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順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1 36 内藤 悠生 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ 愛知県 1:12:25

2 48 小杉 新太郎 ｺｽｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 1:14:04

3 56 富井 一仁 ﾄﾐｲ ｶｽﾞﾋﾄ 菊川市 浅羽中教員 1:14:53

4 12 三浦 拓也 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 島田市 静岡陸協 1:14:58

5 76 三宅 孝司 ﾐﾔｹ ｺｳｼﾞ 愛知県 豊橋東高校教諭 1:15:02

6 125 深津 祐司 ﾌｶﾂ ﾕｳｼﾞ 袋井市 1:15:38

7 91 杉山 晃聖 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 掛川市 ニチアス 1:15:43

8 21 平野 純也 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 ＨｏｎｄａＲＣ 1:17:23

9 77 吉田 悠馬 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 静岡市 静岡県立大学 1:19:05

10 26 山本 晃之 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾕｷ 愛知県 愛知陸協 1:19:18

11 78 堀 伸嘉 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾖｼ 三重県 よかにせＰＲＣ 1:19:32

12 13 加藤 純 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:21:16

13 353 杉下 誠弥 ｽｷﾞｼﾀ ｾｲﾔ 愛知県 東洋食品 1:21:18

14 10 足立 怜史 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄｼ 磐田市 1:21:32

15 377 岩本 征大 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 袋井市 1:23:22

16 5265 秋元 大貴 ｱｷﾓﾄ ﾋﾛｷ 浜松市 1:23:44

17 344 粳田 敬二郎 ｳﾙﾁﾀﾞ ｹｲｼﾞﾛｳ 静岡市 葵Ｒ 1:24:36

18 44 小澤 太護 ｵｻﾞﾜ ﾀｲｺﾞ 磐田市 1:24:44

19 47 井上 洋平 ｲﾉｳｴ ﾖｳﾍｲ 東京都 東京陸協 1:24:54

20 177 山水 翔 ﾔﾏﾐｽﾞ ｼｮｳ 浜松市 1:25:05

21 6 和田 有紀 ﾜﾀﾞ ﾕｳｷ 御前崎市 御前崎市消防 1:25:16

22 656 峯邑 淳生 ﾐﾈﾑﾗ ｱﾂｷ 浜松市 1:25:44

23 59 高橋 広 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 袋井市 ＴＨＫリズム 1:26:29

24 154 横山 友敬 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ 吉田町 焼津信用金庫 1:27:13

25 159 紅林 元 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 静岡市 常葉大学 1:27:29

26 1051 天野 篤史 ｱﾏﾉ ｱﾂｼ 菊川市 菊川市 1:27:46

27 31 上田 航平 ｳｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 富士市 1:28:11

28 193 久保山 忠博 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 愛知県 1:28:34

29 219 片山 大貴 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 藤枝市 1:28:40

30 103 志貴 友紀 ｼｷ ﾄﾓｷ 浜松市 アスモＲＵＮ 1:28:54

31 288 寺澤 佑一 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 愛知県 てらおマラソン 1:28:59

32 567 板山 佳裕 ｲﾀﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:29:27

33 5365 岸山 大輔 ｷｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 焼津市 1:30:59

34 45 江口 智則 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ 磐田市 1:31:22

35 891 笹原 準 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:31:28

36 1427 井上 智靖 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔｽ 愛知県 1:31:45

37 507 佐野 純 ｻﾉ ｼﾞｭﾝ 愛知県 1:32:11

38 566 山本 将平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 1:32:16

39 354 樋口 竜太 ﾋｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 静岡市 1:32:20

40 41 加藤 和也 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ 沼津市 1:32:21

41 300 神谷 祥吾 ｶﾐﾔ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 ＳＲＣ 1:32:45

42 316 軽部 皓充 ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛﾐﾂ 大阪府 武田薬品 1:32:48

43 608 竹内 大 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ 静岡市 ＳＭＡＣ 1:33:05

44 438 密岡 聡 ﾐﾂｵｶ ｻﾄｼ 神奈川県 1:33:23

45 541 鈴木 貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 1:33:32

46 1852 布目 英之 ﾇﾉﾒ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 1:34:00

47 710 石川 淳史 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 静岡市 1:34:24

48 1301 村松 良太 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 浜松市 天理厚生会 1:34:39

49 878 渡邊 勇作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ 富士市 1:35:09

50 550 孝久 朝則 ｺｳｷｭｳ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県 浜名湖電装 1:35:14
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51 256 大鶴 憲志 ｵｵﾂﾙ ｹﾝｼ 静岡市 1:35:26

52 1654 橋本 諒太 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 静岡市 静岡大学 1:35:38

53 132 八木 洋樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 磐田市 ヤマハＲＣ 1:35:53

54 282 木村 優太朗 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県 1:35:59

55 166 鈴木 義征 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 磐田市 曳馬中学校教員 1:36:06

56 1383 完山 道信 ｶﾝﾔﾏ ﾐﾁﾉﾌﾞ 湖西市 ＦＤＫ 1:36:22

57 404 勝木 功也 ｶﾂｷ ｲｻﾔ 愛知県 1:36:40

58 5234 風間 康佑 ｶｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 磐田市 1:36:48

59 590 市田 悠真 ｲﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ 愛知県 泉州電業ＴＲＣ 1:37:21

60 133 豊重 行拡 ﾄﾖｼｹﾞ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 1:37:31

61 82 今川 和馬 ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 袋井市 ニチアス 1:37:39

62 1070 常保 徳也 ｼﾞｮｳﾎ ﾉﾘﾔ 三重県 1:37:54

63 275 松下 裕輝 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｷ 袋井市 袋井消防 1:37:59

64 1024 山下 雄大 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀ 静岡市 1:38:00

65 5621 山ノ内 直希 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾅｵｷ 大分県 1:38:05

66 822 池宮 昌司 ｲｹﾐﾔ ｼｮｳｼﾞ 湖西市 浜名湖電装 1:38:09

67 1420 南 哲平 ﾐﾅﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡市 静岡県立大学 1:38:12

68 894 星野 克弥 ﾎｼﾉ ｶﾂﾔ 磐田市 1:38:14

69 1235 大草 伸郎 ｵｵｸｻ ﾉﾌﾞﾛｳ 浜松市 1:38:22

70 1741 鈴木 航 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 富士市 1:38:24

71 5176 仲田 和真 ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 御前崎市 1:38:33

72 1851 岸尾 真祥 ｷｼｵ ﾏｻｷ 磐田市 1:38:42

73 1502 関塚 貴一 ｾｷﾂﾞｶ ｷｲﾁ 磐田市 ＪＲ東日本 1:38:48

74 811 松居 優毅 ﾏﾂｲ ﾕｳｷ 湖西市 常葉大学ＧＴＺ 1:38:54

75 1280 鈴木 崚馬 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 奈良県 近農ＡＣ 1:39:00

76 1060 山下 真生 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾀｶ 磐田市 大八木クラブ 1:39:05

77 1215 宮脇 好輝 ﾐﾔﾜｷ ﾖｼﾃﾙ 愛知県 1:39:34

78 138 杉山 昌利 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 浜松市 1:39:44

79 987 坂野 太研 ｻｶﾉ ﾀｲｹﾝ 菊川市 東海物産 1:39:46

80 978 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 浜松市 チャランナーズ 1:39:47

81 1331 柴田 和也 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 沼津市 1:39:49

82 1240 足立 卓也 ｱﾀﾞﾁ ﾀｸﾔ 沼津市 1:40:08

83 5848 白澤 領亮 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京都 1:40:18

84 5958 堂垂 大志 ﾄﾞｳﾀﾚ ﾀｲｼ 伊豆の国市 順天堂 1:40:30

85 5949 松井 龍之介 ﾏﾂｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 磐田市 1:40:34

86 1028 新井 岳史 ｱﾗｲ ﾀｹｼ 磐田市 1:40:57

87 401 大橋 建斗 ｵｵﾊｼ ｹﾝﾄ 磐田市 1:41:16

88 5196 高橋 邦佳 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾖｼ 磐田市 1:41:29

89 1351 横溝 一樹 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞｷ 静岡市 1:41:30

90 1373 柴田 竜徳 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾉﾘ 愛媛県 ＪＢ軍団副長 1:41:41

91 1073 白井 佑司 ｼﾗｲ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:42:03

92 9 丸尾 康太 ﾏﾙｵ ｺｳﾀ 静岡市 1:42:12

93 477 山本 浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 袋井市 あいの街葛川 1:42:13

94 916 荒川 貴 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ 愛知県 1:42:25

95 526 石川 充 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾙ 磐田市 うごけるでぶ 1:42:31

96 5123 野田 哲矢 ﾉﾀﾞ ﾃﾂﾔ 三重県 1:42:37

97 505 齋藤 史和 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｶｽﾞ 磐田市 1:42:49

98 1718 古田 卓 ﾌﾙﾀ ｽｸﾞﾙ 磐田市 浜松ホトニクス 1:42:49

99 1358 片瀬 能力 ｶﾀｾ ﾁｶﾗ 藤枝市 1:43:01

100 1036 内田 真一 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 袋井市 ヤマハ発動機 1:43:05
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101 2302 甲村 尚也 ｺｳﾑﾗ ﾅｵﾔ 愛知県 アイシン 1:43:06

102 5801 石上 温大 ｲｼｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 静岡市 1:43:09

103 2537 山田 健介 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 愛知県 1:43:10

104 850 石橋 要瑞 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｳｽｲ 藤枝市 ＴＩＰ藤枝 1:43:19

105 3346 佐藤 友紀 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 静岡市 静岡県立大学 1:43:27

106 799 竹内 敬紀 ﾀｹｳﾁ ｹｲｷ 静岡市 1:43:33

107 1435 齋藤 功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 浜松市 浜松医療センタ 1:44:08

108 1275 小澤 健司 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 東京都 チーム無花果 1:44:12

109 2977 小塩 宏平 ｺｼｵ ｺｳﾍｲ 浜松市 御殿場看護学校 1:44:31

110 1934 岡田 久 ｵｶﾀﾞ ﾋｻｼ 愛知県 1:44:35

111 5920 武石 晃一 ﾀｹｲｼ ｺｳｲﾁ 静岡市 1:44:35

112 1534 志賀 正和 ｼｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 1:45:00

113 1080 勅使河原 一弘 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 磐田楽走会 1:45:05

114 795 中村 勝之 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 浜松市 1:45:11

115 1768 佐々木 洸輔 ｻｻｷ ｺｳｽｹ 磐田市 ペリカンカラー 1:45:16

116 841 佐藤 崇彦 ｻﾄｳ ﾀｶﾋｺ 愛知県 1:45:41

117 5137 服部 弘也 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾔ 磐田市 1:45:47

118 395 青井 陽典 ｱｵｲ ﾊﾙﾉﾘ 磐田市 1:45:49

119 731 山口 裕也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:46:07

120 5666 天野 崇 ｱﾏﾉ ｼｭｳ 浜松市 1:46:12

121 642 吉川 隼 ｷｯｶﾜ ｼﾞｭﾝ 磐田市 1:46:25

122 362 木元 和憲 ｷﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県 1:46:35

123 2406 山口 裕晃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 伊豆の国市 1:46:44

124 2308 鈴木 宏彰 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 浜松市 浜松ホトニクス 1:46:53

125 905 松山 周平 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 藤枝市 ＤＴＥＡＭ 1:46:58

126 4030 篠田 清 ｼﾉﾀﾞ ｷﾖｼ 埼玉県 東海大学 1:47:20

127 5986 田中 遼太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 東京都 1:47:40

128 1586 和泉 佑甫 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 浜松市 静岡大学 1:47:42

129 2682 安田 貴則 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 浜松ホトニクス 1:47:48

130 1685 伊藤 航 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 磐田市 1:47:49

131 2268 小野 瑞旗 ｵﾉ ﾐｽﾞｷ 浜松市 1:47:56

132 1290 薩川 雅貴 ｻﾂｶﾜ ﾏｻｷ 静岡市 1:48:11

133 5973 矢部 晃大 ﾔﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 焼津市 1:48:11

134 1151 中村 諭史 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 袋井市 1:48:20

135 620 牧野 禎也 ﾏｷﾉ ｼﾝﾔ 御前崎市 がっこー陸上部 1:48:40

136 5225 大竹 佑介 ｵｵﾀｹ ﾕｳｽｹ 磐田市 （株）ダイケンゴム 1:48:42

137 5186 新村 泰河 ｼﾝﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 浜松市 1:48:44

138 2797 児玉 侑也 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳﾔ 浜松市 1:48:45

139 3095 野村 佳孝 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 愛知県 1:48:55

140 2201 井下田 雅俊 ｲｹﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 磐田市 住友生命 1:48:55

141 5957 袴田 翔大 ﾊｶﾏﾀ ｼｮｳﾀ 磐田市 1:48:59

142 2370 松浦 泰祐 ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｽｹ 湖西市 ドラゴン金本 1:49:04

143 2122 渥美 貴弘 ｱﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 静岡大学大学院 1:49:12

144 5173 工藤 歩 ｸﾄﾞｳ ｱﾕﾑ 磐田市 1:49:17

145 1647 平田 健志 ﾋﾗﾀ ﾀｹｼ 静岡市 1:49:21

146 1920 竹下 惠一朗 ﾀｹｼﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 磐田市 1:49:37

147 2669 伊藤 郁範 ｲﾄｳ ﾌﾐﾉﾘ 愛知県 1:49:38

148 2812 林 裕太 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 愛知県 1:49:44

149 798 青山 拓未 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 磐田市 1:49:52

150 2509 奥平 健二 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:49:59
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151 830 小田木 修平 ｵﾀﾞｷﾞ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 1:50:14

152 218 池之谷 貴正 ｲｹﾉﾔ ﾀｶﾏｻ 静岡市 青年海外協力隊 1:50:27

153 1142 中川 敬太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 愛知県 ＴＫＤ小牧 1:50:33

154 3718 村澤 駿介 ﾑﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 1:50:34

155 4820 一瀬 立吉 ｲｯｾ ﾀﾂﾖｼ 浜松市 静岡大学 1:50:35

156 5425 富松 慧介 ﾄﾐﾏﾂ ｹｲｽｹ 静岡市 静岡大学 1:50:40

157 3403 岩井 諒介 ｲﾜｲ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 1:50:48

158 5755 鈴木 将太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 焼津市 1:51:02

159 587 早間 智也 ﾊﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ 袋井市 佐川急便 1:51:08

160 3094 土屋 陽平 ﾂﾁﾔ ﾖｳﾍｲ 掛川市 日管 1:51:09

161 544 植松 聡一郎 ｳｴﾏﾂ ｿｳｲﾁﾛｳ 静岡市 静岡大学 1:51:21

162 2371 野中 泰輔 ﾉﾅｶ ﾀｲｽｹ 浜松市 1:51:21

163 3502 渡辺 翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 袋井市 共和レザー 1:51:30

164 2465 服部 真也 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝﾔ 浜松市 ＳＰＷ財団篠原 1:51:30

165 3632 岩村 俊明 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 磐田市 1:51:34

166 785 浅田 空 ｱｻﾀﾞ ｿﾗ 浜松市 ジャクソン５ 1:51:38

167 1164 安井 真一 ﾔｽｲ ｼﾝｲﾁ 浜松市 フォーリア 1:51:59

168 3425 山形 哲平 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 浜松市 1:52:20

169 2447 法月 裕哉 ﾉﾘﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 焼津市 すずかけの木 1:52:27

170 5819 井出 拓哉 ｲﾃﾞ ﾀｸﾔ 静岡市 1:52:31

171 374 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 湖西市 1:52:32

172 1187 内山 信也 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝﾔ 浜松市 日本ビニロン 1:53:04

173 2844 柏野 駿平 ｶｼﾜﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 湖西市 1:53:08

174 5369 市川 篤 ｲﾁｶﾜ ｱﾂｼ 愛知県 1:53:14

175 2898 今井 亨 ｲﾏｲ ﾄｵﾙ 浜松市 1:53:20

176 2278 佐藤 勇祐 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:53:23

177 5459 永井 宏佳 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾖｼ 浜松市 中部電力 1:53:39

178 1823 志知 紀 ｼﾁ ｵｻﾑ 静岡市 七人会 1:53:44

179 5812 水谷 唯人 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｲﾄ 磐田市 1:53:50

180 5226 亀井 宏明 ｶﾒｲ ﾋﾛｱｷ 掛川市 1:54:20

181 3339 荒川 康平 ｱﾗｶﾜ ｺｳﾍｲ 愛知県 1:54:26

182 553 隈本 洋太 ｸﾏﾓﾄ ﾖｳﾀ 愛知県 1:54:26

183 25 伊藤 真生 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 磐田市 1:54:34

184 1542 今村 彰太 ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳﾀ 浜松市 アミック 1:54:39

185 1622 鈴木 惇也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 1:55:02

186 689 和田 翔平 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 静岡市 1:55:05

187 5879 榎田 薫 ｴﾀﾞ ｶｵﾙ 磐田市 ヤマハ発動機 1:55:25

188 5551 蟹江 恭和 ｶﾆｴ ﾔｽｶｽﾞ 愛知県 半田クーゲルズ 1:55:28

189 5093 野中 駿 ﾉﾅｶ ｼｭﾝ 静岡市 静岡県立大学 1:55:34

190 1252 飯島 吾平 ｲｲｼﾞﾏ ｺﾞﾍｲ 埼玉県 1:55:38

191 2704 藤原 健太朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 1:55:43

192 3816 岩崎 貴弘 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 西之島の郷 1:55:54

193 1289 箱崎 恭平 ﾊｺｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 神奈川県 ＫＵＲＴ 1:56:08

194 5759 吉田 宗樹 ﾖｼﾀﾞ ﾑﾈｷ 浜松市 1:56:17

195 3110 浴野 哲史 ｴｷﾉ ｻﾄｼ 愛知県 1:56:50

196 2724 永田 真悟 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 湖西市 ＦＤＫ 1:56:51

197 3478 永田 航平 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾍｲ 三島市 1:57:12

198 5436 松岡 勝彦 ﾏﾂｵｶ ｶﾂﾋｺ 磐田市 ＤＡＳＨＵ 1:57:12

199 1983 名古 匡志 ﾅｺ ﾏｻｼ 菊川市 東海物産 1:57:25

200 1256 岡村 俊哉 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 御前崎市 西静岡ヤクルト 1:57:41
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201 5061 渡辺 大樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 磐田市 ヤマハ 1:57:49

202 3492 小林 哲太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯﾀ 袋井市 佐川急便 1:57:53

203 5549 田根 雄一郎 ﾀﾈ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 半田クーゲルズ 1:57:54

204 5508 大村 尚史 ｵｵﾑﾗ ﾅｵﾌﾐ 磐田市 1:58:02

205 2295 宮城 拓也 ﾐﾔｷﾞ ﾀｸﾔ 掛川市 カネショウ農薬 1:58:04

206 3169 安間 颯 ｱﾝﾏ ﾊﾔﾃ 磐田市 1:58:13

207 3716 小松 祐介 ｺﾏﾂ ﾕｳｽｹ 磐田市 小学校教諭 1:58:21

208 5162 土手 英三 ﾄﾞﾃ ｴｲｿﾞｳ 静岡市 1:58:23

209 1249 小田 雄太 ｵﾀﾞ ﾕｳﾀ 御前崎市 ペコ 1:58:24

210 5983 土屋 亮 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳ 袋井市 1:58:30

211 5021 石川 太一 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 袋井市 ショーワＲＣ 1:58:30

212 5527 柴田 拓矢 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知県 1:58:39

213 5193 加藤 友佑 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:59:06

214 3701 宮本 雄太 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ 浜松市 1:59:06

215 2410 大村 研二 ｵｵﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 浜名病院 1:59:14

216 2663 浅原 宏基 ｱｻﾊﾗ ﾋﾛｷ 掛川市 1:59:18

217 2644 森田 一平 ﾓﾘﾀ ｲｯﾍﾟｲ 浜松市 1:59:18

218 5548 則竹 統 ﾉﾘﾀｹ ｵｻﾑ 愛知県 半田クーゲルズ 1:59:36

219 556 増田 光 ﾏｽﾀﾞ ﾋｶﾙ 焼津市 増田親子 1:59:42

220 5962 山下 直也 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾔ 浜松市 ソミック石川 1:59:48

221 812 笠原 将孝 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾀｶ 浜松市 1:59:55

222 5950 松下 和樹 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ 菊川市 1:59:57

223 5910 伊藤 拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 磐田市 しらす 1:59:58

224 5347 弘田 聡治郎 ﾋﾛﾀ ｿｳｼﾞﾛｳ 磐田市 2:00:06

225 5163 中野 耕太朗 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 静岡市 2:00:06

226 5268 鈴木 翔騎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｷ 磐田市 2:00:07

227 3138 鈴木 僚 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 浜松市 東海大学 2:00:17

228 3555 内藤 佑介 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 愛知県 2:00:26

229 2250 大脇 芳則 ｵｵﾜｷ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 ノフノフ 2:00:30

230 2462 鈴木 晴也 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ 浜松市 2:00:31

231 1880 松浦 航亮 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ 掛川市 コーヒー牛乳 2:00:33

232 4029 小林 隆吾 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｺﾞ 埼玉県 国士舘大学 2:00:33

233 2533 纐纈 悠 ｺｳｹﾂ ﾕｳ 愛知県 2:00:55

234 5869 青木 正幸 ｱｵｷ ﾏｻﾕｷ 島田市 トモコさん 2:00:57

235 3093 山下 和晃 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 磐田市 2:01:04

236 4885 稲垣 佑一朗 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 菊川市 常葉大学 2:01:06

237 2543 伊藤 啓孝 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 磐田市 竜洋東小学校 2:01:08

238 2875 峯 裕資 ﾐﾈ ﾕｳｽｹ 愛知県 2:01:15

239 1382 樋口 貴之 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 京都府 2:01:21

240 5839 荒浪 佑紀 ｱﾗﾅﾐ ﾕｳｷ 浜松市 2:01:24

241 2259 松本 将俊 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 袋井市 浜松ホトニクス 2:01:28

242 3176 石原 冬馬 ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾏ 浜松市 2:01:32

243 5857 原田 竜平 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 浜松市 ヤマハ発動機 2:01:33

244 3489 権田 崇大 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:01:36

245 4133 中村 仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 浜松市 ヤマハ発動機 2:01:41

246 2683 松下 純也 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 浜松ホトニクス 2:01:41

247 1121 若村 優 ﾜｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 磐田市 2:02:21

248 1233 平川 俊 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝ 掛川市 菊川市 2:02:26

249 1495 中村 陽介 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 浜松市 アスモＲＣ 2:02:37

250 4127 横井 功毅 ﾖｺｲ ｺｳｷ 浜松市 静岡大学 2:02:41
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251 3395 植村 雅紀 ｳｴﾑﾗ ﾏｻｷ 浜松市 静岡大学 2:02:41

252 1448 蓑谷 宣彦 ﾐﾉﾔ ﾉﾌﾞﾋｺ 袋井市 東海物産 2:02:43

253 5192 藤本 竜一 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 御前崎市 2:02:45

254 3285 上野 大地 ｳｴﾉ ﾀﾞｲﾁ 浜松市 ＳＳ 2:02:45

255 5858 長谷島 丞 ﾊｾｼﾞﾏ ﾀｽｸ 袋井市 ヤマハ発動機 2:02:52

256 2471 奥谷 明大 ｵｸﾔ ｱｷﾋﾛ 愛知県 アイシン 2:02:55

257 6023 髙井 健伍 ﾀｶｲ ｹﾝｺﾞ 御前崎市 2:03:08

258 5483 柳瀬 準 ﾔﾅｾ ｼﾞｭﾝ 愛知県 医療法人利靖会 2:03:09

259 5222 鈴木 皓仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋﾄ 磐田市 2:03:13

260 2969 土屋 航季 ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 愛知県 ＧーＭＡＸ 2:03:14

261 2840 渥美 友貴 ｱﾂﾐ ﾕｳｷ 浜松市 2:03:15

262 3242 眞田 直祐 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:03:22

263 3345 梅林 脩平 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 静岡市 静岡県立大学 2:03:31

264 4952 鈴木 将祐 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 2:03:43

265 2536 大石 一貴 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:03:48

266 5364 佐藤 庄介 ｻﾄｳ ｼｮｳｽｹ 浜松市 みずほ証券 2:03:50

267 5185 兼子 大樹 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 袋井市 2:04:09

268 1819 古橋 草平 ﾌﾙﾊｼ ｿｳﾍｲ 浜松市 2:04:14

269 4932 安川 智浩 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 スズキビジネス 2:04:16

270 5828 中野 聡 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ 浜松市 2:04:19

271 857 鈴木 貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 みずほ証券 2:04:38

272 1577 小栗 良太 ｵｸﾞﾘ ﾘｮｳﾀ 浜松市 清水銀行 2:04:45

273 2632 山下 勝礼 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 2:04:57

274 5427 小長井 直哉 ｺﾅｶﾞｲ ﾅｵﾔ 磐田市 Ｎ○Ｎ 2:05:12

275 573 望月 浩史 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｼ 静岡市 2:05:16

276 5152 伊藤 雅俊 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 藤枝市 2:05:20

277 1557 藤塚 郁馬 ﾌｼﾞﾂｶ ｲｸﾏ 三重県 そよ風の会 2:05:42

278 1755 浅井 修 ｱｻｲ ｵｻﾑ 掛川市 2:05:56

279 5833 加藤 隼之介 ｶﾄｳ ｼｭﾝﾉｽｹ 浜松市 大林組 2:05:57

280 4288 小井 佑真 ｺｲ ﾕｳﾏ 磐田市 2:05:57

281 5942 松本 和希 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 掛川市 2:05:58

282 1765 佐々木 雅幸 ｻｻｷ ﾏｻﾕｷ 北海道 京都大学 2:06:03

283 6010 川口 優河 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｶﾞ 三島市 三島郵便局 2:06:06

284 4208 中村 亮太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 浜松市 2:06:13

285 6022 濱田 大地 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 御前崎市 2:06:15

286 4044 杉山 恵一 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｲﾁ 島田市 ＹＫＤＬ 2:06:17

287 3352 山梨 雄大 ﾔﾏﾅｼ ﾕｳﾀﾞｲ 湖西市 2:06:39

288 4007 鈴木 耀介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 磐田市 2:06:46

289 5669 小澤 翔太 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 浜松市 2:06:48

290 1210 三村 徹也 ﾐﾑﾗ ﾃﾂﾔ 浜松市 浜松ホトニクス 2:06:57

291 2322 松山 峻之 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 湖西市 2:07:00

292 572 塚本 慎司 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 富士市 2:07:01

293 4031 菅 勇人 ｶﾝ ﾊﾔﾄ 静岡市 2:07:02

294 5877 三ヶ島 佑哉 ﾐｶｼﾏ ﾕｳﾔ 磐田市 福田小学校 2:07:28

295 5863 久保田 隼涼 ｸﾎﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 袋井市 2:07:28

296 5947 川床 翔平 ｶﾜﾄｺ ｼｮｳﾍｲ 磐田市 2:07:30

297 5478 平松 省吾 ﾋﾗﾏﾂ ｼｮｳｺﾞ 愛知県 医療法人利靖会 2:07:50

298 2995 原田 祐太朗 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 浜松市 浜松市役所ＪＣ 2:07:50

299 1205 河渕 修平 ｺｳﾌﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 県大ジョグ部 2:07:54

300 2392 秋元 洋道 ｱｷﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 沼津市 2:08:08
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301 2294 周 霄 ｼﾕｳ ｼｮｳ 袋井市 ミネベア（株） 2:08:35

302 828 小尾 聖児 ｵﾋﾞ ｾｲｼﾞ 浜松市 2:08:43

303 3474 野口 裕矢 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磐田市 掛川東病院 2:08:46

304 3424 山田 雄大 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 浜松市 2:08:51

305 4569 加藤 太輝 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 浜松市 2:08:57

306 3232 鈴木 大輝 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 2:08:57

307 5415 山本 健祐 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｽｹ 浜松市 2:09:00

308 1992 仲野 裕次 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ 静岡市 2:09:07

309 5460 高橋 裕介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 磐田市 ＭＢＪ 2:09:13

310 5721 飯田 祐 ｲｲﾀﾞ ﾕｳ 東京都 2:09:16

311 5160 須原 清貴 ｽﾊﾗ ｷﾖﾀｶ 静岡市 2:09:17

312 3393 進藤 大地 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 静岡市 2:09:26

313 3026 玉手 翔吾 ﾀﾏﾃ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 にこゆり会 2:09:32

314 2332 佐々木 一馬 ｻｻｷ ｶｽﾞﾏ 焼津市 2:09:46

315 3337 貫井 辰哉 ﾇｸｲ ﾀﾂﾔ 愛知県 2:09:46

316 5150 佐藤 昌興 ｻﾄｳ ﾏｻｵｷ 静岡市 2:10:07

317 3322 清田 顕久 ｷﾖﾀ ｱｷﾋｻ 掛川市 2:10:08

318 5381 田中 将太 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 浜松市 2:10:09

319 3699 弓場 誉介 ﾕﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 磐田市 2:10:21

320 5592 川西 涼太 ｶﾜﾆｼ ﾘｮｳﾀ 富士市 はやちゃんズ 2:10:24

321 4423 岡部 巧 ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾐ 磐田市 2:10:27

322 3338 志村 和則 ｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県 2:10:27

323 2311 矢口 裕基 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｷ 愛知県 2:10:29

324 5300 綱取 雅紀 ﾂﾅﾄﾘ ﾏｻｷ 福岡県 2:10:36

325 5753 奥畑 剛 ｵｸﾊﾀ ｺﾞｳ 静岡市 2:10:37

326 2513 湯本 和弥 ﾕﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 愛知県 2:10:37

327 2151 杉本 麿知 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ 浜松市 2:11:02

328 5822 吉川 諒 ｷｯｶﾜ ﾘｮｳ 浜松市 2:11:04

329 5411 神谷 龍児 ｶﾐﾔ ﾘｭｳｼﾞ 浜松市 イカまらそん部 2:11:05

330 5715 平松 寿慶 ﾋﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾉﾘ 掛川市 2:11:10

331 1954 寺田 文哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾌﾐﾔ 掛川市 湖星会 2:11:12

332 5604 大羽 昭徳 ｵｵﾊﾞ ｱｷﾉﾘ 愛知県 2:11:21

333 4798 宮田 昌和 ﾐﾔﾀ ﾏｻｶｽﾞ 広島県 テルモ 2:11:34

334 3237 堀野 剛由 ﾎﾘﾉ ﾀｶﾖｼ 袋井市 石川建設 2:11:36

335 3815 太田 直人 ｵｵﾀ ﾅｵﾄ 藤枝市 協和医科 2:11:38

336 3106 岸 勇佑 ｷｼ ﾕｳｽｹ 浜松市 池谷会 2:11:47

337 2173 永井 民浩 ﾅｶﾞｲ ﾀﾐﾋﾛ 愛知県 2:11:57

338 4237 佐藤 祐也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 浜松市 2:12:29

339 3644 中村 和敏 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ 浜松市 2:12:32

340 5732 岩本 将弘 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 ヤマハ発動機 2:12:45

341 5431 佐々木 宏彰 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 磐田市 2:12:46

342 1145 渡辺 元揮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 愛知県 2:12:47

343 3315 鈴木 隆太郎 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 2:12:52

344 3396 野村 哲伸 ﾉﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 磐田市 磐田警察署 2:12:53

345 2185 徳永 裕真 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 磐田市 2:12:58

346 5402 清水 大貴 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 愛知県 モリテック 2:13:11

347 5518 鈴木 健斗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 浜松市 浜松信用金庫 2:13:13

348 5581 大杉 拓也 ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾔ 愛知県 2:13:29

349 5550 松七五三 晋 ﾏﾂｼﾒ ｽｽﾑ 愛知県 半田クーゲルズ 2:13:30

350 4757 遠藤 雅文 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 静岡大学 2:13:34
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351 5038 福田 稜 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 磐田市 2:13:41

352 3050 加藤 正行 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 浜松市 2:13:41

353 4471 北原 達也 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾔ 静岡市 2:13:46

354 3330 青木 勇樹 ｱｵｷ ﾕｳｷ 愛知県 2:13:58

355 5992 山本 大悟 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｺﾞ 静岡市 2:13:58

356 5720 片岡 純也 ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ 伊豆の国市 日本郵便 2:14:01

357 5623 柴田 幸輝 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ 磐田市 第一商事（株） 2:14:05

358 2170 田邊 直久 ﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋｻ 滋賀県 2:14:15

359 5794 山本 祐太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 愛知県 2:14:19

360 4497 平井 龍太郎 ﾋﾗｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 セルコ株式会社 2:14:28

361 2745 設樂 尚希 ｼﾀﾞﾗ ﾅｵｷ 掛川市 ３６会 2:14:43

362 4824 上野山 智史 ｳｴﾉﾔﾏ ｻﾄｼ 愛知県 中央化学 2:14:47

363 3145 坂柳 秀明 ｻｶﾔﾅｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 デンソー豊橋 2:14:56

364 6002 奈須 敬亮 ﾅｽ ｹｲｽｹ 浜松市 2:14:57

365 5034 村松 修児 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳｼﾞ 袋井市 ＲＣショーワ 2:15:32

366 5515 直井 兵伍 ﾅｵｲ ﾋｮｳｺﾞ 藤枝市 藤枝呼内 2:15:45

367 5902 岡田 峻輔 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 2:15:47

368 5113 増子 貴之 ﾏｽｺ ﾀｶﾕｷ 静岡市 ナブコシステム 2:15:57

369 3505 市川 達也 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 袋井市 ポーラ化成工業 2:16:05

370 5497 名波 政哉 ﾅﾅﾐ ﾏｻﾔ 牧之原市 2:16:16

371 3197 辻 夏海 ﾂｼﾞ ﾅﾂﾐ 菊川市 ヤマハ発動機 2:16:16

372 2217 伊藤 翔 ｲﾄｳ ｼｮｳ 浜松市 トヨレン静岡 2:16:23

373 5391 水谷 直樹 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵｷ 掛川市 2:16:44

374 4052 渡辺 悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 静岡市 2:16:46

375 4879 Ｔａｎ Ｌｅｗｉｎ ﾀﾝ ﾘｰｳｨﾝ 磐田市 ヤマハ発動機 2:17:23

376 5320 伊藤 瑛祐 ｲﾄｳ ｴｲｽｹ 東京都 小澤建材 2:17:30

377 2531 舞谷 憲太郎 ﾏｲﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 2:17:34

378 5798 塚本 雅也 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻﾔ 浜松市 すずかけ 2:17:37

379 5519 神谷 太貴 ｶﾐﾔ ﾀﾞｲｷ 浜松市 乱丸ＷＥＳＴ 2:17:56

380 3134 藤 航 ﾄｳ ﾜﾀﾙ 磐田市 レーシングライ 2:17:58

381 3304 秋山 龍一 ｱｷﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 2:18:00

382 3766 土井 智之 ﾄﾞｲ ﾄﾓﾕｷ 静岡市 2:18:06

383 2331 鈴木 良典 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 袋井市 弾丸富士登山 2:18:16

384 4780 松葉 隆介 ﾏﾂﾊﾞ ﾘｭｳｽｹ 愛知県 中央化学（株） 2:18:24

385 2640 杉本 輝彦 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ 御前崎市 2:18:24

386 5925 竹内 大樹 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｷ 静岡市 2:18:33

387 2886 谷川 大輔 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2:18:38

388 3183 中谷 竜也 ﾅｶﾀﾆ ﾀﾂﾔ 吉田町 2:18:49

389 2168 新美 英祐 ﾆｲﾐ ｴｲｽｹ 愛知県 2:18:50

390 3986 古田 翔二 ﾌﾙﾀ ｼｮｳｼﾞ 磐田市 さえなーず 2:18:51

391 5353 竹内 太一朗 ﾀｹｳﾁ ﾀｲﾁﾛｳ 浜松市 東海旅客鉄道 2:18:51

392 4432 岩崎 理人 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ 静岡市 2:18:58

393 5996 グェンバン フー ｸﾞｪﾝﾊﾞﾝ ﾌｰ 磐田市 ＶＩＥＴＮＡＭ 2:19:00

394 5601 後藤 宏次 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ 掛川市 2:19:02

395 5101 西村 健史 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 大阪府 株式会社丸萬 2:19:04

396 5333 袴田 直人 ﾊｶﾏﾀ ﾅｵﾄ 島田市 2:19:07

397 5141 平野 晃司 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 磐田市 2:19:10

398 5998 グェントゥオン ティン ｸﾞｪﾝﾄｩｵﾝ ﾃｨﾝ 磐田市 ＶＩＥＴＮＡＭ 2:19:15

399 4364 鈴木 敏裕 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 2:19:17

400 1754 江口 椋 ｴｸﾞﾁ ﾘｮｳ 湖西市 2:19:23
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401 5642 長嶺 英範 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 2:19:31

402 5923 有賀 慎吾 ｱﾙｶﾞ ｼﾝｺﾞ 磐田市 2:19:35

403 4463 大石 敏也 ｵｵｲｼ ﾄｼﾔ 掛川市 2:19:45

404 5161 遠藤 憲吾 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｺﾞ 静岡市 2:19:52

405 5602 田村 圭亮 ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 長泉町 2:19:56

406 2207 出水 友貴 ﾃﾞﾐｽﾞ ﾄﾓｷ 浜松市 住友生命 2:19:59

407 5443 小野 雄貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 岐阜県 2:20:01

408 5631 南部 駿太 ﾅﾝﾌﾞ ｼｭﾝﾀ 掛川市 2:20:07

409 577 吉澤 駿 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 富士市 2:20:07

410 5151 本間 圭亮 ﾎﾝﾏ ｹｲｽｹ 静岡市 2:21:01

411 1664 山下 渓 ﾔﾏｼﾀ ｹｲ 焼津市 静岡県警察 2:21:12

412 3527 神谷 輝彰 ｶﾐﾔ ﾃﾙｱｷ 愛知県 2:21:18

413 3303 高橋 博朗 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 浜松市 2:21:26

414 1348 真弓 浩幸 ﾏﾕﾐ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 テクノ菱和 2:21:42

415 4665 青山 貴裕 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 静岡大学 2:22:06

416 6011 藤原 雅明 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｱｷ 浜松市 2:22:11

417 314 大石 大介 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:22:17

418 1603 山田 匠吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 2:22:17

419 5904 木下 裕順 ｷｼﾀ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 2:22:18

420 3605 堀之内 智也 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾄﾓﾔ 磐田市 2:22:31

421 4134 治根田 裕樹 ｼﾞﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県 2:22:39

422 4496 伊藤 直晋 ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 浜松市 2:23:09

423 5251 窪田 智也 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:23:09

424 5991 川口 修平 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 掛川市 2:23:16

425 5247 竹内 伸起 ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞｷ 愛知県 2:23:26

426 4613 杉浦 和弥 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾔ 静岡市 2:23:32

427 1659 荒川 恭平 ｱﾗｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 埼玉県 2:23:51

428 3268 杉山 修一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 浜松市 チームみやした 2:24:01

429 5866 酒井 裕哉 ｻｶｲ ﾕｳﾔ 浜松市 2:24:03

430 4223 澤入 文洋 ｻﾜｲﾘ ﾌﾐﾋﾛ 御前崎市 2:24:14

431 2942 堀内 佑真 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾏ 掛川市 日管（株） 2:24:21

432 5937 村松 皆人 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾅﾄ 磐田市 2:24:32

433 5936 大畑 将也 ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾔ 浜松市 2:24:32

434 3003 松野 竜二 ﾏﾂﾉ ﾘｭｳｼﾞ 浜松市 2:24:41

435 5164 野口 征矢 ﾉｸﾞﾁ ｾｲﾔ 静岡市 2:24:54

436 3083 益子 淳也 ﾏｽｺ ｼﾞｭﾝﾔ 菊川市 2:24:57

437 2075 藤田 雅輝 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 袋井市 2:24:57

438 5905 鈴木 裕太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 島田市 2:25:06

439 5575 山口 慎也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 愛知県 タッキーズ 2:25:08

440 5578 田中 悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 愛知県 タッキーズ 2:25:08

441 5579 赤澤 大輔 ｱｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 タッキーズ 2:25:11

442 5037 内海 涼帆 ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾎ 浜松市 2:25:39

443 5577 瀬之口 徹 ｾﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 愛知県 タッキーズ 2:25:45

444 3202 金丸 和展 ｶﾅﾏﾙ ｶｽﾞﾉﾘ 愛知県 2:25:51

445 585 浦野 秀樹 ｳﾗﾉ ﾋﾃﾞｷ 富士市 2:25:52

446 5417 近藤 紘史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾋﾄ 浜松市 2:25:55

447 3698 守田 剛章 ﾓﾘﾀ ﾀｹｱｷ 湖西市 かげやまクリニ 2:26:07

448 3764 伊藤 真人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 愛知県 2:26:12

449 5301 齊藤 貴大 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 静岡鉄道 2:26:13

450 2284 宮下 達也 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾂﾔ 長野県 2:26:19
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451 2218 西川 直利 ﾆｼｶﾜ ﾅｵﾄｼ 浜松市 トヨレン静岡 2:26:26

452 4212 石井 佑汰 ｲｼｲ ﾕｳﾀ 愛知県 2:26:33

453 6017 橋詰 誠 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｺﾄ 愛知県 2:26:33

454 5184 大石 真宏 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:26:46

455 5754 田口 直道 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵﾐﾁ 静岡市 2:26:52

456 3411 今田 直紀 ｲﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 袋井市 ＮＳＫＷーＲＣ 2:26:56

457 5473 高森 雅仁 ﾀｶﾓﾘ ﾏｻﾋﾄ 愛知県 医療法人利靖会 2:27:15

458 5929 三雲 暁雄 ﾐｸﾓ ｱｷｵ 浜松市 みずほ証券 2:27:19

459 5095 川本 桂祐 ｶﾜﾓﾄ ｹｲｽｹ 静岡市 静岡県立大学 2:27:25

460 5834 山岸 拓史 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｸｼﾞ 浜松市 大林組 2:27:26

461 4702 渭原 一成 ｲﾊﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 浜松市 ハリモリ 2:27:29

462 4754 土屋 優 ﾂﾁﾔ ｽｸﾞﾙ 浜松市 2:27:40

463 4549 篠田 悠史 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:27:41

464 3792 塚本 浩祐 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 愛知県 2:27:55

465 2633 高橋 諭 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 浜松市 フォーリア 2:28:05

466 4810 出雲 彪我 ｲｽﾞﾓ ﾋｮｳｶﾞ 静岡市 ＡＦＴＥＲ 2:28:08

467 3774 宮﨑 裕大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:28:25

468 5792 荒川 雄介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:28:53

469 6020 池ノ谷 祐樹 ｲｹﾉﾔ ﾕｳｷ 浜松市 2:29:03

470 3177 鈴木 章吾 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 2:29:15

471 5100 津村 啓 ﾂﾑﾗ ｹｲ 浜松市 2:29:18

472 5734 池谷 謙太 ｲｹﾔ ｹﾝﾀ 磐田市 2:29:28

473 5843 大塚 達輝 ｵｵﾂｶ ﾀﾂｷ 湖西市 2:29:52

474 4008 板藤 翔士 ｲﾀﾌｼﾞ ｼｮｳｼﾞ 浜松市 2:30:14

475 4611 岩室 智大 ｲﾜﾑﾛ ﾄﾓﾋﾛ 袋井市 ショーワＲＣ 2:30:17

476 4838 増田 純也 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 焼津市 ＹＫＤＬ分室 2:30:37

477 5892 山崎 茂 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ 磐田市 2:30:46

478 5423 金丸 拓也 ｶﾅﾏﾙ ﾀｸﾔ 焼津市 2:31:03

479 5867 堂前 健太 ﾄﾞｳﾏｴ ｹﾝﾀ 神奈川県 みずほ証券 2:31:27

480 5302 松島 健太 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝﾀ 浜松市 2:31:36

481 5439 鈴木 誠斗 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 磐田市 磐田市役所 2:31:42

482 5576 西崎 拓也 ﾆｼｻﾞｷ ﾀｸﾔ 愛知県 タッキーズ 2:32:06

483 4592 吉田 亮介 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 静岡市 2:32:08

484 4006 石田 幸佑 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 磐田市 2:32:22

485 4005 武藤 修平 ﾑﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 磐田市 2:32:22

486 5777 中野 弘基 ﾅｶﾉ ﾋﾛｷ 浜松市 法律事務所 2:32:25

487 5626 新原 佑介 ﾆｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 磐田市 2:32:48

488 3895 菅原 隆臣 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｵﾐ 愛知県 2:33:23

489 5224 大橋 卓也 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾔ 磐田市 2:34:05

490 4928 深田 達之 ﾌｶﾀﾞ ﾀﾂﾕｷ 愛知県 2:34:27

491 5208 藤井 豪人 ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾄ 湖西市 2:34:28

492 5469 吉田 直人 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 磐田市 ＭＢＪ 2:35:06

493 3491 アフォンソ 道秀 ｱﾌｫﾝｿ ﾐﾁﾋﾃﾞ 磐田市 佐川急便 2:35:13

494 4129 高嶋 浩嗣 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 浜松市 2:35:17

495 1651 古田 幸大 ﾌﾙﾀ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 てらおマラソン 2:35:34

496 3467 大野 俊也 ｵｵﾉ ﾄｼﾔ 岐阜県 2:35:35

497 4823 中上 竜弥 ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 掛川市 ペ 2:35:45

498 2914 増田 善一 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 吉田町 ＲＲＣ 2:36:00

499 3509 刑部 勇希 ｵｻｶﾍﾞ ﾕｳｷ 浜松市 2:36:03

500 5899 川野 弘達 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾐﾁ 三島市 2:36:19
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501 2225 福井 健人 ﾌｸｲ ｹﾝﾄ 静岡市 トヨレン静岡 2:36:26

502 5728 村越 敬太 ﾑﾗｺｼ ｹｲﾀ 磐田市 2:36:31

503 4055 加茂 寛基 ｶﾓ ﾓﾄｷ 掛川市 2:36:41

504 5640 津波 寿貴 ﾂﾊ ﾄｼｷ 藤枝市 2:36:44

505 3141 荒居 昂介 ｱﾗｲ ｺｳｽｹ 愛知県 ＴＫＤ小牧 2:37:06

506 2412 渥美 友道 ｱﾂﾐ ﾄﾓﾐﾁ 浜松市 2:37:12

507 4109 小澤 剛平 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 千葉県 日立ヘルスケア 2:37:21

508 5859 河合 貴弘 ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾛ 藤枝市 ヤマハ発動機 2:37:59

509 4751 渡辺 貴紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 掛川市 ＭＦランニング 2:38:08

510 3506 小野塚 太一 ｵﾉﾂﾞｶ ﾀｲﾁ 浜松市 ゼビオ 2:38:10

511 6021 大山 剛志 ｵｵﾔﾏ ﾂﾖｼ 磐田市 ゼビオ磐田店 2:38:10

512 5625 鈴木 創 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 タジマ工業 2:38:20

513 4579 佐藤 篤志 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 磐田市 男子会キラッ 2:38:30

514 5629 平井 慎一 ﾋﾗｲ ｼﾝｲﾁ 焼津市 2:38:38

515 741 渡邊 泰典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 2:38:40

516 5762 中川原 誓 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｾｲ 磐田市 2:38:44

517 4161 浅井 孝俊 ｱｻｲ ﾀｶﾄｼ 愛知県 2:38:45

518 5852 寺嶋 晃平 ﾃﾗｼﾏ ｺｳﾍｲ 掛川市 2:38:52

519 5539 井上 穫 ｲﾉｳｴ ﾕﾀｶ 浜松市 磐田市消防 2:39:43

520 5595 石井 隼人 ｲｼｲ ﾊﾔﾄ 愛知県 はやちゃんズ 2:39:50

521 5752 黒田 貢規 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｷ 静岡市 ＪＲ東海 2:40:18

522 4839 渥美 元貴 ｱﾂﾐ ｹﾞﾝｷ 浜松市 県庁 2:41:00

523 5831 榎村 剛 ｴﾑﾗ ｺﾞｳ 愛知県 2:41:01

524 1681 渡邊 敬文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 静岡市 2:41:18

525 3407 安藤 勲 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 静岡市 2:41:19

526 5787 尾越 裕太 ｵｺﾞｼ ﾕｳﾀ 磐田市 2:41:26

527 5672 細田 智也 ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓﾔ 掛川市 2:41:37

528 5159 南谷 和宏 ﾐﾅﾐﾀﾞﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡市 2:41:45

529 5646 友岡 祐弥 ﾄﾓｵｶ ﾕｳﾔ 袋井市 2:41:58

530 5880 杉山 健 ｽｷﾞﾔﾏ ｹﾝ 静岡市 2:42:14

531 5887 露木 浩輝 ﾂﾕｷ ﾋﾛｷ 磐田市 静岡産業大学 2:42:35

532 5657 長谷川 陽大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳﾀ 磐田市 2:42:44

533 5237 岩堀 修平 ｲﾜﾎﾘ ｼｭｳﾍｲ 御前崎市 御前崎消防署 2:42:47

534 5232 齋藤 侑哉 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 御前崎市 2:42:47

535 5526 木村 真亜也 ｷﾑﾗ ﾏｱﾔ 愛知県 2:42:55

536 5588 大橋 達樹 ｵｵﾊｼ ﾀﾂｷ 浜松市 2:43:13

537 5485 ヘンドリ クルニアワン ﾍﾝﾄﾞﾘ ｸﾙﾆｱﾜﾝ 浜松市 ゴトー理研 2:43:26

538 5448 荒川 直輝 ｱﾗｶﾜ ﾅｵｷ 伊豆の国市 2:44:10

539 5246 鈴木 涼介 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 沼津市 2:44:12

540 5921 松本 允洸 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 2:44:38

541 5775 川瀬 遥平 ｶﾜｾ ﾖｳﾍｲ 静岡市 2:44:49

542 5806 藤村 秀一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 浜松市 2:45:00

543 5329 鈴木 亮瑛 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｴｲ 磐田市 2:45:16

544 3497 宮本 雅己 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｷ 東京都 2:45:30

545 4112 落合 佑太 ｵﾁｱｲ ﾕｳﾀ 浜松市 2:46:36

546 3228 高井 一輝 ﾀｶｲ ｶｽﾞｷ 浜松市 ラブライ部 2:46:36

547 5066 滝 雷貴 ﾀｷ ﾗｲｷ 静岡市 小池弥太郎商店 2:46:39

548 5488 伊藤 卓 ｲﾄｳ ﾀｸ 磐田市 ＭＢＪ 2:46:55

549 5945 佐藤 公俊 ｻﾄｳ ｷﾐﾄｼ 静岡市 2:47:20

550 4433 横山 幸大 ﾖｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 八木研 2:47:31
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551 4337 山崎 慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 掛川市 2:47:38

552 3174 富岡 享平 ﾄﾐｵｶ ｷｮｳﾍｲ 島田市 藤枝北高校 2:47:44

553 4462 小野 翔 ｵﾉ ｶｹﾙ 静岡市 2:48:07

554 4226 荒木 浩司 ｱﾗｷ ｺｳｼﾞ 愛知県 愛三工業 2:48:11

555 5504 大島 雄史 ｵｵｼﾏ ﾕｳｼﾞ 愛知県 2:48:16

556 5393 松本 賢祐 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｽｹ 磐田市 ヤマハ発動機 2:48:22

557 4057 蓬莱 夏樹 ﾎｳﾗｲ ﾅﾂｷ 浜松市 2:48:36

558 6000 グェンクォックルオン キー ｸﾞｪﾝｸｫｯｸﾙｵﾝ ｷｰ 磐田市 ＶＩＥＴＮＡＭ 2:48:48

559 5334 大池 俊介 ｵｵｲｹ ｼｭﾝｽｹ 島田市 2:49:17

560 5693 犬塚 浩章 ｲﾇﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ 浜松市 2:49:18

561 4234 戸塚 涼大 ﾄﾂｶ ﾘｮｳﾀ 磐田市 2:49:24

562 5802 平川 創 ﾋﾗｶﾜ ｿｳ 静岡市 2:49:40

563 1444 田中 崇一 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 豊田工業大学 2:51:01

564 4806 安田 京介 ﾔｽﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 愛知県 静岡産業社 2:51:59

565 5976 澤木 宏哉 ｻﾜｷ ﾋﾛﾔ 浜松市 2:52:44

566 3493 深田 良樹 ﾌｶﾀﾞ ﾖｼｷ 袋井市 佐川急便 2:52:56

567 4183 天野 高志 ｱﾏﾉ ﾀｶｼ 愛知県 ＴＫＤ小牧 2:53:16

568 5584 原 卓也 ﾊﾗ ﾀｸﾔ 静岡市 2:53:19

569 5036 橋詰 雅之 ﾊｼﾂﾞﾒﾏｻﾕｷ 千葉県 2:53:22

570 3121 岡 達朗 ｵｶ ﾀﾂｱｷ 御前崎市 2:53:27

571 5482 小畑 知博 ｺﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 医療法人利靖会 2:53:48

572 5995 齋藤 恭平 ｻｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ 静岡市 2:53:56

573 5862 八木 和友 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾄﾓ 袋井市 兵藤 2:53:59

574 5238 飯田 紳司 ｲｲﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 御前崎市 2:54:05

575 5719 金井 孝明 ｶﾅｲ ﾀｶｱｷ 磐田市 ショーワＲＣ 2:54:13

576 4827 赤堀 翔一朗 ｱｶﾎﾘ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 菊川市 菊川市役所 2:54:33

577 5924 黒田 喬寛 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:55:37

578 5083 加藤 夢也 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 伊豆の国市 郵便局 2:56:25

579 4676 青山 智一 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 磐田市 2:57:22

580 5685 内山 暢 ｳﾁﾔﾏ ﾄｵﾙ 静岡市 2:57:31

581 5194 内山 拓弥 ｳﾁﾔﾏ ﾀｸﾔ 浜松市 櫻乃苑 2:57:41

582 5466 顏 振翔 ｲｴﾝ ｼﾞｪﾝｼｱﾝ 磐田市 2:57:42

583 4498 太田 陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 浜松市 2:58:22

584 3128 松雄 大樹 ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｷ 愛知県 2:58:23

585 5813 光源寺 良太 ｺｳｹﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳﾀ 浜松市 シズサン 2:59:30

586 5760 山田 エリキヒデキ ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｷﾋﾃﾞｷ 浜松市 3:00:09

587 5006 榎坂 直哉 ｴﾉｷｻﾞｶ ﾅｵﾔ 浜松市 3:00:56

588 486 山下 和也 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 浜松市 3:01:16
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1 1 中尾 勇生 ﾅｶｵ ﾕｳｾｲ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ ＡＮＧＥＬ 1:07:36

2 22 山内 英昭 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 袋井市 浜松ホトニクス 1:08:03

3 19 曽宮 道 ｿﾐﾔ ﾄｵﾙ 島田市 静岡陸協 1:08:45

4 11 川崎 健太 ｶﾜｻｷ ｹﾝﾀ 浜松市 ＧＦＲ 1:10:36

5 29 久米 正史 ｸﾒ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:11:14

6 37 池田 祐一 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 岐阜県 恵那体連 1:12:17

7 14 片岡 哲朗 ｶﾀｵｶ ﾃﾂﾛｳ 愛知県 愛知県庁クラブ 1:13:44

8 66 石川 浩 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 富士宮市 ＭｅｔｓＲＣ 1:15:22

9 89 竹内 賢弥 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾔ 浜松市 ３分団 1:16:46

10 64 松井 知徳 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 1:17:43

11 38 高林 靖 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 磐田市 磐田市消防署 1:18:03

12 122 福井 崇延 ﾌｸｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 浜松市 1:18:11

13 79 堀井 智史 ﾎﾘｲ ｻﾄｼ 富士市 1:18:16

14 120 明村 将知 ｱｹﾑﾗ ﾏｻﾄﾓ 愛知県 1:19:05

15 24 伊藤 裕一朗 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 御前崎市 1:19:14

16 61 藤井 岳之 ﾌｼﾞｲ ﾀｹﾕｷ 静岡市 たきぱぱ 1:19:22

17 54 柳沼 伸之 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡市 マラソン完走Ｃ 1:19:37

18 84 丸野 裕介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 袋井市 浜松うましか 1:19:48

19 124 谷本 憲太郎 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 1:20:43

20 157 宮下 正人 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾄ 浜松市 ＣＲ２東日本 1:20:50

21 115 南牟禮 潤 ﾐﾅﾐﾑﾚ ｼﾞｭﾝ 磐田市 1:21:07

22 86 河田 佑 ｶﾜﾀﾞ ﾕｳ 藤枝市 1:21:17

23 102 鈴木 祐児 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 磐田市 1:21:42

24 189 池田 善彦 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 静岡市 1:21:47

25 85 平山 真路 ﾋﾗﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 ナチュラルＲＣ 1:21:58

26 249 山下 靖史 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ 愛知県 1:22:28

27 433 川島 直輝 ｶﾜｼﾏ ﾅｵｷ 静岡市 速楽走会 1:23:14

28 187 海野 裕介 ｳﾝﾉ ﾕｳｽｹ 静岡市 賤機山探検隊 1:23:36

29 298 山本 雄介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 静岡市 竜爪園 1:23:43

30 259 佐野 優 ｻﾉ ﾕｳ 掛川市 1:23:50

31 121 青島 賢二 ｱｵｼﾏ ｹﾝｼﾞ 磐田市 イカまらそん部 1:24:14

32 278 酒井 克彦 ｻｶｲ ｶﾂﾋｺ 袋井市 天雅ＡＣ 1:24:19

33 170 久永 啓介 ﾋｻﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 岡崎クラブ 1:24:46

34 327 加藤 英二 ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ 浜松市 1:24:53

35 55 山田 勝矢 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾔ 菊川市 がっこー陸上部 1:24:54

36 67 斉藤 公信 ｻｲﾄｳ ｷﾐﾉﾌﾞ 浜松市 1:24:55

37 773 久野 祐平 ｸﾉ ﾕｳﾍｲ 袋井市 1:25:59

38 703 岡野 陽平 ｵｶﾉ ﾖｳﾍｲ 浜松市 浜松ホトニクス 1:26:00

39 243 西川 和宏 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 ２ＮＤＷＩＮＤ 1:26:06

40 198 伊熊 信八 ｲｸﾏ ｼﾝﾔ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:26:17

41 113 友田 貴久 ﾄﾓﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 森町 袋井消防 1:26:21

42 217 赤堀 耕介 ｱｶﾎﾘ ｺｳｽｹ 森町 1:26:40

43 392 杉山 安平 ｽｷﾞﾔﾏ ﾔｽﾍｲ 磐田市 すぎやま歯科 1:26:43

44 145 眞田 忠 ｻﾅﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 京都府 1:26:50

45 58 小島 伸介 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ 静岡市 チームＳＲＣ 1:26:58

46 214 松苗 幸一 ﾏﾂﾅｴ ｺｳｲﾁ 吉田町 1:27:02

47 179 村松 俊明 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｼｱｷ 磐田市 浜松ホトニクス 1:27:12

48 290 寺田 芳明 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 袋井市 中東遠総合医療 1:27:22

49 307 板倉 宏興 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｵｷ 愛知県 板倉実業 1:27:33

50 287 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 浜松市 静岡地本袋井 1:28:04
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51 108 鈴木 要 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ 浜松市 1:28:16

52 400 寺田 展浩 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 磐田市 1:28:21

53 279 西村 吏司 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ 浜松市 浜松馬鹿軍団 1:28:29

54 397 奥野 正和 ｵｸﾉ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 泉州電業ＴＲＣ 1:28:38

55 340 大河原 健太郎 ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 スマイルズ 1:28:52

56 537 幸田 真也 ｺｳﾀﾞ ｼﾝﾔ 浜松市 1:29:00

57 711 岩田 悟 ｲﾜﾀ ｻﾄﾙ 愛知県 1:29:01

58 694 古谷 佳貴 ﾌﾙﾀﾆ ﾖｼｷ 御前崎市 1:29:05

59 338 後藤 慎吾 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｺﾞ 浜松市 常葉大学ＧＴＺ 1:29:09

60 5313 森脇 伸一 ﾓﾘﾜｷ ｼﾝｲﾁ 愛知県 関西ペイント 1:29:13

61 449 高田 卓紀 ﾀｶﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 沼津市 ＢＤＰ 1:29:15

62 669 杉村 晃 ｽｷﾞﾑﾗ ｱｷﾗ 静岡市 静岡走ろう会 1:29:15

63 104 小澤 昌通 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 浜松市 1:30:00

64 403 加藤 卓司 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県 1:30:11

65 384 柴田 雄亮 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 磐田市 浜松うましか 1:30:31

66 333 鈴木 貴則 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 掛川市 東海物産 1:30:50

67 677 石丸 智啓 ｲｼﾏﾙ ﾄﾓﾋﾛ 藤枝市 はら整形外科 1:30:53

68 322 戸田 純平 ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 浜松市 Ｒ．Ｗ．Ｆ 1:31:10

69 261 望月 慶博 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 1:31:12

70 649 中里 俊彦 ﾅｶｻﾄ ﾄｼﾋｺ 岩手県 1:31:13

71 563 梶山 順司 ｶｼﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 静岡市 1:31:25

72 62 松下 豊 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾀｶ 菊川市 菊川市役所 1:31:39

73 618 大石 隆芳 ｵｵｲｼ ﾀｶﾖｼ 磐田市 ショーワＲＣ 1:31:47

74 1384 横澤 俊行 ﾖｺｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 1:31:59

75 359 平賀 忍 ﾋﾗｶﾞ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 ゴトー理研 1:32:03

76 543 稲葉 祐介 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:32:23

77 415 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 浜松市 ヤマハランナー 1:32:24

78 303 藤田 佳久 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋｻ 静岡市 1:32:24

79 521 渡部 智一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 磐田市 1:32:28

80 360 松尾 亮平 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県 1:32:29

81 746 古畑 健太 ｺﾊﾀ ｹﾝﾀ 静岡市 ＮＤＳＲＣ 1:32:31

82 365 山下 太朗 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾛｳ 掛川市 1:32:33

83 589 鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 静岡市 1:32:40

84 60 桑原 武大 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾋﾛ 磐田市 チームリバティ 1:32:42

85 633 向井 天 ﾑｶｲ ﾀｶｼ 神奈川県 1:32:43

86 413 野村 広隆 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 静岡市 ＮＤＳＲＣ 1:32:50

87 440 陰山 耕司 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞ 袋井市 チーム平田ＧＯ 1:32:52

88 238 岡本 雅裕 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 藤枝市 1:32:52

89 268 太田 慎太郎 ｵｵﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 1:32:58

90 1089 岡田 真吉 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｷﾁ 浜松市 ＪＯＫＥＹ 1:33:07

91 367 北澤 正史 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｼ 愛知県 1:33:15

92 995 中野 潤 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ 沼津市 池田病院 1:33:16

93 335 里澤 聡洋 ｻﾄｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 庄内ＲＴ 1:33:16

94 664 山口 明大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 浜松市 1:33:18

95 191 田中 寛己 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 浜松市 サクラ工業 1:33:20

96 1371 新田 資展 ﾆｯﾀ ｽｹﾉﾌﾞ 浜松市 1:33:41

97 723 松久 朋弘 ﾏﾂﾋｻ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:33:46

98 936 渡部 直矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 袋井市 梅山ランナーズ 1:33:50

99 899 小泉 幸介 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 御前崎市 1:33:50

100 194 高柳 一樹 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 袋井市 1:33:54
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101 161 其田 清久 ｿﾉﾀﾞ ｷﾖﾋｻ 湖西市 Ｎｉｔｔｏ 1:33:59

102 986 天野 淳之 ｱﾏﾉ ｱﾂｼ 掛川市 1:34:00

103 2352 上地 ラファエル ｳｴﾁ ﾗﾌｧｴﾙ 愛知県 1:34:03

104 1124 功刀 雅人 ｸﾇｷﾞ ﾏｻﾄ 袋井市 ＳＤＬ 1:34:13

105 824 松尾 直則 ﾏﾂｵ ﾏｻﾉﾘ 三島市 静岡銀行 1:34:14

106 1386 吾妻 大輔 ｱﾂﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:34:14

107 581 角田 哲 ｶｸﾀﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 1:34:21

108 323 綱島 智則 ﾂﾅｼﾏ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 浜松ホトニクス 1:34:22

109 352 加藤 佑輔 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:34:36

110 634 加藤 俊彦 ｶﾄｳ ﾄｼﾋｺ 愛知県 1:34:38

111 989 澤木 隆輔 ｻﾜｷ ﾘｭｳｽｹ 浜松市 スイラン 1:34:39

112 1708 菅谷 洋介 ｽｶﾞﾔ ﾖｳｽｹ 愛知県 1:34:40

113 782 江原 正幸 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 浜松市 1:34:41

114 864 都築 基浩 ﾂﾂﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 愛知県 ＡＵＣ 1:34:44

115 481 小木 康寛 ｵｷﾞ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:34:48

116 688 山本 寿彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋｺ 愛知県 1:34:56

117 1257 堀内 満 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾂﾙ 掛川市 ＮＳＫＷ―ＲＣ 1:35:00

118 171 大野 悟 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 愛知県 （株）琥珀観光 1:35:10

119 452 吉田 雅和 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 ＭＹＳＴ 1:35:11

120 1400 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 浜松市 1:35:12

121 1308 鈴木 潤 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:35:15

122 826 荒井 俊郎 ｱﾗｲ ﾄｼﾛｳ 岐阜県 1:35:26

123 953 鬼武 宏行 ｵﾆﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 麦走！酔走楽団 1:35:29

124 1198 藤原 郁実 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾐ 菊川市 1:35:41

125 127 長谷川 真矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 牧之原市 静岡消防 1:35:41

126 304 有賀 和彦 ｱﾘｶﾞ ｶｽﾞﾋｺ 富士宮市 ＲｕｎＣｒｅｗ 1:35:43

127 883 岡田 貴弘 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 協和工業 1:35:54

128 1643 岩井 健太 ｲﾜｲ ｹﾝﾀ 愛知県 1:35:55

129 1830 小栗 好博 ｵｸﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 1:35:57

130 185 神長 崇宏 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 焼津市 1:36:07

131 383 仙石 素也 ｾﾝｺﾞｸ ﾓﾄﾅﾘ 焼津市 1:36:23

132 754 永田 裕三 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 1:36:27

133 232 松本 隆太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 浜松光電 1:36:50

134 1042 河野 良和 ｺｳﾉ ﾖｼｶｽﾞ 島田市 1:37:03

135 790 田中 秀幸 ﾀﾅｶ ｼｭｳｺｳ 静岡市 服織熱血陸上部 1:37:04

136 678 磯田 進也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ 浜松市 サイコアスロン 1:37:08

137 454 藤田 洋規 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 1:37:12

138 1503 山田 銀次 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾞ 磐田市 1:37:14

139 693 平田 康 ﾋﾗﾀ ｺｳ 神奈川県 1:37:14

140 2599 富取 正行 ﾄﾐﾄﾘ ﾏｻﾕｷ 愛知県 1:37:18

141 801 遠藤 和也 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 浜松市 1:37:24

142 921 丸野 祐介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 磐田市 スコーピオンズ 1:37:26

143 5362 村上 寛之 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 袋井市 1:37:36

144 495 鳥居 良之 ﾄﾘｲ ﾖｼﾕｷ 磐田市 1:37:43

145 5451 榊原 正晃 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻｱｷ 浜松市 1:37:44

146 1168 松田 英晴 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 袋井市 だーまつ 1:37:48

147 992 和泉 勧 ｲｽﾞﾐ ﾀｽｸ 浜松市 1:37:50

148 5513 鈴木 秀斗 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ 磐田市 1:37:51

149 266 向島 丈貴 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 浜松市 1:37:56

150 805 澤口 真人 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 掛川市 ファイトクラブ 1:38:06
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151 742 内山 健治 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 浜松市 1:38:07

152 983 衣川 達規 ｷﾇｶﾞﾜ ﾀﾂﾉﾘ 浜松市 仲間ゆうゆう 1:38:09

153 1566 木内 学 ｷｳﾁ ｶﾞｸ 神奈川県 ＷＤＣ 1:38:12

154 411 戸塚 仁 ﾄﾂﾞｶ ｼﾞﾝ 磐田市 1:38:18

155 484 田口 敬之 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 浜松市 1:38:20

156 502 むらまつ たくろう ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾛｳ 東京都 1:38:20

157 1025 山本 聡志 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 浜松市 1:38:38

158 1156 明石 鉄平 ｱｶｼ ﾃｯﾍﾟｲ 吉田町 山八組駅伝部 1:38:48

159 341 中村 智一 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 浜松市 1:38:50

160 777 宮崎 真介 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｽｹ 神奈川県 やっつけ倶楽部 1:38:56

161 913 坂 文貴 ﾊﾞﾝ ﾌﾐﾀｶ 愛知県 1:38:59

162 846 木村 正一 ｷﾑﾗ ﾏｻｲﾁ 愛知県 1:39:06

163 101 植田 雅利 ｳｴﾀ ﾏｻﾄｼ 菊川市 1:39:21

164 1052 永田 敏夫 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼｵ 浜松市 ＧＳＫ 1:39:34

165 2608 小倉 光博 ｵｸﾞﾗ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 1:39:59

166 3079 伊藤 辰巳 ｲﾄｳ ﾀﾂﾐ 掛川市 静岡製機ＲＣ 1:40:02

167 564 立田 晶紀 ﾀﾂﾀ ｱｷﾉﾘ 焼津市 1:40:37

168 821 原山 純 ﾊﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:40:37

169 779 大城 泰崇 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾀｶ 浜松市 エンデパＲＣ 1:40:40

170 358 大岩 泰紘 ｵｵｲﾜ ﾔｽﾋﾛ 三重県 1:40:49

171 5932 狩野 吉紀 ｶﾉｳ ﾖｼｷ 静岡市 1:40:51

172 629 山本 祥嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 静岡市 1:40:52

173 949 後藤 雅幸 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 静岡市 静岡ブロラン 1:40:54

174 660 鈴木 淳夫 ｽｽﾞｷ ｱﾂｵ 浜松市 市川建築 1:40:57

175 538 西浦 正典 ﾆｼｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 三重県 加藤建設 1:41:10

