ 1:48:03 千葉県 ＯＳＡＲＵ 950 ハーフ男子
354 ハーフ男子４０歳代 1749 山内　孝一郎 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 1:48:06 東村山市 952 ハーフ男子
355 ハーフ男子４０歳代 1759 西永　晋 ﾆｼﾅｶﾞ ｼﾝ 1:48:07 神奈川県 954 ハーフ男子
356 ハーフ男子４０歳代 1927 小田　祐輔 ｵﾀﾞ ﾕｳｽｹ 1:48:19 足立区 961 ハーフ男子
357 ハーフ男子４０歳代 1756 村上　敦郎 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂﾛｳ 1:48:20 茨城県 964 ハーフ男子
358 ハーフ男子４０歳代 1641 菅野　昭文 ｽｶﾞﾉ ｱｷﾌﾐ 1:48:20 足立区 低脂肪倶楽部 965 ハーフ男子
359 ハーフ男子４０歳代 2093 横溝　猛 ﾖｺﾐｿﾞ ﾀｹｼ 1:48:23 埼玉県 ＴＥ　ＡＣ 969 ハーフ男子
360 ハーフ男子４０歳代 1932 久保田　淳司 ｸﾎﾞﾀ ｱﾂｼ 1:48:26 埼玉県 973 ハーフ男子
361 ハーフ男子４０歳代 1593 菊池　団江 ｷｸﾁ ﾀﾞﾝｴ 1:48:29 千葉県 ウィンドラン 974 ハーフ男子
362 ハーフ男子４０歳代 2271 奥田　陵司 ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 1:48:35 埼玉県 980 ハーフ男子
363 ハーフ男子４０歳代 1945 飯嶋　克昌 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾂﾏｻ 1:48:40 荒川区 ニッピＲＣ 984 ハーフ男子
364 ハーフ男子４０歳代 2323 市山　弘志 ｲﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 1:48:43 足立区 986 ハーフ男子
365 ハーフ男子４０歳代 1418 西野　久 ﾆｼﾉ ﾋｻｼ 1:48:43 埼玉県 ジィファム 987 ハーフ男子
366 ハーフ男子４０歳代 1873 工藤　一文 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾌﾐ 1:48:43 調布市 988 ハーフ男子
367 ハーフ男子４０歳代 1824 小澤　達也 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 1:48:47 埼玉県 新倉エイトワン 991 ハーフ男子
368 ハーフ男子４０歳代 1808 山本　修 ﾔﾏﾓﾄ ｵｻﾑ 1:48:48 神奈川県 994 ハーフ男子
369 ハーフ男子４０歳代 2324 村岡　嘉幸 ﾑﾗｵｶ ﾖｼﾕｷ 1:48:50 千葉県 997 ハーフ男子
370 ハーフ男子４０歳代 1549 鹿礒　哲也 ｶｲｿ ﾃﾂﾔ 1:48:51 新宿区 998 ハーフ男子
371 ハーフ男子４０歳代 2016 恒川　賢二 ﾂﾈｶﾜ ｹﾝｼﾞ 1:48:54 埼玉県 999 ハーフ男子
372 ハーフ男子４０歳代 1836 渡邉　岳治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸｼﾞ 1:48:54 神奈川県 ＲＵＮＳＴＡＲ 1000 ハーフ男子
373 ハーフ男子４０歳代 1742 高橋　孝一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 1:49:06 福島県 1004 ハーフ男子
374 ハーフ男子４０歳代 1419 飯村　宗弘 ｲｲﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ 1:49:09 北区 らんぶりんめん 1007 ハーフ男子
375 ハーフ男子４０歳代 1903 伊藤　直幸 ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 1:49:12 荒川区 沖縄速記事務所 1009 ハーフ男子
376 ハーフ男子４０歳代 1848 白川　浩之 ｼﾗｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 1:49:13 杉並区 ＲｕｎＭａｎ 1010 ハーフ男子
377 ハーフ男子４０歳代 1988 菊田　豊 ｷｸﾀ ﾕﾀｶ 1:49:16 足立区 1012 ハーフ男子
378 ハーフ男子４０歳代 1951 菊地　正茂 ｷｸﾁ ﾏｻｼｹﾞ 1:49:20 千葉県 1015 ハーフ男子
379 ハーフ男子４０歳代 2103 稲垣　正久 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋｻ 1:49:23 葛飾区 1017 ハーフ男子
380 ハーフ男子４０歳代 1809 渡辺　光夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ 1:49:23 茨城県 ＺＥＫＥ 1018 ハーフ男子
381 ハーフ男子４０歳代 1741 西尾　光行 ﾆｼｵ ﾐﾂﾕｷ 1:49:24 小平市 あるばとろす 1019 ハーフ男子
382 ハーフ男子４０歳代 1512 石井　幹三 ｲｼｲ ﾐｷｿﾞｳ 1:49:26 千葉県 1020 ハーフ男子
383 ハーフ男子４０歳代 1744 荒木　淳 ｱﾗｷ ｱﾂｼ 1:49:28 文京区 本郷チーム嵐 1023 ハーフ男子
384 ハーフ男子４０歳代 1790 藤田　知則 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ 1:49:31 足立区 1027 ハーフ男子
385 ハーフ男子４０歳代 1760 稲留　剛士 ｲﾅﾄﾞﾒ ﾀｹｼ 1:49:41 中野区 1034 ハーフ男子
386 ハーフ男子４０歳代 1850 翁長　勲 ｵﾅｶﾞ ｲｻｵ 1:49:43 国立市 1035 ハーフ男子
387 ハーフ男子４０歳代 1821 矢野　彰宏 ﾔﾉ ｱｷﾋﾛ 1:49:47 千葉県 ノエーリョ 1039 ハーフ男子
388 ハーフ男子４０歳代 1752 小澤　智明 ｵｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 1:49:49 西東京市 東京陸協 1041 ハーフ男子
389 ハーフ男子４０歳代 2122 奥田　徹 ｵｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 1:49:51 西東京市 1043 ハーフ男子
390 ハーフ男子４０歳代 1647 佐藤　信広 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 1:49:52 千葉県 バリバリ 1044 ハーフ男子
391 ハーフ男子４０歳代 2178 酒井　真二 ｻｶｲ ｼﾝｼﾞ 1:49:56 江戸川区 1047 ハーフ男子
392 ハーフ男子４０歳代 1591 赤阪　健一 ｱｶｻｶ ｹﾝｲﾁ 1:50:03 葛飾区 はるや４歳 1050 ハーフ男子
393 ハーフ男子４０歳代 1351 坂上　哲也 ｻｶｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ 1:50:07 埼玉県 古千谷走友会 1052 ハーフ男子
394 ハーフ男子４０歳代 1551 太田　理 ｵｵﾀ ｻﾄﾙ 1:50:12 江戸川区 東京陸協 1056 ハーフ男子
395 ハーフ男子４０歳代 1687 松本　剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 1:50:13 埼玉県 ニッピＲＣ 1057 ハーフ男子
396 ハーフ男子４０歳代 2165 小松田　裕一 ｺﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 1:50:13 足立区 1058 ハーフ男子
397 ハーフ男子４０歳代 1982 中村　秀和 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1:50:16 荒川区 1059 ハーフ男子
398 ハーフ男子４０歳代 1891 栗田　正和 ｸﾘﾀ ﾏｻｶｽﾞ 1:50:20 埼玉県 1062 ハーフ男子
399 ハーフ男子４０歳代 1664 槇島　康友 ﾏｷｼﾏ ﾔｽﾄﾓ 1:50:36 足立区 養殖マグロ軍団 1070 ハーフ男子
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400 ハーフ男子４０歳代 2114 林　浩暢 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1:50:37 千葉県 1071 ハーフ男子
401 ハーフ男子４０歳代 1820 澁谷　岳彦 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹﾋｺ 1:50:37 神奈川県 1072 ハーフ男子
402 ハーフ男子４０歳代 1727 嶋田　雄二 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 1:50:38 千葉県 1075 ハーフ男子
403 ハーフ男子４０歳代 1695 今村　孝一 ｲﾏﾑﾗ ｺｳｲﾁ 1:50:41 埼玉県 ネクスコ東日本 1077 ハーフ男子
404 ハーフ男子４０歳代 2052 加賀美　隆 ｶｶﾞﾐ ﾀｶｼ 1:50:42 荒川区 1078 ハーフ男子
405 ハーフ男子４０歳代 1663 若林　禎浩 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 1:50:49 神奈川県 1081 ハーフ男子
406 ハーフ男子４０歳代 1872 瀬能　靖弘 ｾﾉｳ ﾔｽﾋﾛ 1:50:49 埼玉県 1082 ハーフ男子
407 ハーフ男子４０歳代 1430 すずき　じゅん ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 1:50:49 大田区 上青木中学教員 1083 ハーフ男子
408 ハーフ男子４０歳代 1548 河口　亘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 1:50:50 愛知県 1084 ハーフ男子
409 ハーフ男子４０歳代 1681 森　光男 ﾓﾘ ﾐﾂｵ 1:50:54 世田谷区 1086 ハーフ男子
410 ハーフ男子４０歳代 1599 大井田　篤彦 ｵｵｲﾀﾞ ｱﾂﾋｺ 1:50:57 世田谷区 1091 ハーフ男子
411 ハーフ男子４０歳代 1384 小野寺　博 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 1:50:57 大田区 1092 ハーフ男子
412 ハーフ男子４０歳代 1901 田井中　真佐男 ﾀｲﾅｶ ﾏｻｵ 1:50:59 神奈川県 1093 ハーフ男子
413 ハーフ男子４０歳代 2028 宮内　政雄 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻｵ 1:51:02 江戸川区 パクレゼルヴ 1094 ハーフ男子
414 ハーフ男子４０歳代 1768 友松　みのる ﾄﾓﾏﾂ ﾐﾉﾙ 1:51:04 神奈川県 1095 ハーフ男子
415 ハーフ男子４０歳代 1889 纐纈　俊嗣 ｺｳｹﾂ ﾄｼﾂｸﾞ 1:51:10 渋谷区 1101 ハーフ男子
416 ハーフ男子４０歳代 2068 柏原　邦夫 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｸﾆｵ 1:51:13 杉並区 1103 ハーフ男子
417 ハーフ男子４０歳代 1328 山内　全泰 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾔｽ 1:51:14 多摩市 てんてこまい 1104 ハーフ男子
418 ハーフ男子４０歳代 2233 小林　敏郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ 1:51:14 新宿区市 1105 ハーフ男子
419 ハーフ男子４０歳代 1762 佐藤　哲之 ｻﾄｳ ｻﾄｼ 1:51:17 町田市 ＹＰＭＣ 1108 ハーフ男子
420 ハーフ男子４０歳代 2011 内田　勲 ｳﾁﾀﾞ ｲｻｵ 1:51:21 荒川区 1110 ハーフ男子
421 ハーフ男子４０歳代 2018 門馬　和彦 ﾓﾝﾏ ｶｽﾞﾋｺ 1:51:25 江戸川区 ＡＶＲＣ◆東京 1112 ハーフ男子
422 ハーフ男子４０歳代 1929 高崎　英樹 ﾀｶｻｷ ﾋﾃﾞｷ 1:51:28 千葉県 1113 ハーフ男子
423 ハーフ男子４０歳代 2005 竹入　清 ﾀｹｲﾘ ｷﾖｼ 1:51:28 足立区 1114 ハーフ男子
424 ハーフ男子４０歳代 1882 行徳　剛嗣 ｷﾞｮｳﾄｸ ﾀｹｼ 1:51:35 千葉県 1118 ハーフ男子
425 ハーフ男子４０歳代 1630 横田　乃里也 ﾖｺﾀ ﾉﾘﾔ 1:51:40 杉並区 1121 ハーフ男子
426 ハーフ男子４０歳代 1817 高橋　信男 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｵ 1:51:40 足立区 1122 ハーフ男子
427 ハーフ男子４０歳代 1776 河野　進 ｺｳﾉ ｽｽﾑ 1:51:49 府中市 ＫＤＤＩ 1128 ハーフ男子
428 ハーフ男子４０歳代 1936 小林　則人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾄ 1:51:54 青梅市 こらっ走らん会 1130 ハーフ男子
429 ハーフ男子４０歳代 1878 篠塚　賀勝 ｼﾉﾂﾞｶ ﾖｼｶﾂ 1:51:56 足立区 1131 ハーフ男子
430 ハーフ男子４０歳代 2066 正籬　聡 ﾏｻｶﾞｷ ｻﾄﾙ 1:51:59 西東京市 1132 ハーフ男子
431 ハーフ男子４０歳代 1838 若林　賢 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 1:52:01 埼玉県 走れんじゃあ 1133 ハーフ男子
432 ハーフ男子４０歳代 1607 徳本　祐朗 ﾄｸﾓﾄ ｻﾁｵ 1:52:02 埼玉県 1134 ハーフ男子
433 ハーフ男子４０歳代 1887 緑川　徹士 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾃﾂｼ 1:52:04 足立区 1136 ハーフ男子
434 ハーフ男子４０歳代 1712 平野　裕二 ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞ 1:52:07 板橋区 1141 ハーフ男子
435 ハーフ男子４０歳代 1615 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 1:52:07 豊島区 1142 ハーフ男子
436 ハーフ男子４０歳代 1871 日高　史敬 ﾋﾀﾞｶ ﾌﾐﾋﾛ 1:52:25 千葉県 1153 ハーフ男子
437 ハーフ男子４０歳代 1966 武井　康典 ﾀｹｲ ﾔｽﾉﾘ 1:52:41 足立区 1158 ハーフ男子
438 ハーフ男子４０歳代 1680 岩井　進 ｲﾜｲ ｽｽﾑ 1:52:41 足立区 1159 ハーフ男子
439 ハーフ男子４０歳代 1879 三木　康久 ﾐｷ ﾔｽﾋｻ 1:52:46 三鷹市 1161 ハーフ男子
440 ハーフ男子４０歳代 1920 宮本　裕巳 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ 1:52:46 千葉県 市民大学ＲＣ 1162 ハーフ男子
441 ハーフ男子４０歳代 2104 辰喜　太輔 ﾀﾂｷ ﾀｲｽｹ 1:52:52 新潟県 五泉ＪＣ 1167 ハーフ男子
442 ハーフ男子４０歳代 1805 野本　成保 ﾉﾓﾄ ﾅﾘﾔｽ 1:52:52 足立区 1168 ハーフ男子
443 ハーフ男子４０歳代 1796 早川　昌志 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻｼ 1:52:53 北区 東京都北区役所 1169 ハーフ男子
444 ハーフ男子４０歳代 2245 坂本　大 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 1:52:53 新宿区 1170 ハーフ男子
445 ハーフ男子４０歳代 2132 下村　孝明 ｼﾓﾑﾗ ﾀｶｱｷ 1:52:59 千葉県 1177 ハーフ男子
446 ハーフ男子４０歳代 1543 石井　文久 ｲｼｲ ﾌﾐﾋｻ 1:52:59 台東区 岩石の如し 1178 ハーフ男子
447 ハーフ男子４０歳代 1981 佐藤　貢 ｻﾄｳ ﾐﾂｸﾞ 1:53:02 茨城県 1182 ハーフ男子
448 ハーフ男子４０歳代 2039 熊谷　潤一 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:53:04 目黒区 1184 ハーフ男子
449 ハーフ男子４０歳代 1870 吉田　成洋 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾘﾋﾛ 1:53:07 西東京市 1187 ハーフ男子
450 ハーフ男子４０歳代 1789 廣田　康浩 ﾋﾛﾀ ﾔｽﾋﾛ 1:53:14 千葉県 1192 ハーフ男子
451 ハーフ男子４０歳代 2215 富塚　茂 ﾄﾐﾂｶ ｼｹﾞﾙ 1:53:17 練馬区 1194 ハーフ男子
452 ハーフ男子４０歳代 2258 平柳　克芳 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾖｼ 1:53:21 足立区 1199 ハーフ男子
453 ハーフ男子４０歳代 1812 山本　正樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 1:53:24 小平市 明楽笑友会 1203 ハーフ男子
454 ハーフ男子４０歳代 1753 那須　健一 ﾅｽ ｹﾝｲﾁ 1:53:25 千葉県 ★シティアＡＣ 1204 ハーフ男子
455 ハーフ男子４０歳代 2082 伊藤　幸司 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 1:53:27 千葉県 1207 ハーフ男子
456 ハーフ男子４０歳代 1586 矢田部　勇 ﾔﾀﾍﾞ ｲｻﾑ 1:53:27 千葉県 1208 ハーフ男子
457 ハーフ男子４０歳代 1715 市川　雄平 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾍｲ 1:53:27 葛飾区 1209 ハーフ男子
458 ハーフ男子４０歳代 1770 清水　巌 ｼﾐｽﾞ ｲﾜｵ 1:53:29 神奈川県 1212 ハーフ男子
459 ハーフ男子４０歳代 1625 佐藤　弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 1:53:29 千葉県 ライオンバード 1213 ハーフ男子
460 ハーフ男子４０歳代 1718 渡部　卓 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶｼ 1:53:35 神奈川県 Ｃ－ＲＵＮ 1219 ハーフ男子
461 ハーフ男子４０歳代 1813 横溝　淳二 ﾖｺﾐｿﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1:53:35 荒川区 1220 ハーフ男子
462 ハーフ男子４０歳代 2219 八幡　明彦 ﾔﾜﾀ ｱｷﾋｺ 1:53:37 荒川区 1221 ハーフ男子
463 ハーフ男子４０歳代 1788 笹渕　宏明 ｻｻﾌﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 1:53:39 渋谷区 チーム五十雀 1224 ハーフ男子
464 ハーフ男子４０歳代 1764 小夫家　彰造 ｺﾌﾞｹ ｼｮｳｿﾞｳ 1:53:40 足立区 オッケー牧場 1225 ハーフ男子
465 ハーフ男子４０歳代 1934 西村　智行 ﾆｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 1:53:41 千葉県 1229 ハーフ男子
466 ハーフ男子４０歳代 1616 遠藤　常正 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾈﾏｻ 1:53:43 埼玉県 十条スター会 1230 ハーフ男子
467 ハーフ男子４０歳代 1998 楯石　喜正 ﾀﾃｲｼ ﾖｼﾏｻ 1:53:44 足立区 1231 ハーフ男子
468 ハーフ男子４０歳代 2090 江田　欣正 ｴﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 1:53:53 千葉県 1239 ハーフ男子
469 ハーフ男子４０歳代 2143 山崎　義之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ 1:53:55 千葉県 1240 ハーフ男子
470 ハーフ男子４０歳代 1908 石川　武彦 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾋｺ 1:53:56 江戸川区 多摩ちゃんズ 1241 ハーフ男子
471 ハーフ男子４０歳代 1876 斉藤　友孝 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾀｶ 1:53:58 埼玉県 ★千住ＡＣ★ 1243 ハーフ男子
472 ハーフ男子４０歳代 1665 水谷　泰生 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽｵ 1:54:04 稲城市 ＪＣＩＪＣ 1251 ハーフ男子
473 ハーフ男子４０歳代 1721 小林　充 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ 1:54:06 埼玉県 青和ＯＢ会 1253 ハーフ男子
474 ハーフ男子４０歳代 2002 名越　究 ﾅｺﾞｼ ｷﾜﾑ 1:54:06 足立区 1254 ハーフ男子
475 ハーフ男子４０歳代 2222 太田　強 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 1:54:06 千葉県 1255 ハーフ男子
476 ハーフ男子４０歳代 2191 野口　貴洋 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 1:54:10 埼玉県 1258 ハーフ男子
477 ハーフ男子４０歳代 1645 飯田　祐史 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｼ 1:54:12 板橋区 1261 ハーフ男子
478 ハーフ男子４０歳代 1544 浜田　陽太郎 ﾊﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 1:54:15 中央区 チームびり 1265 ハーフ男子
479 ハーフ男子４０歳代 1902 手島　聡一 ﾃｼﾏ ｻﾄｼ 1:54:15 埼玉県 1266 ハーフ男子
480 ハーフ男子４０歳代 1747 山口　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 1:54:19 茨城県 ハイブリッド 1268 ハーフ男子
481 ハーフ男子４０歳代 1940 磯　正夫 ｲｿ ﾏｻｵ 1:54:19 杉並区 1269 ハーフ男子
482 ハーフ男子４０歳代 1921 大西　幹治 ｵｵﾆｼ ｶﾝｼﾞ 1:54:22 足立区 チームあもん 1270 ハーフ男子
483 ハーフ男子４０歳代 1855 鈴木　裕 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 1:54:22 江東区 1271 ハーフ男子
484 ハーフ男子４０歳代 1798 高野　学 ﾀｶﾉ ﾏﾅﾌﾞ 1:54:23 国立市 ＲＣ９３ 1272 ハーフ男子
485 ハーフ男子４０歳代 2007 井村　圭 ｲﾑﾗ ｷﾖｼ 1:54:27 埼玉県 1279 ハーフ男子
486 ハーフ男子４０歳代 1868 佐川　輝道 ｻｶﾞﾜ ﾃﾙﾐﾁ 1:54:30 足立区 1281 ハーフ男子
487 ハーフ男子４０歳代 2076 本間　慎一 ﾎﾝﾏ ｼﾝｲﾁ 1:54:33 足立区 1284 ハーフ男子
488 ハーフ男子４０歳代 1853 高橋　洋一 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ 1:54:34 神奈川県 1288 ハーフ男子
489 ハーフ男子４０歳代 1979 友田　啓司 ﾄﾓﾀﾞ ｹｲｼ 1:54:35 江戸川区 スズケン 1290 ハーフ男子
490 ハーフ男子４０歳代 2159 中岡　裕一 ﾅｶｵｶ ﾕｳｲﾁ 1:54:35 千葉県 橋本総業 1291 ハーフ男子
491 ハーフ男子４０歳代 1896 中島　謙 ﾅｶｼﾏ ｹﾝ 1:54:37 杉並区 1293 ハーフ男子
492 ハーフ男子４０歳代 1582 土井　直 ﾄﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 1:54:42 葛飾区 葛飾マイペース 1296 ハーフ男子
493 ハーフ男子４０歳代 1869 深澤　智 ﾌｶｻﾜ ｻﾄﾙ 1:54:47 板橋区 1301 ハーフ男子
494 ハーフ男子４０歳代 2069 斉藤　晃一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 1:54:47 北区 マラソン完走ク 1302 ハーフ男子
495 ハーフ男子４０歳代 2292 加藤　利昭 ｶﾄｳ ﾄｼｱｷ 1:54:50 足立区 1304 ハーフ男子
496 ハーフ男子４０歳代 2088 戸舘　篤 ﾄﾀﾞﾃ ｱﾂｼ 1:54:50 国立市 1305 ハーフ男子
497 ハーフ男子４０歳代 1846 寺田　守孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾘﾀｶ 1:54:51 江戸川区 1306 ハーフ男子
498 ハーフ男子４０歳代 1629 服部　直明 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｱｷ 1:54:51 江戸川区 1308 ハーフ男子
499 ハーフ男子４０歳代 2041 高橋　柱太 ﾀｶﾊｼ ﾁｭｳﾀ 1:54:54 岩手県 ちゃれんじ満 1311 ハーフ男子
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500 ハーフ男子４０歳代 1899 佐久間　浩司 ｻｸﾏ ｺｳｼﾞ 1:54:57 神奈川県 横浜緩走倶楽部 1312 ハーフ男子
501 ハーフ男子４０歳代 1843 増田　能久 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 1:55:01 埼玉県 1316 ハーフ男子
502 ハーフ男子４０歳代 1960 岡田　直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ 1:55:02 葛飾区 1317 ハーフ男子
503 ハーフ男子４０歳代 1696 木島　一郎 ｷｼﾞﾏ ｲﾁﾛｳ 1:55:04 文京区 ウイルソンズ 1319 ハーフ男子
504 ハーフ男子４０歳代 1822 左右田　猛 ｿｳﾀﾞ ﾀｹｼ 1:55:07 埼玉県 プーチャンズ 1320 ハーフ男子
505 ハーフ男子４０歳代 2061 田邉　勝志 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｼ 1:55:11 千葉県 浦安タモリＣ 1325 ハーフ男子
506 ハーフ男子４０歳代 1684 藤原　和則 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 1:55:11 葛飾区 赤羽４８ 1326 ハーフ男子
507 ハーフ男子４０歳代 2242 稲垣　幸雄 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｷｵ 1:55:13 神奈川県 1328 ハーフ男子
508 ハーフ男子４０歳代 1639 楊　睦盛 ﾖｳ ﾑﾂﾓﾘ 1:55:25 神奈川県 1333 ハーフ男子
509 ハーフ男子４０歳代 1922 堀内　進 ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾑ 1:55:26 埼玉県 1334 ハーフ男子
510 ハーフ男子４０歳代 2059 西村　雄二郎 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 1:55:29 小平市 ＮＩＡＤ－ＵＥ 1337 ハーフ男子
511 ハーフ男子４０歳代 1643 小熊　義孝 ｵｸﾞﾏ ﾖｼﾀｶ 1:55:35 千葉県 1341 ハーフ男子
512 ハーフ男子４０歳代 2310 田口　智則 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 1:55:36 立川市 1342 ハーフ男子
513 ハーフ男子４０歳代 1865 佐藤　祐二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 1:55:44 埼玉県 1349 ハーフ男子
514 ハーフ男子４０歳代 2181 宮越　一郎 ﾐﾔｺｼ ｲﾁﾛｳ 1:55:47 江東区 1353 ハーフ男子
515 ハーフ男子４０歳代 1938 塚田　裕 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 1:55:49 立川市 日立情報ＲＣ 1354 ハーフ男子
