
男子29歳以下
1 25 深山 清春 ﾐﾔﾏ ｷﾖﾊﾙ 男子 男子29歳以下 53 1:29:44.68 -

2 37 村山　典彰 ﾑﾗﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 男子 男子29歳以下 53 1:31:51.07 +02:06.39

3 41 唐沢 安曇 ｶﾗｻﾜ ｱｽﾞﾐ 男子 男子29歳以下 37 1:17:43.07 -16 LAP

男子30歳代
1 2 永見 聡一朗 ﾅｶﾞﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 男子 男子30歳代 53 1:15:48.20 -

2 1 木村 良将 ｷﾑﾗ ﾖｼﾏｻ ＤＳＡＣ 男子 男子30歳代 53 1:18:27.31 +02:39.11

3 22 舩元 雄一郎 ﾌﾅﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 男子 男子30歳代 53 1:27:48.49 +12:00.29

4 13 木村 哲 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 男子 男子30歳代 53 1:28:38.31 +12:50.11

5 18 荒金 友彦 ｱﾗｶﾞﾈ ﾄﾓﾋｺ 男子 男子30歳代 53 1:28:46.12 +12:57.92

6 45 安部 豪 ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 男子 男子30歳代 53 1:48:16.01 +32:27.81

7 7 遊佐 慎 ﾕｻ ﾏｺﾄ ＧＭアスリート 男子 男子30歳代 31 49:56.99 -22 LAP

DNS 44 前川 優大 ﾏｴｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 男子 男子30歳代 0

DNS 50 岩井 英隆 ｲﾜｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 男子 男子30歳代 0

男子40歳代
1 4 高橋 賢 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ アトミクラブ 男子 男子40歳代 53 1:21:30.46 -

2 9 星川 賢 ﾎｼｶﾜ ｻﾄｼ 男子 男子40歳代 53 1:21:43.70 +00:13.24

3 5 矢澤文朗 ﾔｻﾞﾜ ﾌﾐﾛｳ トップギア 男子 男子40歳代 53 1:22:43.35 +01:12.89

4 3 田口　祐治 ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 男子 男子40歳代 53 1:23:59.18 +02:28.72

5 19 橋本 清弘 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖﾋﾛ 横浜ナイトラン 男子 男子40歳代 53 1:27:44.63 +06:14.17

6 14 野村 佳彦 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 男子 男子40歳代 53 1:30:17.40 +08:46.94

7 15 五十子 修史 ｲｿｺﾞ ｼｭｳｼﾞ 男子 男子40歳代 53 1:32:40.98 +11:10.52

8 20 末井 孝則 ﾏﾂｲ ﾀｶﾉﾘ 男子 男子40歳代 53 1:34:03.07 +12:32.61

9 31 宮本 淳 ﾐﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 男子 男子40歳代 53 1:34:31.68 +13:01.22

10 30 山崎 一紀 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 男子 男子40歳代 53 1:39:27.86 +17:57.40

11 26 八木 茂典 ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 男子 男子40歳代 53 1:44:53.80 +23:23.34

12 33 橋本 有司 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ あみかずーま 男子 男子40歳代 53 1:55:44.71 +34:14.25

13 10 小川 哲男 ｵｶﾞﾜ ﾃﾂｵ 済美山朝練軍団 男子 男子40歳代 27 48:46.11 -26 LAP

14 16 南 常治 ﾐﾅﾐ ｼﾞｮｳｼﾞ リスタート 男子 男子40歳代 11 18:17.76 -42 LAP

男子50歳代
1 6 山口 聡之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 山口クラブ 男子 男子50歳代 53 1:22:36.89 -

2 11 三島 公人 ﾐｼﾏ ｷﾐﾋﾄ リスタート 男子 男子50歳代 53 1:28:43.69 +06:06.80

3 12 高須 進一 ﾀｶｽ ｼﾝｲﾁ 男子 男子50歳代 53 1:30:07.75 +07:30.86

4 21 飯尾　健 ｲｲｵ ｹﾝ 男子 男子50歳代 53 1:30:10.37 +07:33.48

5 24 吉川 英樹 ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ＭＳ＆ＡＤ 男子 男子50歳代 53 1:34:41.82 +12:04.93

6 17 魚尾 英生 ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ 男子 男子50歳代 53 1:34:54.61 +12:17.72

7 32 森田 英司 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ リスタート 男子 男子50歳代 53 1:45:43.50 +23:06.61

8 36 須藤 康洋 ｽﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 男子 男子50歳代 53 1:50:14.14 +27:37.25

9 40 三上 弘高 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾀｶ 男子 男子50歳代 53 1:52:36.77 +29:59.88

10 43 進士 肇 ｼﾝｼﾞ ﾊｼﾞﾒ 男子 男子50歳代 53 2:06:02.74 +43:25.85

DNS 35 大山 雄二郎 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 男子 男子50歳代 0

DNS 39 佐々木　信二 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ 男子 男子50歳代 0

DNS 49 藤井 成裕 ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞﾋﾛ 男子 男子50歳代 0

男子60歳以上
1 27 栗田 正彦 ｸﾘﾀ ﾏｻﾋｺ リスタート 男子 男子60歳以上 53 1:41:22.75 -

2 38 高橋 将人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾄ 男子 男子60歳以上 53 1:47:14.53 +05:51.78

3 29 京谷 信一朗 ｷｮｳﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 男子 男子60歳以上 53 1:47:37.32 +06:14.57

4 42 永岡 伸治 ﾅｶﾞｵｶ ｼﾝｼﾞ リスタート 男子 男子60歳以上 49 1:46:21.66 -4 LAP

5 48 嶋田　信行 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 横浜旭走友会 男子 男子60歳以上 29 1:12:23.38 -24 LAP
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