176 1702 中根 正喜 ﾅｶﾈ ﾏｻｷ 愛知県 1:41:18

177 533 水野 清人 ﾐｽﾞﾉ ｷﾖﾄ 袋井市 磐田消防 1:41:23

178 5175 小粥 保宏 ｵｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:41:26

179 5965 川合 勇毅 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 磐田市 1:41:28

180 1607 角皆 智史 ﾂﾉｶﾞｲ ｻﾄｼ 掛川市 1:41:35

181 2265 袴田 充哉 ﾊｶﾏﾀ ﾐﾂﾔ 藤枝市 1:41:39

182 940 神野 友道 ｶﾐﾉ ﾄﾓﾐﾁ 愛知県 1:41:46

183 1161 三沢 祐貴 ﾐｻﾜ ﾕｳｷ 浜松市 1:41:48

184 2123 山下 大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 ＹＭＳＬ 1:41:52

185 1116 黒木 友彦 ｸﾛｷ ﾄﾓﾋｺ 愛知県 チームモカモカ 1:41:57

186 130 鈴木 渉 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 浜松市 1:42:03

187 5179 白柳 賢吾 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ｹﾝｺﾞ 磐田市 中部電力（株） 1:42:07

188 847 柴田 秀幸 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 1:42:13

189 421 佐々木 隆太 ｻｻｷ ﾘｭｳﾀ 磐田市 1:42:15

190 3020 鈴木 秀典 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 浜松市 1:42:19

191 205 足立 誠 ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 愛知県 1:42:40

192 1154 坂口 太郎 ｻｶｸﾞﾁ ﾀﾛｳ 浜松市 亜桜組 1:42:42

193 702 竹内 敏久 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾋｻ 愛知県 1:42:46

194 739 藤田 剛 ﾌｼﾞﾀ ｺﾞｳ 愛知県 1:42:47

195 706 浜名 康全 ﾊﾏﾅ ﾔｽﾏｻ 浜松市 浜松ホトニクス 1:42:49

196 1376 山崎 友朗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 静岡市 ＳＣＨ 1:42:51

197 1588 三浦 慶彦 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋｺ 掛川市 1:43:20

198 1321 黒田 紘生 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:43:21

199 1130 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 ＷＡ 1:43:21

200 2905 伊藤 大祐 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:43:25

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

ハーフハーフハーフハーフ男子30歳～39歳男子30歳～39歳男子30歳～39歳男子30歳～39歳

Print: 2016/11/13 12:53:19 5 / 23 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

201 1476 竹内 章雄 ﾀｹｳﾁ ｱｷｵ 愛知県 1:43:27

202 984 榛葉 典仁 ｼﾝﾊﾞ ﾉﾘﾋﾄ 掛川市 1:43:27

203 1186 中村 淳 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:43:41

204 1110 荒川 智浩 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:43:48

205 926 柴崎 篤信 ｼﾊﾞｻｷ ｱﾂﾉﾌﾞ 東京都 ポニーテールズ 1:43:48

206 1323 山岡 雄哉 ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾔ 浜松市 山岡医新整体 1:43:49

207 1107 赤根 幸広 ｱｶﾈ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 1:43:49

208 1341 岡田 司 ｵｶﾀﾞ ﾂｶｻ 愛知県 ドラン会 1:43:50

209 2700 戸塚 孝宏 ﾄﾂｶ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 1:43:56

210 1182 渡辺 覚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 1:43:57

211 2936 鈴木 寿吉 ｽｽﾞｷ ﾄｼｷ 愛知県 1:44:02

212 1929 渡邉 恒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ 磐田市 1:44:08

213 5060 宮下 裕太 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾀ 浜松市 1:44:28

214 716 岸本 直記 ｷｼﾓﾄ ﾅｵｷ 浜松市 ＦＴＵＣ 1:44:30

215 813 小蕎 圭祐 ｵｿﾊﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 1:44:41

216 637 寺田 成男 ﾃﾗﾀﾞ ｼｹﾞｵ 牧之原市 石原水産（株） 1:44:44

217 1926 杉本 浩一 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 浜松市 浜松ホトニクス 1:44:47

218 1100 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 島田市 1:44:50

219 1761 朝比奈 拓郎 ｱｻﾋﾅ ﾀｸﾛｳ 静岡市 静岡南高２軍 1:44:52

220 761 山本 政和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 袋井市 三倉小学校 1:45:01

221 1364 荻原 広一郎 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 ＫＵＲＴ 1:45:02

222 827 博多 允洋 ﾊｶﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:45:11

223 1397 美村 洋 ﾐﾑﾗ ﾋﾛｼ 湖西市 高倉帝国 1:45:30

224 1671 金原 周平 ｷﾝﾊﾟﾗ ｼｭｳﾍｲ 静岡市 キンパラ 1:45:34

225 5493 小河 茂 ｵｶﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 吉田町 スペイン塾 1:45:36

226 5419 藤島 達矢 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀﾂﾔ 磐田市 1:45:40

227 1432 平野 雅之 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾕｷ 磐田市 1:45:43

228 1605 山白 紘大 ﾔﾏﾊｸ ｺｳﾀ 袋井市 ＹＥＪＰ技２１ 1:45:43

229 1048 山崎 健二 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:45:52

230 5597 清水 久雄 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｵ 愛知県 1:45:59

231 1991 瀬古 敏邦 ｾｺ ﾄｼｸﾆ 愛知県 Ｇ－ＭＡＸ 1:46:08

232 1614 稲田 順一 ｲﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 1:46:08

233 5984 小松 和芳 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾖｼ 磐田市 1:46:14

234 1355 新名 晃幸 ﾆｲﾅ ｱｷﾕｷ 磐田市 1:46:31

235 755 広地 正樹 ﾋﾛﾁ ﾏｻｷ 袋井市 1:46:36

236 2125 増田 豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 1:46:39

237 1267 浦野 正人 ｳﾗﾉ ﾏｻﾄ 愛知県 1:46:39

238 545 穴井 恵一 ｱﾅｲ ｹｲｲﾁ 愛知県 衣浦東部消防局 1:46:52

239 1629 臼井 佑真 ｳｽｲ ﾕｳﾏ 高知県 ＩＮＦ２００４ 1:46:53

240 1084 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 浜松市 ＡＸＴＯＳ浜松 1:46:54

241 1825 中村 聡仁 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 焼津市 1:46:55

242 3199 中山 孝司 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 磐田市 1:47:13

243 1203 崎山 晋栄 ｻｷﾔﾏ ｼﾝｴｲ 愛知県 1:47:17

244 5414 田代 勝良 ﾀｼﾛ ｶﾂﾖｼ 愛知県 走れ！タシロ 1:47:20

245 1043 佐野 裕樹 ｻﾉ ﾕｳｷ 焼津市 1:47:26

246 1102 森下 典栄 ﾓﾘｼﾀ ﾉﾘｼｹﾞ 浜松市 1:47:37

247 2653 長谷川 浩司 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:47:38

248 990 大島 徳洋 ｵｵｼﾏ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 1:47:43

249 860 寺田 雄彦 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 磐田市 1:47:46

250 1425 野末 洋介 ﾉｽﾞｴ ﾖｳｽｹ 磐田市 1:47:55
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251 3818 中山 陽央 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ 愛知県 1:47:55

252 1937 荘田 倫央 ｿｳﾀﾞ ﾐﾁﾋｻ 浜松市 1:47:57

253 1214 長谷川 剛広 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 藤枝市 1:48:02

254 562 岡部 雅史 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ 湖西市 勝竹走遊会 1:48:05

255 5274 鈴木 智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 浜松市 1:48:06

256 4794 福島 諒 ﾌｸｼﾏ ﾘｮｳ 森町 ミネベア 1:48:07

257 3385 岡本 雅紹 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｱｷ 菊川市 1:48:10

258 3235 谷澤 知章 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 浜松市 1:48:13

259 1884 宇賀神 元毅 ｳｶﾞｼﾞﾝ ﾓﾄｷ 藤枝市 掛川市役所 1:48:15

260 1019 鴨下 雅樹 ｶﾓｼﾀ ﾏｻｷ 愛知県 1:48:19

261 164 鈴木 宏人 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 浜松市 1:48:27

262 1959 紙谷 和広 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 1:48:28

263 3112 伊藤 慎一 ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 袋井市 チーム生 1:48:29

264 4988 藤田 泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 浜松市 1:48:32

265 1800 松本 敬介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 浜松市 1:48:36

266 1443 関山 陽祐 ｾｷﾔﾏ ﾖｳｽｹ 磐田市 1:48:38

267 1514 鈴木 政明 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 磐田市 ブルーインパル 1:48:42

268 2989 笠原 慎也 ｶｻﾊﾗ ｼﾝﾔ 浜松市 1:48:47

269 1225 山﨑 雄治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 静岡市 俺は政光 1:48:47

270 809 浅羽 俊光 ｱｻﾊﾞ ﾄｼﾐﾂ 袋井市 大進堂 1:48:51

271 1165 日高 由雅 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼﾏｻ 神奈川県 1:48:53

272 1004 川島 淳 ｶﾜｼﾏ ｱﾂｼ 千葉県 1:49:03

273 1886 黒田 貴裕 ｸﾛﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 ＳＡＣ 1:49:09

274 1722 岩崎 良治 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｼﾞ 藤枝市 速楽走会 1:49:09

275 964 照井 英之 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 1:49:14

276 1550 川合 秀之 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 玉澤 1:49:15

277 540 鈴木 源吾 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｺﾞ 浜松市 水曜練習会 1:49:16

278 5934 高橋 恵太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 磐田市 1:49:18

279 5796 勝浦 史弥 ｶﾂｳﾗ ﾌﾐﾔ 菊川市 1:49:35

280 1927 間渕 晃介 ﾏﾌﾞﾁ ｺｳｽｹ 浜松市 リスクナイン 1:49:42

281 1610 鈴木 智広 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 1:49:43

282 2277 薮崎 裕哉 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾕｳﾔ 藤枝市 1:49:54

283 2737 新田 敦士 ﾆｯﾀ ｱﾂｼ 徳島県 1:50:05

284 3298 志村 輝幸 ｼﾑﾗ ﾃﾙﾕｷ 藤枝市 1:50:11

285 1430 高橋 望 ﾀｶﾊｼ ﾉｿﾞﾑ 湖西市 1:50:12

286 1054 豊田 竜平 ﾄﾖﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 浜松市 矢崎（高野会） 1:50:18

287 3535 星野 充俊 ﾎｼﾉ ｱﾂﾄｼ 浜松市 ＲＤＧ 1:50:21

288 2288 上田 政由 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 藤枝市 1:50:35

289 1804 大石 圭佑 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ 袋井市 1:50:36

290 2071 鈴木 智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 浜松市 ＨＲＣ 1:50:37

291 2825 山田 幸延 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 浜松市 1:50:38

292 888 加茂 隆彦 ｶﾓ ﾀｶﾋｺ 焼津市 1:50:43

293 3021 谷口 成紀 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞﾉﾘ 磐田市 1:50:43

294 1353 齋藤 達彦 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 浜松市 乱マルＷＥＳＴ 1:50:51

295 3307 杉山 正樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 愛知県 衣浦東部消防局 1:50:55

296 832 山室 栄一 ﾔﾏﾑﾛ ｴｲｲﾁ 愛知県 ＧーＭＡＸ 1:50:55

297 5223 竹内 健太 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 湖西市 ＴＨＲ 1:51:11

298 5638 佐藤 静 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 浜松市 1:51:15

299 2482 島沢 竜平 ｼﾏｻﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ 掛川市 1:51:19

300 5315 竹原 伸行 ﾀｹﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 磐田市 1:51:44
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301 3273 名倉 眞伍 ﾅｸﾞﾗ ｼﾝｺﾞ 浜松市 ジレサゥン 1:51:54

302 1609 鈴木 真人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 磐田市 1:51:57

303 1035 今澤 哲裕 ｲﾏｻﾞﾜ ﾃﾂﾋﾛ 浜松市 天竜厚生会 1:52:00

304 1778 魚住 直樹 ｳｵｽﾞﾐ ﾅｵｷ 愛知県 1:52:04

305 2304 八木沼 志行 ﾔｷﾞﾇﾏ ｼｺｳ 神奈川県 1:52:05

306 529 島崎 正雄 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ 袋井市 上石野ＡＣ 1:52:06

307 1919 佐野 直孝 ｻﾉ ﾅｵﾀｶ 藤枝市 石津新田 1:52:07

308 1115 内山 宗芳 ｳﾁﾔﾏ ﾑﾈﾖｼ 浜松市 エンデパ 1:52:23

309 815 西川 慎二 ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 浜松市 1:52:26

310 1318 柴田 憲彦 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋｺ 磐田市 1:52:26

311 2164 山田 信夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 袋井市 1:52:29

312 1350 木村 好一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ 浜松市 浜松ホトニクス 1:52:33

313 962 西村 賢治 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 磐田市 ＭＢＪ 1:52:36

314 993 坂本 功輔 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ 湖西市 1:52:40

315 2303 久富 泰洋 ﾋｻﾄﾐ ﾔｽﾋﾛ 三重県 1:52:43

316 5935 水野 宏樹 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ 磐田市 1:52:45

317 251 佐橋 宏典 ｻﾊﾞｼ ﾋﾛﾉﾘ 静岡市 1:52:46

318 1418 齋藤 正敏 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 浜松市 1:52:48

319 2634 近藤 敬太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 静岡市 1:52:50

320 1362 山下 昌彦 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋｺ 浜松市 1:52:50

321 63 松本 健太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 静岡陸連 1:52:57

322 2010 小柳 卓也 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾔ 磐田市 1:52:58

323 3344 吉田 卓矢 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 静岡市 静岡県立大学 1:53:00

324 2363 大塚 敦 ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ 浜松市 1:53:05

325 230 松尾 遼平 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 1:53:05

326 2527 荒尾 健司 ｱﾗｵ ｹﾝｼﾞ 愛知県 近藤鉄工 1:53:14

327 2315 松本 繁治 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾊﾙ 静岡市 1:53:14

328 1402 吉田 真 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 （株）琥珀観光 1:53:17

329 5110 内村 翼 ｳﾁﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 浜松市 浜松工業高校 1:53:17

330 2131 加藤 之教 ｶﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 湖西市 1:53:23

331 123 石川 慎司 ｲｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 浜松市 1:53:27

332 216 鈴木 省吾 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 Ｋスマイル 1:53:32

333 2693 鳥居 剛行 ﾄﾘｲ ﾏｻﾕｷ 磐田市 ロイカーズ 1:53:35

334 558 岡部 貴史 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 静岡市 中田小学校 1:53:42

335 1086 服部 英典 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 1:53:42

336 1905 柴田 行隆 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾀｶ 浜松市 1:53:50

337 2720 八木 翔 ﾔｷﾞ ｼｮｳ 浜松市 1:53:50

338 5665 雨倉 達彦 ｱﾒｸﾗ ﾀﾂﾋｺ 浜松市 1:53:53

339 1921 木村 大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 袋井市 ライダース 1:54:02

340 1563 山崎 亮二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ 浜松市 1:54:03

341 1703 加藤 統久 ｶﾄｳ ﾉﾘﾋｻ 浜松市 1:54:07

342 1717 若林 宏 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 東京都 1:54:08

343 733 小杉 敦士 ｺｽｷﾞ ｱﾂｼ 静岡市 県立高校 1:54:12

344 1838 助川 文聰 ｽｹｶﾞﾜ ﾌﾞﾝｿｳ 福島県 光ＲＵＮいわき 1:54:14

345 1648 酒井 寛人 ｻｶｲ ﾋﾛﾄ 浜松市 1:54:16

346 1559 生熊 章吾 ｲｸﾏ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 1:54:17

347 5907 保志 弘幸 ﾎｼ ﾋﾛﾕｷ 藤枝市 1:54:19

348 4811 渡辺 仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 愛知県 中央化学 1:54:20

349 1282 中村 夢高 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾀｶ 浜松市 あ走会 1:54:21

350 3008 鈴木 孝典 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 ハイ★ウエスト 1:54:21
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351 1139 蓮見 洋祐 ﾊｽﾐ ﾖｳｽｹ 袋井市 ポコレーシング 1:54:23

352 5382 田畑 則仁 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋﾄ 磐田市 1:54:27

353 2104 牧戸 正治 ﾏｷﾄﾞ ｾｲｼﾞ 浜松市 1:54:40

354 2444 林 義裕 ﾊﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 1:54:44

355 1117 春成 英史 ﾊﾙﾅﾘ ｴｲｼﾞ 浜松市 1:54:44

356 2314 宮谷 昌希 ﾐﾔﾔ ﾏｻｷ 森町 1:54:44

357 3426 足立 剛大 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ 掛川市 1:54:47

358 1598 馬渕 寛尚 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ 浜松市 1:54:53

359 2926 福田 真吾 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 浜松市 1:54:54

360 3481 室賀 啓之 ﾑﾛｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 スズキ 1:54:56

361 1969 安形 真樹 ｱﾝｶﾞﾀ ﾏｻｷ 愛知県 1:55:09

362 3164 下村 達也 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾂﾔ 愛知県 中庸スプリング 1:55:18

363 2102 笠原 聡志 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 長野県 1:55:22

364 1924 西原 ファビオ ﾆｼﾊﾗ ﾌｧﾋﾞｵ 愛知県 1:55:32

365 1575 松浦 由幸 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾕｷ 長野県 1:55:43

366 2805 本田 博義 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ 磐田市 1:55:45

367 3663 岡田 薫 ｵｶﾀﾞ ｶｵﾙ 浜松市 川合肥料 1:55:47

368 3247 坪田 章央 ﾂﾎﾞﾀ ｱｷｵ 愛知県 1:55:50

369 2325 鈴木 祐二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 磐田市 クオーツ 1:55:51

370 2235 鈴木 雄策 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 掛川市 1:55:59

371 2298 峯澤 智裕 ﾐﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:56:10

372 2213 中村 晃道 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾐﾁ 浜松市 1:56:12

373 719 河野 数広 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 琥珀観光 1:56:15

374 5959 大石 大輔 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:56:21

375 1732 前田 芳宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 1:56:27

376 3275 荒川 豊 ｱﾗｶﾜ ﾕﾀｶ 愛知県 1:56:29

377 2384 岩田 和也 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 磐田市 1:56:31

378 2317 椴山 由貴 ﾓﾐﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 浜松市 1:56:32

379 1914 齋藤 明宏 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 浜松市 1:56:32

380 1946 山口 和之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 1:56:33

381 5153 勝間 雄介 ｶﾂﾏ ﾕｳｽｹ 静岡市 1:56:33

382 1832 島田 将司 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 浜松市 航空自衛隊 1:56:46

383 3939 名倉 大貴 ﾅｸﾞﾗ ﾋﾛｷ 浜松市 １５１５ 葵西 1:56:47

384 4101 山田 健司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:56:49

385 5900 諸岡 厳佳 ﾓﾛｵｶ ﾀｶﾖｼ 静岡市 1:56:50

386 3556 大橋 旭 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 浜松市 1:56:59

387 867 手島 健公 ﾃｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾄ 静岡市 1:57:00

388 2263 鈴木 俊宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 1:57:04

389 2387 山川 智也 ﾔﾏｶﾜ ﾄﾓﾔ 三重県 塩浜ＲＣ 1:57:07

390 2643 鎌田 将智 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 浜松市 1:57:10

391 882 竹下 正芳 ﾀｸｼﾀ ﾏｻﾖｼ 浜松市 1:57:14

392 1031 松本 昌幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 掛川市 1:57:15

393 1525 平川 伸彦 ﾋﾗｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 浜松市 1:57:22

394 1229 長島 峰晃 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾈｱｷ 浜松市 1:57:26

395 1185 谷茂岡 崇 ﾔﾓｵｶ ﾀｶｼ 浜松市 1:57:26

396 2484 小島 康裕 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 1:57:27

397 6007 田中 洋平 ﾀﾅｶ ﾖｳﾍｲ 磐田市 1:57:31

398 1419 袴田 大介 ﾊｶﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 あばんちゅ～る 1:57:31

399 1957 崎山 貴之 ｻｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 菊川市 リスペクト 1:57:39

400 3800 八木 和紀 ﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ 浜松市 1:57:40
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401 1264 伊藤 昌利 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 東京都 1:57:40

402 838 村松 広三郎 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 浜松市 1:57:43

403 2887 大橋 玲児 ｵｵﾊｼ ﾚｲｼﾞ 静岡市 1:57:43

404 147 太田 聖也 ｵｵﾀ ｾｲﾔ 袋井市 菊川市 1:57:45

405 4043 瀬尾 直也 ｾｵ ﾅｵﾔ 長泉町 1:57:51

406 560 杉山 卓 ｽｷﾞﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 沼津市 河浦ＳＤ 1:57:52

407 1401 高木 淳志 ﾀｶｷﾞ ｱﾂｼ 浜松市 1:57:55

408 2424 浅井 千玄 ｱｻｲ ﾁﾊﾙ 浜松市 聖隷三方原病院 1:57:56

409 134 中村 直人 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ 愛知県 衣浦東部消防局 1:57:57

410 4227 小勝 英明 ｺｶﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 静岡市 1:57:58

411 3088 大石 祐輔 ｵｵｲｼ ﾕｳｽｹ 神奈川県 1:58:03

412 5412 鈴木 亮太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浜松市 1:58:05

413 5408 小倉 皓介 ｵｸﾞﾗ ｺｳｽｹ 浜松市 1:58:05

414 3551 秋野 浩之 ｱｷﾉ ﾋﾛﾕｷ 御前崎市 ＴＥＡＭＮＢＣ 1:58:08

415 5735 荒井 克之 ｱﾗｲ ｶﾂﾕｷ 愛知県 1:58:10

416 2690 三好 翔 ﾐﾖｼ ｼｮｳ 磐田市 健志ザワールド 1:58:12

417 2837 中村 泰幸 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 浜松市 1:58:13

418 1865 菊地 譲 ｷｸﾁ ﾕｽﾞﾙ 愛知県 1:58:14

419 3299 位田 暁彦 ｲﾝﾃﾞﾝ ｱｷﾋｺ 浜松市 1:58:14

420 2152 鈴木 雅人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 三島市 1:58:19

421 2925 牧田 直也 ﾏｷﾀ ﾅｵﾔ 浜松市 1:58:23

422 2245 寺本 典史 ﾃﾗﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ 浜松市 ＷＲＣ 1:58:23

423 862 川井 庄太 ｶﾜｲ ｼｮｳﾀ 磐田市 1:58:27

424 2454 片岡 圭士郎 ｶﾀｵｶ ｹｲｼﾛｳ 磐田市 充英アート 1:58:27

425 1888 大石 康之 ｵｵｲｼ ﾔｽﾕｷ 磐田市 1:58:27

426 3760 増田 考浩 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 1:58:28

427 2110 杉本 憲一 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 愛知県 1:58:30

428 714 金原 直哉 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾅｵﾔ 袋井市 1:58:30

429 5501 大場 敦夫 ｵｵﾊﾞ ｱﾂｵ 磐田市 静岡トヨタ 1:58:37

430 2655 畔柳 正志 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 愛知県 衣浦東部消防局 1:58:37

431 2692 劉 健豊 ﾗｳ ｷｴﾝﾎﾝ 浜松市 1:58:37

432 2079 深田 智久 ﾌｶﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 浜松市 1:58:41

433 3287 大田原 明洋 ｵｵﾀﾜﾗ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:58:41

434 2194 ファグンデス マルコス ﾌｧｸﾞﾝﾃﾞｽ ﾏﾙｺｽ 愛知県 ｒｕｎｂｒｊｐ 1:58:46

435 4074 伊藤 直和 ｲﾄｳ ﾅｵｶｽﾞ 愛知県 1:58:47

436 2871 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 山本電設（株） 1:58:48

437 1560 勝俣 和男 ｶﾂﾏﾀ ｶｽﾞｵ 浜松市 1:58:49

438 1169 内山 寛基 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ 浜松市 グローリー 1:58:50

439 3327 大庭 裕雅 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄｼ 袋井市 1:58:52

440 1857 古家 智 ﾌﾙｲｴ ｻﾄｼ 浜松市 ＨＲＣ 1:58:52

441 2281 木根 潤兵 ｷﾈ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 焼津市 木根接骨院 1:58:52

442 2261 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 浜松市 1:59:01

443 2485 山本 拓磨 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾏ 千葉県 1:59:09

444 188 太田 良朋 ｵｵﾀ ﾖｼﾄﾓ 浜松市 早出マラソン部 1:59:16

445 1219 濱田 裕之 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:59:17

446 2816 川手 洋之 ｶﾜﾃ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:59:18

447 5387 袴田 直樹 ﾊｶﾏﾀ ﾅｵｷ 磐田市 1:59:31

448 4371 杉原 将吾 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 1:59:32

449 1369 鬼頭 昌裕 ｷﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 島ちゃん会 1:59:36

450 724 高島 雅之 ﾀｶｼﾏ ﾏｻﾕｷ 愛知県 ぴいろぼ 1:59:37
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451 2323 堀木 啓介 ﾎﾘｷ ｹｲｽｹ 三重県 佐川急便 1:59:38

452 2475 佐々木 和弘 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 1:59:40

453 3660 石原 守 ｲｼﾊﾗ ﾏﾓﾙ 浜松市 遠州鉄道（株） 1:59:42

454 4417 奥山 直樹 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｷ 磐田市 ショーワＲＣ 1:59:43

455 1853 瀬川 博貴 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 三島市 1:59:46

456 1539 石井 健悟 ｲｼｲ ｹﾝｺﾞ 沼津市 1:59:48

457 1665 藤森 雅仁 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾋﾄ 浜松市 こーち 1:59:52

458 1874 上平 じゅん ｳｴﾀﾞｲﾗ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:59:55

459 1653 國枝 顕二郎 ｸﾆｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 浜松市 1:59:57

460 2603 神谷 研一 ｶﾐﾔ ｹﾝｲﾁ 磐田市 2:00:04

461 5166 太田 雄也 ｵｵﾀ ﾕｳﾔ 富士市 2:00:06

462 4071 菅野 誠俊 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ 静岡市 静岡南高２軍 2:00:08

463 5909 中矢 一平 ﾅｶﾔ ｲｯﾍﾟｲ 浜松市 2:00:17

464 2383 吉川 洋一 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 湖西市 2:00:28

465 3143 吉永 正吾 ﾖｼﾅｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知県 2:00:28

466 1244 志田 雄一郎 ｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 富士市 ｔｅａｍ－ｋ 2:00:30

467 3221 小林 智之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 菊川市 こなもん食堂 2:00:36

468 2095 牧野 哲也 ﾏｷﾉ ﾃﾂﾔ 静岡市 2:00:46

469 2639 山田 昌史 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 2:00:48

470 1829 山本 芳裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 湖西市 2:00:49

471 3114 石垣 勉 ｲｼｶﾞｷ ﾂﾄﾑ 愛知県 2:00:52

472 3927 望月 順司 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾞｭﾝｼ 静岡市 静岡トヨタＲＣ 2:00:54

473 3577 服部 剛明 ﾊｯﾄﾘ ﾀｹｱｷ 磐田市 2:01:05

474 2657 渡辺 雅俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 藤枝市 2:01:06

475 3609 桐村 直樹 ｷﾘﾑﾗ ﾅｵｷ 浜松市 2:01:11

476 2833 石川 達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 磐田市 ＹＥＪＰ 2:01:13

477 3392 大橋 有旦 ｵｵﾊｼ ﾅﾘｱｷ 愛知県 2:01:15

478 2617 沖 知之 ｵｷ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 2:01:19

479 2739 武田 和也 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 兵庫県 2:01:25

480 3413 佐藤 壮浩 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 奈良県 2:01:30

481 1056 中村 慎吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:01:33

482 1746 吉見 政隼 ﾖｼﾐ ﾏｻﾄｼ 掛川市 ヘボミでかケツ 2:01:33

483 1510 斎藤 千馬 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 浜松市 ちゅうさんず 2:01:40

484 2807 楠野 友彦 ｸｽﾉ ﾄﾓﾋｺ 浜松市 都田建設 2:01:40

485 2688 浅井 英一 ｱｻｲ ｴｲｲﾁ 沼津市 2:01:41

486 5821 塚本 崇 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶｼ 浜松市 スズキ株式会社 2:01:41

487 2915 細木 一幸 ﾎｿｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 2:01:48

488 3511 内山 貢一 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｲﾁ 浜松市 愛管 2:01:52

489 5968 松下 賢二 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｼﾞ 磐田市 2:01:56

490 2505 佐藤 照盛 ｻﾄｳ ﾃﾙﾓﾘ 浜松市 浜松医科大学 2:01:56

491 2358 難波 宏 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ 掛川市 2:02:02

492 2772 酒井 雄一郎 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 磐田市 2:02:02

493 5367 鳥居 健太郎 ﾄﾘｲ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 中庸スプリング 2:02:04

494 5409 後藤 寿都 ｺﾞﾄｳ ﾋｻﾄ 静岡市 スズケン 2:02:17

495 2955 富田 悠 ﾄﾐﾀﾞ ﾕｳ 浜松市 ブラウンクルー 2:02:18

496 1579 松浦 良 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ 浜松市 2:02:26

497 2276 岩崎 純一 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 2:02:33

498 1699 佐藤 章 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 三島市 パブリック 2:02:36

499 2468 牧原 成志 ﾏｷﾊﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:02:37

500 5383 藤森 健 ﾌｼﾞﾓﾘ ｷﾖｼ 磐田市 2:02:38
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501 3317 松本 好史 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 磐田市 浜松光電 2:02:40

502 5729 山田 真 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 愛知県 2:02:41

503 3431 只井 友也 ﾀﾀﾞｲ ﾄﾓﾔ 愛知県 2:02:42

504 480 藪内 航平 ﾔﾌﾞｳﾁ ｺｳﾍｲ 磐田市 ヤマハＲＣ 2:02:44

505 3185 山崎 裕一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 菊川市 2:02:45

506 2036 川崎 芳紀 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 2:02:50

507 2656 添田 雅哉 ｿｴﾀﾞ ﾏｻﾔ 御前崎市 2:02:52

508 1356 尾関 剛 ｵｾﾞｷ ｺﾞｳ 愛知県 ＦＴＲＣ 2:02:53

509 2297 若林 剛 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 浜松市 2:02:53

510 1108 原田 真介 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｽｹ 菊川市 2:03:00

511 1863 加藤 晴紀 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ 掛川市 2:03:00

512 2249 有木 伴秀 ｱﾘｷ ﾄﾓﾋﾃﾞ 愛知県 2:03:04

513 5266 酒井 秀斗 ｻｶｲ ﾋﾃﾞﾄ 静岡市 2:03:10

514 5528 山本 周平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 愛知県 2:03:10

515 6008 大石 未裕 ｵｵｲｼ ﾐﾕｳ 東京都 2:03:11

516 3878 大浦 亮介 ｵｵｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 公務員 2:03:15

517 1039 仁地 規将 ﾆﾝﾁ ﾉﾘﾏｻ 浜松市 クラスト 2:03:16

518 1928 伴 和久 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾋｻ 磐田市 2:03:19

519 2867 猪坂 恵輔 ｲｻｶ ｹｲｽｹ 愛知県 エンジン技術部 2:03:20

520 2001 服部 知明 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾓｱｷ 愛知県 2:03:25

521 3119 宮崎 達夫 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂｵ 磐田市 2:03:31

522 1700 鈴木 政光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ 袋井市 2:03:39

523 1190 安田 広樹 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県 2:03:46

524 4972 山下 広祐 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｽｹ 浜松市 2:03:47

525 2087 小長谷 亮介 ｺﾅｶﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ 藤枝市 金原工業所 2:03:51

526 4358 設楽 裕貴 ｼﾀﾞﾗ ﾕｳｷ 愛知県 2:03:53

527 428 歌代 孝亮 ｳﾀｼﾛ ﾀｶｱｷ 浜松市 2:03:55

528 4776 藤田 祐規 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 埼玉県 まるおれ 2:03:56

529 4723 遠藤 邦保 ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾔｽ 静岡市 いっか 2:03:56

530 182 鈴木 裕章 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:04:05

531 2696 牧瀬 芳輝 ﾏｷｾ ﾖｼﾃﾙ 浜松市 2:04:06

532 3560 安田 篤志 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ 磐田市 2:04:06

533 5699 加藤 和直 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾅｵ 磐田市 2:04:07

534 2299 山根 旭裕 ﾔﾏﾈ ｱｷﾋﾛ 袋井市 ミネベア 2:04:08

535 546 原田 誠司 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｼﾞ 浜松市 2:04:09

536 4260 八木 猛 ﾔｷﾞ ﾀｹｼ 浜松市 ｆ．ｆ．ｆ． 2:04:14

537 1780 松本 佳克 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｶﾂ 島田市 サザン 2:04:15

538 5127 石川 正高 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾀｶ 磐田市 朝日電装 2:04:18

539 1710 鈴木 マサシ ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ 島田市 中川牧場ＲＣ 2:04:24

540 2938 鈴木 隆介 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 福岡県 2:04:24

541 4125 伊藤 陽人 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ 愛知県 2:04:29

542 5837 中山 航 ﾅｶﾔﾏ ﾜﾀﾙ 三島市 2:04:29

543 1730 真鍋 拓朗 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｸﾛｳ 湖西市 ＦＤＫ 2:04:31

544 1583 渋谷 直人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾄ 磐田市 2:04:39

545 5354 後藤 日出輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:04:43

546 1720 鷲山 泰弘 ﾜｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 Ｐａｃ 2:04:45

547 3170 藤原 和樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 浜松市 そうすけ 2:04:46

548 2091 池ヶ谷 孝巳 ｲｹｶﾞﾔ ﾀｶﾐ 浜松市 2:04:53

549 3510 池田 好章 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｱｷ 湖西市 2:04:53

550 3461 児島 達也 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 静岡市 2:05:00
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551 539 山本 悠太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 菊川市 2:05:01

552 3272 前橋 俊介 ﾏｴﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 ジレサゥン 2:05:05

553 988 近藤 達也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 磐田市 おぱっくす 2:05:05

554 2670 早川 淳 ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ 磐田市 2:05:09

555 1597 水谷 伸吾 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾝｺﾞ 磐田市 浜松ホトニクス 2:05:14

556 3382 竹中 一将 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 2:05:15

557 3161 鈴木 謙吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 磐田市 2:05:15

558 5552 阿形 芳雄 ｱｶﾞﾀ ﾖｼｵ 御前崎市 2:05:16

559 5571 浅井 孝介 ｱｻｲ ｺｳｽｹ 浜松市 ちゅうさんズ 2:05:21

560 1843 外山 浩史 ﾄﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 浜松市 2:05:21

561 3558 白石 健介 ｼﾗｲｼ ｹﾝｽｹ 湖西市 2:05:31

562 5655 秋田 正侑 ｱｷﾀ ﾏｻﾕｷ 愛知県 2:05:33

563 5495 平野 晴彦 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾋｺ 磐田市 2:05:33

564 2346 萩原 庸介 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｽｹ 掛川市 2:05:38

565 2941 栗田 武 ｸﾘﾀ ﾀｹｼ 磐田市 ＨＲＣ 2:05:40

566 4100 肆矢 剛 ﾖﾂﾔ ﾂﾖｼ 愛知県 2:05:41

567 5967 猪原 祐宣 ｲﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 2:05:42

568 4180 塚本 貴徳 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 焼津市 親父ランナーズ 2:05:44

569 5386 鈴木 佑太朗 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 焼津市 2:05:44

570 4402 片桐 智之 ｶﾀｷﾞﾘ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 2:05:56

571 5344 和久田 恵介 ﾜｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 浜松市 2:05:59

572 2272 堀内 智幸 ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓﾕｷ 掛川市 2:06:02

573 1744 河合 直弥 ｶﾜｲ ﾅｵﾔ 浜松市 2:06:04

574 3817 竹内 裕二 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 愛知県 2:06:12

575 2613 吉田 真人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 愛知県 アスモ 2:06:17

576 2596 真子 正登 ﾏﾅｺ ﾏｻﾄ 神奈川県 紅の豚 2:06:22

577 90 足立 進 ｱﾀﾞﾁ ｽｽﾑ 岐阜県 ＮＲＣ 2:06:29

578 4065 鈴木 敦吏 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 磐田市 2:06:31

579 420 山下 太久真 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ 磐田市 2:06:33

580 582 井口 勝 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 愛知県 2:06:42

581 2338 新田 浩二 ﾆｯﾀ ｺｳｼﾞ 富士宮市 2:06:42

582 5856 悦内 直人 ｴﾂｳﾁ ﾅｵﾄ 袋井市 ヤマハ発動機 2:06:50

583 1949 山口 直希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 富士市 2:06:51

584 2604 水島 崇 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｶｼ 磐田市 2:07:00

585 3485 村松 洋介 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｳｽｹ 掛川市 2:07:04

586 1571 永本 洋之 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:07:07

587 3266 松浦 駿 ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝ 浜松市 藤枝呼内 2:07:12

588 3333 知久 宗谷 ﾁｷｭｳ ﾄｼﾔ 吉田町 山八組駅伝部 2:07:13

589 4486 斉藤 彰吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 2:07:15

590 5835 石川 卓弥 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 磐田市 2:07:16

591 3178 岩瀬 浩一 ｲﾜｾ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:07:17

592 3030 宮武 宏典 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾉﾘ 袋井市 磐田化学工業（株） 2:07:18

593 3074 丸山 順也 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 みのりん 2:07:18

594 2148 中村 篤史 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 掛川市 2:07:19

595 295 山内 健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ 袋井市 2:07:20

596 4797 瀬尾 純一 ｾｵ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 静岡産業社 2:07:21

597 5280 増本 隆司 ﾏｽﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 2:07:25

598 4422 池島 直樹 ｲｹｼﾞﾏ ﾅｵｷ 浜松市 2:07:29

599 2980 乗松 隆 ﾉﾘﾏﾂ ﾀｶｼ 浜松市 2:07:36

600 2648 柴田 拓実 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 熊本県 2:07:38
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601 1095 森島 亨 ﾓﾘｼﾏ ﾄｵﾙ 袋井市 2:07:41

602 3917 瀧本 記永 ﾀｷﾓﾄ ﾉﾘﾋｻ 袋井市 ＹＭＳＬ ＡＣ 2:07:43

603 2654 平井 智也 ﾋﾗｲ ﾄﾓﾔ 浜松市 チーム丸子橋 2:07:47

604 2675 梶野 祐生 ｶｼﾞﾉ ﾕｳｷ 磐田市 2:07:54

605 5966 田中 諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 磐田市 2:07:56

606 5444 半場 勇幾 ﾊﾝﾊﾞ ﾕｳｷ 磐田市 2:07:58

607 2039 松本 利真 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾏｻ 浜松市 サンショウ 2:08:01

608 3350 外山 憲佑 ﾄﾔﾏ ｹﾝｽｹ 浜松市 2:08:03

609 4277 小林 武尊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 愛知県 走れ！タシロ 2:08:04

610 5975 今井 悠行 ｲﾏｲ ﾕｳｺｳ 静岡市 2:08:08

611 490 辻 雄貴 ﾂｼﾞ ﾕｳｷ 東京都 2:08:16

612 2498 白野 尚孝 ﾊｸﾉ ﾅｵﾀｶ 山梨県 2:08:22

613 4333 岡村 優 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾙ 磐田市 ヤマハ発動機 2:08:26

614 4196 馬渕 真吾 ﾏﾌﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 磐田市 2:08:28

615 5259 浅野 裕基 ｱｻﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:08:32

616 3029 服部 文彦 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐﾋｺ 磐田市 磐田市消防署 2:08:33

617 4041 野田 丈生 ﾉﾀﾞ ﾀｹｵ 浜松市 2:08:36

618 3537 内藤 敦 ﾅｲﾄｳ ｱﾂｼ 愛知県 2:08:48

619 2588 藤井 和幸 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 掛川市 2:08:48

620 1733 森島 浩之 ﾓﾘｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 2:08:53

621 3953 渡邉 和仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 浜松市 2:09:05

622 3543 竹内 敬俊 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄｼ 磐田市 走友会 2:09:11

623 5611 金原 悠貴 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｳｷ 磐田市 2:09:11

624 2150 羽田 真介 ﾊﾀﾞ ｼﾝｽｹ 磐田市 2:09:12

625 1728 角皆 多佳昭 ﾂﾉｶﾞｲ ﾀｶｱｷ 掛川市 チーム窪野 2:09:14

626 6014 鈴木 四郎 ｽｽﾞｷ ｼﾛｳ 浜松市 2:09:16

627 20012 田中 徳光 ﾀﾅｶ ﾄｸﾐﾂ 埼玉県 2:09:18

628 3220 廣谷 剛 ﾋﾛﾀﾆ ﾀｹｼ 磐田市 2:09:23

629 2574 伊崎 正晃 ｲｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 磐田市 2:09:24

630 4272 鈴木 敏記 ｽｽﾞｷ ﾄｼｷ 磐田市 2:09:24

631 861 片山 祐樹 ｶﾀﾔﾏ ﾕｳｷ 浜松市 ヤマハ発動機 2:09:29

632 5273 白濱 博幸 ｼﾗﾊﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2:09:31

633 5845 三島 健吾 ﾐｼﾏ ｹﾝｺﾞ 静岡市 2:09:36

634 3466 岩崎 良秀 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋﾃﾞ 愛知県 ぬくもり福祉会 2:09:36

635 1979 芝 真英 ｼﾊﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 2:09:40

636 2305 松田 俊宏 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 静岡市 2:09:41

637 4674 稲垣 真悟 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:09:43

638 2431 有村 拓哉 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ 浜松市 2:09:48

639 2130 伊藤 寿弥 ｲﾄｳ ﾄｼﾔ 静岡市 八神製作所 2:09:51

640 5410 深田 直彦 ﾌｶﾀﾞ ﾅｵﾋｺ 湖西市 2:10:03

641 3022 太田 徹 ｵｵﾀ ﾄｵﾙ 浜松市 乱マルＷＥＳＴ 2:10:04

642 229 落合 貴彦 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾋｺ 浜松市 ＭＨＢＫ 2:10:11

643 3540 佐藤 浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 浜松市 2:10:17

644 2970 中山 堅登 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 磐田市 豊岡中学校 2:10:22

645 2768 縣 誠司 ｱｶﾞﾀ ｾｲｼﾞ 浜松市 2:10:23

646 3109 新井 宏美 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 磐田市 2:10:26

647 3259 村岡 徳章 ﾑﾗｵｶ ﾉﾘｱｷ 浜松市 2:10:29

648 3390 住川 敏之 ｽﾐｶﾜ ﾄｼﾕｷ 菊川市 2:10:44

649 5149 川合 正敏 ｶﾜｲ ﾏｻﾄｼ 浜松市 さやの家 2:10:49

650 2631 山西 秀幸 ﾔﾏﾆｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 静岡市 山西水産 2:10:49
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651 5917 河本 鋼一 ｶﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ 愛知県 マサルの会 2:10:53

652 6006 沢戸 洋介 ｻﾜﾄ ﾖｳｽｹ 袋井市 2:10:56

653 3297 石山 隆康 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾔｽ 浜松市 チーム低燃費 2:10:56

654 2190 前澤 惇 ﾏｴｻﾞﾜ ｱﾂｼ 長野県 アルプスＡＣ 2:11:15

655 2892 大池 一吐 ｵｵｲｹ ｶｽﾞﾄ 愛知県 2:11:16

656 2575 熊切 雅規 ｸﾏｷﾘ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 2:11:19

657 3042 日高 正洋 ﾋﾀｶ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:11:20

658 1978 野口 仁志 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 浜松市 こなきんず 2:11:27

659 3394 スズキ ヒロキ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 沼津市 2:11:34

660 937 石原 成典 ｲｼﾊﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 浜松市 2:11:39

661 3667 木野 秀伸 ｷﾉｺ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 山梨県 2:11:44

662 1184 石原 拓 ｲｼﾊﾗ ﾀｸ 浜松市 酒ＲＵＮ 2:11:46

663 2968 寺田 慶一 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ 袋井市 2:11:47

664 3435 草川 敬可 ｸｻｶﾜ ﾀｶﾖｼ 焼津市 2:11:51

665 2333 中西 毅 ﾅｶﾆｼ ﾀｹｼ 浜松市 2:11:56

666 3709 望月 祐宏 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾁﾋﾛ 岐阜県 2:12:07

667 3120 渥美 寿信 ｱﾂﾐ ﾄｼﾉﾌﾞ 浜松市 バヤシ～ズ！ 2:12:14

668 511 藤井 政直 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾅｵ 掛川市 もじもじ走遊会 2:12:17

669 3271 立井 友浩 ﾀﾃｲ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 ジレサゥン 2:12:20

670 2674 尾野 裕介 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 藤枝市 2:12:21

671 5678 高橋 佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 愛知県 中庸クラブ 2:12:23

672 2073 近藤 浩行 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ちーむはまち 2:12:25

673 5145 松下 準 ﾏﾂｼﾀ ﾋｻｼ 磐田市 2:12:26

674 5815 森 丈祐 ﾓﾘ ｼﾞｮｳｽｹ 静岡市 2:12:31

675 1939 加茂 孝俊 ｶﾓ ﾀｶﾄｼ 浜松市 浜名湖電装 2:12:31

676 2834 安西 康恭 ｱﾝｻﾞｲ ﾔｽﾕｷ 菊川市 ＯＯＺＸ 2:12:35

677 3456 奥村 圭祐 ｵｸﾑﾗ ｹｲｽｹ 京都府 2:12:36

678 5838 時政 圭輔 ﾄｷﾏｻ ｹｲｽｹ 藤枝市 2:12:37

679 4264 白木 博彬 ｼﾗｷ ﾋﾛｱｷ 湖西市 タスキズナ 2:12:38

680 3750 五十嵐 敏之 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:12:42

681 3744 深田 剛誌 ﾌｶﾀﾞ ﾀｹｼ 磐田市 浜松信用金庫 2:12:47

682 3587 柴田 貴章 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 磐田市 2:12:47

683 3579 長原 健一 ﾅｶﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 大阪府 2:12:50

684 1678 建部 寛 ﾀﾃﾍﾞ ﾋﾛｼ 掛川市 2:12:51

685 2868 滝山 広透 ﾀｷﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 飛鳥走遊会 2:12:57

686 2918 梶原 和義 ｶｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾖｼ 愛知県 2:13:02

687 4861 内山 博行 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ヤマハ発動機 2:13:04

688 2169 小澤 貴彦 ｺｻﾞﾜ ﾀｶﾋｺ 愛知県 2:13:10

689 4479 大瀧 幸彦 ｵｵﾀｷ ﾕｷﾋｺ 掛川市 2:13:17

690 1801 高瀬 将光 ﾀｶｾ ﾏｻﾐﾂ 浜松市 2:13:22

691 1749 植田 素由 ｳｴﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 浜松市 2:13:23

692 1656 森脇 一平 ﾓﾘﾜｷ ｲｯﾍﾟｲ 浜松市 2:13:27

693 2103 山下 純毅 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 磐田市 フクデントス 2:13:30

694 622 木下 元徳 ｷﾉｼﾀ ﾓﾄﾉﾘ 浜松市 雄踏會 2:13:31

695 1224 後藤 寿史 ｺﾞﾄｳ ﾋｻｼ 浜松市 2:13:32

696 4014 嶋 寿峰 ｼﾏ ﾋｻﾐﾈ 愛知県 2:13:40

697 3685 田村 賢治 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:13:44

698 1366 榊原 貴浩 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 2:13:45

699 5230 三倉 正嗣 ﾐｸﾗ ﾏｻｼ 浜松市 2:13:45

700 5606 望月 英希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 静岡市 2:13:48
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701 3105 藤原 裕二 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 浜松市 池谷会 2:13:49

702 4359 新宅 佑也 ｼﾝﾀｸ ﾕｳﾔ 広島県 きつつき作業所 2:13:50

703 3741 鳥井 希予志 ﾄﾘｲ ｷﾖｼ 愛知県 2:13:54

704 1650 橋本 歩 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾑ 神奈川県 八木研 2:13:54

705 2576 三須 義直 ﾐｽ ﾖｼﾅｵ 愛知県 上昇気流 2:13:54

706 4306 太田 達也 ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ 浜松市 2:14:06

707 2139 中村 雄哉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 静岡市 くじらっこ 2:14:10

708 135 佐野 慶作 ｻﾉ ｹｲｻｸ 愛知県 衣浦東部消防局 2:14:12

709 1709 岡田 光央 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂｵ 磐田市 美酒美食光一 2:14:12

710 3216 竹内 健 ﾀｹｳﾁ ｹﾝ 浜松市 サクラ工業 2:14:13

711 1970 渡辺 俊晴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ 愛知県 サーラしのなほ 2:14:13

712 4202 鴫原 卓也 ｼｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾔ 浜松市 中北薬品 2:14:16

713 3019 川村 康之 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 浜松市 2:14:20

714 1155 森下 雅史 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｼ 浜松市 2:14:21

715 4670 中村 暢秀 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 2:14:22

716 2326 廣岡 大地 ﾋﾛｵｶ ﾀﾞｲﾁ 浜松市 2:14:37

717 2540 浅井 洋志 ｱｻｲ ﾋﾛｼ 浜松市 2:14:37

718 2364 片桐 秀太郎 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾀﾛｳ 浜松市 2:14:37

719 3348 山田 慎太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 長泉町 三島信用金庫 2:14:42

720 2627 河原 尚史 ｶﾜﾊﾗ ﾋｻｼ 東京都 2:14:50

721 6005 久保 和貴 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾀｶ 島田市 第一工業（株） 2:14:53

722 1552 鈴木 啓友 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄﾓ 浜松市 2:14:54

723 889 窪田 優 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾙ 愛知県 2:15:06

724 3404 片岡 洋佑 ｶﾀｵｶ ﾖｳｽｹ 愛知県 2:15:14

725 3662 中島 隆弘 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 ＹＭＳＬ 2:15:20

726 4800 丸山 真一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 静岡市 ＪＲ東海 2:15:21

727 1628 加藤 圭太郎 ｶﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ 掛川市 2:15:27

728 2159 鈴木 健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 2:15:29

729 5687 南 麟太郎 ﾐﾅﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ 東京都 2:15:31

730 5084 山本 洋士 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 浜松市 フレクティブ 2:15:37

731 5068 岩下 祐介 ｲﾜｼﾀ ﾕｳｽｹ 静岡市 小池弥太郎商店 2:15:39

732 3270 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 磐田市 ジレサゥン 2:15:42

733 4355 藤井 雅士 ﾌｼﾞｲ 浜松市 2:15:43

734 3994 磯部 光正 ｲｿﾍﾞ ﾐﾂﾏｻ 浜松市 2:15:51

735 1578 笠原 晃 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾗ 浜松市 2:15:59

736 4466 山田 貴弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 コーニング 2:16:01

737 2266 高瀬 雅史 ﾀｶｾ ﾏｻｼ 磐田市 2:16:03

738 5053 森 真能 ﾓﾘ ﾏｻﾀｶ 湖西市 2:16:06

739 6018 桜田 雅己 ｻｸﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 愛知県 マサルの会 2:16:08

740 3231 中矢 浩司 ﾅｶﾔ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:16:13

741 3733 中島 和也 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 浜松市 2:16:14

742 5445 岩本 洋介 ｲﾜﾓﾄ ﾖｳｽｹ 袋井市 2:16:15

743 4428 田中 玄大 ﾀﾅｶ ｹﾞﾝﾀ 藤枝市 2:16:16

744 5321 村松 俊哉 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾔ 東京都 小澤建材 2:16:16

745 3809 小野田 裕之 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:16:18

746 3388 杉本 和由 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 2:16:20

747 5077 庄子 昌宏 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 小池弥太郎商店 2:16:25

748 5613 西浦 俊太郎 ﾆｼｳﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京都 2:16:26

749 4024 西田 友輔 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:16:47

750 5502 大庭 計二 ｵｵﾊﾞ ｹｲｼﾞ 袋井市 2:16:53
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751 3104 鈴木 智嗣 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾂｸﾞ 浜松市 池谷会 2:16:54

752 800 曽根 良介 ｿﾈ ﾘｮｳｽｹ 焼津市 藤枝市立病院 2:16:55

753 4025 塚本 康司 ﾂｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:16:58

754 1463 岡澤 勇太 ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 静岡市 2:17:01

755 5810 木下 恭介 ｷﾉｼﾀ ｷｮｳｽｹ 愛知県 2:17:05

756 2487 小長井 洋輔 ｺﾅｶﾞｲ ﾖｳｽｹ 浜松市 2:17:06

757 1815 竹原 洋治 ﾀｹﾊﾗ ﾖｳｼﾞ 静岡市 2:17:08

758 5380 岩本 光徳 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 浜松市 2:17:24

759 1537 秋本 諒 ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳ 磐田市 2:17:26

760 3039 近藤 宏和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 花のくに 2:17:27

761 2124 松岡 道徳 ﾏﾂｵｶ ﾐﾁﾉﾘ 磐田市 2:17:28

762 3726 萩原 賢一 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｲﾁ 磐田市 2:17:35

763 405 天野 伸一 ｱﾏﾉ ｼﾝｲﾁ 浜松市 2:17:43

764 3922 小林 和哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 掛川市 2:17:51

765 5406 鈴木 基文 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾌﾐ 袋井市 2:17:59

766 3096 堀松 土志樹 ﾎﾘﾏﾂ ﾄｼｷ 愛知県 2:18:12

767 592 原 泰彦 ﾊﾗ ﾔｽﾋｺ 愛知県 泉州電業ＴＲＣ 2:18:14

768 2231 鈴木 志佳 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾖｼ 御前崎市 2:18:14

769 5322 渡邊 士郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾛｳ 浜松市 2:18:46

770 3902 東藤 崇史 ﾄｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 愛知県 石巻ランナーズ 2:18:55

771 5711 光田 貴行 ﾐﾂﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:19:01

772 5530 宗清 康太 ﾑﾈｷﾖ ｺｳﾀ 愛知県 2:19:14

773 2974 志村 敬介 ｼﾑﾗ ｹｲｽｹ 愛知県 2:19:21

774 5533 大霜 充利 ｵｵｼﾓ ﾐﾂﾄｼ 磐田市 2:19:23

775 2003 松村 大地 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 袋井市 ＦＭＲＣ 2:19:26

776 5330 杉山 浩隆 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 袋井市 2:19:39

777 3140 中村 健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 湖西市 2:19:41

778 1436 伊池 友治 ｲｲｹ ﾄﾓﾊﾙ 袋井市 2:19:45

779 5370 山田 貴久 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 磐田市 2:19:46

780 4073 かも としひろ ｶﾓ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 2:19:50

781 3402 松川 喜佐人 ﾏﾂｶﾜ ｷｻﾄ 愛知県 2:19:50

782 3965 塩谷 純一 ｼｵﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 掛川市 2:20:09

783 1536 鈴木 紘 ｽｽﾞｷ ｺｳ 愛知県 2:20:22

784 5980 折戸 保文 ｵﾘﾄ ﾔｽﾌﾐ 浜松市 2:20:26

785 3610 廣瀬 仁 ﾋﾛｾ ｼﾞﾝ 東京都 ディーエヌエー 2:20:32

786 72 村上 亮 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 焼津市 焼津市立病院 2:20:33

787 3802 丸山 賢一 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 浜松市 こうべや 2:20:36

788 1262 赤平 法三 ｱｶﾋﾗ ﾉﾘﾐﾂ 小山町 2:20:38

789 1558 佐々木 光弘 ｻｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 湖西市 浜名湖電装 2:20:39

790 2612 成澤 隼一 ﾅﾙｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 2:20:40

791 4414 内田 孝介 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｽｹ 浜松市 2:20:49

792 5377 東 健二郎 ｱｽﾞﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 2:20:54

793 1222 杉浦 由規 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｷ 愛知県 2:20:56

794 5394 田邊 耕治 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 磐田市 2:20:58

795 4825 本多 洋孝 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 2:21:00

796 5384 中屋敷 昇 ﾅｶﾔｼｷ ｼｮｳ 愛知県 中庸スプリング 2:21:03

797 1201 山下 茂 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾙ 静岡市 2:21:05

798 3689 小川 哲央 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾁｶ 浜松市 スズキ 2:21:12

799 3056 高田 雄介 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:21:14

800 3714 北澤 康弘 ｷﾀｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 2:21:15
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801 3188 犬塚 貴志 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶｼ 浜松市 あばんちゅーる 2:21:15

802 3974 堀井 彰 ﾎﾘｲ ｱｷﾗ 浜松市 2:21:20

803 898 金沢 強 ｶﾅｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 浜松市 2:21:24

804 2189 前澤 晋 ﾏｴｻﾞﾜ ｽｽﾑ 長野県 アルプスＡＣ 2:21:27

805 4585 石倉 雅志 ｲｼｸﾗ ﾏｻｼ 愛知県 ネクサス 2:21:29

806 3414 松永 良博 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 2:21:46

807 5627 鈴木 秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 浜松市 2:21:49

808 5596 加藤 栄一 ｶﾄｳ ｴｲｲﾁ 磐田市 Ｍｔ．ＦＢＶ 2:21:50

809 4649 北村 英之 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐田市 2:21:52

810 3198 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 浜松市 あのよっちゃん 2:21:53

811 3151 小林 隆史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾌﾐ 袋井市 ＳＮＥＣＢ 2:22:09

812 1742 小池 信広 ｺｲｹ ﾉﾌﾞﾋﾛ 浜松市 2:22:14

813 5446 渡邊 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 神奈川県 2:22:17

814 3641 善見 顕一 ﾖｼﾐ ｹﾝｲﾁ 袋井市 2:22:19

815 4899 秋野 大治 ｱｷﾉ ﾀﾞｲｼﾞ 島田市 2:22:25

816 3925 坂口 誠也 ｻｶｸﾞﾁ ｾｲﾔ 浜松市 浜松ホトニクス 2:22:27

817 4045 前田 伸晃 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 浜松市 2:22:46

818 3795 岩渕 雄飛 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾋ 浜松市 2:22:47

819 2889 牧野 貴世志 ﾏｷﾉ ﾀｶﾖｼ 浜松市 2:22:56

820 4710 大野 賢志 ｵｵﾉ ｻﾄｼ 浜松市 2:23:05

821 2220 山崎 義昭 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｱｷ 静岡市 トヨレン静岡 2:23:06

822 542 本永 隆倫 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 2:23:10

823 530 中田 裕康 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ 東京都 クールランニン 2:23:13

824 1803 伊藤 康成 ｲﾄｳ ﾔｽﾅﾘ 掛川市 ＭＹＴ 2:23:22

825 4108 小田 茂 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 浜松市 静岡森紙業 2:23:25

826 4218 鈴木 俊史 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 愛知県 2:23:30

827 1624 和地 孝樹 ﾜﾁ ﾀｶｼｹﾞ 愛知県 2:23:36

828 4570 鎌田 真太郎 ｶﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 2:23:43

829 1658 鈴木 隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:23:51

830 2489 木村 俊治 ｷﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 浜松市 2:23:55

831 3300 矢口 賀崇 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 浜松市 2:24:03

832 2205 盛岡 省悟 ﾓﾘｵｶ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 住友生命 2:24:04

833 2306 岩倉 広通 ｲﾜｸﾗ ﾋﾛﾐﾁ 掛川市 コーニング 2:24:05

834 4505 平田 倫寛 ﾋﾗﾀ ﾐﾁﾋﾛ 磐田市 2:24:10

835 2246 木村 大介 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 掛川市 2:24:20

836 5804 小池 知裕 ｺｲｹ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 2:24:24

837 5499 池上 英之 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 2:24:31

838 2885 松本 享宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:24:36

839 4284 鈴木 政男 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 愛知県 マサルの会 2:24:47

840 3397 小南 幸介 ｺﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 袋井市 コミナミ商店 2:25:01

841 5404 岡本 健 ｵｶﾓﾄ ｹﾝ 袋井市 2:25:15

842 5463 平山 能史 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 2:25:16

843 5309 鈴木 優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 浜松市 2:25:17

844 1398 高倉 友嗣 ﾀｶｸﾗ ﾄﾓﾂｸﾞ 愛知県 高倉帝国 2:25:18

845 4162 木野 能和 ｷﾉ ﾖｼｶｽﾞ 磐田市 ＪＡ遠州中央 2:25:22

846 4105 喜田 真也 ｷﾀﾞ ｼﾝﾔ 愛知県 2:25:23

847 5555 野沢 浩一 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 2:25:28

848 1594 岩﨑 貴司 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ 浜松市 2:25:39

849 5778 坂下 央武 ｻｶｼﾀ ﾋﾛﾑ 愛知県 オノコム 2:25:42

850 3960 市川 晃央 ｲﾁｶﾜ ｱｷｵ 袋井市 2:25:43
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851 4742 矢島 二郎 ﾔｼﾞﾏ ｼﾞﾛｳ 浜松市 マラソン独り 2:25:48

852 1404 刈谷 義昭 ｶﾘﾔ ﾖｼｱｷ 磐田市 2:25:52

853 3377 宮脇 太一 ﾐﾔﾜｷ ﾀｲﾁ 伊豆の国市 順天堂静岡病院 2:25:55

854 3191 山梨 太郎 ﾔﾏﾅｼ ﾀﾛｳ 静岡市 Ｌａ Ｈｏｔｓ 2:26:05

855 4258 佐藤 憲史 ｻﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ 静岡市 2:26:08

856 3103 田代 尚希 ﾀｼﾛ ﾅｵｷ 愛知県 2:26:25

857 5494 井上 雄太 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 浜松市 猿山ランナーズ 2:26:27

858 2694 山本 健太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 2:26:29

859 5573 松島 一貴 ﾏﾂｼﾏ ｶｽﾞﾀｶ 磐田市 2:26:30

860 3252 水野 真人 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾋﾄ 藤枝市 2:26:43

861 5052 鈴木 啓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 浜松市 2:26:43

862 4034 望月 勇希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 静岡市 2:26:44

863 4156 吉田 尚史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 愛知県 2:26:46

864 1818 林田 和明 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 静岡市 2:26:54

865 4536 杉山 誠志 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｼ 静岡市 フィッシュ 2:27:09

866 1682 白谷 祐史 ｼﾗﾔ ﾕｳｼ 愛知県 2:27:10

867 1637 山内 悠樹 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 浜松市 2:27:10

868 1231 神馬 幸一 ｼﾞﾝﾊﾞ ｺｳｲﾁ 静岡市 2:27:11

869 3949 金井 竜斗 ｶﾅｲ ﾘｭｳﾄ 浜松市 2:27:13

870 5310 伴 嘉人 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾄ 磐田市 浜南陸 2:27:19

871 4378 齋藤 秀輝 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 聖隷浜松病院 2:27:21

872 4991 市川 雅史 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 掛川市 2:27:23

873 5103 藤田 哲義 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾖｼ 東京都 健康第一 2:27:25

874 5525 久田 峰嗣 ﾋｻﾀﾞ ﾐﾈﾂｸﾞ 愛知県 2:27:31

875 4786 津坂 恭央 ﾂｻﾞｶ ﾔｽｵ 浜松市 新都市病院 2:27:32

876 4562 馬場 伸也 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝﾔ 千葉県 日本監督士協会 2:27:39

877 6019 花田 晃一 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:27:43

878 4475 細川 孝治 ﾎｿｶﾜ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:27:44

879 1940 杉村 誠司 ｽｷﾞﾑﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:27:48

880 5616 岩田 陽介 ｲﾜﾀ ﾖｳｽｹ 愛知県 2:27:51

881 2473 櫻井 洋升 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 チームスマイル 2:27:52

882 5764 山本 康人 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ 磐田市 2:28:01

883 4167 山田 陽平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 愛知県 2:28:05

884 3694 熊澤 昌紀 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 静岡市 2:28:09

885 5492 井畑 浩章 ｲﾊﾀ ﾋﾛｱｷ 磐田市 2:28:18

886 4453 岡本 祐典 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:28:22

887 5660 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 浜松市 2:28:26

888 4405 柴田 真宅 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾔ 浜松市 柴田組組長 2:28:30

889 3821 今井 民也 ｲﾏｲ ﾀﾐﾔ 岐阜県 2:28:31

890 2630 渡邊 卓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 吉田町 2:28:36

891 3451 宮本 武治 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾊﾙ 掛川市 ミネベア 2:28:40

892 5335 岩堀 弘 ｲﾜﾎﾘ ﾋﾛｼ 焼津市 2:28:40

893 3697 渡邉 恭平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 静岡市 ＨＯＮＤＡ 2:28:40

894 4054 小西 亮輔 ｺﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 2:28:47

895 2336 平野 孝幸 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 掛川市 2:28:51

896 3155 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 浜松市 乱○ＷＥＳＴ 2:28:52

897 4978 松井 崇明 ﾏﾂｲ ﾀｶｱｷ 愛知県 2:28:53

898 1478 成瀬 俊己 ﾅﾙｾ ﾄｼﾐ 浜松市 2:28:58

899 4061 守谷 翔自 ﾓﾘﾔ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 タジマ工業 2:29:07

900 3933 佐々木 俊輔 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 静岡市 さきっちょ 2:29:08
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901 3837 伊藤 直記 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 浜松市 2:29:14

902 3117 馬場 洋 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ 浜松市 2:29:15

903 4430 原田 諒 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 東京都 2:29:19

904 3498 吉田 明浩 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 静岡市 2:29:19

905 3416 横田 勝良 ﾖｺﾀ ｶﾂﾖｼ 静岡市 ■スローライフ 2:29:21

906 4578 新井 良徳 ｱﾗｲ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 2:29:26

907 5939 安藤 頌欣 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 静岡市 2:29:53

908 4300 坪井 謙 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝ 愛知県 2:29:55

909 3316 中島 敬晃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 浜松市 2:29:59

910 5464 江 翊暐 ｼﾞｱﾝ ｲｳｪｲ 磐田市 2:29:59

911 3720 堀野 和也 ﾎﾘﾉ ｶｽﾞﾔ 京都府 2:30:00

912 4835 常盤 卓也 ﾄｷﾜ ﾀｸﾔ 湖西市 2:30:02

913 3472 岡本 哉 ｵｶﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 島田市 2:30:07

914 3480 近藤 孝祐 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 愛知県 2:30:11

915 5736 吉川 知宏 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 ヤマハ発動機 2:30:24

916 3776 佐々木 武司 ｻｻｷ ﾀｹｼ 磐田市 2:30:25

917 5269 平野 貴紀 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 2:30:35

918 4986 水島 敬晃 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｶｱｷ 浜松市 浜松ホトニクス 2:30:42

919 3230 高田 悠 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 東京都 ｉｎｆ２００４ 2:30:47

920 4713 水野 泰裕 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 2:30:48

921 3167 鈴木 豪 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 浜松市 2:30:52

922 2949 大嶋 崇嗣 ｵｵｼﾏ ﾀｶｼ 静岡市 2:30:57

923 1529 小林 秀徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 みんみんズッパ 2:30:59

924 3269 荒木 聡介 ｱﾗｷ ｿｳｽｹ 浜松市 ジレサゥン 2:31:10

925 4682 横山 知彦 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 磐田市 2:31:11

926 4316 瀬本 吾朗 ｾﾓﾄ ｺﾞﾛｳ 浜松市 2:31:12

927 5770 佐々木 一恭 ｻｻｷ ﾓﾄﾕｷ 静岡市 2:31:14

928 5562 奥山 信次 ｵｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 浜松市 2:31:16

929 5106 佐藤 寛司 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 浜松市 ＵＳＥＮ 2:31:18

930 3439 岩切 靖卓 ｲﾜｷﾘ ﾔｽﾀｶ 静岡市 2:31:27

931 5591 倉本 佳祐 ｸﾗﾓﾄ ｹｲｽｹ 愛知県 タジマ工業 2:31:32

932 5207 生松 陽佑 ﾊｴﾏﾂ ﾖｳｽｹ 静岡市 2:31:39

933 3447 衣川 智仁 ｷﾇｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾄ 袋井市 天龍製鋸 2:31:49

934 5649 鈴木 忠義 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞﾖｼ 浜松市 2:31:52

935 4056 早瀬 祥平 ﾊﾔｾ ｼｮｳﾍｲ 湖西市 2:31:53

936 4490 早川 宏幸 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 マルデン 2:32:01

937 3361 小山 雄介 ｺﾔﾏ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:32:03

938 5585 大村 竹秀 ｵｵﾑﾗ ﾀｹﾋﾃﾞ 浜松市 2:32:10

939 5598 田中 貴之 ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 磐田市 2:32:11

940 4778 丸木 高介 ﾏﾙｷ ｺｳｽｹ 岐阜県 中央化学 2:32:15

941 5779 鈴木 陽伍 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺﾞ 浜松市 2:32:16

942 3184 内村 友崇 ｳﾁﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 浜松市 柴田組 2:32:18

943 136 中村 亮 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 浜松市 2:32:20

944 1672 橋野 泰弘 ﾊｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:32:27

945 4250 吉田 光世 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 焼津市 ミック 2:32:27

946 5024 牧 宏樹 ﾏｷ ﾋﾛｷ 愛知県 2:32:44

947 4521 伊藤 良二 ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 2:32:45

948 4808 福貴 稔 ﾌｯｷ ﾐﾉﾙ 静岡市 竜爪園 2:32:47

949 4131 柏原 裕也 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾔ 浜松市 浜松ホトニクス 2:32:51

950 1771 富永 大輔 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:32:56
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951 2199 伊熊 一樹 ｲｸﾏ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:33:10

952 3503 塚本 淳太 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ 菊川市 菊川市役所 2:33:26

953 3928 三輪 賢太郎 ﾐﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 医療センター 2:33:44

954 5342 齋藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 浜松市 2:33:49

955 3076 小田 将也 ｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 愛知県 みのりん 2:34:12

956 5428 太田 裕也 ｵｵﾀ ﾕｳﾔ 浜松市 2:34:21

957 4850 山中 啓治 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｼﾞ 磐田市 すずかけ 2:34:27

958 4259 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 浜松市 2:34:36

959 5634 赤座 正樹 ｱｶｻﾞ ﾏｻｷ 静岡市 Ｔ８５５８ＲＣ 2:34:37

960 5850 小林 弘季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 東京都 2:34:42

961 4457 内山 直樹 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 袋井市 佐川急便 2:34:45