516 ハーフ男子４０歳代 1737 東海　幸一 ﾄｳｶｲ ｺｳｲﾁ 1:55:49 八王子市 1355 ハーフ男子
517 ハーフ男子４０歳代 1669 井口　雅尋 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 1:55:49 世田谷区 ナチュラル 1357 ハーフ男子
518 ハーフ男子４０歳代 2125 山井　敦雄 ﾔﾏｲ ｱﾂｵ 1:55:51 千葉県 1358 ハーフ男子
519 ハーフ男子４０歳代 10011 木内　章裕 ｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 1:55:52 台東区 きうち内科ＣＬ 1360 ハーフ男子
520 ハーフ男子４０歳代 2001 ボルグマン　ミヒャ ﾎﾞﾙｸﾞﾏﾝ ﾐﾋｬｴﾙ 1:55:53 中央区 1361 ハーフ男子
521 ハーフ男子４０歳代 1928 衣笠　智也 ｷﾇｶﾞｻ ﾄﾓﾔ 1:55:57 北区 1362 ハーフ男子
522 ハーフ男子４０歳代 2029 小原　誠 ｵﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 1:56:00 葛飾区 1370 ハーフ男子
523 ハーフ男子４０歳代 2176 長岡　正則 ﾅｶﾞｵｶ ﾏｻﾉﾘ 1:56:03 葛飾区 1373 ハーフ男子
524 ハーフ男子４０歳代 1829 江面　正明 ｴﾂﾞﾗ ﾏｻｱｷ 1:56:05 足立区 ＳＥボンバーズ 1374 ハーフ男子
525 ハーフ男子４０歳代 1807 五十嵐　栄治 ｲｶﾞﾗｼ ｴｲｼﾞ 1:56:07 足立区 ＨＩＴ’Ｓ 1377 ハーフ男子
526 ハーフ男子４０歳代 2134 鷹合　喜孝 ﾀｶｱｲ ﾖｼﾀｶ 1:56:10 神奈川県 ＵＭＣ 1378 ハーフ男子
527 ハーフ男子４０歳代 1766 小山　耕一 ｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ 1:56:11 江東区 ＲＣ９３ 1379 ハーフ男子
528 ハーフ男子４０歳代 1698 安蒜　雅志 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾏｻｼ 1:56:12 中央区 1380 ハーフ男子
529 ハーフ男子４０歳代 2140 佐藤　由孝 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 1:56:17 葛飾区 1386 ハーフ男子
530 ハーフ男子４０歳代 2192 三村　悟 ﾐﾑﾗ ｻﾄﾙ 1:56:17 神奈川県 1387 ハーフ男子
531 ハーフ男子４０歳代 2299 三好　弘也 ﾐﾖｼ ﾋﾛﾔ 1:56:17 足立区 1388 ハーフ男子
532 ハーフ男子４０歳代 2065 大野　浩人 ｵｵﾉ ﾋﾛﾄ 1:56:19 大田区 1390 ハーフ男子
533 ハーフ男子４０歳代 2107 三浦　洋 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 1:56:21 大田区 1391 ハーフ男子
534 ハーフ男子４０歳代 1950 高山　勝己 ﾀｶﾔﾏ ｶﾂﾐ 1:56:22 千葉県 1395 ハーフ男子
535 ハーフ男子４０歳代 1754 園田　鎮史 ｿﾉﾀﾞ ﾔｽｼ 1:56:24 世田谷区 1399 ハーフ男子
536 ハーフ男子４０歳代 1471 藤次　稔 ﾌｼﾞﾂｸﾞ ﾐﾉﾙ 1:56:25 足立区 1400 ハーフ男子
537 ハーフ男子４０歳代 1483 鈴木　肇 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 1:56:25 埼玉県 タイガース 1401 ハーフ男子
538 ハーフ男子４０歳代 1857 大川　高浩 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 1:56:27 墨田区 1402 ハーフ男子
539 ハーフ男子４０歳代 1965 三浦　雅之 ﾐｳﾗ ﾏｻﾕｷ 1:56:30 江戸川区 1405 ハーフ男子
540 ハーフ男子４０歳代 1993 佐竹　亨 ｻﾀｹ ﾄｵﾙ 1:56:32 江東区 1408 ハーフ男子
541 ハーフ男子４０歳代 2121 藤原　一隆 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾀｶ 1:56:42 板橋区 1418 ハーフ男子
542 ハーフ男子４０歳代 1832 倉爪　浩介 ｸﾗﾂﾒ ｺｳｽｹ 1:56:45 埼玉県 1422 ハーフ男子
543 ハーフ男子４０歳代 2268 小野　貴之 ｵﾉ ﾀｶﾕｷ 1:56:47 足立区 1425 ハーフ男子
544 ハーフ男子４０歳代 2306 武藤　淳一 ﾑﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:56:48 足立区 1426 ハーフ男子
545 ハーフ男子４０歳代 1547 高橋　俊彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ 1:56:49 荒川区 荒川燕激走盛彦 1428 ハーフ男子
546 ハーフ男子４０歳代 1803 近藤　陽一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 1:56:50 清瀬市 ＫＧＪＡＰＡＮ 1433 ハーフ男子
547 ハーフ男子４０歳代 1527 尾崎　克洋 ｵｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 1:56:52 埼玉県 ｅＡ東京 1436 ハーフ男子
548 ハーフ男子４０歳代 1302 樋口　和久 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｻ 1:56:52 足立区 1437 ハーフ男子
549 ハーフ男子４０歳代 1910 西川　幸宏 ﾆｼｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 1:56:58 江戸川区 1441 ハーフ男子
550 ハーフ男子４０歳代 1683 門田　正順 ﾓﾝﾃﾞﾝ ﾏｻﾖﾘ 1:56:58 北区 1443 ハーフ男子
551 ハーフ男子４０歳代 1735 田中　純一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:56:59 北区 ジョグリンズ 1444 ハーフ男子
552 ハーフ男子４０歳代 1815 塚本　右文 ﾂｶﾓﾄ ｷﾐﾌﾐ 1:57:03 千葉県 東和会陸上部 1446 ハーフ男子
553 ハーフ男子４０歳代 2267 岡田　新一 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 1:57:12 足立区 岡田不動産 1453 ハーフ男子
554 ハーフ男子４０歳代 1926 沼田　英夫 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ 1:57:16 足立区 ＯＭＪＣ 1457 ハーフ男子
555 ハーフ男子４０歳代 2150 田中　桂一 ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁ 1:57:23 神奈川県 1460 ハーフ男子
556 ハーフ男子４０歳代 1679 尾崎　治朗 ｵｻﾞｷ ｼﾞﾛｳ 1:57:28 墨田区 ＲＵＮＳＴＡＲ 1464 ハーフ男子
557 ハーフ男子４０歳代 1755 齋坂　則明 ｻｲｻｶ ﾉﾘｱｷ 1:57:29 練馬区 1466 ハーフ男子
558 ハーフ男子４０歳代 1893 末武　誠 ｽｴﾀｹ ﾏｺﾄ 1:57:40 神奈川県 ★ガス橋ＡＣ★ 1470 ハーフ男子
559 ハーフ男子４０歳代 2182 小川　良介 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 1:57:40 神奈川県 1471 ハーフ男子
560 ハーフ男子４０歳代 1692 市谷　裕司 ｲﾁﾔ ﾕｳｼﾞ 1:57:41 足立区 1475 ハーフ男子
561 ハーフ男子４０歳代 1866 村山　貢史 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ 1:57:46 千葉県 コーディアル 1479 ハーフ男子
562 ハーフ男子４０歳代 1574 水谷　康 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾔｽｼ 1:57:48 品川区 1480 ハーフ男子
563 ハーフ男子４０歳代 1828 尾崎　知紀 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 1:57:54 豊島区 ＴＹＧ 1484 ハーフ男子
564 ハーフ男子４０歳代 2357 廣澤　等 ﾋﾛｻﾜ 1:57:58 千葉県 1488 ハーフ男子
565 ハーフ男子４０歳代 1864 川崎　将嗣 ｶﾜｻｷ ﾏｻｼ 1:58:01 千葉県 1492 ハーフ男子
566 ハーフ男子４０歳代 1930 小宮　直人 ｺﾐﾔ ﾅｵﾄ 1:58:06 足立区 1498 ハーフ男子
567 ハーフ男子４０歳代 2138 小山　雅弘 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 1:58:08 江戸川区 1506 ハーフ男子
568 ハーフ男子４０歳代 2131 小出　直之 ｺｲﾃﾞ ﾅｵﾕｷ 1:58:10 神奈川県 1508 ハーフ男子
569 ハーフ男子４０歳代 1697 大石　孝和 ｵｵｲｼ ﾀｶｶｽﾞ 1:58:12 足立区 1511 ハーフ男子
570 ハーフ男子４０歳代 1906 大内　賢二 ｵｵｳﾁ ｹﾝｼﾞ 1:58:14 埼玉県 チームあーこ 1512 ハーフ男子
571 ハーフ男子４０歳代 1585 高橋　賢 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 1:58:17 埼玉県 1514 ハーフ男子
572 ハーフ男子４０歳代 1588 阿部　尊治 ｱﾍﾞ ﾀｶﾊﾙ 1:58:22 葛飾区 グータロウ 1521 ハーフ男子
573 ハーフ男子４０歳代 2275 熊沢　勝明 ｸﾏｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ 1:58:23 文京区 本郷チーム嵐 1522 ハーフ男子
574 ハーフ男子４０歳代 1634 谷澤　一宏 ﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 1:58:24 荒川区 1524 ハーフ男子
575 ハーフ男子４０歳代 1613 小原　道生 ｵﾊﾞﾗ ﾐﾁｵ 1:58:25 杉並区 1525 ハーフ男子
576 ハーフ男子４０歳代 1487 荒木　清巳 ｱﾗｷ ｷﾖﾐ 1:58:32 神奈川県 1528 ハーフ男子
577 ハーフ男子４０歳代 2147 蛭田　実 ﾋﾙﾀ ﾐﾉﾙ 1:58:39 世田谷区 1531 ハーフ男子
578 ハーフ男子４０歳代 1907 吉田　徹 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 1:58:39 千葉県 1533 ハーフ男子
579 ハーフ男子４０歳代 2277 松村　昌平 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 1:58:40 神奈川県 1535 ハーフ男子
580 ハーフ男子４０歳代 2022 布山　裕一 ﾌﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 1:58:42 千葉県 1537 ハーフ男子
581 ハーフ男子４０歳代 2094 有馬　太郎 ｱﾘﾏ ﾀﾛｳ 1:58:43 神奈川県 1539 ハーフ男子
582 ハーフ男子４０歳代 1885 大沢　太元男 ｵｵｻﾜ ﾀｹｵ 1:58:44 江東区 1540 ハーフ男子
583 ハーフ男子４０歳代 2149 竹原　敬之 ﾀｹﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 1:58:44 中央区 1541 ハーフ男子
584 ハーフ男子４０歳代 2053 池内　真 ｲｹｳﾁ ﾏｺﾄ 1:58:45 荒川区 走れワタル 1542 ハーフ男子
585 ハーフ男子４０歳代 2270 本吉　剛 ﾓﾄﾖｼ ﾂﾖｼ 1:58:46 足立区 1544 ハーフ男子
586 ハーフ男子４０歳代 2036 梅沢　隆一 ｳﾒｻﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ 1:58:49 群馬県 1548 ハーフ男子
587 ハーフ男子４０歳代 1707 平山　智 ﾋﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ 1:58:49 埼玉県 1550 ハーフ男子
588 ハーフ男子４０歳代 1467 石黒　義浩 ｲｼｸﾞﾛ ﾖｼﾋﾛ 1:58:49 埼玉県 ＷＡＩＷＡＩ 1551 ハーフ男子
589 ハーフ男子４０歳代 1977 川本　修三 ｶﾜﾓﾄ ｼｭｿﾞｳ 1:58:51 神奈川県 ＥＭＵの会 1553 ハーフ男子
590 ハーフ男子４０歳代 2099 井上　悦徳 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉﾘ 1:58:52 千葉県 1554 ハーフ男子
591 ハーフ男子４０歳代 1992 牛尾　収輝 ｳｼｵ ｼｭｳｷ 1:58:54 埼玉県 1558 ハーフ男子
592 ハーフ男子４０歳代 1709 尾形　隆英 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾃﾞ 1:58:54 足立区 えきスポ梅島 1559 ハーフ男子
593 ハーフ男子４０歳代 2060 松戸　孝志 ﾏﾂﾄﾞ ﾀｶｼ 1:58:54 板橋区 1561 ハーフ男子
594 ハーフ男子４０歳代 2146 滝　康雄 ﾀｷ ﾔｽｵ 1:59:03 足立区 チームあゆと 1572 ハーフ男子
595 ハーフ男子４０歳代 2220 大島　喜信 ｵｵｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 1:59:18 葛飾区 1579 ハーフ男子
596 ハーフ男子４０歳代 1987 三ツ木　秀匡 ﾐﾂｷﾞ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 1:59:22 足立区 1585 ハーフ男子
597 ハーフ男子４０歳代 1304 宮下　信一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾝｲﾁ 1:59:23 葛飾区 沖縄八重山陸協 1586 ハーフ男子
598 ハーフ男子４０歳代 2111 遠藤　和志 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ 1:59:25 北区 1590 ハーフ男子
599 ハーフ男子４０歳代 2353 板橋　史宣 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐﾉﾘ 1:59:25 千葉県 東洋大学大学院 1594 ハーフ男子
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600 ハーフ男子４０歳代 1831 野田　裕司 ﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 1:59:35 千葉県 はしれんクラブ 1601 ハーフ男子
601 ハーフ男子４０歳代 1971 川口　博貴 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 1:59:36 千葉県 1603 ハーフ男子
602 ハーフ男子４０歳代 1937 成田　高明 ﾅﾘﾀ ﾀｶｱｷ 1:59:41 中野区 横河陸上部 1609 ハーフ男子
603 ハーフ男子４０歳代 1732 茂木　清 ﾓｷﾞ ｷﾖｼ 1:59:44 北区 1613 ハーフ男子
604 ハーフ男子４０歳代 1898 小野　明 ｵﾉ ｱｷﾗ 1:59:56 埼玉県 千日走会 1618 ハーフ男子
605 ハーフ男子４０歳代 2006 城市　克也 ｼﾞｮｳｼ ｶﾂﾔ 2:00:18 埼玉県 日の出ブルズ 1635 ハーフ男子
606 ハーフ男子４０歳代 1781 荒井　芳孝 ｱﾗｲ ﾖｼﾀｶ 2:00:21 葛飾区 1639 ハーフ男子
607 ハーフ男子４０歳代 1986 武本　浩二 ﾀｹﾓﾄ ｺｳｼﾞ 2:00:25 多摩市 エスエル 1642 ハーフ男子
608 ハーフ男子４０歳代 1911 樋口　正史 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 2:00:29 神奈川県 1644 ハーフ男子
609 ハーフ男子４０歳代 1830 鈴木　武 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 2:00:32 武蔵野市 1646 ハーフ男子
610 ハーフ男子４０歳代 2110 深澤　達治 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀﾂｼﾞ 2:00:32 世田谷区 1648 ハーフ男子
611 ハーフ男子４０歳代 1860 川崎　雄二 ｶﾜｻｷ ﾕｳｼﾞ 2:00:38 江戸川区 1650 ハーフ男子
612 ハーフ男子４０歳代 1867 山澤　登志和 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 2:00:40 千葉県 ＪＧＡ 1652 ハーフ男子
613 ハーフ男子４０歳代 2097 本間　忠俊 ﾎﾝﾏ ﾀﾀﾞﾄｼ 2:00:44 埼玉県 1655 ハーフ男子
614 ハーフ男子４０歳代 1914 佐藤　浩樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 2:00:45 練馬区 1656 ハーフ男子
615 ハーフ男子４０歳代 2042 竹澤　雅樹 ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｻｷ 2:00:50 葛飾区 1657 ハーフ男子
616 ハーフ男子４０歳代 2019 西場　義貢 ﾆｼﾊﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 2:00:52 世田谷区 1660 ハーフ男子
617 ハーフ男子４０歳代 1942 ＣＨＯＩ　ＳＥＯＫＧＹ ﾁｪｲ ｿｸｷｭﾝ 2:00:52 埼玉県 千日走会 1661 ハーフ男子
618 ハーフ男子４０歳代 1743 山下　敬生 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｵ 2:00:54 神奈川県 1663 ハーフ男子
619 ハーフ男子４０歳代 2248 五島　拓也 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ 2:01:04 千葉県 1671 ハーフ男子
620 ハーフ男子４０歳代 1859 林山　充 ﾊﾔｼﾔﾏ ｱﾃﾙ 2:01:10 足立区 空自補給本部 1675 ハーフ男子
621 ハーフ男子４０歳代 2174 川村　和之 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 2:01:26 西東京市 1682 ハーフ男子
622 ハーフ男子４０歳代 1994 岩崎　幸治 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ 2:01:30 神奈川県 岩石の如し 1685 ハーフ男子
623 ハーフ男子４０歳代 1962 田中　信一郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 2:01:32 千葉県 1686 ハーフ男子
624 ハーフ男子４０歳代 1874 志村　智久 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ 2:01:34 千葉県 ＡＤ損保 1688 ハーフ男子
625 ハーフ男子４０歳代 2170 佐々木　千潮 ｻｻｷ ﾁｼｵ 2:01:34 埼玉県 ノーランズ 1689 ハーフ男子
626 ハーフ男子４０歳代 1668 高橋　敏道 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾁ 2:01:35 足立区 1691 ハーフ男子
627 ハーフ男子４０歳代 1947 柳原　等 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾄｼ 2:01:36 足立区 1692 ハーフ男子
628 ハーフ男子４０歳代 2116 近藤　広明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 2:01:38 神奈川県 1697 ハーフ男子
629 ハーフ男子４０歳代 2241 田崎　政史 ﾀｻｷ ﾏｻｼ 2:01:39 武蔵野市 1698 ハーフ男子
630 ハーフ男子４０歳代 1919 平澤　利和 ﾋﾗｻﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 2:01:42 埼玉県 1702 ハーフ男子
631 ハーフ男子４０歳代 2161 大野　剛志 ｵｵﾉ ﾀｹｼ 2:01:47 荒川区 1706 ハーフ男子
632 ハーフ男子４０歳代 2077 佐藤　正善 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 2:01:48 神奈川県 1707 ハーフ男子
633 ハーフ男子４０歳代 1943 山本　雅丈 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｹ 2:01:57 中央区 東京ラン研究所 1717 ハーフ男子
634 ハーフ男子４０歳代 1782 藪本　文彦 ﾔﾌﾞﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 2:01:58 台東区 グレシステム 1719 ハーフ男子
635 ハーフ男子４０歳代 1881 松田　洋一 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 2:02:02 埼玉県 1723 ハーフ男子
636 ハーフ男子４０歳代 2096 山本　一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 2:02:02 千葉県 天王台ミナト 1725 ハーフ男子
637 ハーフ男子４０歳代 1730 田中　一要 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ 2:02:07 町田市 1729 ハーフ男子
638 ハーフ男子４０歳代 2118 松居　弘文 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾌﾐ 2:02:12 神奈川県 1734 ハーフ男子
639 ハーフ男子４０歳代 1931 杉浦　圭 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲ 2:02:16 江戸川区 1735 ハーフ男子
640 ハーフ男子４０歳代 1612 小高　猛 ｺﾀﾞｶ ﾀｹｼ 2:02:24 江戸川区 1742 ハーフ男子
641 ハーフ男子４０歳代 1660 照山　祐史 ﾃﾙﾔﾏ ﾕｳｼ 2:02:25 埼玉県 1744 ハーフ男子
642 ハーフ男子４０歳代 2009 桜庭　雅明 ｻｸﾗﾊﾞ ﾏｻｱｷ 2:02:32 千葉県 1749 ハーフ男子
643 ハーフ男子４０歳代 2155 宮下　要 ﾐﾔｼﾀ ｶﾅﾒ 2:02:40 日野市 1753 ハーフ男子
644 ハーフ男子４０歳代 2078 藤井　信之 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 2:02:46 神奈川県 1758 ハーフ男子
645 ハーフ男子４０歳代 1444 渡部　泰匡 ﾜﾀﾍﾞ ﾔｽﾏｻ 2:02:48 神奈川県 1759 ハーフ男子
646 ハーフ男子４０歳代 1888 黒田　浩行 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 2:02:50 小金井市 チーム美酒 1760 ハーフ男子
647 ハーフ男子４０歳代 1892 Ｄａｖｉｓ　Ｇｒａｈａｍ ﾃﾞｲﾋﾞｽ ｸﾞﾗﾊﾑ 2:02:50 千代田区 1761 ハーフ男子
648 ハーフ男子４０歳代 2224 石塚　浩一 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 2:02:50 品川区 羊蹄会 1762 ハーフ男子
649 ハーフ男子４０歳代 2253 片島　彰彦 ｶﾀｼﾏ ｱｷﾋｺ 2:02:53 埼玉県 1766 ハーフ男子
650 ハーフ男子４０歳代 1785 中山　正博 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 2:03:02 千葉県 ＴＡＣＨＥＥＳ 1772 ハーフ男子
651 ハーフ男子４０歳代 2014 山本　裕之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 2:03:02 江戸川区 1773 ハーフ男子
652 ハーフ男子４０歳代 1786 永田　覚 ﾅｶﾞﾀ ｻﾄﾙ 2:03:12 神奈川県 淵野辺走ルネ会 1780 ハーフ男子
653 ハーフ男子４０歳代 2043 仲田　雅紀 ﾅｶﾀ ﾏｻｷ 2:03:13 埼玉県 1781 ハーフ男子
654 ハーフ男子４０歳代 1985 柴田　修 ｼﾊﾞﾀ ｵｻﾑ 2:03:25 台東区 ウインドラン 1786 ハーフ男子
655 ハーフ男子４０歳代 2064 上原　悟 ｳｴﾊﾗ ｻﾄﾙ 2:03:33 埼玉県 ノーランズ 1788 ハーフ男子
656 ハーフ男子４０歳代 1839 浅野　繁徳 ｱｻﾉ ｼｹﾞﾉﾘ 2:03:35 埼玉県 ａｉｍａｘ 1789 ハーフ男子
657 ハーフ男子４０歳代 2054 池野　史和 ｲｹﾉ ﾌﾐｶｽﾞ 2:03:37 文京区 本郷チーム嵐 1790 ハーフ男子
658 ハーフ男子４０歳代 1983 富田　義盛 ﾄﾐﾀ ﾖｼﾓﾘ 2:03:39 江戸川区 1792 ハーフ男子
659 ハーフ男子４０歳代 2049 大沼　範幸 ｵｵﾇﾏ ﾉﾘﾕｷ 2:03:55 江東区 エクシム 1795 ハーフ男子
660 ハーフ男子４０歳代 2080 喜多　清二 ｷﾀ ｾｲｼﾞ 2:04:00 狛江市 1801 ハーフ男子
661 ハーフ男子４０歳代 2247 操　典之 ﾐｻｵ ﾉﾘﾕｷ 2:04:01 千葉県 1802 ハーフ男子
662 ハーフ男子４０歳代 2183 山野　晋作 ﾔﾏﾉ ｼﾝｻｸ 2:04:03 練馬区 1804 ハーフ男子
663 ハーフ男子４０歳代 2075 比護　克司 ﾋｺﾞ ｶﾂｼ 2:04:05 北区 1808 ハーフ男子
664 ハーフ男子４０歳代 1841 関屋　康信 ｾｷﾔ ﾔｽﾉﾌﾞ 2:04:05 長野県 1809 ハーフ男子
665 ハーフ男子４０歳代 1890 小野　康彦 ｵﾉ ﾔｽﾋｺ 2:04:07 神奈川県 1811 ハーフ男子
666 ハーフ男子４０歳代 1713 山田　泰之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 2:04:09 北区 デンタル山田 1812 ハーフ男子
667 ハーフ男子４０歳代 1532 小島　一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 2:04:18 栃木県 1817 ハーフ男子
668 ハーフ男子４０歳代 1862 吉村　諭 ﾖｼﾑﾗ ｻﾄｼ 2:04:18 足立区 1818 ハーフ男子
669 ハーフ男子４０歳代 1990 小沢　顕 ｵｻﾞﾜ ｱｷﾗ 2:04:24 茨城県 筑波大物理 1825 ハーフ男子
670 ハーフ男子４０歳代 1826 寺崎　一男 ﾃﾗｻｷ ｶｽﾞｵ 2:04:26 埼玉県 1826 ハーフ男子
671 ハーフ男子４０歳代 2106 宇野　修 ｳﾉ ｵｻﾑ 2:04:28 江東区 1828 ハーフ男子
672 ハーフ男子４０歳代 1900 石川　勝也 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾔ 2:04:33 墨田区 錦糸町コシ組Ｃ 1829 ハーフ男子
673 ハーフ男子４０歳代 2050 四十物　利孝 ｱｲﾓﾉ ﾄｼﾀｶ 2:04:36 北区 1832 ハーフ男子
674 ハーフ男子４０歳代 2123 高田　潤 ﾀｶﾀ ｼﾞｭﾝ 2:04:39 台東区 1838 ハーフ男子
675 ハーフ男子４０歳代 2167 石井　年昭 ｲｼｲ ﾄｼｱｷ 2:04:39 三鷹市 パティオ 1839 ハーフ男子
676 ハーフ男子４０歳代 1955 市川　博樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 2:04:43 江戸川区 1841 ハーフ男子
677 ハーフ男子４０歳代 1845 京極　尚 ｷｮｳｺﾞｸ ﾋｻｼ 2:04:58 千葉県 ☆利根川楽走会 1850 ハーフ男子
678 ハーフ男子４０歳代 1833 堀内　章三 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳｿﾞｳ 2:04:58 江戸川区 アミノバイタル 1851 ハーフ男子
679 ハーフ男子４０歳代 1912 綿貫　康一郎 ﾜﾀﾇｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 2:05:01 茨城県 1854 ハーフ男子
680 ハーフ男子４０歳代 1984 北島　秀明 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 2:05:13 神奈川県 1857 ハーフ男子
681 ハーフ男子４０歳代 2234 小林　進 ｺﾊﾞﾔｼ ｽｽﾑ 2:05:18 江戸川区 1858 ハーフ男子
682 ハーフ男子４０歳代 1584 布川　昌宏 ﾇﾉｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 2:05:34 大田区 1869 ハーフ男子
683 ハーフ男子４０歳代 2236 熊田　久徳 ｸﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 2:05:41 中野区 1872 ハーフ男子
684 ハーフ男子４０歳代 1915 青木　和巳 ｱｵｷ ｶｽﾞﾐ 2:05:48 大田区 1876 ハーフ男子
685 ハーフ男子４０歳代 2100 澤村　徹 ｻﾜﾑﾗ ﾄｵﾙ 2:05:48 埼玉県 1877 ハーフ男子
686 ハーフ男子４０歳代 2085 小早川　徹也 ｺﾊﾞﾔｶﾜ ﾃﾂﾔ 2:05:56 足立区 1884 ハーフ男子
687 ハーフ男子４０歳代 2083 長戸　隆一郎 ﾅｶﾞﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 2:05:57 足立区 1887 ハーフ男子
688 ハーフ男子４０歳代 2044 大村　勝義 ｵｵﾑﾗ ｶﾂﾖｼ 2:06:09 徳島県 1890 ハーフ男子
689 ハーフ男子４０歳代 1778 吉岡　克芳 ﾖｼｵｶ ｶﾂﾖｼ 2:06:21 茨城県 1898 ハーフ男子
690 ハーフ男子４０歳代 2175 小沢　秀明 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 2:06:29 埼玉県 1906 ハーフ男子
691 ハーフ男子４０歳代 2000 只野　正博 ﾀﾀﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ 2:06:31 葛飾区 1908 ハーフ男子
692 ハーフ男子４０歳代 2117 村田　知生 ﾑﾗﾀ ﾊﾙｵ 2:06:31 足立区 1909 ハーフ男子
693 ハーフ男子４０歳代 1999 松崎　勲 ﾏﾂｻﾞｷ ｲｻｵ 2:06:46 文京区 1914 ハーフ男子
694 ハーフ男子４０歳代 1530 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋｻ 2:06:59 台東区 1922 ハーフ男子
695 ハーフ男子４０歳代 2079 本田　淳一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:07:04 台東区 1928 ハーフ男子
696 ハーフ男子４０歳代 2124 米岡　孝友 ﾖﾈｵｶ ﾀｶﾄﾓ 2:07:12 北区 セキセイズ 1931 ハーフ男子
697 ハーフ男子４０歳代 1964 宮崎　直人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾄ 2:07:21 足立区 パリ日本人学校 1937 ハーフ男子
698 ハーフ男子４０歳代 2030 萩原　泉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｽﾞﾐ 2:07:26 練馬区 1939 ハーフ男子
699 ハーフ男子４０歳代 1935 中多　賢治 ﾅｶﾀ ｹﾝｼﾞ 2:07:30 町田市 1942 ハーフ男子
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700 ハーフ男子４０歳代 1758 北原　義浩 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 2:07:34 千葉県 1946 ハーフ男子
701 ハーフ男子４０歳代 2040 高橋　克之 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 2:07:37 江東区 1948 ハーフ男子
702 ハーフ男子４０歳代 2037 高橋　茂樹 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｷ 2:07:37 静岡県 ＯＢ　ＢＯＸ 1950 ハーフ男子
703 ハーフ男子４０歳代 1849 佐藤　由浩 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 2:07:42 世田谷区 1953 ハーフ男子
704 ハーフ男子４０歳代 2130 佐々木　高信 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 2:07:43 江戸川区 1954 ハーフ男子
705 ハーフ男子４０歳代 1704 石田　武 ｲｼﾀﾞ ﾀｹｼ 2:07:46 杉並区 東京ＲＣ 1956 ハーフ男子
706 ハーフ男子４０歳代 1961 高橋　達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 2:07:47 千代田区 1958 ハーフ男子
707 ハーフ男子４０歳代 1997 橋爪　哲見 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾃﾂﾐ 2:07:48 江戸川区 1959 ハーフ男子
708 ハーフ男子４０歳代 1792 鈴木　裕 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 2:07:50 千葉県 ＳＹＤ 1960 ハーフ男子
709 ハーフ男子４０歳代 1473 郷家　博之 ｻﾄｲｴ ﾋﾛﾕｷ 2:07:52 墨田区 1961 ハーフ男子
710 ハーフ男子４０歳代 2021 上山　健二 ｶﾐﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 2:08:00 世田谷区 1967 ハーフ男子
711 ハーフ男子４０歳代 2244 山村　修 ﾔﾏﾑﾗ ｵｻﾑ 2:08:03 目黒区 1970 ハーフ男子
712 ハーフ男子４０歳代 2186 野口　俊也 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾔ 2:08:05 国分寺市 あべーズ 1972 ハーフ男子
713 ハーフ男子４０歳代 2071 栗岡　浩三 ｸﾘｵｶ ｺｳｿﾞｳ 2:08:11 葛飾区 よっちゃん愉快 1976 ハーフ男子
714 ハーフ男子４０歳代 1877 木村　正也 ｷﾑﾗ ﾏｻﾔ 2:08:13 群馬県 1977 ハーフ男子
715 ハーフ男子４０歳代 1748 時澤　豊 ﾄｷｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 2:08:14 目黒区 1978 ハーフ男子
716 ハーフ男子４０歳代 2013 小笠原　逸人 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾔﾄ 2:08:20 千葉県 1982 ハーフ男子
717 ハーフ男子４０歳代 2010 佐藤　祐二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 2:08:22 大田区 1985 ハーフ男子
718 ハーフ男子４０歳代 2017 大谷　元 ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 2:08:31 埼玉県 1987 ハーフ男子
719 ハーフ男子４０歳代 1897 高山　修 ﾀｶﾔﾏ ｵｻﾑ 2:08:33 広島県 広島壮年走ろ会 1988 ハーフ男子
720 ハーフ男子４０歳代 1958 中野　貴仁 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾄ 2:08:42 江東区 1994 ハーフ男子
721 ハーフ男子４０歳代 2189 坪谷　利幸 ﾂﾎﾞﾔ ﾄｼﾕｷ 2:08:42 荒川区 1995 ハーフ男子
722 ハーフ男子４０歳代 1954 吉見　祐司 ﾖｼﾐ ﾕｳｼﾞ 2:08:46 杉並区 チームラッカ星 1996 ハーフ男子
723 ハーフ男子４０歳代 1973 南雲　明弘 ﾅｸﾞﾓ ｱｷﾋﾛ 2:08:49 中央区 1997 ハーフ男子
724 ハーフ男子４０歳代 1916 齊藤　豊 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 2:08:56 千葉県 桜台中親父の会 2000 ハーフ男子
725 ハーフ男子４０歳代 1989 河野　誠 ｺｳﾉ ﾏｺﾄ 2:09:02 神奈川県 Ｒｅｄ会 2006 ハーフ男子
726 ハーフ男子４０歳代 2208 善入　康弘 ｾﾞﾝﾆｭｳ ﾔｽﾋﾛ 2:09:16 足立区 2013 ハーフ男子
727 ハーフ男子４０歳代 2266 磯部　剛 ｲｿﾍﾞ ﾂﾖｼ 2:09:20 千葉県 2018 ハーフ男子
728 ハーフ男子４０歳代 2115 小山　修一 ｺﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 2:09:21 江戸川区 2019 ハーフ男子
729 ハーフ男子４０歳代 2201 秋山　浩行 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 2:09:33 神奈川県 Ｒｅｄ走友会 2025 ハーフ男子
730 ハーフ男子４０歳代 2204 高野　正明 ﾀｶﾉ ﾏｻｱｷ 2:09:34 埼玉県 2027 ハーフ男子
731 ハーフ男子４０歳代 1847 岩本　正瑞 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾐｽﾞ 2:09:35 台東区 欽ちゃん走り 2028 ハーフ男子
732 ハーフ男子４０歳代 2062 山本　一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 2:09:46 調布市 2033 ハーフ男子
733 ハーフ男子４０歳代 2173 鶴　哲郎 ﾂﾙ ﾃﾂﾛｳ 2:09:50 千葉県 あづま医院走隊 2037 ハーフ男子
734 ハーフ男子４０歳代 2352 干場　雅喜 ﾎｼﾊﾞ ﾏｻｷ 2:10:03 足立区 ガンバル会 2044 ハーフ男子
735 ハーフ男子４０歳代 1795 栗山　智 ｸﾘﾔﾏ ｻﾄﾙ 2:10:05 江戸川区 2046 ハーフ男子
736 ハーフ男子４０歳代 1991 佐口　武史 ｻｸﾞﾁ ﾀｹｼ 2:10:09 神奈川県 さがみ野中央 2049 ハーフ男子
737 ハーフ男子４０歳代 2261 塩飽　裕彦 ｼｱｸ ﾋﾛﾋｺ 2:10:10 小金井市 2051 ハーフ男子
738 ハーフ男子４０歳代 2293 須藤　敏昭 ｽﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ 2:10:11 豊島区 2053 ハーフ男子
739 ハーフ男子４０歳代 1439 東内　克行 ﾄｳﾅｲ ｶﾂﾕｷ 2:10:11 台東区 2054 ハーフ男子
740 ハーフ男子４０歳代 2230 菊池　一也 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾔ 2:10:11 埼玉県 2055 ハーフ男子
741 ハーフ男子４０歳代 2177 上杉　雄大 ｳｴｽｷﾞ ﾀｹﾋﾛ 2:10:14 埼玉県 チームクラシエ 2057 ハーフ男子
742 ハーフ男子４０歳代 1886 外山　雅之 ﾄﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 2:10:14 江戸川区 2058 ハーフ男子
743 ハーフ男子４０歳代 2169 加藤　祥一 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 2:10:19 品川区 2061 ハーフ男子
744 ハーフ男子４０歳代 2289 吉田　安志 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ 2:10:29 江東区 2068 ハーフ男子
745 ハーフ男子４０歳代 2144 高谷　与志人 ﾀｶﾔ ﾖｼﾄ 2:10:33 神奈川県 2071 ハーフ男子
746 ハーフ男子４０歳代 2087 若月　大輔 ﾜｶﾂｷ ﾀﾞｲｽｹ 2:10:33 埼玉県 2072 ハーフ男子
747 ハーフ男子４０歳代 2302 山田　英明 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 2:10:34 足立区 2075 ハーフ男子
748 ハーフ男子４０歳代 2288 麦倉　均 ﾑｷﾞｸﾗ ﾋﾄｼ 2:10:38 大田区 東燃ゼネラル 2078 ハーフ男子
749 ハーフ男子４０歳代 2047 篠田　哉 ｼﾉﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 2:10:39 目黒区 2079 ハーフ男子
750 ハーフ男子４０歳代 2217 伊藤　博章 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 2:10:56 江東区 2083 ハーフ男子
751 ハーフ男子４０歳代 1969 櫻木　昌 ｻｸﾗｷﾞ ﾏｻｼ 2:10:58 千葉県 2084 ハーフ男子
752 ハーフ男子４０歳代 1783 吉岡　悟 ﾖｼｵｶ ｻﾄﾙ 2:11:03 足立区 デ部 2087 ハーフ男子
753 ハーフ男子４０歳代 2198 泉　京太 ｲｽﾞﾐ ｷｮｳﾀ 2:11:21 千葉県 ★ＴＥＡＭポチ 2099 ハーフ男子
754 ハーフ男子４０歳代 2015 下山　憲治 ｼﾓﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 2:11:28 神奈川県 しもちゃんず♪ 2104 ハーフ男子
755 ハーフ男子４０歳代 2225 渡部　洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 2:11:30 千葉県 2108 ハーフ男子
756 ハーフ男子４０歳代 2318 伊藤　弘 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 2:11:35 江東区 2110 ハーフ男子
757 ハーフ男子４０歳代 1562 森田　泰記 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾉﾘ 2:11:47 千葉県 松戸走ろう会 2116 ハーフ男子
758 ハーフ男子４０歳代 2274 石飛　勝 ｲｼﾄﾋﾞ ﾏｻﾙ 2:12:26 神奈川県 2126 ハーフ男子
759 ハーフ男子４０歳代 1863 藤崎　真照 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻﾃﾙ 2:12:31 千葉県 ジョグソン 2131 ハーフ男子
760 ハーフ男子４０歳代 2232 宮島　茂 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 2:12:50 足立区 2141 ハーフ男子
761 ハーフ男子４０歳代 2344 欠塚　実 ｶｹﾂﾞｶ ﾐﾉﾙ 2:13:18 足立区 2150 ハーフ男子
762 ハーフ男子４０歳代 2229 若狭　貴之 ﾜｶｻ ﾀｶﾕｷ 2:13:23 足立区 アンライバルド 2152 ハーフ男子
763 ハーフ男子４０歳代 2335 塚田　敦啓 ﾂｶﾀﾞ ｱﾂﾋﾛ 2:13:24 杉並区 2153 ハーフ男子
764 ハーフ男子４０歳代 1700 大木　毅 ｵｵｷ ﾀｹｼ 2:13:26 墨田区 台東ＪＣ浅草小 2154 ハーフ男子
765 ハーフ男子４０歳代 2157 佐々木　勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 2:13:38 神奈川県 2159 ハーフ男子
766 ハーフ男子４０歳代 2231 広沢　好彦 ﾋﾛｻﾜ ﾖｼﾋｺ 2:14:16 茨城県 2169 ハーフ男子
767 ハーフ男子４０歳代 2281 亀田　博之 ｶﾒﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 2:14:21 江戸川区 2172 ハーフ男子
768 ハーフ男子４０歳代 2316 最勝寺　正行 ｻｲｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾕｷ 2:14:23 江戸川区 2173 ハーフ男子
769 ハーフ男子４０歳代 2156 小沢　達郎 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂｵ 2:14:25 府中市 ＲＥＤ会 2175 ハーフ男子
770 ハーフ男子４０歳代 2211 郡　英二 ｺｵﾘ ｴｲｼﾞ 2:14:38 墨田区 2183 ハーフ男子
771 ハーフ男子４０歳代 2278 堀川　克弘 ﾎﾘｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 2:14:41 江戸川区 2184 ハーフ男子
772 ハーフ男子４０歳代 1631 諏訪　勝彦 ｽﾜ ｶﾂﾋｺ 2:14:53 豊島区 かめかめ倶楽部 2187 ハーフ男子
773 ハーフ男子４０歳代 1628 安田　革人 ﾔｽﾀﾞ ﾊﾔﾄ 2:15:08 荒川区 2192 ハーフ男子
774 ハーフ男子４０歳代 1729 住友　英 ｽﾐﾄﾓ ﾋﾃﾞ 2:15:21 江戸川区 2198 ハーフ男子
775 ハーフ男子４０歳代 2260 大角　毅 ｵｵｽﾐ ﾂﾖｼ 2:15:31 足立区 2203 ハーフ男子
776 ハーフ男子４０歳代 2035 中田　訓史 ﾅｶﾀﾞ ｻﾄｼ 2:15:41 埼玉県 2206 ハーフ男子
777 ハーフ男子４０歳代 2259 菱沼　克己 ﾋｼﾇﾏ ｶﾂﾐ 2:15:45 練馬区 2209 ハーフ男子
778 ハーフ男子４０歳代 2151 池田　邦洋 ｲｹﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 2:15:55 墨田区 マッサージ健生 2212 ハーフ男子
779 ハーフ男子４０歳代 2024 小川　真司 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 2:15:58 千葉県 2215 ハーフ男子
780 ハーフ男子４０歳代 2276 棚橋　義隆 ﾀﾅﾊｼ ﾖｼﾀｶ 2:15:58 江戸川区 アスコルビン酸 2216 ハーフ男子
781 ハーフ男子４０歳代 2070 大山　耕太 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀ 2:16:01 西東京市 2217 ハーフ男子
782 ハーフ男子４０歳代 2179 早川　勝也 ﾊﾔｶﾜ ｶﾂﾔ 2:16:03 埼玉県 2218 ハーフ男子
783 ハーフ男子４０歳代 2171 葛田　英次 ｶﾂﾀ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 2:16:14 中央区 だるまーず 2224 ハーフ男子
784 ハーフ男子４０歳代 2295 高橋　雄 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 2:16:43 中央区 2241 ハーフ男子
785 ハーフ男子４０歳代 2180 新岡　卓 ﾆｲｵｶ ﾀｸ 2:16:47 小金井市 ＡＢＢ 2243 ハーフ男子
786 ハーフ男子４０歳代 2312 高橋　一夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 2:16:47 港区 チームＫｙ 2244 ハーフ男子
787 ハーフ男子４０歳代 2034 宮崎　勉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 2:16:52 千葉県 2245 ハーフ男子
788 ハーフ男子４０歳代 1949 横田　賢一 ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁ 2:17:07 足立区 2250 ハーフ男子
789 ハーフ男子４０歳代 2331 原口　宏之 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 2:17:11 杉並区 2252 ハーフ男子
790 ハーフ男子４０歳代 2294 佐藤　健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 2:17:21 台東区 2259 ハーフ男子
791 ハーフ男子４０歳代 2290 小林　拓郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾛｳ 2:17:23 世田谷区 2261 ハーフ男子
792 ハーフ男子４０歳代 2158 岸　秀樹 ｷｼ ﾋﾃﾞｷ 2:17:31 荒川区 汐入ＲＣ 2262 ハーフ男子
793 ハーフ男子４０歳代 2166 高野　保彦 ﾀｶﾉ ﾔｽﾋｺ 2:17:44 葛飾区 2274 ハーフ男子
794 ハーフ男子４０歳代 1953 小山　正人 ｺﾔﾏ ﾏｻﾄ 2:17:50 埼玉県 高坂動物病院 2276 ハーフ男子
795 ハーフ男子４０歳代 2139 山田　肇 ﾔﾏﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 2:18:20 埼玉県 古千谷走友会 2283 ハーフ男子
796 ハーフ男子４０歳代 1567 青木　照明 ｱｵｷ ﾃﾙｱｷ 2:18:25 静岡県 風流人走友会 2285 ハーフ男子
797 ハーフ男子４０歳代 2254 松下　広幸 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 2:18:34 中野区 2290 ハーフ男子
798 ハーフ男子４０歳代 1972 友野　清吾 ﾄﾓﾉ ｾｲｺﾞ 2:18:47 足立区 ドルフィンズ 2291 ハーフ男子
799 ハーフ男子４０歳代 2325 植村　渉 ｳｴﾑﾗ ﾜﾀﾙ 2:18:50 千葉県 2294 ハーフ男子
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800 ハーフ男子４０歳代 1784 久保木　尚 ｸﾎﾞｷ 2:18:52 足立区 2295 ハーフ男子
801 ハーフ男子４０歳代 2213 紺谷　直丈 ｺﾝﾔ ﾅｵﾀｹ 2:19:03 神奈川県 かめかめ倶楽部 2299 ハーフ男子
802 ハーフ男子４０歳代 2223 ｔａｋａｈｉｒｏ　ｉｓｈｉｉ ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 2:19:06 埼玉県 ＨＩＴ‘Ｓ 2301 ハーフ男子
803 ハーフ男子４０歳代 2048 河野　通孝 ｺｳﾉ ﾐﾁﾀｶ 2:19:06 神奈川県 ＡＬＯＨＡ 2302 ハーフ男子
804 ハーフ男子４０歳代 1693 木村　達雄 ｷﾑﾗ ﾀﾂｵ 2:19:12 愛知県 2304 ハーフ男子
805 ハーフ男子４０歳代 2343 石垣　雅史 ｲｼｶﾞｷ ﾏｻｼ 2:19:14 江戸川区 2305 ハーフ男子
806 ハーフ男子４０歳代 2046 上本　到 ｳｴﾓﾄ ｲﾀﾙ 2:19:26 北区 2310 ハーフ男子
807 ハーフ男子４０歳代 1967 青木　龍史郎 ｱｵｷ ﾀﾂｼﾛｳ 2:19:26 千葉県 2311 ハーフ男子
808 ハーフ男子４０歳代 2341 佐藤　嘉信 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 2:19:29 足立区 2315 ハーフ男子
809 ハーフ男子４０歳代 2163 草原　佳樹 ｸｻﾊﾗ ﾖｼｷ 2:19:43 千葉県 2316 ハーフ男子
810 ハーフ男子４０歳代 1852 笹山　正 ｻｻﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 2:20:02 埼玉県 2321 ハーフ男子
811 ハーフ男子４０歳代 2205 山口　直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 2:20:06 町田市 2322 ハーフ男子
812 ハーフ男子４０歳代 2067 岩田　直之 ｲﾜﾀ ﾅｵﾕｷ 2:20:10 目黒区 国立競技場ＳＣ 2325 ハーフ男子
813 ハーフ男子４０歳代 2305 松嵜　哲治 ﾏﾂｻﾞｷ ﾃﾂｼﾞ 2:20:13 足立区 2326 ハーフ男子
814 ハーフ男子４０歳代 2226 飯田　耕一 ｲｲﾀﾞ ｺｳｲﾁ 2:20:25 千葉県 2328 ハーフ男子
815 ハーフ男子４０歳代 2348 神戸　誠治 ｶﾝﾍﾞ ｾｲｼﾞ 2:20:26 武蔵野市 2329 ハーフ男子
816 ハーフ男子４０歳代 2228 安田　純 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 2:20:47 埼玉県 2336 ハーフ男子
817 ハーフ男子４０歳代 2221 長塚　春仁 ﾅｶﾞﾂｶ ﾊﾙﾋﾄ 2:21:07 世田谷区 2340 ハーフ男子
818 ハーフ男子４０歳代 2313 山口　昇 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾎﾞﾙ 2:21:08 墨田区 2342 ハーフ男子
819 ハーフ男子４０歳代 1504 辻村　一幸 ﾂｼﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 2:21:11 板橋区 2343 ハーフ男子
820 ハーフ男子４０歳代 2285 吉田　幸一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 2:21:19 江戸川区 2348 ハーフ男子
821 ハーフ男子４０歳代 1804 市原　淳弘 ｲﾁﾊﾗ ｱﾂﾋﾛ 2:21:42 神奈川県 ＲＡＮＧＥＲＳ 2353 ハーフ男子
822 ハーフ男子４０歳代 2332 篠原　秀幸 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 2:21:51 足立区 2356 ハーフ男子
823 ハーフ男子４０歳代 2023 榊原　智幸 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄﾓﾕｷ 2:21:53 千葉県 吾妻スターズ 2358 ハーフ男子
824 ハーフ男子４０歳代 2338 古怒田　幸一 ｺﾇﾀ ｺｳｲﾁ 2:22:33 神奈川県 2368 ハーフ男子
825 ハーフ男子４０歳代 2282 岩元　潮 ｲﾜﾓﾄ ｳｼｵ 2:22:54 台東区 2372 ハーフ男子
826 ハーフ男子４０歳代 2235 大星　伸次 ｵｵﾎﾞｼ ｼﾝｼﾞ 2:23:05 千葉県 2379 ハーフ男子
827 ハーフ男子４０歳代 2227 長谷川　幸雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｵ 2:23:14 千葉県 ＩＳＳＰ 2381 ハーフ男子
828 ハーフ男子４０歳代 2333 石倉　博 ｲｼｸﾗ ﾋﾛｼ 2:23:26 世田谷区 2386 ハーフ男子
829 ハーフ男子４０歳代 1946 伊藤　達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 2:23:33 足立区 2390 ハーフ男子
830 ハーフ男子４０歳代 2246 中口　徹 ﾅｶｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 2:23:49 江東区 東砂ＳＣ 2396 ハーフ男子
831 ハーフ男子４０歳代 2249 布川　富生 ﾇﾉｶﾜ ﾄﾐｵ 2:24:04 荒川区 アシックス商事 2400 ハーフ男子
832 ハーフ男子４０歳代 2339 三浦　英樹 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｷ 2:24:35 足立区 2407 ハーフ男子
833 ハーフ男子４０歳代 2284 佐藤　文彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 2:24:36 足立区 2409 ハーフ男子
834 ハーフ男子４０歳代 2199 新名　研一 ｼﾝﾐｮｳ ｹﾝｲﾁ 2:24:38 千葉県 2411 ハーフ男子
835 ハーフ男子４０歳代 2188 塚田　二朗 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 2:24:53 港区 2415 ハーフ男子
836 ハーフ男子４０歳代 2025 垂石　昌彦 ﾀﾚｲｼ ﾏｻﾋｺ 2:25:48 千葉県 2429 ハーフ男子
837 ハーフ男子４０歳代 2286 高木　英博 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 2:25:55 練馬区 ＬＳＤ練馬 2432 ハーフ男子
838 ハーフ男子４０歳代 2300 白勢　孝康 ｼﾛｾ ﾀｶﾔｽ 2:26:14 足立区 2440 ハーフ男子
839 ハーフ男子４０歳代 2326 瀬戸谷　元宏 ｾﾄﾔ ﾓﾄﾋﾛ 2:26:34 足立区 2445 ハーフ男子
840 ハーフ男子４０歳代 2063 戸塚　進 ﾄﾂﾞｶ ｽｽﾑ 2:26:44 北区 2450 ハーフ男子
841 ハーフ男子４０歳代 2004 笹森　大輔 ｻｻﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 2:26:47 足立区 2451 ハーフ男子
842 ハーフ男子４０歳代 1939 手塚　俊夫 ﾃﾂﾞｶ ﾄｼｵ 2:26:48 足立区 プラスポ会 2454 ハーフ男子