962 4712 関 翔太 ｾｷ ｼｮｳﾀ 神奈川県 2:34:54

963 3175 平尾 顕正 ﾋﾗｵ ｹﾝｼｮｳ 磐田市 満徳寺 2:34:54

964 2133 戸塚 智史 ﾄﾂｶ ｻﾄｼ 磐田市 2:35:05

965 5817 萩田 文也 ﾊｷﾞﾀ ﾌﾐﾔ 掛川市 みどり庵 2:35:19

966 3468 小澤 康宏 ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 掛川市 みどり庵 2:35:19

967 3401 藤本 昌弘 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:35:20

968 3301 水野 浩嗣 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 浜松市 2:36:04

969 5403 後藤 誠之 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 磐田市 2:36:10

970 3378 川手 直也 ｶﾜﾃ ﾅｵﾔ 袋井市 2:36:11

971 5279 原本 智紀 ﾊﾗﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 2:36:11

972 5491 奥間 惇治 ｵｸﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浜松市 2:36:15

973 4543 石津 賢一 ｲｼﾂﾞ ｹﾝｲﾁ 掛川市 2:36:23

974 5827 大島 千尋 ｵｵｼﾏ ﾁﾋﾛ 東京都 昭和化成 2:36:25

975 5861 加藤 太一 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 磐田市 2:36:25

976 5930 中村 和弘 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 東京海上日動 2:36:30

977 6015 藤久 雄己 ﾌｼﾞﾋｻ ﾕｳｷ 長野県 2:36:52

978 5691 秋津 佳紀 ｱｷﾂ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 2:36:52

979 1266 松川 真之 ﾏﾂｶﾜ ﾏｻﾕｷ 静岡市 2:37:07

980 5405 永島 優樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｷ 磐田市 2:37:13

981 3696 鳥居 伸一郎 ﾄﾘｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 2:37:16

982 2861 村地 太史 ﾑﾗﾁ ﾌﾄｼ 浜松市 2:37:21

983 5434 杉山 裕司 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:37:21

984 3288 田畑 光彦 ﾀﾊﾞﾀ ﾐﾂﾋｺ 磐田市 2:37:22

985 4852 春藤 甲弥 ｼｭﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 湖西市 タスキズナ 2:37:27

986 4667 鈴木 文弥 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾔ 浜松市 乱丸ＷＥＳＴ 2:37:30

987 5644 中川 裕太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 袋井市 2:37:51

988 3360 横井 秀典 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 ＭＲＣ 2:38:00

989 4158 及部 健一 ｵﾖﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 掛川市 2:38:03

990 3958 竹村 顕行 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾕｷ 浜松市 2:38:07

991 4210 鈴木 俊光 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 静岡市 2:38:07

992 3302 楠元 憲司 ｸｽﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:38:17

993 5064 牧野 拓司 ﾏｷﾉ ﾀｸｼ 愛知県 2:38:20

994 6024 梅澤 直紀 ｳﾒｻﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡市 2:38:42

995 3072 仲神 潤 ﾅｶｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 愛知県 みのりん 2:38:42

996 5884 山田 航 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県 2:38:43

997 3781 羽深 宏 ﾊﾌﾞｶ ﾋﾛｼ 京都府 2:38:43

998 5684 余 俊霆 ﾕ ｼﾞｭﾝﾃｨﾝ 愛知県 タジマ工業 2:38:43

999 5771 竹田 敬介 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 静岡市 2:38:46

1000 4376 鈴木 貴己 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐ 森町 2:38:49
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1001 5832 馬島 拓也 ﾏｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 岐阜県 タジマ工業 2:38:51

1002 5359 猶原 吉彦 ﾅｵﾊﾗ ﾖｼﾋｺ 大阪府 小澤建材 2:39:01

1003 4396 坂口 泰隆 ｻｶｸﾞﾁ ﾔｽﾀｶ 磐田市 2:39:05

1004 4989 野尻 崇生 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｵ 静岡市 天神屋 2:39:15

1005 4646 大矢 敬義 ｵｵﾔ ﾀｶﾖｼ 湖西市 2:39:27

1006 4666 金子 尚世 ｶﾈｺ ﾅｵﾄｼ 愛知県 2:39:27

1007 1662 田中 裕輔 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 島田市 中川牧場ＲＣ 2:39:34

1008 5650 山口 洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 浜松市 2:39:35

1009 5841 三宅 雅喜 ﾐﾔｹ ﾏｻｷ 愛知県 2:39:41

1010 4192 深澤 聡 ﾌｶｻﾜ ｻﾄｼ 浜松市 2:39:49

1011 4734 白井 幸司 ｼﾗｲ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:40:12

1012 3149 中町 浩司 ﾅｶﾏﾁ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:40:18

1013 4080 石上 敦士 ｲｼｶﾞﾐ ｱﾂｼ 富士宮市 2:40:20

1014 4292 西岡 大樹 ﾆｼｵｶ ﾀｲｷ 磐田市 ＭＢＪ 2:40:20

1015 4886 簡 翊倫 ﾁｨｪﾝ ｲｰﾙﾝ 磐田市 2:40:27

1016 3500 大井 啓吾 ｵｵｲ ｹｲｺﾞ 浜松市 2:40:31

1017 3400 中野 洋介 ﾅｶﾉ ﾖｳｽｹ 浜松市 2:40:34

1018 4685 種田 浩大 ﾀﾈﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 2:40:36

1019 5864 笠松 聡 ｶｻﾏﾂ ｻﾄｼ 掛川市 2:40:37

1020 2321 小関 孝尚 ｵｾﾞｷ ﾀｶﾋｻ 掛川市 2:40:38

1021 5245 鈴木 優介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 森町 2:40:39

1022 2625 杉岡 康弘 ｽｷﾞｵｶ ﾔｽﾋﾛ 藤枝市 2:41:03

1023 4941 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 浜松市 2:41:08

1024 4814 加藤 伸 ｶﾄｳ ｼﾝ 浜松市 2:41:08

1025 5069 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 小池弥太郎商店 2:41:27

1026 5067 鈴木 宏治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 静岡市 小池弥太郎商店 2:41:27

1027 4042 神谷 健太 ｶﾐﾔ ｹﾝﾀ 島田市 2:41:28

1028 3196 熊谷 隆宏 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 紅の豚 2:41:38

1029 6025 石村 崇雅 ｲｼﾑﾗ ﾀｶﾏｻ 湖西市 紅の豚 2:41:39

1030 2954 山田 隆志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 函南町 エイエイピー 2:41:44

1031 4110 影山 忠弘 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 浜松市 2:41:45

1032 5156 窪田 和旦 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞｱｷ 静岡市 2:41:45

1033 5769 太田 雄一朗 ｵｵﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 磐田市 2:41:53

1034 5630 田宮 和則 ﾀﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 掛川市 マルニシ 2:41:55

1035 3810 早馬 元樹 ﾊﾔｳﾏ ﾓﾄｷ 浜松市 2:42:13

1036 4821 千島 京太 ﾁｼﾏ ｷｮｳﾀ 菊川市 菊川市役所 2:42:27

1037 792 高瀬 英二 ﾀｶｾ ｴｲｼﾞ 愛知県 2:42:29

1038 4494 市川 佳靖 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾔｽ 浜松市 2:42:54

1039 5424 安形 義光 ｱｶﾞﾀ ﾖｼﾐﾂ 愛知県 2:43:06

1040 4652 駒井 敏彦 ｺﾏｲ ﾄｼﾋｺ 磐田市 2:43:13

1041 5332 岡本 直朗 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｱｷ 掛川市 2:43:20

1042 5299 又野 和哉 ﾏﾀﾉ ｶｽﾞﾔ 愛知県 チームモカモカ 2:43:21

1043 3248 森 宏和 ﾓﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 2:43:30

1044 5768 土井 啓至 ﾄﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:43:32

1045 3399 市川 亮 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 浜松市 2:43:36

1046 4857 松葉 匡利 ﾏﾂﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 磐田市 松葉酒造磐田店 2:43:38

1047 373 笹岡 孝弘 ｻｻｵｶ ﾀｶﾋﾛ 富士宮市 斉藤電気 2:44:03

1048 5713 永松 秀紹 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 愛知県 2:44:09

1049 5452 垣谷 啓介 ｶｷﾀﾆ ｹｲｽｹ 愛知県 モリテック 2:44:15

1050 4540 藪下 英典 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 2:44:26
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1051 5740 嶋村 健一 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 富士宮市 2:44:27

1052 4919 佐原 啓史 ｻﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 湖西市 2:44:30

1053 3516 金井 伸悟 ｶﾈｲ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:44:47

1054 2166 小川 智史 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ 愛知県 2:45:09

1055 5177 佐藤 克洋 ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 磐田市 2:45:18

1056 3756 安藤 慶彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 掛川市 2:45:22

1057 3997 飯田 将人 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾄ 磐田市 はやし 2:45:28

1058 5070 粕谷 透 ｶｽﾔ ﾄｵﾙ 藤枝市 2:45:29

1059 4964 鈴木 久晃 ｽｽﾞｷ ﾋｻｱｷ 浜松市 おそっぴ会 2:45:30

1060 3862 倉田 新吾 ｸﾗﾀ ｼﾝｺﾞ 掛川市 ＳＳ卍クラブ 2:45:34

1061 5722 原 宗央 ﾊﾗ ﾑﾈﾁｶ 伊豆の国市 2:45:52

1062 5121 夏目 晃平 ﾅﾂﾒ ｺｳﾍｲ 浜松市 2:45:59

1063 5031 大庭 敏嗣 ｵｵﾊﾞ ｻﾄｼ 磐田市 ＮＰＦ 2:46:01

1064 1751 青木 利恭 ｱｵｷ ﾄｼﾔｽ 磐田市 2:46:02

1065 1715 馬渕 輝彦 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 磐田市 もじもじ走遊会 2:46:02

1066 5615 野上 和樹 ﾉｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 愛知県 2:46:09

1067 470 大滝 博之 ｵｵﾀｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:46:23

1068 4792 山田 優也 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 埼玉県 2:46:29

1069 5065 近藤 拓也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 焼津市 小池弥太郎商店 2:46:58

1070 5566 印南 友裕 ｲﾝﾅﾝ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:47:31

1071 2685 齊藤 直昌 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾏｻ 掛川市 東京卍クラブ 2:48:05

1072 5105 狩野 総志 ｶﾉｳ ｿｳｼ 掛川市 2:48:06

1073 4115 高橋 由晃 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 浜松市 2:48:11

1074 5085 冨永 容平 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳﾍｲ 浜松市 白梅会 2:48:34

1075 4139 榛葉 晴彦 ｼﾝﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ 掛川市 神子の園ＲＣ 2:48:44

1076 4819 原 将光 ﾊﾗ ﾏｻﾐﾂ 掛川市 みどり庵 2:49:05

1077 3442 山本 洋臣 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｵﾐ 掛川市 みどり庵 2:49:05

1078 4937 田中 聡一 ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁ 京都府 2:49:14

1079 3159 加藤 啓太 ｶﾄｳ ｹｲﾀ 掛川市 ＳＳクラブ 2:49:24

1080 2262 曽根 昌俊 ｿﾈ ﾏｻﾄｼ 島田市 中川牧場 2:49:27

1081 5465 曾 維祺 ｿ ｳｪｲﾁ 磐田市 2:49:29

1082 4995 今村 敏悠 ｲﾏﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 浜松市 2:49:38

1083 5118 猿渡 洋平 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾖｳﾍｲ 東京都 2:49:49

1084 1743 木根 睦文 ｷﾈ ﾑﾂﾌﾐ 袋井市 2:50:12

1085 2495 松本 訓孝 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆﾀｶ 磐田市 大和ランナーズ 2:50:13

1086 2206 芦峰 巧一 ｱｼﾐﾈ ｺｳｲﾁ 浜松市 住友生命 2:50:15

1087 4330 木野 健太 ｷﾉ ｹﾝﾀ 神奈川県 東和耐火工業 2:50:27

1088 4993 海野 昌樹 ｳﾝﾉ ﾏｻｷ 静岡市 2:50:52

1089 4271 泉山 真一 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 愛知県 コスラン 2:51:01

1090 4970 成田 洋行 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2:51:22

1091 5915 水谷 弥仁 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛﾋﾄ 愛知県 マサルの会 2:51:22

1092 4761 久保田 康雅 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾏｻ 袋井市 2:51:27

1093 5999 チャンヒュー ズン ﾁｬﾝﾋｭｰ ｽﾞﾝ 磐田市 ＶＩＥＴＮＡＭ 2:52:03

1094 4728 森 裕介 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 愛知県 2:52:10

1095 3254 中島 憲 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 焼津市 2:52:20

1096 4407 浅野 文孝 ｱｻﾉ ﾌﾐﾉﾘ 浜松市 モテタイ 2:52:24

1097 4796 内海 知紀 ｳﾂﾐ ﾄﾓﾉﾘ 愛知県 2:52:46

1098 4493 森 健 ﾓﾘ ﾀｹｼ 愛知県 2:52:54

1099 1663 塚本 雅浩 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 島田市 中川牧場ＲＣ 2:53:10

1100 4627 河瀬 悠貴 ｶﾜｾ ﾕﾀｶ 静岡市 2:53:21

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

ハーフハーフハーフハーフ男子30歳～39歳男子30歳～39歳男子30歳～39歳男子30歳～39歳

Print: 2016/11/13 12:53:19 23 / 23 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1101 4901 塩澤 和也 ｼｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 磐田市 ショーワＲＣ 2:53:28

1102 5035 渡邉 敏匡 ﾜﾀﾅﾍﾞﾄｼﾏｻ 浜松市 2:53:33

1103 5969 赤松 亮佑 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 掛川市 2:53:35

1104 1909 岡田 英範 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 麦走！酔走楽団 2:53:48

1105 4220 岡田 泰明 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｱｷ 愛知県 ＩＮＦ２００４ 2:54:23

1106 4770 鈴木 収 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 浜松市 2:54:26

1107 2499 蓮山 裕紀 ﾊｽﾔﾏ ﾋﾛｷ 磐田市 2:54:48

1108 5002 兵頭 輝昭 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ 愛知県 2:55:04

1109 1941 太田 益央 ｵｵﾀ ﾏｽｵ 愛知県 アヒスカ 2:55:14

1110 5509 黒岩 宇 ｸﾛｲﾜ ﾋﾛｼ 愛知県 医療法人利靖会 2:55:19

1111 5510 丘 雄介 ｵｶ ﾕｳｽｹ 愛知県 医療法人利靖会 2:55:19

1112 3460 川上 巧 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾐ 富士市 チーム低速。 2:55:33

1113 3459 中島 祥充 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾐﾂ 富士市 チーム低速。 2:55:33

1114 5756 北村 政徳 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 2:56:02

1115 5441 町井 勇太 ﾏﾁｲ ﾕｳﾀ 愛知県 2:56:12

1116 4744 木全 悠輔 ｷﾏﾀ ﾕｳｽｹ 愛知県 蒲郡市民病院 2:56:14

1117 5075 新家 直樹 ﾆｲﾉﾐ ﾅｵｷ 愛知県 近藤鉄工 2:56:16

1118 5025 栗田 哲至 ｸﾘﾀ ｻﾄｼ 浜松市 2:56:31

1119 4711 鈴木 崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 浜松市 2:57:09

1120 5731 岡崎 勇治 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 磐田市 2:57:39

1121 4779 平槇 雄一郎 ﾋﾗﾏｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岐阜県 中央化学 2:57:47

1122 5148 伊藤 正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 磐田市 2:57:51

1123 4982 松林 大介 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 ＦＤＫ 2:58:15

1124 4198 奥田 次郎 ｵｸﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 愛知県 旭硝子 2:58:20

1125 5013 袴谷 玲二 ﾊｶﾏﾔ ﾚｲｼﾞ 森町 ショーワＲＣ 2:58:21

1126 5400 今駒 正樹 ｺﾝﾏ ﾏｻｷ 掛川市 小澤建材 2:58:32

1127 1255 園田 浩平 ｿﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 浜松市 2:58:55

1128 4909 一木 映介 ｲｯｷ ｴｲｽｹ 茨城県 小澤建材 2:58:58

1129 3791 井口 剛志 ｲｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 森町 小澤建材 2:58:58

1130 4760 増田 周平 ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 八木研 2:59:03

1131 5082 伊藤 大介 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 いっか 2:59:25

1132 5568 中山 輝之 ﾅｶﾔﾏ ﾃﾙﾕｷ 島田市 ＡＳＴ 3:00:50

1133 5658 松下 智晴 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾊﾙ 磐田市 3:01:17

1134 4278 松下 利彦 ﾏﾂｼﾀ ﾄｼﾋｺ 湖西市 3:02:35

1135 5842 西口 智博 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 サンケンハウ 3:03:20
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1 42 瀧口 哉 ﾀｷｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:15:41

2 40 扇 英樹 ｵｳｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 田原アスリート 1:15:49

3 15 柴田 貴行 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 磐田市 浜松ＲＣ 1:16:19

4 73 工藤 学 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 磐田市 磐田消防 1:18:50

5 2 藤井 博之 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:18:57

6 69 小幡 将一 ｵﾊﾞﾀ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:19:09

7 53 青柴 浩史 ｱｵｼﾊﾞ ﾋﾛｼ 沼津市 1:19:38

8 263 服部 欽一 ﾊｯﾄﾘ ｷﾝｲﾁ 袋井市 1:19:43

9 184 笠井 慎一 ｶｻｲ ｼﾝｲﾁ 島田市 ＳＭＩＬＥＹ 1:21:15

10 148 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 1:21:16

11 100 鈴木 勝浩 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:21:26

12 143 小坂 光輝 ｺｻｶ ﾐﾂﾃﾙ 掛川市 秋葉路陸上部 1:21:30

13 105 山田 将義 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 浜松市 浜松五島ＲＣ 1:21:30

14 92 安藤 義人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ 愛知県 ＴアイシンＴ 1:21:54

15 234 清水 基之 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄﾕｷ 御前崎市 御前崎市体協 1:23:20

16 254 村上 吉敬 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾀｶ 浜松市 1:23:29

17 150 山下 善弘 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 アラジン 1:23:46

18 114 北川 芳充 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ 牧之原市 リコ＆ユイト 1:23:57

19 176 福見 大地 ﾌｸﾐ ﾀﾞｲﾁ 浜松市 愛知県庁クラブ 1:24:01

20 588 結城 基 ﾕｳｷ ﾓﾄｲ 浜松市 ユウキ精研 1:24:04

21 262 太田 秀樹 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 浜松液化ガス 1:24:12

22 116 櫻井 一郎 ｻｸﾗｲ ｲﾁﾛｳ 浜松市 1:24:16

23 162 芦川 茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 神奈川県 ハクラクＡＣ 1:24:34

24 153 五嶋 秀之 ｺﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:24:49

25 190 中森 修 ﾅｶﾓﾘ ｵｻﾑ 磐田市 1:24:52

26 332 栗田 好章 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ 浜松市 はしまち 1:24:53

27 382 大石 智之 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾕｷ 焼津市 1:24:55

28 173 大出 泰久 ｵｵﾃﾞ ﾔｽﾋｻ 静岡市 静岡陸協 1:25:20

29 209 関口 敏明 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 静岡市 1:25:23

30 112 松野 司 ﾏﾂﾉ ﾂｶｻ 磐田市 ＳＭＩＬＥＹ 1:25:28

31 192 本多 雄一郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 伊豆市 1:25:31

32 434 清水 学 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 機捜西部 1:25:38

33 206 坂田 直哉 ｻｶﾀ ﾅｵﾔ 静岡市 魁！坂田塾 1:25:40

34 213 古谷 俊治 ﾌﾙﾔ ﾄｼﾊﾙ 東京都 ＢＡＤＡＩ 1:25:57

35 277 堀内 敦志 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｼ 掛川市 1:25:59

36 258 鈴木 規高 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾀｶ 掛川市 ＭＢＪ 1:26:12

37 224 小川 実 ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 静岡市 1:26:17

38 283 梅島 一悦 ｳﾒｼﾏ ｶｽﾞﾖｼ 静岡市 ＨＥＲＭＡＮ 1:26:28

39 291 梶田 素史 ｶｼﾞﾀ ﾓﾄﾌﾐ 愛知県 1:26:33

40 175 石野 安彦 ｲｼﾉ ﾔｽﾋｺ 浜松市 天竜あたごらん 1:26:36

41 202 伊藤 貴章 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 島田市 シロナガス 1:26:38

42 349 西川 勇次 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:26:41

43 391 鈴木 隆将 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 静岡市 1:26:55

44 160 伊藤 文 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ 愛知県 尾張旭ＲＣ 1:27:12

45 289 中村 順 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 静岡市 1:27:16

46 180 谷川 友康 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾄﾓﾔｽ 熊本県 ＭＢＪ 1:27:19

47 458 宮野 明人 ﾐﾔﾉ ｱｷﾄ 島田市 ＳＭＩＬＹ 1:27:26

48 499 大脇 和夫 ｵｵﾜｷ ｶｽﾞｵ 愛知県 1:27:28

49 651 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 掛川市 ＳＲＣ 1:28:13

50 169 染谷 幸典 ｿﾒﾔ ﾕｷﾉﾘ 埼玉県 1:28:17
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51 311 森下 文博 ﾓﾘｼﾀ ﾌﾐﾋﾛ 袋井市 1:28:26

52 409 渡辺 宏治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 磐田市 メタニクス 1:28:27

53 522 岩本 勝好 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 焼津市 1:28:28

54 532 杉村 哲哉 ｽｷﾞﾑﾗ ﾃﾂﾔ 静岡市 静岡陸協 1:28:31

55 239 西野 博之 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 1:28:33

56 453 小川 貴生 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｵ 静岡市 1:28:35

57 345 山本 隆士 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 磐田市 レゾリュート 1:28:39

58 285 田之上 博 ﾀﾉｳｴ ﾋﾛｼ 浜松市 1:28:42

59 1005 鈴木 浩和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 1:28:56

60 402 日比 保 ﾋﾋﾞ ﾀﾓﾂ 愛知県 名城ＡＲＣ 1:28:57

61 330 藤田 崇信 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ 静岡市 1:29:03

62 331 高林 重誓 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾁｶ 浜松市 ミソノイ 1:29:41

63 721 渡邉 憲仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋﾄ 岐阜県 ＮＳＫ 1:29:43

64 386 藤本 明徳 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 磐田市 1:29:50

65 933 佐野 明則 ｻﾉ ｱｷﾉﾘ 富士市 1:30:04

66 208 間庭 章光 ﾏﾆﾜ ｱｷﾐﾂ 清水町 静岡医療センタ 1:30:12

67 313 横井 秀行 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 静岡市 大林組 1:30:13

68 141 中野 照巳 ﾅｶﾉ ﾃﾙﾐ 磐田市 五幸ホーム 1:30:32

69 235 久米 秀幸 ｸﾒ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 浜松市役所ＪＣ 1:30:47

70 614 鈴木 慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 磐田市 1:30:48

71 336 百鬼 賢一郎 ﾅｷﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 い組走遊会 1:31:01

72 436 福西 卓也 ﾌｸﾆｼ ﾀｸﾔ 大阪府 株式会社ＧＣＣ 1:31:02

73 568 山下 智樹 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 浜松市 アズマ工業 1:31:19

74 408 児玉 知晃 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓｱｷ 掛川市 スマイリー 1:31:33

75 417 宮川 竜 ﾐﾔｶﾜ ﾘｭｳ 牧之原市 日本ハム静岡 1:31:47

76 1407 中川 克仁 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾄ 石川県 1:31:49

77 248 渡邊 靖文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾌﾐ 浜松市 1:31:57

78 363 石塚 丈丸 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｹﾏﾙ 浜松市 1:32:11

79 1034 八木 祐介 ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 吉田町 山八組駅伝部 1:32:24

80 726 野寄 貴史 ﾉﾖﾘ ﾀｶｼ 浜松市 1:32:27

81 237 大石 勤哉 ｵｵｲｼ ｷﾝﾔ 浜松市 うめモモさくら 1:32:46

82 410 神谷 洋 ｶﾐﾔ ﾋﾛｼ 愛知県 ＡＡＣ 1:32:46

83 676 小長谷 健 ｺﾅｶﾞﾔ ｹﾝ 静岡市 1:32:47

84 2094 八木 光夫 ﾔｷﾞ ﾐﾂｵ 愛知県 1:32:50

85 875 飯尾 洋希 ｲｲｵ ﾋﾛｷ 袋井市 1:33:01

86 446 藤原 次郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞﾛｳ 愛知県 1:33:06

87 963 進士 尚彦 ｼﾝｼﾞ ﾅｵﾋｺ 掛川市 1:33:13

88 842 大長 宏明 ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾋﾛｱｷ 静岡市 1:33:13

89 672 田中 康広 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 1:33:20

90 479 大橋 弘佳 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾖｼ 磐田市 1:33:25

91 631 西原 和宏 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 ＮＤＣＳ 1:33:39

92 668 竹川 清彦 ﾀｹｶﾜ ｷﾖﾋｺ 浜松市 1:33:41

93 506 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 浜松市 1:33:48

94 734 高村 真貴 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｷ 三重県 富士電機 1:33:53

95 483 知久 辰文 ﾁｷｭｳ ﾀﾂﾌﾐ 浜松市 1:33:57

96 319 高橋 謙二郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 袋井市 梅山ランナーズ 1:34:03

97 768 大関 隆之 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶﾕｷ 焼津市 1:34:14

98 106 稲葉 雅敏 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 富士市 チーム愛 1:34:15

99 221 望月 正和 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 藤枝市 1:34:25

100 518 松永 忠彦 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ 藤枝市 まつなが耳鼻科 1:34:27
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101 1304 増田 尚之 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 1:34:28

102 43 窪野 治 ｸﾎﾞﾉ ｵｻﾑ 袋井市 ＮＴＮ 1:34:34

103 273 磯田 武明 ｲｿﾀﾞ ﾀｹｱｷ 磐田市 1:34:49

104 519 渡邊 典洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 蒲郡市民病院 1:35:06

105 342 後藤 浩二 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞ 菊川市 1:35:20

106 879 田中 裕 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 磐田市 1:35:30

107 467 後藤 景親 ｺﾞﾄｳ ｶｹﾞﾁｶ 焼津市 ランニングマン 1:35:31

108 478 尾口 正樹 ｵｸﾞﾁ ﾏｻｷ 浜松市 Ｒ＆Ｆはるの 1:35:31

109 296 寺井 正一 ﾃﾗｲ ｼｮｳｲﾁ 浜松市 イケア？ 1:35:32

110 196 大脇 弘憲 ｵｵﾜｷ ﾋﾛﾉﾘ 裾野市 裾野クラッキ 1:35:33

111 406 船橋 義也 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼﾔ 磐田市 1:35:36

112 324 岡 俊樹 ｵｶ ﾄｼｷ 長野県 宮澤印刷 1:35:37

113 1299 藤森 達也 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾂﾔ 浜松市 1:35:38

114 503 佐古 健二郎 ｻｺ ｹﾝｼﾞﾛｳ 磐田市 ＳＭＩＬＥＹ 1:35:41

115 685 渥美 智之 ｱﾂﾐ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 1:35:45

116 380 高柳 賢二 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 1:35:48

117 632 石上 剛 ｲｼｶﾞﾐ ﾂﾖｼ 掛川市 新茶チャレンジ 1:35:50

118 423 平野 晃司 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 浜松市 1:35:56

119 1026 吉岡 勝臣 ﾖｼｵｶ ｶﾂｵﾐ 牧之原市 1:36:04

120 1241 河上 孝志 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 静岡市 1:36:08

121 628 石川 真史 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 愛知県 まはなちゃん 1:36:12

122 448 松井 浩光 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾐﾂ 藤枝市 遠鉄建設 1:36:18

123 705 荒木 敏之 ｱﾗｷ ﾄｼﾕｷ 浜松市 1:36:20

124 427 加藤 豪紀 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:36:28

125 1128 鈴木 清和 ｽｽﾞｷ ｷﾖｶｽﾞ 磐田市 1:36:33

126 119 今泉 貴善 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶﾖｼ 静岡市 ともの整形外科 1:36:46

127 200 山口 健太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 大高ＣＲＳ 1:36:46

128 892 石田 豪 ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 焼津市 1:36:47

129 578 清 信行 ｾｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 サーラスポーツ 1:36:55

130 890 ツカモト リョータ ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｰﾀ 掛川市 アフリカ人 1:36:59

131 691 原 洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 磐田市 ヤマハ発ＲＣ 1:37:01

132 1261 井上 純 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 静岡市 1:37:04

133 728 松下 育宏 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:37:05

134 551 土屋 忠大 ﾂﾁﾔ ﾀﾀﾞﾋﾛ 浜松市 1:37:08

135 204 向瀬 隆謹 ﾑｺｾ ﾀｶﾉﾘ 三重県 1:37:16

136 927 望月 朗久 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋｻ 浜松市 1:37:19

137 925 鈴木 晃広 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 東京都 1:37:20

138 708 望月 浩司 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｼﾞ 掛川市 粟レンジャー 1:37:25

139 960 西尾 茂 ﾆｼｵ ｼｹﾞﾙ 東京都 1:37:29

140 1055 角屋 裕介 ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｽｹ 浜松市 ４０代 1:37:30

141 317 高橋 昌博 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 ＧＦＲ 1:37:32

142 88 小林 真也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 浜松市 1:37:38

143 881 河野 茂晴 ｺｳﾉ ｼｹﾞﾊﾙ 島田市 1:37:45

144 732 二野下 晃 ﾆﾉｼﾀ ｱｷﾗ 静岡市 1:37:46

145 605 西岡 一晃 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｱｷ 森町 スマイリー 1:37:48

146 1207 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 やーこてんど 1:37:50

147 1459 高木 寿也 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾔ 磐田市 1:37:57

148 1213 市川 健一 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ 磐田市 チームマービン 1:38:05

149 3428 清水 和彦 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋｺ 御前崎市 ＢＳＮＴ 1:38:10

150 969 高林 宏明 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 浜松市 1:38:13
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151 1263 佐藤 慶治 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 静岡市 ＮＢ 1:38:16

152 837 中谷 正喜 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻｷ 静岡市 1:38:17

153 1727 清 理祥 ｾｲ ﾏｻﾖｼ 富士宮市 1:38:22

154 270 山野邊 秀明 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 ＮＢランナーズ 1:38:28

155 626 芝田 伸一 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 静岡市 県庁ラグビー部 1:38:29

156 1180 植良 健太郎 ｳｴﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 大林組 1:38:40

157 854 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 湖西市 城北エスニ 1:38:41

158 523 深津 祥文 ﾌｶﾂ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 1:38:42

159 928 曽川 大樹 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 浜松市 1:38:47

160 2041 田山 達朗 ﾀﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ 御殿場市 ジュビロ磐田肉魂 1:38:52

161 866 内藤 賀央 ﾅｲﾄｳ ﾖｼｵ 御殿場市 1:38:55

162 807 井口 敏郎 ｲｸﾞﾁ ﾄｼｵ 湖西市 ＢＥＢＥＲ 1:39:01

163 87 東 喜貴 ﾋｶﾞｼ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 1:39:02

164 361 横井 俊彦 ﾖｺｲ ﾄｼﾋｺ 浜松市 チーム走る男 1:39:05

165 2579 津原 明人 ﾂﾊﾗ ｱｷﾋﾄ 袋井市 上石野ＡＣ 1:39:23

166 938 境澤 光孝 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾀｶ 浜松市 1:39:26

167 942 牧 優作 ﾏｷ ﾕｳｻｸ 袋井市 1:39:32

168 868 式守 啓介 ｼｷﾓﾘ ｹｲｽｹ 静岡市 1:39:40

169 456 今福 克海 ｲﾏﾌｸ ｶﾂﾐ 愛知県 ファイト一発 1:39:48

170 504 松下 和昭 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 三重県 疾風の会 1:39:53

171 1873 大澤 良之 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾕｷ 掛川市 県森連 1:39:56

172 475 名倉 孝 ﾅｸﾞﾗ ﾀｶｼ 磐田市 磐田走る男！！ 1:39:57

173 684 鈴木 孝則 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 1:39:59

174 431 杉山 光彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾂﾋｺ 浜松市 聖隷三方原老健 1:40:12

175 896 金森 誠治 ｶﾅﾓﾘ ｾｲｼﾞ 三重県 三重津片田 1:40:15

176 1441 兵頭 英治 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 愛知県 1:40:15

177 869 櫛引 寿光 ｸｼﾋﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 御殿場市 1:40:19

178 1216 中川 晶夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷｵ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:40:22

179 1736 小野寺 勝利 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾂﾄｼ 磐田市 1:41:01

180 2681 齋藤 英輔 ｻｲﾄｳ ｴｲｽｹ 静岡市 1:41:03

181 240 栗坂 真弘 ｸﾘｻｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 ち～むＳＫＹ 1:41:06

182 766 足立 裕昭 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:41:08

183 914 土井 敦雄 ﾄﾞｲ ｱﾂｵ 愛知県 1:41:13

184 911 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 愛知県 山本塾 1:41:18

185 528 金原 憲 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀﾀﾞｼ 袋井市 上石野ＡＣ 1:41:25

186 1553 池端 英樹 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 わき目 1:41:26

187 623 青木 祐 ｱｵｷ ﾕｳ 浜松市 ニーサンズ 1:41:28

188 957 横井 元彦 ﾖｺｲ ﾓﾄﾋｺ 愛知県 バロンドール 1:41:29

189 1821 安藤 秀孝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県 1:41:31

190 796 為水 祐介 ﾀﾒｽｲ ﾕｳｽｹ 愛知県 1:41:36

191 1606 池田 佳久 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 静岡市 1:41:38

192 1899 小出 道明 ｺｲﾃﾞ ﾐﾁｱｷ 愛知県 1:41:39

193 500 渡辺 直彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋｺ 浜松市 1:41:42

194 1543 川波 和幸 ｶﾜﾅﾐ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 1:41:43

195 385 三田 則宏 ﾐﾀ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 蒲郡市民病院 1:41:45

196 1082 渡部 和弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 掛川市 Ｅ．Ｘ．Ｒ． 1:41:46

197 1918 油井 克仁 ﾕｲ ｶﾂﾋﾄ 浜松市 1:41:48

198 1148 垂水 聖治 ﾀﾙﾐ ｾｲｼﾞ 磐田市 磐田ＲＦ 1:41:50

199 885 高塚 雅文 ﾀｶﾂｶ ﾏｻﾌﾐ 藤枝市 1:41:57

200 2238 杉田 文昭 ｽｷﾞﾀ ﾌﾐｱｷ 静岡市 古庄走ろう会 1:42:02
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201 1109 佐藤 陽一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 長泉町 1:42:03

202 1006 坪井 知司 ﾂﾎﾞｲ ｻﾄｼ 浜松市 1:42:06

203 738 真尾 和美 ﾏｵ ｶﾂﾐ 藤枝市 アステラス製薬 1:42:08

204 1890 光村 博行 ﾐﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 1:42:09

205 1561 福澤 浩二 ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 磐田市 1:42:10

206 1860 水野 宏 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 愛知県 1:42:11

207 930 神谷 賢 ｶﾐﾔ ｹﾝ 静岡市 1:42:11

208 1977 佐藤 智明 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ 浜松市 エンデパ 1:42:16

209 366 松根 陽介 ﾏﾂﾈ ﾖｳｽｹ 浜松市 浜松ホトニクス 1:42:20

210 228 堀内 淳 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ 磐田市 1:42:28

211 996 市川 晋司 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:42:30

212 2163 古田 慎一 ﾌﾙﾀ ｼﾝｲﾁ 浜松市 浜松ホトニクス 1:42:39

213 1506 鈴木 弘康 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 天竜でんでん虫 1:42:50

214 2096 古田 和也 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾔ 磐田市 1:42:53

215 727 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 一条工務店 1:43:06

216 468 氏原 祐一 ｳｼﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 浜松市 サーラスポーツ 1:43:12

217 858 尾崎 雅彦 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 浜松市 新所原名門酒会 1:43:18

218 1297 鈴木 敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 静岡市 （株）鈴木電装 1:43:19

219 1793 杉山 真二 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:43:21

220 1551 内藤 源城 ﾅｲﾄｳ ﾓﾄｷ 湖西市 1:43:22

221 1247 新島 邦行 ﾆｲｼﾞﾏ ｸﾆﾕｷ 掛川市 磐田メイツ睡眠 1:43:26

222 1725 宮脇 克義 ﾐﾔﾜｷ ｶﾂﾖｼ 島田市 島田市役所 1:43:29

223 1360 茶谷 勝利 ﾁｬﾔ ｶﾂﾄｼ 愛知県 チーム攻之防 1:43:31

224 877 井上 勇治 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 東京都 1:43:36

225 1276 河野 俊之 ｺｳﾉ ﾄｼﾕｷ 愛知県 1:43:36

226 1388 村松 茂 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 静岡市 水曜練習会 1:43:39

227 557 伊藤 重光 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾐﾂ 浜松市 欠下平松下組 1:43:45

228 2469 若林 淳司 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 兵庫県 ＪＳ磐田分室 1:43:45

229 2128 小松 満 ｺﾏﾂ ﾐﾂﾙ 静岡市 走れ！コマさん 1:43:51

230 510 喜多村 安彦 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 愛知県 1:43:51

231 151 齋藤 泰宏 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 沼津市 陸上自衛隊 1:43:53

232 1332 立花 邦雄 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｸﾆｵ 袋井市 1:44:01

233 929 福田 匠 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾐ 浜松市 天龍土建工業 1:44:02

234 1077 佐藤 正昭 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 浜松市 Ｎ－ヤンキース 1:44:04

235 394 瀧川 典宏 ﾀｷｶﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 静岡市 1:44:04

236 1076 伊藤 重信 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 三重県 1:44:05

237 1170 鹿山 哲志 ｶﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ 愛知県 1:44:09

238 1336 下村 満留 ｼﾓﾑﾗ ﾐﾂﾙ 愛知県 1:44:09

239 1393 岩間 徳光 ｲﾜﾏ ﾄｸﾐﾂ 静岡市 1:44:12

240 5926 鈴木 隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 湖西市 ネッツ 1:44:20

241 1132 堀内 和仁 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 磐田市 1:44:29

242 3251 新村 嘉延 ｼﾝﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜松市 1:44:36

243 231 浅原 敬士 ｱｻﾊﾗ ﾀｶｼ 浜松市 浜松ホトニクス 1:44:40

244 1984 吉川 淳 ﾖｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 藤枝市 1:44:41

245 2521 山中 英利 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 1:44:46

246 1254 木村 崇 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 愛知県 1:44:47

247 1855 小柳 公伸 ｺﾔﾅｷﾞ ｷﾐﾉﾌﾞ 掛川市 1:44:51

248 704 石上 鉄也 ｲｼｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ 静岡市 安東小 1:44:54

249 1068 藤田 哲 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ 静岡市 ロコモコ助 1:45:01

250 1038 鈴木 高弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 スズキ鈑金 1:45:05
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251 1053 太平 周作 ｵｵﾋﾗ ｼｭｳｻｸ 愛知県 半田クーゲルズ 1:45:07

252 1378 渡辺 康史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 静岡市 ヤマダ株式会社 1:45:08

253 1968 鈴木 勇祐 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:45:09

254 1735 薄葉 豊 ｳｽﾊﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 1:45:13

255 246 秋山 貴裕 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 富士市 1:45:33

256 945 渡辺 充信 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ 愛知県 1:45:34

257 1063 藤原 秀紀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 浜松ホトニクス 1:45:34

258 492 平野 清明 ﾋﾗﾉ ｷﾖｱｷ 浜松市 1:45:40

259 1324 安田 昌平 ﾔｽﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 黒猫 1:45:44

260 1723 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:45:44

261 692 藤代 滋己 ﾌｼﾞｼﾛ ｼｹﾞｷ 愛知県 1:45:51

262 2175 柳崎 淳 ﾔﾅｷﾞｻｷ ｼﾞｭﾝ 愛知県 1:46:01

263 3 中島 博正 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾏｻ 湖西市 1:46:04

264 146 宮本 寿崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾀｶ 御前崎市 御前崎市体協 1:46:05

265 765 中島 唯宣 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 袋井市 矢崎天竜 1:46:10

266 682 加藤 智道 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐﾁ 愛知県 タジマ工業 1:46:17

267 1748 奥村 哲生 ｵｸﾑﾗ ﾃﾂｵ 浜松市 1:46:20

268 1951 滝塚 三紀夫 ﾀｷﾂﾞｶ ﾐｷｵ 愛知県 1:46:21

269 924 野口 勇 ﾉｸﾞﾁ ｲｻﾑ 浜松市 アルモニコス 1:46:22

270 2054 齋藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 磐田市 1:46:28

271 1892 菊池 祐介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:46:28

272 756 大石 寿昭 ｵｵｲｼ ﾄｼｱｷ 浜松市 スルガ銀行 1:46:28

273 1488 山本 節司 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾂｼﾞ 愛知県 1:46:31

274 1859 岡本 大輔 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 1:46:31

275 1322 吉田 秀一郎 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 静岡市 1:46:34

276 370 大河原 裕一 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳｲﾁ 牧之原市 1:46:41

277 561 田中 仁 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 袋井市 キン～茂に屈す 1:46:52

278 760 大石 光孝 ｵｵｲｼ ﾐﾂﾀｶ 浜松市 ひまわり隊 1:46:57

279 2738 岩田 雅和 ｲﾜﾀ ﾏｻｶｽﾞ 磐田市 1:46:59

280 1179 碇 博志 ｲｶﾘ ﾋﾛｼ 磐田市 1:47:03

281 917 柘植 清志 ﾂｹﾞ ｷﾖｼ 愛知県 1:47:05

282 3048 安藤 達彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾋｺ 浜松市 1:47:06

283 2785 坂田 治夫 ｻｶﾀ ﾊﾙｵ 磐田市 ＢＥＡＳＴ 1:47:06

284 1615 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 愛知県 1:47:13

285 1189 高田 敏樹 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｷ 浜松市 ＫＳＫ 1:47:21

286 1499 横道 泰隆 ﾖｺﾐﾁ ﾔｽﾀｶ 袋井市 シロナガス 1:47:28

287 1798 金原 正典 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 金原工業所 1:47:34

288 1417 梅村 晃成 ｳﾒﾑﾗ ｱｷﾅﾘ 愛知県 1:47:38

289 1491 山田 崇治 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 磐田市 1:47:40

290 1049 江藤 公一 ｴﾄｳ ｺｳｲﾁ 愛知県 1:47:45

291 1367 栗本 正男 ｸﾘﾓﾄ ﾏｻｵ 浜松市 白山ＲＣ 1:47:50

292 985 新村 大輔 ｼﾝﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:47:51

293 1674 田所 信也 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼﾝﾔ 磐田市 1:47:52

294 3189 大塚 洋和 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 1:47:53

295 910 勝野 充生 ｶﾂﾉ ﾐﾂｵ 浜松市 愛 1:48:03

296 2156 高田 幸典 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 磐田市 楽らん倶楽部 1:48:03

297 1660 杉村 純一朗 ｽｷﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:48:06

298 2483 高野 剛 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 湖西市 1:48:09

299 142 川西 明洋 ｶﾜﾆｼ ｱｷﾋﾛ 袋井市 1:48:11

300 457 山本 孝治 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ 愛知県 ヤマチャン 1:48:11
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301 1018 伊藤 治人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ 浜松市 日星電気ＲＣ 1:48:14

302 3717 木村 竜彦 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾋｺ 愛知県 1:48:14

303 1166 杉山 友秀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ 静岡市 パドック 1:48:17

304 1737 高橋 洋樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 浜松市 1:48:20

305 884 滝山 英紀 ﾀｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 島田市 島田市役所 1:48:22

306 1729 岡本 浩二 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 磐田市 チーム岡本 1:48:28

307 2215 原口 真文 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 1:48:29

308 806 富田 忠嗣 ﾄﾐﾀ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 浜スポＲＣ 1:48:30

309 783 宇野 僚二 ｳﾉ ﾘｮｳｼﾞ 愛知県 1:48:35

310 1387 牧野 智也 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾔ 清水町 1:48:37

311 976 鈴木 一聖 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 磐田市 ※四十路ーず※ 1:48:38

312 2400 石ヶ森 稔 ｲｼｶﾞﾓﾘ ﾐﾉﾙ 浜松市 ヤマハ 1:48:41

313 516 小池 幸浩 ｺｲｹ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 デンソー豊橋 1:48:42

314 1661 塚本 昭宏 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:48:55

315 343 原田 智好 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ 袋井市 1:48:56

316 2007 袴田 好信 ﾊｶﾏﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 磐田市 スズキ自販浜松 1:48:58

317 1611 岩森 広高 ｲﾜﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 藤枝市 1:48:59

318 1062 外山 博章 ﾄﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 愛知県 エンジン技術部 1:49:02

319 3059 柳澤 秀行 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 菊川市 神田建設 1:49:06

320 1359 伊藤 友亮 ｲﾄｳ ﾄﾓｱｷ 藤枝市 1:49:10

321 2528 鈴木 秀樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 1:49:14

322 1569 鳥山 誉章 ﾄﾘﾔﾏ ﾀｶｱｷ 磐田市 チームうなり 1:49:14

323 575 広金 和則 ﾋﾛｶﾞﾈ ｶｽﾞﾉﾘ 掛川市 昭和 1:49:15

324 1126 池谷 朗 ｲｹﾔ ｱｷﾗ 浜松市 1:49:15

325 659 笹瀬 貴之 ｻｻｾ ﾀｶﾕｷ 浜松市 静岡トヨタ 1:49:16

326 1613 尾畑 裕史 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 浜松市 1:49:18

327 3046 阿部 浩輔 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 浜松市 1:49:20

328 1877 川越 章広 ｶﾜｺﾞｴ ｱｷﾋﾛ 森町 1:49:23

329 2085 野田 和宏 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 1:49:25

330 1757 鈴木 貴弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 1:49:31

331 876 酒井 靖夫 ｻｶｲ ﾔｽｵ 浜松市 いたりや 1:49:33

332 1713 橋本 久敬 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻﾀｶ 磐田市 チームかげやま 1:49:50

333 1652 三宮 宏之 ｻﾝｸﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:49:53

334 2589 沢崎 晴紀 ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾙｷ 菊川市 ＰＣＬ 1:49:58

335 1820 中西 佐太郎 ﾅｶﾆｼ ｻﾀﾛｳ 川根本町 1:49:58

336 804 荒木 浩平 ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ 浜松市 堀場ランナーズ 1:50:04

337 445 藤澤 義幸 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾕｷ 菊川市 1:50:04

338 5911 西尾 幸生 ﾆｼｵ ﾕｷｵ 袋井市 1:50:06

339 2196 望月 雄介 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ 静岡市 1:50:09

340 2063 堀内 建二 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:50:09

341 816 小段 仁 ｺﾀﾞﾝ ﾋﾄｼ 三重県 1:50:15

342 2391 松村 卓明 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｱｷ 静岡市 ちかく堂 1:50:19

343 2380 渡会 隆行 ﾜﾀﾗｲ ﾀｶﾕｷ 愛知県 サーラＲＣ 1:50:19

344 2049 鈴木 邦彦 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:50:20

345 1602 山本 修一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 磐田市 1:50:27

346 1218 宮下 和郎 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾛｳ 静岡市 ＮＥＳ 1:50:30

347 3410 小川 淳一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 1:50:36

348 455 山中 博幸 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 川根本町 コスモス 1:50:38

349 1867 岩永 誠之 ｲﾜﾅｶﾞ ｾｲｼ 愛知県 1:50:39

350 2564 外山 雅文 ﾄﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 1:50:40
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351 2157 半場 正浩 ﾊﾝﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 うましか 1:50:46

352 1291 奥園 孝 ｵｸｿﾞﾉ ﾀｶｼ 愛知県 1:50:50

353 513 宮平 カルロス ﾐﾔﾋﾗ ｶﾙﾛｽ 浜松市 1:50:50

354 932 栗田 悟 ｸﾘﾀ ｻﾄﾙ 静岡市 Ｔｅａｍ・Ｙ 1:50:54

355 1079 加藤 昭夫 ｶﾄｳ ｱｷｵ 浜松市 1:50:57

356 1986 伊藤 浩 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 埼玉県 1:51:03

357 1325 時田 盛彦 ﾄｷﾀ ﾓﾘﾋｺ 愛知県 1:51:10

358 1450 丸山 洋 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 焼津市 ＳＳＨＲＣ 1:51:13

359 419 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ 藤枝市 ＡＲＣ静岡 1:51:14

360 934 冨田 征範 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾉﾘ 掛川市 ＳＲＣ 1:51:20

361 1809 加藤 弘樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 島田市 1:51:21

362 3212 相羽 勉 ｱｲﾊﾞ ﾂﾄﾑ 愛知県 ＴＩＳ 1:51:21

363 1545 市川 真之 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾕｷ 浜松市 市川保険Ｓ 1:51:24

364 3578 原間井 重樹 ﾊﾗﾏｲ ｼｹﾞｷ 愛知県 デンソー 1:51:27

365 1204 安藤 邦哉 ｱﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾔ 岐阜県 ＡＦＣ 1:51:32

366 1317 唐木 利明 ｶﾗｷ ﾄｼｱｷ 浜松市 1:51:34

367 895 山田 博志 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 富山県 富山ＲＥＳ 1:51:34

368 1513 太田 充 ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ 磐田市 高橋レーシング 1:51:35

369 1296 井口 聡 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ 愛知県 チームＢＢ 1:51:42

370 5468 加藤 哲也 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 愛知県 1:51:43

371 2488 高橋 義明 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 磐田市 ヤマハ 1:51:44

372 1438 小栗 貴裕 ｵｸﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 1:51:44

373 5401 小永井 滋 ｺﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾙ 磐田市 1:51:45

374 701 長澤 秀憲 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡市 ＡＲＣ静岡 1:51:45

375 1916 安田 友昭 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 湖西市 1:51:47

376 1769 白井 宏忠 ｼﾗｲ ﾋﾛﾀﾀﾞ 湖西市 1:51:47

377 621 松浦 徹 ﾏﾂｳﾗ ﾄｵﾙ 磐田市 浜松うましか 1:51:50

378 715 浜野 孝 ﾊﾏﾉ ﾀｶｼ 浜松市 1:51:53

379 2242 渋谷 寛 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ 菊川市 1:51:58

380 1199 鈴木 孝治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 三重県 1:52:02

381 3359 坂田 哲夫 ｻｶﾀ ﾃﾂｵ 愛知県 1:52:03

382 2072 安達 和之 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 掛川市 アイケア 1:52:03

383 3825 千葉 幸則 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 清水町 1:52:04

384 459 藤井 幸次 ﾌｼﾞｲ ｺｳｼﾞ 浜松市 みつわ会 1:52:06

385 1638 岩佐 洋 ｲﾜｻ ﾋﾛｼ 東京都 泥単連 1:52:10

386 1473 中平 勝 ﾅｶﾋﾗ ﾏｻﾙ 岐阜県 1:52:11

387 1862 川上 雄一 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｲﾁ 浜松市 1:52:12

388 3025 守谷 康弘 ﾓﾘﾔ ﾔｽﾋﾛ 森町 1:52:13

389 973 山下 浩章 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｱｷ 掛川市 アクアウイング 1:52:17

390 1310 小澤 茂雄 ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 掛川市 1:52:19

391 547 小澤 謙 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川県 寛政大学 1:52:28

392 1447 橋本 誠紀 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 ランニングマン 1:52:28

393 2385 長谷川 浩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 浜松市 あんしん 1:52:37

394 1869 大屋 康徳 ｵｵﾔ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 1:52:48

395 2367 後藤 稔 ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾙ 愛知県 1:52:53

396 1810 高村 健一 ﾀｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 三重県 1:52:54

397 1917 安田 善一 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 1:53:00

398 1017 力久 俊二 ﾘｷﾋｻ ｼｭﾝｼﾞ 島田市 1:53:06

399 1158 近藤 明義 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾖｼ 愛知県 1:53:09

400 5800 石上 恭平 ｲｼｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 静岡市 1:53:10
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401 5416 近藤 光二 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｼﾞ 愛知県 1:53:14

402 1925 藤田 鉱治 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 磐田市 1:53:15

403 3945 西川 純雄 ﾆｼｶﾜ ｽﾐｵ 愛知県 向山～今晩走会 1:53:16

404 1759 野田 雄彦 ﾉﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 1:53:21

405 2522 杉浦 弘樹 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｷ 愛知県 1:53:26

406 971 水谷 篤史 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｼ 浜松市 ＨＡＭＡＴＯＲＡ 1:53:28

407 3256 水野 実 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾉﾙ 愛知県 1:53:29

408 435 永田 佳寛 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 磐田消防 1:53:30

409 1533 山口 健輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 浜松市 1:53:31

410 762 可知 政徳 ｶﾁ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 1:53:31

411 1361 足立 博志 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ 愛知県 1:53:31

412 1226 青田 圭介 ｱｵﾀ ｹｲｽｹ 磐田市 1:53:33

413 2004 宮崎 直彦 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾋｺ 愛知県 1:53:37

414 1044 竹田 祐一 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 磐田市 1:53:37

415 1437 内田 晴康 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙﾔｽ 浜松市 成子坂陸上部 1:53:40

416 1379 手塚 真一 ﾃﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ 浜松市 浜松インドア 1:53:43

417 3306 加藤 大典 ｶﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 衣浦東部消防局 1:53:44

418 2292 阿井 稔晴 ｱｲ ﾄｼﾊﾙ 浜松市 1:53:46

419 2244 内山 健聖 ｳﾁﾔﾏ ｹﾝｾｲ 千葉県 1:53:48

420 2817 伊藤 広明 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 1:53:51

421 922 武田 信吾 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 東京都 1:53:54

422 2413 福山 健一 ﾌｸﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 浜松市 1:53:55

423 947 田治見 央外 ﾀｼﾞﾐ ﾋｻﾄ 千葉県 Ｆ２ 1:54:03

424 873 山口 巌 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾜｵ 愛知県 1:54:04

425 2181 神田 直重 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵｼｹﾞ 愛知県 ご長寿クラブ 1:54:05

426 2721 佐藤 工 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 藤枝市 1:54:05

427 5547 大塚 栄章 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｱｷ 掛川市 1:54:06

428 2050 吉田 典一 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘｶｽﾞ 藤枝市 1:54:06

429 2129 田端 伸章 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｱｷ 浜松市 1:54:11

430 1163 吉永 優 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｻﾙ 袋井市 上石野ＡＣ 1:54:16

431 1133 原口 建一 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 愛知県 1:54:16

432 3081 堀川 功 ﾎﾘｶﾜ ｺｳ 浜松市 わっしょい 1:54:16

433 1009 野口 雄理 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 磐田市 1:54:17

434 2710 志村 友康 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ 磐田市 猛虎会 1:54:21

435 1646 服部 泰典 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 1:54:25

436 1069 大瀬 真一 ｵｵｾ ｼﾝｲﾁ 浜松市 1:54:25

437 3494 高井 英治郎 ﾀｶｲ ｴｲｼﾞﾛｳ 静岡市 1:54:27

438 6016 河村 憲治 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:54:28

439 2210 見波 裕紀 ﾐﾅﾐ ﾋﾛｷ 静岡市 野尻会 1:54:32

440 5814 戸田 正弘 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 1:54:33

441 2127 三浦 満男 ﾐｳﾗ ﾐﾁｵ 磐田市 1:54:34

442 1582 近田 直人 ｺﾝﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ 愛知県 渥美運輸 1:54:35

443 2113 熊谷 幸治 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:54:36

444 1209 鈴木 清隆 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾀｶ 袋井市 遠藤科学 1:54:38

445 3518 手嶋 実 ﾃｼﾏ ﾐﾉﾙ 愛知県 1:54:42

446 1312 谷口 成泰 ﾔｸﾞﾁ ﾅﾘﾔｽ 浜松市 1:54:42

447 284 乗松 健 ﾉﾘﾏﾂ ﾀｹｼ 袋井市 1:54:43

448 1064 田中 智章 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 掛川市 粟レンジャー 1:54:46

449 512 一柳 雅司 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 袋井市 繋ぐ大進堂 1:54:49

450 2018 飯島 浩也 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ 藤枝市 1:54:50
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451 1428 山内 健 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ 袋井市 1:54:52

452 1526 安藤 秀文 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾌﾐ 愛知県 アンスコ 1:54:53

453 2827 須網 政浩 ｽｱﾐ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 すあみ眼科 1:54:53

454 4154 碓井 清 ｳｽｲ ｷﾖｼ 愛知県 1:54:58

455 1854 榎本 知久 ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ 愛知県 1:55:01

456 2418 伊藤 智之 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 （株）二デック 1:55:05

457 1294 下山 賢一 ｼﾓﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 吉田町 1:55:05

458 2649 大石 伸章 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞｱｷ 掛川市 1:55:07

459 1936 市川 克也 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾔ 三重県 1:55:13

460 5791 鈴木 邦宏 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 磐田市 1:55:13

461 1334 松村 昌広 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 袋井市 ★遅松さん 1:55:14

462 5235 新舩 直人 ｱﾗﾌﾈ ﾅｵﾄ 浜松市 1:55:14

463 2776 新垣 隆一郎 ｱﾗｶｷ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 静岡市 1:55:15

464 4455 桂 雅彦 ｶﾂﾗ ﾏｻﾋｺ 袋井市 1:55:27

465 1775 塩野 祥弘 ｼｵﾉ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 ランジョグ 1:55:27

466 2312 高橋 哲 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 浜松市 1:55:28

467 1841 永井 祐介 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 静岡市 1:55:29

468 1508 鈴木 匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 浜松市 1:55:32

469 3908 安間 年信 ｱﾝﾏ ﾄｼﾉﾌﾞ 磐田市 マックス静岡 1:55:33

470 1466 小林 輝雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ 愛知県 1:55:34

471 2581 古木 知晴 ﾌﾙｷ ﾄﾓﾊﾙ 静岡市 1:55:40

472 1894 前野 貴信 ﾏｴﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ 愛知県 1:55:44

473 1251 梅村 宏充 ｳﾒﾑﾗ ﾋﾛﾐﾂ 愛知県 1:55:45

474 5390 吉村 真樹 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ 御前崎市 1:55:48

475 1831 泉 真一 ｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ 愛知県 1:55:53

476 1293 山内 秀仁 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞﾋﾄ 磐田市 1:55:56

477 2059 後藤 慶治 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 愛知県 1:56:00

478 4803 青木 成生 ｱｵｷ ｼｹﾞｵ 静岡市 ＪＲ東海 1:56:07

479 3440 城田 賢太郎 ｼﾛﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:56:16

480 1811 栗原 和広 ｸﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 1:56:17

481 1363 北澤 哲也 ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 静岡市 ダチョウ労士 1:56:21

482 2706 小林 大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 1:56:28

483 5167 宮本 昌俊 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 磐田市 1:56:31

484 20006 鈴木 秀人 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾄ 磐田市 1:56:36

485 20005 中森 大介 ﾅｶﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 1:56:36

486 20004 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 磐田市 1:56:37

487 20003 名波 浩 ﾅﾅﾐ ﾋﾛｼ 磐田市 1:56:37

488 2145 松永 正伸 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 焼津市 1:56:37

489 2069 古川 康弘 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 1:56:41

490 3291 新発田 直之 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾕｷ 浜松市 1:56:45

491 2622 高木 紀男 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｵ 愛知県 1:56:46

492 1469 出口 正悟 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 Ｊ．Ｒ．Ｔ． 1:56:49

493 2865 山本 順一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 岡崎繊維青年 1:56:50

494 2566 伊藤 康富 ｲﾄｳ ﾔｽﾄﾐ 浜松市 はなえちゃん 1:56:50

495 2549 佐藤 一舟 ｻﾄｳ ｲｯｼｭｳ 掛川市 エリン 1:56:50

496 1947 加藤 賢吾 ｹﾝｺﾞ ｶﾄｳ 愛知県 1:56:52

497 1307 木下 泰男 ｷﾉｼﾀ ﾔｽｵ 愛知県 1:56:55

498 1600 加藤 昌宏 ｶﾄｳ ｶﾖ 浜松市 1:56:56

499 944 忠内 正通 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾏｻﾐﾁ 湖西市 1:56:57

500 5789 古本 アルトロ ﾌﾙﾓﾄ ｱﾙﾄﾛ 愛知県 1:57:01
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501 2801 小谷 崇二 ｺﾀﾆ ﾀｶｼﾞ 愛知県 1:57:04

502 1714 中川 正樹 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｷ 愛知県 ＳＢＣＣ 1:57:05

503 2702 岡村 創 ｵｶﾑﾗ ｿｳ 静岡市 1:57:11

504 2593 江洲 正光 ｴｽ ﾏｻﾐﾂ 愛知県 1:57:16

505 2984 松本 けーぢ ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ 袋井市 ナンヨーＲ／Ｃ 1:57:16

506 2247 木原 雅人 ｷﾊﾗ ﾏｻﾄ 浜松市 1:57:29

507 653 小林 友就 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾅﾘ 浜松市 1:57:31

508 3148 成島 章広 ﾅﾙｼﾏ ｱｷﾋﾛ 富士宮市 1:57:33

509 1188 西川 由明 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ 浜松市 1:57:33

510 1305 山口 充夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 愛知県 1:57:37

511 2137 服部 恭史 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽｼ 浜松市 1:57:37

512 2112 益谷 健 ﾏｽﾀﾆ ｹﾝ 静岡市 アオイネオン 1:57:43

513 3520 橋本 雄 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 浜松市 1:57:45

514 442 金辻 徳広 ｷﾝﾂｼﾞ ﾉﾘﾋﾛ 福岡県 ＣＨＡＮＧＥ 1:57:51

515 559 吉岡 隆道 ﾖｼｵｶ ﾀｶﾐﾁ 富士市 水曜練習会 1:57:52

516 3241 鈴木 正之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 愛知県 マオック 1:57:57

517 2672 濁澤 直也 ﾆｺﾞﾘｻﾜ ﾅｵﾔ 静岡市 1:57:58

518 1245 富田 英敬 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 焼津市 1:57:59

519 1677 瀧澤 幸也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 浜松市 1:58:00

520 1641 中川 祐介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:58:01

521 1931 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 磐田市 1:58:04

522 3752 河合 隆 ｶﾜｲ ﾀｶｼ 浜松市 1:58:05

523 1845 本間 智宏 ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:58:07

524 3209 柴田 匡通 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾐﾁ 袋井市 上石野ＡＣ 1:58:08

525 1565 伊藤 渉 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 浜松市 1:58:10

526 2937 内山 直己 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 磐田市 1:58:10

527 3814 高橋 昭雄 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ 愛知県 向山～今晩走会 1:58:11

528 2357 鈴木 孝好 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 浜松市 チーム マッチ 1:58:13

529 606 大橋 伯夫 ｵｵﾊｼ ﾉﾘｵ 磐田市 1:58:15

530 2846 真島 豊 ﾏｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 東京都 1:58:15

531 1824 竹嶋 茂 ﾀｹｼﾏ ｼｹﾞﾙ 静岡市 1:58:16

532 2598 中野 智裕 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 1:58:17

533 5586 岩山 幹彦 ｲﾜﾔﾏ ﾐｷﾋｺ 富士市 1:58:17

534 4381 村田 敏郁 ﾑﾗﾀ ﾄｼﾌﾐ 磐田市 1:58:18

535 3356 中村 悟己 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｷ 浜松市 1:58:22

536 2687 矢島 一彦 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 磐田市 1:58:23

537 2107 鈴木 毅 ｽｽｷﾞ ﾀｹｼ 浜松市 浜松オートメ 1:58:24

538 3115 小山 忠敬 ｺﾔﾏ ﾀﾀﾞﾀｶ 浜松市 1:58:25

539 3070 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 みのりん 1:58:28

540 3702 加古 誠人 ｶｺ ﾏｻﾋﾄ 愛知県 1:58:29

541 1413 稲吉 博章 ｲﾅﾖｼ ﾋﾛｱｷ 湖西市 1:58:31

542 2516 岩井 隆昌 ｲﾜｲ ﾀｶﾏｻ 磐田市 1:58:32

543 5209 内藤 隆一郎 ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 袋井市 ※スラッシュ 1:58:37

544 2610 大場 義文 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾌﾐ 掛川市 1:58:39

545 3295 北嶋 俊和 ｷﾀｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ 三重県 1:58:42

546 1839 鈴木 宏典 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 沼津市 1:58:42

547 305 西村 崇宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 アサヒカッター 1:58:42

548 752 藤田 光人 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾋﾄ 袋井市 1:58:44

549 2767 水嶋 啓貴 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 浜松市 ロンリーバトル 1:58:47

550 1238 高橋 栄樹 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｷ 浜松市 1:58:47
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551 580 下平 利光 ｼﾓﾋﾗ ﾄｼﾐﾂ 浜松市 欠下平松下組 1:58:51

552 1808 大須賀 淳太 ｵｵｽｶ ｱﾂﾓﾄ 愛知県 1:58:53

553 2120 水野 成志 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｼﾞ 静岡市 みずのクリニッ 1:58:59

554 3677 志水 尋則 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾘ 浜松市 太洋コンクリー 1:59:02

555 2076 横井 直幸 ﾖｺｲ ﾅｵﾕｷ 浜松市 1:59:06

556 3223 水野 英俊 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 御前崎市 こなもん食堂 1:59:10

557 5946 守屋 真吾 ﾓﾘﾔ ｼﾝｺﾞ 浜松市 1:59:12

558 3415 山田 耕二郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 磐田市 コーニング 1:59:12

559 3446 山崎 裕二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 浜松市 1:59:16

560 2033 遠山 浩二 ﾄｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ 浜松市 ドンカメ 1:59:19

561 1477 山下 豪史 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾒｼ 愛知県 ゼンリン 1:59:21

562 5906 袴田 秀和 ﾊｶﾏﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 三島市 1:59:22

563 3582 笹岡 太一 ｻｻｵｶ ﾀｲﾁ 愛知県 1:59:22

564 2810 本多 正典 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:59:24

565 5289 飯田 修司 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 1:59:28

566 1789 神谷 洋利 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄｼ 浜松市 1:59:29

567 294 竹原 康広 ﾀｹﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 1:59:29

568 1724 岡戸 大樹 ｵｶﾄﾞ ﾀﾞｲｷ 新潟県 ＴＭＮＦ 1:59:30

569 3724 内山 智 ｳﾁﾔﾏ ｻﾄｼ 愛知県 1:59:30

570 1287 長嶋 隆久 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶﾋｻ 菊川市 御前崎陸上部 1:59:30

571 3229 中野 竜司 ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 焼津市 日本ハム 1:59:33

572 3452 今井 敏裕 ｲﾏｲ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 ＭＳＴ 1:59:38

573 2813 小林 克也 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾔ 長泉町 1:59:47

574 1099 原田 幸弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 袋井市 1:59:48

575 2836 吉田 祐教 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾉﾘ 浜松市 1:59:51

576 5507 大草 親 ｵｵｸｻ ﾁｶｼ 牧之原市 1:59:54

577 4987 村松 由清 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷﾖ 掛川市 1:59:54

578 2480 江川 卓 ｴｶﾞﾜ ﾀｸ 神奈川県 アゼリア 1:59:55

579 5112 山本 将 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾙ 愛知県 マサルの会 1:59:57

580 5569 永井 利直 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾅｵ 磐田市 1:59:59

581 2055 竹林 克文 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 2:00:03

582 2090 松本 弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 磐田市 ゆりりさ 2:00:06

583 1686 大城 泰秀 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ 磐田市 チームかげやま 2:00:08

584 3703 鷲巣 剛一 ﾜｼｽﾞ ﾀｹｶｽﾞ 静岡市 2:00:11

585 5784 老川 直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 浜松市 2:00:11

586 2028 長谷川 雅也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 浜松市 2:00:12

587 4785 杉山 佳延 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 藤枝市 2:00:27

588 3225 松井 利幸 ﾏﾂｲ ﾄｼﾕｷ 掛川市 こなもん食堂 2:00:44

589 3881 池田 憲昭 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 愛知県 Ｕ＆Ｉ快走ｃｂ 2:00:47

590 2209 大石 崇之 ｵｵｲｼ ﾀｶﾕｷ 焼津市 2:00:47

591 2778 吉岡 利道 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾐﾁ 東京都 松本印刷 2:00:47

592 2047 新村 将輝 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻｷ 静岡市 2:00:56

593 2754 朝比奈 一成 ｱｻﾋﾅ ｶｽﾞｼｹﾞ 藤枝市 ＲＣＲＣ 2:00:59

594 5928 笹野 順司 ｻｻﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 愛知県 2:01:11

595 1521 井上 邦一 ｲﾉｳｴ ｸﾆｶｽﾞ 磐田市 トヨレン浜松 2:01:11

596 5927 田中 義浩 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 藤枝市 焼津信用金庫 2:01:13

597 3910 柴田 周二 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ 長野県 2:01:13

598 5264 篠ヶ瀬 有一郎 ｻｻｶﾞｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 ＪоｇＮоｔｅ 2:01:15

599 2948 久野 智浩 ｸﾉ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:01:19

600 2729 久保 渉 ｸﾎﾞ ﾜﾀﾙ 袋井市 袋井北小 2:01:19
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601 2826 三浦 稔 ﾐｳﾗ ﾐﾉﾙ 掛川市 ＳＭＩＬＥＹ 2:01:24

602 1994 比知屋 悟朗 ﾋｼﾞﾔ ｺﾞﾛｳ 焼津市 グリルササヤ 2:01:29

603 1719 笠原 秀樹 ｶｻﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 Ｐａｃ 2:01:32

604 2260 服部 亨 ﾊｯﾄﾘ ﾄｵﾙ 掛川市 2:01:34

605 2226 古谷 優好 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾖｼ 掛川市 ＡＳＭＦ 2:01:39

606 3666 安逹 欣史 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾌﾐ 掛川市 静岡トヨタ 2:01:41

607 2658 小出 裕一 ｺｲﾃﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 掛川市 2:01:49

608 2839 望月 久徳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｻﾉﾘ 静岡市 オンショルダー 2:01:55

609 2165 中村 真也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 袋井市 上石野ＡＣ 2:01:55

610 5211 佐藤 勇 ｻﾄｳ ｲｻﾑ 浜松市 2:01:57

611 1541 森 洋亮 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 神奈川県 2:02:03

612 3286 佐藤 秀一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 富士市 2:02:05

613 3804 山下 修一 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 2:02:08

614 3453 小柳 正史 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 静岡市 刮目ＲＣ 2:02:09

615 5607 朝倉 康人 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 浜松市 2:02:21

616 2241 脇田 康太郎 ﾜｷﾀ ｺｳﾀﾛｳ 浜松市 2:02:28

617 4696 西川 純史 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 あのよっちゃん 2:02:28

618 652 渡辺 心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 静岡市 2:02:33

619 1482 別所 淳 ﾍﾞｯｼｮ ｱﾂｼ 三重県 2:02:34

620 5500 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 Ｌｕｃｋ 2:02:35

621 5743 加藤 慎一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 愛知県 2:02:36

622 5248 赤堀 恵俊 ｱｶﾎﾘ ｼｹﾞﾄｼ 菊川市 2:02:42

623 5489 塚田 秀明 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 掛川市 2:02:57

624 2620 中道 雅之 ﾅｶﾐﾁ ﾏｻﾕｷ 浜松市 2:02:58

625 2595 紅林 航 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｺｳ 牧之原市 いかりや 2:03:01

626 372 石橋 正樹 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｷ 浜松市 １５１５ｆ 2:03:02

627 2800 加藤 宗弘 ｶﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ 浜松市 2:03:02

628 3670 伊藤 秀典 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 掛川市 2:03:04

629 1738 加藤 久和 ｶﾄｳ ﾋｻｶｽﾞ 沼津市 2:03:07

630 2665 三輪 栄二 ﾐﾜ ｴｲｼﾞ 愛知県 2:03:10

631 1897 松井 晶 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 愛知県 2:03:14

632 1620 池田 容一郎 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 磐田市 2:03:17

633 1567 栗田 佳昭 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ 浜松市 楽喜庭 2:03:25

634 3137 鈴木 喫 ｽｽﾞｷ ｲｻﾑ 浜松市 長上苑 2:03:28

635 2421 水間 公義 ﾐｽﾞﾏ ｷﾐﾖｼ 浜松市 2:03:28

636 2586 花井 浩行 ﾊﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ｅｎｄｅｐａ 2:03:29

637 2228 黒瀬 晴彦 ｸﾛｾ ﾊﾙﾋｺ 浜松市 住友生命 2:03:30

638 616 小林 慎治 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 2:03:33

639 2200 高橋 太郎 ﾀｶﾊｼ ﾀﾛｳ 浜松市 2:03:39

640 3171 丸 泰之 ﾏﾙ ﾔｽﾕｷ 浜松市 2:03:44

641 5270 土井 和哉 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾔ 磐田市 イカまらそん部 2:03:45

642 3568 梅木田 光 ｳﾒｷﾀﾞ ﾐﾂﾙ 磐田市 2:03:49

643 2053 山下 英一 ﾔﾏｼﾀ ｴｲｲﾁ 愛知県 ひろＪＯＧ 2:03:49

644 1847 浜田 守 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 岐阜県 2:03:51

645 2712 片岡 桂一 ｶﾀｵｶ ｹｲｲﾁ 愛知県 化成工業 2:03:53

646 2857 田野倉 浩一 ﾀﾉｸﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 ＩＨＩ 2:03:53

647 2389 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 シズサン 2:03:54

648 1422 高杉 俊樹 ﾀｶｽｷﾞ ﾄｼｷ 浜松市 中瀬小学校 2:03:56

649 2030 カール ソルティス ｶｰﾙ ｿﾙﾃｨｽ 浜松市 2:03:58

650 2062 山田 穂高 ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 磐田市 2:03:58
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651 3437 渡辺 玲児 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｼﾞ 愛知県 2:03:58

652 1585 岸本 修一郎 ｷｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 藤枝市 タリーズ 2:03:59

653 3195 永岡 治規 ﾅｶﾞｵｶ ﾊﾙｷ 浜松市 １５１５ 2:04:02

654 1945 菅沼 淳 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾞｭﾝ 島田市 ＴミタＲＣ 2:04:03

655 4961 石川 和宏 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 ありんこＲＣ 2:04:03

656 2341 荒谷 英幹 ｱﾗﾀﾆ ﾋﾃﾞﾖｼ 神奈川県 2:04:06

657 1237 大橋 史佳 ｵｵﾊｼ ﾌﾐﾖｼ 菊川市 2:04:06

658 2869 坂口 和広 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 2:04:09

659 4673 山本 佳之 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 掛川市 2:04:13

660 5267 古川 徹哉 ﾌﾙｶﾜ ﾃﾂﾔ 磐田市 イカまらそん部 2:04:17

661 5737 谷口 範昭 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘｱｷ 浜松市 2:04:18

662 2851 柿塚 真実 ｶｷﾂﾞｶ ﾏｻﾐ 浜松市 メガロス浜松 2:04:18

663 1474 村松 祐三 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｿﾞｳ 磐田市 2:04:20

664 554 小沢 公一朗 ｵｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 静岡市 静岡ガスＲＣ 2:04:24

665 2271 陰山 英隆 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県 2:04:25

666 1750 竹内 利明 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｱｷ 浜松市 2:04:27

667 1955 都丸 淳 ﾄﾏﾙ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:04:34

668 1972 小野島 裕也 ｵﾉｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ 裾野市 2:04:34

669 1640 山田 潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:04:36

670 3626 髙山 雅昭 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 浜松市 ブラッツ 2:04:39

671 2903 小島 康広 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 魁 2:04:41

672 1253 小林 礼治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲｼﾞ 浜松市 浜松工業高校 2:04:41

673 2621 角替 洋文 ﾂﾉｶﾞｴ ﾋﾛﾌﾐ 掛川市 2:04:47

674 3142 清水 伸彦 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 浜松市 有玉ＳＳＳ 2:04:49

675 3566 野中 一浩 ﾉﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 2:04:56

676 3737 辻 晃 ﾂｼﾞ ｱｷﾗ 吉田町 2:05:03

677 4094 西村 充司 ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｼ 焼津市 エムハート 2:05:03

678 874 筒井 博之 ﾂﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2:05:03

679 1162 澤木 雅史 ｻﾜｷ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 2:05:04

680 4173 青木 利恭 ｱｵｷ ﾄｼﾔｽ 静岡市 2:05:04

681 4228 中野村 明彦 ﾅｶﾉﾑﾗ ｱｷﾋｺ 浜松市 2:05:05

682 3749 竹内 宏 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ 愛知県 2:05:10

683 1020 石原 央之 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2:05:10

684 1535 中川 善富 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾄﾐ 磐田市 2:05:10

685 3380 松田 利宏 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 岐阜県 2:05:15

686 2448 石原 毅 ｲｼﾊﾗ ﾂﾖｼ 静岡市 静岡聖母学園 2:05:15

687 3571 葛西 真 ｶｻｲ ﾏｺﾄ 磐田市 2:05:20

688 3775 神谷 俊樹 ｶﾐﾔ ﾄｼｷ 浜松市 メランジェ 2:05:27

689 2916 原 一智 ﾊﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 富士市 走遊会 2:05:28

690 4050 山内 眞二 ﾔﾏｳﾁ ｼﾝｼﾞ 浜松市 イワタボルト 2:05:28

691 3728 礒部 隆司 ｲｿﾍﾞ ﾀｶｼ 浜松市 2:05:33

692 3496 吉田 隆行 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知県 諸手上段 2:05:34

693 3038 松村 俊明 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｱｷ 東京都 2:05:37

694 3656 水野 隆次 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｼﾞ 浜松市 2:05:37

695 1666 岡本 員己 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 三重県 チーム あひる 2:05:40

696 3375 髙橋 雅昭 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 三島市 2:05:49

697 4060 石川 睦 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 浜松市 2:05:50

698 1975 窪崎 秀充 ｸﾎﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾐﾂ 愛知県 2:05:52

699 6001 飯島 拓哉 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 静岡市 2:06:02

700 1462 佐々木 和宏 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 北海道 コロポックル 2:06:03
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701 2459 遠藤 雅樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 岐阜県 2:06:05

702 1141 松本 光司 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 浜松市 西遠労務協会 2:06:13

703 3154 奥 哲司 ｵｸ ﾃﾂｼﾞ 愛知県 2:06:13

704 2872 舟越 茂雄 ﾌﾅｺｼ ｼｹﾞｵ 袋井市 2:06:30

705 4199 志知 弘章 ｼﾁ ﾋﾛｱｷ 浜松市 チームナナ 2:06:32

706 255 金原 秀恭 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 浜松市 ユタカ技研 2:06:33

707 212 池袋 寛和 ｲｹﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 チームスイハナ 2:06:35

708 3693 池谷 典弘 ｲｹﾔ ﾉﾘﾋﾛ 浜松市 2:06:35

709 3464 石田 和外 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 静岡市 羽鳥Ｆランナー 2:06:36

710 757 馬淵 洋志 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 ＡＲＣ静岡 2:06:36

711 5512 上之薗 康晴 ｳｴﾉｿﾉ ﾔｽﾊﾙ 愛知県 2:06:37

712 4817 杉山 貴志 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 静岡市 羽鳥Ｆランナー 2:06:37

713 3924 山本 朋宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 遠州鉄道舘山寺 2:06:44

714 3319 牧野 和義 ﾏｷﾉ ｶｽﾞﾖｼ 静岡市 2:06:52

715 1157 森元 孝幸 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 静岡市 2:06:57

716 3417 宮武 宏明 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛｱｷ 愛知県 2:06:58

717 3936 榛葉 英大 ｼﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 掛川市 2:07:01

718 2862 松永 恭範 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 2:07:02

719 3727 菊池 賢二 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ 静岡市 ＳＵＺＵＹＯ 2:07:03

720 1784 渡辺 俊彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 三島市 2:07:06

721 1344 加藤 丈志朗 ｶﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾛｳ 湖西市 ち～む大倉戸 2:07:12

722 3882 松本 徳一 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 湖西市 2:07:13

723 3487 西尾 基 ﾆｼｵ ﾓﾄｲ 浜松市 2:07:14

724 1278 須藤 栄悟 ｽﾄｳ ｴｲｺﾞ 御殿場市 竜走友会 2:07:14

725 3224 服部 隆浩 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ 御前崎市 こなもん食堂 2:07:16

726 3966 和田 恵治 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 磐田市 トッサロード 2:07:17

727 2668 神田 恵介 ｶﾝﾀﾞ ｹｲｽｹ 浜松市 爽麟激走龍 2:07:28

728 3661 佐柳 公洋 ｻﾅｷﾞ ｷﾐﾋﾛ 磐田市 2:07:34

729 4826 袴田 豪 ﾊｶﾏﾀ ﾂﾖｼ 浜松市 Ｓ・Ｒ・Ｃ 2:07:41

730 2964 木全 清 ｷﾏﾀ ｷﾖｼ 愛知県 2:07:49

731 598 永島 勝彦 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾂﾋｺ 愛知県 2:07:53

732 789 河合 隆幸 ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ 浜松市 やまと 2:07:55

733 4099 小林 毅久 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋｻ 掛川市 2:07:55

734 3576 山本 純哉 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 2:07:57

735 396 林 宏佳 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 壱の會 2:08:03

736 5636 原田 佳則 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 静岡市 Ｔ８５５８ＲＣ 2:08:03

737 3892 原 和成 ﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 磐田市 2:08:05

738 2753 鈴木 宗伸 ｽｽﾞｷ ﾑﾈﾉﾌﾞ 静岡市 2:08:13

739 2602 稲益 直人 ｲﾅﾏｽ ﾅｵﾄ 磐田市 ニーサンズ 2:08:19

740 2794 浅脇 智秋 ｱｻﾜｷ ﾄﾓｱｷ 掛川市 旭テック（株） 2:08:23

741 2497 滝本 昭夫 ﾀｷﾓﾄ ｱｷｵ 愛知県 2:08:23

742 817 矢野 功一 ﾔﾉ ｺｳｲﾁ 愛知県 ロイヤルｒ 2:08:29

743 3384 石神 和晃 ｲｼｶﾞﾐ ｶｽﾞｱｷ 藤枝市 袋井 2:08:30

744 2999 鈴木 貴晴 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ 浜松市 ショーワＲＣ 2:08:30

745 2635 築部 達也 ﾂｸﾍﾞ ﾀﾂﾔ 岐阜県 ＭＲＣ静岡 2:08:32

746 2445 望月 一 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 東京都 大塚商会 2:08:43

747 2701 山中 和彦 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾋｺ 焼津市 2:08:50

748 2466 古田 豊 ﾌﾙﾀ ﾕﾀｶ 浜松市 ｍａｔ 2:08:53

749 4597 浅岡 亮介 ｱｻｵｶ ﾘｮｳｽｹ 磐田市 2:08:53

750 1639 菅原 聡 ｽｶﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 袋井市 2:09:08
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751 4215 大石 敦司 ｵｵｲｼ ｱﾂｼ 焼津市 2:09:13

752 2715 浦 浩行 ｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ちょこぼーる 2:09:23

753 3372 西村 淳 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 浜松市 そうきたかい 2:09:23

754 1479 武藤 浩孝 ﾑﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 湖西市 浜松うましか 2:09:34

755 2796 小澤 繁美 ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 焼津市 ＮＩＳＰ島田 2:09:45

756 5541 新谷 恒弘 ｼﾝﾀﾆ ﾂﾈﾋﾛ 静岡市 2:09:55

757 2043 菅沼 郁也 ｽｶﾞﾇﾏ ｲｸﾔ 静岡市 2:09:56

758 4739 野末 竜之 ﾉｽﾞｴ ﾀﾂﾕｷ 浜松市 2:09:56

759 4082 増元 光 ﾏｽﾓﾄ ｱｷﾗ 磐田市 お米は遠州米穀 2:09:58

760 4694 早津 哲也 ﾊﾔﾂ ﾃﾂﾔ 岐阜県 ＴＰＲ 2:10:00

761 5799 小沢 和樹 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 磐田市 東洋ベスク 2:10:06

762 3715 勝山 直樹 ｶﾂﾔﾏ ﾅｵｷ 藤枝市 藤枝特支学校 2:10:06

763 2435 加藤 一裕 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 2:10:11

764 2629 南野 正樹 ﾅﾝﾉ ﾏｻｷ 大阪府 パナソニック 2:10:11

765 3673 田中 秀樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:10:14

766 1365 鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:10:21

767 3684 長沼 勝巳 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:10:22

768 1649 村上 慎司 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｼﾞ 三重県 やーこてんど 2:10:26

769 5180 川瀬 毅 ｶﾜｾ ﾂﾖｼ 磐田市 ハートセンター 2:10:30

770 1716 田中 勇夫 ﾀﾅｶ ｲｻｵ 愛知県 2:10:32

771 3813 木村 繁次 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾂｸﾞ 愛知県 2:10:38

772 2214 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 掛川市 チーム中方 2:10:40

773 3222 西岡 洋輔 ﾆｼｵｶ ﾖｳｽｹ 御前崎市 こなもん食堂 2:10:46

774 2255 上田 章司 ｳｴﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 静岡市 2:10:46

775 1981 松橋 亨 ﾏﾂﾊｼ ﾄｵﾙ 浜松市 2:10:48

776 3723 田中 一崇 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾀｶ 三島市 2:10:48

777 2744 赤井 雄二郎 ｱｶｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 浜松市 2:10:49

778 3872 一色 浩希 ｲｯｼｷ ﾋﾛｷ 菊川市 2:10:53

779 2068 後藤 民二 ｺﾞﾄｳ ﾀﾐｼﾞ 愛媛県 2:10:54

780 1531 増田 典邦 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘｸﾆ 浜松市 2:10:56

781 2686 天羽 孝佳 ｱﾓｳ ﾀｶﾖｼ 愛知県 2:10:58

782 3144 寺西 正一 ﾃﾗﾆｼ ｼｮｳｲﾁ 愛知県 デンソー豊橋 2:10:59

783 2568 八木 成典 ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 磐田市 2:11:03

784 274 浅羽 淳 ｱｻﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 菊川市 2:11:04

785 2606 山森 澄人 ﾔﾏﾓﾘ ｽﾐﾄ 湖西市 ＤＢＺ 2:11:06

786 3152 松田 正之 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 掛川市 2:11:07

787 1346 三好 將之 ﾐﾖｼ ﾏｻﾕｷ 磐田市 エクセリクシ 2:11:08

788 2578 中村 聡 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 石川県 2:11:11

789 1902 岡田 洋介 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 浜松市 2:11:14

790 4194 吉田 亘 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県 2:11:14

791 2727 鈴木 秀貴 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県 2:11:19

792 2008 伊藤 学 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 愛知県 丸敬ランナーズ 2:11:19

793 5210 松原 利雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｵ 磐田市 2:11:21

794 3600 渡辺 憲一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 浜松市 2:11:23

795 1544 町田 弘幸 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 アキヤマ 2:11:24

796 3674 池田 貴之 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 静岡市 2:11:25

797 1178 五十嵐 崇悦 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾖｼ 浜松市 葵西１部 2:11:36

798 1196 高田 雅明 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｱｷ 浜松市 2:11:37

799 1758 馬渕 真人 ﾏﾌﾞﾁ ﾏｻﾄ 磐田市 2:11:42

800 2500 山本 靖弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 湖西市 とぴあ浜松 2:11:51

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

ハーフハーフハーフハーフ男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳

Print: 2016/11/13 12:53:25 17 / 25 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

801 2962 青木 健 ｱｵｷ ﾀｹｼ 静岡市 ヨドコウ 2:11:52

802 318 中川 雅人 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 静岡市 ＲＣＲＣ 2:11:53

803 3705 伊藤 広之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 ＳＣＣ 2:11:55

804 2339 石川 篤 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 掛川市 2:11:57

805 3387 斉藤 将 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 袋井市 中部電力 2:12:02

806 3876 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 磐田市 2:12:03

807 5683 山本 雅史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 愛知県 2:12:03

808 2402 藤谷 照治 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 ＢＡＲＩ 2:12:06

809 2928 榎坂 拡仁 ｴﾉｷｻﾞｶ ｺｳｼﾞﾝ 浜松市 スズキ株 2:12:08

810 3819 遠山 康彦 ﾄｵﾔﾏ ﾔｽﾋｺ 愛知県 シロキ 2:12:14

811 3840 増田 篤史 ﾏｽﾀﾞ ｱﾂｼ 浜松市 2:12:20

812 3240 山西 真緒 ﾔﾏﾆｼ ﾏｵ 愛知県 マオック 2:12:22

813 5029 小嶋 正吾 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 菊川市 チームＫ 2:12:31

814 3208 早川 敏広 ﾊﾔｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 袋井市 上石野ＡＣ 2:12:33

815 863 牧野 博三 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾐ 湖西市 ＮＩＴＴＯ 2:12:38

816 4285 青島 宏和 ｱｵｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 磐田市 セイギ商事 2:12:52

817 3964 山下 貴志 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 伊豆の国市 2:12:55

818 3203 関 康弘 ｾｷ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 上石野ＡＣ 2:12:58

819 3530 大場 義之 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 磐田市 2:12:59

820 2798 釣田 英利 ﾂﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 2:13:01

821 2747 財津 加都喜 ｻﾞｲﾂ ｶﾂﾞｷ 菊川市 たばた酒店 2:13:07

822 3226 風岡 和見 ｶｻﾞｵｶ ｶｽﾞﾐ 愛知県 2:13:11

823 5131 戸塚 一俊 ﾄﾂｶ ｶｽﾞﾄｼ 袋井市 2:13:11

824 2731 井上 博之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:13:14

825 2624 岡村 明徳 ｵｶﾑﾗ ｱｷﾉﾘ 愛知県 2:13:21

826 4841 長谷川 陽一 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 愛知県 2:13:22

827 3788 宇津木 誠 ｳﾂｷﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 ＴｍＮＩＰＰＯ 2:13:25

828 2313 佐藤 達雄 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 浜松市 一条工務店 2:13:36

829 3078 高山 晶博 ﾀｶﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 浜松市 ネクサス 2:13:37

830 4740 日紫喜 聡 ﾋｼｷ ｻﾄｼ 愛知県 2:13:38

831 2881 糸賀 信行 ｲﾄｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 ～ＪＷ自走部～ 2:13:39

832 3172 有馬 寛之 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 ＴＥＣ 2:13:47

833 2455 杉山 貴史 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 浜松市 2:13:53

834 3598 村瀬 茂夫 ﾑﾗｾ ｼｹﾞｵ 愛知県 シジマヤラン 2:13:54

835 5157 深澤 道崇 ﾌｶｻﾜ ﾐﾁﾀｶ 静岡市 2:13:59

836 3665 鍋田 俊彦 ﾅﾍﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 静岡市 2:13:59

837 3753 藤田 浩幸 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:14:03

838 4472 川瀬 健 ｶﾜｾ ｹﾝ 浜松市 2:14:05

839 2667 鈴木 邦和 ｽｽﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ 磐田市 浜松ホトニクス 2:14:05

840 3843 中野 剛志 ﾅｶﾉ ｺﾞｳｼ 浜松市 ありんこＡＣ 2:14:07

841 4088 栗林 淳一 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 2:14:09

842 4058 中津川 治 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｵｻﾑ 磐田市 2:14:15

843 1258 山下 大輔 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2:14:17

844 1844 河合 紳和 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 焼津市 2:14:18

845 2022 近藤 祐作 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:14:21

846 3163 矢部 浩之 ﾔﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 藤枝市 ノザワデザイン 2:14:21

847 2924 嶋田 裕司 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知県 ジェットクラブ 2:14:21

848 5766 牧 信太郎 ﾏｷ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 ＬＩＸＩＬ 2:14:22

849 4351 清水 勝 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 袋井市 2:14:30

850 4522 知久 典和 ﾁｷｭｳ ﾉﾘｶｽﾞ 磐田市 2:14:34
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851 2019 徳本 貴久 ﾄｸﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 磐田市 磐田市 2:14:42

852 5913 村松 真行 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾕｷ 磐田市 2:14:47

853 3421 岡本 真輔 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｽｹ 島田市 ＴＦＳ 2:14:48

854 1268 大城 雄大 ｵｵｼﾛ ｶﾂﾋﾛ 静岡市 ダチョウ労士 2:14:53

855 3013 鈴木 貴詞 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 静岡市 フィズナカダ 2:15:14

856 2580 伊藤 昇二 ｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 三重県 2:15:15

857 3129 小楠 哲也 ｵｸﾞｽ ﾃﾂﾔ 浜松市 ソニー浜松ＯＢ 2:15:18

858 1131 永藤 裕介 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 ヤマハ発動機 2:15:18

859 3630 光岡 洋明 ﾐﾂｵｶ ﾋﾛｱｷ 愛知県 2:15:20

860 965 鈴木 宏幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:15:21

861 97 岡村 正憲 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 掛川市 みずきＲＣ浜松 2:15:24

862 4481 鈴木 圭太郎 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ 浜松市 ユニコーン 2:15:26

863 835 嶋田 崇之 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 2:15:26

864 1806 池野 明拡 ｲｹﾉ ｱｷﾋﾛ 浜松市 浜名アスリート 2:15:36

865 3529 池末 修 ｲｹﾏﾂ ｵｻﾑ 愛知県 2:15:44

866 3332 堀 健一 ﾎﾘ ｹﾝｲﾁ 静岡市 2:15:50

867 3353 宮崎 好広 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 2:15:52

868 2550 富野 一夫 ﾄﾐﾉ ｶｽﾞｵ 東京都 2:15:52

869 2900 木田 史士 ｷﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 浜松市 杏林堂ＲＣ 2:15:55

870 4409 マハブブ バアバル ﾏﾊﾌﾞﾌﾞ ﾊﾞｱﾊﾞﾙ 袋井市 2:16:02

871 3732 三神 浩司 ﾐｶﾐ ｺｳｼﾞ 富士市 ハルズバッピー 2:16:04

872 2877 夏目 敦史 ﾅﾂﾒ ｱﾂｼ 愛知県 2:16:08

873 27 山口 剛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 磐田市 2:16:12

874 2208 吉柳 博文 ｷﾘｭｳ ﾋﾛﾌﾞﾐ 浜松市 住友生命 2:16:14

875 3679 鈴木 裕市 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 愛知県 2:16:15

876 1953 松浦 雅俊 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾄｼ 愛知県 2:16:17

877 2404 大塚 陽介 ｵｵﾂｶ ﾖｳｽｹ 島田市 2:16:18

878 3919 川東 摂 ｶﾜﾋｶﾞｼ ｵｻﾑ 愛知県 2:16:19

879 4959 真野 恭規 ﾏﾉ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 2:16:21

880 4938 入倉 敬之 ｲﾘｸﾗ ﾀｶﾕｷ 富士市 2:16:34

881 2787 村瀬 功 ﾑﾗｾ ｲｻｵ 愛知県 2:16:46

882 2066 馬場 雅 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻｼ 静岡市 2:16:48

883 5820 伊藤 崇 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 磐田市 2:16:49

884 5181 塚本 佳和 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 掛川市 2:16:50

885 2908 杉本 佳嗣 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾂｸﾞ 愛知県 2:16:53

886 3245 油井 克之 ﾕｲ ｶﾂﾕｷ 浜松市 2:17:01

887 2506 眞谷 浩人 ｼﾝﾔ ﾋﾛﾄ 島田市 プラスワン 2:17:06

888 2930 木川田 知章 ｷｶﾜﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 静岡市 魁・坂田塾 2:17:15

889 4298 近藤 大介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:17:16

890 2725 梅原 隆義 ｳﾒﾊﾗ ﾀｶﾖｼ 島田市 2:17:18

891 2316 生田 満 ｲｸﾀ ﾐﾂﾙ 愛知県 2:17:19

892 3051 赤堀 浩明 ｱｶﾎﾘ ﾋﾛｱｷ 菊川市 2:17:23

893 3309 嶋田 明夫 ｼﾏﾀﾞ ｱｷｵ 愛知県 やーこてんど 2:17:33

894 3952 亀澤 一敏 ｶﾒｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ 藤枝市 焼津信用金庫 2:17:37

895 2520 杉森 昭彦 ｽｷﾞﾓﾘ ｱｷﾋｺ 浜松市 萩友会 2:17:39

896 2460 二階堂 剛 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 埼玉県 2:17:50

897 3284 溝辺 英史 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 浜松市 ヤマハ 2:17:55

898 3676 紺谷 直丈 ｺﾝﾔ ﾅｵﾀｹ 神奈川県 かめかめ倶楽部 2:18:03

899 1673 野中 昌弘 ﾉﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 ざ・社協 2:18:07

900 5218 岩間 美樹 ｲﾜﾏ ﾖｼｷ 磐田市 居酒屋 藍 2:18:08

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

ハーフハーフハーフハーフ男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳

Print: 2016/11/13 12:53:25 19 / 25 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

901 3706 喜畑 友美 ｷﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ 磐田市 2:18:17

902 2318 小林 哲朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾛｳ 藤枝市 エルソル 2:18:19

903 5450 藤家 浩一 ﾌｼﾞｲｴ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:18:21

904 3049 岩島 猛 ｲﾜｼﾏ ﾀｹｼ 湖西市 2:18:21

905 4283 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 2:18:28

906 3328 岩田 英人 ｲﾜﾀ ﾋﾃﾞﾄ 岐阜県 岩田会計 2:18:32

907 1998 春日 淳一 ｶｽｶﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 2:18:37

908 2792 匂坂 政啓 ｻｷﾞｻｶ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 ＧＹＬ 2:18:44

909 3139 澤木 正人 ｻﾜｷ ﾏｻﾄ 浜松市 浜北電設 2:18:46

910 5275 柴田 祥孝 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 浜松市 2:18:48

911 3187 安本 和裕 ﾔｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 2:18:53

912 2450 林 清里 ﾊﾔｼ ｷﾖｻﾄ 愛知県 2:18:56

913 2677 渡辺 鉄郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 浜松市 2:18:56

914 4326 神谷 光彦 ｶﾐﾔ ﾐﾂﾋｺ 掛川市 2:19:01

915 2111 木内 稔 ｷｳﾁ ﾐﾉﾙ 浜松市 2:19:05

916 5870 小崎 光弘 ｺｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 愛知県 2:19:07

917 3024 諸田 嘉人 ﾓﾛﾀ ﾖｼﾋﾄ 磐田市 2:19:08

918 1515 佐々木 孝昌 ｻｻｷ ﾀｶﾖｼ 湖西市 2:19:08

919 4419 野中 友則 ﾉﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 2:19:08

920 3476 山崎 貴富 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾄﾐ 磐田市 2:19:14

921 3956 鈴木 潤一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:19:19

922 4374 内海 哲哉 ｳﾂﾐ ﾃﾂﾔ 浜松市 遠州鉄道 2:19:24

923 4379 吉野 仁 ﾖｼﾉ ﾋﾄｼ 裾野市 2:19:27

924 3325 白石 大悟 ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 2:19:29

925 3522 伊藤 隆行 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 岐阜県 村上記念病院 2:19:29

926 3432 齋藤 直倫 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐﾁ 愛知県 オノコム 2:19:33

927 4444 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 浜松市 みついち 2:19:37

928 4385 小川 芳寛 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 京都府 東京海上日動 2:19:42

929 2088 原口 康弘 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 掛川市 シロナガス 2:19:48

930 4729 松本 学 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 ちゅうさんズ 2:19:53

931 3998 佐藤 正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 富士宮市 2:20:03

932 4022 土屋 清隆 ﾂﾁﾔ ｷﾖﾀｶ 浜松市 2:20:06

933 4416 山本 大志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｲｼ 浜松市 チームみやした 2:20:07

934 3409 相原 徹也 ｱｲﾊﾗ ﾃﾂﾔ 藤枝市 チャリラン 2:20:24

935 5938 山崎 伸也 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝﾔ 掛川市 ＮＴＮ 2:20:26

936 3206 杉山 和範 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 袋井市 上石野ＡＣ 2:20:28

937 4344 森下 功司 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:20:39

938 5263 藤井 克己 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾐ 磐田市 2:20:47

939 4369 岩尾 健司 ｲﾜｵ ｹﾝｼﾞ 掛川市 2:20:53

940 4548 多治見 孝之 ﾀｼﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 袋井市 アグリサービス 2:20:56

941 3062 土方 ともひと ﾋｼﾞｶﾀ ﾄﾓﾋﾄ 愛知県 2:21:03

942 3457 堀 哲史 ﾎﾘ ﾃﾂｼﾞ 菊川市 2:21:04

943 3526 小沢 秀晴 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾊﾙ 浜松市 スクロール 2:21:11

944 1633 大石 道雄 ｵｵｲｼ ﾐﾁｵ 浜松市 2:21:18

945 3772 鳥居 孝章 ﾄﾘｲ ﾀｶｱｷ 焼津市 星光社印刷 2:21:27

946 2714 前島 貞之 ﾏｴｼﾞﾏ ｻﾀﾞﾕｷ 浜松市 ユタカ技研 2:21:42

947 4039 山崎 哲由 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾘﾖｼ 静岡市 ボーナキュー 2:21:57

948 4033 薮下 和幸 ﾔﾌﾞｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 ＧーＭＡＸ 2:22:01

949 2365 鈴木 健弘 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 浜松市 2:22:02

950 2512 後藤 弘和 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 掛川市 2:22:03
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順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

951 4120 鳥居 一也 ﾄﾘｲ ｶｽﾞﾔ 浜松市 2:22:19

952 3712 竹内 収 ﾀｹｳﾁ ｵｻﾑ 浜松市 2:22:23

953 2829 野ケ山 智之 ﾉｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 掛川市 2:22:29

954 4093 小池 宗隆 ｺｲｹ ﾑﾈﾀｶ 磐田市 2:22:35

955 3515 小島 登志彦 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ 焼津市 2:22:50

956 3687 三浦 喜四郎 ﾐｳﾗ ｷｼﾛｳ 浜松市 2:22:59

957 4317 大城 卓正 ｵｵｼﾛ ﾀｶﾏｻ 埼玉県 2:23:06

958 3683 沼本 秀皓 ﾇﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 島田市 2:23:17

959 1952 窪田 武史 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ 沼津市 沼津信用金庫 2:23:18

960 5345 庭木 康秀 ﾆﾜｷ ﾔｽﾋﾃﾞ 愛知県 2:23:20

961 3126 松雄 秀治 ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾊﾙ 愛知県 2:23:25

962 4672 後藤 充宏 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 2:23:27

963 4037 岡本 雄一 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 静岡市 2:23:38

964 2178 鈴木 弘康 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔｽ 東京都 すずきＢ 2:23:41

965 2508 新井 一 ｱﾗｲ ﾊｼﾞﾒ 東京都 2:23:47

966 5885 伊藤 恭啓 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 2:24:04

967 2934 田村 友愛 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 磐田市 ＮＷ－ＲＣ 2:24:14

968 5317 田中 秀和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 袋井市 2:24:15

969 5893 星野 晃由 ﾎｼﾉ ﾃﾙﾕｷ 浜松市 テクイジ 2:24:19

970 2723 柴田 英俊 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 Ｋａｏ ＣＭＫ 2:24:26

971 325 太田 恵介 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ 焼津市 水曜練習会 2:24:28

972 4267 小泉 裕紀 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 静岡市 2:24:28

973 3834 舟橋 晃 ﾌﾅﾊｼ ｱｷﾗ 浜松市 2:24:29

974 4436 北野 哲志 ｷﾀﾉ ﾃﾂｼ 浜松市 2:24:32

975 5117 鈴木 将浩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 健志ザワールド 2:24:34

976 5348 原田 昌一 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 長泉町 2:24:41

977 5896 鈴木 敦夫 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 2:24:43

978 4465 西尾 晃一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 浜松市 2:24:43

979 5830 中里 明弘 ﾅｶｻﾞﾄ ｱｷﾋﾛ 袋井市 2:24:44

980 1281 黒田 一伸 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 愛知県 シロキ 2:24:44

981 4319 中安 秀夫 ﾅｶﾔｽ ﾋﾃﾞｵ 磐田市 磐田市役所 2:24:50

982 2324 細田 康之 ﾎｿﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 浜松市 2:24:54

983 3418 沢瀬 誉志一 ｻﾜｾ ﾖｼｶｽﾞ 掛川市 ＴＦＳ 2:24:54

984 5895 丸山 裕二 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:25:00

985 3354 山下 典芳 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾖｼ 磐田市 2:25:02

986 1527 田中 勝也 ﾀﾅｶ ｶﾂﾔ 奈良県 2:25:04

987 2960 永田 貴寛 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 掛川市 2:25:06

988 4225 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 愛知県 2:25:06

989 3363 増田 干城 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾃｷ 御前崎市 浜岡４９ 2:25:09

990 604 勝山 純一 ｶﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡市 ベストライフ 2:25:09

991 462 久保山 洋 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 焼津市 2:25:13

992 3909 川嶋 弘之 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:25:13

993 3436 丸山 英希 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 掛川市 2:25:19

994 3244 神麻 郁也 ｼﾞﾝﾏ ｲｸﾔ 浜松市 2:25:22

995 4572 小田 強 ｵﾀﾞ ﾂﾖｼ 御前崎市 ＮＰＦ静岡 2:25:24

996 4829 村田 英明 ﾑﾗﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 島田市 2:25:41

997 3730 福村 祐樹 ﾌｸﾑﾗ ﾕｳｷ 森町 小澤建材 2:25:47

998 5003 岩崎 哲也 ｲﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 磐田市 2:25:49

999 5692 大石 典由 ｵｵｲｼ ﾉﾘﾖｼ 磐田市 2:25:49

1000 4524 市原 幸作 ｲﾁﾊﾗ ｺｳｻｸ 千葉県 2:25:53
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1001 4512 菊地 秀幸 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐田市 ヤマハ発動機 2:25:55

1002 2327 佐藤 弘一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:25:57

1003 3735 松田 隆 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県 レオック 2:26:01

1004 1922 杉浦 顕倫 ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾉﾘ 愛知県 マラソン反省会 2:26:09

1005 3904 溝口 浩二 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:26:11

1006 2697 松浦 孝浩 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 浜松ホトニクス 2:26:17

1007 3334 田島 健雄 ﾀｼﾞﾏ ﾀｹｵ 浜松市 2:26:17

1008 5278 大村 直美 ｵｵﾑﾗ ﾅｵﾐ 千葉県 2:26:25

1009 4693 新間 一明 ﾆｲﾏ ｶｽﾞｱｷ 静岡市 県立総合病院 2:26:28

1010 3462 古橋 敬一郎 ﾌﾙﾊｼ ｹｲｲﾁﾛｳ 静岡市 ダチョウ労士 2:26:34

1011 1021 松永 一孝 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾂﾞﾀｶ 島田市 2:26:35

1012 2048 袴田 勝宏 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾋﾛ 愛知県 コスラン 2:26:43

1013 4853 玉山 太郎 ﾀﾏﾔﾏ ﾀﾛｳ 静岡市 2:26:43

1014 3075 酒井 朋治 ｻｶｲ ﾄﾓﾊﾙ 愛知県 みのりん 2:26:58

1015 4123 高橋 淳一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 Ｓ・Ｒ・Ｃ 2:27:00

1016 4067 山口 博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 磐田市 静岡製機 2:27:06

1017 4788 喜久川 潔 ｷｸｶﾞﾜ ｷﾖｼ 焼津市 Ｆｏｍａｘ 2:27:07

1018 3207 林 秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県 上石野ＡＣ 2:27:12

1019 4774 松井 英利 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 湖西市 2:27:13

1020 3885 竹島 洋一郎 ﾀｹｼﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:27:15

1021 3355 高林 伸行 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡市 ダチョウ労士 2:27:18

1022 1966 澤田 真一郎 ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 袋井市 2:27:21

1023 2961 宮下 直人 ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾄ 愛知県 2:27:23

1024 2982 八島 武 ﾔｼﾏ ﾀｹｼ 愛知県 2:27:28

1025 4638 名倉 康二 ﾅｸﾞﾗ ｺｳｼﾞ 磐田市 2:27:33

1026 2782 西窪 博志 ﾆｼｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 熱海市 2:27:42

1027 4478 沖口 久志 ｵｷｸﾞﾁ ﾋｻｼ 掛川市 2:27:46

1028 3968 山田 耕司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:27:48

1029 2864 古橋 真也 ﾌﾙﾊｼ ｼﾝﾔ 磐田市 スズキ 2:27:50

1030 463 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 焼津市 2:27:57

1031 3293 萩田 勝好 ﾊｷﾞﾀ ﾏｻﾖｼ 掛川市 チーム中方 2:28:06

1032 4063 成田 政敏 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知県 バレッツ 2:28:12

1033 3265 藤永 一弥 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 三重県 ＡＫＨ７５ 2:28:20

1034 378 杉本 一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 焼津市 2:28:20

1035 3979 増田 利也 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼﾔ 静岡市 マスー 2:28:21

1036 2661 大川 裕治 ｵｵｶﾜ ﾕｳｼﾞ 裾野市 2:28:28

1037 1760 垂井 裕幹 ﾀﾙｲ ﾋﾛｷ 愛知県 デンソー 2:28:43

1038 6004 京崎 康典 ｷｮｳｻﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 2:28:50

1039 4205 工藤 晃 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾗ 浜松市 2:28:56

1040 5314 神馬 将径 ｼﾞﾝﾏ ﾏｻﾐﾁ 磐田市 ＳＳＥ 2:29:02

1041 5890 大石 裕樹 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 袋井市 チームかげやま 2:29:03

1042 4632 鈴木 雅敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 静岡市 2:29:10

1043 3371 鈴木 孝征 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 掛川市 ＪＲＴ 2:29:12

1044 1721 岡本 光央 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 島田市 Ｐａｃ 2:29:22

1045 2000 片岡 崇宏 ｶﾀｵｶ ﾀｶﾋﾛ 島田市 ツインズパパ 2:29:26

1046 4201 坪井 将和 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 2:29:49

1047 5292 大石 清司 ｵｵｲｼ ｾｲｼﾞ 浜松市 でんでん虫 2:30:19

1048 3035 青島 玄一 ｱｵｼﾏ ｹﾞﾝｲﾁ 静岡市 ＡＦＴＥＲ 2:30:31

1049 5216 松浦 範幸 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾘﾕｷ 御前崎市 2:30:38

1050 5442 加藤 貴裕 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:30:41
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1051 3376 清田 真司 ｷﾖﾀ ｼﾝｼﾞ 磐田市 はまＲＵＮ 2:31:02

1052 3250 山本 国男 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆｵ 袋井市 ┏（＠＿＠）┛ 2:31:06

1053 5746 浅井 寿教 ｱｻｲ ﾄｼﾉﾘ 愛知県 2:31:07

1054 3616 武田 嘉隆 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 浜松市 静岡地方検察庁 2:31:30

1055 2224 松下 真人 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾄ 島田市 トヨレン静岡 2:31:35

1056 3983 佐藤 章弘 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 浜松市 2:31:40

1057 5534 藤森 学 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 2:32:01

1058 4072 那須田 直弘 ﾅｽﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:32:01

1059 2866 高橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 静岡市 チームみさと 2:32:08

1060 4487 鈴木 守 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 磐田市 2:32:12

1061 3060 濱川 浩司 ﾊﾏｶﾜ ｺｳｼﾞ 大阪府 2:32:14

1062 4239 和泉 学 ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 静岡市 2:32:21

1063 4648 間渕 誠治 ﾏﾌﾞﾁ ｾｲｼﾞ 浜松市 子猫と走る会 2:32:25

1064 2585 佐藤 健司 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 三島市 2:32:38

1065 4560 新城 健太郎 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 2:32:45

1066 5727 山内 信吾 ﾔﾏｳﾁ ｼﾝｺﾞ 藤枝市 2:32:49

1067 5059 伊石 智宏 ｲｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 2:33:00

1068 2366 小濱 秀紀 ｺﾊﾏ ﾋﾃﾞｷ 藤枝市 2:33:02

1069 8 村越 大岳 ﾑﾗｺｼ ﾀﾞｲｶﾞｸ 藤枝市 2:33:23

1070 3584 村瀬 政信 ﾑﾗｾ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県 相生山病院 2:33:24

1071 3423 川邉 明 ｶﾜﾍﾞ ｱｷﾗ 浜松市 ＴＦＳ 2:33:26

1072 3040 中嶋 徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 愛知県 2:33:35

1073 3427 石井 匠 ｲｼｲ ﾀｸﾐ 浜松市 酒ＲＵＮ 2:33:35

1074 5600 大橋 訓之 ｵｵﾊｼ ｸﾆﾕｷ 磐田市 2:33:36

1075 2376 石丸 博隆 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 2:33:38

1076 4955 喜多 晃義 ｷﾀ ｱｷﾖｼ 浜松市 喜多不動産 2:33:39

1077 3082 村松 倫安 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾁﾔｽ 袋井市 2:33:45

1078 2108 カゼミロ ファビオ ｶｾﾞﾐﾛ ﾌｧﾋﾞｵ 磐田市 2:33:53

1079 2154 植田 昌弘 ｳｴﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 チームなっち 2:33:59

1080 1104 鈴木 利之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 浜松市 2:34:03

1081 2056 高林 拓也 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 函南町 花王ＣＭＫ 2:34:03

1082 3349 池田 禎史 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 長泉町 2:34:08

1083 3636 茶谷 琢也 ﾁｬﾔ ﾀｸﾔ 愛知県 ひろＪＯＧ 2:34:27

1084 3340 小林 一夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 埼玉県 楽園 2:34:41

1085 4915 田宮 安智 ﾀﾐﾔ ﾔｽﾉﾘ 掛川市 2:34:50

1086 3370 土屋 勝久 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾋｻ 藤枝市 中電掛川営 2:34:52

1087 2239 永田 真也 ﾅｶﾞﾀ ｼﾝﾔ 掛川市 2:35:08

1088 2577 中野 剛 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ 埼玉県 2:35:10

1089 1943 吉川 俊輔 ﾖｼｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 袋井市 2:35:10

1090 1549 片岡 計 ｶﾀｵｶ ｹｲ 藤枝市 ＮＥＣ 2:35:20

1091 4843 吉光 祐揮 ﾖｼﾐﾂ ﾕｳｷ 愛知県 2:35:21

1092 3107 池谷 賢悟 ｲｹﾔ ｹﾝｺﾞ 浜松市 池谷会 2:35:28

1093 5608 藤井 隆 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 磐田市 2:35:38

1094 4244 荒木 智識 ｱﾗｷ ﾄﾓｵﾘ 磐田市 2:35:43

1095 4090 平野 輝充 ﾋﾗﾉ ﾃﾙﾐﾂ 袋井市 2:35:48

1096 5633 淺川 聖一郎 ｱｻｶﾜ ｾｲｲﾁﾛｳ 静岡市 Ｔ８５５８ＲＣ 2:35:50

1097 5748 望月 耐生 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｲｾｲ 静岡市 2:36:06

1098 2858 梶山 康之 ｶｼﾞﾔﾏ ﾔｽﾕｷ 静岡市 2:36:06

1099 5030 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 浜松市 2:36:14

1100 4848 宮野 和茂 ﾐﾔﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ 掛川市 コーニング 2:36:32

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

ハーフハーフハーフハーフ男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳

Print: 2016/11/13 12:53:25 23 / 25 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1101 4668 寺澤 法弘 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 2:36:37

1102 3643 竹岡 健治 ﾀｹｵｶ ｹﾝｼﾞ 藤枝市 2:36:58

1103 5790 木下 裕樹 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 愛知県 2:36:59

1104 2592 南新 秀己 ﾐﾅﾐｼﾝ ﾋﾃﾞﾐ 磐田市 2:37:12

1105 4 山梨 秀彰 ﾔﾏﾅｼ ﾋﾃﾞｱｷ 静岡市 2:37:37

1106 2203 石井 豪 ｲｼｲ ｺﾞｳ 浜松市 住友生命 2:37:42

1107 4511 刑部 一也 ｵｻｶﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 浜松市 2:37:50

1108 129 板倉 弘充 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛﾐﾁ 森町 メドトロニック 2:38:24

1109 1604 舩橋 一郎 ﾌﾅﾊﾞｼ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:38:24

1110 3153 桑原 永充 ｸﾜﾊﾗ ﾋｻﾐﾁ 掛川市 2:38:40

1111 4426 青木 肇 ｱｵｷ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 2:39:08

1112 4889 渥美 忍 ｱﾂﾐ ｼﾉﾌﾞ 磐田市 2:39:17

1113 4506 石田 奨 ｲｼﾀﾞ ｽｽﾑ 愛知県 ＮＧＫＮＴＫ 2:39:17

1114 2799 和田 累仁 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 浜松市 チームカツヤマ 2:39:19

1115 4163 丸山 貴弘 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 2:39:36

1116 4884 秋元 貴志 ｱｷﾓﾄ ﾀｶｼ 静岡市 2:39:39

1117 4151 飯島 保典 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 サンショウ 2:39:40

1118 2780 村木 康宏 ﾑﾗｷ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 2:39:43

1119 5062 栗田 豪 ｸﾘﾀ ﾂﾖｼ 磐田市 2:39:50

1120 2736 由川 博幸 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:39:58

1121 4854 松島 利典 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾉﾘ 浜松市 堀内土木 2:39:59

1122 3147 千野 修 ﾁﾉ ｵｻﾑ 浜松市 チームかげやま 2:40:41

1123 4530 石山 隆 ｲｼﾔﾏ ﾀｶｼ 掛川市 ＭＦランニング 2:40:46

1124 4690 齋藤 伸悟 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:41:30

1125 4488 飛田 順司 ﾄﾋﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 沼津市 じゅん 2:41:32

1126 5517 黒須 清文 ｸﾛｽ ｷﾖﾌﾐ 愛知県 2:41:40

1127 5776 山本 健一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 2:41:53

1128 3357 工藤 伸治 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ 静岡市 オレンジ 2:42:11

1129 4295 鈴木 俊一 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 2:42:15

1130 2256 山浦 一弘 ﾔﾏｳﾗ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 立川流 2:42:29

1131 4327 高柳 正博 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:42:44

1132 4289 磯部 務 ｲｿﾍﾞ ﾂﾄﾑ 浜松市 2:42:55

1133 2227 松坂 龍治 ﾏﾂｻｶ ﾘｮｳｼﾞ 浜松市 住友生命 2:43:04

1134 5115 大石 浩史 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾌﾐ 磐田市 2:43:07

1135 3844 羽生 篤史 ﾊﾆｭｳ ｱﾂｼ 長野県 美南ガ丘小学校 2:43:16

1136 4182 秋山 和弘 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 ＴＫＤ小牧 2:43:45

1137 5774 藤咲 勇一 ﾌｼﾞｻｸ ﾕｳｲﾁ 磐田市 2:43:51

1138 472 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 愛知県 伊良湖アトムズ 2:43:52

1139 3069 広地 学 ﾋﾛﾁ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 みのりん 2:43:55

1140 3524 津島 尚史 ﾂｼﾏ ﾋｻｼ 藤枝市 2:44:04

1141 1967 山元 正樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 浜松市 2:44:19

1142 3934 深和 裕二 ﾌｶﾜ ﾕｳｼﾞ 島田市 ＡＴＧ４２ 2:44:24

1143 5458 山崎 徳之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 浜松市 2:44:45

1144 4053 長門 英悟 ﾅｶﾞﾄ ｴｲｺﾞ 東京都 2:44:45

1145 1734 杉山 剛也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾔ 磐田市 2:45:08

1146 3932 笹原 正紀 ｻｻﾊﾗ ﾏｻｷ 藤枝市 2:45:23

1147 5297 成田 隆一 ﾅﾘﾀ ﾘｭｳｲﾁ 愛知県 2:45:26

1148 5217 髙橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 磐田市 2:45:34

1149 4261 小林 浩二 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:45:54

1150 2843 巻本 一雄 ﾏｷﾓﾄ ｶｽﾞｵ 静岡市 2:46:23
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1151 4862 枝川 昇司 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｼｮｳｼﾞ 大阪府 2:46:48

1152 5010 夫 才成 ﾌｳ ｻｲｾｲ 袋井市 上石野ＡＣ 2:46:58

1153 4940 大庭 健嗣 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:47:08

1154 3581 村中 利昌 ﾑﾗﾅｶ ﾄｼｱｷ 浜松市 2:47:24

1155 1002 飯尾 卓巳 ｲｲｵ ﾀｸﾐ 浜松市 ありんこＲＣ 2:47:31

1156 5079 今泉 文孝 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾌﾐﾀｶ 浜松市 2:47:31

1157 2458 近藤 孝重 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ 愛知県 2:47:33

1158 1675 鈴木 直次 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾂｸﾞ 浜松市 2:47:34

1159 2221 富永 光彦 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐﾂﾋｺ 藤枝市 トヨレン静岡 2:47:36

1160 5143 井戸田 潤 ｲﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 愛知県 2:48:01

1161 4400 山崎 広行 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 函南町 2:48:10

1162 4204 早川 治伸 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾙﾉﾌﾞ 愛知県 2:48:45

1163 5316 高木 寛詞 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ 三島市 2:49:09

1164 4435 甲斐 秀和 ｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 浜松市 楽園 2:49:13

1165 4353 村田 昌弘 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:49:15

1166 4918 加藤 巧 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 静岡市 2:49:46

1167 3549 松澤 知弘 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 2:49:58

1168 1171 山田 昌広 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 焼津市 ＲＲＣ 2:50:02

1169 4845 榑松 宏 ｸﾚﾏﾂ ﾋﾛｼ 袋井市 2:50:11

1170 5583 勝又 知彦 ｶﾂﾏﾀ ﾄﾓﾋｺ 浜松市 2:50:17

1171 5129 鈴木 悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 埼玉県 ＫＡＭＰＳＯＬ 2:50:50

1172 4152 福原 順平 ﾌｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 富士宮市 2:50:56

1173 3420 鶴木 武士 ﾂﾙｷ ﾀｹｼ 島田市 ＴＦＳ 2:50:57

1174 4783 薮崎 雅俊 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 藤枝市 チーム白楽 2:50:59

1175 5120 菊地 浩 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 伊東市 2:51:22

1176 4012 杉浦 謙次 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 中野商店 2:51:26

1177 2651 小川 正信 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 磐田市 西貝の郷 2:51:46

1178 51 永倉 章裕 ﾅｶﾞｸﾗ ｱｷﾋﾛ 千葉県 2:51:47

1179 4737 井手 久悦 ｲﾃﾞ ﾋｻﾖｼ 浜松市 2:52:35

1180 4896 山口 泰史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｼ 愛知県 2:52:37

1181 4976 中村 淳英 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂﾋﾃﾞ 愛知県 ヤマハ発動機 2:53:21

1182 4890 前川 剛 ﾏｴｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 兵庫県 2:53:21

1183 1752 松本 一彦 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 欠下平松下組 2:53:30

1184 5474 前原 一之 ﾏｴﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 医療法人利靖会 2:53:49

1185 4948 北林 貞夫 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｻﾀﾞｵ 奈良県 2:53:54

1186 4601 白瀧 健志 ｼﾗﾀｷ ｹﾝｼﾞ 袋井市 2:53:56

1187 3443 福見 亮 ﾌｸﾐ ﾘｮｳ 浜松市 2:54:07

1188 3758 林 泰三 ﾊﾔｼ ﾀｲｿﾞｳ 愛知県 植田東 2:54:13

1189 4245 杉山 卓 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 浜松市 2:54:17

1190 3362 羽田 定生 ﾊﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 愛知県 2:54:22

1191 5567 田中 学 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾌﾞ 静岡市 株式会クロノス 2:54:33

1192 5661 石井 真吾 ｲｼｲ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:54:38

1193 3458 田村 繁 ﾀﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 富士市 チーム低速。 2:55:33

1194 4846 栗田 真秀 ｸﾘﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 掛川市 2:55:47

1195 5805 金丸 智 ｶﾈﾏﾙ ｻﾄｼ 袋井市 うーちゃん 2:55:47

1196 3455 平野 裕士 ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞ 掛川市 チーム花みずき 2:55:48

1197 5712 山田 貴信 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 御殿場市 2:56:03

1198 4514 服部 貴好 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾖｼ 菊川市 2:56:11

1199 5026 濱出 裕人 ﾊﾏﾃﾞ ﾋﾛﾄ 富士市 2:57:00

1200 5028 鈴木 健之 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 袋井市 2:57:31
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1201 5750 坂本 純 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 愛知県 2:57:34

1202 5119 渡邊 哲史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾌﾐ 浜松市 佐川急便 2:58:23

1203 4736 濱浦 淳 ﾊﾏｳﾗ ｱﾂｼ 三島市 2:59:01

1204 5022 鈴木 有知 ｽｽﾞｷ ｱﾘﾄﾓ 浜松市 2:59:04

1205 5618 田島 英樹 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 3:00:48

1206 4764 江塚 知史 ｴﾂﾞｶ ﾄﾓﾌﾐ 磐田市 井通りＲ 3:01:26

1207 5654 石井 一史 ｲｼｲ ｶｽﾞﾌﾐ 愛知県 3:01:30

1208 3490 伊藤 宏 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 愛知県 3:03:49
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1 81 山本 康夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 島田市 島田陸協 1:19:02

2 93 辻村 貴之 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 浜松市 バニラＦＣ 1:19:54

3 247 稲垣 竹彦 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｹﾋｺ 愛知県 1:22:21

4 390 高木 章好 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾖｼ 浜松市 パルステック 1:23:22

5 131 長谷川 卓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸ 島田市 静岡県庁 1:23:40

6 96 寺元 丈司 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｹｼ 愛知県 1:23:46

7 286 泉地 繁之 ｲｽﾞﾐﾁ ｼｹﾞﾕｷ 焼津市 1:24:00

8 265 加藤 昭宏 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 浜松市 天竜あたごらん 1:24:18

9 168 高田 福司 ﾀｶﾀﾞ ﾌｸｼﾞ 浜松市 浜松馬鹿軍団 1:24:44

10 308 桂川 幹直 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾓﾄﾅｵ 岐阜県 1:24:48

11 203 横山 進 ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾑ 愛知県 ＴＭＣＣ１ＬＣ 1:25:20

12 241 井上 直志 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ 愛知県 直夢志塾 1:25:46

13 306 磯部 雅弘 ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 菊川市 1:26:09

14 569 橋本 武 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 静岡市 1:26:49

15 158 鈴木 和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 湖西市 新居高校 1:26:54

16 165 山崎 靖雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｵ 小山町 ユニ缶富士小山 1:26:56

17 579 村上 里志 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 静岡市 葵ランナーズ 1:27:02

18 244 佐藤 公男 ｻﾄｳ ｷﾐｵ 愛知県 明走会ＴＲ部 1:27:41

19 473 殿岡 正美 ﾄﾉｵｶ 磐田市 チームトノオカ 1:27:51

20 117 一尺八寸 昇 ｶﾏﾂﾞｶ ﾉﾎﾞﾙ 富士宮市 富士宮市役所 1:28:17

21 201 西村 三代次 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾖｼﾞ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:28:46

22 594 成田 純 ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 焼津市 1:28:54

23 223 坂本 寿 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 浜松市 ＦＲＥＥＲＵＮ 1:28:59

24 643 野田 和利 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 愛知県 1:29:13

25 609 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂ 神奈川県 月例湘南 1:29:19

26 276 高橋 歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ 浜松市 1:29:21

27 368 舩井 宏昌 ﾌﾅｲ ﾋﾛﾏｻ 愛知県 舩井会計 1:29:48

28 207 望月 厚司 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾂｼ 静岡市 1:29:50

29 99 青田 英行 ｱｵﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 スマイリー 1:29:55

30 674 花本 篤人 ﾊﾅﾓﾄ ｱﾂﾄ 浜松市 1:30:13

31 225 西山 新吾 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 浜松市 1:30:25

32 83 大庭 稔博 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 磐田市消防署 1:30:42

33 939 大山 雅夫 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ 浜松市 1:30:51

34 576 大林 秀成 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾅﾘ 浜松市 1:31:18

35 250 土屋 一 ﾂﾁﾔ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 米津工芸社 1:31:32

36 844 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 愛知県 チームゴーヤー 1:31:34

37 399 太田 守 ｵｵﾀ ﾏﾓﾙ 浜松市 1:31:46

38 227 小澤 睦司 ｵｻﾞﾜ ﾑﾂｼ 磐田市 1:31:53

39 346 亀澤 知宏 ｶﾒｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 豊橋西高５年目 1:32:14

40 197 丸野 正 ﾏﾙﾉ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 浜松ホトニクス 1:32:31

41 75 大杉 忠夫 ｵｵｽｷﾞ ﾀﾀﾞｵ 磐田市 らくらん 1:32:33

42 281 山田 忠 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 掛川市 ＶＩＶＡＣＥ 1:32:43

43 302 池田 順任 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 磐田市 いわた楽走会 1:32:43

44 514 栗原 伸行 ｸﾘﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 富士市 1:33:22

45 163 新野 正仁 ﾆｲﾉ ﾏｻﾋﾄ 磐田市 ランニーノ 1:33:26

46 853 杉本 幸成 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｷﾅﾘ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:33:29

47 443 前田 功 ﾏｴﾀﾞ ｲｻｵ 神奈川県 横浜旭走友会 1:33:45

48 497 五味沢 裕行 ｺﾞﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:33:51

49 220 坂元 隆文 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 1:33:58

50 718 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 袋井市教育委員 1:34:15
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51 675 木村 哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 磐田市 ヤマハ発動機 1:34:20

52 791 冨部 直文 ﾄﾝﾍﾞ ﾅｵﾌﾐ 浜松市 1:34:22

53 309 小澤 弘 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 静岡市 日本製紙 1:34:23

54 615 時藤 満徳 ﾄｷﾌｼﾞ ﾐﾂﾉﾘ 磐田市 スマイリー 1:35:00

55 729 市川 祥平 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 静岡市 絆走友会 1:35:04

56 700 川島 教文 ｶﾜｼﾏ ﾐﾁﾌﾐ 浜松市 白山ふ組 1:35:05

57 347 田中 広幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 藤枝市 しずおか信金 1:35:08

58 388 岩本 好史 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 藤枝市 ＮＴＴ静岡ＲＣ 1:35:12

59 1103 飯田 竜男 ｲｲﾀﾞ ﾀﾂｵ 愛知県 アスモ 1:35:28

60 426 堀本 登 ﾎﾘﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 1:35:29

61 645 平野 和良 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 浜北芝本組 1:35:38

62 1259 織田 陽一 ｵﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 愛知県 ＭＹＳ名電 1:35:45

63 975 土谷 敏明 ﾂﾁﾔ ﾄｼｱｷ 湖西市 1:35:46

64 865 福留 寛人 ﾌｸﾄﾒ ﾋﾛﾄ 静岡市 1:35:59

65 269 西田 孝之 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 磐田市 豊岡ＲＣ 1:36:10

66 749 高柳 一寿 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾄｼ 湖西市 ＳＭＩＬＥＹ 1:36:16

67 648 二村 正男 ﾆﾑﾗ ﾏｻｵ 愛知県 1:36:22

68 68 寺田 孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 袋井市 磐田ＴＲＣ 1:36:26

69 548 浅井 邦彦 ｱｻｲ ｸﾆﾋｺ 菊川市 エビス倶楽部 1:36:36

70 320 鈴木 勝則 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 磐田市 磐田市教委 1:36:49

71 199 秋山 泉美 ｱｷﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 浜松市 スーダラ倶楽部 1:36:53

72 735 木河 聡 ｷｶﾜ ｻﾁｼ 愛知県 岡崎市 1:36:53

73 242 弓場 健志 ﾕﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 木曜連合 1:36:56

74 661 川島 正久 ｶﾜｼﾏ ﾀﾀﾞﾋｻ 磐田市 あんずクリニク 1:37:00

75 670 小林 勝美 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾐ 湖西市 勝竹走遊会 1:37:04

76 257 今井 勝幸 ｲﾏｲ ｶﾂﾕｷ 静岡市 葵ランナーズ 1:37:09

77 337 山本 源宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県 1:37:13

78 776 近藤 孝司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 藤枝市 チーム青東 1:37:18

79 695 松田 隆志 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県 1:37:21

80 584 上田 祥弘 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 1:37:24

81 958 山川 誠己 ﾔﾏｶﾜ ｾｲｷ 磐田市 1:37:28

82 245 加藤 昌行 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 磐田市 ヤマハ発ＲＣ 1:37:41

83 999 鳥居 和久 ﾄﾘｲ ｶｽﾞﾋｻ 愛知県 愛知陸協 1:37:46

84 673 藥丸 勝盛 ﾔｸﾏﾙ ｶﾂﾓﾘ 愛知県 1:38:05

85 819 吉岡 靖二 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ 富士宮市 ＦＦ－ＲＣ 1:38:12

86 912 神田 昭彦 ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾋｺ 愛知県 ランジョグ中部 1:38:18

87 498 山崎 直樹 ﾔﾏｻｷ ﾅｵｷ 浜松市 ゆうとん 1:38:25

88 348 川島 賢治 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ 浜松市 深大寺走友会 1:38:26

89 794 大池 栄弥 ｵｵｲｹ ﾋﾃﾞﾔ 浜松市 1:38:36

90 747 大石 良晴 ｵｵｲｼ ﾖｼﾊﾙ 浜松市 ▲しんせ▲ 1:38:39

91 753 小笠原 与己 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾐ 掛川市 1:38:40

92 1595 竹内 俊仁 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｼﾞ 浜松市 1:38:41

93 770 時田 克彰 ﾄｷﾀ ｶﾂｱｷ 磐田市 1:38:42

94 619 田中 克範 ﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 1:38:51

95 571 八木 英夫 ﾔｷﾞ ﾋﾞﾃﾞｵ 島田市 カネショウ農薬 1:38:53

96 771 山本 佳彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 掛川市 飛鳥走遊会 1:38:58

97 339 山口 和洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 いちごらんな～ 1:39:04

98 1707 深村 英明 ﾌｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 ヤマハＲＣ 1:39:05

99 687 森山 務 ﾓﾘﾔﾏ ﾂﾄﾑ 掛川市 ○つま恋○ 1:39:10

100 981 山本 訓之 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 藤枝市 蹴り上げ王者 1:39:17
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101 1446 北村 昭平 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 走るのラン 1:39:30

102 845 小澤 敬 ｵｻﾞﾜ ﾀｶｼ 静岡市 草薙クラブ 1:39:33

103 144 須浪 薫 ｽﾅﾐ ｶｵﾙ 島田市 1:39:38

104 974 長田 雅裕 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:39:44

105 843 岡本 和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 愛知県 よろよたＲＣ 1:40:05

106 485 内山 昌一 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 掛川市 浜松ホトニクス 1:40:14

107 520 伊藤 和生 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 宮城県 大崎市民病院 1:40:16

108 1319 那須田 政廣 ﾅｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:40:29

109 825 稲葉 寿文 ｲﾅﾊﾞ ﾄｼﾌﾐ 富士市 富士中央ＲＣ 1:40:40

110 50 今尾 公一 ｲﾏｵ ｺｳｲﾁ 浜松市 エンケイＲＣ 1:40:47

111 509 高保 裕志 ﾀｶﾎ ﾋﾛｼ 藤枝市 1:40:48

112 155 永石 修一 ﾅｶﾞｲｼ ｼｭｳｲﾁ 大阪府 ＧＯＧＯ７ 1:40:50

113 1368 吉田 諭 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 ひまじん倶楽部 1:40:50

114 820 永田 俊浩 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 掛川市 小笠山 1:40:57

115 267 松本 智仁 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 磐田市 アクトス磐田 1:40:59

116 1248 杉浦 秀治 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ 磐田市 エヌシーオ法人 1:41:09

117 1090 新村 直司 ｼﾝﾑﾗ ﾅｵｼﾞ 浜松市 1:41:20

118 658 佐伯 俊紀 ｻｴｷ ﾄｼﾉﾘ 長泉町 自動車研究所 1:41:22

119 482 平賀 利明 ﾋﾗｶﾞ ﾄｼｱｷ 袋井市 チーム ヒロキ 1:41:24

120 612 内藤 佳典 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 ありんこ 1:41:26

121 745 市川 洋成 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾅﾘ 長野県 賛美歌１３番 1:41:27

122 872 後藤 俊広 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 1:41:42

123 902 高野 一幸 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 ＪＩＥＭＯＮ 1:41:47

124 1200 安間 久 ｱﾝﾏ ﾋｻｼ 掛川市 1:41:48

125 531 村田 幸紀 ﾑﾗﾀ ｺｳｷ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:41:55

126 1234 赤池 伸五 ｱｶｲｹ ｼﾝｺﾞ 富士宮市 1:41:59

127 1391 外園 太郎 ﾎｶｿﾞﾉ ﾀﾛｳ 神奈川県 海老名市 1:42:05

128 1160 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 菊川市 ミクニＲＣ 1:42:06

129 109 平尾 年弘 ﾋﾗｵ ﾄｼﾋﾛ 小山町 1:42:08

130 956 渡辺 昌英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 豊橋ＪＲＣ 1:42:10

131 1327 小高 知之 ｺﾀｶ ﾄﾓﾕｷ 三重県 1:42:12

132 1030 宮内 豊文 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾖﾌﾐ 焼津市 司法書士ＲＳ 1:42:14

133 1191 石ヶ谷 政利 ｲｼｶﾞﾔ ﾏｻﾄｼ 静岡市 袖師 1:42:20

134 172 正司 豊 ｼｮｳｼﾞ ﾕﾀｶ 愛知県 ＤＥＮＳＯ 1:42:25

135 491 秋田 泰宏 ｱｷﾀ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 秋田整理ＲＣ 1:42:28

136 1833 杉山 誠章 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｱｷ 磐田市 ＶＩＶＡＣＥ 1:42:30

137 430 新間 勉 ｼﾝﾏ ﾂﾄﾑ 浜松市 さくまＲＣ 1:42:33

138 955 小松 賢二 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 磐田市 1:42:33

139 707 小林 孝誌 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 浜松市 磐南走友会 1:42:36

140 5294 村上 浩市 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ 東京都 1:42:36

141 1016 杉山 孝夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｵ 浜松市 ありんこＲＣ 1:42:38

142 610 鈴木 始夫 ｽｽﾞｷ ﾊﾂｵ 菊川市 ミクニＲＣ 1:42:42

143 1468 渡瀬 直久 ﾜﾀｾ ﾅｵﾋｻ 浜松市 1:42:48

144 982 高橋 克幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 三島市 ＹＡＺＡＫＩ 1:42:52

145 909 村田 広康 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 浜松信用金庫 1:42:52

146 1625 窪野 弘行 ｸﾎﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 袋井市 チーム窪野 1:43:09

147 941 森 茂人 ﾓﾘ ｼｹﾞﾄ 磐田市 ＳＤＬ 1:43:12

148 1335 松浦 宏之 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ＴＸ・ＶＥＧＡ 1:43:16

149 1032 松井 孝之 ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 藤枝市 ＳＭＩＬＥＹ 1:43:17

150 662 宮田 昇 ﾐﾔﾀ ﾉﾎﾞﾙ 御前崎市 ○つま恋○ 1:43:20
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151 552 小杉 和英 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 浜松市 ミツワ 1:43:24

152 1835 村松 浩一 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ 大阪府 ヤマハ発販売 1:43:26

153 1731 杉山 雅英 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 浜松市 1:43:28

154 1385 犬塚 哲司 ｲﾇﾂﾞｶ ﾃﾂｼﾞ 浜松市 スマイリーエン 1:43:28

155 1456 大橋 康明 ｵｵﾊｼ ﾔｽｱｷ 静岡市 1:43:35

156 979 山田 敏之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 愛知県 テクテククラブ 1:43:38

157 1273 築地 篤之 ﾂｲｼﾞ ｱﾂｼ 岐阜県 ＮＣＣ 1:43:40

158 1889 辻岡 実 ﾂｼﾞｵｶ ﾐﾉﾙ 浜松市 1:43:42

159 1050 須藤 毅 ｽﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 サーク磐田 1:43:46

160 2197 野中 勝利 ﾉﾅｶ ｶﾂﾄｼ 愛知県 ＡＤＳ 1:44:08

161 5901 浅野 由樹久 ｱｻﾉ ﾕｷﾋｻ 愛知県 1:44:13

162 1451 市川 享利 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾄｼ 静岡市 西奈一輪車 1:44:22

163 697 市川 幸喜 ｲﾁｶﾜ ｺｳｷ 神奈川県 東コン 1:44:27

164 1396 植村 寿史 ｳｴﾑﾗ ﾋｻｼ 浜松市 シルバーアロー 1:44:32

165 1058 吉田 典正 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 愛知県 1:44:41

166 441 阿竹 伸二 ｱﾀｹ ｼﾝｼﾞ 磐田市 1:44:42

167 1470 寺田 啓市 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ 磐田市 1:44:43

168 536 太田 英一 ｵｵﾀ ｴｲｲﾁ 岐阜県 1:44:45

169 2981 石川 文彦 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾋｺ 富士宮市 1:44:47