843 ハーフ男子４０歳代 2359 石川　嘉昭 ｲｼｶﾜ 2:26:51 埼玉県 2457 ハーフ男子
844 ハーフ男子４０歳代 2152 伊藤　康晴 ｲﾄｳ ﾔｽﾊﾙ 2:27:03 中央区 2460 ハーフ男子
845 ハーフ男子４０歳代 2265 徳永　英人 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 2:27:11 千葉県 アシスト 2462 ハーフ男子
846 ハーフ男子４０歳代 2243 雨海　賢一 ｱﾏｶﾞｲ ｹﾝｲﾁ 2:27:15 埼玉県 2464 ハーフ男子
847 ハーフ男子４０歳代 2184 寺井　健 ﾃﾗｲ ｹﾝ 2:27:50 練馬区 2472 ハーフ男子
848 ハーフ男子４０歳代 2291 菅野　栄二 ｽｶﾞﾉ ｴｲｼﾞ 2:28:19 足立区 2477 ハーフ男子
849 ハーフ男子４０歳代 1690 伴野　篤利 ﾊﾞﾝﾉ ｱﾂﾄｼ 2:28:21 新宿区 2479 ハーフ男子
850 ハーフ男子４０歳代 2200 辻本　広行 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 2:29:18 神奈川県 内藤ＲＴ 2492 ハーフ男子
851 ハーフ男子４０歳代 2297 黒田　隆志 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶｼ 2:29:35 墨田区 2495 ハーフ男子
852 ハーフ男子４０歳代 2190 久山　浩樹 ｸﾔﾏ ﾋﾛｷ 2:30:18 神奈川県 2504 ハーフ男子
853 ハーフ男子４０歳代 2272 朝野　徹 ｱｻﾉ ﾄｵﾙ 2:31:22 練馬区 2511 ハーフ男子
854 ハーフ男子４０歳代 1854 大西　一也 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾔ 2:31:37 新宿区 2513 ハーフ男子
855 ハーフ男子４０歳代 2172 田中　広一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 2:31:38 神奈川県 ロケット団 2514 ハーフ男子
856 ハーフ男子４０歳代 2038 藤島　竜太郎 ﾌｼﾞｼﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ 2:32:02 大阪府 2518 ハーフ男子
857 ハーフ男子４０歳代 2194 岡田　和敏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 2:32:31 埼玉県 埼玉大学ＪＣ 2524 ハーフ男子
858 ハーフ男子４０歳代 2026 長野　克人 ﾅｶﾞﾉ ｶﾂﾋﾄ 2:32:35 足立区 2526 ハーフ男子
859 ハーフ男子４０歳代 2126 秋田　英光 ｱｷﾀ ﾋﾃﾞﾐﾂ 2:32:51 江戸川区 2527 ハーフ男子
860 ハーフ男子４０歳代 1825 川野　賢一 ｶﾜﾉ ｹﾝｲﾁ 2:32:51 神奈川県 ランズホッパー 2528 ハーフ男子
861 ハーフ男子４０歳代 2315 宮崎　和圭 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 2:33:30 神奈川県 2534 ハーフ男子
862 ハーフ男子４０歳代 2195 平田　宗和 ﾋﾗﾀ ﾑﾈｶｽﾞ 2:33:34 神奈川県 2536 ハーフ男子
863 ハーフ男子４０歳代 2105 角鹿　修 ﾂﾉｶ ｵｻﾑ 2:34:15 埼玉県 2541 ハーフ男子
864 ハーフ男子４０歳代 2127 田中　聰 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 2:34:17 台東区 2542 ハーフ男子
865 ハーフ男子４０歳代 2196 古木　隆幸 ﾌﾙｷ ﾀｶﾕｷ 2:34:47 目黒区 ☆チーム黒霧 2544 ハーフ男子
866 ハーフ男子４０歳代 2309 浜村　和生 ﾊﾏﾑﾗ ｶｽﾞｵ 2:34:53 台東区 2546 ハーフ男子
867 ハーフ男子４０歳代 2033 吉田　完 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝ 2:35:05 埼玉県 南風 2549 ハーフ男子
868 ハーフ男子４０歳代 2311 斎藤　友規 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 2:35:05 神奈川県 チームＫｙ 2550 ハーフ男子
869 ハーフ男子４０歳代 2112 青木　博幸 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ 2:35:15 埼玉県 2552 ハーフ男子
870 ハーフ男子４０歳代 2142 中山　浩男 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｵ 2:35:19 江戸川区 2554 ハーフ男子
871 ハーフ男子４０歳代 2350 荻原　尚樹 ｵｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ 2:35:25 足立区 2555 ハーフ男子
872 ハーフ男子４０歳代 1995 江端　信吉 ｴﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾖｼ 2:35:52 埼玉県 2560 ハーフ男子
873 ハーフ男子４０歳代 2308 小林　明 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 2:36:16 足立区 2565 ハーフ男子
874 ハーフ男子４０歳代 1799 藍谷　典生 ｱｲﾀﾆ ﾌﾐｵ 2:36:25 足立区 2567 ハーフ男子
875 ハーフ男子４０歳代 2322 常田　秀幸 ﾄｷﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 2:38:01 神奈川県 2576 ハーフ男子
876 ハーフ男子４０歳代 2345 尾崎　和己 ｵｻﾞｷ ｶｽﾞﾐ 2:39:08 調布市 2589 ハーフ男子
877 ハーフ男子４０歳代 2252 五十嵐　公正 ｲｶﾞﾗｼ ｷﾐﾏｻ 2:39:35 江東区 2593 ハーフ男子
878 ハーフ男子４０歳代 2206 上野　孝 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 2:40:00 墨田区 2598 ハーフ男子
879 ハーフ男子４０歳代 2092 小野　達也 ｵﾉ ﾀﾂﾔ 2:40:30 足立区 2601 ハーフ男子
880 ハーフ男子４０歳代 2337 小沢　正近 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ 2:40:31 中央区 2602 ハーフ男子
881 ハーフ男子４０歳代 2251 笹沼　敏幸 ｻｻﾇﾏ ﾄｼﾕｷ 2:40:54 神奈川県 2605 ハーフ男子
882 ハーフ男子４０歳代 1956 白幡　一範 ｼﾗﾊﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 2:41:57 埼玉県 舎人公園走友会 2614 ハーフ男子
883 ハーフ男子４０歳代 2141 良田　浩一 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 2:44:18 足立区 2631 ハーフ男子
884 ハーフ男子４０歳代 1370 大橋　一彦 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 2:44:38 足立区 東芝 2633 ハーフ男子
885 ハーフ男子４０歳代 2349 田島　功 ﾀｼﾞﾏ ｲｻｵ 2:45:56 足立区 2639 ハーフ男子
886 ハーフ男子４０歳代 2202 木村　恵介 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 2:46:09 墨田区 2642 ハーフ男子
887 ハーフ男子４０歳代 2269 大塚　麻芳 ｵｵﾂｶ ｱｻﾖｼ 2:47:23 神奈川県 2650 ハーフ男子
888 ハーフ男子４０歳代 2336 角田　文男 ﾂﾉﾀﾞ ﾌﾐｵ 2:47:25 福島県 2651 ハーフ男子
889 ハーフ男子４０歳代 2020 有松　貞臣 ｱﾘﾏﾂ ｻﾀﾞｵﾐ 2:48:55 江戸川区 ＯＭＩ 2655 ハーフ男子
890 ハーフ男子４０歳代 2164 久能　弘樹 ｸﾉｳ ﾋﾛｷ 2:48:59 足立区 モグランポ 2656 ハーフ男子
891 ハーフ男子４０歳代 1763 七海　信一 ﾅﾅｳﾐ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 2:49:57 神奈川県 2661 ハーフ男子
892 ハーフ男子４０歳代 2250 篠崎　友誉 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾖｼ 2:50:44 足立区 2667 ハーフ男子
893 ハーフ男子４０歳代 2314 富田　将英 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 2:52:08 足立区 アスコルビン酸 2674 ハーフ男子
894 ハーフ男子４０歳代 2327 清水　秀敏 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 2:53:04 江東区 2678 ハーフ男子
895 ハーフ男子４０歳代 2328 鈴木　博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 2:54:12 大田区 2682 ハーフ男子
896 ハーフ男子４０歳代 2303 川口　満 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 2:59:14 板橋区 2692 ハーフ男子
897 ハーフ男子４０歳代 2154 宮城　克孝 ﾐﾔｷﾞ ｶﾂﾀｶ 2:59:39 埼玉県 2693 ハーフ男子
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1 ハーフ男子５０歳代 2408 石井　英和 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1:22:14 埼玉県 ミドリガメ２匹 58 ハーフ男子
2 ハーフ男子５０歳代 2407 古怒田　修 ｺﾇﾀ ｵｻﾑ 1:23:21 千葉県 ポポロＡＣ 66 ハーフ男子
3 ハーフ男子５０歳代 2406 二木　明彦 ﾌﾀｷ ｱｷﾋｺ 1:23:33 府中市 アキ動物病院 70 ハーフ男子
4 ハーフ男子５０歳代 2405 原　裕一 ﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 1:23:57 茨城県 日立ビルシステ 75 ハーフ男子
5 ハーフ男子５０歳代 2404 庄司　浩 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｼ 1:24:00 神奈川県 76 ハーフ男子
6 ハーフ男子５０歳代 2401 小泉　憲司 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ 1:24:03 埼玉県 さいたま市役所 80 ハーフ男子
7 ハーフ男子５０歳代 2421 須田　友明 ｽﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 1:24:16 板橋区 板橋歯科医師会 84 ハーフ男子
8 ハーフ男子５０歳代 2499 則竹　和実 ﾉﾘﾀｹ ｶｽﾞﾐ 1:24:41 大田区 東京陸協 92 ハーフ男子
9 ハーフ男子５０歳代 2411 奥田　光広 ｵｸﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 1:24:50 新宿区 94 ハーフ男子
10 ハーフ男子５０歳代 2424 谷口　美和 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 1:25:31 千葉県 107 ハーフ男子
11 ハーフ男子５０歳代 2426 渡部　正二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ 1:26:48 大田区 ＳＯＮＹ 126 ハーフ男子
12 ハーフ男子５０歳代 2498 中山　均 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾄｼ 1:26:49 葛飾区 127 ハーフ男子
13 ハーフ男子５０歳代 2435 山口　浩満 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐﾂ 1:27:02 神奈川県 ハートブレイク 129 ハーフ男子
14 ハーフ男子５０歳代 2446 味元　滋之 ﾐﾓﾄ ｼｹﾞﾕｷ 1:27:32 港区 海上自衛隊 138 ハーフ男子
15 ハーフ男子５０歳代 2413 穂坂　稔 ﾎｻｶ ﾐﾉﾙ 1:28:02 東村山市 東京父島ＡＣ 149 ハーフ男子
16 ハーフ男子５０歳代 2428 菅原　正晴 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 1:28:05 栃木県 埼玉南走友会 151 ハーフ男子
17 ハーフ男子５０歳代 2449 望月　達史 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂｼ 1:28:09 三鷹市 三鷹陸協 152 ハーフ男子
18 ハーフ男子５０歳代 2423 野中　渉 ﾉﾅｶ ﾜﾀﾙ 1:28:16 町田市 ＳＡＲＣ 154 ハーフ男子
19 ハーフ男子５０歳代 2492 大畑　浩義 ｵｵﾊﾀ ﾋﾛﾖｼ 1:28:38 八王子市 日立亀の甲会 165 ハーフ男子
20 ハーフ男子５０歳代 2455 原川　静男 ﾊﾗｶﾜ ｼｽﾞｵ 1:28:48 北区 ＪＲ貨物 169 ハーフ男子
21 ハーフ男子５０歳代 2418 上田　祥晴 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 1:28:51 埼玉県 Ｍｅ－Ｍｉｃ 170 ハーフ男子
22 ハーフ男子５０歳代 2409 吉原　穣 ﾖｼﾊﾗ ﾐﾉﾙ 1:28:53 豊島区 チームよっしー 171 ハーフ男子
23 ハーフ男子５０歳代 2439 高野　幸郎 ﾀｶﾉ ﾕｷｵ 1:29:06 千葉県 ｅＡ千葉 176 ハーフ男子
24 ハーフ男子５０歳代 2414 鈴木　浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 1:29:12 千葉県 ウィングＡＣ 183 ハーフ男子
25 ハーフ男子５０歳代 3035 伊豫田　義則 ｲﾖﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 1:29:21 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 185 ハーフ男子
26 ハーフ男子５０歳代 2460 山田　隆夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ 1:29:23 埼玉県 刀水ＡＣ 187 ハーフ男子
27 ハーフ男子５０歳代 2470 山本　賢治 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 1:29:36 世田谷区 さわやかラン 195 ハーフ男子
28 ハーフ男子５０歳代 2431 大塚　光夫 ｵｵﾂｶ ﾐﾂｵ 1:30:25 千代田区 千代田区役所 213 ハーフ男子
29 ハーフ男子５０歳代 2427 平沢　進一 ﾋﾗｻﾜ ｼﾝｲﾁ 1:30:39 日野市 東京陸協 222 ハーフ男子
30 ハーフ男子５０歳代 2429 酒井　文夫 ｻｹｲ ﾌﾐｵ 1:30:50 神奈川県 横浜中央クラブ 227 ハーフ男子
31 ハーフ男子５０歳代 2467 上住　仁志 ｳｴｽﾞﾐ ﾋﾄｼ 1:31:09 三鷹市 233 ハーフ男子
32 ハーフ男子５０歳代 2451 河田　悦生 ｶﾜﾀﾞ ｴﾂｵ 1:31:39 神奈川県 244 ハーフ男子
33 ハーフ男子５０歳代 2528 佐久間　則郎 ｻｸﾏ ﾉﾘｵ 1:31:40 神奈川県 246 ハーフ男子
34 ハーフ男子５０歳代 2541 藤田　正幸 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 1:31:41 千葉県 花へんろ 247 ハーフ男子
35 ハーフ男子５０歳代 2444 森　信幸 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:31:47 神奈川県 248 ハーフ男子
36 ハーフ男子５０歳代 2445 吉岡　義幸 ﾖｼｵｶ ﾖｼﾕｷ 1:31:51 瑞穂町 瑞穂ＡＣ 250 ハーフ男子
37 ハーフ男子５０歳代 2522 後藤　敬司 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 1:32:21 世田谷区 257 ハーフ男子
38 ハーフ男子５０歳代 2436 森　広己 ﾓﾘ ﾋﾛﾐ 1:32:23 神奈川県 チームひらさく 258 ハーフ男子
39 ハーフ男子５０歳代 2440 島垣　利久 ｼﾏｶﾞｷ ﾄｼﾋｻ 1:32:51 千葉県 266 ハーフ男子
40 ハーフ男子５０歳代 2410 諸藤　康弘 ﾓﾛﾌｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 1:33:01 東村山市 警視庁九自ら隊 268 ハーフ男子
41 ハーフ男子５０歳代 2461 田名網　公 ﾀﾅｱﾐ ｺｳ 1:33:03 栃木県 栃木信用金庫 269 ハーフ男子
42 ハーフ男子５０歳代 2458 原田　直 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｼ 1:33:37 千葉県 ベステックス 283 ハーフ男子
43 ハーフ男子５０歳代 2454 玉振　照仁 ﾀﾏﾌﾘ ﾃﾙﾋﾄ 1:33:48 江東区 289 ハーフ男子
44 ハーフ男子５０歳代 2462 藤原　順二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 1:33:54 神奈川県 ランニングデポ 292 ハーフ男子
45 ハーフ男子５０歳代 2416 橋本　敏夫 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｵ 1:33:55 足立区 千代田区役所 293 ハーフ男子
46 ハーフ男子５０歳代 2456 塩川　佳秀 ｼｵｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 1:34:09 練馬区 296 ハーフ男子
47 ハーフ男子５０歳代 2576 小田　秀樹 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 1:34:16 中央区 301 ハーフ男子
48 ハーフ男子５０歳代 2464 古川　牧雄 ｺｶﾞﾜ ﾏｷｵ 1:34:21 神奈川県 ＬＡＳＤＥＣ 305 ハーフ男子
49 ハーフ男子５０歳代 2432 藤岡　雅人 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻﾋﾄ 1:34:28 茨城県 ＮＥＣあびこ 311 ハーフ男子
50 ハーフ男子５０歳代 2508 武村　亨 ﾀｹﾑﾗ ﾄｵﾙ 1:34:37 青梅市 青梅若草ＲＲＣ 314 ハーフ男子
51 ハーフ男子５０歳代 2430 古川　雄一 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｲﾁ 1:34:43 神奈川県 315 ハーフ男子
52 ハーフ男子５０歳代 2493 稲田　哲博 ｲﾅﾀﾞ ﾃﾂﾋﾛ 1:34:59 埼玉県 ラフラフＲＣ 326 ハーフ男子
53 ハーフ男子５０歳代 2567 佐川　一尚 ｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾅｵ 1:35:00 練馬区 327 ハーフ男子
54 ハーフ男子５０歳代 2494 西上　俊哉 ﾆｼｶﾞﾐ ｼｭﾝﾔ 1:35:12 三鷹市 三井住友銀行 333 ハーフ男子
55 ハーフ男子５０歳代 2469 坂口　修 ｻｶｸﾞﾁ ｵｻﾑ 1:35:13 千葉県 札幌ＳＳＣ 335 ハーフ男子
56 ハーフ男子５０歳代 2476 清水　和彦 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋｺ 1:35:38 町田市 351 ハーフ男子
57 ハーフ男子５０歳代 2450 齋藤　修 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 1:35:44 中野区 かすみＡＣ 355 ハーフ男子
58 ハーフ男子５０歳代 2419 佐久間　博之 ｻｸﾏ ﾋﾛﾕｷ 1:35:50 福島県 福島走ろう会 361 ハーフ男子
59 ハーフ男子５０歳代 2538 川島　修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ 1:36:01 群馬県 ＨＲＣ 366 ハーフ男子
60 ハーフ男子５０歳代 2473 須藤　修次 ｽﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 1:36:01 足立区 367 ハーフ男子
61 ハーフ男子５０歳代 2531 岡野　宏保 ｵｶﾉ ﾋﾛﾔｽ 1:36:02 中央区 東京陸協 369 ハーフ男子
62 ハーフ男子５０歳代 2479 古野　武敏 ﾌﾙﾉ ﾀｹﾄｼ 1:36:06 神奈川県 チームしとけた 374 ハーフ男子
63 ハーフ男子５０歳代 2459 丸田　京一 ﾏﾙﾀ ｹｲｲﾁ 1:36:36 埼玉県 チームＳＯＮＯ 385 ハーフ男子
64 ハーフ男子５０歳代 2519 村田　升 ﾑﾗﾀ ﾉﾎﾞﾙ 1:36:53 港区 海岸ソーダクラ 390 ハーフ男子
65 ハーフ男子５０歳代 2565 酒田　宏 ｻｶﾀ ﾋﾛｼ 1:36:54 神奈川県 392 ハーフ男子
66 ハーフ男子５０歳代 2433 宝谷　伸一 ﾀｶﾗﾔ ｼﾝｲﾁ 1:37:03 墨田区 墨東走友会 399 ハーフ男子
67 ハーフ男子５０歳代 2412 森　繁 ﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 1:37:06 神奈川県 ＳＷＡＣ 402 ハーフ男子
68 ハーフ男子５０歳代 2520 古屋　勉 ﾌﾙﾔ ﾂﾄﾑ 1:37:22 渋谷区 ポポロＡＣ 414 ハーフ男子
69 ハーフ男子５０歳代 2466 安嶋　重徳 ｱｼﾞﾏ ｼｹﾞﾉﾘ 1:37:23 大田区 ｅＡ東京 416 ハーフ男子
70 ハーフ男子５０歳代 2627 岡澤　英雄 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 1:37:29 世田谷区 チーム岡澤 418 ハーフ男子
71 ハーフ男子５０歳代 2808 上野　薫 ｳｴﾉ ｶｵﾙ 1:37:42 荒川区 427 ハーフ男子
72 ハーフ男子５０歳代 2475 前田　浩一 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 1:37:48 足立区 ガンバル会 433 ハーフ男子
73 ハーフ男子５０歳代 2471 瑞秀　裕美 ﾀﾏﾋﾃﾞ ﾋﾛﾐ 1:37:54 江戸川区 欽ちゃん走り 440 ハーフ男子
74 ハーフ男子５０歳代 2501 村上　利夫 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼｵ 1:38:00 埼玉県 446 ハーフ男子
75 ハーフ男子５０歳代 2649 山内　雅宏 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 1:38:12 練馬区 やまちゃん 454 ハーフ男子
76 ハーフ男子５０歳代 2530 高橋　進 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 1:38:23 千葉県 ＴＥＡＭ　風北 461 ハーフ男子
77 ハーフ男子５０歳代 2515 安江　雅典 ﾔｽｴ ﾏｻﾉﾘ 1:38:25 青森県 462 ハーフ男子
78 ハーフ男子５０歳代 2525 勝田　宏 ｶﾂﾀ ﾋﾛｼ 1:38:43 多摩市 第一ヒュテック 476 ハーフ男子
79 ハーフ男子５０歳代 2655 大塚　智司 ｵｵﾂｶ ﾄﾓｼﾞ 1:38:44 千葉県 477 ハーフ男子
80 ハーフ男子５０歳代 2550 浜渦　文彦 ﾊﾏｳｽﾞ ﾌﾐﾋｺ 1:38:56 杉並区 プラスポ会 483 ハーフ男子
81 ハーフ男子５０歳代 2477 音峯　正彦 ｵﾄﾐﾈ ﾏｻﾋｺ 1:38:58 神奈川県 住友林業 484 ハーフ男子
82 ハーフ男子５０歳代 2657 小板橋　成男 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｼｹﾞｵ 1:39:03 足立区 488 ハーフ男子
83 ハーフ男子５０歳代 2468 佐藤　操 ｻﾄｳ ﾐｻｵ 1:39:18 葛飾区 498 ハーフ男子
84 ハーフ男子５０歳代 2534 藤田　博之 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 1:39:37 千葉県 ニッポンランナ 517 ハーフ男子
85 ハーフ男子５０歳代 2529 河原　孝史 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 1:39:39 埼玉県 520 ハーフ男子
86 ハーフ男子５０歳代 2532 川野　順一郎 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 1:39:49 埼玉県 ＪＯＮＡＷＡＫ 525 ハーフ男子
87 ハーフ男子５０歳代 2518 高坂　浩 ﾀｶｻｶ ﾋﾛｼ 1:39:57 足立区 530 ハーフ男子
88 ハーフ男子５０歳代 2724 大門　哲彦 ﾀﾞｲﾓﾝ ｱｷﾋｺ 1:39:58 埼玉県 共同印刷 531 ハーフ男子
89 ハーフ男子５０歳代 2507 大嶋　鉄夫 ｵｵｼﾏ ﾃﾂｵ 1:40:00 調布市 535 ハーフ男子
90 ハーフ男子５０歳代 2442 正木　信一 ﾏｻｷ ｼﾝｲﾁ 1:40:01 埼玉県 538 ハーフ男子
91 ハーフ男子５０歳代 2517 石塚　利夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾄｼｵ 1:40:02 千葉県 ネッシー隅田 540 ハーフ男子
92 ハーフ男子５０歳代 2544 中田　和幸 ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 1:40:08 足立区 フロンテッジ 546 ハーフ男子
93 ハーフ男子５０歳代 2516 塩田　聡史 ｼｵﾀ ｻﾄｼ 1:40:10 埼玉県 らんの～と９９ 548 ハーフ男子
94 ハーフ男子５０歳代 2605 木村　司 ｷﾑﾗ ﾂｶｻ 1:40:13 神奈川県 香港明走会 549 ハーフ男子
95 ハーフ男子５０歳代 2509 坪田　啓 ﾂﾎﾞﾀ ｱｷﾗ 1:40:32 町田市 557 ハーフ男子
96 ハーフ男子５０歳代 2588 高橋　清一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 1:40:36 千葉県 561 ハーフ男子
97 ハーフ男子５０歳代 2571 湯浅　秀昭 ﾕｱｻ ﾋﾃﾞｱｷ 1:40:37 品川区 樂走組 562 ハーフ男子
98 ハーフ男子５０歳代 2512 五十嵐　雄一 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｲﾁ 1:40:39 茨城県 ＫＰクラブ 563 ハーフ男子
99 ハーフ男子５０歳代 2590 上野　誠也 ｳｴﾉ ｾｲﾔ 1:40:53 目黒区 横浜国立大学 568 ハーフ男子
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100 ハーフ男子５０歳代 2465 河野　哲 ｺｳﾉ ｻﾄｼ 1:40:57 葛飾区 572 ハーフ男子
101 ハーフ男子５０歳代 2483 峯　義隆 ﾐﾈ ﾖｼﾀｶ 1:40:59 埼玉県 千日走会 574 ハーフ男子
102 ハーフ男子５０歳代 2561 宮本　肇 ﾐﾔﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 1:41:10 葛飾区 ウェルネス 579 ハーフ男子
103 ハーフ男子５０歳代 2480 斉藤　寿展 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ 1:41:13 静岡県 582 ハーフ男子
104 ハーフ男子５０歳代 2549 赤塚　学 ｱｶﾂｶ ﾏﾅﾌﾞ 1:41:17 埼玉県 おやじーず 585 ハーフ男子
105 ハーフ男子５０歳代 2664 浅川　勝美 ｱｻｶﾜ 1:41:17 墨田区 足立カメーズ 586 ハーフ男子
106 ハーフ男子５０歳代 2615 浦崎　忠雄 ｳﾗｻｷ ﾀﾀﾞｵ 1:42:05 千葉県 ★六本木Ｆ★ 625 ハーフ男子
107 ハーフ男子５０歳代 2503 加藤　雅治 ｶﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 1:42:11 葛飾区 ＫＤアスリート 634 ハーフ男子
108 ハーフ男子５０歳代 2485 高橋　智行 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ 1:42:11 練馬区 ★内野建設（株）★ 635 ハーフ男子