170 355 平野 茂 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾙ 浜松市 一条工務店 1:44:58

171 3077 間嶋 康之 ﾏｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 愛知県 みのりん 1:45:10

172 954 小杉 幸夫 ｺｽｷﾞ ﾕｷｵ 愛知県 タクマ 1:45:16

173 1782 木下 智弘 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:45:16

174 1315 若生 和弘 ﾜｶｲｷ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 1:45:21

175 1342 天野 孝 ｱﾏﾉ ﾀｶｼ 浜松市 えぬ石 1:45:24

176 848 大場 恒明 ｵｵﾊﾞ ﾂﾈｱｷ 浜松市 ペロマル会 1:45:25

177 908 松林 秀佳 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾖｼ 愛知県 1:45:26

178 1494 深津 俊二 ﾌｶﾂ ｼｭﾝｼﾞ 袋井市 1:45:41

179 1774 松下 浩二 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 デンソー 1:45:45

180 432 見嵜 敦 ﾐｻｷ ｱﾂｼ 焼津市 1:45:52

181 1452 荒木 俊治 ｱﾗｷ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県 1:45:56

182 1135 星野 新吾 ﾎｼﾉ ｼﾝｺﾞ 愛知県 ひろジョグ 1:46:05

183 1330 諸星 哲哉 ﾓﾛﾎｼ ﾃﾂﾔ 浜松市 エムエフ 1:46:12

184 1790 松浦 住男 ﾏﾂｳﾗ ｽﾐｵ 掛川市 1:46:18

185 968 窪田 尚弘 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ 富士市 くぼたＬＣ 1:46:21

186 772 高塚 一裕 ﾀｶﾂｶ ｶｽﾞﾋﾛ 牧之原市 株式会社舩越 1:46:22

187 2415 田中 康久 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ 浜松市 1:46:30

188 272 石原 一郎 ｲｼﾊﾗ ｲﾁﾛｳ 浜松市 1:46:42

189 774 今泉 英幸 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 元ネバギブ 1:46:44

190 1504 岡本 直記 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 磐田市 1:46:45

191 720 光枝 英俊 ﾐﾂｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 愛知県 マキタ 1:46:46

192 1113 藤田 和久 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 1:46:47

193 496 坂本 光隆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ 磐田市 ホンダＣ駿河 1:46:52

194 1072 杉本 伸 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝ 浜松市 Ｃ－ＮＥＸＣＯ 1:46:57

195 1423 石川 靖英 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ 静岡市 1:47:05

196 2906 宮城 雄一 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁ 静岡市 1:47:06

197 1105 橋本 智史 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 愛知県 大田小 1:47:09

198 1861 馬渕 守司 ﾏﾌﾞﾁ ﾓﾘｼﾞ 浜松市 1:47:10

199 1097 坂田 庄司 ｻｶﾀ ｼｮｳｼﾞ 浜松市 ドンガメクラブ 1:47:14

200 412 河本 大輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 吉田町 菊川市総務部 1:47:21
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201 763 田中 孝憲 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 仲間ゆうゆう 1:47:24

202 1208 新海 亘広 ｼﾝｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡市 新海畳店 1:47:25

203 1392 田邊 孝規 ﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 光凜会 1:47:25

204 1429 杉浦 規之 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘﾕｷ 愛知県 1:47:31

205 1279 渡邊 桂三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｿﾞｳ 静岡市 清水折戸体育会 1:47:32

206 1300 藤本 憲男 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ 浜松市 1:47:33

207 852 木舩 明彦 ｷﾌﾞﾈ ｱｷﾋｺ 磐田市 1:47:35

208 1343 山下 靖 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ 浜松市 浜松・泉ＲＣ 1:47:38

209 1150 高柳 昌史 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 浜松市 1:47:44

210 1306 村上 主方 ﾑﾗｶﾐ ｽｶﾞﾀ 静岡市 キャロット 1:47:50

211 1144 上村 房男 ｶﾐﾑﾗ ﾌｻｵ 浜松市 1:47:54

212 1766 竹本 純一 ﾀｹﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 1:47:58

213 991 岩谷 広隆 ｲﾜﾀﾆ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 スマイリー 1:48:05

214 918 飯嶋 聡 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:48:07

215 1127 山内 麻琴 ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ 磐田市 神明野球クラブ 1:48:11

216 1022 原田 修 ﾊﾗﾀ ｵｻﾑ 愛知県 1:48:18

217 786 西山 幸男 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷｵ 浜松市 ルナ 1:48:21

218 1426 織田 敦 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 磐田市 1:48:28

219 1212 夏目 佳幸 ﾅﾂﾒ ﾖｼﾕｷ 浜松市 1:48:33

220 597 市川 典男 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｵ 浜松市 浜松ホトニクス 1:48:38

221 3246 原田 泰宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:48:38

222 1898 川口 正巳 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾐ 三重県 1:48:58

223 1431 鈴木 正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 浜松市 サカエ金型 1:49:01

224 488 松田 敏 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾄｼ 袋井市 小笠山ＲＣ 1:49:12

225 1524 馬場 靖 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽｼ 静岡市 1:49:13

226 2547 永田 秀夫 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾞﾃﾞｵ 掛川市 1:49:16

227 1381 久保田 等 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾄｼ 愛知県 1:49:17

228 1900 水谷 喜代志 ﾐｽﾞﾀﾆ ｷﾖｼ 愛知県 我等売り娘隊 1:49:22

229 107 宮崎 勉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 浜松市 ユタカ技研 1:49:31

230 1528 古橋 孝敏 ﾌﾙﾊｼ ﾀｶﾄｼ 浜松市 よんろく倶楽部 1:49:32

231 2408 佐藤 眞己 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 静岡市 佐藤燃料 1:49:33

232 2180 鈴木 一彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 亀吉 1:49:41

233 2822 土屋 友信 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾉﾌﾞ 富士市 1:49:43

234 1669 杉浦 和美 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾐ 静岡市 1:49:49

235 5182 氣賀 三知彦 ｷｶﾞ ﾐﾁﾋｺ 浜松市 1:49:53

236 1390 関 正和 ｾｷ ﾏｻｶｽﾞ 磐田市 石川建設（株） 1:49:55

237 1013 江間 俊之 ｴﾏ ﾄｼﾕｷ 湖西市 1:49:59

238 1987 谷澤 直之 ﾔｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 島田市 収容車愛好会 1:50:03

239 748 雨宮 弘 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 浜松市 サージセンター 1:50:03

240 2615 松本 芳昭 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ 袋井市 ＡＳＵＲＩＯＮ 1:50:06

241 1683 新貝 友康 ｼﾝｶﾞｲ ﾄﾓﾔｽ 浜松市 ちゅうさんず 1:50:10

242 1882 小澤 一芳 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 島田市 1:50:14

243 2179 植田 昌俊 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 愛知県 中部電力 1:50:17

244 591 清水 和弘 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 泉州電業ＴＲＣ 1:50:22

245 1455 八木 忍 ﾔｷﾞ ｼﾉﾌﾞ 藤枝市 日生研冒険部 1:50:24

246 935 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 焼津市 ＡＲＣ静岡 1:50:25

247 3068 植田 高広 ｳｴﾀ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 1:50:33

248 2901 小野田 政宏 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 御前崎市 1:50:34

249 389 岩井 勝巳 ｲﾜｲ ｶﾂﾐ 湖西市 アスモ 1:50:35

250 1576 戸塚 博文 ﾄﾂｶ ﾋﾛﾌﾐ 袋井市 1:50:35
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251 1460 松井 永幸 ﾏﾂｲ ﾋｻﾕｷ 磐田市 浜松 1:50:35

252 1509 米屋 純一 ﾖﾈﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 袋井市 山の手ＡＣ 1:50:36

253 350 坂口 健司 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 浜松市 クラブアール２ 1:50:37

254 1485 朝倉 泰昌 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾏｻ 愛知県 1:50:38

255 1192 木村 俊春 ｷﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 牧之原市 1:50:39

256 961 柳原 寿之 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 吉田町 1:50:39

257 1497 河合 信二 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞｼﾞ 浜松市 ＶＥＧＡ 1:50:42

258 1194 石田 雅実 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 焼津市 マルハチ村松 1:50:56

259 2319 野中 武義 ﾉﾅｶ ﾀｹﾖｼ 長泉町 1:50:56

260 1416 近藤 博之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 牧之原市 1:51:02

261 644 有村 正嗣 ｱﾘﾑﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 掛川市 飛鳥走遊会 1:51:04

262 2274 河村 秀昭 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 1:51:05

263 1574 安達 和正 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 藤枝市 1:51:18

264 515 倉本 孝司 ｸﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ 浜松市 浜松ホトニクス 1:51:30

265 1066 田中 昌志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 愛知県 1:51:33

266 2378 江本 博行 ｴﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 ＨＡＴＴＡ 1:51:34

267 1964 近田 有吾 ﾁｶﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 愛知県 二川南小学校 1:51:35

268 2097 加藤 雅弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 1:51:37

269 764 影山 貴一 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶｲﾁ 磐田市 チームカゲヤマ 1:51:38

270 371 片山 元之 ｶﾀﾔﾏ ﾓﾄﾕｷ 浜松市 ＫＭＮ 1:51:41

271 1501 太田 成光 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾐﾂ 袋井市 1:51:45

272 1795 三木 一敏 ﾐｷ ｶｽﾞﾄｼ 愛知県 1:52:03

273 1181 上野 剛 ｳｴﾉ ﾂﾖｼ 磐田市 1:52:03

274 1288 伊藤 孝昭 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 浜松市 ヤマハランナー 1:52:05

275 781 杉田 智 ｽｷﾞﾀ ｻﾄｼ 磐田市 テンシュク 1:52:07

276 2545 齊藤 聖一 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 磐田市 1:52:15

277 2176 伊藤 英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 正光建設 1:52:21

278 1935 望月 利彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾋｺ 沼津市 ＪＥ 1:52:22

279 4709 渋谷 友次 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ 愛知県 ジェットクラブ 1:52:23

280 1220 浅井 浩一 ｱｻｲ ｺｳｲﾁ 愛知県 アウトドアーズ 1:52:26

281 1704 森下 弘幸 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 島田市 1:52:27

282 1405 黒柳 克巳 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾐ 島田市 ごんざえもん 1:52:29

283 1581 吉田 仁志 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 浜松市 1:52:30

284 1872 河村 勇 ｶﾜﾑﾗ ｲｻﾑ 沼津市 1:52:36

285 1309 林 光彦 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 磐田市 ヤマハ発ラン 1:52:37

286 2605 五條 健利 ｺﾞｼﾞｮｳ ﾀｹﾄｼ 島田市 1:52:45

287 596 伊藤 善也 ｲﾄｳ ｾﾞﾝﾔ 愛知県 ＦＩＮＤＯＵＴ 1:52:46

288 2182 武田 成章 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｱｷ 静岡市 ハウスメンテ静 1:52:48

289 1858 大澤 明人 ｵｵｻﾜ ｱｷﾄ 浜松市 マイロードＲＣ 1:52:51

290 1292 谷川 和正 ﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 1:53:03

291 1140 高橋 久信 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾉﾌﾞ 磐田市 1:53:04

292 292 名古路 文孝 ﾅｺｼﾞ ﾌﾐﾀｶ 愛知県 1:53:05

293 767 足立 和隆 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾀｶ 浜松市 ＳＭＢＣ日興 1:53:09

294 2597 平井 圭太 ﾋﾗｲ ｹｲﾀ 浜松市 1:53:21

295 2353 藤原 豊彦 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾖﾋｺ 浜松市 静岡地検 1:53:26

296 1374 寺田 隆昭 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｱｷ 浜松市 猿山＠焙煎屋 1:53:27

297 1498 内藤 義比呂 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 1:53:32

298 2526 戸田 貴之 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 浜松市 スズキ株式会社 1:53:40

299 1143 神谷 和伸 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 浜松市 ドンガメクラブ 1:53:46

300 1449 近江谷 明文 ｵｵﾐﾔ ｱｷﾌﾐ 神奈川県 1:53:47
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301 2119 園田 昌彦 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 島田市 東名自校 1:53:47

302 3033 数越 克己 ｽｺﾞｼ ｶﾂﾐ 大阪府 ＧＯＧＯ７ 1:53:48

303 1901 長尾 悦治 ﾅｶﾞｵ ｴﾂｼﾞ 沼津市 ※走遊会※ 1:53:57

304 2017 今泉 仁志 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ 浜松市 厚生会診療所 1:53:57

305 1767 三谷 勇二 ﾐﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 浜松市 住友生命 1:54:01

306 1270 鈴木 泰幸 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 浜松市 1:54:02

307 1596 川口 満 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 御前崎市 1:54:12

308 1467 鈴木 是彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 浜松市 ありんこＲＣ 1:54:17

309 3215 岩本 章法 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 浜松市 いちくうきゃん 1:54:19

310 2051 小泉 克彦 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂﾋｺ 藤枝市 1:54:19

311 1496 鈴木 建也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 浜松市 1:54:21

312 1776 竹下 直樹 ﾀｹｼﾀ ﾅｵｷ 神奈川県 深谷走友会 1:54:23

313 1283 笠井 一裕 ｶｻｲ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 スイング 1:54:30

314 1687 江頭 勝也 ｴｶﾞｼﾗ ｶﾂﾔ 愛知県 1:54:36

315 1500 加藤 不二夫 ｶﾄｳ ﾌｼﾞｵ 磐田市 静岡県民共済 1:54:38

316 1303 吉田 明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知県 ハネウィッシュ 1:54:39

317 2342 田中 昌利 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ 愛知県 ダイワハウチュ 1:54:39

318 3669 中村 悟 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 藤枝市 1:54:42

319 1813 松崎 寿也 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋｻﾔ 静岡市 1:54:45

320 966 谷野 聡 ﾔﾉ ｻﾄｼ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:54:54

321 1907 鈴木 秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 磐田一中 1:54:57

322 1580 藤田 秀夫 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 焼津市 1:55:01

323 1377 安田 修三 ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 湖西市 1:55:19

324 2481 須藤 実 ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 奈良県 1:55:23

325 1912 笹原 豊 ｻｻﾊﾗ ﾕﾀｶ 富士市 1:55:24

326 1796 池永 明弘 ｲｹﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ 沼津市 1:55:30

327 5836 西川 徹 ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ 浜松市 チームクレダ 1:55:30

328 780 関谷 和樹 ｾｷﾀﾆ ｶｽﾞｷ 神奈川県 ミクニＲＣ 1:55:37

329 1302 石田 欽哉 ｲｼﾀﾞ ｷﾝﾔ 磐田市 1:55:45

330 601 田中 裕幸 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:55:53

331 1893 浅岡 次男 ｱｻｵｶ ﾂｷﾞｵ 愛知県 1:55:55

332 2470 大浦 信一郎 ｵｵｳﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:56:01

333 2854 高瀬 吉晴 ﾀｶｾ ﾖｼﾊﾙ 静岡市 1:56:02

334 2878 生田 孝治 ｲｸﾀ ｺｳｼﾞ 浜松市 1:56:03

335 2430 長谷川 昭洋 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 愛知県 てくてくクラブ 1:56:06

336 2931 下村 恵一 ｼﾓﾑﾗ ｹｲｲﾁ 浜松市 相生堂 1:56:07

337 1944 清水 博 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 1:56:09

338 1618 和久田 智之 ﾜｸﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 わくだ歯科 1:56:21

339 870 大谷 素久 ｵｵﾀﾆ ﾓﾄﾋｻ 浜松市 ユタカ技研 1:56:24

340 2074 加藤 徹 ｶﾄｳ ﾄｵﾙ 愛知県 加藤建設 1:56:26

341 1787 青山 智昭 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 愛知県 1:56:32

342 1807 丸尾 浩治 ﾏﾙｵ ｺｳｼﾞ 袋井市 せいぎけん 1:56:35

343 312 林 晃一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ 長野県 1:56:43

344 2486 三岡 良行 ﾐﾂｵｶ ﾖｼﾕｷ 浜松市 1:56:47

345 2390 加納 康孝 ｶﾉｳ ﾔｽﾀｶ 愛知県 1:56:48

346 2016 有ヶ谷 裕美 ｱﾘｶﾞﾔ ﾋﾛﾐ 静岡市 彩香 1:56:50

347 1010 戸田 邦晴 ﾄﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ 浜松市 1:56:56

348 1950 高田 利幸 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 浜松市 ジャパネッツ 1:56:59

349 2232 木下 道彦 ｷﾉｼﾀ ﾐﾁﾋｺ 静岡市 1:56:59

350 1982 石川 茂 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞﾙ 磐田市 1:57:01
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351 2035 伊藤 豊 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 藤枝市 シーダーズ 1:57:02

352 1410 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 焼津市 アストラックス 1:57:03

353 1849 小脇 進 ｺﾜｷ ｽｽﾑ 千葉県 1:57:21

354 555 増田 峰夫 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾈｵ 焼津市 増田親子 1:57:28

355 1705 齋藤 勝巳 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾐ 浜松市 1:57:29

356 3146 梅沢 典男 ｳﾒｻﾞﾜ ﾉﾘｵ 愛知県 デンソー豊橋 1:57:33

357 2440 穴澤 直人 ｱﾅｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 静岡市 にゃＲＣ 1:57:34

358 3290 大林 克彦 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 浜松市 1:57:34

359 1125 加藤 雅仁 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 愛知県 ホイテクノ物流 1:57:40

360 2451 鈴木 途修 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾅｵ 浜松市 1:57:41

361 2570 土井 良高 ﾄﾞｲ ﾖｼﾀｶ 磐田市 1:57:45

362 1816 堀川 昌立 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 浜松市 1:57:48

363 2781 宮田 賢治 ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:58:05

364 2637 市川 正浩 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:58:07

365 1763 市村 安弘 ｲﾁﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 伊東市 1:58:13

366 1933 西川 勝俊 ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 焼津市 三菱電機 1:58:18

367 2911 増田 一朗 ﾏｽﾀﾞ 焼津市 へたれ 1:58:19

368 2671 苅谷 裕二 ｶﾘﾔ ﾕｳｼﾞ 静岡市 キヤノン 1:58:21

369 1112 永山 誠 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ 掛川市 矢崎大浜 1:58:24

370 364 藤井 勲 ﾌｼﾞｲ ｲｻｵ 磐田市 ＹＥＣＡＣ 1:58:26

371 1206 河合 康文 ｶﾜｲ ﾔｽﾌﾐ 浜松市 白山ＲＣ 1:58:28

372 667 豊田 晴義 ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ 袋井市 浜松ホトニクス 1:58:29

373 2913 加藤 正樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 愛知県 1:58:29

374 3061 永井 学 ﾅｶﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ 静岡市 1:58:33

375 2374 村松 良保 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾎ 焼津市 1:58:36

376 1195 加藤 伸介 ｶﾄｳ ｼﾝｽｹ 浜松市 1:58:37

377 4149 赤堀 輝臣 ｱｶﾎﾘ ﾃﾙｵﾐ 静岡市 やわらかい 1:58:41

378 2756 川井 浩自 ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 浜松市 天龍土建工業 1:58:43

379 1092 木下 晴夫 ｷｼﾀ ﾊﾙｵ 磐田市 1:58:46

380 2092 鈴木 昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 牧之原市 1:58:47

381 2289 小池 洋右 ｺｲｹ ﾖｳｽｹ 浜松市 スズキ 1:58:48

382 3090 鈴木 善彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 藤枝市 1:58:53

383 2559 鈴木 仁伸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 焼津市 扶桑工業 1:58:53

384 2140 神保 昌志 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾏｻｼ 焼津市 1:58:58

385 1394 松浦 由喜夫 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷｵ 菊川市 ひのにやきゅう 1:59:01

386 3653 富樫 幸信 ﾄｶﾞｼ ﾕｷﾉﾌﾞ 磐田市 1:59:22

387 2328 鈴木 滋 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 焼津市 1:59:27

388 1923 浅山 靖 ｱｻﾔﾏ ﾔｽｼ 浜松市 ＹＰＯＯＬ 1:59:29

389 2542 倉田 智弘 ｸﾗﾀ ﾄｼﾋﾛ 掛川市 ＲＣヒロミーズ 1:59:33

390 2138 窪野 浩義 ｸﾎﾞﾉ ﾋﾛﾖｼ 袋井市 ジュビロクラブ 1:59:37

391 2552 鈴木 昌幸 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 浜松市 ソニー 1:59:42

392 1948 喜多 誠 ｷﾀ ﾏｺﾄ 奈良県 1:59:44

393 1554 本井 秀幸 ﾓﾄｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 吉田町 ３２５４１４ 1:59:50

394 2061 平松 賢治 ﾋﾗﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 浜松市 浜北愛光園 1:59:51

395 3017 安形 利彦 ｱｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 磐田市 1:59:56

396 1895 竹内 正美 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ 森町 1:59:59

397 814 吉田 清 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ 浜松市 2:00:01

398 2519 生沼 深志 ｵｲﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 東京都 2:00:02

399 2992 関塚 壽惠彦 ｾｷﾂﾞｶ ｽｴﾋｺ 磐田市 森町立森中学校 2:00:11

400 1311 小林 清明 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｱｷ 浜松市 2:00:22
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401 1012 加藤 敏美 ｶﾄｳ ﾄｼﾐ 浜松市 うましか同人 2:00:25

402 3071 仲井 慎治 ﾅｶｲ ｼﾝｼﾞ 愛知県 みのりん 2:00:25

403 2636 池谷 和昭 ｲｹﾔ ｶｽﾞｱｷ 浜松市 2:00:29

404 647 足立 哲也 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ 愛知県 あだちんち 2:00:38

405 1487 杉山 正行 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 浜松市 ここだけ会 2:00:48

406 2009 萩田 宗太郎 ﾊｷﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 磐田市 2:00:51

407 334 杉浦 一実 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾐ 愛知県 ＢＩＧＢＥＡＴ 2:00:55

408 1046 近藤 秀利 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 愛知県 2:00:57

409 2057 迎 秀雄 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 ｍｕｔｏ９ 2:01:00

410 1960 松井 竜也 ﾏﾂｲ ﾀﾂﾔ 愛知県 2:01:03

411 2808 中津 信雄 ﾅｶﾂ ﾉﾌﾞｵ 静岡市 マルハニチロ 2:01:05

412 2959 佐野 雄士 ｻﾉ ﾕｳｼﾞ 富士宮市 富士宮信用金庫 2:01:06

413 2457 榊 純一郎 ｻｶｷ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 奈良県 2:01:09

414 2101 山下 賢司 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 島田市 2:01:12

415 2950 中島 英樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:01:29

416 1457 辻 俊司 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県 2:01:29

417 3595 飯田 晃久 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｻ 浜松市 2:01:30

418 679 矢澤 和宏 ﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 焼津市 大井川中学校 2:01:31

419 2360 平 和幸 ﾀｲﾗ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 2:01:34

420 2463 岡 公伸 ｵｶ ﾏｻﾉﾌﾞ 磐田市 2:01:37

421 2551 八木 裕史 ﾔｷﾞ ﾋﾛｼ 島田市 2:01:38

422 1564 松本 保典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 2:01:44

423 2405 土屋 祥郎 ﾂﾁﾔ ﾖｼｵ 湖西市 2:02:03

424 1065 成松 秀司 ﾅﾘﾏﾂ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 ヤマハ株 2:02:04

425 3686 砂川 久明 ｽﾅｶﾜ ﾋｻｱｷ 磐田市 2:02:16

426 2067 中本 一雄 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ 浜松市 北クラブ 2:02:19

427 4799 中村 宗伸 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾉﾌﾞ 浜松市 2:02:26

428 1695 佐々木 直樹 ｻｻｷ ﾅｵｷ 静岡市 2:02:29

429 3012 青木 和人 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋﾄ 焼津市 2:02:31

430 3711 石岡 清仁 ｲｼｵｶ ｷﾖﾋﾄ 静岡市 株アルペン 2:02:34

431 5199 杉山 治樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ 袋井市 静岡製機ＲＣ 2:02:38

432 1546 梶山 仁 ｶｼﾞﾔﾏ ﾋﾄｼ 静岡市 シロナガス 2:02:39

433 1850 岡本 広巳 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 浜松市 第一工業 2:02:42

434 2757 海江田 誠二 ｶｲｴﾀﾞ ｾｲｼﾞ 浜松市 2:02:44

435 1243 熊切 敬三 ｸﾏｷﾘ ｹｲｿﾞｳ 磐田市 2:02:45

436 1037 市野瀬 登 ｲﾁﾉｾ ﾉﾎﾞﾙ 新潟県 2:02:50

437 3557 浦山 利幸 ｳﾗﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 静岡市 チームちあき 2:02:51

438 2594 蟹江 靖 ｶﾆｴ ﾔｽｼ 掛川市 県民厚生会 2:02:53

439 3014 山田 眞二 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 浜松市 2:02:56

440 1631 松本 裕之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:03:05

441 1083 加藤 正人 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 浜松市 Ｋ．Ｂ－ＡＣ 2:03:08

442 1644 藤巻 哲男 ﾌｼﾞﾏｷ ﾃﾂｵ 静岡市 走って飲もう会 2:03:13

443 3512 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 藤枝市 2:03:13

444 2699 岡 正則 ｵｶ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 2:03:15

445 5461 中野 隆生 ﾅｶﾉ ﾀｶｵ 愛知県 東海窯業原料 2:03:17

446 2716 野口 敦 ﾉｸﾞﾁ ｱﾂｼ 浜松市 半田山縦走部 2:03:17

447 2012 平野 輝義 ﾋﾗﾉ ﾃﾙﾖｼ 浜松市 2:03:23

448 5717 村上 晴康 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾔｽ 浜松市 2:03:32

449 1415 吉川 卓 ｷｯｶﾜ ﾀｸ 磐田市 2:03:33

450 2396 岸田 健二 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 三重県 ボルドーＲＣ 2:03:36
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451 5855 永島 敏秀 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 静岡市 ＭＳＷ 2:03:38

452 5521 三井 啓史 ﾐﾂｲ ﾖｼﾋﾄ 愛知県 2:03:39

453 1883 白鳥 達也 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾂﾔ 沼津市 2:03:42

454 2751 石山 久貢 ｲｼﾔﾏ ﾋｻﾂｸﾞ 磐田市 コアラ～ズ 2:03:45

455 1670 鈴木 忠志 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 マスターズ磐田 2:03:47

456 2395 松井 洋治 ﾏﾂｲ ﾖｳｼﾞ 掛川市 2:03:54

457 2985 大村 宏 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｼ 静岡市 2:03:57

458 3037 長谷川 智 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 東京都 2:03:57

459 3951 花咲 光宏 ﾊﾅｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 中部プラント 2:04:08

460 3036 坂口 弘充 ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛﾁｶ 浜松市 マストレ 2:04:11

461 2600 和久田 兼作 ﾜｸﾀﾞ ｹﾝｻｸ 浜松市 2:04:11

462 2583 平良 朝雄 ﾀｲﾗ ﾄﾓｵ 磐田市 2:04:19

463 2553 鈴木 貴彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 磐田市 2:04:20

464 2479 村松 雅浩 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 ＹＥＣＳ－ＡＣ 2:04:27

465 2830 古川 優 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾙ 浜松市 2:04:35

466 997 大堀 雅樹 ｵｵﾎﾘ ﾏｻｷ 浜松市 猿山ランナーズ 2:04:35

467 2296 村上 茂 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 愛知県 2:04:36

468 3690 酒井 康守 ｻｶｲ ﾔｽﾓﾘ 浜松市 2:04:45

469 4142 金原 明則 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱｷﾉﾘ 磐田市 2:04:45

470 3761 松島 康浩 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:04:47

471 1634 金原 誠 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｺﾄ 袋井市 小笠山ＲＣ 2:05:00

472 1799 西尾 直紀 ﾆｼｵ ﾅｵｷ 藤枝市 2:05:04

473 2777 鈴木 啓悦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾖｼ 浜松市 2:05:07

474 6013 河野 徹 ｺｳﾉ ﾄｵﾙ 広島県 2:05:07

475 3796 山口 剛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 愛知県 2:05:09

476 4936 伊丹 尚明 ｲﾀﾐ ﾅｵｱｷ 愛知県 岡崎繊維クラブ 2:05:09

477 1590 古川 一彦 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 2:05:10

478 1442 山本 信吾 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:05:11

479 2344 坂本 昌広 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:05:14

480 1320 大村 博 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｼ 静岡市 2:05:18

481 3089 滝井 智 ﾀｷｲ ｻﾄｼ 藤枝市 2:05:18

482 2330 大畑 元美 ｵｵﾊﾀ ﾓﾄﾐ 焼津市 えぬ石 2:05:19

483 2538 伊藤 幸史 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:05:21

484 2770 飯田 晋也 ｲｲﾀﾞ ｼﾝﾔ 浜松市 2:05:24

485 599 渡辺 仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 袋井市 ＥＸすしけん 2:05:27

486 1512 矢所 和幸 ﾔﾄｺﾛ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 川上鶴ヶ会 2:05:27

487 7 野ヶ山 厚 ﾉｶﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 掛川市 小笠山・ＲＣ 2:05:28

488 2921 飯田 郷司 ｲｲﾀﾞ ｻﾄｼ 牧之原市 ３６ＨＲ 2:05:33

489 2591 當間 英敬 ﾄｳﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 えぬ石 2:05:34

490 3655 中野 勇治 ﾅｶﾉ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:05:36

491 2607 高野 誠司 ﾀｶﾉ ｾｲｼﾞ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 2:05:41

492 3276 山田 吉久 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 愛知県 東洋テクノ 2:05:43

493 1003 仲村 治之 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 浜松市 浜北北部中９組 2:05:47

494 1414 明石 正 ｱｶｼ ﾀﾀﾞｼ 袋井市 ダイワハウス 2:05:51

495 3725 掛井 亘 ｶｹｲ ﾜﾀﾙ 静岡市 ＳＨＣ 2:05:54

496 2236 堀井 猛成 ﾎﾘｲ ﾀｹﾏｻ 静岡市 テレしず 2:05:54

497 2709 丸山 雅樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｷ 群馬県 放送大学陸上部 2:05:58

498 1908 大河 暢 ｵｵｶﾜ ﾐﾂﾙ 愛知県 ピーアールオー 2:06:15

499 2852 高橋 宏昭 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 焼津市 2:06:15

500 2910 村上 修司 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 2:06:16
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501 1134 滝沢 修治 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 チームＹＳＤ 2:06:19

502 4347 嶋宮 敏幸 ｼﾏﾐﾔ ﾄｼﾕｷ 浜松市 2:06:24

503 5589 竹若 雅文 ﾀｹﾜｶ ﾏｻﾌﾐ 焼津市 2:06:25

504 4047 瀬崎 孝 ｾｻﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 隅田川工務店 2:06:34

505 2192 村沢 学 ﾑﾗｻﾜ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 ハマアス 2:06:39

506 3790 寺田 整 ﾃﾗﾀﾞ ｾｲ 袋井市 袋井市役所 2:06:43

507 3004 藤田 強 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾖｼ 袋井市 三甲（株）東海工場 2:06:43

508 1961 塩田 正彦 ｼｵﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:06:45

509 2237 佐藤 隼敏 ｻﾄｳ ｯﾊﾔﾄｼ 磐田市 2:06:50

510 1340 二見 肇 ﾌﾀﾐ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 菊川病院 2:06:56

511 1885 中森 徹 ﾅｶﾓﾘ ﾄｵﾙ 浜松市 2:07:01

512 1239 内村 和巳 ｳﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 牧之原市 2:07:02

513 2472 内藤 重男 ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 浜松市 ヤマハＲＣ 2:07:04

514 4075 朝倉 康之 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾕｷ 愛知県 2:07:07

515 3645 西岡 昌寛 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 2:07:11

516 2814 小関 将之 ｵｾﾞｷ ﾏｻﾕｷ 浜松市 完走するんです 2:07:13

517 627 芹澤 訓央 ｾﾘｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾄ 袋井市 静岡製機ＲＣ 2:07:17

518 2722 西山 潤 ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 愛知県 ルネ甚目寺 2:07:23

519 2893 牧野 嗣弘 ﾏｷﾉ ﾂｸﾞﾋﾛ 愛知県 2:07:27

520 2409 牧田 直雅 ﾏｷﾀ ﾅｵﾏｻ 浜松市 2:07:30

521 5558 長山 幹雄 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｷｵ 袋井市 2:07:31

522 5198 仲村 文弘 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ 磐田市 大乃浦 2:07:38

523 2503 河野 延之 ｺｳﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 2:07:39

524 1911 袴田 克典 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 ちょこぼーる 2:07:45

525 1530 伊藤 雄彦 ｲﾄｳ ﾀｹﾋｺ 浜松市 中ノ町ＳＳＳ 2:07:47

526 2879 小林 重信 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 長野県 アート金属ＲＣ 2:07:51

527 2811 高橋 博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:07:53

528 2002 中嶋 政美 ﾅｶｼﾏ ﾏｻﾐ 浜松市 2:07:56

529 3759 髙見 大作 ﾀｶﾐ ﾀﾞｲｻｸ 愛知県 2:07:58

530 5227 熊岡 俊弘 ｸﾏｵｶ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 サンショウ 2:08:17

531 2026 佐藤 達浩 ｻﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ 焼津市 2:08:25

532 3850 金田 新也 ｶﾅﾀﾞ ｼﾝﾔ 愛知県 東栄ランナーズ 2:08:26

533 3547 袴田 浩毅 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｹ 菊川市 小笠高校 2:08:28

534 447 横田 祐志 ﾖｺﾀ ﾕｳｼﾞ 静岡市 2:08:30

535 3782 梶原 清孝 ｶｼﾞﾊﾗ ｷﾖﾀｶ 島田市 ホンダエフワン 2:08:32

536 1881 岡田 幸雄 ｵｶﾀﾞ ﾕｷｵ 愛知県 カリツー駅伝部 2:08:44

537 5396 米澤 章 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ 静岡市 2:08:44

538 2162 竹下 登 ﾀｹｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 掛川市 細谷新田西組 2:08:45

539 2874 小山 裕淑 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 ＷＡＳＰ 2:08:55

540 1822 兼子 昌彦 ｶﾈｺ ﾏｻﾋｺ 愛知県 ＡＶＲＣ愛知 2:09:02

541 3412 谷口 徹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 東京都 2:09:07

542 4253 藤木 浩司 ﾌｼﾞｷ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:09:10

543 2945 横森 文彦 ﾖｺﾓﾘ ﾌﾐﾋｺ 磐田市 地脇走談会 2:09:13

544 2888 増田 英樹 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 御前崎市 2:09:21

545 2978 鈴木 千一郎 ｽｽﾞｷ ｾﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 2:09:26

546 2587 高木 英雄 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 2:09:29

547 469 杉浦 元 ｽｷﾞｳﾗ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 い組走遊会 2:09:32

548 5178 山本 哲司 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ 浜松市 2:09:35

549 2619 福世 勝也 ﾌｸﾖ ｶﾂﾔ 吉田町 2:09:35

550 2773 永井 久雄 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｵ 磐田市 イワタックス 2:09:36
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551 3691 神ノ門 裕之 ｶﾐﾉｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:09:38

552 3811 菅谷 博史 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛﾌﾐ 富士市 2:09:41

553 1619 宮下 昭久 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋｻ 長野県 2:09:43

554 3620 松本 隆 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 愛知県 2:09:53

555 1989 大場 悟 ｵｵﾊﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 おおば小児科 2:10:02

556 2248 荒浪 明洋 ｱﾗﾅﾐ ｱｷﾋﾛ 島田市 ＳＮＥＣＢ 2:10:04

557 2991 仲田 政良 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 島田市 バタンＱ 2:10:05

558 1668 大杉 晃正 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾏｻ 磐田市 ＮＲＣ 2:10:09

559 2689 吉田 克樹 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｷ 東京都 ポリプラ 2:10:19

560 3907 佐原 啓二 ｻﾊﾗ ｹｲｼﾞ 静岡市 2:10:23

561 717 中尾 政規 ﾅｶｵ ﾏｻｷ 愛知県 坂中３０回生 2:10:23

562 5285 新本 義浩 ﾆｲﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 掛川市 2:10:24

563 3901 横井 英樹 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 早出Ｊクラブ 2:10:29

564 4081 大谷 清隆 ｵｵﾀﾆ ｷﾖﾀｶ 浜松市 2:10:38

565 2429 鈴木 正晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 浜松市 猿山ランナーズ 2:10:40

566 2890 神谷 久 ｶﾐﾔ ﾋｻｼ 愛知県 2:10:47

567 3981 大橋 一巳 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾐ 浜松市 ヤマハ発動機 2:10:53

568 2614 紅林 初英 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾋﾃﾞ 牧之原市 2:10:56

569 3594 松下 知弘 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 2:11:04

570 2838 荒木 敬一郎 ｱﾗｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 磐田市 2:11:08

571 1797 金子 修芳 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞﾖｼ 藤枝市 2:11:12

572 3905 影山 利幸 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 清水町 2:11:16

573 2099 早瀬 健二 ﾊﾔｾ ｹﾝｼﾞ 愛知県 ＪＴＢ中部 2:11:22

574 1827 元村 又雄 ﾓﾄﾑﾗ ﾏﾀｵ 岐阜県 昭洋商事 2:11:25

575 635 高橋 邦典 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾉﾘ 浜松市 2:11:31

576 1057 佐藤 素之 ｻﾄｳ ﾓﾄﾕｷ 静岡市 ＴＯＹＯ 2:11:33

577 2452 今岡 衛幸 ｲﾏｵｶ ﾓﾘﾕｷ 愛知県 2:11:33

578 2507 村松 誠司 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｼﾞ 焼津市 2:11:35

579 1688 原山 雅光 ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻﾐﾂ 静岡市 ＤＯＤＯ倶楽部 2:11:43

580 1805 高橋 徳次 ﾀｶﾊｼ ﾄｸｼﾞ 掛川市 2:12:10

581 4339 鈴木 立幸 ｽｽﾞｷ ﾀﾃﾕｷ 袋井市 （株）イデア 2:12:17

582 3243 高羽 孝成 ﾀｶﾊﾞ ﾀｶｼｹﾞ 浜松市 三方原動物病院 2:12:28

583 3133 谷川 博紀 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 ＮＴＴＣＯＭ 2:12:30

584 5128 兼子 文雄 ｶﾈｺ ﾌﾐｵ 静岡市 ひょうたんかい 2:12:36

585 2114 大城 邦夫 ｵｵｼﾛ ｸﾆｵ 浜松市 ヤマハ発動機 2:12:38

586 2841 萩原 基広 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾄﾋﾛ 浜松市 2:12:47

587 2136 中村 聡文 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ 浜松市 遠州日石 2:12:54

588 5258 後藤 好男 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ 神奈川県 2:12:54

589 1697 田中 等 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 埼玉県 2:13:02

590 2966 竹原 順二 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 袋井市 やまなみ会 2:13:12

591 4447 三浦 一人 ﾐｳﾗ ｶﾂﾞﾋﾄ 愛知県 デンソー 2:13:16

592 2662 幸島 正宜 ｺｳｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 2:13:16

593 2983 山下 博敏 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄｼ 袋井市 袋井市陸上競技部 2:13:31

594 3335 高橋 輝行 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙﾕｷ 浜松市 ちゅうさんず 2:13:37

595 3822 中村 重知 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾄﾓ 浜松市 2:13:42

596 2761 大野 学 ｵｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 浜スポ 2:13:55

597 4605 杉山 哲夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂｵ 森町 2:14:00

598 3857 寺田 行宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 磐田市 磐田市役所 2:14:01

599 4098 黒川 宏和 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 2:14:01

600 640 坂中 正則 ｻｶﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 エムアイシー 2:14:01
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601 2771 飯田 堅二 ｲｲﾀﾞ 磐田市 東部小ぽんぽこ 2:14:03

602 4348 髙林 和正 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:14:16

603 2456 杉山 賀彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾋｺ 静岡市 海キチレンジャ 2:14:18

604 665 中村 浩茂 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼｹﾞ 愛知県 豆電球クラブ 2:14:24

605 4343 猪口 茂樹 ｲﾉｸﾞﾁ ｼｹﾞｷ 磐田市 2:14:30

606 2847 鈴木 景佑 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 浜松市 2:14:31

607 4023 佐藤 雅寛 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:14:32

608 3640 佐藤 光太郎 ｻﾄｳ ﾐﾂﾀﾛｳ 静岡市 2:14:37

609 489 後藤 清一 ｺﾞﾄｳ ｾｲｲﾁ 愛知県 Ｋａｔｅｃｓ 2:14:38

610 3561 桂川 俊彦 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ﾄｼﾋｺ 愛知県 2:14:43

611 3329 青木 慎治 ｱｵｷ ｼﾝｼﾞ 愛知県 2:14:51

612 3634 古橋 清隆 ﾌﾙﾊｼ ｷﾖﾀｶ 磐田市 2:14:54

613 3564 川崎 定徳 ｶﾜｻｷ ｻﾀﾞﾉﾘ 滋賀県 2:15:01

614 1696 池松 伸雄 ｲｹﾏﾂ ﾉﾌﾞｵ 東京都 2:15:02

615 2848 松葉 朋広 ﾏﾂﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 2:15:03

616 2789 山村 尚 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 磐田市 2:15:10

617 3604 上田 好則 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 ＮＢＩ 2:15:12

618 5882 徳留 敏幸 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:15:17

619 2240 岡村 雅之 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 藤枝市 2:15:22

620 2876 河合 宏樹 ｶﾜｲ ﾋﾛｼｹﾞ 愛知県 2:15:35

621 4268 加藤 知己 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ 岐阜県 2:15:36

622 3950 齋藤 祥彰 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 浜松市 ちょこぼーる 2:15:37

623 3625 池本 利一 ｲｹﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 浜松市 2:15:53

624 5324 楢崎 輝美 ﾅﾗｻﾞｷ ﾃﾙﾐ 東京都 とちまるくん 2:16:03

625 5761 池田 広明 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 磐田市 2:16:06

626 3063 勝山 泰吉 ｶﾂﾔﾏ ﾔｽﾖｼ 島田市 チームキス釣り 2:16:06

627 3992 鈴木 章宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 袋井市 2:16:16

628 4323 内田 芳彦 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 島田市 2:16:20

629 2155 三浦 清 ﾐｳﾗ ｷﾖｼ 掛川市 2:16:37

630 2818 橘 滋幸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｹﾞﾕｷ 掛川市 2:16:40

631 3820 鈴木 伸彦 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 菊川市 2:16:40

632 3430 安間 康浩 ｱﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 ＴＯＴＯ 2:16:44

633 5135 鳥居 正倫 ﾄﾘｲ ﾏｻﾐﾁ 磐田市 2:16:51

634 3545 深川 利夫 ﾌｶｶﾞﾜ ﾄｼｵ 愛知県 ＳＣＳ 2:16:54

635 2153 雜賀 喜治 ｻｲｶﾞ ﾖｼﾊﾙ 東京都 世田谷ｇｐｚ 2:16:57

636 4377 渋川 竹夫 ｼﾌﾞｶﾜ ﾀｹｵ 磐田市 2:17:09

637 2428 加藤 盛之 ｶﾄｳ ﾓﾘﾕｷ 愛知県 中庸走ろう会 2:17:11

638 2940 内藤 典夫 ﾅｲﾄｳ ﾉﾘｵ 浜松市 タカラ 2:17:18

639 4118 芥川 郁雄 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｲｸｵ 京都府 2:17:27

640 2572 村谷 行信 ﾑﾗﾀﾆ ﾕｷﾉﾌﾞ 袋井市 飛脚走遊会 2:17:40

641 4997 鈴木 光次 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｼﾞ 浜松市 小澤建材 2:17:40

642 2359 岡本 貴夫 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｵ 岐阜県 2:17:46

643 2343 出雲 孝夫 ｲｽﾞﾓ ﾀｶｵ 静岡市 2:17:48

644 4616 坂本 弘行 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 ＤＤ５１北斗星 2:17:49

645 4614 松井 正之 ﾏﾂｲ ﾏｻﾕｷ 菊川市 2:17:51

646 3848 堀田 勝之 ﾎｯﾀ ｶﾂﾕｷ 浜松市 サークルＡ 2:18:01

647 2202 鹿島 信一郎 ｶｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 住友生命 2:18:06

648 5952 小杉 修介 ｺｽｷﾞ ｼｭｳｽｹ 浜松市 2:18:08

649 657 原田 均一 ﾊﾗﾀﾞ ｷﾝｲﾁ 静岡市 ニチアス 2:18:12

650 671 近藤 一郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｲﾁﾛｳ 愛知県 愛知県公務員 2:18:13
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651 4508 小林 英夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:18:25

652 4001 興津 嘉宣 ｵｷﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡市 チームきの山 2:18:30

653 5146 松本 英明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 2:18:32

654 4092 大美 睦美 ｵｵﾐ ﾑﾂﾐ 愛知県 名古屋銀行 2:18:35

655 4155 岡本 吉行 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 浜松市 杏林堂ＲＣ 2:18:37

656 2461 山川 良夫 ﾔﾏｶﾜ ﾖｼｵ 愛知県 レオック 2:18:42

657 1522 平田 英樹 ﾋﾗﾀ ﾋﾃﾞｷ 静岡市 2:18:45

658 3507 今尾 健仁 ｲﾏｵ ﾀｹﾋﾄ 浜松市 2:18:52

659 4020 桑原 徹 ｸﾜﾊﾗ ﾄｵﾙ 愛知県 2:18:59

660 3326 岩崎 清隆 ｲﾜｻｷ ｷﾖﾀｶ 静岡市 2:19:01

661 2784 榎本 吉宏 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 ＳＰＪＣ 2:19:09

662 3713 藤森 英友 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄﾓ 掛川市 2:19:11

663 3991 中村 利久 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 2:19:12

664 3780 石川 陽一 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 掛川市 2:19:20

665 1523 安間 和浩 ｱﾝﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 大和ランナーズ 2:19:41

666 4216 倉島 茂見 ｸﾗｼﾏ ｼｹﾞﾐ 磐田市 2:19:43

667 3884 三吉 範行 ﾐﾖｼ ﾉﾘﾕｷ 富士市 2:19:52

668 4551 鶴見 大輔 ﾂﾙﾐ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 2:19:53

669 3283 小田巻 真史 ｵﾀﾞﾏｷ ﾏｻｼ 静岡市 2:19:58

670 4538 江塚 善夫 ｴﾂﾞｶ ﾖｼｵ 磐田市 磐田市 2:19:59

671 4482 堀 秀人 ﾎﾘ ﾋﾃﾞﾄ 静岡市 2:20:17

672 4567 中山 和志 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｼ 静岡市 2:20:21

673 3099 中矢 文昭 ﾅｶﾔ ﾌﾐｱｷ 浜松市 ルナ 2:20:27

674 3204 高田 剛志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｹｼ 袋井市 上石野ＡＣ 2:20:28

675 4483 橋本 好男 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｵ 愛知県 アイシン精機 2:20:30

676 4437 原 隆男 ﾊﾗ ﾀｶｵ 静岡市 2:20:34

677 5708 青木 光春 ｱｵｷ ﾐﾂﾊﾙ 浜松市 2:20:44

678 3002 小泉 康次 ｺｲｽﾞﾐ ﾔｽﾂｸﾞ 浜松市 2:21:04

679 2474 加藤 孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県 2:21:07

680 418 工藤 直人 ｸﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 沼津市 2:21:35

681 4833 宮坂 淑哉 ﾐﾔｻｶ ﾄｼﾔ 静岡市 メガネトップ 2:21:41

682 1642 石原 聖治 ｲｼﾊﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 満タンクラブ 2:21:50

683 4531 安本 憲夫 ﾔｽﾓﾄ ﾉﾘｵ 静岡市 2:21:58

684 6009 田中 敏郎 ﾀﾅｶ ﾄｼﾛｳ 浜松市 2:21:58

685 3805 松本 俊之 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:22:02

686 2191 岩崎 資久 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾋｻ 沼津市 アスルクラロ 2:22:03

687 3829 大橋 正仁 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾄ 愛知県 2:22:03

688 3785 上牧 務 ｶﾐﾏｷ ﾂﾄﾑ 静岡市 清水病院 2:22:04

689 4427 美濃 幸弘 ﾐﾉ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 介男隊 2:22:05

690 2933 大森 信夫 ｵｵﾓﾘ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 ルートインＪＰ 2:22:06

691 3111 渡辺 勉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 浜松市 2:22:11

692 1794 恵比須 勇 ｴﾋﾞｽ ｲｻﾑ 愛知県 健勇輝 2:22:14

693 2740 瀧澤 和重 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ 浜松市 2:22:15

694 3675 太田 剛 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 袋井市 2:22:38

695 5174 米山 四洲男 ﾖﾈﾔﾏ ｼｽﾞｵ 磐田市 井通りＲＣ 2:22:40

696 4461 湯沢 秀一 ﾕｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都 ＲＲＲ 2:22:43

697 3098 佐藤 由典 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 ルナ 2:22:46

698 1667 吉田 勉 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ 静岡市 2:22:52

699 3918 廣野 圭一 ﾋﾛﾉ ｹｲｲﾁ 浜松市 剣修舘道場 2:22:59

700 2517 村上 正一 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 愛知県 2:23:00
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701 2394 八木 宏仁 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾖｼ 静岡市 チームつながり 2:23:03

702 4733 藤本 敏文 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ 島田市 2:23:09

703 3940 岩上 直人 ｲﾜｶﾐ ﾅｵﾄ 浜松市 浜スポ道楽 2:23:19

704 4662 桜井 利昭 ｻｸﾗｲ ﾄｼｱｷ 浜松市 猿山ランナーズ 2:23:25

705 3263 水元 亨 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ 三重県 ＡＫＨ７５ 2:23:27

706 3657 河野 勝幸 ｶﾜﾉ ｶﾂﾕｷ 静岡市 2:23:28

707 5432 櫻井 順之助 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 磐田市 2:23:34

708 3484 太田 敏美 ｵｵﾀ ﾄｼﾐ 愛知県 2:23:42

709 4865 竹内 宏次 ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:23:44

710 2414 岩城 信雄 ｲﾜｷ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 2:23:48

711 3911 大上 智之 ｵｵｳｴ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 2:23:50

712 2952 高野 信忠 ﾀｶﾉ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ 磐田市 2:23:56

713 3055 足土 雅之 ｱﾂﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 浜松市 すきっぷ 2:24:01

714 4062 宮下 收 ﾐﾔｼﾀ ｵｻﾑ 群馬県 2:24:06

715 3823 野口 吉行 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 浜松市 日星ＲＣ 2:24:19

716 4169 後藤 武史 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 埼玉県 ＴｍＮＩＰＰＯ 2:24:20

717 2660 高橋 弘之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 ＴＪＰーＲＣ 2:24:26

718 3622 川守 剛靖 ｶﾜﾓﾘ ﾀｹﾔｽ 焼津市 目指せ２時間 2:24:28

719 3261 内海 正裕 ｳﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 ＡＫＨ７５ 2:24:30

720 1608 安田 彰 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ 掛川市 掛二小教員 2:24:32

721 4137 次木 稔 ﾂｷﾞｷ ﾐﾉﾙ 浜松市 2:24:36

722 4211 石田 裕一 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 清水町 2:24:44

723 4121 木俣 厚志 ｷﾏﾀ ｱﾂｼ 浜松市 テクノ菱和 2:24:45

724 2523 福留 薫 ﾌｸﾄﾒ ｶｵﾙ 神奈川県 みずほ銀行 2:24:50

725 2541 青木 孝 ｱｵｷ ﾀｶｼ 愛知県 2:24:52

726 4233 鈴木 朋之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 2:25:04

727 3929 白畑 知彦 ｼﾗﾊﾀ ﾄﾓﾋｺ 静岡市 静岡大学 2:25:14

728 5306 鈴木 淳美 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾐ 愛知県 ももいろ庭球部 2:25:14

729 2678 櫻井 謙治 ｻｸﾗｲ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:25:14

730 3954 青島 康郎 ｱｵｼﾏ ﾔｽｵ 静岡市 2:25:15

731 2425 前田 英雄 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 ａｂａｃａｂ 2:25:21

732 2786 篠田 潤也 ｼﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 ＦＲＯＧ 2:25:31

733 4942 宮本 健一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 浜松市 2:25:35

734 2645 安藤 真彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 浜松市 2:25:38

735 2967 堀内 敏晴 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼﾊﾙ 磐田市 2:25:39

736 3429 熊谷 泰一 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｲﾁ 磐田市 2:25:48

737 2388 澤井 康 ｻﾜｲ ﾔｽ 浜松市 2:26:03

738 4603 加藤 高明 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ 磐田市 ＹＭＣ 2:26:19

739 3599 岩崎 誠之 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 浜松市 日本ホームプロ 2:26:25

740 4275 久保 克己 ｸﾎﾞ ｶﾂﾐ 焼津市 2:26:34

741 4085 北野谷 保 ｷﾀﾉﾔ ﾀﾓﾂ 浜松市 2:26:41

742 1458 安田 修 ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ 袋井市 チームＹＳＤ 2:26:42

743 5328 澤入 繁巳 ｻﾜｲﾘ ｼｹﾞﾐ 御前崎市 2:26:46

744 5914 権田 浩徳 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 2:26:48

745 3832 鈴木 厚也 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 浜松市 浜松東高校 2:26:50

746 3742 舞田 浩 ﾏｲﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 石巻ランナーズ 2:26:55

747 3132 乾 建雄 ｲﾇｲ ﾀｹｵ 静岡市 絆走友会 2:26:58

748 3542 高柳 正弘 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 鈴木楽器 2:27:16

749 3886 二宮 光司 ﾆﾉﾐﾔ ｺｳｼﾞ 湖西市 ミネベア 2:27:16

750 4002 山本 健二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 愛知県 2:27:27
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751 3053 淺見 叔生 ｱｻﾐ ﾄｼｵ 愛知県 ナイアガラ 2:27:45

752 5213 前澤 幹夫 ﾏｴｻﾞﾜ ﾐｷｵ 浜松市 2:27:49

753 1887 山口 真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝ 埼玉県 東鷲宮クラブ 2:27:52

754 4974 朝倉 功 ｱｻｸﾗ ｲｻｵ 藤枝市 2:28:12

755 722 澤崎 淳一 ｻﾜｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 菊川市 てっちゃん 2:28:33

756 3955 久保田 晃 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾗ 愛知県 ＤＥＮＳＯ 2:28:43

757 3525 佐藤 洋 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 浜松市 浜松医科大学 2:28:45

758 4165 中澤 正巳 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 浜松市 2:29:12

759 4255 山田 崇博 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 亀の子クラブ 2:29:17

760 3719 長沼 勤 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾂﾄﾑ 富士市 2:29:24

761 3219 高岡 史幸 ﾀｶｵｶ ｼｺｳ 愛知県 空手道日新会 2:29:38

762 3707 宮本 和幸 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 磐田市 2:29:38

763 4200 今井 健二 ｲﾏｲ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:29:44

764 2917 三輪 浩 ﾐﾜ ﾋﾛｼ 岐阜県 マラソン反省会 2:30:01

765 4956 江間 利明 ｴﾏ ﾄｼｱｷ 浜松市 2:30:01

766 5111 長谷川 哲也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 浜松市 2:30:02

767 3866 村松 進一 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁ 磐田市 遠江総合高校 2:30:02

768 2695 臼田 智晴 ｳｽﾀﾞ ﾁﾊﾙ 静岡市 ダチョウ労士 2:30:20

769 2904 畔柳 伸行 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 2:30:34

770 3052 山下 元 ﾔﾏｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 2:30:45

771 3826 寺田 光宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 東急建設 2:30:56

772 3305 大場 昭男 ｵｵﾊﾞ ｱｷｵ 静岡市 ＮＴＴ 2:31:00

773 4921 溝口 能規 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 掛川市 2:31:08

774 3797 伊藤 善久 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 愛知県 2:31:23

775 3967 原 隆弘 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 やまへいくだら 2:31:34

776 3789 児玉 幸次 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:31:37

777 4622 中村 秀典 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ 掛川市 2:31:38

778 4276 矢口 重治 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞﾊﾙ 菊川市 アルペンローゼ 2:31:41

779 2939 中島 宏敏 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾄｼ 岐阜県 2:31:42

780 4633 中西 孝友 ﾅｶﾆｼ ﾖｼﾄﾓ 愛知県 2:31:54

781 4594 舩越 明弘 ﾌﾅｺｼ ｱｷﾋﾛ 浜松市 田中金属陸上部 2:32:08

782 1555 宮島 直久 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵﾋｻ 浜松市 ビジネスプラザ 2:32:09

783 4727 矢田 幸治 ﾔﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:32:10

784 4926 寺沢 雅博 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:32:13

785 16 榧根 尚之 ｶﾔﾈ ﾀｶﾕｷ 掛川市 トキコテクノ 2:32:21

786 2118 石原 司久 ｲｼﾊﾗ ﾓﾘﾋｻ 浜松市 2:32:24

787 301 村澤 哲也 ﾑﾗｻﾜ ﾃﾂﾔ 愛知県 満タンくらぶ 2:32:29

788 2769 中村 公彦 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐﾋｺ 浜松市 チーム茶タロ 2:32:32

789 4612 杉浦 陽一郎 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 静岡市 2:32:34

790 4310 荻原 寿人 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋｻﾄ 沼津市 みずほ証券 2:32:45

791 5304 松本 直宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:32:46

792 2859 五島 登 ｺﾞﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 2:33:01

793 3614 小林 登喜雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｷｵ 菊川市 2:33:14

794 2251 後藤 祥文 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 刈谷市 2:33:26

795 4924 鈴木 浩彦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋｺ 浜松市 2:33:29

796 2438 和田 智 ﾜﾀﾞ ｻﾄｼ 愛知県 2:33:30

797 3065 尾崎 秀司 ｵｻﾞｷ ﾋﾃﾞｼ 浜松市 舞阪 2:33:31

798 4114 山崎 直人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ 東京都 オリ白協力会 2:33:36

799 3859 村木 良彦 ﾑﾗｷ ﾖｼﾋｺ 浜松市 2:33:46

800 2582 新間 栄寿 ｼﾝﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 島田市 茶ｌｌｅｎｇｅ 2:34:17
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801 5662 鈴木 孝弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:34:32

802 4399 戸谷 裕司 ﾄﾀﾞﾆ ﾕｳｼﾞ 袋井市 ヤマハ発動機 2:34:33

803 3769 鈴木 則道 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾐﾁ 東京都 2:34:39

804 4518 酒井 宏樹 ｻｶｲ ﾋﾛｷ 浜松市 水曜ラン部 2:34:50

805 4523 清水 文由 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾖｼ 浜松市 2:34:57

806 4596 澤入 義仁 ｻﾜｲﾘ ﾖｼﾋﾄ 御前崎市 2:35:16

807 2832 荒井 衛 ｱﾗｲ ﾏﾓﾙ 清水町 2:35:28

808 5824 中井 良幸 ﾅｶｲ ﾖｼﾕｷ 愛知県 2:35:32

809 2601 塚本 勇 ﾂｶﾓﾄ ｲｻﾑ 愛知県 2:35:51

810 4981 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 磐田市 チーム大進堂 2:36:00

811 5535 小粥 功 ｵｶﾞｲ ｲｻｵ 浜松市 2:36:08

812 4304 田端 浩光 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐﾂ 浜松市 ドンガメクラブ 2:36:10

813 4509 永田 昌弘 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 三重県 2:36:14

814 4876 大場 政之 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 浜松市 2:36:15

815 4868 岡部 浩伸 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 静岡市 2:36:21

816 5908 新村 俊明 ｼﾝﾑﾗ ﾄｼｱｷ 浜松市 トモラン 2:36:28

817 3010 望月 健司 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｼﾞ 磐田市 チームブローチ 2:36:46

818 5609 大塚 孝幸 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 磐田市 2:36:56

819 1223 内藤 孝比呂 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:37:17

820 1505 小木 勉 ｵｷﾞ ﾂﾄﾑ 磐田市 第一工業ＡＣ 2:37:22

821 4443 高木 三郎 ﾀｶｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 横浜軽井沢中 2:37:32

822 2187 千秋 統志 ﾁｱｷ ﾑﾈﾕｷ 静岡市 竜南オヤジの会 2:37:50

823 4038 大石 将弘 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 西静岡ヤクルト 2:38:06

824 4017 澤部 幸二 ｻﾜﾍﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:38:14

825 849 伊藤 勝裕 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 菊川市 掛スポ 2:38:17

826 1910 小黒 俊夫 ｵｸﾞﾛ ﾄｼｵ 神奈川県 2:38:24

827 3253 本多 勲 ﾎﾝﾀﾞ ｲｻｵ 愛知県 2:38:25

828 4469 久保田 好信 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 磐田市 2:38:39

829 4095 大石 哲也 ｵｵｲｼ ﾃﾂﾔ 掛川市 2:38:42

830 1997 小菅 正俊 ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄｼ 愛知県 モアアシスト 2:39:04

831 5823 佐々木 寿博 ｻｻｷ ﾄｼﾋﾛ 京都府 2:39:20

832 4556 鈴木 治和 ｽｽｷ ﾊﾙｶｽﾞ 福井県 2:39:25

833 2996 渡辺 豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 湖西市 2:39:53

834 4168 山下 哲志 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ 浜松市 2:40:22

835 4513 天野 充 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾙ 愛知県 2:40:35

836 1380 庄子 利幸 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼﾕｷ 愛知県 2:40:39

837 4106 吉野 春樹 ﾖｼﾉ ﾊﾙｷ 愛知県 Ｍ，ｓｔａｒｓ 2:41:23

838 3313 和田 昌彦 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 浜松市 2:41:27

839 4966 富岡 孝之 ﾄﾐｵｶ ﾀｶﾕｷ 島田市 2:41:30

840 4625 石塚 孝弘 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:41:47

841 4626 大城 浩二 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ 御殿場市 ジュビロ磐田肉魂 2:42:02

842 5977 鈴木 隆臣 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵﾐ 三島市 2:42:39

843 3588 黒田 雅年 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 静岡市 駿河屋走るかい 2:42:39

844 4307 四十万谷 宏一 ｼｼﾞﾏﾔ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:42:43

845 4651 佐々木 和宏 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 ・・・巴・・・ 2:43:12

846 2788 山本 則男 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ 愛知県 2:43:32

847 3471 大島 久 ｵｵｼﾏ ﾋｻｼ 愛知県 2:43:33

848 2077 宮尾 幸治 ﾐﾔｵ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:43:47

849 3731 岩間 光 ｲﾜﾏ ﾋｶﾙ 愛知県 2:43:47

850 611 袴田 智治 ﾊｶﾏﾀ ﾄﾓﾊﾙ 静岡市 １２１２ 2:43:54
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851 4610 松本 重雄 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｵ 磐田市 日研フード 2:44:13

852 5560 石川 雄太 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ 静岡市 2:44:18

853 5212 瀬崎 浩史 ｾｻﾞｷ ﾋﾛｼ 磐田市 2:44:45

854 4731 中川 重忠 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾀﾀﾞ 愛知県 三菱レイヨン 2:45:01

855 3739 菅沼 一裕 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 タケコプター 2:45:19

856 5948 加藤 宗太郎 ｶﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 浜松市 2:45:35

857 5016 柳川 直久 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾋｻ 神奈川県 2:45:42

858 4027 青木 隆幸 ｱｵｷ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:45:42

859 2144 漆畑 利和 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾄｼｶｽﾞ 静岡市 2:46:24

860 2947 大塚 聡巳 ｵｵﾂｶ ｻﾄﾐ 静岡市 2:46:34

861 4998 石川 智基 ｲｼｶﾜ ｻﾄｷ 藤枝市 静岡銀行 2:47:18

862 4499 鈴木 智行 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 袋井市 ＪＷ～自走部～ 2:48:13

863 3989 渡辺 秀幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 矢沢倶楽部 2:48:36

864 4287 田村 博文 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県 2:48:37

865 4296 次良丸 誠 ｼﾞﾛﾏﾙ ﾏｺﾄ 愛知県 チームとんかつ 2:48:39

866 4193 安間 立彦 ｱﾝﾏ ﾀﾂﾋｺ 磐田市 ＹＭＣ 2:51:20

867 4383 袴田 征弘 ﾊｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 チーム３３ 2:51:39

868 4474 高山 達久 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾂﾋｻ 浜松市 チームリバティ 2:52:18

869 4387 白谷 智之 ｼﾗﾀﾆ ﾁﾕｷ 掛川市 ＤＰＳ 2:52:38

870 4888 鈴木 正光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ 磐田市 2:52:47

871 4893 高阪 裕史 ｺｳｻｶ ﾋﾛｼ 愛知県 2:53:00

872 1000 稲垣 豊 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾖﾑ 愛知県 チーム３３５ 2:53:26

873 4912 山田 隆之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 掛川市 2:53:30

874 4818 小林 大治郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 焼津市 島田樟誠 2:54:13

875 2084 小川 光晴 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾊﾙ 愛知県 2:54:22

876 4535 我妻 道生 ｱﾂﾞﾏ ﾐﾁｵ 千葉県 あづま医院走隊 2:54:36

877 4844 妹尾 正博 ｾﾉｵ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 富士エコ浜松 2:54:42

878 5252 成瀬 正樹 ﾅﾙｾ ﾏｻｷ 静岡市 2:55:42

879 5422 河本 和彦 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 静岡市 三島郵便局 2:57:28

880 3975 柴谷 幸秀 ｼﾊﾞﾔ ﾕｷﾋﾃﾞ 浜松市 2:58:05

881 4286 浅野 智嗣 ｱｻﾉ ﾄﾓﾂｸﾞ 東京都 メロン食い隊 2:58:19

882 5622 一柳 勝之 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾕｷ 磐田市 第一商事（株） 2:58:25

883 4922 三上 直 ﾐｶﾐ ﾀﾀﾞｼ 静岡市 2:58:30

884 3000 宮島 靖夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾔｽｵ 磐田市 2:58:43

885 4680 桑原 茂 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 藤枝市 2:58:50

886 4230 本田 健志郎 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 東京都 2:59:41

887 4939 山本 義崇 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 滋賀県 2:59:43

888 2717 松浦 英行 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐田市 3:00:05

889 5663 宮津 匡治 ﾐﾔﾂﾞ ﾏｻﾊﾙ 浜松市 3:00:44

890 4301 長塚 穣 ﾅｶﾞﾂｶ ﾕﾀｶ 島田市 歯科技工士会 3:00:49

891 4906 片山 智広 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 3:05:12

892 5172 山本 学 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 磐田市 3:05:33
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1 226 小出 和義 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 園木一流ＲＣ 1:27:35

2 493 大石 稔 ｵｵｲｼ ﾐﾉﾙ 袋井市 静岡陸恊 1:27:59

3 293 原田 幸雄 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾁｵ 袋井市 東海物産 1:28:46

4 381 藤津 新児 ﾌｼﾞﾂ ｼﾝｼﾞ 愛知県 ＪＡあいちＥＮ 1:31:41

5 357 安井 一 ﾔｽｲ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 健康の森走遊会 1:33:15

6 487 岡部 伸 ｵｶﾍﾞ ｼﾝ 浜松市 ドンガメ 1:33:30

7 920 外竹 一郎 ﾎｶﾀｹ ｲﾁﾛｳ 掛川市 ＡＳＴＩ－ＲＣ 1:34:32

8 769 中川 武 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｹｼ 浜松市 Ｊ－ＰＯＷＥＲ 1:35:34

9 1152 寳明 昭夫 ﾎｳﾐｮｳ ｱｷｵ 浜松市 半田山ＲＣ 1:37:28

10 919 大藤 勝美 ｵｵﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 掛川市 小笠山ＲＣ 1:38:10

11 683 丸山 勝美 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾐ 静岡市 1:38:23

12 1087 千葉 松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ 東京都 1:38:48

13 725 桐部 清孝 ｷﾘﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 富士市 ｅＡ静岡 1:38:51

14 460 原田 正司 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 磐田市 ヤマ発ＲＣ 1:39:08

15 998 楢橋 創 ﾅﾗﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 1:39:55

16 474 上村 髙久 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 浜松市 ハマスポ 1:40:16

17 775 斎藤 淳一 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 三島市 ＳＡＡＣ◆三島 1:40:20

18 110 坪根 健夫 ﾂﾎﾞﾈ ﾀﾃｵ 静岡市 走快汗クラブ 1:41:30

19 829 太田 武郎 ｵｵﾀ ﾀｹｵ 藤枝市 1:41:49

20 1352 高野 義信 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 湖西市 明陽クリニック 1:42:29

21 95 平川 好己 ﾋﾗｶﾜ ﾖｼﾐ 愛知県 ＹＹＹランナー 1:42:31

22 818 隅 章二 ｽﾐ ｼｮｳｼﾞ 藤枝市 ＮＴＴ静岡ＲＣ 1:42:51

23 5 清水 彰 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 浜松市 1:43:20

24 904 渡部 義光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐﾂ 浜松市 ユタカ技研 1:43:21

25 2023 戸塚 保行 ﾄﾂｶ ﾔｽﾕｷ 袋井市 1:43:21

26 1106 松本 勝 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾙ 磐田市 磐田ファンラン 1:43:27

27 886 太田 裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ 愛知県 1:43:42

28 444 影山 和徳 ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 富士市 ヨーイドン 1:43:59

29 178 後藤 篤夫 ｺﾞﾄｳ ｱﾂｵ 藤枝市 シーダーズ 1:44:48

30 1866 田中 完宜 ﾀﾅｶ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 愛知県 東亞興業 1:45:01

31 1094 田中 正利 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ 森町 1:46:03

32 1587 八木 務 ﾔｷﾞ ﾂﾄﾑ 菊川市 中部プラント 1:46:07

33 2345 青嶋 伸夫 ｱｵｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 1:46:13

34 1836 安間 薫 ｱﾝﾏ ｶｵﾙ 袋井市 マイロードＲＣ 1:46:16

35 264 中津川 文美敏 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 浜松市 1:46:23

36 1791 伊藤 英雄 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 1:46:36

37 740 乾 哲郎 ｲﾇｲ ﾃﾂﾛｳ 浜松市 1:46:46

38 2005 八木 勲 ﾔｷﾞ ｲｻｵ 島田市 リバティー 1:46:52

39 808 樋田 正廣 ﾄｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 ローランドＤＧ 1:47:01

40 641 鈴木 秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐田市 青城小学校 1:47:03

41 1339 山口 喜代治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼﾞ 愛知県 土地家屋調査士 1:47:08

42 1197 寺澤 浩志 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 袋井市 浅羽走友会 1:47:17

43 1075 下田 眞平 ｼﾓﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 神奈川県 一度会競走部 1:47:31

44 369 加藤 寛治 ｶﾄｳ ｶﾝｼﾞ 三島市 三島楽走会 1:47:35

45 1507 佐々木 忠男 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｵ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:47:53

46 1098 佐野 利明 ｻﾉ ﾄｼｱｷ 島田市 島田陸協 1:48:12

47 1328 野口 陵一 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 浜松市 1:48:17

48 1101 今泉 等 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ 東京都 1:48:17

49 1211 久嶋 朗夫 ｸｼﾏ ｱｷｵ 掛川市 1:48:37

50 236 大石 信也 ｵｵｲｼ ｼﾝﾔ 島田市 島田ＲＣ 1:49:08
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51 1316 末次 秀行 ｽｴﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 1:49:16

52 2467 安田 透 ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ 菊川市 1:49:19

53 1621 酒向 秋男 ｻｺｳ ｱｷｵ 岐阜県 1:49:34

54 880 加藤 和宏 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 テクテククラブ 1:49:41

55 2734 村上 良雄 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｵ 愛知県 1:49:59

56 1472 澤田 富夫 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾐｵ 神奈川県 ８０緩走会 1:50:00

57 603 知見 扶公 ﾁｹﾝ ﾓﾄﾋﾄ 東京都 テクテククラブ 1:50:23

58 784 宇野 雅彦 ｳﾉ ﾏｻﾋｺ 浜松市 浜松市消防局 1:50:31

59 1538 杉本 隆史 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 島田市 うぇるびー 1:50:31

60 1481 仲村 淳二 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浜松市 チーム駈 1:50:32

61 967 星川 薫 ﾎｼｶﾜ ｶｵﾙ 袋井市 1:50:45

62 1221 池谷 松太郎 ｲｹｶﾞﾔ ﾏﾂﾀﾛｳ 焼津市 1:51:29

63 1492 工藤 福衛 ｸﾄﾞｳ ﾌｸｴｲ 愛知県 1:51:51

64 2443 安藤 典高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾀｶ 静岡市 1:51:54

65 2416 前田 裕 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 焼津市 石津岡青連会 1:52:06

66 139 元川 寛治 ﾓﾄｶﾜ ｶﾝｼﾞ 島田市 笹間走ろう会 1:52:12

67 994 宮村 和秀 ﾐﾔﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 伊東市 バイキンＲＣ 1:52:16

68 1149 神谷 道雄 ｶﾐﾔ ﾐﾁｵ 浜松市 野口染工 1:52:20

69 2707 上山 祐司 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 藤枝市 チームかず坊 1:52:42

70 1772 中村 隆 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 掛川市 1:52:48

71 1408 加藤 信之 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 掛川市 日本セグメント 1:52:50

72 1980 山崎 達夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｵ 湖西市 1:52:52

73 422 犬塚 雅夫 ｲﾇﾂﾞｶ ﾏｻｵ 浜松市 1:52:57

74 5132 内野 栄次 ｳﾁﾉ ｴｲｼﾞ 磐田市 磐田市スポ推 1:52:58

75 1337 榊原 健之 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾃﾕｷ 浜松市 チーム２００５ 1:53:27

76 5486 工藤 隆雄 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｵ 菊川市 共栄ランナーズ 1:54:08

77 3023 成瀬 孝弘 ﾅﾙｾ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 袋井市役所 1:54:11

78 681 金森 隆 ｶﾅﾓﾘ ﾀｶｼ 愛知県 ＮＡＭＢＵ 1:54:12

79 1694 松本 信幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡市 気分走会 1:54:26

80 2375 加藤 光久 ｶﾄｳ ﾐﾂﾋｻ 磐田市 1:54:27

81 1896 酒井 正彦 ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ 磐田市 1:54:46

82 2334 望月 茂樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｹﾞｷ 静岡市 1:54:52

83 1516 榊原 政己 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾐ 袋井市 1:55:16

84 2638 土井 利夫 ﾄﾞｲ ﾄｼｵ 沼津市 1:55:22

85 2518 黒田 昭夫 ｸﾛﾀﾞ ｱｷｵ 菊川市 志茂組 走友会 1:55:36

86 2569 浦川 栄次 ｳﾗｶﾜ ｴｲｼﾞ 磐田市 1:55:38

87 1846 蓮見 廣史 ﾊｽﾐ ﾋﾛｼ 神奈川県 ポコレーシング 1:55:39

88 2828 大西 登 ｵｵﾆｼ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 1:55:48

89 1045 高橋 俊光 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 静岡市 スマイリー 1:55:50

90 2126 山本 宜靖 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾔｽ 浜松市 1:56:05

91 1556 大谷 嘉明 ｵｵﾀﾆ ﾖｼｱｷ 浜松市 ｏｌｃ 1:56:21

92 2320 神谷 敏彦 ｶﾐﾔ ﾄｼﾋｺ 愛知県 1:56:55

93 2946 匂坂 滋 ｻｷﾞｻｶ ｼｹﾞﾙ 磐田市 1:57:00

94 5219 山本 克巳 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ 磐田市 1:57:06

95 1217 増田 英雄 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 水無川走友会 1:57:11

96 1958 伊藤 喜文 ｲﾄｳ ﾖｼﾌﾐ 掛川市 新茶チャレンジ 1:57:17

97 2147 堀井 昌康 ﾎﾘｲ ﾏｻﾔｽ 藤枝市 1:57:24

98 1434 斉藤 和良 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 森林公園－ＡＣ 1:57:30

99 1864 田中 透 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 愛知県 1:57:51

100 3552 高澤 正義 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 愛知県 コンバット 1:57:51
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101 1403 児玉 晴夫 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙｵ 掛川市 掛川杉谷ＲＣ 1:58:06

102 5133 新貝 守正 ｼﾝｶﾞｲ ﾓﾘﾏｻ 森町 1:58:16

103 2652 川口 省式 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 御前崎市 気分走会 1:58:25

104 1313 伊藤 実 ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 浜松市 1:58:26

105 1684 小野田 雄一 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 静岡市 走れ！Ｙ－１ 1:58:32

106 977 花田 佳彦 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 磐田市 静岡理工科大学 1:59:11

107 2986 小林 功 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 静岡市 1:59:26

108 1876 豊山 文博 ﾄﾖﾔﾏ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県 エンジン技術部 1:59:38

109 2988 佐々木 正喜 ｻｻｷ ﾏｻｷ 静岡市 イハラ同栄ＲＣ 1:59:39

110 328 山下 勝則 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾉﾘ 磐田市 1:59:43

111 2642 西形 茂樹 ﾆｼｶﾀ ｼｹﾞｷ 焼津市 1:59:53

112 2530 佐藤 逸男 ｻﾄｳ ｲﾂｵ 浜松市 チームいぶき 2:00:00

113 3007 石川 喜英 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 富士市 2:00:05

114 2987 髙 利行 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 浜松市 2:00:07

115 1129 村松 祐 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 袋井市 静岡大学 2:00:08

116 2188 尾崎 啓二 ｵｻﾞｷ ｹｲｼﾞ 神奈川県 2:00:17

117 1111 近藤 浩 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 浜松市 静岡銀行ＪＣ 2:00:31

118 1995 大穀 圭介 ﾀﾞｲｺｸ ｹｲｽｹ 浜松市 2:00:32

119 1690 鈴木 勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 焼津市 ルネサンス静岡 2:00:56

120 1295 大石 正男 ｵｵｲｼ ﾏｻｵ 袋井市 梅山ランナーズ 2:01:04

121 2117 西野 康雄 ﾆｼﾉ ﾔｽｵ 磐田市 2:01:05

122 2329 伊藤 学 ｲﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 東和技術 2:01:22

123 3596 樋詰 靖範 ﾋﾂﾞﾒ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 ＨＭＣＬ 2:01:25

124 2774 杉田 秀夫 ｽｷﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 掛川市 2:01:35

125 3553 伊藤 直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 磐田市 ヤマハ発動機 2:01:43

126 2494 榑松 康之 ｸﾚﾏﾂ ﾔｽﾕｷ 菊川市 2:01:47

127 1547 片山 克哉 ｶﾀﾔﾏ ｶﾂﾔ 浜松市 猿山ランナーズ 2:02:24

128 1548 遠藤 和幸 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 富士市 2:02:44

129 2064 桑原 巌 ｸﾜﾊﾞﾗ ｲﾜｵ 藤枝市 藤色東風ＡＣ 2:03:02

130 3001 松島 則雄 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾘｵ 浜松市 2:03:05

131 1848 黒岩 直視 ｸﾛｲﾜ ﾅｵﾐ 愛知県 田中貴金属 2:03:12

132 2882 福井 昌弘 ﾌｸｲ ﾏｻﾋﾛ 藤枝市 2:03:33

133 2020 油井 義明 ﾕｲ ﾖｼｱｷ 森町 エースビロモリ 2:03:35

134 1014 鵜野 森一 ｳﾉ ﾓﾘｲﾁ 磐田市 チーム４７ 2:03:42

135 4248 大川 正志 ｵｵｶﾜ ﾏｻｼ 伊豆の国市 2:04:00

136 699 内田 秀明 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 西伊豆町 夢未来 2:04:03

137 3868 岩間 真人 ｲﾜﾏ ﾏｻﾄ 静岡市 御殿場保健所 2:04:05

138 2998 横山 富美夫 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｵ 焼津市 藤枝マスターズ 2:04:05

139 3482 高野 利行 ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ 磐田市 豊川高校 2:04:30

140 2963 冨士川 正二 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｮｳｼﾞ 浜松市 2:05:00

141 1228 宇木 隆司 ｳｷ ﾀｶｼ 掛川市 2:05:03

142 2845 北川 明 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷﾗ 島田市 プラスワン 2:05:05

143 71 谷口 忠夫 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ 磐田市 はましんビジネ 2:05:17

144 2264 岡本 寿夫 ｵｶﾓﾄ ﾄｼｵ 浜松市 クラスト 2:05:28

145 2257 萩原 久義 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻﾖｼ 島田市 チームリバティ 2:05:32

146 3445 富井 幸広 ﾄﾐｲ ﾕｷﾋﾛ 菊川市 菊川工業所 2:05:49

147 1071 岡崎 伸行 ｵｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 掛川市 2:05:50

148 3745 眞田 雅夫 ｻﾅﾀﾞ ﾏｻｵ 藤枝市 チームにしきの 2:06:00

149 126 柳園 光男 ﾔﾅｷﾞｿﾉ ﾐﾂｵ 三島市 桜堤ＲＣ 2:06:03

150 6012 名倉 信久 ﾅｸﾗ ﾉﾌﾞﾋｻ 東京都 ＭＮＲ 2:06:11
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151 2558 加藤 隆仁 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 磐田市 小笠山ＲＣ 2:06:15

152 1781 中村 満 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾙ 磐田市 中央電気工事 2:06:31

153 2015 大石 明夫 ｵｵｲｼ ｱｷｵ 磐田市 2:06:32

154 3771 石間 正行 ｲｼﾏ ﾏｻﾕｷ 袋井市 2:06:49

155 2267 五月女 光男 ｿｳﾄﾒ ﾐﾂｵ 掛川市 2:06:56

156 2052 松永 勝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾙ 静岡市 フルならサブ４ 2:07:28

157 2976 桑原 明 ｸﾜﾊﾞﾗ ｱｷﾗ 浜松市 2:07:33

158 3865 渡辺 明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 新潟県 2:07:39

159 2935 佐野 正憲 ｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 佐野医院 2:07:49

160 2806 土屋 知行 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾕｷ 御殿場市 矢崎総業 2:07:53

161 3633 野中 詠一郎 ﾉﾅｶ ｴｲｲﾁﾛｳ 浜松市 2:08:00

162 3930 片山 昇 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 藤枝市 2:08:02

163 137 寺田 典生 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾘｵ 静岡市 2:08:04

164 2763 河西 友一 ｶﾜﾆｼ ﾄﾓｲﾁ 菊川市 上島ハロークニ 2:08:16

165 3648 大石 收 ｵｵｲｼ ｵｻﾑ 磐田市 2:08:24

166 2735 鈴木 敏 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 浜松市 ヤマハ株式会社 2:08:30

167 3519 川村 喜治 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 静岡市 ｍｒｃ静岡 2:08:32

168 2407 髙橋 務 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 愛知県 中庸走ろう会 2:08:35

169 2351 山道 宏美 ﾔﾏﾐﾁ ﾋﾛﾐ 沼津市 2:09:03

170 1236 大庭 久幸 ｵｵﾊﾞ ﾋｻﾕｷ 磐田市 2:09:27

171 2565 西村 昇 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 焼津市 2:09:38

172 2730 奥宮 幸雄 ｵｸﾐﾔ ﾕｷｵ 袋井市 2:09:42

173 3238 江河 宏征 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:09:50

174 4146 村木 喜一郎 ﾑﾗｷ ｷｲﾁﾛｳ 浜松市 2:09:51

175 3267 望月 正 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 静岡市 清水健走会 2:09:59

176 2116 大岩 武司 ｵｵｲﾜ ﾀｹｼ 愛知県 ニチレイフーズ 2:10:02

177 3158 長谷 和俊 ﾊｾ ｶｽﾞﾄｼ 三島市 2:10:13

178 1868 薮崎 重司 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｼｹﾞｼﾞ 藤枝市 ムラタ 2:10:20

179 2369 鈴木 新一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 浜松市 工技センター 2:11:01

180 2381 白木沢 敏郎 ｼﾛｷｻﾜ ﾄｼﾛｳ 愛知県 ランデスカイ 2:11:13

181 3473 飯島 茂 ｲｲｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 2:11:42

182 2972 岩倉 雅行 ｲﾜｸﾗ ﾏｻﾕｷ 島田市 2:12:22

183 3585 次廣 章 ﾂｷﾞﾋﾛ ｱｷﾗ 浜松市 2:12:49

184 1040 杉浦 正和 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ 京都府 三洋化成走楽会 2:13:05

185 3853 斎藤 利彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 東京都 2:13:07

186 2040 増田 永一 ﾏｽﾀﾞ ｴｲｲﾁ 焼津市 シーダーズ 2:13:49

187 3463 鈴木 佳明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 袋井市 ひまじん倶楽部 2:14:04

188 2279 富坂 雅秀 ﾄﾐｻｶ ﾏｻﾋﾃﾞ 静岡市 気分走会 2:14:17

189 3277 細井 久信 ﾎｿｲ ﾋｻﾉﾌﾞ 磐田市 2:14:21

190 4600 鶴見 友昭 ﾂﾙﾐ ﾄﾓｱｷ 浜松市 2:14:21

191 2183 石川 修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ 掛川市 2:14:26

192 3572 柘植 金雄 ﾂｹﾞ ｶﾈｵ 藤枝市 2:15:27

193 2439 小笹 以久男 ｵｻﾞｻ ｲｸｵ 浜松市 山路クラブ 2:15:47

194 2419 水野 利幸 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾕｷ 磐田市 永久平社員 2:16:03

195 2361 尾崎 正和 ｵｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 2:16:13

196 2368 伊藤 昭 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 愛知県 どんかめ 2:16:24

197 3961 神谷 孝雄 ｶﾐﾔ ﾀｶｵ 愛知県 タカマユ 2:16:46

198 3875 藤森 英孝 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 浜松市 森林公園ＲＣ 2:17:02

199 3441 光源寺 徹 ｺｳｹﾞﾝｼﾞ ﾄｵﾙ 浜松市 2:17:13

200 5236 山田 進 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾑ 磐田市 2:17:16
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201 2618 清水 彰則 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾉﾘ 御前崎市 2:17:18

202 3921 伊藤 譲 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 磐田市 2:17:53

203 1465 丸 誠一郎 ﾏﾙ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 一度会競走部 2:17:54

204 2990 森下 圭太 ﾓﾘｼﾀ ｹｲﾀ 磐田市 チームカゲヤマ 2:18:10

205 4871 富永 一生 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 浜松市 2:18:11

206 4580 山本 知久 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ 掛川市 肝炎を治す会 2:18:34

207 3799 髙木 和実 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾐ 沼津市 2:18:52

208 4171 櫻井 弘 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼ 浜松市 サーラスポーツ 2:18:58

209 3736 鳥井 慎二 ﾄﾘｲ ｼﾝｼﾞ 浜松市 ひまじん倶楽部 2:19:05

210 3864 今田 雅明 ｲﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 浜松市 2:19:14

211 1375 岡村 道夫 ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｵ 島田市 2:19:46

212 3193 梅田 哲也 ｳﾒﾀﾞ ﾃﾂﾔ 磐田市 2:19:55

213 2563 小沢 英治郎 ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞﾛｳ 掛川市 掛川五明ＲＣ 2:19:56

214 3652 山本 賢市 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 浜松市 2:19:57

215 3477 中野 秀明 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 沼津市 ＤＣランナーズ 2:20:05

216 5561 宮地 純夫 ﾐﾔﾁ ｽﾐｵ 磐田市 2:20:24

217 4214 和栗 功武 ﾜｸﾞﾘ ﾖｼﾀｹ 浜松市 まると走らん会 2:20:29

218 5228 鈴木 悦郎 ｽｽﾞｷ ｴﾂﾛｳ 藤枝市 2:20:32

219 5241 内野 和臣 ｳﾁﾉ ｶｽﾞｵﾐ 磐田市 2:20:35

220 3700 汲田 義行 ｸﾐﾀ ﾖｼﾕｷ 岐阜県 長良川ランナー 2:20:47

221 1511 鈴木 輝夫 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｵ 磐田市 2:21:11

222 4102 鈴木 敬 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 富士市 2:21:13

223 3544 小松 洋 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 磐田市 はじめの一歩 2:21:23

224 3855 鈴木 康照 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾃﾙ 磐田市 2:21:54

225 3124 松山 博次 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｼﾞ 浜松市 2:22:12

226 3856 白石 博 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｼ 富山県 中越合金ＲＣ 2:22:36

227 2958 栗田 久 ｸﾘﾀ ﾋｻｼ 磐田市 2:22:41

228 3807 都築 拓樹 ﾂﾂﾞｷ ﾀｸｷ 愛知県 アイシン高丘 2:22:55

229 5700 天野 治郎 ｱﾏﾉ ｼﾞﾛｳ 磐田市 2:23:10

230 2034 中村 悦次 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｼﾞ 浜松市 波網打物 2:23:11

231 4263 瀬戸口 清照 ｾﾄｸﾞﾁ ｷﾖﾃﾙ 富士市 2:23:13

232 3470 岡田 真人 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾄ 浜松市 2:23:14

233 3064 加納 要一 ｶﾉｳ ﾖｳｲﾁ 浜松市 2:23:30

234 4342 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 磐田市 ぱんのちっぷ 2:23:44

235 3028 大場 繁雄 ｵｵﾊﾞ ｼｹﾞｵ 磐田市 国府台整形外科 2:24:02

236 4013 佐久間 厚海 ｻｸﾏ ｱﾂｳﾐ 静岡市 2:24:09

237 4933 梅本 哲也 ｳﾒﾓﾄ ﾃﾂﾔ 静岡市 2:24:09

238 376 永岡 徹志 ﾅｶﾞｵｶ ﾃﾂｼ 静岡市 2:24:14

239 2726 中野 敬史 ﾅｶﾉ ｹｲｼﾞ 浜松市 2:24:18

240 3757 田中 昭春 ﾀﾅｶ ｱｹﾊﾙ 愛知県 １３８倶楽部 2:24:21

241 2529 鈴木 武信 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾉﾌﾞ 浜松市 オートバックス 2:24:42

242 4624 大桑 儀一 ｵｵｸﾜ ｷﾞｲﾁ 浜松市 2:24:44

243 3239 桑田 伸夫 ｸﾜﾀ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 2:24:46

244 2820 中井 義雄 ﾅｶｲ ﾖｼｵ 神奈川県 2:24:46

245 3906 加古 長治 ｶｺ ﾅｶﾞﾊﾙ 愛知県 2:24:57

246 183 小島 勝信 ｺｼﾞﾏ ｶﾂﾉﾌﾞ 富士市 2:25:06

247 1996 児玉 一記 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:25:10

248 5043 吉田 欣生 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｵ 静岡市 2:25:22

249 1679 二谷 龍治 ﾌﾀﾔ ﾘｭｳｼﾞ 山梨県 リジューム 2:25:25

250 2212 坪井 秀之 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 2:25:26
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251 5407 内山 征之 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 浜松市 2:25:29

252 4470 村田 守 ﾑﾗﾀ ﾏﾓﾙ 浜松市 チームかげやま 2:25:33

253 4608 鳥居 詳久 ﾄﾘｲ ﾖｼﾋｻ 掛川市 2:25:43

254 3086 村野 秀雄 ﾑﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ 沼津市 気分走快 2:26:18

255 5147 葭川 新一 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 浜松市 2:26:23

256 4040 藤幡 敏夫 ﾌｼﾞﾊﾀ ﾄｼｵ 愛知県 浜名病院 2:26:51

257 3830 細田 薫 ﾎｿﾀﾞ ｶｵﾙ 浜松市 しなとも 2:27:03

258 2835 辰巳 宗康 ﾀﾂﾐ ﾑﾈﾔｽ 磐田市 オムラン 2:28:02

259 4345 藪内 良章 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾖｼｱｷ 磐田市 チームアマゾン 2:28:34

260 3612 村松 隆之 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 磐田市 春風寮 2:28:54

261 4269 鳩野 賢一 ﾊﾄﾉ ｹﾝｲﾁ 三島市 2:28:55

262 3639 加藤 常吉 ｶﾄｳ ﾂﾈﾖｼ 浜松市 2:29:17

263 2765 黒田 泰博 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 湖西市 ＺＫＭ静岡 2:29:51

264 3654 池野谷 博信 ｲｹﾉﾔ ﾋﾛﾉﾌﾞ 浜松市 ポニー＆ラブ 2:30:01

265 3871 守屋 貴由 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾕｷ 湖西市 2:30:08

266 4019 島津 孝明 ｼﾏﾂﾞ ﾀｶｱｷ 浜松市 オーエス機工 2:30:10

267 4583 小林 努 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 島田市 2:30:20

268 3972 山根 正詞 ﾔﾏﾈ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 2:30:44

269 3647 森島 敏夫 ﾓﾘｼﾏ ﾄｼｵ 浜松市 2:31:26

270 4188 鈴木 秀治 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 チームかげやま 2:31:30

271 4730 野末 洋明 ﾉｽﾞｴ ﾋﾛｱｷ 磐田市 2:31:30

272 4621 佐々木 信仁 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ 磐田市 いずみ３保育園 2:32:19

273 4678 木野 浩志 ｷﾉ ﾋﾛｼ 浜松市 2:32:24

274 2273 中山 恒男 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾈｵ 磐田市 2:32:31

275 5564 立澤 正人 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 静岡市 ＴＣＳ 2:32:36

276 4331 鈴木 正弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 チームみやした 2:32:38

277 2762 寺田 伸一郎 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 浜松倉庫 2:32:42

278 1826 太田 則弘 ｵｵﾀ ﾉﾘﾋﾛ 富士市 ＳＡＮ－ＥＮ 2:33:08

279 4525 井上 孝男 ｲﾉｳｴ ﾀｶｵ 浜松市 丸塚中 2:33:11

280 5004 水山 健一 ﾐｽﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 愛知県 2:33:14

281 5049 相羽 秀穗 ｱｲﾊﾞ ﾋﾃﾞﾎ 菊川市 2:33:23

282 2437 前澤 功 ﾏｴｻﾞﾜ ｲｻｵ 長野県 アルプスＡＣ 2:33:26

283 1023 木村 稔 ｷﾑﾗ ﾐﾉﾙ 磐田市 株式会社ジュビロ 2:33:48

284 1879 青島 一郎 ｱｵｼﾏ ｲﾁﾛｳ 磐田市 青島学海司法書 2:34:05

285 461 内山 利次 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｼﾞ 浜松市 遠州浜松鈍足隊 2:34:13

286 2420 岡本 五朗 ｵｶﾓﾄ ｺﾞﾛｳ 磐田市 Ｍ８Ｂ 2:34:23

287 4421 真船 勉 ﾏﾌﾈ ﾂﾄﾑ 浜松市 しおりＲＣ 2:34:26

288 4660 佐野 隆弘 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:34:28

289 1421 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 清水・生涯現役 2:34:47

290 2280 鈴木 正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 浜松市 2:34:55

291 3729 鈴木 浩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 浜松市 きりぎりす 2:35:27

292 4593 木村 繁一 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ 浜松市 浜松土木事務所 2:35:53

293 4249 武藤 正 ﾑﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 2:36:06

294 4350 田中 裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:36:16

295 5435 戸田 央 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｼ 浜松市 2:37:20

296 4775 磯部 誠 ｲｿﾍﾞ ﾏｺﾄ 浜松市 2:37:49

297 5311 井上 勝己 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾐ 長泉町 2:38:03

298 3574 島岡 成治 ｼﾏｵｶ ｾｲｼﾞ 神奈川県 游ＲＵＮクラブ 2:38:41

299 4699 墨 宇一郎 ｽﾐ ｳｲﾁﾛｳ 愛知県 2:39:27

300 4366 伊藤 信男 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 アクトス浜松 2:40:15
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301 3311 栗島 正利 ｸﾘｼﾏ ﾏｻﾄｼ 浜松市 アメニティー 2:41:14

302 2752 大橋 文宏 ｵｵﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ 磐田市 2:42:45

303 4629 今井 信行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 2:42:58

304 534 鈴木 利朗 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 磐田市 ヤマハ 2:43:05

305 3688 須郷 和夫 ｽｺﾞｳ ｶｽﾞｵ 浜松市 のりぴょん 2:43:09

306 4790 杉井 剛 ｽｷﾞｲ ﾂﾖｼ 神奈川県 2:43:11

307 4945 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 磐田市 2:43:27

308 4897 石田 忠男 ｲｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ 磐田市 マイコレクター 2:44:08

309 3006 山下 登 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 静岡市 2:44:22

310 4877 岩井 正次 ｲﾜｲ ﾏｻｼﾞ 浜松市 2:45:07

311 4346 牧田 幸雄 ﾏｷﾀ ﾕｷｵ 磐田市 ドラゴンＲＣ 2:45:41

312 3618 山脇 輝夫 ﾔﾏﾜｷ ﾃﾙｵ 湖西市 健勇輝 2:46:05

313 3005 橋本 宏 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 磐田市 2:47:38

314 4357 宮嶋 武夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｵ 愛知県 2:47:57

315 4341 松島 秀夫 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:48:49

316 4096 児玉 道昭 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾁｱｷ 東京都 2:49:06

317 4869 藤園 秀信 ﾌｼﾞｿﾉ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 岐阜県 2:49:20

318 2742 村上 均 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄｼ 磐田市 杉山青果 2:50:25

319 5009 長谷川 輝夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾙｵ 浜松市 2:50:50

320 4640 村木 貴広 ﾑﾗｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:51:09

321 4705 山田 和喜 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 愛知県 2:52:32

322 3883 小野江 公利 ｵﾉｴ ｷﾐﾄｼ 東京都 共同通信社 2:52:45

323 4595 西田 修 ﾆｼﾀﾞ ｵｻﾑ 袋井市 2:52:56

324 5356 榛葉 光夫 ｼﾝﾊﾞ ﾐﾂｵ 藤枝市 2:53:21

325 4707 稲垣 伸安 ｲﾅｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾔｽ 静岡市 2:54:20

326 3873 小野 弘之 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ 御殿場市 南御殿場スキー 2:54:40

327 2795 高柳 節夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾀﾞｵ 神奈川県 2:54:56

328 4598 橿渕 二三雄 ｶｼﾌﾞﾁ ﾌﾐｵ 磐田市 ミスト 2:55:04

329 4424 小栗 秀保 ｵｸﾞﾘ ﾋﾃﾞﾔｽ 磐田市 2:55:36

330 5677 相曽 庸兆 ｱｲｿ ﾂﾈﾖｼ 磐田市 2:56:48

331 5005 上保 清久 ｼﾞｮｳﾎ ｷﾖﾋｻ 静岡市 ＡＲＰ静岡 2:57:42

332 2493 山田 安夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｵ 浜松市 2:58:38
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1 840 大泉 通 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾄｵﾙ 愛知県 1:39:11

2 375 田中 紘行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 山田金属ＫＫ 1:39:54

3 329 渡辺 義明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 湖西市 ２３５走志会 1:46:50

4 1333 榑松 實 ｸﾚﾏﾂ ﾐﾉﾙ 磐田市 ＥＤＳＲＣ 1:47:02

5 2014 寺田 公嘉 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾐﾖｼ 袋井市 ＨｏｎｄａＯＢ 1:51:11

6 1093 福田 睦洋 ﾌｸﾀﾞ ﾑﾂﾋﾛ 掛川市 大浜愛育園 1:51:46

7 476 大城 静夫 ｵｵｼﾛ ｼｽﾞｵ 浜松市 チーム浜北森林 1:53:11

8 2567 中島 久男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｵ 磐田市 1:53:13

9 3294 齋藤 順治 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 島田市 掛川歩こう会 1:54:22

10 970 石野 晃 ｲｼﾉ 浜松市 1:54:59

11 2912 柴田 久美彦 ｼﾊﾞﾀ ｸﾐﾋｺ 袋井市 2:02:33

12 1461 大道 武儀 ｵｵﾐﾁ ﾀｹﾉﾘ 藤枝市 2:04:19

13 1484 鈴木 慶一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ 愛知県 2:06:44

14 730 山本 則行 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 磐田市 2:08:12

15 1475 森永 泰彦 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾔｽﾋｺ 愛知県 2:08:14

16 5189 猪股 明 ｲﾉﾏﾀ 下田市 2:10:36

17 1269 内川 哲英 ｳﾁｶﾜ ﾃﾂﾋﾃﾞ 牧之原市 ＺＫＭ静岡 2:11:01

18 3009 杉本 泰之 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 静岡市 2:12:39

19 3651 青木 利夫 ｱｵｷ ﾄｼｵ 静岡市 静岡走ろう会 2:12:42

20 466 中谷 至男 ﾅｶﾔ ﾕｷｵ 浜松市 2:14:20

21 5171 富樫 和博 ﾄｶﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 磐田市体育協会 2:16:20

22 2105 森田 孝 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ 浜松市 ホリデイ 2:16:59

23 3754 金澤 明望 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｹﾐ 浜松市 2:18:41

24 2764 野沢 隆二郎 ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 浜松市 2:19:19

25 4241 佐野 朋旦 ｻﾉ ﾄﾓｱｷ 浜松市 2:19:34

26 3867 田尾 紀男 ﾀｵ ﾉﾘｵ 浜松市 2:19:48

27 2555 磯野 博幸 ｲｿﾉ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:20:05

28 4311 沢 昭夫 ｻﾜ ﾃﾙｵ 磐田市 2:20:18

29 5202 宮本 剛一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ 浜松市 メイプルズ 2:20:50

30 1486 宮地 春洋 ﾐﾔﾁ ﾊﾙﾅﾐ 磐田市 2:22:34

31 3569 大場 將旦 ｵｵﾊﾞ ﾏｻｱｷ 磐田市 いわた楽走会 2:23:41

32 5134 田辺 一志 ﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｼ 三島市 2:25:33

33 4392 林 寛 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ 愛知県 桜堤ＲＣ 2:28:37

34 4591 仲村 武夫 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｵ 浜松市 2:29:17

35 3740 大谷 興禅 ｵｵﾀﾆ ｺｳｾﾞﾝ 菊川市 カツミ 2:29:17

36 4206 青島 義秋 ｱｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 磐田市 セイギ商事 2:29:33

37 3880 川島 祝 ｶﾜｼﾏ ｲﾜｲ 浜松市 2:30:51

38 4338 山下 久夫 ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｵ 磐田市 2:32:55

39 4581 池田 勝 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾙ 静岡市 かんそうランＲ 2:33:33

40 5190 三間屋 純一 ﾐﾏﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡市 静岡ＭＲＣ 2:35:11

41 3016 紅林 澄 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ 吉田町 2:35:14

42 2031 忠 敬吉 ﾁｭｳ ｹｲｷﾁ 浜松市 浜松健走会 2:35:59

43 2006 久保 善磨 ｸﾎﾞ ﾖｼﾏ 袋井市 ＷＡＷＡＷＡ 2:36:49

44 4145 原田 憲道 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾐﾁ 磐田市 2:37:09

45 4391 相羽 勝義 ｱｲﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 三島市 桜堤ＲＣ 2:45:40

46 2979 高田 孝一 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 掛川市 ＺＫＭ静岡 2:46:02

47 4541 金原 進太郎 ｷﾝﾊﾟﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 2:48:30

48 4539 長島 光彰 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾂｱｷ 静岡市 2:48:44

49 5144 小谷 昌義 ｺﾀﾆ ﾏｻﾖｼ 浜松市 ＺＫＭ浜松 2:49:44

50 4759 旗本 和正 ﾊﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 静岡市 2:50:57
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51 4582 山本 善也 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾔ 浜松市 恩地つわぶき会 2:56:21
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1 625 三輪 千晃 ﾐﾜ ﾁｱｷ 静岡市 1:28:24

2 737 白鳥 良美 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼﾐ 静岡市 見次クラブ 1:28:39

3 593 高田 友紀子 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷｺ 沼津市 1:30:19

4 414 安本 真紀子 ﾔｽﾓﾄ ﾏｷｺ 静岡市 静岡陸協 1:33:08

5 639 青島 育美 ｱｵｼﾏ ｲｸﾐ 磐田市 静岡陸協 1:35:09

6 946 佐々木 ひとみ ｻｻｷ ﾋﾄﾐ 浜松市 でんでん虫 1:35:44

7 39 望月 希代江 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾖｴ 浜松市 1:36:46

8 80 相羽 里咲 ｱｲﾊﾞ ﾘｻ 森町 ＳＭＩＬＥＹ 1:38:01

9 1246 馬渕 こはる ﾏﾌﾞﾁ ｺﾊﾙ 富士市 1:39:33

10 893 山本 翔子 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺ 愛知県 1:41:48

11 5811 田口 恵 ﾀｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 東京都 トッパン 1:41:57

12 1424 濱本 希 ﾊﾏﾓﾄ ﾉｿﾞﾐ 浜松市 浜松医大 1:42:02

13 915 小柴 麻紀 ｺｼﾊﾞ ﾏｷ 浜松市 1:42:03

14 1345 竹本 佳世子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾖｺ 藤枝市 フジヤマＴＲＣ 1:43:31

15 1779 月見里 恵子 ﾂｷﾐｻﾄ ｹｲｺ 静岡市 1:44:13

16 5197 斎藤 南 ｻｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:45:37

17 5295 村上 みなみ ﾑﾗｶﾐ ﾐﾅﾐ 東京都 1:46:55

18 1764 相川 佳子 ｱｲｶﾜ ﾖｼｺ 浜松市 1:48:02

19 1971 安藤 仁美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾐ 三重県 1:48:09

20 2044 小島 沙和子 ｺｼﾞﾏ ｻﾜｺ 静岡市 呑みや 月よ棚 1:48:36

21 3011 加藤 さくら ｶﾄｳ ｻｸﾗ 磐田市 1:48:59

22 2433 内山 久実 ｳﾁﾔﾏ ｸﾐ 浜松市 ウルケル 1:49:33

23 5293 村上 奈々 ﾑﾗｶﾐ ﾅﾅ 東京都 1:50:44

24 2186 南條 真希 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾏｷ 藤枝市 1:51:36

25 3162 辻村 みのり ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐﾉﾘ 浜松市 バニラＦＣ 1:53:12

26 5912 寺田 遼子 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳｺ 磐田市 特別支援学級 1:54:25

27 2733 疋田 文枝 ﾋｷﾀﾞ ﾌﾐｴ 愛知県 1:54:32

28 5096 菊地 実奈子 ｷｸﾁ ﾐﾅｺ 静岡市 静岡県立大学 1:54:36

29 1399 平野 涼子 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳｺ 静岡市 1:54:37

30 2377 八木 ゆみ ﾔｷﾞ ﾕﾐ 浜松市 1:54:42

31 2793 渡邉 ゆりか ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｶ 浜松市 ヒマラヤ 1:55:03

32 3217 白柳 瞳 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾋﾄﾐ 浜松市 1:55:59

33 1480 石村 真理子 ｲｼﾑﾗ ﾏﾘｺ 静岡市 1:56:06

34 5781 柴田 晴香 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ 磐田市 1:56:24

35 1632 松本 早織 ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 浜松市 Ｒｕｎラン 1:57:40

36 3601 鈴木 麻美 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ 神奈川県 1:57:52

37 94 大隅 容子 ｵｵｽﾐ ﾖｳｺ 浜松市 桜井製作所 1:58:11

38 5878 桜井 香里 ｻｸﾗｲ ｶｵﾘ 東京都 1:58:49

39 2198 岩室 愛 ｲﾜﾑﾛ ｱｲ 浜松市 1:58:53

40 5503 平山 美緒 ﾋﾗﾔﾏ ﾐｵ 神奈川県 1:58:58

41 2821 諸井 知帆 ﾓﾛｲ ﾁﾎ 袋井市 1:59:10

42 5529 清水 紗江 ｼﾐｽﾞ ｻｴ 愛知県 1:59:13

43 3123 田中 陽子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 焼津市 1:59:33

44 3532 大林 里衣 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 愛知県 1:59:38

45 2502 宮地 理子 ﾐﾔﾁ ﾘｺ 浜松市 2:00:07

46 2287 芹澤 麻美 ｾﾘｻﾞﾜ ｱｻﾐ 富士宮市 2:00:14

47 2229 尾野 裕美 ｵﾉ ﾋﾛﾐ 藤枝市 2:00:16

48 2158 中山 亜希子 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｺ 浜松市 2:00:37

49 5340 益谷 蘭 ﾏｽﾀﾆ ﾗﾝ 静岡市 静岡城北高校 2:00:58

50 2121 後藤 明日美 ｺﾞﾄｳ ｱｽﾐ 浜松市 2:01:36
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51 1726 神谷 光代 ｶﾐﾀﾆ ﾐﾂﾖ 京都府 2:01:40

52 2423 松尾 麗 ﾏﾂｵ ｳﾗﾗ 湖西市 2:01:46

53 3366 斉藤 香織 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 浜松市 2:01:53

54 5681 木村 沙弥香 ｷﾑﾗ ｻﾔｶ 袋井市 2:02:28

55 3262 孕石 亜有実 ﾊﾗﾐｲｼ ｱﾕﾐ 愛知県 ＡＫＨ７５ 2:03:05

56 5989 瀬崎 鈴乃 ｾｻﾞｷ ｽｽﾞﾉ 浜松市 東海旅客鉄道 2:03:27

57 5741 高橋 果奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 磐田市 2:03:39

58 3249 安田 佳菜子 ﾔｽﾀﾞ ｶﾅｺ 愛知県 2:03:47

59 2065 田代 ユミ ﾀｼﾛ ﾕﾐ 静岡市 2:03:54

60 5094 杉本 実穂 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾎ 静岡市 静岡県立大学 2:03:59

61 3583 峯田 知美 ﾐﾈﾀ ﾄﾓﾐ 浜松市 2:04:13

62 2356 小栗 みずき ｵｸﾞﾘ ﾐｽﾞｷ 浜松市 あ走会 2:04:23

63 2909 織田 弘子 ｵﾀﾞ ﾋﾛｺ 愛知県 2:04:45

64 3539 佐藤 加奈子 ｻﾄｳ ｶﾅｺ 浜松市 2:04:55

65 4384 古谷 小百里 ﾌﾙﾀﾆ ｻﾕﾘ 御前崎市 2:05:01

66 5341 今田 有美 ｲﾏﾀﾞ ﾕﾐ 愛知県 2:05:03

67 5221 糴川 礼菜 ｾﾘｶﾜ ﾚﾅ 磐田市 広島大学 2:05:14

68 5389 高山 望 ﾀｶﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 袋井市 2:05:48

69 3603 山下 美里 ﾔﾏｼﾀ ﾐｻﾄ 浜松市 2:06:21

70 5355 西尾 和美 ﾆｼｵ ｶｽﾞﾐ 浜松市 浜松ホトニクス 2:06:23

71 5648 鈴木 真美子 ｽｽﾞｷ ﾏﾐｺ 浜松市 2:06:26

72 1828 三宅 妙佳 ﾐﾔｹ ﾀｴｶ 愛知県 2:06:29

73 3351 守田 美咲 ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ 磐田市 2:06:39

74 3763 川﨑 稔子 ｶﾜｻｷ ﾄｼｺ 愛知県 2:06:40

75 2855 渥美 文也奈 ｱﾂﾐ ｱﾔﾅ 磐田市 2:06:45

76 1119 白柳 桃子 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾓﾓｺ 静岡市 2:07:02

77 5674 角谷 珠美 ｶﾄﾞﾔ ﾀﾏﾐ 愛知県 2:07:21

78 3995 加藤 みずき ｶﾄｳ ﾐｽﾞｷ 浜松市 2:07:36

79 3787 森山 優姫 ﾓﾘﾔﾏ ﾕｳｷ 浜松市 みずきＲＣ 2:08:06

80 3619 酒井 和恵 ｻｶｲ ｶｽﾞｴ 東京都 2:08:06

81 5803 佐光 みお ｻｺｳ ﾐｵ 岐阜県 2:08:13

82 5773 佐久間 みなみ ｻｸﾏ ﾐﾅﾐ 愛知県 2:08:24

83 4967 田邊 江里子 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｺ 磐田市 2:08:50

84 5706 増田 早紀 ﾏｽﾀﾞ ｻｷ 静岡市 静岡県立大学 2:08:52

85 2093 笹竹 麻衣 ｻｻﾀｹ ﾏｲ 浜松市 ハッピーモア 2:09:15

86 2766 亀島 明香 ｶﾒｼﾏ ｻﾔｶ 愛知県 高浜走友会 2:09:30

87 3027 杉浦 真央 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｵ 磐田市 にこゆり会 2:09:32

88 5545 吉田 香 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾘ 島田市 2:09:39

89 4280 山口 知美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 湖西市 2:09:49

90 3896 赤松 美和 ｱｶﾏﾂ ﾐﾜ 沼津市 ＢＤＰ 2:10:13

91 2393 望月 祐加里 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｶﾘ 静岡市 2:10:19

92 2758 坪井 寿恵 ﾂﾎﾞｲ ﾋｻｴ 愛知県 2:10:21

93 5116 山下 仁美 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾄﾐ 愛知県 2:10:33

94 4812 中田 貴薫美 ﾅｶﾀﾞ ｷｸﾐ 島田市 2:10:34

95 2779 黒木 佑美 ｸﾛｷ ﾕﾐ 浜松市 2:10:39

96 4519 齋藤 綾野 ｻｲﾄｳ ｱﾔﾉ 浜松市 杏林堂薬局 2:11:10

97 3031 山本 桃子 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｺ 浜松市 2:11:16

98 4189 菅谷 美香 ｽｶﾞﾔ ﾐｶ 浜松市 2:11:27

99 3292 大野 詩織 ｵｵﾉ ｼｵﾘ 掛川市 2:11:32

100 3762 滋田 芽衣子 ｼｹﾞﾀ ﾒｲｺ 牧之原市 2:11:33
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101 5874 松井 那都美 ﾏﾂｲ ﾅﾂﾐ 静岡市 2:11:39

102 3318 八木 育恵 ﾔｷﾞ ｲｸｴ 静岡市 吉田特支 2:11:44

103 5918 鈴木 愛生 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ 磐田市 2:11:52

104 3514 荘司 奈緒 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵ 富士宮市 2:12:12

105 1878 安井 美枝 ﾔｽｲ ﾐｴ 袋井市 2:12:25

106 5788 木下 真樹子 ｷﾉｼﾀ ﾏｷｺ 愛知県 2:12:44

107 4401 片桐 順子 ｶﾀｷﾞﾘ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:13:12

108 3589 石橋 秀美 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾐ 愛知県 蒲郡信用金庫 2:13:16

109 2993 飯田 恵理子 ｲｲﾀﾞ ｴﾘｺ 浜松市 2:13:18

110 3190 安田 真琴 ﾔｽﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 2:13:29

111 5675 山田 結衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｲ 愛知県 2:13:46

112 4756 中嶌 亜由美 ﾅｶｼﾏ ｱﾕﾐ 愛知県 2:13:55

113 3646 小杉 弥生 ｺｽｷﾞ ﾔﾖｲ 浜松市 2:13:56

114 2943 浅谷 歩 ｱｻﾔ ｱﾕﾐ 磐田市 い組走遊会 2:14:03

115 3567 山地 美樹 ﾔﾏｼﾞ ﾐｷ 静岡市 静岡県立大学 2:14:31

116 3996 望月 彩乃 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔﾉ 静岡市 2:14:47

117 2932 池田 りこ ｲｹﾀﾞ ﾘｺ 藤枝市 東海物産 2:15:04

118 5688 顔 彰子 ｶﾞﾝ ｱｷｺ 磐田市 2:15:07

119 3130 兵頭 エライネ ﾋｮｳﾄﾞｳ ｴﾗｲﾈ 愛知県 2:15:07

120 4181 兵頭 智恵美 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾁｴﾐ 愛知県 ｒｕｎＢｒＪｐ 2:15:07

121 4222 石川 宏美 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾐ 掛川市 2:15:31

122 2270 佐藤 かおる ｻﾄｳ ｶｵﾙ 磐田市 2:15:32

123 4454 久保 結香 ｸﾎﾞ ﾕｲｶ 浜松市 チーム３００ 2:15:37

124 2399 松浦 有里 ﾏﾂｳﾗ ﾕﾘ 牧之原市 2:15:40

125 5398 松野 麻由 ﾏﾂﾉ ﾏﾕ 袋井市 2:16:06

126 2293 田中 真希 ﾀﾅｶ ﾏｷ 浜松市 ＳＣＵＰＴ 2:16:07

127 1626 窪野 菜織 ｸﾎﾞﾉ ｻｵﾘ 袋井市 チーム窪野 2:16:42

128 4084 中野 陵子 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｺ 東京都 2:16:49

129 2951 永田 智美 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾐ 掛川市 アピタ磐田店 2:16:51

130 3615 田近 美和 ﾀﾁﾞｶ ﾐﾜ 焼津市 2:16:58

131 4273 夏目 園子 ﾅﾂﾒ ｿﾉｺ 湖西市 浜名アスリート 2:17:25

132 5981 酒井 晶子 ｻｶｲ ｱｷｺ 静岡市 2:17:28

133 4606 矢谷 仁枝 ﾔﾀﾆ ﾋﾄｴ 浜松市 2:17:36

134 5594 秋山 瑠里 ｱｷﾔﾏ ﾙﾘ 富士市 はやちゃんズ 2:17:52

135 3260 芝田 由香 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶ 清水町 2:18:00

136 4451 榛葉 富美子 ｼﾝﾊﾞ ﾄﾐｺ 掛川市 2:18:02

137 3920 高橋 侑里 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘ 袋井市 2:18:08

138 4588 吉田 美穂 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ 岐阜県 2:18:12

139 4831 宮島 久美子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾐｺ 御前崎市 2:18:14

140 2705 古宮山 恵 ｺﾐﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 2:18:25

141 2337 石川 紀子 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ 静岡市 2:18:38

142 3959 松本 有里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 湖西市 2:18:38

143 5955 柳原 奈保美 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ 袋井市 2:18:42

144 5970 太田 香澄 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾐ 浜松市 2:18:42

145 2252 鈴木 小百合 ｽｽﾞｷ ｻﾕﾘ 愛知県 刈谷市 2:18:46

146 4816 五嶋 和泉 ｺﾞｼﾏ ｲｽﾞﾐ 愛知県 蒲郡市民病院 2:18:53

147 3963 小澤 里奈 ｵｻﾞﾜ ﾘﾅ 森町 2:19:02

148 5303 櫻井 夏津記 ｻｸﾗｲ ﾅﾂｷ 袋井市 2:19:02

149 2233 植田 涼子 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｺ 愛知県 2:19:08

150 5997 ダオティタン マイ ﾀﾞｵﾃｨﾀﾝ ﾏｲ 磐田市 ＶＩＥＴＮＡＭ 2:19:15

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

ハーフハーフハーフハーフ女子16歳～39歳女子16歳～39歳女子16歳～39歳女子16歳～39歳

Print: 2016/11/13 12:53:38 4 / 9 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

151 3831 柳崎 邦枝 ﾔﾅｷﾞｻｷ ｸﾆｴ 愛知県 2:19:21

152 4866 土手 菜摘 ﾄﾞﾃ ﾅﾂﾐ 磐田市 2:19:31

153 4132 鈴木 麻記子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 浜松市 2:19:34

154 5532 梅本 若菜 ｳﾒﾓﾄ ﾜｶﾅ 浜松市 2:19:39

155 5641 安間 美保 ｱﾝﾏ ﾐﾎ 袋井市 2:19:56

156 3942 佐藤 里奈 ｻﾄｳ ﾘﾅ 東京都 佐伯組 2:19:57

157 4079 伊藤 舞海 ｲﾄｳ ﾏｲﾐ 愛知県 百花繚ＲＵＮ 2:20:00

158 4878 大原 京子 ｵｵﾊﾗ ｷｮｳｺ 磐田市 天竜すずかけ 2:20:00

159 2895 谷崎 加世子 ﾀﾆｻﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 2:20:02

160 4590 鈴木 清香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 浜松市 2:20:19

161 2679 神谷 美早 ｶﾐﾔ ﾐｻｷ 袋井市 2:20:29

162 2335 葛川 真里絵 ｸｽﾞｶﾜ ﾏﾘｴ 島田市 2:20:33

163 5987 赤平 恭子 ｱｶﾋﾗ ｷｮｳｺ 浜松市 2:20:38

164 4949 中村 美鈴 ﾅｶﾑﾗ ﾐｽｽﾞ 浜松市 2:20:39

165 4772 石津 まりこ ｲｼﾂﾞ ﾏﾘｺ 掛川市 六郷小 2:21:10

166 3331 浅野 加奈 ｱｻﾉ ｶﾅ 愛知県 タジマ工業 2:21:20

167 1593 石戸谷 流香 ｲｼﾄﾔ ﾙｶ 浜松市 みずきＲＣ 2:21:20

168 4930 永井 三香子 ﾅｶﾞｲ ﾐｶｺ 磐田市 2:21:21

169 5229 西岡 香 ﾆｼｵｶ ｶｵﾘ 浜松市 2:21:21

170 5844 川口 穂菜美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ 愛知県 2:21:41

171 5851 藤原 栄梨 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾘ 浜松市 すずかけ病院 2:21:44

172 5868 戸田 暁子 ﾄﾀﾞ ｱｷｺ 静岡市 2:22:00

173 4477 伊達 弥生 ﾀﾞﾃ ﾔﾖｲ 湖西市 2:22:17

174 5829 福田 美香 ﾌｸﾀﾞ ﾐｶ 神奈川県 2:22:20

175 3835 加藤 奈月 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ 愛知県 2:22:24

176 5797 久保 砂織 ｸﾎﾞ ｻｵﾘ 浜松市 2:22:28

177 3562 鈴木 理英子 ｽｽﾞｷ ﾘｴｺ 浜松市 2:22:31

178 4714 水野 有香栄 ﾐｽﾞﾉ ﾕｶｴ 愛知県 2:22:37

179 3504 鈴木 深幸 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 磐田市 アクトス磐田 2:22:43

180 2080 石野 望 ｲｼﾉ ﾉｿﾞﾐ 浜松市 2:22:45

181 4559 草川 嘉奈子 ｸｻｶﾞﾜ ｶﾅｺ 東京都 2:22:55

182 5346 庭木 由紀 ﾆﾜｷ ﾕｷ 愛知県 2:23:00

183 4282 軽部 久子 ｶﾙﾍﾞ ﾋｻｺ 東京都 関東労災病院 2:23:01

184 5454 宮澤 麻衣 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｲ 浜松市 2:23:05

185 5011 加藤 美乃里 ｶﾄｳ ﾐﾉﾘ 浜松市 2:23:06

186 2897 吉田 里咲 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻｷ 愛知県 2:23:16

187 4197 村井 涼子 ﾑﾗｲ ﾘｮｳｺ 袋井市 2:23:38

188 2535 鈴木 夏菜子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 愛知県 2:23:52

189 5572 八木 なつ美 ﾔｷﾞ ﾅﾂﾐ 静岡市 2:23:57

190 5249 高辻 知香 ﾀｶﾂｼﾞ ﾄﾓｶ 浜松市 2:24:01

191 5453 鈴木 加奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 磐田市 2:24:25

192 5619 向 萌 ﾑｶｲ ﾓｴ 愛知県 タジマ工業 2:24:37

193 4697 山本 翔子 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺ 愛知県 2:24:44

194 4804 桑原 みづき ｸﾜﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ 愛知県 2:25:01

195 5961 朝比奈 美輝 ｱｻﾋﾅ ﾐｷ 森町 すずかけ 2:25:09

196 5542 新谷 沙知 ｼﾝﾀﾆ ｻﾁ 静岡市 2:25:32

197 4980 外山 由佳 ﾄﾔﾏ ﾕｶ 島田市 中川牧場ＲＣ 2:25:33

198 5475 森 ひかる ﾓﾘ ﾋｶﾙ 愛知県 医療法人利靖会 2:25:37

199 5963 佐山 音緒 ｻﾔﾏ ﾈｵ 静岡市 静岡県立大学 2:25:37

200 5091 布田 遥香 ﾇﾉﾀ ﾊﾙｶ 静岡市 静岡県立大学 2:25:37
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201 3681 廣谷 知美 ﾋﾛﾀﾆ ﾄﾓﾐ 磐田市 2:25:46

202 4503 大久保 彩夏 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾔｶ 千葉県 2:25:52

203 5418 杉浦 麻優香 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾕｶ 浜松市 2:25:53

204 5593 髙橋 祐紀 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 富士市 はやちゃんズ 2:26:18

205 5282 有川 香織 ｱﾘｶﾜ ｶｵﾘ 東京都 2:26:26

206 5574 土屋 瑛見 ﾂﾁﾔ ｴｲﾐ 下田市 2:26:30

207 5979 松永 桐 ﾏﾂﾅｶﾞ ｷﾘ 島田市 2:26:35

208 4397 竹内 瑶子 ﾀｹｳﾁ ﾖｳｺ 磐田市 磐田病院ＲＣ 2:27:00

209 1183 中野 淳子 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:27:03

210 5765 服部 由花 ﾊｯﾄﾘ ﾕｶ 磐田市 2:27:05

211 3233 宮路 梓 ﾐﾔｼﾞ ｱｽﾞｻ 愛知県 2:27:16

212 5524 村雲 ひいな ﾑﾗｸﾓ ﾋｲﾅ 愛知県 2:27:30

213 5919 小楠 明美 ｵｸﾞｽ ｱｹﾐ 浜松市 2:27:41

214 2177 木口 プリ ｷｸﾞﾁ ﾌﾟﾘ 浜松市 2:27:45

215 5612 関 麻琴 ｾｷ ﾏｺﾄ 愛知県 2:27:50

216 5433 泉 みどり ｲｽﾞﾐ ﾐﾄﾞﾘ 磐田市 2:27:59

217 3486 鈴木 亜希子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 浜松市 2:28:06

218 5964 飯田 祐子 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｺ 磐田市 2:28:14

219 5520 内山 麻衣子 ｳﾁﾔﾏ ﾏｲｺ 静岡市 2:28:25

220 5260 中川 絢子 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ 磐田市 2:28:28

221 2510 河野 綾音 ｶﾜﾉ ｱﾔﾈ 浜松市 2:28:29

222 5818 内野 良美 ｳﾁﾉ ﾖｼﾐ 磐田市 2:28:31

223 5873 森山 環姫 ﾓﾘﾔﾏ ﾀﾏｷ 浜松市 みずきＲＣ 2:28:42

224 4669 佐藤 保江 ｻﾄｳ ﾔｽｴ 浜松市 2:28:52

225 4858 鈴木 孝枝 ｽｽﾞｷ ﾀｶｴ 磐田市 2:29:01

226 5628 後藤 麻光 ｺﾞﾄｳ ｱｻﾐ 磐田市 2:29:13

227 3097 堀松 千織 ﾎﾘﾏﾂ ﾁｵﾘ 愛知県 2:29:23

228 5397 稲森 聡美 ｲﾅﾓﾘ ｻﾄﾐ 愛知県 2:29:26

229 5758 望月 あゆみ ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾐ 磐田市 2:29:28

230 2222 浜崎 えみか ﾊﾏｻｷ ｴﾐｶ 静岡市 トヨレン静岡 2:29:38

231 3324 村松 未央 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｵ 袋井市 2:29:50

232 3323 吉永 恵梨 ﾖｼﾅｶﾞ ｴﾘ 袋井市 2:29:50

233 4687 倉橋 有佐 ｸﾗﾊｼ ｱﾘｻ 浜松市 2:30:07

234 4332 関根 麻未 ｾｷﾈ ﾏﾐ 東京都 2:30:08

235 4209 多田 亜矢 ﾀﾀﾞ ｱﾔ 大阪府 2:30:08

236 5462 長坂 美里 ﾅｶﾞｻｶ ﾐｻﾄ 愛知県 2:30:09

237 4265 宮脇 由佳 ﾐﾔﾜｷ ﾕｶ 湖西市 2:30:17

238 4520 清水 沙紀 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 御前崎市 かけがわ苑ＲＣ 2:30:20

239 3897 神 悠 ｼﾞﾝ ﾊﾙｶ 浜松市 2:30:20

240 4782 法月 友子 ﾉﾘﾂﾞｷ ﾄﾓｺ 焼津市 美ＪＨＣ 2:30:28

241 3976 小林 千明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｱｷ 浜松市 2:30:46

242 4413 鈴木 舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ 浜松市 2:31:01

243 4390 小澤 絵美 ｵｻﾞﾜ ｴﾐ 掛川市 2:31:15

244 5563 奥山 綾 ｵｸﾔﾏ ｱﾔ 浜松市 2:31:17

245 2082 渡辺 優子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ 愛知県 2:31:23

246 5523 鈴木 理恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 愛知県 2:31:25

247 5114 三井 沙織 ﾐﾂｲ ｻｵﾘ 浜松市 ケイエスシー 2:31:29

248 4372 宮田 彩 ﾐﾔﾀ ｻﾔ 浜松市 2:31:34

249 4373 小出 知代 ｺｲﾃﾞ ﾄﾓﾖ 浜松市 2:31:34

250 6038 久保山 礼子 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾚｲｺ 東京都 2:31:35
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251 4361 渡辺 亜裕美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 掛川市 2:31:37

252 4900 小川 紗英子 ｵｶﾞﾜ ｻｴｺ 掛川市 2:31:40

253 5690 神谷 美輝 ｶﾐﾔ ﾐｷ 浜松市 2:31:42

254 4091 宮津 亜裕美 ﾐﾔﾂﾞ ｱﾕﾐ 浜松市 救脳魂 2:31:43

255 3367 斉藤 麻美 ｻｲﾄｳ ｱｻﾐ 浜松市 2:31:44

256 2204 佐々木 千里 ｻｻｷ ﾁｻﾄ 浜松市 住友生命 2:31:45

257 5854 宮地 友里奈 ﾐﾔﾁﾞ ﾕﾘﾅ 磐田市 2:31:49

258 4408 荒井 麻実 ｱﾗｲ ｱｻﾐ 愛知県 2:31:51

259 5853 山崎 由子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｺ 湖西市 ＦＤＫ 2:31:52

260 5440 王 奈 ｵｳ ﾅ 藤枝市 2:31:57

261 4768 荒浪 遥花 ｱﾗﾅﾐ ﾊﾙｶ 島田市 2:32:02

262 4766 石原 衣里菜 ｲｼﾊﾗ ｴﾘﾅ 藤枝市 ワールド 2:32:02

263 5816 細川 芽衣 ﾎｿｶﾜ ﾒｲ 袋井市 2:32:02

264 5847 鈴木 那奈 ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 埼玉県 2:32:10

265 4960 伊藤 未来 ｲﾄｳ ﾐｷ 浜松市 2:32:17

266 4996 山本 佳那 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 浜松市 乱丸ＷＥＳＴ 2:32:18

267 5288 木村 京香 ｷﾑﾗ ｷｮｳｶ 磐田市 2:32:18

268 3650 冨田 久美子 ﾄﾐﾀ ｸﾐｺ 浜松市 2:32:25

269 5886 古田 吏奈 ﾌﾙﾀ ﾘﾅ 袋井市 2:32:27

270 4458 村澤 史織 ﾑﾗｻﾜ ｼｵﾘ 愛知県 2:32:29

271 4855 岩本 聖子 ｲﾜﾓﾄ ｾｲｺ 愛知県 2:32:49

272 5455 福岡 友紀 ﾌｸｵｶ ﾕｷ 愛知県 2:32:51

273 3180 田中 裕美子 ﾀﾅｶ ﾕﾐｺ 藤枝市 2:33:23

274 3168 川瀬 愛子 ｶﾜｾ ｱｲｺ 菊川市 2:33:25

275 4813 小野田 愛季美 ｵﾉﾀﾞ ｱｷﾐ 島田市 2:33:27

276 4686 渡瀬 麻由美 ﾜﾀｾ ﾏﾕﾐ 浜松市 2:33:42

277 3047 阿部 友美 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾐ 浜松市 2:33:45

278 4607 松浦 恭子 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳｺ 磐田市 ショーワＲＣ 2:33:47

279 5763 松本 美緒 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ 静岡市 2:33:48

280 5343 齋藤 温代 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾖ 浜松市 2:33:48

281 5477 山本 志織 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ 愛知県 医療法人利靖会 2:33:52

282 4429 岩岡 寛子 ｲﾜｵｶ ﾋﾛｺ 愛知県 向山～今晩走会 2:34:03

283 5745 鈴木 きらら ｽｽﾞｷ ｷﾗﾗ 愛知県 2:34:05

284 3406 日比 陽子 ﾋﾋﾞ ﾖｳｺ 愛知県 2:34:08

285 5888 興津 知栄 ｵｷﾂ ﾄﾓｴ 静岡市 2:34:14

286 5376 小澤 惠美 ｵｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 しらゆり整骨院 2:34:21

287 4637 片桐 有美子 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:34:27

288 3999 村上 亮子 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺ 浜松市 2:34:27

289 3900 佐野 愛美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 袋井市 2:34:29

290 5809 片山 裕佳 ｶﾀﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 2:34:55

291 4809 大庭 由奈 ｵｵﾊﾞ ﾕｲﾅ 磐田市 2:35:06

292 3449 山本 夏実 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾂﾐ 森町 みどり庵 2:35:19

293 5603 大羽 未来 ｵｵﾊﾞ ﾐｷ 愛知県 2:35:34

294 3320 豊田 結衣 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｲ 愛知県 てらおまらそん 2:35:35

295 4973 八木 麻由美 ﾔｷﾞ ﾏﾕﾐ 焼津市 中川牧場ＦＣ 2:35:55

296 3926 下村 怜子 ｼﾓﾑﾗ ｻﾄｺ 浜松市 2:36:05

297 1138 伊藤 桃子 ｲﾄｳ ﾓﾓｺ 磐田市 2:36:08

298 3695 松井 綾 ﾏﾂｲ ｱﾔ 島田市 2:36:15

299 3894 鈴木 美里 ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 浜松市 2:36:25

300 5931 林 鮎子 ﾊﾔｼ ｱﾕｺ 浜松市 2:36:26
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301 5680 鈴木 香奈実 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾐ 磐田市 2:36:44

302 5639 津波 慶子 ﾂﾊ ｹｲｺ 藤枝市 2:36:44

303 3499 菊地 理恵 ｷｸﾁ ﾘｴ 静岡市 損保ジャパン 2:36:46

304 3893 村上 繭子 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕｺ 浜松市 2:37:02

305 5352 井上 綾香 ｲﾉｳｴ ｱﾔｶ 磐田市 2:37:14

306 5358 松本 真奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅ 愛知県 2:37:14

307 535 久保田 円佳 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾄﾞｶ 浜松市 2:37:17

308 4701 大村 知世 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓﾖ 磐田市 2:37:18

309 4026 三宅 貴子 ﾐﾔｹ ﾀｶｺ 愛知県 2:37:41

310 5643 中川 亜樹 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷ 袋井市 2:37:52

311 4822 丸山 法子 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｺ 愛知県 蒲郡市民病院 2:37:55

312 3580 山下 祥奈 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅ 愛知県 2:38:03

313 5570 山本 寛子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ 浜松市 ちゅうさんズ 2:38:15

314 5620 永坂 梨英子 ﾅｶﾞｻｶ ﾘｴｺ 三重県 タジマ工業 2:38:25

315 4767 前田 里美 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾐ 掛川市 さくら 2:38:25

316 5368 内野 綾香 ｳﾁﾉ ｱﾔｶ 磐田市 2:38:25

317 3166 梅澤 沙恵里 ｳﾒｻﾞﾜ ｻｴﾘ 浜松市 2:38:42

318 4735 鈴木 千春 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 掛川市 ＭＦランニング 2:38:48

319 4464 小泉 夢紀乃 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｷﾉ 静岡市 2:39:18

320 5704 白幡 レナウン ｼﾗﾊﾀ ﾚﾅ 浜松市 2:39:21

321 5652 桑子 千恵美 ｸﾜｺ ﾁｴﾐ 浜松市 2:39:24

322 4557 安部 陽子 ｱﾍﾞ ﾖｳｺ 磐田市 浜松ホトニクス 2:39:30

323 3672 大石 絵梨果 ｵｵｲｼ ｴﾘｶ 浜松市 2:39:45

324 5378 木野 久恵 ｷﾉ ﾋｻｴ 神奈川県 2:39:46

325 5686 小山 優美 ｺﾔﾏ ﾕｳﾐ 愛知県 2:39:54

326 5372 鈴木 彩香 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 愛知県 2:40:14

327 5104 山口 紗智子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁｺ 森町 マム 2:40:20

328 4984 大井 麻美 ｵｵｲ ﾏﾐ 浜松市 2:40:30

329 4828 小田 奈穂 ｵﾀﾞ ﾅﾎ 愛知県 蒲郡市民病院 2:40:42

330 5256 小島 夏来 ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 愛知県 2:40:43

331 2673 稲垣 千佳 ｲﾅｶﾞｷ ﾁｶ 浜松市 2:40:50

332 5993 笹本 絢 ｻｻﾓﾄ ｱﾔ 静岡市 2:41:00

333 5107 池 潤子 ｲｹ ｼﾞｭﾝｺ 磐田市 2:41:08

334 5709 岩川 章子 ｲﾜｶﾜ ｱｷｺ 愛知県 2:41:10

335 5786 三輪 令菜 ﾐﾜ ﾊﾙﾅ 岐阜県 2:41:26

336 4485 井戸田 希 ｲﾄﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 愛知県 紅の豚 2:41:38

337 5898 遠藤 果奈 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅ 掛川市 2:41:52

338 5990 鈴木 美紗都 ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 浜松市 専門学校 2:42:00

339 5484 假屋 唯香 ｶﾘﾔ ﾕｶ 磐田市 ＭＢＪ 2:42:02

340 3358 工藤 晶子 ｸﾄﾞｳ ｱｷｺ 静岡市 オレトレ 2:42:11

341 3738 鈴木 志織 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 浜松市 2:42:24

342 4252 大石 理沙 ｵｵｲｼ ﾘｻ 磐田市 2:42:34

343 4246 大石 恵梨 ｵｵｲｼ ｴﾘ 磐田市 2:42:34

344 5695 浅井 恵里 ｱｻｲ ｴﾘ 愛知県 2:42:36

345 5296 成田 妙子 ﾅﾘﾀ ﾀｴｺ 愛知県 2:42:39

346 4659 田中 文子 ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 浜松市 あ走会 2:42:39

347 5656 長谷川 亜夜子 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾔｺ 磐田市 2:42:44

348 1584 伊藤 千花 ｲﾄｳ ﾁｶ 湖西市 ＵＴエイム（株 2:43:08

349 3108 渡辺 結香理 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｶﾘ 磐田市 2:43:10

350 903 河合 智佳子 ｶﾜｲ ﾁｶｺ 愛知県 チームモカモカ 2:43:22
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351 5366 鈴木 雪乃 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾉ 磐田市 2:43:24

352 2172 竹中 麻結 ﾀｹﾅｶ ﾏﾕ 愛知県 2:43:41

353 4412 宮下 恵美 ﾐﾔｼﾀ ｴﾐ 浜松市 チームみやした 2:43:46

354 5430 渡辺 佳央里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ 磐田市 2:43:51

355 2920 松浦 奈里 ﾏﾂｳﾗ ﾅﾘ 牧之原市 2:44:03

356 4291 藤田 華代 ﾌｼﾞﾀ ｶﾖ 掛川市 2:44:18

357 1562 山本 小百合 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾕﾘ 湖西市 2:44:29

358 5922 鬼柳 有希子 ｷﾔﾅｷﾞ ﾕｷｺ 浜松市 2:44:38

359 5298 日倉 めぐみ ﾋｸﾞﾗ ﾒｸﾞﾐ 愛知県 2:45:04

360 4533 阿久津 華恵 ｱｸﾂ ﾊﾅｴ 愛知県 2:45:11

361 4305 葛島 佑香 ｸｽﾞｼﾏ ﾕｶ 愛知県 2:45:12

362 3475 田口 理恵 ﾀｸﾞﾁ ﾘｴ 浜松市 2:45:16

363 4992 八木 陽子 ﾔｷﾞ ﾖｳｺ 東京都 2:45:18

364 5772 岡本 美和 ｵｶﾓﾄ ﾐﾜ 愛知県 2:45:19

365 5071 高田 美紀 ﾀｶﾀﾞ ﾐｷ 磐田市 2:45:19

366 4677 植田 典子 ｳｴﾀﾞ ﾉﾘｺ 浜松市 2:45:31

367 5553 宮田 明世 ﾐﾔﾀ ｱｷﾖ 浜松市 2:45:32

368 5490 原山 佳澄 ﾊﾗﾔﾏ ｶｽﾐ 浜松市 2:45:32

369 4028 周藤 梢 ｽﾄｳ ｺｽﾞｴ 愛知県 2:45:43

370 4619 河西 美佳 ｶﾜﾆｼ ﾐｶ 愛知県 2:45:45

371 5793 河合 夏奈 ｶﾜｲ ｶﾅ 浜松市 2:45:46

372 5795 森下 万優 ﾓﾘｼﾀ ﾏﾕｳ 浜松市 2:45:46

373 4958 吉田 明美 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ 浜松市 2:46:38

374 4815 石井 実希 ｲｼｲ ﾐｷ 愛知県 蒲郡市民病院 2:46:39

375 3405 永屋 美佳 ﾅｶﾞﾔ ﾐｶ 愛知県 2:46:54

376 5080 古橋 千紗都 ﾌﾙﾊｼ ﾁｻﾄ 浜松市 2:47:31

377 5565 内山 佳子 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｺ 浜松市 2:47:32