109 ハーフ男子５０歳代 2587 竹下　昭人 ﾀｹｼﾀ ｱｷﾄ 1:42:12 世田谷区 637 ハーフ男子
110 ハーフ男子５０歳代 2569 益子　博英 ﾏｽｺ ﾋﾛﾋﾃﾞ 1:42:17 葛飾区 641 ハーフ男子
111 ハーフ男子５０歳代 2645 本石　真一 ﾓﾄｲｼ ｼﾝｲﾁ 1:42:26 足立区 649 ハーフ男子
112 ハーフ男子５０歳代 2527 松永　隆生 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｭｳｾｲ 1:42:31 千葉県 654 ハーフ男子
113 ハーフ男子５０歳代 2505 飯田　俊久 ｲｲﾀﾞ ﾄｼﾋｻ 1:42:32 新宿区 658 ハーフ男子
114 ハーフ男子５０歳代 2447 島村　敏隆 ｼﾏﾑﾗ ﾄｼﾀｶ 1:42:43 足立区 ガンバル会 670 ハーフ男子
115 ハーフ男子５０歳代 3042 関沢　宏介 ｾｷｻﾞﾜ 1:42:51 江戸川区 ＳＷＡＣ 675 ハーフ男子
116 ハーフ男子５０歳代 2592 稲葉　三善 ｲﾅﾊﾞ ﾐﾂﾖｼ 1:42:58 埼玉県 ＪＣＩＪＣ 680 ハーフ男子
117 ハーフ男子５０歳代 2521 数尾　升司 ｶｽﾞｵ ﾏｽｼﾞ 1:43:15 埼玉県 687 ハーフ男子
118 ハーフ男子５０歳代 2487 三島　勇人 ﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ 1:43:19 葛飾区 小岩選抜ＲＣ 692 ハーフ男子
119 ハーフ男子５０歳代 2452 斉藤　敏仁 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋﾄ 1:43:24 江戸川区 小岩選抜ＲＣ 699 ハーフ男子
120 ハーフ男子５０歳代 2533 神庭　善郎 ｶﾝﾊﾞ ﾖｼﾛｳ 1:43:27 埼玉県 チーム９条 703 ハーフ男子
121 ハーフ男子５０歳代 2506 斉藤　稔 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 1:43:33 江戸川区 トライデアＡＳ 708 ハーフ男子
122 ハーフ男子５０歳代 2577 吉村　一郎 ﾖｼﾑﾗ ｲﾁﾛｳ 1:44:03 葛飾区 733 ハーフ男子
123 ハーフ男子５０歳代 2574 吉田　雅一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｲﾁ 1:44:06 港区 734 ハーフ男子
124 ハーフ男子５０歳代 2568 加藤　和生 ｶﾄｳ ｶｽﾞｵ 1:44:15 大田区 ＡＶＲＣ東京 740 ハーフ男子
125 ハーフ男子５０歳代 2570 片桐　好恭 ｶﾀｷﾞﾘ ﾖｼﾔｽ 1:44:19 茨城県 742 ハーフ男子
126 ハーフ男子５０歳代 2650 宮崎　源征 ﾐﾔｻﾞｷ ﾓﾄﾕｷ 1:44:26 港区 753 ハーフ男子
127 ハーフ男子５０歳代 2998 小田島　健二 ｵﾀﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 1:44:32 福島県 ＮＲＣ 755 ハーフ男子
128 ハーフ男子５０歳代 2554 大谷　育夫 ｵｵﾀﾆ ｲｸｵ 1:44:32 足立区 756 ハーフ男子
129 ハーフ男子５０歳代 2562 奥家　修 ｵｸﾔ ｵｻﾑ 1:44:37 荒川区 759 ハーフ男子
130 ハーフ男子５０歳代 2593 桶屋　孝夫 ｵｹﾔ ﾀｶｵ 1:44:39 江戸川区 760 ハーフ男子
131 ハーフ男子５０歳代 2535 小谷野　明 ｺﾔﾉ ｱｷﾗ 1:44:48 埼玉県 南浦和走友会 768 ハーフ男子
132 ハーフ男子５０歳代 2578 小林　一男 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 1:44:51 文京区 こまらん会 771 ハーフ男子
133 ハーフ男子５０歳代 2415 細江　昌史 ﾎｿｴ ﾏｻｼ 1:44:51 神奈川県 横濱酔走楽団 772 ハーフ男子
134 ハーフ男子５０歳代 2564 柴田　直宏 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ 1:44:53 千葉県 ＮＡＴ－ＲＣ 778 ハーフ男子
135 ハーフ男子５０歳代 2616 田村　広志 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 1:44:58 千葉県 くぬぎ山 779 ハーフ男子
136 ハーフ男子５０歳代 3023 能登谷　雅人 ﾉﾄﾔ ﾏｻﾄ 1:45:00 練馬区 782 ハーフ男子
137 ハーフ男子５０歳代 2545 山内　逸朗 ﾔﾏｳﾁ ｲﾂﾛｳ 1:45:10 千葉県 790 ハーフ男子
138 ハーフ男子５０歳代 2791 海内　洋 ｳﾐｳﾁ ﾋﾛｼ 1:45:15 足立区 797 ハーフ男子
139 ハーフ男子５０歳代 2572 石森　裕之 ｲｼﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 1:45:17 杉並区 三年待ち屋ＲＣ 799 ハーフ男子
140 ハーフ男子５０歳代 2553 志賀　厚雄 ｼｶﾞ ｱﾂｵ 1:45:19 神奈川県 801 ハーフ男子
141 ハーフ男子５０歳代 2566 戸嶋　博文 ﾄｼﾏ ﾋﾛﾌﾐ 1:45:22 千葉県 809 ハーフ男子
142 ハーフ男子５０歳代 2646 若松　誠一 ﾜｶﾏﾂ ｾｲｲﾁ 1:45:23 八王子市 810 ハーフ男子
143 ハーフ男子５０歳代 2563 西條　吉雄 ｻｲｼﾞｮｳ ﾖｼｵ 1:45:27 埼玉県 814 ハーフ男子
144 ハーフ男子５０歳代 2708 柳川　敦夫 ﾔﾅｶﾞﾜ ｱﾂｵ 1:45:31 東久留米市 どＭぽＲＵＮ 819 ハーフ男子
145 ハーフ男子５０歳代 2540 菅原　敏光 ｽｶﾞﾊﾗ ﾄｼﾐﾂ 1:45:37 中野区 828 ハーフ男子
146 ハーフ男子５０歳代 2472 北澤　誠 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 1:45:41 三鷹市 ＡＲＣ 833 ハーフ男子
147 ハーフ男子５０歳代 2727 池田　篤彦 ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾋｺ 1:45:43 千葉県 834 ハーフ男子
148 ハーフ男子５０歳代 2624 田村　至 ﾀﾑﾗ ｲﾀﾙ 1:45:45 千葉県 アイドマ 836 ハーフ男子
149 ハーフ男子５０歳代 2772 寺島　裕二 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｼﾞ 1:45:48 神奈川県 839 ハーフ男子
150 ハーフ男子５０歳代 2729 平松　賢一 ﾋﾗﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 1:45:52 神奈川県 コナ・ウインド 841 ハーフ男子
151 ハーフ男子５０歳代 2678 峰本　厚 ﾐﾈﾓﾄ ｱﾂｼ 1:45:56 神奈川県 こいずみジョグ 844 ハーフ男子
152 ハーフ男子５０歳代 2634 秋谷　憲夫 ｱｷﾔ ﾉﾘｵ 1:45:59 千葉県 847 ハーフ男子
153 ハーフ男子５０歳代 2716 井上　郁也 ｲﾉｳｴ ｲｸﾔ 1:46:05 練馬区 ＲＣＣ 849 ハーフ男子
154 ハーフ男子５０歳代 2606 家垣　元介 ﾔｶﾞｷ ﾓﾄｽｹ 1:46:08 神奈川県 日本電産（株） 850 ハーフ男子
155 ハーフ男子５０歳代 2560 晝間　康夫 ﾋﾙﾏ ﾔｽｵ 1:46:10 葛飾区 851 ハーフ男子
156 ハーフ男子５０歳代 2625 大場　佳人 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾋﾄ 1:46:16 千葉県 855 ハーフ男子
157 ハーフ男子５０歳代 2668 森本　和夫 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｵ 1:46:16 武蔵野市 皇居誼の会 856 ハーフ男子
158 ハーフ男子５０歳代 2609 朝岡　信行 ｱｻｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:46:17 神奈川県 857 ハーフ男子
159 ハーフ男子５０歳代 2613 池島　晃 ｱｹｼﾞﾏ ｱｷﾗ 1:46:22 千葉県 楽ラン 861 ハーフ男子
160 ハーフ男子５０歳代 2976 原田　義光 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ 1:46:26 北区 いっしょもり 865 ハーフ男子
161 ハーフ男子５０歳代 2723 猪飼　泰三 ｲｶｲ ﾀｲｿﾞｳ 1:46:28 千葉県 城口ランナーズ 867 ハーフ男子
162 ハーフ男子５０歳代 2524 本間　充 ﾎﾝﾏ ﾐﾂﾙ 1:46:29 埼玉県 （株）トーハン 869 ハーフ男子
163 ハーフ男子５０歳代 2632 齋藤　雅男 ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ 1:46:30 茨城県 870 ハーフ男子
164 ハーフ男子５０歳代 2511 窪田　恭之 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾕｷ 1:46:36 千葉県 ウィングＡＣ 875 ハーフ男子
165 ハーフ男子５０歳代 2594 長谷川　秀一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 1:46:40 国分寺市 熊澤整形外科ク 881 ハーフ男子
166 ハーフ男子５０歳代 2543 金野　充博 ｺﾝﾉ ﾐﾂﾋﾛ 1:46:42 世田谷区 ＦＵＮＣＯＭＥ 884 ハーフ男子
167 ハーフ男子５０歳代 2555 小林　弘一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 1:46:45 千葉県 ＮＥＯ 886 ハーフ男子
168 ハーフ男子５０歳代 2661 荒川　聡仁 ｱﾗｶﾜ ﾄｼﾋﾄ 1:47:00 神奈川県 893 ハーフ男子
169 ハーフ男子５０歳代 2438 渡辺　雄児 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 1:47:01 千葉県 894 ハーフ男子
170 ハーフ男子５０歳代 2601 横山　俊二 ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ 1:47:01 江戸川区 896 ハーフ男子
171 ハーフ男子５０歳代 2931 浦川　明典 ｳﾗｶﾜ ｱｷﾉﾘ 1:47:13 板橋区 907 ハーフ男子
172 ハーフ男子５０歳代 2551 笠井　幸一 ｶｻｲ ｺｳｲﾁ 1:47:17 埼玉県 プラスポ会 912 ハーフ男子
173 ハーフ男子５０歳代 2584 若松　徹 ﾜｶﾏﾂ ﾄｵﾙ 1:47:18 神奈川県 913 ハーフ男子
174 ハーフ男子５０歳代 2482 市川　辰夫 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂｵ 1:47:24 埼玉県 埼玉協同病院 920 ハーフ男子
175 ハーフ男子５０歳代 2683 渡辺　正光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｺｳ 1:47:25 静岡県 921 ハーフ男子
176 ハーフ男子５０歳代 2635 久保　忠俊 ｸﾎﾞ ﾀﾀﾞﾄｼ 1:47:30 北区 923 ハーフ男子
177 ハーフ男子５０歳代 2539 高久　真 ﾀｶｸ ﾏｺﾄ 1:47:48 神奈川県 938 ハーフ男子
178 ハーフ男子５０歳代 2710 佐藤　英明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 1:48:00 千葉県 946 ハーフ男子
179 ハーフ男子５０歳代 2767 小池　友二 ｺｲｹ ﾕｳｼﾞ 1:48:13 江戸川区 956 ハーフ男子
180 ハーフ男子５０歳代 2621 飯塚　勝人 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 1:48:17 埼玉県 四駆の会 959 ハーフ男子
181 ハーフ男子５０歳代 2773 重留　定治 ｼｹﾞﾄﾒ ｻﾀﾞｼﾞ 1:48:18 埼玉県 草加走ろう会 960 ハーフ男子
182 ハーフ男子５０歳代 2663 横山　茂樹 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞｷ 1:48:22 新宿区 欽ちゃん走り 968 ハーフ男子
183 ハーフ男子５０歳代 2591 佐々木　均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 1:48:24 府中市 971 ハーフ男子
184 ハーフ男子５０歳代 2639 中村　安志 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｼ 1:48:25 港区 ＳＨＩＭＺ 972 ハーフ男子
185 ハーフ男子５０歳代 2548 首藤　由之 ｼｭﾄｳ ﾖｼﾕｷ 1:48:31 神奈川県 976 ハーフ男子
186 ハーフ男子５０歳代 2857 宮島　宏修 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 1:48:31 埼玉県 山本機械産業 978 ハーフ男子
187 ハーフ男子５０歳代 2834 貫井　武 ﾇｸｲ ﾀｹｼ 1:48:37 西東京市 どＭ倶楽部 981 ハーフ男子
188 ハーフ男子５０歳代 2617 阿部　正喜 ｱﾍﾞ ｻﾏｷ 1:48:44 千葉県 ＧＯ元気走 989 ハーフ男子
189 ハーフ男子５０歳代 2836 小松　秀人 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞﾄ 1:48:46 渋谷区 日鍼ＲＣ 990 ハーフ男子
190 ハーフ男子５０歳代 2623 鈴木　礼三 ｽｽﾞｷ ﾚｲｿﾞｳ 1:48:48 埼玉県 992 ハーフ男子
191 ハーフ男子５０歳代 2585 武田　秀和 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 1:48:48 神奈川県 チーム松風 993 ハーフ男子
192 ハーフ男子５０歳代 2526 中野　修 ﾅｶﾉ ｵｻﾑ 1:48:50 北区 ＩＴＦ－ＲＣ 996 ハーフ男子
193 ハーフ男子５０歳代 2443 池浦　正昭 ｲｹｳﾗ ﾏｻｱｷ 1:49:08 神奈川県 1006 ハーフ男子
194 ハーフ男子５０歳代 2662 加藤　陽一郎 ｶﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 1:49:34 荒川区 尾久の原公園 1029 ハーフ男子
195 ハーフ男子５０歳代 2920 片山　和幸 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 1:49:37 葛飾区 1031 ハーフ男子
196 ハーフ男子５０歳代 2659 小田　明雄 ｵﾀﾞ ｱｷｵ 1:49:39 品川区 千代田走友会 1033 ハーフ男子
197 ハーフ男子５０歳代 2747 矢崎　義光 ﾔｻﾞｷ ﾖｼﾐﾂ 1:49:43 足立区 矢崎税理士事務 1036 ハーフ男子
198 ハーフ男子５０歳代 2648 小幡　淳雄 ｵﾊﾞﾀ ｱﾂｵ 1:49:45 神奈川県 1037 ハーフ男子
199 ハーフ男子５０歳代 2629 松本　利夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｵ 1:49:47 神奈川県 1040 ハーフ男子
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200 ハーフ男子５０歳代 2796 古川　伸一 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 1:49:54 足立区 足歯ＪＷＣ 1046 ハーフ男子
201 ハーフ男子５０歳代 2504 岩本　俊治 ｲﾜﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ 1:49:59 千代田区 1048 ハーフ男子
202 ハーフ男子５０歳代 2552 萩原　卓郎 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 1:49:59 埼玉県 東洋埠頭 1049 ハーフ男子
203 ハーフ男子５０歳代 2582 片山　明男 ｶﾀﾔﾏ ｱｷｵ 1:50:17 長野県 インマヌエル 1060 ハーフ男子
204 ハーフ男子５０歳代 2714 木下　成雄 ｷﾉｼﾀ ﾅﾙｵ 1:50:29 練馬区 1066 ハーフ男子
205 ハーフ男子５０歳代 2817 山田　純 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 1:50:52 江東区 1085 ハーフ男子
206 ハーフ男子５０歳代 2676 重山　毅 ｼｹﾞﾔﾏ ﾀｹｼ 1:50:55 品川区 1087 ハーフ男子
207 ハーフ男子５０歳代 2586 新保　淳一 ｼﾝﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:51:04 群馬県 1096 ハーフ男子
208 ハーフ男子５０歳代 2474 及川　良一 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 1:51:09 千葉県 柏ＣＳＣ 1099 ハーフ男子
209 ハーフ男子５０歳代 2637 橋本　広志 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 1:51:12 埼玉県 1102 ハーフ男子
210 ハーフ男子５０歳代 2660 山岡　正憲 ﾔﾏｵｶ ﾏｻﾉﾘ 1:51:23 台東区 1111 ハーフ男子
211 ハーフ男子５０歳代 2608 林　欣吾 ﾊﾔｼ ｷﾝｺﾞ 1:51:30 神奈川県 1115 ハーフ男子
212 ハーフ男子５０歳代 2557 林　孝児 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 1:51:35 葛飾区 ラフラフＲＣ 1119 ハーフ男子
213 ハーフ男子５０歳代 2652 柴　俊之 ｼﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 1:51:52 埼玉県 東京陸協 1129 ハーフ男子
214 ハーフ男子５０歳代 2675 白井　義明 ｼﾗｲ ﾖｼｱｷ 1:52:06 群馬県 こんに千早 1138 ハーフ男子
215 ハーフ男子５０歳代 3037 松下　康廣 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 1:52:06 足立区 足立団塊ＲＣ 1139 ハーフ男子
216 ハーフ男子５０歳代 2488 永岡　伸治 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝｼﾞ 1:52:10 千葉県 マイスター６０ 1144 ハーフ男子
217 ハーフ男子５０歳代 2702 山本　和明 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 1:52:15 江戸川区 ＦＥＮＩＣＳ 1149 ハーフ男子
218 ハーフ男子５０歳代 3040 島田　光美 ｼﾏﾀﾞ 1:52:18 埼玉県 1150 ハーフ男子
219 ハーフ男子５０歳代 2709 岩田　浩一 ｲﾜﾀ ｺｳｲﾁ 1:52:29 中央区 1154 ハーフ男子
220 ハーフ男子５０歳代 2486 小玉　等 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾄｼ 1:52:39 埼玉県 1157 ハーフ男子
221 ハーフ男子５０歳代 2559 飯高　信之 ｲｲﾀﾞｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:52:47 千葉県 ＴＪＲＣ 1163 ハーフ男子
222 ハーフ男子５０歳代 2988 渡辺　浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 1:52:49 墨田区 オートミールズ 1165 ハーフ男子
223 ハーフ男子５０歳代 2691 小松　三郎 ｺﾏﾂ ｻﾌﾞﾛｳ 1:52:54 大田区 テプシス 1172 ハーフ男子
224 ハーフ男子５０歳代 2762 太田　博 ｵｵﾀ ﾋﾛｼ 1:52:55 立川市 1174 ハーフ男子
225 ハーフ男子５０歳代 2674 有村　茂樹 ｱﾘﾑﾗ ｼｹﾞｷ 1:52:58 神奈川県 1176 ハーフ男子
226 ハーフ男子５０歳代 2484 渡辺　浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 1:53:18 足立区 ＷＡＩＷＡＩ 1195 ハーフ男子
227 ハーフ男子５０歳代 2777 高谷　信彦 ﾀｶﾔ ﾉﾌﾞﾋｺ 1:53:26 墨田区 メガロス錦糸町 1206 ハーフ男子
228 ハーフ男子５０歳代 2913 礒辺　浩 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛｼ 1:53:28 神奈川県 アボット福走会 1210 ハーフ男子
229 ハーフ男子５０歳代 2828 今村　孝紀 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 1:53:31 神奈川県 1216 ハーフ男子
230 ハーフ男子５０歳代 2699 石塚　吉弥 ｲｼﾂﾞｶ ｷﾁﾔ 1:53:37 足立区 1222 ハーフ男子
231 ハーフ男子５０歳代 2598 浅川　亨 ｱｻｶﾜ ﾄｵﾙ 1:53:41 板橋区 1228 ハーフ男子
232 ハーフ男子５０歳代 2656 高瀬　純 ﾀｶｾ ｼﾞｭﾝ 1:53:45 埼玉県 1232 ハーフ男子
233 ハーフ男子５０歳代 2755 鈴木　重信 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 1:53:52 神奈川県 1238 ハーフ男子
234 ハーフ男子５０歳代 2575 大野　聡 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 1:53:58 埼玉県 鷲宮弦代ＪＣ 1242 ハーフ男子
235 ハーフ男子５０歳代 2672 小黒　健 ｵｸﾞﾛ ﾀｹｼ 1:53:58 神奈川県 淵野辺走ルネ会 1245 ハーフ男子
236 ハーフ男子５０歳代 2556 斉藤　修司 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 1:54:00 千葉県 ニッピＲＣ 1247 ハーフ男子
237 ハーフ男子５０歳代 2751 大南　郁夫 ｵｵﾐﾅﾐ ｲｸｵ 1:54:07 足立区 1256 ハーフ男子
238 ハーフ男子５０歳代 2759 万字　敦 ﾏﾝｼﾞ ｱﾂｼ 1:54:12 千葉県 東亜建設工業 1260 ハーフ男子
239 ハーフ男子５０歳代 2682 森尾　翔 ﾓﾘｵ ｶｹﾙ 1:54:12 小金井市 なっちゃん 1262 ハーフ男子
240 ハーフ男子５０歳代 2636 中西　喜一郎 ﾅｶﾆｼ ｷｲﾁﾛｳ 1:54:17 埼玉県 1267 ハーフ男子
241 ハーフ男子５０歳代 2604 関口　真史 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻｼ 1:54:25 群馬県 1274 ハーフ男子
242 ハーフ男子５０歳代 2603 久能　和男 ｸﾉｳ ｶｽﾞｵ 1:54:34 埼玉県 チームひとつ★ 1286 ハーフ男子
243 ハーフ男子５０歳代 2829 内田　直樹 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ 1:54:37 埼玉県 1294 ハーフ男子
244 ハーフ男子５０歳代 2750 服部　哲郎 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾛｳ 1:54:44 大田区 1298 ハーフ男子
245 ハーフ男子５０歳代 2837 林　宏 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 1:54:51 埼玉県 タコらんず！ 1307 ハーフ男子
246 ハーフ男子５０歳代 2819 奥山　正樹 ｵｸﾔﾏ ﾏｻｷ 1:54:54 埼玉県 ラフレさいたま 1309 ハーフ男子
247 ハーフ男子５０歳代 2703 伊藤　暁 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 1:54:59 足立区 大森ＦＳ 1313 ハーフ男子
248 ハーフ男子５０歳代 2840 廣實　正人 ﾋﾛｻﾞﾈ ﾏｻﾋﾄ 1:55:00 神奈川県 1314 ハーフ男子
249 ハーフ男子５０歳代 2707 時國　滋夫 ﾄｷｸﾆ ｼｹﾞｵ 1:55:01 西東京市 ＡＴＪ 1315 ハーフ男子
250 ハーフ男子５０歳代 2862 松村　時彦 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｷﾋｺ 1:55:07 国立市 1321 ハーフ男子
251 ハーフ男子５０歳代 2898 鈴木　一司 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 1:55:11 千葉県 1327 ハーフ男子
252 ハーフ男子５０歳代 2859 佐藤　浩明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 1:55:23 墨田区 1331 ハーフ男子
253 ハーフ男子５０歳代 2500 内田　孝一郎 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 1:55:24 千葉県 1332 ハーフ男子
254 ハーフ男子５０歳代 2497 常田　義弘 ﾂﾈﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 1:55:27 神奈川県 コニカミノルタ 1335 ハーフ男子
255 ハーフ男子５０歳代 2693 森田　修 ﾓﾘﾀ ｵｻﾑ 1:55:30 茨城県 1338 ハーフ男子
256 ハーフ男子５０歳代 2620 加藤　義裕 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 1:55:36 足立区 1343 ハーフ男子
257 ハーフ男子５０歳代 2669 下保　暢彦 ｶﾎ ﾉﾌﾞﾋｺ 1:55:36 神奈川県 セントラル小杉 1344 ハーフ男子
258 ハーフ男子５０歳代 2739 安井　一弥 ﾔｽｲ ｶｽﾞﾔ 1:55:41 板橋区 トーハン 1346 ハーフ男子
259 ハーフ男子５０歳代 2786 川田　順一郎 ｶﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 1:55:49 埼玉県 1356 ハーフ男子
260 ハーフ男子５０歳代 2818 萩野　裕久 ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛﾋｻ 1:55:58 調布市 1365 ハーフ男子
261 ハーフ男子５０歳代 2600 岡山　学 ｵｶﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 1:55:59 埼玉県 1368 ハーフ男子
262 ハーフ男子５０歳代 2630 金子　伸一 ｶﾈｺ ｼﾝｲﾁ 1:56:03 埼玉県 1372 ハーフ男子
263 ハーフ男子５０歳代 2731 青木　久夫 ｱｵｷ ﾋｻｵ 1:56:16 神奈川県 1384 ハーフ男子
264 ハーフ男子５０歳代 2886 齋藤　純一 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 1:56:16 埼玉県 1385 ハーフ男子
265 ハーフ男子５０歳代 2794 高瀬　哲夫 ﾀｶｾ ﾃﾂｵ 1:56:21 神奈川県 1392 ハーフ男子
266 ハーフ男子５０歳代 2876 知久　正道 ﾁｸ ﾏｻﾐﾁ 1:56:24 足立区 1397 ハーフ男子
267 ハーフ男子５０歳代 2611 櫻田　政秋 ｻｸﾗﾀﾞ ﾏｻｱｷ 1:56:24 品川区 ＪＪＣ 1398 ハーフ男子
268 ハーフ男子５０歳代 2596 吉田　錦之助 ﾖｼﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 1:56:29 茨城県 1404 ハーフ男子
269 ハーフ男子５０歳代 2681 池田　悦朗 ｲｹﾀﾞ ｴﾂﾛｳ 1:56:39 埼玉県 ＫＢＫ　ＡＣ 1414 ハーフ男子
270 ハーフ男子５０歳代 2754 岩田　靖弘 ｲﾜﾀ ﾔｽﾋﾛ 1:56:43 江戸川区 小岩選抜ＲＣ 1420 ハーフ男子
271 ハーフ男子５０歳代 2815 根本　元秀 ﾈﾓﾄ ﾓﾄﾋﾃﾞ 1:56:44 埼玉県 ☆ 1421 ハーフ男子
272 ハーフ男子５０歳代 2688 清水　一俊 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄｼ 1:56:46 足立区 1423 ハーフ男子
273 ハーフ男子５０歳代 2595 土屋　雅巳 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾐ 1:56:46 板橋区 ＴＵＴＴＹ’Ｓ 1424 ハーフ男子
274 ハーフ男子５０歳代 2994 青梅　伸一 ｱｵｳﾒ ｼﾝｲﾁ 1:56:50 大田区 1432 ハーフ男子