378 4083 平川 絵美 ﾋﾗｶﾜ ｴﾐ 袋井市 2:48:39

379 5705 山本 彩乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 東京都 2:48:55

380 5088 伊藤 さや佳 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 磐田市 2:48:55

381 4532 長谷川 昌子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｺ 藤枝市 2:50:17

382 5308 栗田 真里子 ｸﾘﾀ ﾏﾘｺ 掛川市 2:50:54

383 2171 稲垣 典子 ｲﾅｶﾞｷ ﾉﾘｺ 愛知県 2:50:59

384 1445 大石 侑里佳 ｵｵｲｼ ﾕﾘｶ 愛知県 豊田工業大学 2:51:02

385 5081 久保田 諒子 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｺ 静岡市 2:53:14

386 5471 川合 真生 ｶﾜｲ ﾏｵ 愛知県 医療法人利靖会 2:53:42

387 5476 佐藤 真美 ｻﾄｳ ﾏﾐ 愛知県 医療法人利靖会 2:53:42

388 5897 栗原 由加里 ｸﾘﾊﾗ ﾕｶﾘ 浜松市 2:53:57

389 4370 増田 裕子 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺ 愛知県 2:53:59

390 4544 柴田 有紀子 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ 愛知県 2:54:25

391 3970 西村 泉 ﾆｼﾑﾗ ｲｽﾞﾐ 青森県 2:54:26

392 3296 荒木 真理 ｱﾗｷ ﾏﾘ 鹿児島県 2:54:26

393 4675 森田 奈々絵 ﾓﾘﾀ ﾅﾅｴ 磐田市 2:54:45

394 4489 若松 希久子 ﾜｶﾏﾂ ｷｸｺ 袋井市 みずほ 2:55:09

395 5020 太田 綾子 ｵｵﾀ ｱﾔｺ 愛知県 2:55:14

396 5733 青嶌 彩果 ｱｵｼﾏ ｻｲｶ 磐田市 2:55:31

397 4947 伊村 祐貴子 ｲﾑﾗ ﾕｷｺ 御前崎市 2:56:05

398 4251 野村 純子 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 みずきＲＣ 2:56:08

399 5599 上村 美樹 ｳｴﾑﾗ ﾐｷ 浜松市 2:56:10

400 4745 尾崎 梨果 ｵｻﾞｷ ﾘｶ 愛知県 蒲郡市民病院 2:56:13
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401 5982 大石 ちさと ｵｵｲｼ ﾁｻﾄ 浜松市 2:56:32

402 4944 藤沢 育実 ﾌｼﾞｻﾜ ｲｸﾐ 御前崎市 2:56:59

403 5944 小田 菜南子 ｵﾀﾞ ﾅﾅｺ 東京都 2:58:15

404 5538 大矢 英穂 ｵｵﾔ ﾊﾅﾎ 磐田市 磐田市役所 2:58:31

405 4903 宮﨑 範子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘｺ 浜松市 2:58:34

406 4920 松井 香名子 ﾏﾂｲ ｶﾅｺ 御前崎市 2:58:37

407 5056 戸塚 麿香 ﾄﾂﾞｶ ﾏﾛｶ 掛川市 ＩＴＣ 2:59:00

408 5076 山口 紗知 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾁ 浜松市 2:59:20

409 3113 玉田 晴恵 ﾀﾏﾀﾞ ﾊﾙｴ 浜松市 松田病院ＲＣ 2:59:20

410 5875 大原 裕美 ｵｵﾊﾗ ﾋﾛﾐ 静岡市 2:59:50

411 4510 沖田 栄里 ｵｷﾀ ｴﾘ 長泉町 ｉｎｆ２００４ 2:59:52

412 2223 山本 早矢香 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 掛川市 トヨレン静岡 3:01:23
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1 222 平野 真里 ﾋﾗﾉ ﾏﾘ 浜松市 平野労務アシスト 1:24:56

2 450 植田 智美 ｳｴﾀﾞ ｻﾄﾐ 愛知県 ハムちゃんず 1:27:53

3 297 村松 夏子 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾂｺ 富士市 1:30:25

4 471 藤岡 美保 ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾎ 浜松市 ＳＭＡＣ 1:30:52

5 271 藤田 統子 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ 浜松市 1:31:50

6 494 古橋 美どり ﾌﾙﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 浜松市 よんろく倶楽部 1:32:07

7 30 山岡 恵美 ﾔﾏｵｶ ｴﾐ 磐田市 1:33:00

8 465 武藤 愛 ﾑﾄｳ ｱｲ 磐田市 らくらんくらぶ 1:33:57

9 686 石川 浩代 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾖ 愛知県 1:35:39

10 744 峯田 里美 ﾐﾈﾀ ｻﾄﾐ 浜松市 ありんこＲＣ 1:35:40

11 713 生田 淳子 ｲｸﾀ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 1:35:47

12 655 石上 栄美子 ｲｼｶﾞﾐ ｴﾐｺ 掛川市 1:36:22

13 871 鈴木 さより ｽｽﾞｷ ｻﾖﾘ 愛知県 1:37:29

14 654 牧野 晶子 ﾏｷﾉ ｱｷｺ 藤枝市 1:38:13

15 636 田中 千穂子 ﾀﾅｶ ﾁﾎｺ 藤枝市 1:38:23

16 859 山下 奈美 ﾔﾏｼﾀ ﾅﾐ 静岡市 アラジン 1:39:42

17 951 鈴木 敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ 愛知県 1:40:30

18 750 杉本 佳子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｺ 浜松市 1:40:35

19 712 毛利 紀和子 ﾓｳﾘ ｷﾜｺ 浜松市 1:42:32

20 907 長岡 壽代 ﾅｶﾞｵｶ ﾋｻﾖ 磐田市 1:42:54

21 1338 田口 敏美子 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾐｺ 浜松市 1:43:02

22 1932 友田 千春 ﾄﾓﾀﾞ ﾁﾊﾙ 愛知県 1:43:06

23 1091 稲葉 五美 ｲﾅﾊﾞ ｲﾂﾐ 沼津市 1:43:26

24 1490 平出 雅子 ﾋﾗﾃﾞ ﾏｻｺ 浜松市 矢崎 天竜 1:43:44

25 943 村瀬 典子 ﾑﾗｾ ﾉﾘｺ 富士市 1:44:34

26 646 岩田 まゆみ ｲﾜﾀ ﾏﾕﾐ 愛知県 1:44:49

27 3157 栗田 真由美 ｸﾘﾀ ﾏﾕﾐ 磐田市 1:45:46

28 1389 織田 佳代子 ｵﾀﾞ ｶﾖｺ 島田市 1:46:01

29 1027 竹田 静子 ﾀｹﾀﾞ ｼｽﾞｺ 御前崎市 御前崎陸上部 1:46:23

30 1412 鈴木 光枝 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｴ 湖西市 1:46:25

31 1711 鈴木 さゆり ｽｽﾞｷ ｻﾕﾘ 浜松市 1:46:32

32 1903 米倉 亜紀 ﾖﾈｸﾗ ｱｷ 静岡市 1:46:47

33 1802 鈴木 真由美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 愛知県 ハムちゃんず 1:47:08

34 1357 石田 陽子 ｲｼﾀﾞ ﾖｳｺ 焼津市 にこにこくらぶ 1:47:24

35 2441 豊福 千夏 ﾄﾖﾌｸ ﾁｶ 愛知県 1:47:56

36 1059 増井 かほる ﾏｽｲ ｶｵﾙ 浜松市 ドンガメクラブ 1:47:59

37 1974 吉井 久美子 ﾖｼｲ ｸﾐｺ 埼玉県 さいたま走友会 1:48:36

38 1913 横沢 千絵美 ﾖｺｻﾜ ﾁｴﾐ 浜松市 浜松ホトニクス 1:49:21

39 211 池袋 佑子 ｲｹﾌﾞｸﾛ ﾕｳｺ 東京都 チームスイハナ 1:49:24

40 3550 安達 由美子 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾐｺ 愛知県 1:49:31

41 1814 鈴木 佐代子 ｽｽﾞｷ ｻﾖｺ 愛知県 チーム３４５ 1:49:39

42 1904 杉山 美代江 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾖｴ 浜松市 ありんこＲＣ 1:50:24

43 1599 加藤 佳世 ｶﾄｳ ｶﾖ 浜松市 1:50:43

44 1493 中島 聖子 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖｺ 浜松市 1:50:52

45 1326 勝野 有紀子 ｶﾂﾉ ﾕｷｺ 浜松市 ありんこ 1:50:52

46 1483 遠藤 佳代子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾖｺ 富士市 1:50:52

47 2083 小川 明子 ｵｶﾞﾜ ｱｷｺ 愛知県 1:51:04

48 1612 村松 優子 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｺ 袋井市 1:51:32

49 1601 西尾 みどり ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県 1:52:00

50 2557 鈴木 幸子 ｽｽﾞｷ ｻﾁｺ 森町 1:52:04
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51 1114 西澤 桂子 ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲｺ 藤枝市 1:52:09

52 1915 氏原 尚子 ｳｼﾞﾊﾗ ﾋｻｺ 浜松市 浜スポ 1:52:43

53 1988 鈴木 恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:52:47

54 1990 大田 理恵 ｵｵﾀ ﾘｴ 愛知県 1:52:55

55 2790 小林 幸恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｴ 富士宮市 1:53:04

56 1942 鏡味 佐代子 ｶｶﾞﾐ ｻﾖｺ 愛知県 1:53:05

57 1471 竹内 悦子 ﾀｹｳﾁ ｴﾂｺ 浜松市 サーラスポーツ 1:53:16

58 1657 内田 朋子 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｺ 静岡市 1:53:48

59 2382 鈴木 英子 ｽｽﾞｷ ｴｲｺ 浜松市 杉浦錬成塾 1:54:03

60 1616 佐藤 公子 ｻﾄｳ ｷﾐｺ 焼津市 ＡＲＣ 1:54:09

61 1284 高橋 みつ子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｺ 藤枝市 藤枝ＡＣ 1:54:17

62 2348 水野 みやび ﾐｽﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ 愛知県 1:54:33

63 2860 高橋 澄子 ﾀｶﾊｼ ｽﾐｺ 愛知県 1:54:41

64 2741 田澤 妙子 ﾀｻﾞﾜ ﾀｴｺ 愛知県 1:54:46

65 3870 大石 智子 ｵｵｲｼ ﾄﾓｺ 焼津市 1:54:51

66 906 鈴木 美里 ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ 浜松市 1:54:52

67 1817 佐野 尚美 ｻﾉ ﾅｵﾐ 岐阜県 羽島市民病院 1:55:04

68 2135 木村 裕子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 1:55:15

69 2511 栗原 千景 ｸﾘﾊﾗ ﾁｶｹﾞ 愛知県 1:56:10

70 1347 後藤 貴子 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｺ 藤枝市 1:56:11

71 1645 渡部 千佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶ 浜松市 みずきＲＣ 1:56:24

72 2680 岡村 敬子 ｵｶﾑﾗ ｹｲｺ 島田市 プラスワン 1:56:37

73 2755 永石 千賀 ﾅｶﾞｲｼ ﾁｶ 大阪府 ＧＯＧＯ７ 1:56:48

74 4867 鈴木 美穂子 ｽｽﾞｷ ﾐﾎｺ 愛知県 1:56:53

75 2626 鈴木 真由子 ｽｽﾞｷ ﾏﾕｺ 愛知県 1:57:13

76 2504 花田 智子 ﾊﾅﾀﾞ ﾄﾓｺ 浜松市 1:57:41

77 2560 鈴木 眞弓 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 焼津市 吉田特支学校 1:58:29

78 1965 内藤 朋子 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓｺ 浜松市 1:58:39

79 2743 植田 美恵子 ｳｴﾀﾞ ﾐｴｺ 愛知県 1:59:26

80 3087 荘北村 恵奈 ｿｳｷﾀﾑﾗ ｴﾅ 浜松市 台丸倶楽部 1:59:31

81 2561 松原 枝美 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾐ 静岡市 1:59:33

82 2809 野田 めぐみ ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 1:59:39

83 3624 中村 玲子 ﾅｶﾑﾗ ﾚｲｺ 浜松市 1:59:41

84 1834 小林 淳子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ 島田市 1:59:47

85 3642 橋本 知子 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓｺ 愛知県 2:00:00

86 2907 上野 京子 ｳｴﾉ ｷｮｳｺ 神奈川県 2:00:11

87 2029 冨山 規至 ﾄﾐﾔﾏ ﾐﾕｷ 湖西市 2:00:17

88 1123 山内 小百合 ﾔﾏｳﾁ ｻﾕﾘ 藤枝市 ＡＲＣ静岡 2:00:43

89 4274 鈴木 郁代 ｽｽﾞｷ ｲｸﾖ 静岡市 2:00:46

90 2802 梅辻 敏子 ｳﾒﾂｼﾞ ﾄｼｺ 浜松市 2:00:53

91 2929 牧 知代 ﾏｷ ﾄﾓﾖ 愛知県 2:00:57

92 1372 江坂 由紀 ｴｻﾞｶ ﾕｷ 愛知県 2:00:58

93 1786 北川 孝子 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｺ 愛知県 2:01:03

94 4157 吉山 万智子 ﾖｼﾔﾏ ﾏﾁｺ 浜松市 2:01:05

95 2823 夏目 美和 ﾅﾂﾒ ﾐﾜ 湖西市 2:01:20

96 2544 今井 清子 ｲﾏｲ ｷﾖｺ 愛知県 2:01:24

97 2775 杉田 康子 ｽｷﾞﾀ ﾔｽｺ 掛川市 2:01:35

98 2515 浅原 佳代 ｱｻﾊﾗ ｶﾖ 愛知県 成田記念病院 2:01:52

99 2748 西尾 美砂 ﾆｼｵ ﾐｻ 愛知県 ＷｉｎｄＲｕｎ 2:01:53

100 2616 村田 真弓 ﾑﾗﾀ ﾏﾕﾐ 磐田市 2:02:13
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101 2676 秋山 佳乃 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾉ 静岡市 2:02:16

102 4170 和久田 和子 ﾜｸﾀﾞ ｶｽﾞｺ 浜松市 2:02:36

103 1061 二村 繁美 ﾆﾑﾗ ｼｹﾞﾐ 愛知県 天白川走友会 2:02:40

104 2514 浦 圭子 ｳﾗ ｹｲｺ 浜松市 ちょこぼーる 2:02:51

105 3116 牧田 礼子 ﾏｷﾀ ﾚｲｺ 浜松市 2:02:59

106 2070 丸野 愛子 ﾏﾙﾉ ｱｲｺ 磐田市 2:03:02

107 2880 村松 美佐 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｻ 袋井市 前田制作 2:03:07

108 2896 武鹿 明美 ﾌﾞｼｶ ｱｹﾐ 愛知県 ご長寿クラブ 2:03:09

109 2824 竹内 恵美 ﾀｹｳﾁ ｴﾐ 愛知県 2:03:18

110 5254 海老 愛 ｴﾋﾞ ｱｲ 愛知県 2:03:20

111 2711 竹内 幸栄 ﾀｹｳﾁ ﾕｷｴ 愛知県 2:03:28

112 3280 手塚 朋江 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓｴ 浜松市 浜松インドア 2:03:36

113 3085 中澤 昌子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｺ 浜松市 2:03:44

114 2584 平野 喜代子 ﾋﾗﾉ ｷﾖｺ 浜松市 ゴメス 2:03:49

115 3593 寺田 和子 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞｺ 袋井市 2:03:56

116 2160 山田 きよみ ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 磐田市 2:03:58

117 3483 大長 有紀子 ﾀﾞｲﾁｮｳ ﾕｷｺ 静岡市 2:04:05

118 3638 堀田 貴子 ﾎｯﾀ ﾀｶｺ 愛知県 2:04:17

119 2477 若松 敬子 ﾜｶﾏﾂ ｹｲｺ 袋井市 2:04:30

120 3389 前川 貴子 ﾏｴｶﾜ ﾀｶｺ 焼津市 2:04:34

121 2902 鈴木 佳美 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 浜松市 2:04:40

122 5953 小川 智美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 三重県 2:04:47

123 2718 八木 彩子 ﾔｷﾞ ｱﾔｺ 藤枝市 2:04:51

124 3554 神津 亘 ｺｳﾂﾞ ﾜﾀﾙ 東京都 2:05:05

125 2922 石川 知子 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｺ 愛知県 2:05:08

126 2032 宮城 すみ江 ﾐﾔｷﾞ ｽﾐｴ 菊川市 純時計 2:05:08

127 2590 岡田 智恵 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｴ 浜松市 2:05:12

128 5253 山崎 有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 愛知県 2:05:15

129 2149 浜口 尚美 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾐ 愛知県 2:05:16

130 2973 岩村 美智子 ｲﾜﾑﾗ ﾐﾁｺ 掛川市 2:05:20

131 5220 福田 千鶴子 ﾌｸﾀﾞ ﾁｽﾞｺ 掛川市 2:05:22

132 1956 佐々木 光子 ｻｻｷ ﾐﾂｺ 北海道 2:05:24

133 4231 小栗 智子 ｵｸﾞﾘ ﾄﾓｺ 浜松市 2:05:29

134 3947 山口 裕子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｺ 愛知県 2:05:42

135 1592 新野 紀代美 ﾆｲﾉ ｷﾖﾐ 磐田市 ランニーノ 2:05:55

136 2300 家久 京子 ｲｴﾋｻ ｷｮｳｺ 浜松市 2:06:01

137 1078 田端 明子 ﾀﾊﾞﾀ ｱｷｺ 静岡市 ＯＺＡＴＯ－Ｅ 2:06:02

138 2478 大羽 智恵美 ｵｵﾊﾞ ﾁｴﾐ 愛知県 2:06:08

139 1976 大河 加枝 ｵｵｶﾜ ｶｴ 愛知県 ピーアールオー 2:06:15

140 3847 瀧口 幸子 ﾀｷｸﾞﾁ ｻﾁｺ 浜松市 スリムさち 2:06:17

141 5325 楢崎 明子 ﾅﾗｻﾞｷ ｱｷｺ 東京都 つば九郎 2:06:22

142 2109 市川 ゆみ ｲﾁｶﾜ ﾕﾐ 愛知県 反省する会 2:06:22

143 3590 内藤 早苗 ﾅｲﾄｳ ｻﾅｴ 愛知県 2:06:35

144 5385 山下 久美 ﾔﾏｼﾀ ｸﾐ 浜松市 2:06:35

145 2713 伊藤 真弓 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 浜松市 大江戸飛脚会 2:06:38

146 5718 村上 晴子 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙｺ 浜松市 2:06:39

147 1856 佐野 志津代 ｻﾉ ｼｽﾞﾖ 愛知県 2:06:51

148 3592 日高 裕子 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｺ 浜松市 2:06:52

149 3570 高柳 佳代 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾖ 愛知県 2:06:53

150 3591 佐野 恵子 ｻﾉ ｹｲｺ 静岡市 2:07:01
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151 3559 下村 早苗 ｼﾓﾑﾗ ｻﾅｴ 愛知県 2:07:37

152 2045 池野谷 千代子 ｲｹﾉﾔ ﾁﾖｺ 浜松市 ポニー＆ラブ 2:07:41

153 3824 安田 秀美 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 静岡市 2:07:58

154 3517 鈴木 美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 磐田市 2:07:59

155 4386 金原 みれい ｷﾝﾊﾟﾗ ﾐﾚｲ 浜松市 金原工業所 2:08:07

156 3721 杉原 真理 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏﾘ 愛知県 2:08:25

157 2442 矢野 快子 ﾔﾉ ﾔｽｺ 愛知県 岡崎あきんど 2:08:28

158 3734 神谷 理恵 ｶﾐﾔ ﾘｴ 愛知県 2:08:45

159 4748 小島 仁美 ｺｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 愛知県 2:09:02

160 2491 山本 記世美 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ 三重県 チーム あひる 2:09:07

161 4117 大嶽 さと子 ｵｵﾀｹ ｻﾄｺ 愛知県 2:09:10

162 2174 尾崎 玲子 ｵｻﾞｷ ﾚｲｺ 磐田市 2:09:12

163 2546 足立 恵理 ｱﾀﾞﾁ ｴﾘ 愛知県 あだちんち 2:09:18

164 3092 伊藤 志保 ｲﾄｳ ｼﾎ 静岡市 2:09:18

165 3627 大石 恭世 ｵｵｲｼ ﾔｽﾖ 愛知県 2:09:22

166 2106 尾崎 朋子 ｵｻﾞｷ ﾄﾓｺ 愛知県 名古屋市役所走 2:09:26

167 3218 佃 加寿子 ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞｺ 伊東市 2:09:28

168 4069 浅野 一美 ｱｻﾉ ﾋﾄﾐ 愛知県 ことこと倶楽部 2:09:31

169 3066 山本 淳子 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 島田市 チームＹＹ 2:09:34

170 3798 益田 千晴 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾊﾙ 磐田市 2:09:35

171 2556 村松 百代 ﾑﾗﾏﾂ ﾓﾓﾖ 静岡市 2:09:41

172 3521 伊藤 光子 ｲﾄｳ ﾐﾂｺ 三島市 佐伯組 2:09:42

173 2230 八木 美由紀 ﾔｷﾞ ﾐﾕｷ 浜松市 トップＲＣ 2:09:51

174 3563 深見 圭子 ﾌｶﾐ ｹｲｺ 愛知県 2:10:04

175 5349 中村 香 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ 磐田市 2:10:05

176 3054 平井 幸子 ﾋﾗｲ ｻﾁｺ 菊川市 2:10:10

177 3531 二村 ひとみ ﾆﾑﾗ ﾋﾄﾐ 掛川市 2:10:13

178 5017 大石 宏子 ｵｵｲｼ ﾋﾛｺ 浜松市 2:10:30

179 2422 佐藤 真奈美 ｻﾄｳ ﾏﾅﾐ 浜松市 ドンガメ 2:10:31

180 3018 秋山 眞佐子 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｺ 浜松市 抱夢ラン 2:10:49

181 2397 横山 美佐 ﾖｺﾔﾏ ﾐｻ 愛知県 2:10:57

182 4122 加藤 直実 ｶﾄｳ ﾅｵﾐ 愛知県 2:10:59

183 2524 河合 里美 ｶﾜｲ ｻﾄﾐ 浜松市 あ走会 2:11:02

184 3628 稲葉 美保 ｲﾅﾊﾞ ﾐﾎ 熱海市 2:11:18

185 1963 児玉 順子 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:11:20

186 2042 糴川 佐千子 ｾﾘｶﾜ ｻﾁｺ 磐田市 磐田走ろう会★ 2:11:21

187 2760 鈴木 信子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 静岡市 ＡＲＣ静岡 2:11:24

188 3336 松岡 朋子 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｺ 焼津市 2:11:45

189 3635 北山 浩子 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛｺ 愛知県 2:11:49

190 3156 徳田 賀子 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼｺ 静岡市 2:11:54

191 4111 山本 津弥子 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾔｺ 島田市 プラスワン 2:11:54

192 3623 鈴木 伴美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 静岡市 美津子ＪＰＮ 2:11:55

193 4452 森 朋子 ﾓﾘ ﾄﾓｺ 愛知県 2:11:58

194 2850 鈴木 愛 ｽｽﾞｷ ｱｲ 神奈川県 2:11:59

195 3808 今村 亜矢子 ｲﾏﾑﾗ ｱﾔｺ 愛知県 2:12:01

196 2819 髙柳 典子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｺ 磐田市 2:12:17

197 4048 石川 好世 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾖ 焼津市 2:12:21

198 2883 尾崎 陽子 ｵｻﾞｷ ﾖｳｺ 清水町 一番星 2:12:21

199 3861 岡田 まり子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 2:12:25

200 3863 益田 万寿美 ﾏｽﾀﾞ ﾏｽﾐ 吉田町 2:12:42
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201 4097 鎌谷 弘子 ｶﾏﾀﾆ ﾋﾛｺ 磐田市 ＹＭＳＳ 2:12:42

202 2884 名倉 佳代子 ﾅｸﾞﾗ ｶﾖｺ 掛川市 秋葉路陸上部 2:12:53

203 5725 大谷 淳子 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:12:56

204 4242 田中 幸代 ﾀﾅｶ ｻﾁﾖ 埼玉県 2:13:02

205 2355 宮脇 聡子 ﾐﾔﾜｷ ｻﾄｺ 愛知県 2:13:08

206 3938 亀山 良子 ｶﾒﾔﾏ ﾖｼｺ 島田市 2:13:22

207 4302 嶋 智子 ｼﾏ ｻﾄｺ 浜松市 2:13:26

208 5826 内山 友香 ｳﾁﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 ちゅうさんず 2:13:37

209 4801 熊谷 恵里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾘ 浜松市 2:13:43

210 4107 土屋 純子 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｺ 岐阜県 ツチヤ歯科 2:13:44

211 2975 松﨑 涼子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 袋井市 らくらんクラブ 2:14:05

212 3915 鈴木 美根 ｽｽﾞｷ ﾐﾈ 静岡市 2:14:06

213 2534 杉田 奈央巳 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 浜松市 2:14:08

214 1655 滝川 和江 ﾀｷｶﾞﾜ ｶｽﾞｴ 浜松市 サーラスポーツ 2:14:12

215 4128 青嶌 美智子 ｱｵｼﾏ ﾐﾁｺ 磐田市 2:14:30

216 4504 知久 裕乃 ﾁｷｭｳ ﾋﾛﾉ 磐田市 2:14:34

217 3368 鈴木 里美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 浜松市 チームいいら 2:14:38

218 2027 倉田 美智恵 ｸﾗﾀ ﾐﾁｴ 浜松市 2:14:39

219 1870 神戸 美穂 ｶﾝﾍﾞ ﾐﾎ 磐田市 浜スポ 2:14:48

220 4068 加藤 もと子 ｶﾄｳ ﾓﾄｺ 浜松市 うましか同人 2:14:51

221 2554 田中 なかよ ﾀﾅｶ ﾅｶﾖ 浜松市 2:14:52

222 5122 山本 智美 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ 浜松市 2:14:56

223 2849 松葉 肖美 ﾏﾂﾊﾞ ｱﾕﾐ 愛知県 2:15:03

224 3678 梅田 亮子 ｳﾒﾀﾞ ﾘｮｳｺ 磐田市 2:15:04

225 4143 山村 千登勢 ﾔﾏﾑﾗ ﾁﾄｾ 浜松市 2:15:09

226 4160 植野 比呂美 ｳｴﾉ ﾋﾛﾐ 静岡市 2:15:15

227 3043 工藤 一枝 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｴ 愛知県 2:15:16

228 3341 松本 登美子 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾐｺ 浜松市 みずきＲＣ浜松 2:15:24

229 3181 鈴木 千代子 ｽｽﾞｷ ﾁﾖｺ 浜松市 みずきＲＣ浜松 2:15:24

230 1136 金山 幸子 ｶﾅﾔﾏ ｻﾁｺ 徳島県 2:15:31

231 2957 成田 友紀 ﾅﾘﾀ ﾕｷ 焼津市 2:15:39

232 4388 木村 明子 ｷﾑﾗ ｱｷｺ 菊川市 2:15:44

233 4247 石川 玲子 ｲｼｶﾜ ﾚｲｺ 愛知県 2:15:48

234 3773 林 友紀 ﾊﾔｼ ﾕｷ 浜松市 2:16:00

235 3982 池田 典子 ｲｹﾀﾞ ﾉﾘｺ 長泉町 2:16:00

236 3649 大野木 淳子 ｵｵﾉｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:16:03

237 3793 岡本 美恵子 ｵｶﾓﾄ ﾐｴｺ 愛知県 2:16:06

238 4837 大塚 育代 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾖ 島田市 2:16:18

239 5587 岩山 智代 ｲﾜﾔﾏ ﾄﾓﾖ 富士市 2:16:25

240 3899 安間 佐江子 ｱﾝﾏ ｻｴｺ 袋井市 マイロードＲＣ 2:16:30

241 5000 青山 文 ｱｵﾔﾏ ｱﾔ 磐田市 ノースマミーズ 2:16:31

242 3374 中村 節子 ﾅｶﾑﾗ ｾﾂｺ 掛川市 2:16:43

243 4654 杉原 宏子 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛｺ 愛知県 2:16:53

244 3846 大竹野 直美 ｵｵﾀｹﾉ ﾅｵﾐ 焼津市 2:16:53

245 3067 小泉 由美 ｺｲｽﾞﾐ ﾕﾐ 島田市 チームＹＹ 2:17:06

246 2944 滝本 才栄子 ﾀｷﾓﾄ ｻｴｺ 愛知県 2:17:23

247 5140 太田 蘭子 ｵｵﾀ ﾗﾝｺ 湖西市 2:17:43

248 3127 松雄 久美子 ﾏﾂｵ ｸﾐｺ 愛知県 2:17:45

249 4473 水上 かほる ﾐｽﾞｶﾐ ｶﾎﾙ 愛知県 2:17:54

250 4913 古井 友恵 ﾌﾙｲ ﾄﾓｴ 浜松市 ビックストーン 2:17:56
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251 2831 館山 澄子 ﾀﾃﾔﾏ ｽﾐｺ 愛知県 ＷＩＮＤＳＰ 2:18:15

252 4187 山口 真理 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾘ 浜松市 浜松ホトニクス 2:18:17

253 4000 瀧 智砂子 ﾀｷ ﾁｻｺ 静岡市 チームきの山 2:18:30

254 4312 中村 美由記 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｷ 石川県 2:18:38

255 4076 安藤 安奈 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾅ 愛知県 リップル 2:18:51

256 4356 川合 光 ｶﾜｲ ﾋｶﾙ 浜松市 2:18:58

257 2037 山本 千賀 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 浜松市 愛肉団☆ 2:19:02

258 2899 西川 啓代 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾖ 湖西市 チームナッツ 2:19:21

259 4507 澤木 祥子 ｻﾜｷ ｻﾁｺ 掛川市 2:19:26

260 4294 松本 さおり ﾏﾂﾓﾄ ｻｵﾘ 愛知県 2:19:27

261 5142 鈴木 千登勢 ｽｽﾞｷ ﾁﾄｾ 磐田市 2:19:37

262 3962 神谷 真弓 ｶﾐﾔ ﾏﾕﾐ 愛知県 タカマユ 2:19:53

263 4177 川東 美穂子 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾐﾎｺ 愛知県 2:20:00

264 4336 中村 愉子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 浜松市 有玉ＳＳＳ 2:20:09

265 3513 岩崎 美代子 ｲﾜｻｷ ﾐﾖｺ 愛知県 2:20:16

266 4500 鈴木 加代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 2:20:18

267 4568 中山 祐子 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺ 静岡市 2:20:20

268 2863 苅谷 由美 ｶﾘﾔ ﾕﾐ 静岡市 2:20:29

269 4692 新間 まゆみ ﾆｲﾏ ﾏﾕﾐ 静岡市 まはえ訪問看護 2:20:30

270 3858 石川 美希子 ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ 磐田市 しっぺい応援団 2:20:30

271 5876 鈴木 智美 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾐ 愛知県 2:20:31

272 4318 浅田 順子 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:20:37

273 5954 長沼 美也子 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾐﾔｺ 富士市 2:20:42

274 2496 中井 裕美 ﾅｶｲ ﾕﾐ 愛知県 2:20:43

275 3034 安枝 美栄子 ﾔｽｴﾀﾞ ﾐｴｺ 大阪府 ＧＯＧＯ７ 2:20:45

276 3937 古田 友美 ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾐ 磐田市 竜洋東小 2:21:05

277 3573 長谷川 里奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾅ 東京都 2:21:06

278 3971 沢登 薫 ｻﾜﾉﾎﾞﾘ ｶｵﾙ 浜松市 2:21:07

279 3839 都築 千景 ﾂﾂﾞｷ ﾁｶｹﾞ 愛知県 ランジョグ中部 2:21:07

280 2891 磯村 祥子 ｲｿﾑﾗ ｼｮｳｺ 愛知県 2:21:08

281 6039 岩里 優利子 ｲﾜｻﾄ ﾕﾘｺ 長泉町 2:21:35

282 3310 荒川 香苗 ｱﾗｶﾜ ｶﾅｴ 愛知県 やーこてんど 2:21:38

283 4368 肥田 紀代子 ﾋﾀﾞ ｷﾖｺ 滋賀県 2:21:42

284 3710 夏目 晴美 ﾅﾂﾒ ﾊﾙﾐ 袋井市 2:21:48

285 5371 吉村 明子 ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ 藤枝市 2:22:11

286 2746 内海 裕美 ｳﾁｳﾐ ﾋﾛﾐ 神奈川県 2:22:20

287 4004 藤川 文代 ﾌｼﾞｶﾜ ﾌﾐﾖ 浜松市 株式会社環吉 2:22:24

288 3289 小林 明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 静岡市 2:22:26

289 4078 小栗 祐子 ｵｸﾞﾘ ﾕｳｺ 浜松市 2:22:35

290 4018 茂 一美 ｼｹﾞ ｶｽﾞﾐ 浜松市 ＳＵＣＣＯＧ 2:22:39

291 5262 大場 香乃 ｵｵﾊﾞ ｷｮｳﾉ 浜松市 2:22:50

292 2749 藤城 ゆかり ﾌｼﾞｼﾛ ﾕｶﾘ 袋井市 2:23:01

293 3373 友田 静子 ﾄﾓﾀﾞ ｼｽﾞｺ 浜松市 チームみやした 2:23:22

294 3794 大穀 恭子 ﾀﾞｲｺｸ ｷｮｳｺ 島田市 2:23:23

295 4398 野田 真里江 ﾉﾀﾞ ﾏﾘｴ 静岡市 もつまみ会 2:23:26

296 3264 村松 かおり ﾑﾗﾏﾂ ｶｵﾘ 愛知県 ＡＫＨ７５ 2:23:27

297 3946 松場 和代 ﾏﾂﾊﾞ ｶｽﾞﾖ 愛知県 2:23:27

298 5139 池谷 ふさえ ｲｹｶﾞﾔ ﾌｻｴ 藤枝市 2:23:40

299 4086 太田 京子 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ 愛知県 2:23:42

300 4657 齋藤 真理子 ｻｲﾄｳ ﾏﾘｺ 磐田市 アクトス磐田 2:23:42
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301 3565 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ 愛知県 2:23:43

302 3783 阿部 ヨシ子 ｱﾍﾞ ﾖｼｺ 浜松市 2:23:53

303 5033 小嶋 由紀 ｺｼﾞﾏ ﾕｷ 菊川市 チームＫ 2:23:53

304 4035 加藤 和代 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾖ 沼津市 2:24:05

305 4849 竹内 美佐 ﾀｹｳﾁ ﾐｻ 愛知県 2:24:07

306 4009 澤木 利恵子 ｻﾜｷ ﾘｴｺ 静岡市 ＮＤＳＲＣ 2:24:07

307 4789 佐久間 晶子 ｻｸﾏ ｱｷｺ 静岡市 2:24:09

308 4671 山田 幸子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｺ 袋井市 2:24:11

309 4842 杉村 美智 ｽｷﾞﾑﾗ ﾐﾁ 藤枝市 2:24:25

310 3941 照井 綾美 ﾃﾙｲ ｱﾔﾐ 愛知県 2:24:27

311 4805 鈴木 優子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 島田市 水曜練習会 2:24:28

312 4299 山田 小津枝 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾂﾞｴ 菊川市 2:24:31

313 4140 加藤 ひとみ ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 浜松市 ビジネスプラザ 2:24:32

314 4159 木村 留美 ｷﾑﾗ ﾙﾐ 愛知県 2:24:33

315 4349 谷脇 朋江 ﾀﾆﾜｷ ﾄﾓｴ 浜松市 ごくらーく 2:24:33

316 4126 榑松 千寿子 ｸﾚﾏﾂ ﾁｽﾞｺ 菊川市 2:24:52

317 4653 早川 博子 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｺ 静岡市 2:24:55

318 4254 鈴木 圭子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ 磐田市 チビまる子 2:24:58

319 3192 望月 優子 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｺ 静岡市 美津子じゃぱん 2:24:59

320 2492 近江谷 乃婦子 ｵｵﾐﾔ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 2:25:00

321 2971 杢屋 孝代 ﾓｸﾔ ﾀｶﾖ 浜松市 2:25:08

322 5072 菊池 阿友美 ｷｸﾁ ｱﾕﾐ 静岡市 2:25:13

323 4529 河合 明美 ｶﾜｲ ｱｹﾐ 浜松市 2:25:16

324 3637 藤田 佳子 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｺ 静岡市 ロコモコ助 2:25:19

325 4256 滝塚 ふみ子 ﾀｷﾂﾞｶ ﾌﾐｺ 愛知県 亀幼マラソン部 2:25:23

326 1680 二谷 京子 ﾌﾀﾔ ｷｮｳｺ 山梨県 リジューム 2:25:31

327 4732 藤本 真理子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾘｺ 島田市 2:25:32

328 4943 宮本 晶子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｺ 浜松市 2:25:35

329 4174 尾崎 智恵 ｵｻﾞｷ ﾄﾓｴ 袋井市 2:25:37

330 3874 鈴木 志穂 ｽｽﾞｷ ｼﾎ 浜松市 2:25:48

331 4695 後藤 喜代美 ｺﾞﾄｳ ｷﾖﾐ 袋井市 小原流磐田支部 2:25:49

332 3957 齋藤 明代 ｻｲﾄｳ ｱｷﾖ 東京都 2:26:00

333 5582 竹若 恭子 ﾀｹﾜｶ ｷｮｳｺ 焼津市 2:26:08

334 2476 馬塚 ヒロ子 ﾏﾂﾞｶ ﾋﾛｺ 浜松市 第一工業 2:26:13

335 1137 伊藤 裕子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ 磐田市 2:26:14

336 3903 富田 薫 ﾄﾐﾀ ｶｵﾙ 藤枝市 リクサスＲＣ 2:26:34

337 4266 松永 有 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳ 島田市 2:26:35

338 4552 楠 晃子 ｸｽﾉｷ ｱｷｺ 浜松市 2:26:38

339 4148 杉浦 美智子 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾁｺ 浜松市 浜スポ 2:26:45

340 3528 市川 美智子 ｲﾁｶﾜ ﾐﾁｺ 島田市 チームリバティ 2:26:49

341 4863 伊藤 瑞恵 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｴ 浜松市 2:26:54

342 4587 池田 有美 ｲｹﾀﾞ ﾕﾐ 浜松市 2:26:55

343 3668 乾 貴子 ｲﾇｲ ﾀｶｺ 静岡市 絆走友会 2:26:58

344 2490 岡本 尚子 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｺ 三重県 チームあひる 2:27:03

345 4480 本城 みゆき ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾐﾕｷ 袋井市 2:27:10

346 4141 坂井 美加 ｻｶｲ ﾐｶ 磐田市 2:27:12

347 2571 中坂 有里 ﾅｶｻｶ ﾕﾘ 磐田市 2:27:15

348 5244 市川 初江 ｲﾁｶﾜ ﾊﾂｴ 浜松市 2:27:17

349 2641 小澤 美奈子 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅｺ 静岡市 2:27:18

350 3682 深谷 寛子 ﾌｶﾔ ﾋﾛｺ 浜松市 ＦＰＵ 2:27:18
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351 4718 福田 弘子 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｺ 菊川市 ＭＦランニング 2:27:25

352 4130 本間 貴子 ﾎﾝﾏ ﾀｶｺ 愛知県 2:27:31

353 3523 後藤 福 ｺﾞﾄｳ ﾌｸ 愛知県 2:27:32

354 3913 能勢 幸代 ﾉｾ ｻﾁﾖ 浜松市 2:27:34

355 4064 加藤 まり子 ｶﾄｳ ﾏﾘｺ 浜松市 2:27:38

356 3969 平松 敏子 ﾋﾗﾏﾂ ﾄｼｺ 愛知県 2:27:47

357 4032 岡田 康恵 ｵｶﾀﾞ ﾔｽｴ 浜松市 2:27:57

358 1147 奥村 知香 ｵｸﾑﾗ ﾁｶ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 2:27:59

359 2965 魚住 靜子 ｳｵｽﾞﾐ ｼｽﾞｺ 岐阜県 2:28:04

360 2532 小嶌 祐子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 三島市 ナポレオン 2:28:18

361 3118 内田 真貴 ｳﾁﾀﾞ ﾏｷ 伊東市 2:28:20

362 3912 戸知 郁恵 ﾄﾁ ｲｸｴ 千葉県 2:28:21

363 3450 澤崎 忍 ｻﾜｻﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 菊川市 てっちゃん 2:28:33

364 4382 鈴木 理恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 浜松市 2:28:34

365 5421 鈴木 瑞江 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｴ 浜松市 2:28:44

366 4119 太田 うた ｵｵﾀ ｳﾀ 富士市 ＳＡＮ－ＥＮ 2:28:50

367 2956 次廣 恵美 ﾂｷﾞﾋﾛ ｴﾐ 浜松市 2:28:55

368 4547 ヴィルヘルムソン 美華子 ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑｿﾝ ﾐｶｺ 愛知県 2:28:55

369 4003 森野 克恵 ﾓﾘﾉ ｶﾂｴ 浜松市 2:29:22

370 3985 北村 双葉 ｷﾀﾑﾗ ﾌﾀﾊﾞ 静岡市 2:29:25

371 3538 山市 博美 ﾔﾏｲﾁ ﾋﾛﾐ 浜松市 2:29:37

372 5849 伊藤 智代 ｲﾄｳ ﾄﾓﾖ 磐田市 2:29:53

373 3770 伊与田 浩美 ｲﾖﾀﾞ ﾋﾛﾐ 浜松市 2:30:04

374 4887 小澤 佐和子 ｵｻﾞﾜ ｻﾜｺ 静岡市 草薙クラブ 2:30:06

375 5055 滝井 静子 ﾀｷｲ ｼｽﾞｺ 焼津市 ＩＴＣ 2:30:17

376 4321 八木 早苗 ﾔｷﾞ ｻﾅｴ 愛知県 2:30:19

377 4573 辻 みゆき ﾂｼﾞ ﾐﾕｷ 愛知県 2:30:23

378 4191 岡田 洋子 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｺ 浜松市 2:30:26

379 5559 八木 美保子 ﾔｷﾞ ﾐﾎｺ 静岡市 2:30:37

380 3888 梶山 香緒利 ｶｼﾞﾔﾏ ｶｵﾘ 静岡市 五光建設 2:30:38

381 4602 可知 智子 ｶﾁ ﾄﾓｺ 浜松市 筋肉まま 2:30:43

382 5694 木内 香代子 ｷｳﾁ ｶﾖｺ 愛知県 2:30:48

383 5697 土屋 智子 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ 浜松市 2:30:51

384 4308 小田 かおり ｵﾀﾞ ｶｵﾘ 大阪府 2:31:09

385 5543 新谷 ふみ ｼﾝﾀﾆ ﾌﾐ 静岡市 2:31:10

386 4923 小菅 雅恵 ｺｽｹﾞ ﾏｻｴ 埼玉県 2:31:21

387 5272 横森 恭子 ﾖｺﾓﾘ ｷｮｳｺ 磐田市 2:31:43

388 4185 泉 真琴 ｲｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 大阪府 2:31:59

389 3080 増田 智恵 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｴ 磐田市 2:31:59

390 3935 村松 美恵子 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｴｺ 菊川市 2:32:00

391 4753 里森 千代美 ｻﾄﾓﾘ ﾁﾖﾐ 富士宮市 2:32:00

392 5205 鈴木 朱美 ｽｽﾞｷ 磐田市 2:32:14

393 4565 前川 礼子 ﾏｴｶﾜ ﾚｲｺ 愛知県 アクトス 2:32:16

394 4456 小林 幸恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｴ 愛知県 2:32:27

395 4502 遠藤 花菜子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 静岡市 2:32:28

396 4492 小畑 奈々 ｵﾊﾞﾀ ﾅﾅ 兵庫県 2:32:32

397 4554 中村 小百合 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ 浜松市 チーム茶タロ 2:32:33

398 4410 戸田 純子 ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 静岡市 ダチョウ労士 2:32:37

399 6003 根方 みさ生 ﾈｶﾞﾀ ﾐｻｵ 浜松市 2:32:42

400 3877 山下 千津子 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾂﾞｺ 磐田市 豊田北部小学校 2:32:48
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401 4314 本田 尚美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ 浜松市 2:32:50

402 4916 細井 紀子 ﾎｿｲ ﾉﾘｺ 愛知県 2:32:56

403 4830 新城 恵子 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹｲｺ 愛知県 2:33:00

404 3631 永井 清美 ﾅｶﾞｲ ｷﾖﾐ 愛知県 2:33:02

405 5373 泉 晃代 ｲｽﾞﾐ ﾃﾙﾖ 静岡市 2:33:03

406 4394 渡辺 慶子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ 静岡市 2:33:04

407 4555 渡邉 有利枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｴ 愛知県 2:33:18

408 4873 安田 淳子 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 湖西市 2:33:21

409 5659 小泉 あゆみ ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾐ 静岡市 2:33:21

410 4990 安形 恵子 ｱｶﾞﾀ ｹｲｺ 磐田市 2:33:34

411 3041 中嶋 裕子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｺ 愛知県 2:33:35

412 4965 新間 晴乃 ｼﾝﾏ ﾊﾙﾉ 島田市 2:33:38

413 4752 鹿間 恭子 ｼｶﾏ ｷｮｳｺ 磐田市 2:33:40

414 4190 井上 美江 ｲﾉｳｴ ﾖｼｴ 長泉町 2:33:58

415 5546 柴田 明美 ｼﾊﾞﾀ ｱｹﾐ 浜松市 2:33:59

416 5988 山下 加奈子 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅｺ 浜松市 みずきＲＣ 2:34:08

417 3607 清水 真理 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘ 静岡市 2:34:11

418 4354 梶山 裕佳子 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｶｺ 静岡市 ＳＫＹ ＲＵＮ 2:34:12

419 4434 滝音 一美 ﾀｷｵﾄ ﾋﾄﾐ 静岡市 2:34:12

420 4089 金子 美緒 ｶﾈｺ ﾐｵ 浜松市 チームみやした 2:34:15

421 4442 鈴木 国仁 ｽｽﾞｷ ｸﾆ 愛知県 2:34:16

422 3879 落合 浩美 ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾐ 掛川市 2:34:30

423 4892 生沼 美佐 ｵｲﾇﾏ ﾐｻ 東京都 2:34:31

424 4586 志村 淑子 ｼﾑﾗ ﾖｼｺ 愛知県 2:34:43

425 4517 東郷 恵子 ﾄｳｺﾞｳ ｹｲｺ 浜松市 みずきＲＣ 2:34:45

426 4895 田畑 穂積 ﾀﾊﾞﾀ ﾎﾂﾞﾐ 長野県 2:34:50

427 4515 高橋 裕子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ 浜松市 成子坂陸上部 2:34:53

428 4584 田中 淳子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:34:58

429 4077 永井 江利子 ﾅｶﾞｲ ｴﾘｺ 静岡市 2:35:05

430 5319 大橋 明美 ｵｵﾊｼ ｱｹﾐ 愛知県 2:35:13

431 4576 小林 重代 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾖ 焼津市 2:35:16

432 5825 髙見 弘子 ﾀｶﾐ ﾋﾛｺ 愛知県 2:35:23

433 3778 山崎 千景 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｶｹﾞ 愛知県 2:35:36

434 3852 徳増 智香 ﾄｸﾏｽ ﾁｶ 湖西市 2:35:48

435 4904 松井 登志子 ﾏﾂｲ ﾄｼｺ 掛川市 2:35:52

436 2060 中野 亜矢子 ﾅｶﾉ ｱﾔｺ 浜松市 2:36:01

437 4663 西村 由美子 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾐｺ 浜松市 チーム３３ 2:36:25

438 4010 大矢 奈穂子 ｵｵﾔ ﾅｵｺ 滋賀県 2:36:29

439 4769 亀澤 妙子 ｶﾒｻﾜ ﾀｴｺ 愛知県 2:36:33

440 5136 林 令子 ﾊﾔｼ ﾚｲｺ 袋井市 2:36:38

441 4954 山田 真紀 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｷ 掛川市 2:36:40

442 5203 田力 実千代 ﾀﾁﾞｶﾗ ﾐﾁﾖ 磐田市 2:37:12

443 4575 上田 知子 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ 浜松市 2:37:23

444 5783 澤部 朱美 ｻﾜﾍﾞ ｱｹﾐ 愛知県 2:38:14

445 3150 小林 智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 袋井市 2:38:27

446 4468 久保田 節子 ｸﾎﾞﾀ ｾﾂｺ 磐田市 2:38:39

447 3122 杉田 和子 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞｺ 愛知県 2:39:04

448 4425 青木 利代子 ｱｵｷ ﾘﾖｺ 浜松市 2:39:08

449 5351 土橋 律子 ﾂﾁﾊｼ ﾉﾘｺ 藤枝市 チームにしきの 2:39:27

450 4985 岡村 美海子 ｵｶﾑﾗ ﾐﾐｺ 静岡市 2:39:37
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451 4946 飯田 妙子 ｲｲﾀﾞ ﾀｴｺ 藤枝市 2:39:39

452 4389 鈴木 直子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 袋井市 エスポ袋井 2:39:50

453 2997 渡辺 礼子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｺ 湖西市 2:39:54

454 4281 川尻 有沙 ｶﾜｼﾞﾘ ｱﾘｻ 大阪府 2:40:07

455 5751 稲垣 里絵 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｴ 袋井市 マム 2:40:20

456 4643 熊澤 美佳 ｸﾏｻﾞﾜ ﾐｶ 浜松市 2:40:22

457 5807 窪崎 香 ｸﾎﾞｻｷ ｶｵﾘ 愛知県 2:40:26

458 5126 中谷 静江 ﾅｶﾔ ｼｽﾞｴ 浜松市 2:40:28

459 4303 黒野 智恵美 ｸﾛﾉ ﾁｴﾐ 愛知県 2:40:42

460 4894 中村 幸代 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁﾖ 東京都 2:40:43

461 3746 磯部 良子 ｲｿﾍﾞ ﾖｼｺ 掛川市 2:40:49

462 3747 三村 幸子 ﾐﾑﾗ ｻﾁｺ 掛川市 2:40:49

463 5277 大村 美香 ｵｵﾑﾗ ﾐｶ 千葉県 2:40:54

464 4178 河合 晴美 ｶﾜｲ ﾊﾙﾐ 浜松市 2:41:05

465 4367 竹原 知子 ﾀｹﾊﾗ ﾄﾓｺ 袋井市 2:41:27

466 5978 鈴木 弘美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 三島市 2:41:48

467 4864 藤井 和美 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾐ 掛川市 2:41:55

468 4418 尾崎 みつの ｵｻﾞｷ ﾐﾂﾉ 神奈川県 2:41:57

469 5689 宮津 香織 ﾐﾔﾂﾞ ｶｵﾘ 牧之原市 2:42:02

470 3854 西山 貴子 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｺ 磐田市 デイ★まなびや 2:42:08

471 4542 安井 美奈子 ﾔｽｲ ﾐﾅｺ 北海道 2:42:12

472 4679 井浪 知子 ｲﾅﾐ ﾄﾓｺ 袋井市 2:42:19

473 4360 中島 真弓 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ 浜松市 2:42:23

474 5042 一瀬 由美子 ｲｯｾ ﾕﾐｺ 浜松市 2:42:24

475 5420 岩崎 久恵 ｲﾜｻｷ ﾋｻｴ 焼津市 2:42:28

476 3602 平井 信代 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾖ 静岡市 ＳＫＹＲＵＮ 2:42:48

477 3236 辺見 真歩 ﾍﾝﾐ ﾏﾎ 愛知県 2:43:04

478 5283 井上 郁枝 ｲﾉｳｴ ｲｸｴ 愛知県 2:43:05

479 4527 中道 智子 ﾅｶﾐﾁ ﾄﾓｺ 浜松市 2:43:05

480 3828 竹内 千絵 ﾀｹｳﾁ ﾁｴ 愛知県 2:43:05

481 4213 須郷 則子 ｽｺﾞｳ ﾉﾘｺ 浜松市 のりぴょん 2:43:09

482 3102 デリマ クリス ﾃﾞﾘﾏ ｸﾘｽ 磐田市 みずき浜松 2:43:12

483 5287 江洲 明美 ｴｽ ｱｹﾐ 愛知県 2:43:12

484 4467 奥園 きよみ ｵｸｿﾞﾉ ｷﾖﾐ 愛知県 2:43:12

485 5610 石川 知子 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｺ 愛知県 2:43:20

486 3860 中田 富子 ﾅｶﾀﾞ ﾄﾐｺ 静岡市 2:43:29

487 4235 本田 博子 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｺ 浜松市 2:43:34

488 4279 神谷 雅恵 ｶﾐﾔ ﾏｻｴ 磐田市 2:43:38

489 4898 山内 明美 ﾔﾏｳﾁ ｱｹ 浜松市 2:44:11

490 5707 赤堀 晴美 ｱｶﾎﾘ ﾊﾙﾐ 浜松市 2:44:18

491 4872 柏川 典子 ｶｼｶﾜ ﾉﾘｺ 浜松市 2:44:46

492 5327 町田 千賀子 ﾏﾁﾀﾞ ﾁｶｺ 浜松市 浜松信用金庫 2:45:08

493 4645 鈴木 千佳 ｽｽﾞｷ ﾁｶ 浜松市 2:45:11

494 3708 宮川 美奈 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐﾅ 愛知県 2:45:16

495 5290 石井 綾子 ｲｼｲ ｱﾔｺ 磐田市 2:45:27

496 4927 本田 早苗 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾅｴ 東京都 2:45:37

497 4977 尾崎 友美 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾐ 掛川市 2:45:42

498 5087 伊藤 百合子 ｲﾄｳ ﾕﾘｺ 焼津市 2:45:58

499 5045 土屋 純子 ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｺ 三島市 ＴＪＲＣ 2:46:18

500 4618 筒井 圭子 ﾂﾂｲ ｹｲｺ 浜松市 みずきＲＣ浜松 2:46:22
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501 5710 鈴木 純代 ｽｽﾞｷ ｽﾐﾖ 愛知県 2:46:35

502 4440 高林 由美子 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 神奈川県 三ツ沢公園ＲＣ 2:46:36

503 4604 佐藤 明美 ｻﾄｳ ｱｹﾐ 袋井市 2:46:50

504 5054 佐伯 法子 ｻｴｷ ﾉﾘｺ 焼津市 2:46:58

505 4642 玉木 満美 ﾀﾏｷ ﾐﾂﾐ 浜松市 ビジネスプラザ 2:46:59

506 4700 池戸 久美子 ｲｹﾄﾞ ｸﾐｺ 愛知県 2:47:41

507 4021 田中 哉子 ﾀﾅｶ ｶﾅｺ 東京都 2:48:08

508 5058 近藤 和代 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖ 愛知県 2:48:34

509 4634 川本 智子 ｶﾜﾓﾄ ﾄﾓｺ 東京都 2:48:52

510 4195 サリ サンティ ｻﾘ ｻﾝﾃｨ 浜松市 2:48:57

511 4320 花田 洋子 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｳｺ 福岡県 2:48:57

512 4324 山下 佳子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｺ 浜松市 Ｐ＆Ｂ 2:49:21

513 4870 太田 孝子 ｵｵﾀ ﾀｶｺ 浜松市 2:49:38

514 4491 野宮 恵 ﾉﾐﾔ ﾒｸﾞﾐ 愛知県 2:49:39

515 4103 佐藤 静枝 ｻﾄｳ ｼｽﾞｴ 浜松市 2:49:41

516 4589 尾鷲 愛子 ｵﾜｼ ｱｲｺ 和歌山県 2:49:48

517 5716 奥田 由美子 ｵｸﾀﾞ ﾕﾐｺ 富士市 2:49:54

518 4599 松永 典子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘｺ 菊川市 （株）松永茶舗 2:50:21

519 4630 松村 祐子 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 2:50:23

520 4309 浅野 智子 ｱｻﾉ ﾄﾓｺ 東京都 神ん好きい 2:50:23

521 4860 谷口 智子 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 浜松市 2:50:29

522 5170 清水 寿子 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｺ 磐田市 2:50:36

523 600 竹島 則子 ﾀｹｼﾏ ﾉﾘｺ 掛川市 2:50:45

524 5124 栗田 育子 ｸﾘﾀ ｲｸｺ 菊川市 2:50:53

525 4688 今井 裕美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 浜松市 2:52:56

526 4411 平松 由美子 ﾋﾗﾏﾂ ﾕﾐｺ 掛川市 日東スタッフ 2:53:01

527 4917 近藤 文子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐｺ 掛川市 掛スポ 2:53:15

528 4325 篠田 恵子 ｼﾉﾀﾞ ｹｲｺ 愛知県 ＦＲＯＧ 2:53:18

529 5522 佐藤 幸代 ｻﾄｳ ｻﾁﾖ 愛知県 2:53:24

530 4380 村上 博美 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾐ 愛知県 2:54:06

531 4859 一柳 初枝 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾊﾂｴ 静岡市 2:54:29

532 5048 牧野 恭子 ﾏｷﾉ ｷｮｳｺ 静岡市 ＳＫＹＲＵＮ 2:55:09

533 4558 大杉 章子 ｵｵｽｷﾞ ｱｷｺ 岐阜県 2:55:20

534 4765 深津 史織 ﾌｶﾂ ｼｵﾘ 浜松市 2:55:38

535 5191 片桐 恵子 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｺ 袋井市 ショーワＲＣ 2:55:49

536 4874 木下 知子 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｺ 愛知県 2:57:42

537 5429 湯浅 愛子 ﾕｱｻ ｱｲｺ 静岡市 2:58:00

538 4999 小安 寿美子 ｺﾔｽ ｽﾐｺ 掛川市 新茶チャレンジ 2:58:14

539 3084 大石 陽子 ｵｵｲｼ ﾖｳｺ 焼津市 2:58:15

540 5701 岩瀬 みさ子 ｲﾜｾ ﾐｻｺ 浜松市 2:58:50

541 4334 鈴木 泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 浜松市 こうべや 2:59:20

542 4403 門名 なお美 ﾓﾝﾅ ﾅｵﾐ 浜松市 2:59:20

543 5012 安宅 加奈 ｱﾀｶ ｶﾅ 藤枝市 2:59:24
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1 7012 松村 佳樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼｷ 浜松市 常葉大 0:17:10

2 7020 向井 宏之 ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 0:17:23

3 7018 鈴木 剛史 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 浜松市 0:17:46

4 7079 橋本 洋吾 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 愛知県 0:17:59

5 7055 佐藤 佑太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 浜松市 あきらＲＣ村櫛 0:18:58

6 7110 木村 竜也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 静岡市 静岡市立 0:19:00

7 7083 竹内 勇人 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 浜松市 チームマッチ 0:19:05

8 7022 平松 秀隆 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾃﾞﾀｶ 袋井市 ＮＴＮ磐田 0:19:17

9 7028 小川 大輝 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 愛知県 東京消防庁 0:19:23

10 7036 並木 耀平 ﾅﾐｷ ﾖｳﾍｲ 静岡市 0:20:15

11 7073 大貫 元 ｵｵﾇｷ ｹﾞﾝ 浜松市 0:20:38

12 7156 平尾 卓也 ﾋﾗｵ ﾀｸﾔ 静岡市 0:21:07

13 7444 若林 稔幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 湖西市 ｋｓｗ 0:21:16

14 7449 池冨 綾人 ｲｹﾄﾐ ｱﾔﾄ 浜松市 ハートセンター 0:21:22

15 7169 金子 瑛穂 ｶﾈｺ ｱｷﾎ 富士市 0:21:40

16 7127 山下 修人 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳﾄ 浜松市 ナルド工房 0:21:47

17 7006 伊能 一樹 ｲﾉｳ ｶｽﾞｷ 磐田市 磐田西高等学校 0:21:47

18 8949 内藤 宏典 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 0:22:17

19 7487 スズキ ケイタ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 熱海市 0:22:22

20 7002 熊岡 寛訓 ｸﾏｵｶ ﾑﾈﾄｷ 磐田市 ＮＴＮ磐田 0:22:38

21 8715 森下 竜圭 ﾓﾘｼﾀ ﾘｭｳｶ 富士市 富士見高校 0:22:40

22 7186 小松 晃 ｺﾏﾂ ｱｷﾗ 湖西市 ＡＳＭＯ 0:22:41

23 7021 八木 理人 ﾔｷﾞ ﾏｻﾄ 愛知県 ミルキーモコ 0:22:58

24 7298 羽生 幸平 ﾊﾌﾞ ｺｳﾍｲ 東京都 0:23:10

25 7486 鴨下 巧 ｶﾓｼﾀ ﾀｸﾐ 静岡市 0:23:14

26 7105 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 掛川市 宮正路園 0:23:17

27 7262 黒川 達也 ｸﾛｶﾜ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:23:29

28 7450 齋藤 直幸 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 浜松市 0:23:52

29 9023 畠山 純弥 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 0:24:07

30 7440 奥澤 悠 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳ 湖西市 0:24:09

31 7178 大石 卓弥 ｵｵｲｼ ﾀｸﾔ 浜松市 0:24:24

32 7557 齊藤 暁澄 ｻｲﾄｳ ｱｷｽﾞﾐ 浜松市 0:24:27

33 7273 徳留 将太 ﾄｸﾄﾞﾒ ｼｮｳﾀ 浜松市 横浜 0:24:28

34 7231 内山 海翔 ｳﾁﾔﾏ ｶｲﾄ 東京都 0:24:30

35 8860 佐藤 直哉 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 浜松市 大林組 0:24:37

36 7137 宮本 友博 ﾐﾔﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 新機械技研ＲＣ 0:25:11

37 7563 今泉 健太 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 島田市 0:25:13

38 8725 千野 光貴 ﾁﾉ ｺｳｷ 浜松市 0:25:22

39 7138 高氏 真昇 ﾀｶｳｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 新機械技研ＲＣ 0:25:22

40 8788 中嶋 恒鷹 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾖｳ 菊川市 第一商事（株） 0:25:34

41 7410 古川 慶 ﾌﾙｶﾜ ｹｲ 愛知県 0:25:41

42 7346 大信田 弘人 ｵｵｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 湖西市 0:25:51

43 8731 谷川 正生 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾏｻｷ 磐田市 ほやこげ走集団 0:25:52

44 7646 荒沢 崇斗 ｱﾗｻﾜ ｼｭｳﾄ 袋井市 丸大食品 0:25:52

45 8853 梯 洋貴 ｶｹﾊｼ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 大林組 0:25:54

46 8950 岩間 涼汰 ｲﾜﾏ ﾘｮｳﾀ 三島市 0:25:57

47 7512 山下 恭介 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳｽｹ 磐田市 ＫＳＣ 0:26:01

48 7305 伊藤 遼 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 磐田市 0:26:08

49 7296 縣 義人 ｱｶﾞﾀ ﾖｼﾄ 浜松市 0:26:17

50 7375 大塲 琢人 ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾄ 浜松市 新機械技研ＲＣ 0:26:22
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51 8990 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 0:26:41

52 7885 畠山 裕樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳｷ 浜松市 0:26:53

53 8598 坪井 諭之 ﾂﾎﾞｲ ｻﾄｼ 浜松市 0:26:57

54 8852 山田 隼地 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 浜松市 大林組 0:27:11

55 7872 須摩 一徳 ｽﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 磐田市 ＮＴＮ 0:27:35

56 8594 望月 駿 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝ 磐田市 第一環境（株） 0:27:40

57 7445 齋藤 聡明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 浜松市 0:27:42

58 8349 丸野 智史 ﾏﾙﾉ ｻﾄｼ 浜松市 第一三共 0:27:49

59 7935 森下 裕貴 ﾓﾘｼﾀ ﾕｳｷ 東京都 静岡銀行 0:27:58

60 8511 鈴木 智士 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 静岡市 ワーク小坂の郷 0:28:02

61 7379 田中 常幸 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾕｷ 浜松市 0:28:10

62 8136 鈴木 志門 ｽｽﾞｷ ｼﾓﾝ 浜松市 0:28:14

63 7402 池谷 昇樹 ｲｹﾔ ｼｮｳｷ 浜松市 浜松ホトニクス 0:28:17

64 8724 服部 昌信 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾉﾌﾞ 磐田市 0:28:26

65 8495 江間 友亮 ｴﾏ ﾕｳｽｹ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:28:30

66 7934 中村 建太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 掛川市 静岡銀行 0:28:37

67 8783 寺田 智春 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ 磐田市 0:28:50

68 7448 上田 翼 ｳｴﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 浜松市 0:28:58

69 8734 内藤 大幹 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｷ 袋井市 ほやこげ走集団 0:29:06

70 7406 山本 竜太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知県 0:29:12

71 8037 袴田 暁仁 ﾊｶﾏﾀ ｱｷﾋﾄ 浜松市 こうのとり 0:29:14

72 7707 堀川 健太 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝﾀ 浜松市 新機械技研ＲＣ 0:29:17

73 8980 今村 憲太朗 ｲﾏﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡市 静岡東海証券 0:29:21

74 8983 土屋 貴一 ﾂﾁﾔ ｷｲﾁ 静岡市 静岡東海証券 0:29:22

75 7605 後藤 将仁 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 磐田市 イワタックス 0:29:32

76 8576
ＳＵＭＩＴＡＮＩ ＶＩＴＯＲ ＨＵＧＯ ＴＡＫＡＳＨＩ

ｽﾐﾀﾆ ｳｲﾄﾙ ｳｺﾞ ﾀｶｼ 磐田市 0:29:33

77 7975 今泉 真実 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾏｻﾐ 島田市 0:29:40

78 7456 山田 翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 浜松市 五幸ホーム 0:29:43

79 7429 鈴木 勝己 ｽｽﾞｷ ｶﾂｷ 南伊豆町 0:29:43

80 7395 鈴木 雅俊 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 浜松市 浜松市役所ＪＣ 0:29:57

81 7916 森部 峻平 ﾓﾘﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 京都府 同志社大学 0:29:58

82 7918 大津 康士朗 ｵｵﾂ ｺｳｼﾛｳ 磐田市 同志社大学 0:29:58

83 7954 永田 宏樹 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 京都府 同志社大学 0:29:58

84 7643 村越 祐介 ﾑﾗｺｼ ﾕｳｽｹ 浜松市 みずほ証券 0:30:04

85 7987 三宅 隆文 ﾐﾔｹ ﾀｶﾌﾐ 愛知県 ＴＫＤ小牧 0:30:07

86 7568 内田 大夢 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ 浜松市 0:30:08

87 8493 金田 崇佑 ｶﾈﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:30:08

88 8850 六平 治 ﾑｻｶ ｵｻﾑ 浜松市 大林組 0:30:13

89 7446 大木 之永 ｵｵｷ ﾕｷﾅｶﾞ 浜松市 0:30:15

90 7757 山下 雅大 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:30:20

91 6026 小原 敦史 ｺﾊﾗ ｱﾂｼ 磐田市 大林組 0:30:33

92 7749 森田 宇亮 ﾓﾘﾀ ﾀｶｱｷ 浜松市 0:30:35

93 7476 中林 英孝 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 御前崎市 Ｋ－スマイル 0:30:36

94 8567 柴山 ナタン ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾀﾝ 磐田市 0:30:42

95 7351 前田 和也 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 浜松市 0:30:50

96 8637 柴田 渉 ｼﾊﾞﾀ ﾜﾀﾙ 磐田市 0:30:51

97 8346 梶原 哲朗 ｶｼﾞﾜﾗ ﾃﾂﾛｳ 磐田市 第一環境（株） 0:31:00

98 8510 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡市 ワーク小坂の郷 0:31:04

99 8719 京橋 知樹 ｷｮｳﾊﾞｼ ｶｽﾞｷ 磐田市 第一商事（株） 0:31:16

100 7621 勝田 祐輔 ｶﾂﾀ ﾕｳｽｹ 浜松市 チームみやした 0:31:23
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101 8170 藤田 大祐 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 藤枝市 0:31:25

102 7679 本多 勇哉 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 浜松市 0:31:27

103 8907 小林 生織 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ 藤枝市 松野鋳造所 0:31:27

104 7716 田中 智徳 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 0:31:32

105 7165 岩堀 雄一 ｲﾜﾎﾘ ﾕｳｲﾁ 藤枝市 0:31:46

106 8935 中川 侑相 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 掛川市 0:31:46

107 8754 武久 聖 ﾀｹﾋｻ ｱｷﾗ 浜松市 0:31:47

108 7948 荒井 卓 ｱﾗｲ ﾀｸ 愛知県 0:31:50

109 8858 吉川 雄貴 ﾖｼｶﾜ ﾕｳｷ 磐田市 大林組 0:32:02

110 8704 栗野 翔伍 ｸﾘﾉ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 0:32:04

111 8717 北川 友樹 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 磐田市 第一商事（株） 0:32:14

112 7986 永田 弘祈 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 御前崎市 ペコとぺ 0:32:14

113 8726 熊谷 大樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 浜松市 0:32:17

114 8921 宮本 侑弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 掛川市 0:32:27

115 7634 土屋 力 ﾂﾁﾔ ﾁｶﾗ 浜松市 0:32:40

116 8965 仙田 琢斗 ｾﾝﾀﾞ ﾀｸﾄ 浜松市 0:32:55

117 8999 松本 達也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 愛知県 大林組 0:32:56

118 8911 宮嶋 哲郎 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾂﾛｳ 浜松市 0:32:56

119 9000 池田 英司 ｲｹﾀﾞ ｴｲｼﾞ 愛知県 大林組 0:32:56

120 7784 望月 慎吾 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝｺﾞ 浜松市 0:33:24