275 ハーフ男子５０歳代 2725 草野　孝一 ｸｻﾉ ｺｳｲﾁ 1:56:52 足立区 1438 ハーフ男子
276 ハーフ男子５０歳代 2864 小原　光正 ｵﾊﾞﾗ ﾐﾂﾏｻ 1:56:55 練馬区 1439 ハーフ男子
277 ハーフ男子５０歳代 2579 佐野　格 ｻﾉ ﾀﾀﾞｼ 1:57:03 三鷹市 1447 ハーフ男子
278 ハーフ男子５０歳代 2753 黒田　邦義 ｸﾛﾀﾞ ｸﾆﾖｼ 1:57:04 千葉県 ＭＴＭ　ＪＣ 1448 ハーフ男子
279 ハーフ男子５０歳代 2787 稲垣　英一 ｲﾅｶﾞｷ ｴｲｲﾁ 1:57:05 江東区 ＷｉｎｄＲｕｎ 1450 ハーフ男子
280 ハーフ男子５０歳代 2899 松村　博文 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 1:57:10 港区 1451 ハーフ男子
281 ハーフ男子５０歳代 2704 日並　哲郎 ﾋﾅﾐ ﾃﾂｵ 1:57:14 江東区 旭化成東京ＪＣ 1455 ハーフ男子
282 ハーフ男子５０歳代 2573 加連　之智 ｶﾚﾝ ﾕｷﾄﾓ 1:57:27 埼玉県 1462 ハーフ男子
283 ハーフ男子５０歳代 2502 木佐森　茂 ｷｻﾓﾘ ｼｹﾞﾙ 1:57:38 葛飾区 1469 ハーフ男子
284 ハーフ男子５０歳代 2653 藤岡　克哉 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾔ 1:57:40 神奈川県 縁尋会 1472 ハーフ男子
285 ハーフ男子５０歳代 2929 田口　徳久 ﾀｸﾞﾁ ﾄｸﾋｻ 1:57:40 中央区 ★★ｒｊｋ★★ 1473 ハーフ男子
286 ハーフ男子５０歳代 2756 堀池　計年 ﾎﾘｲｹ ｶｽﾞﾄｼ 1:57:44 埼玉県 びわこ同走会 1477 ハーフ男子
287 ハーフ男子５０歳代 2581 古河　勢一郎 ｺｶﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 1:57:56 神奈川県 押忍！古河道場 1486 ハーフ男子
288 ハーフ男子５０歳代 3030 栗田　義之 ｸﾘﾀ ﾖｼﾕｷ 1:58:00 千葉県 1491 ハーフ男子
289 ハーフ男子５０歳代 2670 田名網　透 ﾀﾅｱﾐ ﾄｵﾙ 1:58:07 荒川区 1500 ハーフ男子
290 ハーフ男子５０歳代 3003 樋山　幸治 ﾋﾔﾏ ｺｳｼﾞ 1:58:08 杉並区 1502 ハーフ男子
291 ハーフ男子５０歳代 2666 口田　静雄 ｸﾁﾀ ｼｽﾞｵ 1:58:08 世田谷区 だるま会 1505 ハーフ男子
292 ハーフ男子５０歳代 2602 松前　佳明 ﾏﾂﾏｴ ﾖｼｱｷ 1:58:11 江戸川区 1510 ハーフ男子
293 ハーフ男子５０歳代 2735 栗山　孝夫 ｸﾘﾔﾏ ﾀｶｵ 1:58:16 新宿区 1513 ハーフ男子
294 ハーフ男子５０歳代 2622 近藤　敏仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾄ 1:58:19 神奈川県 1516 ハーフ男子
295 ハーフ男子５０歳代 2736 阿部　光明 ｱﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 1:58:24 台東区 1523 ハーフ男子
296 ハーフ男子５０歳代 2783 村瀬　達也 ﾑﾗｾ ﾀﾂﾔ 1:58:33 神奈川県 1529 ハーフ男子
297 ハーフ男子５０歳代 2807 小山　真 ｺﾔﾏ ﾏｺﾄ 1:58:42 千葉県 1538 ハーフ男子
298 ハーフ男子５０歳代 2718 渡辺　均 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 1:58:46 神奈川県 1543 ハーフ男子
299 ハーフ男子５０歳代 2618 中島　久弥 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻﾔ 1:58:47 世田谷区 日経ＢＰ優太会 1546 ハーフ男子
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300 ハーフ男子５０歳代 2848 高橋　優二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 1:58:48 八王子市 スラッグ 1547 ハーフ男子
301 ハーフ男子５０歳代 2833 中野　忠典 ﾅｶﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ 1:58:53 大田区 1555 ハーフ男子
302 ハーフ男子５０歳代 2905 許田　正 ｷｮﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 1:59:01 神奈川県 1568 ハーフ男子
303 ハーフ男子５０歳代 2689 加藤　肇 ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 1:59:05 神奈川県 1573 ハーフ男子
304 ハーフ男子５０歳代 2647 渡邉　文宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 1:59:06 新潟県 1574 ハーフ男子
305 ハーフ男子５０歳代 2821 斉藤　弘 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 1:59:11 足立区 Ｗフィールズ 1576 ハーフ男子
306 ハーフ男子５０歳代 2665 久保田　賢次 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 1:59:21 足立区 足立カメーズ 1582 ハーフ男子
307 ハーフ男子５０歳代 2771 浅見　洋 ｱｻﾐ ﾋﾛｼ 1:59:22 埼玉県 1583 ハーフ男子
308 ハーフ男子５０歳代 2641 倉澤　明 ｸﾗｻﾜ ｱｷﾗ 1:59:22 練馬区 1584 ハーフ男子
309 ハーフ男子５０歳代 2640 岡野　茂敏 ｵｶﾉ ｼｹﾞﾄｼ 1:59:24 新宿区 1588 ハーフ男子
310 ハーフ男子５０歳代 2673 鈴木　武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 1:59:24 神奈川県 1589 ハーフ男子
311 ハーフ男子５０歳代 2823 櫻井　秀紀 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 1:59:25 東大和市 1591 ハーフ男子
312 ハーフ男子５０歳代 2970 木村　宏幸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 1:59:25 足立区 1592 ハーフ男子
313 ハーフ男子５０歳代 2685 山崎　孝志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 1:59:35 小平市 1600 ハーフ男子
314 ハーフ男子５０歳代 2722 藤吉　康裕 ﾌｼﾞﾖｼ ﾔｽﾋﾛ 1:59:37 江東区 1604 ハーフ男子
315 ハーフ男子５０歳代 2869 新見　勝 ﾆｲﾐ ﾏｻﾙ 1:59:38 中野区 たんぽぽ 1606 ハーフ男子
316 ハーフ男子５０歳代 2799 飛田　茂 ﾄﾋﾞﾀ ｼｹﾞﾙ 1:59:40 神奈川県 1607 ハーフ男子
317 ハーフ男子５０歳代 2742 大藏　和弘 ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 1:59:40 千葉県 チーム音Ｐ 1608 ハーフ男子
318 ハーフ男子５０歳代 2811 丸茂　信行 ﾏﾙﾓ ﾉﾌﾞﾕｷ 1:59:43 渋谷区 1612 ハーフ男子
319 ハーフ男子５０歳代 2686 阪口　正太郎 ｻｶｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 1:59:45 世田谷区 1614 ハーフ男子
320 ハーフ男子５０歳代 2614 下川原　耕一 ｼﾓｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 1:59:45 千葉県 リザルト 1615 ハーフ男子
321 ハーフ男子５０歳代 2962 西川　三郎 ﾆｼｶﾜ ｻﾌﾞﾛｳ 1:59:59 千葉県 1619 ハーフ男子
322 ハーフ男子５０歳代 2875 大島　哲夫 ｵｵｼﾏ ﾃﾂｵ 2:00:03 埼玉県 埼玉草加新里小 1622 ハーフ男子
323 ハーフ男子５０歳代 2740 木下　準一 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:00:04 埼玉県 ななこ２５ 1624 ハーフ男子
324 ハーフ男子５０歳代 2737 飯塚　彰 ｲｲﾂﾞｶ ｱｷﾗ 2:00:15 埼玉県 建装工業ＲＣ 1634 ハーフ男子
325 ハーフ男子５０歳代 2658 岡地　隆 ｵｶｼﾞ ﾀｶｼ 2:00:24 中央区 1640 ハーフ男子
326 ハーフ男子５０歳代 2711 野崎　弘 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛｼ 2:00:34 板橋区 1649 ハーフ男子
327 ハーフ男子５０歳代 2856 所　成美 ﾄｺﾛ ｾｲﾐ 2:00:43 埼玉県 1654 ハーフ男子
328 ハーフ男子５０歳代 2684 木村　勝 ｷﾑﾗ ﾏｻﾙ 2:00:53 江東区 すーさん会 1662 ハーフ男子
329 ハーフ男子５０歳代 2749 高田　俊一 ﾀｶﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 2:00:55 千葉県 市原送球会 1665 ハーフ男子
330 ハーフ男子５０歳代 2547 新井　孝明 ｱﾗｲ ﾀｶｱｷ 2:00:58 埼玉県 1667 ハーフ男子
331 ハーフ男子５０歳代 2797 深海　義実 ﾌｶﾐ ﾖｼﾐ 2:00:59 千葉県 1669 ハーフ男子
332 ハーフ男子５０歳代 2728 柳田　國男 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｸﾆｵ 2:01:01 足立区 ＡＳＰ 1670 ハーフ男子
333 ハーフ男子５０歳代 2790 小勝　伸太郎 ｺｶﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 2:01:08 足立区 ハートフル 1672 ハーフ男子
334 ハーフ男子５０歳代 2842 柿沼　伸一 ｶｷﾇﾏ ｼﾝｲﾁ 2:01:10 杉並区 なんねん会 1676 ハーフ男子
335 ハーフ男子５０歳代 2805 熊倉　正廣 ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾋﾛ 2:01:22 千葉県 1679 ハーフ男子
336 ハーフ男子５０歳代 3031 飯田　靖 ｲｲﾀﾞ ﾔｽｼ 2:01:23 文京区 1680 ハーフ男子
337 ハーフ男子５０歳代 2841 小野寺　修 ｵﾉﾃﾞﾗ ｵｻﾑ 2:01:28 栃木県 1683 ハーフ男子
338 ハーフ男子５０歳代 2763 遠藤　邦夫 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆｵ 2:01:34 足立区 1687 ハーフ男子
339 ハーフ男子５０歳代 2784 大畠　康平 ｵｵﾊﾀ ﾔｽﾋﾗ 2:01:40 江東区 1699 ハーフ男子
340 ハーフ男子５０歳代 2956 堀越　邦夫 ﾎﾘｺｼ ｸﾆｵ 2:01:40 埼玉県 熊谷市役所 1701 ハーフ男子
341 ハーフ男子５０歳代 2881 秋田　貢 ｱｷﾀ ﾐﾂｸﾞ 2:01:47 新宿区 1705 ハーフ男子
342 ハーフ男子５０歳代 2776 塚田　武 ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ 2:01:53 八王子市 1712 ハーフ男子
343 ハーフ男子５０歳代 2698 山田　篤司 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 2:01:53 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 1713 ハーフ男子
344 ハーフ男子５０歳代 2706 和田　道明 ﾜﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 2:01:53 埼玉県 利根川楽走会 1714 ハーフ男子
345 ハーフ男子５０歳代 2858 小原　一 ｵﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ 2:01:56 秋田県 1716 ハーフ男子
346 ハーフ男子５０歳代 2804 平柳　緑 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ﾐﾄﾞﾘ 2:01:59 中野区 アドバンテスト 1721 ハーフ男子
347 ハーフ男子５０歳代 2809 山口　光昭 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｱｷ 2:02:02 千葉県 1724 ハーフ男子
348 ハーフ男子５０歳代 2671 杉田　直実 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 2:02:03 国分寺市 関専１０Ｅ 1726 ハーフ男子
349 ハーフ男子５０歳代 2712 石黒　清和 ｲｼｸﾛ ｷﾖｶｽﾞ 2:02:08 茨城県 まい☆ペース 1730 ハーフ男子
350 ハーフ男子５０歳代 2631 田沼　修一 ﾀﾇﾏ ｼｭｳｲﾁ 2:02:09 神奈川県 オラクル 1732 ハーフ男子
351 ハーフ男子５０歳代 2778 藤田　敦司 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 2:02:18 埼玉県 千日走会 1736 ハーフ男子
352 ハーフ男子５０歳代 2847 斉藤　敬 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 2:02:19 神奈川県 1737 ハーフ男子
353 ハーフ男子５０歳代 2694 松原　幹夫 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐｷｵ 2:02:22 神奈川県 フリーバード 1738 ハーフ男子
354 ハーフ男子５０歳代 2766 須田　潔 ｽﾀﾞ ｷﾖｼ 2:02:23 埼玉県 てけてけぼっけ 1739 ハーフ男子
355 ハーフ男子５０歳代 2827 浅岡　久 ｱｻｵｶ ﾋｻｼ 2:02:25 埼玉県 土地家屋調査士 1743 ハーフ男子
356 ハーフ男子５０歳代 2744 路川　一郎 ﾐﾁｶﾜ ｲﾁﾛｳ 2:02:28 荒川区 1746 ハーフ男子
357 ハーフ男子５０歳代 2964 山田　親彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｶﾋｺ 2:02:44 静岡県 1755 ハーフ男子
358 ハーフ男子５０歳代 2701 宮田　栄一 ﾐﾔﾀ ｴｲｲﾁ 2:02:46 板橋区 1757 ハーフ男子
359 ハーフ男子５０歳代 2633 神馬　義明 ｼﾞﾝﾏ ﾖｼｱｷ 2:02:51 千葉県 1765 ハーフ男子
360 ハーフ男子５０歳代 2851 佐藤　広幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 2:02:53 神奈川県 チームさとう 1767 ハーフ男子
361 ハーフ男子５０歳代 2651 中川　尚志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 2:03:03 神奈川県 1776 ハーフ男子
362 ハーフ男子５０歳代 2879 宮岡　孝之 ﾐﾔｵｶ ﾀｶﾕｷ 2:03:07 足立区 1778 ハーフ男子
363 ハーフ男子５０歳代 10001 松井　良久 ﾏﾂｲ ﾖｼﾋｻ 2:03:17 練馬区 内野建設 1783 ハーフ男子
364 ハーフ男子５０歳代 2814 堤崎　一 ﾂﾂﾐｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 2:03:20 目黒区 1785 ハーフ男子
365 ハーフ男子５０歳代 2793 宗方　勝男 ﾑﾈｶﾀ ｶﾂｵ 2:03:55 神奈川県 淵野辺走ルネ会 1796 ハーフ男子
366 ハーフ男子５０歳代 2889 齋藤　昭彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ 2:03:57 神奈川県 チームぶつかん 1797 ハーフ男子
367 ハーフ男子５０歳代 2654 正岡　久武 ﾏｻｵｶ ﾋｻﾀｹ 2:04:00 千葉県 1799 ハーフ男子
368 ハーフ男子５０歳代 2745 吉ざわ　努 ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 2:04:01 東久留米市 1803 ハーフ男子
369 ハーフ男子５０歳代 2822 山本　達雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｵ 2:04:03 豊島区 1806 ハーフ男子
370 ハーフ男子５０歳代 3026 貝澤　真一 ｶｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 2:04:10 茨城県 1813 ハーフ男子
371 ハーフ男子５０歳代 2758 浅野　俊春 ｱｻﾉ ﾄｼﾊﾙ 2:04:15 埼玉県 おやじーず 1816 ハーフ男子
372 ハーフ男子５０歳代 2816 野上　眞裕 ﾉｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 2:04:37 千葉県 1836 ハーフ男子
373 ハーフ男子５０歳代 2865 鈴木　春夫 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｵ 2:04:38 足立区 1837 ハーフ男子
374 ハーフ男子５０歳代 2781 伴　弘道 ﾊﾞﾝ ﾋﾛﾐﾁ 2:04:44 江戸川区 1842 ハーフ男子
375 ハーフ男子５０歳代 2941 中西　浩 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｼ 2:04:49 渋谷区 1844 ハーフ男子
376 ハーフ男子５０歳代 2892 石井　則雄 ｲｼｲ ﾉﾘｵ 2:04:53 町田市 町田いだ天 1846 ハーフ男子
377 ハーフ男子５０歳代 2874 柏山　育男 ｶｼﾔﾏ ｲｸｵ 2:04:55 神奈川県 1847 ハーフ男子
378 ハーフ男子５０歳代 2803 高嶋　勉 ﾀｶｼﾏ ﾂﾄﾑ 2:04:55 神奈川県 韋駄天勘吉 1848 ハーフ男子
379 ハーフ男子５０歳代 2922 黒川　和茂 ｸﾛｶﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ 2:05:11 千葉県 1856 ハーフ男子
380 ハーフ男子５０歳代 2597 永田　理 ﾅｶﾞﾀ ｵｻﾑ 2:05:20 足立区 優ライフケア 1860 ハーフ男子
381 ハーフ男子５０歳代 2982 小松　智 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 2:05:22 立川市 1862 ハーフ男子
382 ハーフ男子５０歳代 2991 江尻　磐夫 ｴｼﾞﾘ ｲﾜｵ 2:05:28 江戸川区 1863 ハーフ男子
383 ハーフ男子５０歳代 2713 森川　敏昭 ﾓﾘｶﾜ ﾄｼｱｷ 2:05:32 神奈川県 1867 ハーフ男子
384 ハーフ男子５０歳代 2915 柴田　順二 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 2:05:44 東大和市 1874 ハーフ男子
385 ハーフ男子５０歳代 3041 染谷　保 ｿﾒﾔ 2:05:46 茨城県 （株）染谷自動車 1875 ハーフ男子
386 ハーフ男子５０歳代 2638 竹内　秀樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 2:05:48 群馬県 1878 ハーフ男子
387 ハーフ男子５０歳代 2788 祖平　尚之 ｿﾋﾗ ﾅｵﾕｷ 2:05:50 足立区 1879 ハーフ男子
388 ハーフ男子５０歳代 2619 岩下　俊也 ｲﾜｼﾀ ﾄｼﾔ 2:05:53 大田区 ＪＩＡＤＳ 1882 ハーフ男子
389 ハーフ男子５０歳代 2852 大賀　信夫 ｵｵｶﾞ ﾉﾌﾞｵ 2:06:07 八王子市 ＪＣＩＪＣ 1888 ハーフ男子
390 ハーフ男子５０歳代 2968 高木　雅彦 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋｺ 2:06:14 世田谷区 レゾン 1892 ハーフ男子
391 ハーフ男子５０歳代 2909 城戸　正雄 ｷﾄﾞ ﾏｻｵ 2:06:16 武蔵野市 1893 ハーフ男子
392 ハーフ男子５０歳代 2798 池田　成昭 ｲｹﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ 2:06:19 神奈川県 1897 ハーフ男子
393 ハーフ男子５０歳代 2425 小山　弘 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 2:06:23 埼玉県 にわとりすと 1901 ハーフ男子
394 ハーフ男子５０歳代 2583 柳田　久司 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾋｻｼ 2:06:24 茨城県 牛久走友会 1902 ハーフ男子
395 ハーフ男子５０歳代 2832 丸山　浩二 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｼﾞ 2:06:25 埼玉県 1903 ハーフ男子
396 ハーフ男子５０歳代 2692 荒井　太郎 ｱﾗｲ ﾀﾛｳ 2:06:27 渋谷区 メタルワン 1904 ハーフ男子
397 ハーフ男子５０歳代 2628 茨山　保隆 ｲﾊﾞﾗﾔﾏ ﾔｽﾀｶ 2:06:30 京都府 日本新薬駅伝部 1907 ハーフ男子
398 ハーフ男子５０歳代 2850 清水　次郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾞﾛｳ 2:06:36 墨田区 明走会 1912 ハーフ男子
399 ハーフ男子５０歳代 2765 しみず　ひとし ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ 2:06:56 千葉県 1918 ハーフ男子
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400 ハーフ男子５０歳代 2642 近澤　希朗 ﾁｶｻﾞﾜ ｷﾛｳ 2:06:57 千代田区 千代田区役所 1919 ハーフ男子
401 ハーフ男子５０歳代 2949 狩野　貴久 ｶﾉ ﾀｶﾋｻ 2:06:59 神奈川県 1920 ハーフ男子
402 ハーフ男子５０歳代 2878 大堂　正明 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 2:07:00 千葉県 ＡＶＲＣ◆千葉 1924 ハーフ男子
403 ハーフ男子５０歳代 2812 藤原　嘉人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾄ 2:07:03 千葉県 1926 ハーフ男子
404 ハーフ男子５０歳代 2958 渡邊　弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 2:07:09 埼玉県 1930 ハーフ男子
405 ハーフ男子５０歳代 2610 泉　邦昌 ｲｽﾞﾐ ｸﾆｱｷ 2:07:15 神奈川県 1934 ハーフ男子
406 ハーフ男子５０歳代 2853 加藤　義廣 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 2:07:31 台東区 1943 ハーフ男子
407 ハーフ男子５０歳代 2928 河添　恭一 ｶﾜｿﾞｴ ｷｮｳｲﾁ 2:07:41 神奈川県 1952 ハーフ男子
408 ハーフ男子５０歳代 2938 田口　伸二 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 2:07:52 中央区 1963 ハーフ男子
409 ハーフ男子５０歳代 2752 鈴木　信義 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 2:08:02 日野市 チームチャロ 1969 ハーフ男子
410 ハーフ男子５０歳代 3039 安齋　善男 ｱﾝｻﾞｲ 2:08:06 埼玉県 瀧野川信用金庫 1973 ハーフ男子
411 ハーフ男子５０歳代 2769 望月　信利 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾌﾞﾄｼ 2:08:07 埼玉県 1974 ハーフ男子
412 ハーフ男子５０歳代 3004 福士　峰生 ﾌｸｼ ﾐﾈｵ 2:08:21 葛飾区 赤羽４８ 1983 ハーフ男子
413 ハーフ男子５０歳代 3033 阿部　俊英 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 2:08:27 足立区 ガンバル会 1986 ハーフ男子
414 ハーフ男子５０歳代 2943 佐藤　信栄 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｴ 2:08:39 港区 1993 ハーフ男子
415 ハーフ男子５０歳代 2813 岸波　健助 ｷｼﾅﾐ ｹﾝｽｹ 2:08:57 昭島市 つつじが丘ＲＣ 2001 ハーフ男子
416 ハーフ男子５０歳代 2738 穴田　馨一 ｱﾅﾀﾞ ｹｲｲﾁ 2:09:02 千葉県 2004 ハーフ男子
417 ハーフ男子５０歳代 2757 伊藤　久夫 ｲﾄｳ ﾋｻｵ 2:09:05 大田区 2008 ハーフ男子
418 ハーフ男子５０歳代 2746 高瀬　則夫 ﾀｶｾ ﾉﾘｵ 2:09:09 埼玉県 ＜るんるん＞ 2009 ハーフ男子
419 ハーフ男子５０歳代 2764 安藤　信之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 2:09:15 目黒区 2012 ハーフ男子
420 ハーフ男子５０歳代 2826 高橋　宣善 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾖｼ 2:09:17 神奈川県 2014 ハーフ男子
421 ハーフ男子５０歳代 10010 畑　誠一 ﾊﾀ ｾｲｲﾁ 2:09:28 世田谷区 2021 ハーフ男子
422 ハーフ男子５０歳代 2985 阿部　和毅 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾀｹ 2:09:47 葛飾区 2034 ハーフ男子
423 ハーフ男子５０歳代 2965 舩山　隆文 ﾌﾅﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 2:09:59 荒川区 2042 ハーフ男子
424 ハーフ男子５０歳代 2800 岡沢　淳一 ｵｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:10:04 葛飾区 ケントスＲＣ 2045 ハーフ男子
425 ハーフ男子５０歳代 2971 金子　淳 ｶﾈｺ ｱﾂｼ 2:10:50 江東区 夢の島ＡＣ 2082 ハーフ男子
426 ハーフ男子５０歳代 2795 福与　弘志 ﾌｸﾖ ﾋﾛｼ 2:11:04 埼玉県 ネクスコ東日本 2088 ハーフ男子
427 ハーフ男子５０歳代 2936 三浦　一二 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｼﾞ 2:11:09 福島県 2091 ハーフ男子
428 ハーフ男子５０歳代 2944 黒川　広勝 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｶﾂ 2:11:09 静岡県 ＫＵＲＯＰＯＮ 2092 ハーフ男子
429 ハーフ男子５０歳代 2677 荻野　和男 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞｵ 2:11:13 埼玉県 片柳小学校 2095 ハーフ男子
430 ハーフ男子５０歳代 2953 田中　克和 ﾀﾅｶ ﾖｼｶｽﾞ 2:11:30 西東京市 2107 ハーフ男子
431 ハーフ男子５０歳代 2973 小出　勝 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾙ 2:11:31 杉並区 2109 ハーフ男子
432 ハーフ男子５０歳代 2903 松下　仁 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾄｼ 2:11:36 多摩市 2111 ハーフ男子
433 ハーフ男子５０歳代 2890 小野　克紀 ｵﾉ ｶﾂﾉﾘ 2:11:40 足立区 2112 ハーフ男子
434 ハーフ男子５０歳代 2849 柏木　隆良 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶﾖｼ 2:12:09 千葉県 Ｍｉｇｈｔｙ 2120 ハーフ男子
435 ハーフ男子５０歳代 2695 歌川　和也 ｳﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 2:12:16 足立区 2122 ハーフ男子
436 ハーフ男子５０歳代 2846 平田　英二 ﾋﾗﾀ ｴｲｼﾞ 2:12:17 練馬区 企画表現 2124 ハーフ男子
437 ハーフ男子５０歳代 2717 鳥海　良二 ﾄﾘｳﾐ ﾘｮｳｼﾞ 2:12:29 足立区 2128 ハーフ男子
438 ハーフ男子５０歳代 2774 江畑　芳文 ｴﾊﾞﾀ ﾖｼﾌﾞﾐ 2:12:54 千葉県 2142 ハーフ男子
439 ハーフ男子５０歳代 2975 大野　直人 ｵｵﾉ ﾅｵﾄ 2:12:59 足立区 2143 ハーフ男子
440 ハーフ男子５０歳代 2926 小市　昭央 ｺｲﾁ ｱｷｵ 2:13:03 世田谷区 2146 ハーフ男子
441 ハーフ男子５０歳代 2906 佐久間　弘 ｻｸﾏ ﾋﾛｼ 2:13:08 江戸川区 2148 ハーフ男子
442 ハーフ男子５０歳代 3011 蓮沼　繁 ﾊｽﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 2:13:21 足立区 ハートフルＲＣ 2151 ハーフ男子
443 ハーフ男子５０歳代 2792 染谷　英巳 ｿﾒﾔ ﾋﾃﾞﾐ 2:13:32 足立区 2156 ハーフ男子
444 ハーフ男子５０歳代 2733 中山　邦明 ﾅｶﾔﾏ ｸﾆｱｷ 2:13:58 静岡県 2165 ハーフ男子
445 ハーフ男子５０歳代 2969 渡辺　泰博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 2:14:07 埼玉県 2167 ハーフ男子
446 ハーフ男子５０歳代 3044 武田　寧司 ﾀｹﾀﾞ 2:14:29 埼玉県 ドランカー１組 2180 ハーフ男子
447 ハーフ男子５０歳代 2854 高荷　克博 ﾀｶﾆ ｶﾂﾋﾛ 2:14:58 埼玉県 2189 ハーフ男子
448 ハーフ男子５０歳代 2700 坂本　信夫 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 2:15:11 埼玉県 Ｒｕｎ＠Ｍａｎ 2193 ハーフ男子
449 ハーフ男子５０歳代 2933 川崎　久則 ｶﾜｻｷ ﾋｻﾉﾘ 2:15:24 神奈川県 2200 ハーフ男子
450 ハーフ男子５０歳代 2954 木村　宇一 ｷﾑﾗ ｳｲﾁ 2:15:49 茨城県 ばんつま走友会 2210 ハーフ男子
451 ハーフ男子５０歳代 2868 田中　秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 2:15:55 神奈川県 2211 ハーフ男子
452 ハーフ男子５０歳代 3006 近藤　剛啓 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 2:15:56 小平市 ガーデンズバッ 2213 ハーフ男子
453 ハーフ男子５０歳代 2894 石川　和弘 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 2:16:10 町田市 チーム丸屋 2221 ハーフ男子
454 ハーフ男子５０歳代 2950 池上　淳一 ｲｹｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 2:16:21 千葉県 2228 ハーフ男子
455 ハーフ男子５０歳代 2992 勝田　勉 ｶﾂﾀﾞ ﾂﾄﾑ 2:16:29 北区 2232 ハーフ男子
456 ハーフ男子５０歳代 2897 清水　孝 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 2:16:34 葛飾区 極楽ランナーズ 2235 ハーフ男子
457 ハーフ男子５０歳代 2872 小須田　巖 ｺｽﾀﾞ ｲﾜｵ 2:16:35 西東京市 2237 ハーフ男子
458 ハーフ男子５０歳代 2993 稲葉　正幸 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 2:16:36 足立区 2239 ハーフ男子
459 ハーフ男子５０歳代 2877 野見山　明彦 ﾉﾐﾔﾏ ｱｷﾋｺ 2:16:43 神奈川県 富士ゼロックス 2242 ハーフ男子
460 ハーフ男子５０歳代 2927 鈴木　洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 2:16:59 埼玉県 2247 ハーフ男子
461 ハーフ男子５０歳代 2924 野崎　正裕 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 2:17:02 千葉県 みずほ銀行 2249 ハーフ男子
462 ハーフ男子５０歳代 2935 角谷　喜一郎 ｶｸﾔ ｷｲﾁﾛｳ 2:17:23 台東区 ハートフルＲＣ 2260 ハーフ男子
463 ハーフ男子５０歳代 2984 滝沢　邦弘 ﾀｷｻﾞﾜ ｸﾆﾋﾛ 2:17:31 板橋区 ＴＲＩＡＬＳ 2263 ハーフ男子
464 ハーフ男子５０歳代 2932 和田　信夫 ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 2:17:42 清瀬市 2273 ハーフ男子
465 ハーフ男子５０歳代 2732 宗方　和史 ﾑﾅｶﾀ ｶｽﾞｼ 2:17:46 神奈川県 2275 ハーフ男子
466 ハーフ男子５０歳代 2748 苅谷　弘志 ｶﾘﾔ ﾋﾛｼ 2:18:01 神奈川県 あさだち－む 2279 ハーフ男子
467 ハーフ男子５０歳代 2942 荒井　徹 ｱﾗｲ ﾄｵﾙ 2:18:05 豊島区 ウインドラン 2281 ハーフ男子
468 ハーフ男子５０歳代 2867 小野口　有一 ｵﾉｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 2:18:07 埼玉県 古千谷走友会 2282 ハーフ男子
469 ハーフ男子５０歳代 3024 五月女　雄一 ｿｳﾄﾒ ﾕｳｲﾁ 2:18:48 台東区 2292 ハーフ男子
470 ハーフ男子５０歳代 2912 山崎　隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 2:18:50 神奈川県 欽ちゃん走り 2293 ハーフ男子
471 ハーフ男子５０歳代 2963 里吉　久信 ｻﾄﾖｼ ﾋｻﾉﾌﾞ 2:19:00 足立区 2297 ハーフ男子
472 ハーフ男子５０歳代 2896 石橋　光太郎 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ 2:19:10 調布市 2303 ハーフ男子
473 ハーフ男子５０歳代 2918 小泉　政啓 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 2:19:27 中央区 2313 ハーフ男子
474 ハーフ男子５０歳代 2612 伏木　伸也 ﾌｾｷﾞ ｼﾝﾔ 2:19:48 葛飾区 流星団 2317 ハーフ男子
475 ハーフ男子５０歳代 2873 日向　康文 ﾋﾅﾀ ﾔｽﾌﾐ 2:19:53 足立区 2318 ハーフ男子
476 ハーフ男子５０歳代 3019 藤後　誠 ﾄｳｺﾞ ﾏｺﾄ 2:20:35 茨城県 2332 ハーフ男子
477 ハーフ男子５０歳代 2930 金子　義和 ｶﾈｺ ﾖｼｶｽﾞ 2:20:36 埼玉県 土地家屋調査士 2333 ハーフ男子
478 ハーフ男子５０歳代 2785 小林　賢治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 2:20:43 千葉県 2335 ハーフ男子
479 ハーフ男子５０歳代 2940 福浦　豊明 ﾌｸｳﾗ ﾄﾖｱｷ 2:21:05 神奈川県 2339 ハーフ男子
480 ハーフ男子５０歳代 2895 小口　英生 ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 2:21:12 足立区 2344 ハーフ男子
481 ハーフ男子５０歳代 2902 加藤　浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 2:21:18 神奈川県 2346 ハーフ男子
482 ハーフ男子５０歳代 2782 大塚　法幸 ｵｵﾂｶ ﾉﾘﾕｷ 2:21:19 千葉県 2347 ハーフ男子
483 ハーフ男子５０歳代 2981 庄條　国雄 ｼｮｳｼﾞｮｳ ｸﾆｵ 2:21:20 埼玉県 2349 ハーフ男子
484 ハーフ男子５０歳代 2934 杉本　太郎一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾛｳｲﾁ 2:21:40 埼玉県 チームガッテン 2351 ハーフ男子
485 ハーフ男子５０歳代 2537 喜多村　裕 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 2:22:02 墨田区 ニッポンランナ 2362 ハーフ男子
486 ハーフ男子５０歳代 2986 谷口　正人 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 2:22:16 瑞穂町 2364 ハーフ男子
487 ハーフ男子５０歳代 2951 中澤　紀雄 ﾅｶｻﾞﾜ ﾉﾘｵ 2:22:20 埼玉県 ＤＯＬ 2366 ハーフ男子
488 ハーフ男子５０歳代 2820 山田　隆幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 2:23:04 神奈川県 2378 ハーフ男子
489 ハーフ男子５０歳代 2690 佐野　雅信 ｻﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 2:23:23 埼玉県 ユニアデックス 2385 ハーフ男子
490 ハーフ男子５０歳代 2917 男澤　良博 ｵﾄｺｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 2:23:27 千葉県 2388 ハーフ男子
491 ハーフ男子５０歳代 2989 斉藤　信人 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾄ 2:23:28 港区 2389 ハーフ男子
492 ハーフ男子５０歳代 2904 原田　実 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾉﾙ 2:24:04 大田区 2401 ハーフ男子
493 ハーフ男子５０歳代 2979 松尾　正光 ﾏﾂｵ ﾏｻﾐﾂ 2:24:21 世田谷区 2404 ハーフ男子
494 ハーフ男子５０歳代 2831 岸本　幸雄 ｷｼﾓﾄ ﾕｷｵ 2:24:48 文京区 住友商事 2413 ハーフ男子
495 ハーフ男子５０歳代 2907 白土　宏一 ｼﾗﾄ ｺｳｲﾁ 2:24:52 千代田区 2414 ハーフ男子
496 ハーフ男子５０歳代 2825 濱田　淳 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 2:24:58 足立区 モグランポ 2416 ハーフ男子
497 ハーフ男子５０歳代 2887 鈴木　繁 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 2:25:09 神奈川県 2419 ハーフ男子
498 ハーフ男子５０歳代 2997 田中　勉 ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ 2:25:25 新宿区 2422 ハーフ男子
499 ハーフ男子５０歳代 2983 阿部　良行 ｱﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 2:25:32 茨城県 まい☆ペース 2426 ハーフ男子



種目順位 種目名 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 記録 県名 所属クラブ 総合順位 総合種目名
500 ハーフ男子５０歳代 3015 新妻　義一 ﾆｲﾂﾏ ﾖｼｶｽﾞ 2:25:54 神奈川県 2431 ハーフ男子
501 ハーフ男子５０歳代 2916 冨田　洋司 ﾄﾐﾀ ﾖｳｼﾞ 2:26:09 神奈川県 2435 ハーフ男子
502 ハーフ男子５０歳代 3007 永井　秀明 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 2:26:40 墨田区 2446 ハーフ男子
503 ハーフ男子５０歳代 2957 上野　振一郎 ｳｴﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ 2:26:50 埼玉県 2455 ハーフ男子
504 ハーフ男子５０歳代 2810 牧瀬　眞一 ﾏｷｾ ｼﾝｲﾁ 2:27:30 千葉県 高洲ＲＣ 2466 ハーフ男子
505 ハーフ男子５０歳代 3029 品川　亨 ｼﾅｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 2:27:33 千葉県 2467 ハーフ男子
506 ハーフ男子５０歳代 2955 田口　清幸 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｺｳ 2:28:02 足立区 2474 ハーフ男子
507 ハーフ男子５０歳代 2999 山口　満 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 2:28:37 埼玉県 2482 ハーフ男子
508 ハーフ男子５０歳代 2843 斉藤　健次 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 2:29:09 千葉県 健楽走クラブ１ 2489 ハーフ男子
509 ハーフ男子５０歳代 2715 土師　光治郎 ﾊｼ ﾐﾂｼﾞﾛｳ 2:30:06 足立区 2501 ハーフ男子
510 ハーフ男子５０歳代 2760 玉井　幸二 ﾀﾏｲ ｺｳｼﾞ 2:30:15 あきる野市 2503 ハーフ男子
511 ハーフ男子５０歳代 2952 村中　仁 ﾑﾗﾅｶ ﾋﾄｼ 2:30:50 神奈川県 2507 ハーフ男子
512 ハーフ男子５０歳代 2947 岩井　澄夫 ｲﾜｲ ｽﾐｵ 2:30:51 千葉県 2508 ハーフ男子
513 ハーフ男子５０歳代 2939 朝倉　秀作 ｱｻｸﾗ ｼｭｳｻｸ 2:31:10 神奈川県 2510 ハーフ男子
514 ハーフ男子５０歳代 2978 廣瀬　裕司 ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ 2:31:35 神奈川県 2512 ハーフ男子
515 ハーフ男子５０歳代 2495 齋藤　三郎 ｻｲﾄｳ ｻﾌﾞﾛｳ 2:33:16 千葉県 流山 2531 ハーフ男子
516 ハーフ男子５０歳代 2948 竹内　和彦 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｺ 2:33:20 神奈川県 ベイクォーター 2532 ハーフ男子
517 ハーフ男子５０歳代 2866 須永　徳武 ｽﾅｶﾞ ﾉﾘﾀｹ 2:33:50 足立区 立教大学 2538 ハーフ男子
518 ハーフ男子５０歳代 3043 板橋　利勇 ｲﾀﾊﾞｼ ﾄｼｵ 2:35:16 足立区 足立団塊RC 2553 ハーフ男子
519 ハーフ男子５０歳代 3038 小野寺　慎一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝｲﾁ 2:35:47 足立区 足立団塊ＲＣ 2558 ハーフ男子
520 ハーフ男子５０歳代 3027 山崎　隆弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 2:35:56 荒川区 2561 ハーフ男子
521 ハーフ男子５０歳代 2779 前田　英彦 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 2:35:59 江戸川区 2562 ハーフ男子
522 ハーフ男子５０歳代 2974 菊入　正芳 ｷｸｲﾘ ﾏｻﾖｼ 2:36:23 青梅市 2566 ハーフ男子
523 ハーフ男子５０歳代 3010 園田　基 ｿﾉﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 2:37:32 神奈川県 2571 ハーフ男子
524 ハーフ男子５０歳代 2705 今井　義彦 ｲﾏｲ ﾖｼﾋｺ 2:37:46 足立区 2572 ハーフ男子
525 ハーフ男子５０歳代 3012 横山　茂生 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞｵ 2:37:50 山梨県 2574 ハーフ男子
526 ハーフ男子５０歳代 2925 高見　修次 ﾀｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 2:38:08 千代田区 2578 ハーフ男子
527 ハーフ男子５０歳代 2914 松本　文明 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 2:38:31 千葉県 日立ＫＳ 2582 ハーフ男子
528 ハーフ男子５０歳代 3016 坂田　直行 ｻｶﾀ ﾅｵﾕｷ 2:38:32 埼玉県 2583 ハーフ男子
529 ハーフ男子５０歳代 2900 矢部　正隆 ﾔﾍﾞ ﾏｻﾀｶ 2:38:42 千葉県 2585 ハーフ男子
530 ハーフ男子５０歳代 2937 中村　元嗣 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾂｸﾞ 2:38:48 豊島区 2588 ハーフ男子
531 ハーフ男子５０歳代 2995 田村　真司 ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 2:39:08 調布市 2590 ハーフ男子
532 ハーフ男子５０歳代 2923 高田　正之 ﾀｶﾀ ﾏｻﾕｷ 2:39:55 文京区 チームメロス 2596 ハーフ男子
533 ハーフ男子５０歳代 2911 津田　善一 ﾂﾀﾞ ｾﾞﾝｲﾁ 2:40:48 神奈川県 日本ユニシス 2604 ハーフ男子
534 ハーフ男子５０歳代 2882 平沼　隆志 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶｼ 2:41:29 神奈川県 2607 ハーフ男子
535 ハーフ男子５０歳代 2972 水戸　直人 ﾐﾄ ﾅｵﾄ 2:41:40 足立区 2611 ハーフ男子
536 ハーフ男子５０歳代 2980 浅野　丈太郎 ｱｻﾉ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 2:42:24 茨城県 2619 ハーフ男子
537 ハーフ男子５０歳代 3008 秋山　豊 ｱｷﾔﾏ ﾕﾀｶ 2:43:41 北区 2626 ハーフ男子
538 ハーフ男子５０歳代 2880 川又　正史 ｶﾜﾏﾀ ﾏｻｼ 2:44:07 東久留米市 マラおたーず 2629 ハーフ男子
539 ハーフ男子５０歳代 3028 笠井　淳史 ｶｻｲ ｱﾂｼ 2:45:48 千葉県 2637 ハーフ男子
540 ハーフ男子５０歳代 2839 川久保　二郎 ｶﾜｸﾎﾞ ｼﾞﾛｳ 2:45:50 板橋区 2638 ハーフ男子
541 ハーフ男子５０歳代 2996 山田　和秀 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 2:46:04 町田市 2640 ハーフ男子
542 ハーフ男子５０歳代 3014 下野　由幸 ｼﾓﾉ ﾖｼﾕｷ 2:46:09 板橋区 2641 ハーフ男子
543 ハーフ男子５０歳代 2884 小石　隆一 ｺｲｼ ﾘｭｳｲﾁ 2:48:05 葛飾区 2652 ハーフ男子
544 ハーフ男子５０歳代 3005 南山　浩 ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾋﾛｼ 2:49:29 練馬区 Ｒ＆Ｂ 2659 ハーフ男子
545 ハーフ男子５０歳代 2990 伊庭野　基明 ｲﾊﾞﾉ ﾓﾄｱｷ 2:50:48 港区 2668 ハーフ男子
546 ハーフ男子５０歳代 2959 佐藤　浩孝 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 2:51:38 中野区 2672 ハーフ男子
547 ハーフ男子５０歳代 2861 太田　隆康 ｵｵﾀ ﾀｶﾔｽ 2:52:20 町田市 2677 ハーフ男子
548 ハーフ男子５０歳代 3013 植松　健 ｳｴﾏﾂ ﾀｹｼ 2:57:58 千葉県 2688 ハーフ男子
549 ハーフ男子５０歳代 3022 前原　章人 ﾏｴﾊﾗ ﾕｷﾄ 2:59:59 千葉県 2695 ハーフ男子
550 ハーフ男子５０歳代 2960 加藤　健二 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 3:00:17 千葉県 2698 ハーフ男子
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1 ハーフ男子６０歳代 3101 馬込　和明 ﾏｺﾞﾒ ｶｽﾞｱｷ 1:23:24 八王子市 マゴメ 67 ハーフ男子
2 ハーフ男子６０歳代 3106 佐藤　伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 1:23:41 神奈川県 湘南ＲＣ 72 ハーフ男子
3 ハーフ男子６０歳代 3104 杉山　長 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｼ 1:24:23 千葉県 ポポロＡＣ 87 ハーフ男子
4 ハーフ男子６０歳代 3105 佐藤　幸男 ｻﾄｳ ﾕｷｵ 1:26:59 立川市 ＹＫＴ（株） 128 ハーフ男子
5 ハーフ男子６０歳代 3103 斉藤　哲夫 ｻｲﾄｳ ﾃﾂｵ 1:29:33 埼玉県 三芳ＲＣ 191 ハーフ男子
6 ハーフ男子６０歳代 3108 三井　博美 ﾐﾂｲ ﾋﾛﾐ 1:31:33 神奈川県 横浜好走会 242 ハーフ男子
7 ハーフ男子６０歳代 3112 大清水　善信 ｵｵｼﾐｽﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 1:33:34 墨田区 282 ハーフ男子
8 ハーフ男子６０歳代 3118 望月　朗 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾗ 1:36:56 千葉県 松戸２１ＲＣ 393 ハーフ男子
9 ハーフ男子６０歳代 3226 篠田　昇 ｼﾉﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 1:37:38 埼玉県 水元土手走る会 423 ハーフ男子
10 ハーフ男子６０歳代 3117 黒田　賢一郎 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1:37:50 埼玉県 東日本銀行ＯＢ 435 ハーフ男子
11 ハーフ男子６０歳代 3115 中出　均 ﾅｶﾃﾞ ﾋﾄｼ 1:38:43 埼玉県 元気★一番堂 475 ハーフ男子
12 ハーフ男子６０歳代 3119 吉田　源市 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝｲﾁ 1:40:03 福岡県 542 ハーフ男子
13 ハーフ男子６０歳代 3102 松尾　幸次 ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞ 1:41:04 神奈川県 575 ハーフ男子
14 ハーフ男子６０歳代 3121 清田　正弘 ｷﾖﾀ ﾏｻﾋﾛ 1:41:11 埼玉県 武蔵ＵＭＣ 580 ハーフ男子
15 ハーフ男子６０歳代 3124 鈴木　俊朗 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾛｳ 1:41:12 江東区 深川ランナーズ 581 ハーフ男子
16 ハーフ男子６０歳代 3158 山田　誠一 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 1:41:29 千葉県 Ｍ２１ＲＣ 603 ハーフ男子
17 ハーフ男子６０歳代 3308 佐藤　雄 ｻﾄｳ 1:41:46 千代田区 615 ハーフ男子
18 ハーフ男子６０歳代 3143 松友　堅次 ﾏﾂﾄﾓ ｹﾝｼﾞ 1:42:18 千葉県 ダイオーズ 642 ハーフ男子
19 ハーフ男子６０歳代 3114 生名　明 ｲｷﾅ ｱｷﾗ 1:42:24 神奈川県 港北年金者組合 647 ハーフ男子
20 ハーフ男子６０歳代 3113 古谷　良男 ﾌﾙﾔ ﾖｼｵ 1:42:32 千葉県 657 ハーフ男子
21 ハーフ男子６０歳代 3126 安藤　志朗 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 1:43:23 千葉県 ＨＰＳ走友会 698 ハーフ男子
22 ハーフ男子６０歳代 3174 石崎　俊一 ｲｼｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 1:43:30 墨田区 705 ハーフ男子
23 ハーフ男子６０歳代 3111 東　義輝 ｱｽﾞﾏ ﾖｼﾃﾙ 1:43:41 神奈川県 山猫人 716 ハーフ男子
24 ハーフ男子６０歳代 3133 蟹江　邦臣 ｶﾆｴ ｸﾆｵﾐ 1:43:45 埼玉県 722 ハーフ男子
25 ハーフ男子６０歳代 3152 工藤　時男 ｸﾄﾞｳ ﾄｷｵ 1:44:20 千葉県 流山ＣＪ 746 ハーフ男子
26 ハーフ男子６０歳代 3131 小野　清 ｵﾉ ｷﾖｼ 1:44:40 清瀬市 762 ハーフ男子
27 ハーフ男子６０歳代 3155 三橋　紀夫 ﾐﾂﾊｼ ﾉﾘｵ 1:44:42 新宿区 763 ハーフ男子
28 ハーフ男子６０歳代 3138 村瀬　隆 ﾑﾗｾ ﾀｶｼ 1:44:49 神奈川県 770 ハーフ男子
29 ハーフ男子６０歳代 3301 岡田　広志 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 1:45:11 足立区 ふちえＲＣ 791 ハーフ男子
30 ハーフ男子６０歳代 3147 戸田　政利 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 1:45:13 足立区 足立カメーズ 794 ハーフ男子
31 ハーフ男子６０歳代 3128 塩原　良晴 ｼｵﾊﾞﾗ ﾖｼﾊﾙ 1:46:21 茨城県 860 ハーフ男子
32 ハーフ男子６０歳代 3159 矢田　喜代広 ﾔﾀﾞ ｷﾖﾋﾛ 1:46:43 埼玉県 嗚呼走会 885 ハーフ男子
33 ハーフ男子６０歳代 3127 松井　勇 ﾏﾂｲ ｲｻﾑ 1:46:51 石川県 金沢大学楽走会 888 ハーフ男子
34 ハーフ男子６０歳代 3166 本間　眞一 ﾎﾝﾏ ｼﾝｲﾁ 1:47:22 神奈川県 917 ハーフ男子
35 ハーフ男子６０歳代 3136 苗代　誠 ﾅｴｼﾛ ﾏｺﾄ 1:47:43 練馬区 ＳＷＡＣ 930 ハーフ男子
36 ハーフ男子６０歳代 3134 戸田　武雄 ﾄﾀﾞ ﾀｹｵ 1:47:46 千葉県 ニッポンランナ 934 ハーフ男子
37 ハーフ男子６０歳代 3139 小林　武 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 1:48:49 千葉県 995 ハーフ男子
38 ハーフ男子６０歳代 3141 兼目　忍 ｹﾝﾓｸ ｼﾉﾌﾞ 1:48:59 栃木県 ハーフ２００α 1001 ハーフ男子
39 ハーフ男子６０歳代 3157 小坂　和佳 ｺｻｶ ｶｽﾞﾖｼ 1:49:03 神奈川県 1003 ハーフ男子
40 ハーフ男子６０歳代 3172 白倉　親孝 ｼﾗｸﾗ ﾁｶﾀｶ 1:49:23 神奈川県 伊勢原サンデー 1016 ハーフ男子
41 ハーフ男子６０歳代 3116 御代川　和寿 ﾐﾖｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ 1:49:35 中央区 ＧｕＴａｒｏ 1030 ハーフ男子
42 ハーフ男子６０歳代 3184 森　清治 ﾓﾘ ｷﾖﾊﾙ 1:49:46 埼玉県 1038 ハーフ男子
43 ハーフ男子６０歳代 3197 秋山　健一郎 ｱｷﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 1:50:20 世田谷区 1061 ハーフ男子
44 ハーフ男子６０歳代 3142 西　史哲 ﾆｼ ﾌﾐｱｷ 1:51:07 千葉県 柏ＣＳＣ 1098 ハーフ男子
45 ハーフ男子６０歳代 3137 相原　一郎 ｱｲﾊﾗ ｲﾁﾛｳ 1:51:15 千葉県 流山ＣＪシニア 1107 ハーフ男子
46 ハーフ男子６０歳代 3167 代島　行夫 ﾀﾞｲｼﾏ ﾕｷｵ 1:52:09 千葉県 走道楽 1143 ハーフ男子
47 ハーフ男子６０歳代 3149 中野　正三 ﾅｶﾉ ｼｮｳｿﾞｳ 1:52:36 町田市 ＣＩＪネクスト 1156 ハーフ男子
48 ハーフ男子６０歳代 3214 佐藤　健悦 ｻﾄｳ ｹﾝｴﾂ 1:53:11 江東区 深川ランナーズ 1190 ハーフ男子
49 ハーフ男子６０歳代 3187 穴原　康雄 ｱﾅﾊﾗ ﾔｽｵ 1:53:30 府中市 1214 ハーフ男子
50 ハーフ男子６０歳代 3169 大杉　勝久 ｵｵｽｷﾞ ｶﾂﾋｻ 1:54:15 神奈川県 呉羽クラブ 1264 ハーフ男子
51 ハーフ男子６０歳代 3151 田中　勝也 ﾀﾅｶ ｶﾂﾅﾘ 1:54:39 埼玉県 タジマ走友会 1295 ハーフ男子
52 ハーフ男子６０歳代 3189 近藤　一成 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾅﾘ 1:55:41 千葉県 1348 ハーフ男子
53 ハーフ男子６０歳代 3156 松井　吉広 ﾏﾂｲ ﾖｼﾋﾛ 1:55:47 江戸川区 1352 ハーフ男子
54 ハーフ男子６０歳代 3227 菅原　憲治 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 1:55:51 北海道 千歳１人走り 1359 ハーフ男子
55 ハーフ男子６０歳代 3162 大槻　律夫 ｵｵﾂｷ ﾘﾂｵ 1:56:00 千葉県 流山ｃｊ 1369 ハーフ男子
56 ハーフ男子６０歳代 3191 野沢　豊 ﾉｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 1:56:02 神奈川県 ランニングデポ 1371 ハーフ男子
57 ハーフ男子６０歳代 3200 岸　信孝 ｷｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 1:56:05 神奈川県 1375 ハーフ男子
58 ハーフ男子６０歳代 3193 小倉　秀雄 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ 1:56:06 葛飾区 ＲＣ虹 1376 ハーフ男子
59 ハーフ男子６０歳代 3181 寉岡　保憲 ﾂﾙｵｶ ﾔｽﾉﾘ 1:56:38 千葉県 白井ジョギング 1412 ハーフ男子
60 ハーフ男子６０歳代 3260 中川　青古 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｺ 1:56:48 葛飾区 1427 ハーフ男子
61 ハーフ男子６０歳代 3198 武居　正幸 ﾀｹｲ ﾏｻﾕｷ 1:56:50 埼玉県 昭栄自動車（株） 1434 ハーフ男子
62 ハーフ男子６０歳代 3190 加藤　常雄 ｶﾄｳ ﾂﾈｵ 1:56:51 神奈川県 厚木走笑クラブ 1435 ハーフ男子
63 ハーフ男子６０歳代 3239 中村　隆 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 1:57:59 文京区 すみだ医師会 1490 ハーフ男子
64 ハーフ男子６０歳代 3205 星野　道男 ﾎｼﾉ ﾐﾁｵ 1:58:04 埼玉県 ＩＢＪ 1497 ハーフ男子
65 ハーフ男子６０歳代 3216 高橋　広義 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾖｼ 1:58:08 千葉県 1503 ハーフ男子
66 ハーフ男子６０歳代 3204 下野　雅志 ｼﾓﾉ ﾏｻｼ 1:58:11 立川市 1509 ハーフ男子
67 ハーフ男子６０歳代 3160 鈴木　均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 1:58:21 神奈川県 アロエＲＣ 1518 ハーフ男子
68 ハーフ男子６０歳代 3236 川野　健司 ｶﾜﾉ ｹﾝｼﾞ 1:58:40 神奈川県 1534 ハーフ男子
69 ハーフ男子６０歳代 3153 新妻　雅治 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾏｻﾊﾙ 1:58:50 千葉県 日医ジョガーズ 1552 ハーフ男子
70 ハーフ男子６０歳代 3242 佐藤　光政 ｻﾄｳ ﾐﾂﾏｻ 1:58:59 江東区 1565 ハーフ男子
71 ハーフ男子６０歳代 3237 二タ見　代正 ﾌﾀﾐ ﾋﾛﾏｻ 1:59:12 江東区 1577 ハーフ男子
72 ハーフ男子６０歳代 3144 田村　彰夫 ﾀﾑﾗ ｱｷｵ 1:59:17 新宿区 1578 ハーフ男子
73 ハーフ男子６０歳代 3210 滝澤　実 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 1:59:24 葛飾区 白亜ランナーズ 1587 ハーフ男子
74 ハーフ男子６０歳代 3188 藤原　秀貴 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 1:59:25 埼玉県 宮代ＭＭ走友会 1593 ハーフ男子
75 ハーフ男子６０歳代 3215 太田　光彦 ｵｵﾀ ﾃﾙﾋｺ 1:59:48 多摩市 名瀬走遊会 1617 ハーフ男子
76 ハーフ男子６０歳代 3206 後藤　清志 ｺﾞﾄｳ ｷﾖｼ 2:00:11 足立区 1629 ハーフ男子
77 ハーフ男子６０歳代 3251 菊地　博 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 2:00:18 八王子市 1636 ハーフ男子
78 ハーフ男子６０歳代 3163 加島　孝一 ｶｼﾏ ｺｳｲﾁ 2:00:18 埼玉県 1637 ハーフ男子
79 ハーフ男子６０歳代 3222 石崎　宣克 ｲｼｻﾞｷ ﾉﾌﾞｶﾂ 2:00:26 目黒区 1643 ハーフ男子
80 ハーフ男子６０歳代 3192 松本　元次 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄｼﾞ 2:00:50 世田谷区 1658 ハーフ男子
81 ハーフ男子６０歳代 3164 市来　政幸 ｲﾁｷ ﾏｻﾕｷ 2:01:24 あきる野市 東京むかでＣ 1681 ハーフ男子
82 ハーフ男子６０歳代 3180 山野　利男 ﾔﾏﾉ ﾄｼｵ 2:01:43 港区 山雀グループ 1703 ハーフ男子
83 ハーフ男子６０歳代 3304 鈴木　久良 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾖｼ 2:01:48 足立区 ＲＵＮ　ＪＯ　ＫＡＩ 1709 ハーフ男子
84 ハーフ男子６０歳代 3195 高橋　壽克 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶﾂ 2:01:58 埼玉県 1718 ハーフ男子
85 ハーフ男子６０歳代 3145 高橋　隆雄 ﾀｶﾊｼ 2:02:06 足立区 足立カメーズ 1727 ハーフ男子
86 ハーフ男子６０歳代 3275 福田　徹 ﾌｸﾀﾞ ﾄｵﾙ 2:02:09 埼玉県 ＯＲＣ 1731 ハーフ男子
87 ハーフ男子６０歳代 3186 湯本　義行 ﾕﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 2:02:41 足立区 保木間の翠 1754 ハーフ男子
88 ハーフ男子６０歳代 3135 磯貝　純男 ｲｿｶﾞｲ ｽﾐｵ 2:02:44 埼玉県 ★久喜菖蒲公園 1756 ハーフ男子
89 ハーフ男子６０歳代 3223 加藤　孝利 ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ 2:03:19 町田市 横浜植物防疫所 1784 ハーフ男子
90 ハーフ男子６０歳代 3183 平野　清文 ﾋﾗﾉ ｷﾖﾌﾐ 2:04:00 神奈川県 アイ・ケミカル 1800 ハーフ男子
91 ハーフ男子６０歳代 3165 笹川　耕太郎 ｻｻｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 2:04:07 埼玉県 田園調布高校 1810 ハーフ男子
92 ハーフ男子６０歳代 3252 渡辺　幸男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ 2:04:23 神奈川県 1823 ハーフ男子
93 ハーフ男子６０歳代 3311 松林　邦明 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ 2:04:48 神奈川県 1843 ハーフ男子
94 ハーフ男子６０歳代 3266 佐野　明 ｻﾉ ｱｷﾗ 2:04:51 新潟県 1845 ハーフ男子
95 ハーフ男子６０歳代 3257 戸張　昭 ﾄﾊﾞﾘ ｱｷﾗ 2:04:56 足立区 1849 ハーフ男子
96 ハーフ男子６０歳代 3211 出口　俊幸 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 2:04:58 東久留米市 1852 ハーフ男子
97 ハーフ男子６０歳代 3300 斉藤　彪 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 2:05:20 埼玉県 レッズランド 1861 ハーフ男子
98 ハーフ男子６０歳代 3217 御子柴　照行 ﾐｺｼﾊﾞ ﾃﾙﾕｷ 2:05:32 千葉県 1866 ハーフ男子
99 ハーフ男子６０歳代 3129 宮本　英彦 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 2:05:52 足立区 1880 ハーフ男子
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100 ハーフ男子６０歳代 3228 桜井　正男 ｻｸﾗｲ ﾏｻｵ 2:06:18 埼玉県 1895 ハーフ男子
101 ハーフ男子６０歳代 3173 松尾　正幸 ﾏﾂｵ ﾏｻﾕｷ 2:06:59 千葉県 1921 ハーフ男子
102 ハーフ男子６０歳代 3212 内田　徳治 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾘﾊﾙ 2:07:00 葛飾区 足立カメーズ 1923 ハーフ男子
103 ハーフ男子６０歳代 3268 小林　健二 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 2:07:27 足立区 1940 ハーフ男子
104 ハーフ男子６０歳代 3194 井戸　直人 ｲﾄﾞ ﾅｵﾄ 2:07:27 千葉県 1941 ハーフ男子
105 ハーフ男子６０歳代 3179 森　勉 ﾓﾘ ﾂﾄﾑ 2:07:32 神奈川県 1944 ハーフ男子
106 ハーフ男子６０歳代 3224 中島　喜美男 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐｵ 2:07:33 大田区 1945 ハーフ男子
107 ハーフ男子６０歳代 3253 冨澤　清 ﾄﾐｻﾞﾜ ｷﾖｼ 2:07:37 葛飾区 1949 ハーフ男子
108 ハーフ男子６０歳代 3263 角南　貞夫 ｽﾅﾐ ｻﾀﾞｵ 2:08:01 神奈川県 1968 ハーフ男子
109 ハーフ男子６０歳代 3314 渡邊　正春 ﾜﾀﾅﾍﾞ 2:08:04 葛飾区 かつしかＲＣ 1971 ハーフ男子
110 ハーフ男子６０歳代 3256 星野　茂 ﾎｼﾉ ｼｹﾞﾙ 2:08:52 足立区 ハートフルＲＣ 1998 ハーフ男子
111 ハーフ男子６０歳代 3245 渡邊　喜久男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸｵ 2:08:54 神奈川県 1999 ハーフ男子
112 ハーフ男子６０歳代 3218 荒川　隆 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ 2:09:02 埼玉県 2005 ハーフ男子
113 ハーフ男子６０歳代 3203 亀田　信男 ｶﾒﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 2:09:32 台東区 2023 ハーフ男子
114 ハーフ男子６０歳代 3196 橋本　憲次 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 2:09:33 千葉県 チーム「車座」 2026 ハーフ男子
115 ハーフ男子６０歳代 3315 高塚　佐登志 ﾀｶﾂｶ 2:09:39 葛飾区 2030 ハーフ男子
116 ハーフ男子６０歳代 3238 小澤口　治樹 ｺｻﾞﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 2:09:40 世田谷区 ＮＥＬ－ＲＣ 2031 ハーフ男子
117 ハーフ男子６０歳代 3213 清野　一輝 ｾｲﾉ ｶｽﾞﾃﾙ 2:09:49 足立区 2035 ハーフ男子
118 ハーフ男子６０歳代 3262 小島　義夫 ｺｼﾞﾏ ﾖｼｵ 2:09:55 江東区 ヤマト楽走会 2041 ハーフ男子
119 ハーフ男子６０歳代 3170 鈴木　剛 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 2:10:26 千葉県 すーさん会 2065 ハーフ男子
120 ハーフ男子６０歳代 3199 藤田　幾一 ﾌｼﾞﾀ ｷｲﾁ 2:10:26 茨城県 2066 ハーフ男子
121 ハーフ男子６０歳代 3248 菊地　和正 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾏｻ 2:10:34 埼玉県 ８０Ｍクラブ 2074 ハーフ男子
122 ハーフ男子６０歳代 3264 神永　均 ｶﾐﾅｶﾞ ﾋﾄｼ 2:10:43 中野区 三井住建道路 2080 ハーフ男子
123 ハーフ男子６０歳代 3277 岩田　憲治 ｲﾜﾀ ｹﾝｼﾞ 2:11:27 神奈川県 マイペース 2103 ハーフ男子
124 ハーフ男子６０歳代 3161 福場　修也 ﾌｸﾊﾞ ﾉﾌﾞﾔ 2:12:17 豊島区 ドランカーズ 2123 ハーフ男子
125 ハーフ男子６０歳代 3146 八木　眞人 ﾔｷﾞ ﾏｺﾄ 2:12:19 荒川区 足立カメーズ 2125 ハーフ男子
126 ハーフ男子６０歳代 3265 富井　元 ﾄﾐｲ ｹﾞﾝ 2:12:32 神奈川県 2132 ハーフ男子
127 ハーフ男子６０歳代 3249 植木　繁雄 ｳｴｷ ｼｹﾞｵ 2:12:45 足立区 ハートフル 2137 ハーフ男子
128 ハーフ男子６０歳代 3302 加藤　英雄 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 2:13:01 足立区 ハートフルＲＣ 2145 ハーフ男子
129 ハーフ男子６０歳代 3310 安西　正純 ｱﾝｻﾞｲ 2:13:30 調布市 深大寺走友会 2155 ハーフ男子
130 ハーフ男子６０歳代 3225 阿部　光夫 ｱﾍﾞ ﾐﾂｵ 2:13:35 文京区 2157 ハーフ男子
131 ハーフ男子６０歳代 3240 土屋　文男 ﾂﾁﾔ ﾌﾐｵ 2:13:37 神奈川県 東戸塚ＲＣ 2158 ハーフ男子
132 ハーフ男子６０歳代 3255 岡江　伸明 ｵｶｴ ﾉﾌﾞｱｷ 2:13:40 日野市 2162 ハーフ男子
133 ハーフ男子６０歳代 3280 有馬　俊夫 ｱﾘﾏ ﾄｼｵ 2:13:52 茨城県 有馬電気管理 2164 ハーフ男子
134 ハーフ男子６０歳代 3269 高津　昭夫 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 2:13:58 杉並区 2166 ハーフ男子
135 ハーフ男子６０歳代 3220 大森　正 ｵｵﾓﾘ ﾏｻｼ 2:14:20 千葉県 2171 ハーフ男子
136 ハーフ男子６０歳代 3154 阿部　和重 ｱﾍﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 2:14:23 足立区 2174 ハーフ男子
137 ハーフ男子６０歳代 3241 加藤　日並 ｶﾄｳ ﾋﾅﾐ 2:14:26 足立区 Ｗ．フィールズ 2177 ハーフ男子
138 ハーフ男子６０歳代 3185 永野　敏三 ﾅｶﾞﾉ ﾄｼｿﾞｳ 2:14:26 足立区 Ｗフィールズ 2178 ハーフ男子
139 ハーフ男子６０歳代 3229 安藤　忠明 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｱｷ 2:14:52 目黒区 2186 ハーフ男子
140 ハーフ男子６０歳代 3274 片山　正健 ｶﾀﾔﾏ ﾏｻﾀｹ 2:15:16 群馬県 2194 ハーフ男子
141 ハーフ男子６０歳代 3202 三野　富久夫 ﾐﾉ ﾌｸｵ 2:15:28 足立区 ＲＣ虹 2201 ハーフ男子
142 ハーフ男子６０歳代 3287 花輪　契志 ﾊﾅﾜ ﾋｻｼ 2:16:09 豊島区 2220 ハーフ男子
143 ハーフ男子６０歳代 3293 松谷　喜雄 ﾏﾂﾀﾆ ﾖｼｵ 2:16:13 文京区 2223 ハーフ男子
144 ハーフ男子６０歳代 3247 日比谷　皖司 ﾋﾋﾞﾔ ｶﾝｼﾞ 2:16:20 足立区 2225 ハーフ男子
145 ハーフ男子６０歳代 3207 町田　重光 ﾏﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾐﾂ 2:16:21 東大和市 グリーン東大和 2227 ハーフ男子
146 ハーフ男子６０歳代 3209 栗山　勝男 ｸﾘﾔﾏ ｶﾂｵ 2:17:35 江東区 江東マラソンＣ 2266 ハーフ男子
147 ハーフ男子６０歳代 3312 村上　正義 ﾑﾗｶﾐ 2:17:41 神奈川県 朝倉 2272 ハーフ男子
148 ハーフ男子６０歳代 3267 吉澤　司一 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 2:19:21 墨田区 2308 ハーフ男子
149 ハーフ男子６０歳代 3230 工藤　純生 ｸﾄﾞｳ ｽﾐｵ 2:19:27 静岡県 2314 ハーフ男子
150 ハーフ男子６０歳代 3244 児玉　栄次 ｺﾀﾞﾏ ｴｲｼﾞ 2:19:53 墨田区 扶走会 2319 ハーフ男子
151 ハーフ男子６０歳代 3125 山内　猛 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ 2:20:29 足立区 ＲＣ虹 2331 ハーフ男子
152 ハーフ男子６０歳代 3219 上野　進 ｳｴﾉ ｽｽﾑ 2:21:00 墨田区 2337 ハーフ男子
153 ハーフ男子６０歳代 3221 天貝　安男 ｱﾏｶﾞｲ ﾔｽｵ 2:21:04 千葉県 2338 ハーフ男子
154 ハーフ男子６０歳代 3270 富岡　喜八 ﾄﾐｵｶ ｷﾊﾁ 2:22:43 足立区 ハートフルＲＣ 2369 ハーフ男子
155 ハーフ男子６０歳代 3296 鈴木　宏衛 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｴ 2:22:50 江東区 2370 ハーフ男子
156 ハーフ男子６０歳代 3294 古賀　信幸 ｺｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 2:23:45 埼玉県 2393 ハーフ男子
157 ハーフ男子６０歳代 3232 堀　好成 ﾎﾘ ﾖｼｼｹﾞ 2:23:56 新宿区 つばさ走ろう会 2398 ハーフ男子
158 ハーフ男子６０歳代 3201 関根　暴二郎 ｾｷﾈ ﾎﾞｳｼﾞﾛｳ 2:23:58 町田市 横浜緑走友会 2399 ハーフ男子
159 ハーフ男子６０歳代 3306 黒沢　誠 ｸﾛｻﾜ 2:24:24 杉並区 2405 ハーフ男子
160 ハーフ男子６０歳代 3289 田代　健一 ﾀｼﾛ ｹﾝｲﾁ 2:25:23 中野区 クレストホテル 2421 ハーフ男子
161 ハーフ男子６０歳代 3276 船戸　敬介 ﾌﾅﾄ ｹｲｽｹ 2:26:06 千葉県 2434 ハーフ男子
162 ハーフ男子６０歳代 3175 伊東　卓郎 ｲﾄｳ ﾀｸﾛｳ 2:26:12 東村山市 おやじーず 2438 ハーフ男子
163 ハーフ男子６０歳代 3278 佐野　貢 ｻﾉ ﾐﾂｷﾞ 2:27:14 足立区 ハートフルＲＣ 2463 ハーフ男子
164 ハーフ男子６０歳代 3261 市岡　喜雄 ｲﾁｵｶ ﾖｼｵ 2:29:00 立川市 2485 ハーフ男子
165 ハーフ男子６０歳代 3295 土屋　巽 ﾂﾁﾔ ﾀﾂﾐ 2:29:05 港区 2488 ハーフ男子
166 ハーフ男子６０歳代 3305 坂田　穣 ｻｶﾀ ｼﾞｮｳ 2:29:52 足立区 足立団塊ＲＣ 2498 ハーフ男子
167 ハーフ男子６０歳代 3254 中村　博喜 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 2:29:53 埼玉県 わらび走友会 2499 ハーフ男子
168 ハーフ男子６０歳代 3286 早坂　博 ﾊﾔｻｶ ﾋﾛｼ 2:32:03 江戸川区 2519 ハーフ男子
169 ハーフ男子６０歳代 3284 鵜沼　舟平 ｳﾇﾏ ｼｭｳﾍｲ 2:32:19 埼玉県 2523 ハーフ男子
170 ハーフ男子６０歳代 3176 川嶋　三夫 ｶﾜｼﾏ ﾐﾂｵ 2:33:13 八王子市 東芝府中スキー 2530 ハーフ男子
171 ハーフ男子６０歳代 3235 小林　秋吉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｷﾁ 2:34:14 足立区 2540 ハーフ男子
172 ハーフ男子６０歳代 3288 篠原　裕 ｼﾉﾊﾗ ﾕﾀｶ 2:34:48 茨城県 2545 ハーフ男子
173 ハーフ男子６０歳代 3309 青木　恒雄 ｱｵｷ 2:35:05 群馬県 2548 ハーフ男子
174 ハーフ男子６０歳代 3282 佐々木　均 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 2:35:36 神奈川県 2556 ハーフ男子
175 ハーフ男子６０歳代 3297 村松　照彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾃﾙﾋｺ 2:39:41 新宿区 たんぽぽ 2594 ハーフ男子
176 ハーフ男子６０歳代 3285 酒井　正 ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ 2:40:08 神奈川県 阿修羅 2600 ハーフ男子
177 ハーフ男子６０歳代 3298 江本　孝行 ｴﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 2:41:37 足立区 2610 ハーフ男子
178 ハーフ男子６０歳代 3292 田中　好一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 2:41:58 群馬県 2616 ハーフ男子
179 ハーフ男子６０歳代 3259 高山　和男 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｵ 2:42:26 埼玉県 2621 ハーフ男子
180 ハーフ男子６０歳代 3283 近藤　俊臣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾐ 2:49:09 足立区 ハートフル 2658 ハーフ男子
181 ハーフ男子６０歳代 3299 高田　光雄 ﾀｶﾀ ﾐﾂｵ 2:50:09 葛飾区 水元走ろう会 2662 ハーフ男子
182 ハーフ男子６０歳代 3290 上田　義孝 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 2:50:18 荒川区 2664 ハーフ男子
183 ハーフ男子６０歳代 3243 上野　安男 ｳｴﾉ ﾔｽｵ 2:50:21 神奈川県 2665 ハーフ男子
184 ハーフ男子６０歳代 3272 住吉　正孝 ｽﾐﾖｼ ﾏｻﾖｼ 2:53:23 埼玉県 ｂｉｇ－ｓ 2679 ハーフ男子
185 ハーフ男子６０歳代 3279 青山　孝 ｱｵﾔﾏ ﾀｶｼ 2:53:55 足立区 2681 ハーフ男子
186 ハーフ男子６０歳代 3303 佐藤　浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 2:57:12 足立区 ハートフルラン 2686 ハーフ男子
187 ハーフ男子６０歳代 3177 加藤　憲一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 2:58:40 神奈川県 2691 ハーフ男子
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1 ハーフ男子７０歳以上 3401 金沢　和良 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 1:35:23 千葉県 346 ハーフ男子
2 ハーフ男子７０歳以上 3403 後藤　光男 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｵ 1:35:56 埼玉県 363 ハーフ男子
3 ハーフ男子７０歳以上 3405 須佐　進之助 ｽｻ ｼﾝﾉｽｹ 1:40:15 埼玉県 みさとスリー 551 ハーフ男子
4 ハーフ男子７０歳以上 3434 能勢　力 ﾉｾ ﾁｶﾗ 1:40:18 千葉県 553 ハーフ男子
5 ハーフ男子７０歳以上 3408 石川　富雄 ｲｼｶﾜ ﾄﾐｵ 1:44:19 神奈川県 駒沢公園 744 ハーフ男子
6 ハーフ男子７０歳以上 3402 鎌田　義孝 ｶﾏﾀ ﾖｼﾀｶ 1:45:01 神奈川県 ＲＵＮ☆ＴＭ 783 ハーフ男子
7 ハーフ男子７０歳以上 3410 細谷　重次 ﾎｿﾔ ｼﾞｭｳｼﾞ 1:45:33 埼玉県 ＪＨ熊久 823 ハーフ男子
8 ハーフ男子７０歳以上 3406 加賀谷　一男 ｶｶﾞﾔ ｶｽﾞｵ 1:50:27 神奈川県 ランドマークＣ 1065 ハーフ男子
9 ハーフ男子７０歳以上 3435 田中　義己 ﾀﾅｶ ﾖｼﾐ 1:51:45 神奈川県 サンデー 1126 ハーフ男子
10 ハーフ男子７０歳以上 3409 宮本　祥行 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 1:53:49 神奈川県 横浜熟年同好会 1236 ハーフ男子
11 ハーフ男子７０歳以上 3404 山本　久義 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻﾖｼ 1:55:41 足立区 ＲＣ虹 1347 ハーフ男子
12 ハーフ男子７０歳以上 3407 加藤　美男 ｶﾄｳ ﾖｼｵ 1:55:46 茨城県 1350 ハーフ男子
13 ハーフ男子７０歳以上 3413 鈴木　一廣 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 1:57:24 立川市 ★青梅ＬＬ 1461 ハーフ男子
14 ハーフ男子７０歳以上 3420 秋山　隆司 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ 1:57:57 埼玉県 1487 ハーフ男子
15 ハーフ男子７０歳以上 3421 関　徳弘 ｾｷ ﾉﾘﾋﾛ 1:58:02 足立区 ハートフルＲＣ 1493 ハーフ男子
16 ハーフ男子７０歳以上 3414 片桐　太一 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｲﾁ 1:58:49 千葉県 森本走友会 1549 ハーフ男子
17 ハーフ男子７０歳以上 3415 大畑　健三郎 ｵｵﾊﾀ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 1:58:59 埼玉県 千代田公園走会 1566 ハーフ男子
18 ハーフ男子７０歳以上 3411 合津　尚 ｺﾞｳﾂ ﾀｶｼ 1:59:03 足立区 古千谷走友会 1571 ハーフ男子
19 ハーフ男子７０歳以上 3416 山田　良一 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 2:00:56 足立区 Ｗ．フィールズ 1666 ハーフ男子
20 ハーフ男子７０歳以上 3419 滝井　一雄 ﾀｷｲ ｶｽﾞｵ 2:03:06 埼玉県 けやき走友会 1777 ハーフ男子
21 ハーフ男子７０歳以上 3412 上西　数見 ｶﾐﾆｼ ｶｽﾞﾐ 2:03:13 足立区 水元走ろう会 1782 ハーフ男子
22 ハーフ男子７０歳以上 3427 古畑　巧 ﾌﾙﾊﾀ ﾀｸﾐ 2:08:08 千葉県 1975 ハーフ男子
23 ハーフ男子７０歳以上 3423 木村　裕宣 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 2:09:17 埼玉県 2015 ハーフ男子
24 ハーフ男子７０歳以上 3417 津田　昌利 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 2:11:27 神奈川県 虎 2102 ハーフ男子
25 ハーフ男子７０歳以上 3430 仲川　司 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂｶｻ 2:11:29 千葉県 市川ＭＣ 2106 ハーフ男子
26 ハーフ男子７０歳以上 3418 橋本　靖昭 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽｱｷ 2:12:38 埼玉県 2135 ハーフ男子
27 ハーフ男子７０歳以上 3422 金野　充男 ｺﾝﾉ ﾐﾂｵ 2:16:21 千葉県 東京ＹＭＣＡ元 2226 ハーフ男子
28 ハーフ男子７０歳以上 3426 永田　三郎 ﾅｶﾞﾀ ｻﾌﾞﾛｳ 2:22:23 千葉県 2367 ハーフ男子
29 ハーフ男子７０歳以上 3424 鹿島　辰造 ｶｼﾏ ﾀﾂｿﾞｳ 2:23:17 足立区 ＲＣ虹 2383 ハーフ男子
30 ハーフ男子７０歳以上 3428 鈴木　澄夫 ｽｽﾞｷ ｽﾐｵ 2:25:31 足立区 ハートフルＲＣ 2424 ハーフ男子
31 ハーフ男子７０歳以上 3432 小島　竹男 ｺｼﾞﾏ ﾀｹｵ 2:26:44 愛知県 2449 ハーフ男子
32 ハーフ男子７０歳以上 3429 吉橋　玉二 ﾖｼﾊｼ ﾀﾏｼﾞ 2:26:51 埼玉県 深谷ＳＲＣ 2456 ハーフ男子
33 ハーフ男子７０歳以上 3433 小林　恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 2:33:52 埼玉県 2539 ハーフ男子
34 ハーフ男子７０歳以上 3431 小野　悦夫 ｵﾉ ｴﾂｵ 2:35:46 神奈川県 2557 ハーフ男子
35 ハーフ男子７０歳以上 3436 諏佐　和男 ｽｻ ｶｽﾞｵ 2:39:34 千葉県 2592 ハーフ男子
36 ハーフ男子７０歳以上 3438 倉橋　總八 ｸﾗﾊｼ ｿｳﾊﾁ 2:58:09 世田谷区 鑑定士走友会 2689 ハーフ男子