121 7117 佐々木 亮 ｻｻｷ ﾘｮｳ 浜松市 0:33:33

122 8692 中田 祐一 ﾅｶﾀ ﾕｳｲﾁ 沼津市 0:33:37

123 8984 堀田 佳祐 ﾎｯﾀ ｹｲｽｹ 藤枝市 静岡東海証券 0:33:49

124 7190 柳田 道太 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾐﾁﾀ 磐田市 0:33:54

125 8509 鈴木 崇 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:33:58

126 8494 田口 貴弘 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:33:59

127 8697 原田 洋幸 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 0:34:13

128 7949 伊藤 明人 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾄ 愛知県 0:34:27

129 8952 鈴木 克典 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 袋井市 0:34:31

130 8976 小澤 英史 ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 磐田市 静岡東海証券 0:34:47

131 8790 飯田 大騎 ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 磐田市 中泉の里 0:34:51

132 8710 伊藤 徳仁 ｲﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ 浜松市 0:34:53

133 7589 相場 叶太 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾀ 磐田市 佐川急便 0:35:12

134 8311 福田 哲也 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ 掛川市 佐川急便 0:35:14

135 7489 田引 理文 ﾀﾋﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 富士市 静岡新聞社 0:35:14

136 8920 島田 雄貴 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 浜松市 0:35:28

137 8720 佐野 翔 ｻﾉ ｼｮｳ 磐田市 第一商事（株） 0:35:36

138 7191 野中 雄仙 ﾉﾅｶ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 0:35:38

139 8663 藤本 耀平 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 愛知県 あおば整骨院 0:35:48

140 8951 嶋田 涼 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 浜松市 0:35:57

141 8929 椎名 光 ｼｲﾅ ﾋｶﾙ 掛川市 0:36:18

142 7965 村松 傑大 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:36:30

143 8496 西山 博隆 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:36:56

144 9015 渡辺 啓司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼ 磐田市 0:36:59

145 8500 井出 哲平 ｲﾃﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:37:08

146 8837 中室 開道 ﾅｶﾑﾛ ｶｲﾄﾞｳ 静岡市 0:37:09

147 8593 袴田 亘 ﾊｶﾏﾀ ﾜﾀﾙ 磐田市 第一環境（株） 0:37:11

148 8068 佐藤 海千 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 焼津市 0:37:21

149 8658 佐野 智也 ｻﾉ ﾄﾓﾔ 袋井市 0:37:31

150 8655 中村 泰斗 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾄ 磐田市 0:37:31
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151 8656 鈴木 秀成 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾅﾘ 磐田市 0:37:31

152 8654 井下 孔明 ｲｼﾀ ﾖｼｱｷ 磐田市 0:37:32

153 8801 山内 将矢 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ 磐田市 0:38:13

154 8821 芳野 崇 ﾖｼﾉ ﾀｶｼ 菊川市 0:38:28

155 8982 高山 一輝 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ 磐田市 静岡東海証券 0:38:43

156 8219 渡辺 修太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 浜松市 浜北特支 0:38:46

157 8971 廣野 直也 ﾋﾛﾉ ﾅｵﾔ 浜松市 0:38:58

158 7822 乗松 敬 ﾉﾘﾏﾂ ｹｲ 磐田市 遠州中央農協 0:38:59

159 7806 乙部 篤史 ｵﾄﾍﾞ ｱﾂｼ 愛知県 0:39:33

160 8665 中川 峻輔 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 掛川市 0:40:15

161 8425 井野 健太朗 ｲﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 掛川市
静岡中央署刑事第二課巡査

0:40:28

162 8645 藁科 政弥 ﾜﾗｼﾅ ﾏｻﾔ 愛知県 0:40:40

163 7780 平野 智久 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋｻ 愛知県 あおば整骨院 0:40:40

164 7861 千住 匡人 ｾﾝｼﾞｭｳ ﾏｻﾄ 磐田市 ＮＴＮ 0:40:49

165 8078 杉浦 宏明 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｱｷ 袋井市 なごみかぜ工房 0:41:27

166 8125 長阪 祥汰 ﾅｶﾞｻｶ ｼｮｳﾀ 御前崎市 0:41:40

167 8087 伊藤 晃悠 ｲﾄｳ ｱｷﾊﾙ 浜松市 0:41:51

168 8391 加藤 悠之介 ｶﾄｳ ﾕｳﾉｽｹ 磐田市 第一商事株 0:41:57

169 8273 林 翔平 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 住友生命 0:42:09

170 8819 服部 晃貴 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｷ 神奈川県 スズキ株式会社 0:42:12

171 8820 小出 隼人 ｺｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 磐田市 名城大学 0:42:12

172 8227 三井 琢史 ﾐﾂｲ ﾀｸｼ 磐田市 あおばのさと 0:43:35

173 8679 空岡 秀賢 ｿﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 掛川市 ヒーローズ 0:46:42
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1 7013 島 康晃 ｼﾏ ﾔｽｱｷ 浜松市 光明走友会 0:16:30

2 7043 赤堀 正隆 ｱｶﾎﾘ ﾏｻﾀｶ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 0:17:13

3 7016 山本 真一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 小山町 0:17:50

4 7048 八木 秀典 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡市 駿府激走会 0:18:06

5 7001 浅羽 慶彦 ｱｻﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 三重県 三重陸協 0:18:23

6 7034 田口 秀 ﾀｸﾞﾁ ｽｸﾞﾙ 浜松市 光明走友会 0:18:28

7 7024 和久田 英利 ﾜｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 湖西市 0:18:36

8 7040 野田 秀平 ﾉﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 有楽製菓 0:18:39

9 7068 山内 展宏 ﾔﾏｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡市 チームゆうま 0:18:46

10 7051 大平 浩規 ｵｵﾋﾗ ﾋﾛﾉﾘ 浜松市 0:18:50

11 7039 川野 将希 ｶﾜﾉ ﾏｻｷ 大分県 ＴＨＫリズム 0:18:58

12 7004 林 哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 静岡市 谷島屋 0:19:22

13 7011 新玉 賢治 ｱﾗﾀﾏ ｹﾝｼﾞ 磐田市 ＮＴＮ磐田 0:19:22

14 7113 平野 貴之 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 浜松市 0:19:42

15 8776 内海 順平 ｳﾂﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 富士市 ＴｅａｍＣＴＤ 0:19:56

16 7072 鈴木 卓 ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ 焼津市 ＮＴＮＴ 0:20:29

17 7157 鈴木 宏和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 矢崎部品 0:20:29

18 7130 坂部 勇希 ｻｶﾍﾞ ﾕｳｷ 掛川市 エイト精密（株） 0:20:53

19 7114 酒井 高史 ｻｶｲ ﾀｶｼ 島田市 0:20:55

20 7053 中村 紀博 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 浜松市 ＬＤＰ 0:21:00

21 7227 曽根田 篤志 ｿﾈﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 神奈川県 0:21:26

22 7763 横山 明寿 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾄｼ 浜松市 0:21:45

23 7239 杉山 貴哉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾔ 掛川市 0:21:59

24 7182 林本 竜暁 ﾊﾔｼﾓﾄ ﾀﾂｱｷ 浜松市 0:22:09

25 7876 中山 アキオ ﾅｶﾔﾏ ｱｷｵ 浜松市 0:22:13

26 7033 大村 圭 ｵｵﾑﾗ ｹｲ 静岡市 服織小学校教員 0:22:18

27 7121 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 磐田市 0:22:36

28 7167 宮東 祥平 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 ＭＳＤ株式会社 0:22:40

29 7494 藤田 侑也 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾔ 袋井市 0:22:43

30 7254 長谷川 賢一 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 浜松市 0:22:44

31 7245 田代 直哉 ﾀｼﾛ ﾅｵﾔ 静岡市 清水薬剤師会 0:22:45

32 8605 岩井 健将 ｲﾜｲ ﾀｹﾏｻ 磐田市 0:22:49

33 7261 小野田 幸祐 ｵﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ 掛川市 0:23:14

34 7065 山下 和哉 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 袋井市 青島ＲＣ 0:23:20

35 7271 佐原 弘章 ｻﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 浜松市 雪番長 0:23:22

36 7218 星野 亮 ﾎｼﾉ ﾘｮｳ 磐田市 0:23:28

37 9011 多田 周平 ﾀﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 藤枝市 0:23:36

38 7216 青木 応樹 ｱｵｷ ﾏｻｷ 藤枝市 パルクラ 0:23:38

39 7155 深津 匡孝 ﾌｶﾂ ﾏｻﾀｶ 掛川市 0:23:43

40 8905 川合 利貴 ｶﾜｲ ﾄｼｷ 浜松市 0:23:47

41 7314 小林 壮 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 藤枝市 やいま整骨院 0:23:53

42 7306 荒木 大介 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 0:23:57

43 7269 藤田 宗行 ﾌｼﾞﾀ ﾑﾈﾕｷ 浜松市 0:24:10

44 7485 有山 仁 ｱﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 浜松市 0:24:18

45 8733 早川 智成 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ 袋井市 ほやこげ走集団 0:24:21

46 8832 永田 嗣巳 ﾅｶﾞﾀ ﾂｸﾞﾐ 島田市 0:24:36

47 7459 山本 雅之 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 浜松市 0:24:36

48 8545 鈴木 悠也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 愛知県 サンショウ 0:24:37

49 7539 溝口 孝直 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾅｵ 浜松市 0:24:43

50 7357 田嶋 芳幸 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 磐田市 0:25:02
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51 7299 松野 輝功 ﾏﾂﾉ ﾐﾂｸﾞ 浜松市 新居町商工会 0:25:06

52 8687 高野 仁 ﾀｶﾉ ﾋﾄｼ 湖西市 0:25:09

53 7217 永田 大佑 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 菊川市 浜岡ＬＤＣ 0:25:17

54 7497 矢崎 友亮 ﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 磐田市 東海精機 0:25:22

55 7343 梅田 拓郎 ｳﾒﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 掛川市 0:25:25

56 7500 柏原 大佑 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 0:25:29

57 7588 上野 裕之 ｳｴﾉ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 こうのとり 0:25:31

58 7405 鈴木 孝典 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 0:25:45

59 7460 小出 誉道 ｺｲﾃﾞ ﾉﾘﾕｷ 浜松市 チームＯＭ 0:25:48

60 7416 松下 馨 ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 袋井市 上石野ＡＣ 0:25:59

61 7424 内沢 彰斗 ｳﾁｻﾞﾜ ｱｷﾄ 富士市 0:26:01

62 7332 栗田 幸将 ｸﾘﾀ ﾕｷﾏｻ 浜松市 0:26:10

63 7240 木俣 和也 ｷﾏﾀ ｶｽﾞﾔ 浜松市 0:26:24

64 7334 遠藤 準也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 掛川市 東海物産 0:26:29

65 8945 浦川 昌夫 ｳﾗｶﾜ ﾏｻｵ 愛知県 0:26:31

66 7525 浅利 功次 ｱｻﾘ ｺｳｼﾞ 磐田市 0:26:31

67 7377 中嶋 隼人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 掛川市 0:26:43

68 7381 横山 雅彦 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 藤枝市 0:26:50

69 8848 杉本 慶徳 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 大林組 0:26:56

70 7280 大塚 正則 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾉﾘ 島田市 0:26:59

71 8729 中川 陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 磐田市 ほやこげ走集団 0:27:00

72 7576 松下 幹宏 ﾏﾂｼﾀ ﾐｷﾋﾛ 浜松市 0:27:08

73 7389 齋藤 訓康 ｻｲﾄｳ ｸﾆﾔｽ 浜松市 サンショウ 0:27:10

74 7070 足立 慎一 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 浜松市 0:27:16

75 8993 鈴木 康太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 磐田市 0:27:25

76 7516 浅利 稔 ｱｻﾘ ﾐﾉﾙ 磐田市 0:27:26

77 8958 安間 康博 ｱﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 0:27:43

78 8970 鬼丸 崇 ｵﾆﾏﾙ ﾀｶｼ 富士市 0:27:43

79 7537 青木 慶太朗 ｱｵｷ ｹｲﾀﾛｳ 磐田市 0:27:45

80 8508 高橋 悟 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:27:48

81 7419 志村 明久 ｼﾑﾗ ｱｷﾋｻ 袋井市 上石野ＡＣ 0:28:00

82 7154 河合 悠生 ｶﾜｲ ﾊﾙｵ 磐田市 0:28:00

83 7584 内野 務 ｳﾁﾉ ﾂﾄﾑ 浜松市 チーム財閥 0:28:03

84 8886 大木 一樹 ｵｵｷ ｶｽﾞｷ 静岡市 0:28:13

85 8849 山脇 啓輔 ﾔﾏﾜｷ ｹｲｽｹ 浜松市 大林組 0:28:15

86 8639 澤本 健二 ｻﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 磐田市 0:28:16

87 7575 間瀬 光人 ﾏｾ ﾐﾂﾋﾄ 磐田市 0:28:17

88 8870 田代 徹 ﾀｼﾛ ﾄｵﾙ 静岡市 0:28:18

89 8400 桑原 京介 ｸﾜﾊﾞﾗ ｷｮｳｽｹ 袋井市 0:28:22

90 7453 井上 義昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 藤枝市 0:28:24

91 7471 上小家 健一 ｶﾐｺﾔ ｹﾝｲﾁ 磐田市 0:28:26

92 7235 横山 広記 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 浜松市 デンジャーボー 0:28:27

93 8394 薩川 友規 ｻﾂｶﾜ ﾕｳｷ 磐田市 永田部品 0:28:40

94 8607 金元 慎治 ｶﾅﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 磐田市 0:28:40

95 8760 勝野 秀之 ｶﾂﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 チームＯＭ 0:28:47

96 8994 深田 憲一 ﾌｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 磐田市 0:28:48

97 7880 鈴木 祥宏 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:28:50

98 7192 松本 慧 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲ 浜松市 0:28:51

99 7591 高橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 磐田市 ＹＡＺＡＫＩ 0:28:53

100 9019 戸上 光 ﾄｶﾞﾐ ﾋｶﾙ 浜松市 0:28:55
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101 7528 佐藤 雅史 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 愛知県 0:28:57

102 8553 名波 祐亮 ﾅﾅﾐ ﾕｳｽｹ 島田市 0:29:00

103 8917 鈴木 絢也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 掛川市 0:29:08

104 7950 鈴木 俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 0:29:12

105 7266 林 真秀 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 0:29:15

106 7023 杉山 翼 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｽｸ 磐田市 0:29:27

107 7928 井指 悠祐 ｲｻｼ ﾕｳｽｹ 愛知県 0:29:41

108 8241 宮内 昌則 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 0:29:42

109 8815 久米 宏明 ｸﾒ ﾋﾛｱｷ 浜松市 0:29:51

110 7951 伊藤 俊 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 愛知県 0:29:54

111 8992 大場 龍 ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾙ 磐田市 0:29:56

112 8680 小川 達也 ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 浜松市 0:29:57

113 7726 西村 真吾 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 袋井市 遠州病院ＪＣ 0:30:11

114 8829 八木 大介 ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 0:30:16

115 7574 藤本 悟史 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 磐田市 0:30:17

116 7578 高野 俊成 ﾀｶﾉ ﾄｼﾅﾘ 磐田市 コージーライツ 0:30:17

117 9002 和田 将希 ﾜﾀﾞ ﾏｻｷ 磐田市 0:30:36

118 7461 野末 徹 ﾉｽﾞｴ ﾄｵﾙ 掛川市 遠州楽走会 0:30:38

119 8615 野末 達也 ﾉｽﾞｴ ﾀﾂﾔ 湖西市 アントルポ 0:30:44

120 7480 堀川 祐太 ﾎﾘｶﾜ ﾕｳﾀ 浜松市 0:30:45

121 8746 丹羽 雪晴 ﾆﾜ ﾕｷﾊﾙ 愛知県 0:31:00

122 7838 落合 丞次 ｵﾁｱｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 浜松市 0:31:03

123 8109 前田 智仁 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 磐田市 0:31:12

124 8491 蓑毛 猛 ﾐﾉﾓ ﾀｹｼ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:31:13

125 8533 伊藤 貴弘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:31:17

126 8919 高野 智行 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 0:31:24

127 7926 小高 輝人 ｺﾀﾞｶ ﾃﾙﾄ 浜松市 都田建設 0:31:26

128 7927 北折 智 ｷﾀｵﾘ ｻﾄｼ 岐阜県 萱野工業（株） 0:31:32

129 7785 清水 翔太 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 磐田市 0:31:38

130 7886 井出 健太 ｲﾃﾞ ｹﾝﾀ 富士市 ソマニクス 0:31:47

131 7730 長谷川 忠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 掛川市 イワタックス 0:31:48

132 7413 加藤 好洋 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:31:59

133 8591 寺本 吉孝 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 浜松市 第一環境（株） 0:31:59

134 8845 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 静岡市 0:32:04

135 7469 松本 貴宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:32:09

136 8355 小田 悟史 ｵﾀﾞ ｻﾄｼ 磐田市 0:32:09

137 7937 下村 陽 ｼﾓﾑﾗ ﾖｳ 浜松市 0:32:13

138 7727 萩原 正寛 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 遠州病院 0:32:13

139 8995 平野 学 ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾌﾞ 磐田市 0:32:14

140 8699 清水 宗徳 ｼﾐｽﾞ ﾑﾈﾉﾘ 浜松市 0:32:18

141 8552 阿部 匡晴 ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ 磐田市 0:32:36

142 8818 山田 祐輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 浜松市 0:32:39

143 7796 大橋 慶裕 ｵｵﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 0:32:42

144 8705 八木 勇弥 ﾔｷﾞ ﾕｳﾔ 浜松市 0:32:42

145 7842 川西 佑季 ｶﾜﾆｼ ﾕｳｷ 浜松市 土筆 0:32:48

146 7809 小田 剛義 ｵﾀﾞ ﾀｹﾖｼ 磐田市 ＯＸＩＳＯ 0:32:57

147 7420 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ 愛知県 Ｔ３ＲＵＮＳΦ 0:33:03

148 7834 金澤 陽平 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 浜松市 デンジャーボー 0:33:15

149 7517 小田 知典 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 株ＯＤＰ 0:33:15

150 7567 勢力 厚良 ｾｲﾘｷ ｱﾂﾖｼ 三重県 鳥羽商工会議所 0:33:19
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151 8427 松田 啓也 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾔ 島田市 0:33:19

152 7759 木村 達也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 静岡市 0:33:33

153 8649 吉田 幾馬 ﾖｼﾀﾞ ｲｸﾏ 浜松市 0:33:35

154 8685 小野田 真介 ｵﾉﾀﾞ ｼﾝｽｹ 静岡市 0:33:44

155 8619 安間 久晶 ｱﾝﾏ ﾋｻｱｷ 磐田市 アントルポ 0:33:47

156 7802 後藤 一樹 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ 三重県 トヨカフード 0:33:48

157 8865 大須賀 厚隆 ｵｵｽｶ ｱﾂﾀｶ 浜松市 0:33:53

158 8868 荒木 裕貴 ｱﾗｷ ﾋﾛﾀｶ 静岡市 0:34:12

159 8344 村松 隼次 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝｼﾞ 磐田市 サンショウ 0:34:17

160 7772 松下 司 ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ 御前崎市 リクサスＲＣ 0:34:29

161 7773 市澤 史 ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾐﾄ 焼津市 リクサスＲＣ 0:34:29

162 7832 須山 雄介 ｽﾔﾏ ﾕｳｽｹ 浜松市 0:34:31

163 8617 山下 雅紀 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 アントルポ 0:34:37

164 8973 大村 実 ｵｵﾑﾗ ﾏｺﾄ 磐田市 0:34:38

165 8578 鈴木 清人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾋﾄ 磐田市 0:34:39

166 7919 原田 隆史 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 半田山縦走部 0:34:40

167 7936 吉本 敬 ﾖｼﾓﾄ ﾀｶｼ 浜松市 0:34:43

168 8165 青野 友和 ｱｵﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 袋井市 佐川急便 0:34:52

169 8166 福田 哲也 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂﾔ 袋井市 佐川急便 0:34:52

170 7793 平林 大 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 袋井市 0:34:56

171 8981 古谷 岳洋 ﾌﾙﾔ ﾀｹﾋﾛ 掛川市 静岡東海証券 0:34:59

172 8960 横山 祐馬 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 静岡市 ＫＴＣ静岡 0:35:08

173 8632 小川 智之 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 静岡市 静岡南高２軍 0:35:14

174 8800 加藤 宏之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 0:35:18

175 8997 嶋原 悟 ｼﾏﾊﾗ ｻﾄﾙ 愛知県 大林組 0:35:19

176 8708 小杉 稔 ｺｽｷﾞ ﾐﾉﾙ 浜松市 0:35:26

177 8928 高橋 広大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 掛川市 0:35:31

178 8856 樋口 英俊 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 大林組 0:35:37

179 8522 尾藤 宗俊 ﾋﾞﾄｳ ﾑﾈﾄｼ 浜松市 0:35:37

180 7176 谷川 雄太 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 袋井市 エンケイＲＣ 0:35:52

181 8414 原田 大輔 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 小池弥太郎商店 0:35:58

182 7940 矢澤 義広 ﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 佐川急便 0:36:06

183 7403 大塚 章典 ｵｵﾂｶ ｱｷﾉﾘ 愛知県 相良サンビーチ 0:36:08

184 8610 滝井 宗一 ﾀｷｲ ﾑﾈｶｽﾞ 焼津市 相良サンビーチ 0:36:09

185 8614 山本 祐輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 磐田市 アントルポ 0:36:27

186 8625 竹内 直樹 ﾀｹｳﾁ ﾅｵｷ 磐田市 アントルポ 0:36:27

187 7964 松尾 隆義 ﾏﾂｵ ﾀｶﾖｼ 浜松市 0:36:31

188 8388 小林 直嗣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾂｸﾞ 浜松市 ＫＴＣ浜松 0:36:32

189 8412 原 英人 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 静岡市 小池弥太郎商店 0:36:35

190 8835 時田 壮太 ﾄｷﾀ ｿｳﾀ 静岡市 0:36:44

191 8592 田村 尚士 ﾀﾑﾗ ﾋｻｼ 浜松市 第一環境（株） 0:36:49

192 7463 内山 善裕 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:36:50

193 7812 原田 浩史 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県 キングラン東海 0:36:52

194 7276 佐藤 剛士 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 藤枝市 石垣印刷 0:36:55

195 7915 新村 達樹 ｼﾝﾑﾗ ﾀﾂｷ 浜松市 0:36:56

196 8646 花村 翔 ﾊﾅﾑﾗ ｼｮｳ 静岡市 0:36:59

197 7661 小鈴木 大輔 ｺｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 富士市 ｔｅａｍ－ｋ 0:37:05

198 8977 松浦 崇 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 掛川市 静岡東海証券 0:37:30

199 8962 石貝 真也 ｲｼｶﾞｲ ｼﾝﾔ 磐田市 0:37:39

200 8799 小川 勝弘 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 0:38:14
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201 8622 安間 将貴 ｱﾝﾏ ﾏｻﾀｶ 磐田市 アントルポ 0:38:17

202 8613 渡部 硬平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 磐田市 アントルポ 0:38:19

203 8306 伊藤 嵩浩 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:38:21

204 8611 伊藤 欣司 ｲﾄｳ ｷﾝｼﾞ 磐田市 アントルポ 0:38:21

205 8616 太田 直明 ｵｵﾀ ﾅｵｱｷ 磐田市 アントルポ 0:38:22

206 8189 谷口 正洋 ﾔｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:38:29

207 8007 蓮井 康宏 ﾊｽｲ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 0:38:32

208 8964 小池 大祐 ｺｲｹ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 0:38:38

209 8220 田畑 勝久 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂﾋｻ 浜松市 0:38:44

210 9016 渡辺 英利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 0:39:04

211 8095 重岩 洋介 ｼｹﾞｲﾜ ﾖｳｽｹ 浜松市 0:39:10

212 8702 荒川 晃一 ｱﾗｶﾜ ｺｳｲﾁ 浜松市 0:39:12

213 8913 加藤 和宏 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 焼津市 0:39:19

214 8742 藤田 稔 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾉﾙ 浜松市 0:39:22

215 8291 澤西 康成 ｻﾜﾆｼ ﾔｽﾅﾘ 磐田市 ゴウショウジ 0:39:25

216 8288 鈴木 一矢 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 磐田市 デンキドウ 0:39:26

217 8169 竹村 元 ﾀｹﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 アツミテック 0:39:27

218 8618 清水 瞬 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 袋井市 アントルポ 0:39:30

219 8621 小池 裕介 ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 磐田市 アントルポ 0:39:46

220 8661 井堀 真吉 ｲﾎﾘ ｼﾝｷﾁ 袋井市 0:39:47

221 8996 矢田 宣之 ﾔﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 0:39:55

222 7922 藤原 卓 ﾌｼﾞﾜﾗ ｽｸﾞﾙ 東京都 0:39:58

223 7355 小出 健太郎 ｺｲﾃﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 0:40:15

224 8413 小池 祐一郎 ｺｲｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡市 小池弥太郎商店 0:40:26

225 8191 茅野 貴仁 ｶﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ 磐田市 0:40:29

226 7846 渥美 透 ｱﾂﾐ ﾄｵﾙ 磐田市 アスキー 0:40:29

227 8972 志村 啓太 ｼﾑﾗ ｹｲﾀ 磐田市 0:41:00

228 8806 伊東 主税 ｲﾄｳ ﾁｶﾗ 島田市 0:41:11

229 8304 加藤 文敏 ｶﾄｳ ﾌﾐﾄｼ 磐田市 0:41:14

230 8210 宮﨑 基与人 ﾐﾔｻﾞｷ ｷﾖﾄ 浜松市 0:41:21

231 8660 伊藤 光利 ｲﾄｳ ﾐﾂﾄｼ 袋井市 0:41:46

232 8589 小澤 一海 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｳﾐ 袋井市 第一環境（株） 0:41:49

233 8590 直山 優作 ﾅｵﾔﾏ ﾕｳｻｸ 磐田市 第一環境（株） 0:41:53

234 8736 佐藤 健治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 磐田市 ＲＥＡＬ２７ 0:42:04

235 8737 佐藤 勇治 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 磐田市 ＲＥＡＬ２７ 0:42:04

236 8893 藤村 幸栄 ﾌｼﾞﾑﾗ ｺｳｴｲ 浜松市 0:42:17

237 8671 松岡 タカシ ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ 袋井市 0:42:30

238 8382 中原 光一 ﾅｶﾊﾗ ｺｳｲﾁ 菊川市 0:42:47

239 8892 安間 真也 ｱﾝﾏ ｼﾝﾔ 袋井市 ＳＩＮ太田デイ 0:43:59

240 8696 内藤 啓介 ﾅｲﾄｳ ｹｲｽｹ 浜松市 0:44:09

241 8922 望月 大輔 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 掛川市 0:44:31

242 8253 神谷 将宏 ｶﾐﾔ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:45:27

243 8211 岸本 達也 ｷｼﾓﾄ ﾀﾂﾔ 浜松市 0:46:18

244 8908 中谷 友幸 ﾅｶﾀﾆ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 0:48:10

245 9009 佐口 浩巳 ｻｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 藤枝市 0:48:55
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1 7003 石上 真吾 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 藤枝市 藤枝市役所 0:16:42

2 7031 牧野 誠三 ﾏｷﾉ ｾｲｿﾞｳ 磐田市 山名小教員 0:17:44

3 7049 谷村 清貴 ﾀﾆﾑﾗ ｷﾖﾀｶ 静岡市 蒲原アミーゴ 0:17:50

4 7010 生駒 裕一 ｲｺﾏ ﾕｳｲﾁ 磐田市 ＡＬＳＯＫ 0:18:02

5 7064 加藤 金市 ｶﾄｳ ｷﾝｲﾁ 浜松市 ＲＣ細江 0:18:08

6 7017 大石 佳孝 ｵｵｲｼ ﾖｼﾀｶ 浜松市 静岡陸協 0:18:13

7 7056 石川 篤 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 静岡市 Ｆランナーズ 0:18:49

8 8899 大橋 正義 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾖｼ 吉田町 小糸製作所 0:18:51

9 7080 大塚 信吾 ｵｵﾂｶ ｼﾝｺﾞ 静岡市 佐野塗装 0:19:10

10 7086 山下 哲 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂ 浜松市 0:19:25

11 7091 伊藤 和喜 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 東洋ベスク 0:19:30

12 7050 寺田 健太 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 磐田市 ヤマハ発ＲＣ 0:19:35

13 7090 広瀬 幸雄 ﾋﾛｾ ﾕｷｵ 浜松市 ライフウェル 0:19:48

14 7125 伊勢田 敬 ｲｾﾀﾞ ｹｲ 愛知県 0:20:22

15 7101 平野 朗 ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 浜松市 下百古里ＡＣ 0:20:25

16 7085 荒木 敏之 ｱﾗｷ ﾄｼﾕｷ 浜松市 雄踏会 0:20:27

17 7005 佐藤 篤司 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 袋井市 0:20:37

18 7142 金丸 剛史 ｶﾈﾏﾙ ﾂﾖｼ 袋井市 0:21:27

19 7206 浜崎 純 ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 浜松市 半田山縦走部 0:21:34

20 7226 水口 厚 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾂｼ 浜松市 0:21:35

21 7195 青山 直親 ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾁｶ 磐田市 アイシーケイ 0:22:01

22 7078 斉藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 牧之原市 0:22:12

23 7096 鈴木 誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 浜松市 0:22:33

24 7264 山本 智 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ 磐田市 0:22:38

25 7095 谷口 弘一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 愛知県 ＩＣＳ ＲＣ 0:22:46

26 7213 松下 真也 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ 焼津市 0:22:49

27 7100 菅野 克俊 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ 浜松市 0:22:56

28 7303 真野 大 ﾏﾉ ﾀﾞｲ 藤枝市 0:23:11

29 7309 松田 裕史 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼ 愛知県 一歩会 0:23:21

30 7277 岩辺 広伸 ｲﾜﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 牧之原市 ＵＮＦＮＩＳＨ 0:23:37

31 7260 田中 学 ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 神奈川県 0:23:38

32 7124 向井 岳夫 ﾑｶｲ ﾀｹｵ 浜松市 0:23:42

33 7232 村松 亮 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 浜松市 0:23:47

34 7411 内園 大輔 ｳﾁｿﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 半田山縦走部 0:23:51

35 8571
ＳＵＭＩＴＡＮＩ ＥＤＩＭＩＲ ＴＡＫＡＭＩ

ｽﾐﾀﾆ ｴｼﾞﾐﾙ ﾀｶﾐ 磐田市 0:23:53

36 7102 石山 承昊 ｲｼﾔﾏ ｼｮｳﾅﾘ 浜松市 0:23:57

37 7131 佐野 一友 ｻﾉ ｶｽﾞﾄﾓ 静岡市 0:24:14

38 7274 小木曽 千明 ｵｷﾞｿ ﾁｱｷ 浜松市 0:24:15

39 7215 宮原 督 ﾐﾔﾊﾗ ｱﾂｼ 静岡市 0:24:22

40 7532 寺田 範孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 磐田市 0:24:34

41 7228 岡田 彰宏 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 浜松市 0:24:36

42 7278 山添 洋一 ﾔﾏｿﾞｴ ﾖｳｲﾁ 磐田市 0:24:38

43 7268 榛葉 昌久 ｼﾝﾊﾞ ﾏｻﾋｻ 掛川市 ＪＡ掛川市 0:24:45

44 7546 大久保 和久 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 ＮＥＥＤ 0:24:50

45 7509 都築 隆之 ﾂﾂﾞｷ ﾀｶﾕｷ 静岡市 ＳＳＣ 0:25:08

46 7518 松嶋 孝昌 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾏｻ 浜松市 0:25:11

47 7297 松浦 文信 ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾉﾌﾞ 浜松市 0:25:13

48 7238 佐々木 陽 ｻｻｷ ｱｷﾗ 藤枝市 ＳＪＳ－ＡＣ 0:25:33

49 7639 井指 孝文 ｲｻｼ ﾀｶﾌﾐ 磐田市 0:25:35

50 7530 千田 篤詩 ｾﾝﾀﾞ ｱﾂｼ 袋井市 ＴＥＮＮＯＵ 0:25:40
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51 7635 久保島 啓介 ｸﾎﾞｼﾏ ｹｲｽｹ 浜松市 鈴茂器工 0:25:47

52 7336 大石 晃司 ｵｵｲｼ ｺｳｼﾞ 浜松市 チーム財閥 0:26:02

53 7319 寺田 智明 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 磐田市 キャタラー 0:26:05

54 8768 塚本 勝己 ﾂｶﾓﾄ ｶﾂﾐ 浜松市 チームＯＭ 0:26:06

55 7438 井坂 利史 ｲｻｶ ﾄｼﾌﾐ 磐田市 0:26:11

56 8761 飯田 祥久 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｻ 浜松市 チームＯＭ 0:26:12

57 7008 川島 真二 ｶﾜｼﾏ ｼﾝｼﾞ 磐田市 0:26:17

58 8360 青山 貞介 ｱｵﾔﾏ ﾃｲｽｹ 磐田市 0:26:19

59 8448 榊原 太郎 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾛｳ 磐田市 0:26:20

60 7474 松下 貴明 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｱｷ 御前崎市 Ｋ－スマイル 0:26:34

61 7462 瀧澤 健次 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 袋井市 ヤマハ発動機 0:26:37

62 8690 石原 央之 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 0:26:37

63 7136 岩本 泰明 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽｱｷ 浜松市 ミステリアスＲＣ 0:26:38

64 7561 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 磐田市 イワタックス 0:26:43

65 7622 増本 康朗 ﾏｽﾓﾄ ﾔｽｱｷ 磐田市 0:26:44

66 7535 工藤 真義 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾖｼ 磐田市 天竜病院 0:26:44

67 7889 伊藤 英利 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 0:26:47

68 7879 高久 剛 ﾀｶｸ ﾂﾖｼ 磐田市 鈴与 0:26:50

69 7348 佐藤 克久 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｻ 御前崎市 0:26:59

70 7422 小野寺 慶一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲｲﾁ 沼津市 0:27:03

71 7397 鈴木 武 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 浜松市 0:27:16

72 7610 新井田 岸 ﾆｲﾀﾞ ｷｼ 湖西市 0:27:18

73 7907 寺田 和弘 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 石川建設 0:27:20

74 7667 柴田 堅太郎 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 0:27:21

75 7491 高橋 由典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 0:27:33

76 8825 水谷 貴志 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｼ 磐田市 0:27:34

77 9013 廣岡 薫 ﾋﾛｵｶ ｶｵﾙ 藤枝市 0:27:39

78 8650 鈴木 良典 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 0:27:42

79 7803 前田 豊作 ﾏｴﾀﾞ ﾄﾖｻｸ 三重県 トヨカフード 0:27:51

80 7801 寺田 洋文 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 磐田市 0:27:56

81 8727 横山 宣大 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 磐田市 0:27:58

82 8759 田中 照久 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾋｻ 浜松市 チームＯＭ 0:27:58

83 7848 山梨 晃裕 ﾔﾏﾅｼ ｱｷﾋﾛ 磐田市 0:28:03

84 7835 塚本 和幸 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 焼津市 0:28:14

85 7472 西ヶ谷 知成 ﾆｼｶﾞﾔ ﾄﾓﾅﾘ 静岡市 0:28:17

86 7558 矢部 克彦 ﾔﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 磐田市 0:28:29

87 7636 本田 勉 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾄﾑ 浜松市 0:28:29

88 7464 佐野 和幸 ｻﾉ ｶｽﾞﾕｷ 岐阜県 松波総合病院 0:28:33

89 8114 齋藤 友則 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 ＡＳＭＯ 0:28:34

90 7830 早川 徹 ﾊﾔｶﾜ ﾄｵﾙ 愛知県 スカイブルー 0:28:35

91 8752 高林 一樹 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 浜松市 積中剣道部 0:28:42

92 7300 松浦 圭吾 ﾏﾂｳﾗ ｹｲｺﾞ 浜松市 0:28:46

93 8713 戸塚 和秀 ﾄﾂｶ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 磐田市 ヤマハ発動機 0:28:47

94 8132 小内 孝志 ｵﾅｲ ﾀｶｼ 浜松市 0:28:48

95 7618 渡辺 信通 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾐﾁ 浜松市 0:28:49

96 8449 小池 俊介 ｺｲｹ ｼｭﾝｽｹ 磐田市 0:28:52

97 8602 伊藤 文秀 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋﾃﾞ 磐田市 0:29:14

98 7620 西野 将樹 ﾆｼﾉ ﾏｻｷ 浜松市 リザーブリンク 0:29:15

99 8447 浜島 和之 ﾊﾏｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ 磐田市 0:29:30

100 7695 鈴木 信哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 磐田市 0:29:31
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101 7418 森 恒久 ﾓﾘ ﾂﾈﾋｻ 袋井市 上石野ＡＣ 0:29:31

102 7694 上坂 広樹 ｺｳｻｶ ﾋﾛｷ 浜松市 0:29:33

103 8012 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 ＰＬ浜松教会 0:29:37

104 7859 和久田 幸宏 ﾜｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 0:29:38

105 8875 佐藤 晴彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 浜松市 0:29:38

106 7594 牧田 和彦 ﾏｷﾀ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 0:29:54

107 7821 西﨑 元昭 ﾆｼｻﾞｷ ﾓﾄｱｷ 浜松市 スズケン 0:29:54

108 7549 中村 達哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 浜松市 コロ吉 0:29:55

109 7538 内田 俊和 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 浜松市 0:29:56

110 7855 竹上 仁紀 ﾀｹｶﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ 湖西市 0:29:57

111 8883 川瀬 誠 ｶﾜｾ ﾏｺﾄ 磐田市 0:30:00

112 7275 土屋 裕一郎 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡市 0:30:07

113 8811 鶴田 浩之 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 0:30:11

114 8769 木下 直樹 ｷﾉｼﾀ ﾅｵｷ 浜松市 チームＯＭ 0:30:11

115 7423 鈴木 康生 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 沼津市 0:30:11

116 7619 松下 靖 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽｼ 掛川市 0:30:13

117 7815 尾崎 剛之 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 浜松市 0:30:15

118 8258 坪井 幸司 ﾂﾎﾞｲ ｺｳｼﾞ 浜松市 0:30:16

119 8741 駒見 直哉 ｺﾏﾐ ﾅｵﾔ 浜松市 0:30:17

120 7693 堀内 秀樹 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 0:30:19

121 7686 太田 徹 ｵｵﾀ ﾄｵﾙ 磐田市 0:30:20

122 7362 松島 康二 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽｼﾞ 浜松市 0:30:28

123 8749 井熊 保徳 ｲｸﾏ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 積中剣道部 0:30:31

124 7417 池田 智仁 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 袋井市 上石野ＡＣ 0:30:32

125 7871 鈴木 宏孝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 0:30:38

126 8393 内山 智信 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾉﾌﾞ 浜松市 0:30:40

127 8270 坂上 雅一 ｻｶｶﾞﾐ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 ウチゲン 0:30:43

128 8440 喜多 達之 ｷﾀ ﾀﾂﾕｷ 磐田市 0:30:48

129 8884 新貝 哲也 ｼﾝｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 磐田市 0:30:48

130 8461 牧之瀬 輝 ﾏｷﾉｾ ｱｷﾗ 浜松市 磐田市役所 0:30:49

131 7570 松本 幸弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 0:30:58

132 8286 井上 貴八 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾔ 神奈川県 センコー 0:31:01

133 8171 村上 竜士 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ 浜松市 0:31:03

134 7179 戸倉 正喜 ﾄｸﾗ ﾏｻｷ 袋井市 上石野ＡＣ 0:31:11

135 7739 大石 雅人 ｵｵｲｼ ﾏｻﾄ 静岡市 0:31:17

136 7778 塚本 晋也 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 静岡市 川崎印刷紙工 0:31:21

137 7451 中村 和彦 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 0:31:27

138 8145 大村 錠司 ｵｵﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 浜松市 チームカゲヤマ 0:31:32

139 7166 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 静岡市 チームかずちか 0:31:32

140 7849 猿田 悦郎 ｻﾙﾀ ｴﾂﾛｳ 浜松市 猿田企画 0:31:35

141 7593 高橋 壯一郎 ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 浜松市 0:31:38

142 8399 磯部 浩二 ｲｿﾍﾞ ｺｳｼﾞ 磐田市 0:31:38

143 7613 前田 純一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡市 0:31:40

144 7571 酒井 芳幸 ｻｶｲ ﾖｼﾕｷ 浜松市 0:31:42

145 7645 小林 徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 磐田市 0:31:42

146 8405 江連 ひさとし ｴｽﾞﾚ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 磐田市 0:31:49

147 7933 伊藤 誠二 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 浜松市 0:31:50

148 7556 佐々木 章悟 ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 0:31:51

149 7244 山口 徹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 浜松市 0:31:51

150 8653 寺田 尚人 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾄ 磐田市 0:31:52
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151 8473 鈴木 彰宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 磐田市 清水銀行 0:31:53

152 7890 中野 勝明 ﾅｶﾉ ｶﾂｱｷ 磐田市 袋井土木事務所 0:31:58

153 7565 松下 一行 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 0:32:00

154 7632 金指 嘉彦 ｶﾅｻｼ ﾖｼﾋｺ 磐田市 0:32:01

155 7930 鈴木 勝博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 三重県 0:32:08

156 7664 高柳 宏則 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ 静岡市 0:32:09

157 8855 林 直人 ﾊﾔｼ ﾅｵﾄ 浜松市 大林組 0:32:10

158 7864 二川目 仁 ﾌﾀｶﾜﾒ ﾋﾄｼ 磐田市 0:32:19

159 7592 竹内 祐介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 浜松市 えぬいし 0:32:22

160 8631 萩原 昌也 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾅﾘ 掛川市 0:32:23

161 7867 斉藤 貴之 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 浜松市 0:32:26

162 7611 岡崎 秀輝 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 静岡市 0:32:29

163 8215 鈴木 康浩 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 佐川急便 0:32:31

164 8664 蝦名 勝 ｴﾋﾞﾅ ﾏｻﾙ 磐田市 0:32:31

165 8569 塚本 勇 ﾂｶﾓﾄ ｲｻﾑ 磐田市 0:32:34

166 8688 船戸 輝和 ﾌﾅﾄ ﾃﾙｶｽﾞ 湖西市 0:32:37

167 7865 太田良 和弘 ｵｵﾀﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 焼津市 0:32:37

168 8323 磯部 充明 ｲｿﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 磐田市 0:32:51

169 8810 西嶋 秀幸 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 富士宮市 0:32:53

170 8775 牧野 昌也 ﾏｷﾉ ﾏｻﾔ 磐田市 0:32:56

171 8389 佐藤 光幸 ｻﾄｳ ﾐﾂﾕｷ 磐田市 ＬＢＣ 0:32:59

172 7163 松木 力丸 ﾏﾂｷ ﾘｷﾏﾙ 磐田市 0:33:07

173 7311 宮平 アレシャンドレ ﾐﾔﾋﾗ ｱﾚｼｬﾝﾄﾞﾚ 浜松市 0:33:09

174 8014 鈴木 信隆 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾀｶ 磐田市 整体隆光。 0:33:13

175 7333 野田 伸治 ﾉﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 浜松市 デンジャーボー 0:33:15

176 7412 鈴木 智彦 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｺ 浜松市 0:33:15

177 8446 岡田 稔 ｵｶﾀﾞ ﾐﾉﾙ 磐田市 0:33:16

178 8038 市川 博樹 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 磐田市 0:33:23

179 7797 山本 欣貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾀｶ 島田市 中川牧場ＲＣ 0:33:25

180 8264 竹嶋 善隆 ﾀｹｼﾏ ﾖｼﾀｶ 掛川市 0:33:27

181 7912 渡邉 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 スカイブルー 0:33:28

182 8541 森 好孝 ﾓﾘ ﾖｼﾀｶ 磐田市 0:33:31

183 7501 松本 真 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ 浜松市 0:33:43

184 8045 鈴木 淳司 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 浜松市 0:33:47

185 8403 平野 敦司 ﾋﾗﾉ ｱﾂｼ 浜松市 0:33:48

186 8128 有ヶ谷 修 ｱﾘｶﾞﾔ ｵｻﾑ 藤枝市 0:33:54

187 7496 中尾 穣 ﾅｶｵ ﾕﾀｶ 静岡市 0:33:55

188 7631 片桐 栄二 ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲｼﾞ 浜松市 0:34:06

189 8773 西岡 晋 ﾆｼｵｶ ｽｽﾑ 浜松市 0:34:09

190 8608 蔦原 正平 ﾂﾀﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 磐田市 ＮＴＮ 0:34:11

191 8365 浅井 信雅 ｱｻｲ ﾉﾌﾞﾏｻ 愛知県 タジマ工業 0:34:15

192 7702 神谷 康裕 ｶﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 0:34:20

193 8424 南澤 宏和 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 0:34:25

194 8548 加藤 次郎 ｶﾄｳ ｼﾞﾛｳ 湖西市 サンショウ 0:34:28

195 7947 勝又 和美 ｶﾂﾏﾀ ｶｽﾞﾐ 三島市 0:34:37

196 7942 飯尾 圭介 ｲｲｵ ｹｲｽｹ 浜松市 0:34:40

197 8700 大場 清弘 ｵｵﾊﾞ ｷﾖﾋﾛ 浜松市 0:34:45

198 7158 松井 健 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 浜松市 0:34:46

199 8131 市川 幸宏 ｲﾁｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 0:34:46

200 7609 鈴木 紀仁 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾄ 湖西市 スリーアローズ 0:34:48

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

５kｍ５kｍ５kｍ５kｍ男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳男子40歳～49歳

Print: 2016/11/13 12:56:15 5 / 6 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

201 8585 鈴木 力也 ｽｽﾞｷ ﾘｷﾔ 浜松市 0:34:53

202 8137 米良 直樹 ﾒﾗ ﾅｵｷ 浜松市 0:34:59

203 8561 福田 誠 ﾌｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 三重県 0:35:04

204 7668 勝亦 滋彦 ｶﾂﾏﾀ ｼｹﾞﾋｺ 沼津市 0:35:06

205 7370 伊藤 克直 ｲﾄｳ ﾖｼﾅｵ 湖西市 0:35:16

206 7710 塩澤 博 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 磐田市 Ｇ．Ｂ．Ｈ 0:35:29

207 7638 乗松 孝好 ﾉﾘﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 磐田市 0:35:29

208 7866 榎尾 吉修 ｴﾉｵ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡市 0:35:29

209 7441 三浦 三七男 ﾐｳﾗ ﾐﾅｵ 愛知県 衣浦東部消防局 0:35:30

210 8167 森本 浩司 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛｼ 静岡市 0:35:36

211 7502 渡辺 崇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 湖西市 0:35:36

212 7901 野々村 昌之 ﾉﾉﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 浜松市 0:35:41

213 8888 斉藤 幸雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ 藤枝市 0:36:03

214 7753 杉浦 範義 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘﾖｼ 袋井市 0:36:03

215 7159 藤原 敬 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 浜松市 0:36:04

216 8693 二橋 尚史 ﾆﾊｼ ﾋｻｼ 浜松市 0:36:05

217 8283 平塚 博之 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 0:36:08

218 7174 アリフ ジャヤ ｱﾘﾌ ｼﾞｬﾔ 浜松市 エンケイＲＣ 0:36:11

219 8630 鈴木 孝昌 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 磐田市 0:36:21

220 8069 影山 直隆 ｶｹﾞﾔﾏ ﾅｵﾀｶ 袋井市 浅羽太鼓 0:36:23

221 8739 内山 恭宏 ｳﾁﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 0:36:25

222 7787 大場 直人 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ 磐田市 0:36:31

223 8040 尾崎 義則 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 チームみやした 0:36:32

224 7503 河辺 浩 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛｼ 袋井市 0:36:32

225 7482 岡澤 悟一 ｵｶｻﾞﾜ ｺﾞｲﾁ 磐田市 0:36:45

226 8050 矢吹 陽三 ﾔﾌﾞｷ ﾖｳｿﾞｳ 浜松市 ヤマハ発動機 0:36:45

227 8863 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:36:46

228 8745 小村 博昭 ｺﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 藤枝市 0:36:47

229 8871 竹下 寛 ﾀｹｼﾀ ﾋﾛｼ 静岡市 0:37:01

230 8358 倉沢 孝浩 ｸﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 0:37:14

231 7385 佐藤 賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 磐田市 三和電子 0:37:17

232 7495 藤井 健 ﾌｼﾞｲ ｹﾝ 浜松市 0:37:32

233 8173 真木 克昌 ﾏｷ ｶﾂﾏｻ 湖西市 0:37:34

234 8534 竹下 和幸 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 島田市 0:37:48

235 8064 山下 秀人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ 磐田市 0:38:15

236 8260 中村 マキス ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｽ 浜松市 0:38:18

237 8357 岡部 清丈 ｵｶﾍﾞ ｷﾖﾀｹ 浜松市 0:38:19

238 8325 寺田 大介 ﾃﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 0:38:20

239 8202 倉田 階 ｸﾗﾀ ｶｲ 磐田市 0:38:59

240 7945 岩本 浩一 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ 浜松市 0:39:09

241 7817 岩竹 伸治 ｲﾜﾀｹ ｼﾝｼﾞ 愛知県 0:39:37

242 8046 宮崎 勝人 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂﾋﾄ 浜松市 0:39:57

243 8998 宗 将人 ｿｳ ﾏｻﾄ 愛知県 大林組 0:40:17

244 8193 佐藤 博光 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ 焼津市 0:40:18

245 8023 川村 幸司 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 静岡市 0:41:07

246 8677 青島 慎治 ｱｵｼﾏ ｼﾝｼﾞ 磐田市 0:41:11

247 8560 青山 英信 ｱｵﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 磐田市 0:41:11

248 8572 大城 康徳 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 福田はまぼう 0:41:30

249 8748 村上 琢也 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾔ 磐田市 0:42:02

250 8931 豊田 雄介 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 掛川市 0:43:53
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251 8224 高橋 義己 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾐ 磐田市 0:44:05

252 8435 河合 一廣 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 謙友堂接骨院 0:45:17

253 7760 小杉 光弘 ｺｽｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 0:45:28

254 8245 中島 靖史 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｼ 藤枝市 0:45:38

255 8057 堀畑 幸信 ﾎﾘﾊﾞﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 浜松市 0:46:10

256 7790 安江 太 ﾔｽｴ ﾌﾄｼ 掛川市 ホタルと団子 0:46:15

257 7097 鈴木 定孝 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞﾀｶ 菊川市 御前崎総合病院 0:46:17

258 7903 西浦 巧一 ﾆｼｳﾗ ｺｳｲﾁ 掛川市 0:46:17

259 8438 岡津 弘明 ｵｶﾂ ﾋﾛｱｷ 浜松市 0:46:54

260 8420 加部 貴士 ｶﾍﾞ ﾀｶｼ 神奈川県 矢沢倶楽部 0:50:10

261 8099 菊池 淳 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ 愛知県 0:50:11
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1 7045 並木 律朗 ﾅﾐｷ ﾘﾂﾛｳ 京都府 0:18:14

2 7062 北原 弘明 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 菊川市 0:18:40

3 7014 吉村 友孝 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 焼津市 0:18:57

4 7058 大貫 正彦 ｵｵﾇｷ ﾏｻﾋｺ 浜松市 そうきたかい 0:19:05

5 7104 諏訪 元昭 ｽﾜ ﾓﾄｱｷ 浜松市 ＨＯＮＤＡＲＣ 0:19:19

6 7029 加藤 正義 ｶﾄｳ ﾏｻﾖｼ 三重県 四日市市役所 0:19:32

7 7074 椚谷 博 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ 長野県 0:19:36

8 7098 中村 邦宏 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 浜松市 Ｃ．Ｃ．ＹＯＯ 0:19:38

9 7061 宮野 誠吾 ﾐﾔﾉ ｾｲｺﾞ 浜松市 浜松倶楽部 0:19:39

10 7092 小田木 敏 ｵﾀﾞｷﾞ ｻﾄｼ 浜松市 ありんこＲＣ 0:20:10

11 7026 袴田 哲志 ﾊｶﾏﾀ ﾀｶｼ 浜松市 雄踏駅伝部 0:20:19

12 7168 長田 裕二 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 湖西市 0:20:31

13 7087 弓場 雅己 ﾕﾊﾞ ﾏｻﾐ 浜松市 浜北スプリント 0:20:39

14 7041 梅澤 晃二 ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 愛知県 デンソー豊橋 0:20:44

15 7119 山下 丈一 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｮｳｲﾁ 浜松市 大建浜松支店 0:20:45

16 7237 白柳 修 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ｵｻﾑ 浜松市 0:21:12

17 7030 伊藤 富士男 ｲﾄｳ ﾌｼﾞｵ 磐田市 磐田ボクシング 0:21:18

18 7081 木下 茂 ｷﾉｼﾀ ｼｹﾞﾙ 浜松市 スズキ大須賀 0:21:32

19 7047 横道 直樹 ﾖｺﾐﾁ ﾅｵｷ 浜松市 Ｔ－Ｓａｎｔａ 0:22:44

20 7060 松井 孝介 ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 掛川市 掛川愛ＲＵＮ人 0:22:45

21 7211 金原 喜和 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾖｼｶｽﾞ 浜松市 キンキン 0:22:48

22 7396 伊藤 元伸 ｲﾄｳ ﾓﾄﾉﾌﾞ 磐田市 0:22:51

23 7109 牧森 敏 ﾏｷﾓﾘ ｻﾄｼ 袋井市 ヤマハ発ＲＣ 0:23:01

24 7289 村松 昭仁 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋﾄ 浜松市 Ｔ．ＮＥＥＤＳ 0:23:03

25 7248 大石 武宏 ｵｵｲｼ ﾀｹﾋﾛ 牧之原市 0:23:06

26 7129 森澤 一司 ﾓﾘｻﾜ ｶｽﾞｼ 静岡市 ダチョウ労士 0:23:09

27 7224 大石 昌人 ｵｵｲｼ ﾏｻﾄ 浜松市 下阿多古小学校 0:23:11

28 7200 花村 秀樹 ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 湖西市 駒忠 0:23:35

29 8453 鈴木 智久 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 浜松市 浜松飯田ＲＲＣ 0:24:08

30 7473 安藤 一行 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 0:24:13

31 7225 春名 正徳 ﾊﾙﾅ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 隊友会浜松支部 0:24:44

32 7187 森下 和成 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 浜松市 0:24:45

33 7315 鈴木 一眞 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 磐田市 0:24:48

34 7249 外竹 一藤 ﾎｶﾀｹ ｶｽﾞﾄ 袋井市 大日精化ＲＣ 0:24:48

35 7566 小杉 徹 ｺｽｷﾞ ﾄｵﾙ 浜松市 ポニー＆ラブ 0:24:52

36 7198 山本 靖 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ 静岡市 0:24:58

37 8240 犬塚 浩孝 ｲﾇﾂﾞｶ ﾋﾛﾀｶ 袋井市 0:24:58

38 7252 神谷 一郎 ｶﾐﾔ ｲﾁﾛｳ 浜松市 チーム財閥 0:25:20

39 7350 伊藤 久仁俊 ｲﾄｳ ｸﾆﾄｼ 浜松市 0:25:20

40 7427 鳥居 守 ﾄﾘｲ ﾏﾓﾙ 磐田市 ＴＭＸ 0:25:25

41 7541 前田 京司 ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 磐田市 0:25:26

42 7322 榛葉 英明 ｼﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 0:25:35

43 7524 熊切 義明 ｸﾏｷﾘ ﾖｼｱｷ 掛川市 0:25:41

44 7330 柴田 佳明 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ 静岡市 0:25:51

45 7201 青島 伸介 ｱｵｼﾏ ｼﾝｽｹ 神奈川県 ＦＥＣ－ＳＱ 0:25:52

46 7519 小杉 勝俊 ｺｽｷﾞ ｶﾂﾄｼ 浜松市 0:26:01

47 7263 森 成彦 ﾓﾘ ｼｹﾞﾋｺ 千葉県 夜走会 0:26:03

48 7786 天野 貴之 ｱﾏﾉ ﾀｶﾕｷ 磐田市 0:26:05

49 8479 鈴木 一徳 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 菊川市 0:26:06

50 8689 佐藤 達夫 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 浜松市 0:26:09
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51 7313 岡本 和之 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 はまほとゆうと 0:26:11

52 9004 漆畑 昌広 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 藤枝市 0:26:13

53 7331 三井 鉄司 ﾐﾂｲ ﾃﾂｼﾞ 浜松市 浜松郵便局 0:26:24

54 7718 田中 常和 ﾀﾅｶ ﾂﾈｶｽﾞ 浜松市 0:26:25

55 7208 鈴木 純夫 ｽｽﾞｷ ｽﾐｵ 浜松市 ユタカ技研 0:26:25

56 7522 秋山 弘之 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ケイエスシー 0:26:36

57 7295 鴨 清一郎 ｶﾓ ｾｲｲﾁﾛｳ 湖西市 0:26:44

58 7439 佐藤 彰秀 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 愛知県 豊田自動織機 0:26:48

59 7349 小林 智茂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｼｹﾞ 浜松市 人間痛さ 0:26:54

60 7363 村石 和彦 ﾑﾗｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 0:26:57

61 7404 安西 慶晃 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｱｷ 磐田市 袋井北小ＲＣ 0:26:58

62 7543 小島 昌司 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 浜松市 ＢＬＣ 0:27:00

63 7372 松下 康英 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 愛知県 愛知県庁クラブ 0:27:02

64 7161 田中 茂雄 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｵ 浜松市 0:27:27

65 7042 川島 隆 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 磐田市 0:27:33

66 7247 内山 友二 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｼﾞ 浜松市 半田山縦走部 0:27:43

67 7270 岡田 昌也 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 藤枝市 0:27:45

68 8866 平野 国彦 ﾋﾗﾉ ｸﾆﾋｺ 静岡市 0:27:50

69 7894 鈴木 克人 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾄ 愛知県 0:27:54

70 7347 福田 宏和 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 ＬＩＦＥ 0:27:55

71 7302 鈴木 武裕 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 愛知県 0:27:59

72 7505 太箸 正登 ﾌﾄﾊｼ ﾏｻﾄ 磐田市 0:27:59

73 7354 藤下 健治 ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:28:03

74 7542 匂坂 孝夫 ｻｷﾞｻｶ ﾀｶｵ 三重県 0:28:08

75 7572 尾崎 博一 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｲﾁ 静岡市 0:28:23

76 7722 青木 稔 ｱｵｷ ﾐﾉﾙ 浜松市 0:28:28

77 7371 内田 健次 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 マリンシャイン 0:28:29

78 7488 高木 今朝治 ﾀｶｷﾞ ｹｻｼﾞ 浜松市 都田建設 0:28:32

79 7536 今田 勝彦 ｲﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 浜松市 渥美建設工業 0:28:33

80 7197 落合 秀志 ｵﾁｱｲ ﾋﾃﾞｼ 静岡市 0:28:35

81 7687 石川 泰弘 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 にわかＲＣ 0:28:36

82 7735 井本 良治 ｲﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 袋井市 0:28:55

83 7648 西田 光男 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 浜松市 0:28:55

84 7506 新村 正人 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 浜松市 ありんこ 0:29:02

85 7301 大石 光利 ｵｵｲｼ ﾐﾂﾄｼ 浜松市 0:29:10

86 7181 紅林 光男 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ 湖西市 スズキ 0:29:12

87 8638 向井 啓雄 ﾑｶｲ ﾋﾛｵ 静岡市 0:29:23

88 7720 森下 和義 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾖｼ 磐田市 0:29:27

89 7681 石川 尚弘 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 ラクラス 0:29:35

90 7644 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡市 静銀ＤＣカード 0:29:35

91 7628 川島 比登志 ｶﾜｼﾏ ﾋﾄｼ 磐田市 0:29:45

92 7660 芦川 正直 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾅｵ 富士市 0:29:47

93 7221 倉澤 明裕 ｸﾗｻﾜ ｱｷﾋﾛ 静岡市 伊豆くん 0:29:48

94 7725 山添 毅一郎 ﾔﾏｿﾞｴ ｷｲﾁﾛｳ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:29:50

95 7944 嶋村 宗利 ｼﾏﾑﾗ ﾑﾈﾄｼ 浜松市 0:29:51

96 7498 山口 一馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 浜松市 0:29:58

97 8005 木村 健志 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 磐田市 ＴＯＬＬ 0:30:05

98 7307 小林 晃 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 愛知県 0:30:11

99 8515 長岡 要 ﾅｶﾞｵｶ ｶﾅﾒ 浜松市 0:30:14

100 7202 本橋 弘 ﾓﾄﾊｼ ﾋﾛｼ 静岡市 0:30:29
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101 7612 野栗 康光 ﾉｸﾞﾘ ﾔｽﾐﾂ 浜松市 ニチアス 0:30:32

102 8331 八木 康至 ﾔｷﾞ ﾔｽｼ 静岡市 0:30:36

103 7508 浅井 利夫 ｱｻｲ ﾄｼｵ 浜松市 0:30:42

104 8149 水野 浩巳 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:30:46

105 7547 小助川 雅巳 ｺｽｹｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 浜松市 0:30:47

106 8028 中神 誠 ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｺﾄ 浜松市 0:30:58

107 8257 佐藤 裕文 ｻﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 浜松市 0:31:01

108 7908 安藤 一浩 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 0:31:06

109 7442 柴田 正幸 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 愛知県 衣浦東部消防局 0:31:06

110 8103 原 昌巳 ﾊﾗ ﾏｻﾐ 愛知県 0:31:10

111 8029 安藤 一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾁﾛｳ 磐田市 0:31:21

112 7367 田端 智 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 静岡市 ＯＺＡＴＯ－Ｅ 0:31:29

113 7721 間渕 秀幸 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 0:31:29

114 7171 細矢 将広 ﾎｿﾔ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 エンケイＲＣ 0:31:39

115 7906 後藤 美佐樹 ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ 磐田市 0:31:43

116 8444 杉本 敏哉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄｼﾔ 神奈川県 0:31:43

117 8587 高林 重久 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾋｻ 磐田市 0:31:48

118 7651 舟原 秀幸 ﾌﾅﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 島田市 プラスワン 0:32:02

119 8879 石黒 英行 ｲｼｸﾞﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 0:32:05

120 7960 遠藤 光則 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾉﾘ 藤枝市 0:32:06

121 7680 野末 利則 ﾉｽﾞｴ ﾄｼﾉﾘ 磐田市 大乃浦 0:32:11

122 7659 赤石 宏 ｱｶｲｼ ﾋﾛｼ 掛川市 ケイフィット 0:32:11

123 7614 黒島 秀拡 ｸﾛｼﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 浜松市 0:32:13

124 8118 磯部 雄一 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 愛知県 0:32:15

125 8429 西牧 悟 ﾆｼﾏｷ ｻﾄﾙ 磐田市 0:32:20

126 8771 奥田 秀雄 ｵｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 富士市 0:32:27

127 7387 高木 久 ﾀｶｷﾞ ﾋｻｼ 磐田市 0:32:35

128 7767 中田 康晴 ﾅｶﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 浜松市 ＳＯＮＹＯＢ 0:32:38

129 8176 増田 正伸 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県 0:32:54

130 8558 石上 達也 ｲｼｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 袋井市 0:32:58

131 7603 岡﨑 勝男 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂｵ 磐田市 ハートセンター 0:33:08

132 7629 室谷 修 ﾑﾛﾀﾆ ｵｻﾑ 浜松市 0:33:12

133 7882 真井 大介 ｻﾅｲ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 0:33:16

134 8032 畠山 文章 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾌﾐｱｷ 浜松市 0:33:43

135 7932 鳥居 勤 ﾄﾘｲ ﾂﾄﾑ 磐田市 0:33:53

136 8321 新貝 和男 ｼﾝｶﾞｲ ｶｽﾞｵ 磐田市 日興電気通信 0:33:53

137 8280 椿原 正紹 ﾂﾊﾞｷﾊﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 浜松市 住友生命 0:33:55

138 7623 池ケ谷 健司 ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｼﾞ 静岡市 0:33:59

139 8869 鴨狩 隆 ｶﾓｶﾞﾘ ﾀｶｼ 静岡市 0:34:03

140 8000 岡本 哲哉 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂﾔ 浜松市 0:34:05

141 8946 清水 洋行 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 0:34:17

142 8269 澤田 洋二 ｻﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 愛知県 0:34:20

143 8582 杉本 達男 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ 磐田市 0:34:24

144 7820 中村 官 ﾅｶﾑﾗ ﾂｶｻ 磐田市 0:34:33

145 7911 鈴木 透 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 浜松市 0:34:35

146 8830 原田 日出夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 磐田市 0:34:39

147 7984 小粥 伸次 ｵｶﾞｲ ｼﾝｼﾞ 浜松市 Ｓ・Ｒ・Ｃ 0:34:50

148 8096 伊藤 友一 ｲﾄｳ ﾄﾓｲﾁ 浜松市 0:35:05

149 8199 赤川 秀司 ｱｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｼ 浜松市 ＳＰＪ 0:35:17

150 8200 池田 易弘 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 0:35:40
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151 8053 杉浦 拓生 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸｵ 浜松市 ＮＳＰＥ 0:35:43

152 8979 岡本 一史 ｵｶﾓﾄ ﾋﾄｼ 浜松市 静岡東海証券 0:35:45

153 8056 大野 泰宏 ｵｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 新機械技研ＲＣ 0:35:49

154 8013 天野 治 ｱﾏﾉ ｵｻﾑ 大阪府 0:35:50

155 7943 織田 伸二 ｵﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 浜松市 小春日和磐田 0:35:51

156 8051 本目 泰久 ﾎﾝﾒ ﾔｽﾋｻ 静岡市 ホテイ 0:35:54

157 7854 竹上 弘 ﾀｹｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 湖西市 勝竹走遊会 0:36:00

158 7909 薮崎 雅行 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 藤枝市 0:36:07

159 8022 館山 博 ﾀﾃﾔﾏ ﾋﾛｼ 愛知県 ＷＩＮＤＳＰ 0:36:12

160 8709 栗野 裕治 ｸﾘﾉ ﾋﾛﾊﾙ 浜松市 0:36:15

161 8248 鈴木 敏宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 0:36:16

162 7991 小林 欣児 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾝｼﾞ 浜松市 新機械技研ＲＣ 0:36:33

163 8217 深澤 勝 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 焼津市 カネジュウ食品 0:36:37

164 7481 松野 正比呂 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 0:36:57

165 7172 石田 邦彦 ｲｼﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 磐田市 エンケイＲＣ 0:37:12

166 7433 小楠 享司 ｵｸﾞｽ ｷｮｳｼﾞ 静岡市 東豊田ＦＣ０１ 0:37:26

167 8066 小澤 久好 ｵｻﾞﾜ ﾋｻﾖｼ 静岡市 0:37:30

168 8302 杉保 聡正 ｽｷﾞﾎ ﾄｼﾏｻ 浜松市 0:38:09

169 8316 加藤 文重 ｶﾄｳ ﾌﾐｼｹﾞ 磐田市 0:38:11

170 7884 三沢 芳弘 ﾐｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:38:24

171 8060 杉山 真二 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 浜松市 0:38:26

172 8144 原田 明 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 愛知県 0:38:50

173 8221 大塚 幸哉 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾔ 磐田市 0:38:51

174 8867 小澤 哲 ｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 静岡市 0:38:57

175 8364 中山 浩志 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 磐田市 0:39:41

176 8857 野田 智晴 ﾉﾀﾞ ﾁﾊﾙ 磐田市 大林組 0:39:58

177 8182 袴田 成巳 ﾊｶﾏﾀ ｼｹﾞﾐ 浜松市 0:40:03

178 8319 今村 政夫 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻｵ 磐田市 静岡銀行 0:40:07

179 8532 山本 昌宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 0:40:32

180 8957 伊藤 英立 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾀﾂ 浜松市 0:40:41

181 7952 中村 敦一 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 浜松市 0:40:50

182 8596 竹下 悟 ﾀｹｼﾀ ｻﾄﾙ 沼津市 Ｃａｔｔｉｖｏ 0:41:11

183 7751 坂東 廣一 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 三島市 バズハウス 0:41:30

184 7766 伊藤 博充 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 磐田市 ＹＭＭＳ 0:42:48

185 8320 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 磐田市 0:43:28

186 8059 織田 英敏 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 0:45:27

187 8235 西脇 克和 ﾆｼﾜｷ ﾖｼｶｽﾞ 菊川市 0:45:28

188 7316 山本 厚史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 浜松市 0:45:57

189 7839 若林 稔和 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ 湖西市 ｋｓｗ 0:48:37
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1 7196 植草 輝和 ｳｴｸｻ ﾃﾙｶｽﾞ 焼津市 植草水産 0:19:56

2 7120 斎藤 史直 ｻｲﾄｳ ｼﾅｵ 東京都 岩手及川クラブ 0:20:32

3 7140 山本 徳雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｸｵ 南伊豆町 南伊豆町市之瀬 0:21:23

4 7118 小杉 友久 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾋｻ 浜松市 メイブルズ浜松 0:21:23

5 7153 北澤 正孝 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 磐田市 0:21:41

6 7141 花平 諭 ﾊﾅﾋﾗ ｻﾄｼ 浜松市 ＳＨはるの 0:21:45

7 7128 鈴木 信行 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 ドンガメクラブ 0:21:59

8 7093 山口 英彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾋｺ 静岡市 静岡走ろう会 0:22:07

9 7250 眞野 俊司 ﾏﾉ ｼｭﾝｼﾞ 静岡市 下川原走友会 0:22:48

10 7285 岩瀬 光伸 ｲﾜｾ ﾐﾂﾉﾌﾞ 浜松市 おそかったの会 0:22:57

11 7212 堀内 武敏 ﾎﾘｳﾁ ﾀｹﾄｼ 掛川市 掛川桜木ＲＣ 0:23:03

12 7193 中重 宏 ﾅｶｼｹﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県 0:23:18

13 8521 若森 善光 ﾜｶﾓﾘ ﾖｼﾐﾂ 浜松市 0:23:30

14 7207 鈴木 和博 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 ＲＣＺ 0:24:20

15 8523 野中 茂樹 ﾉﾅｶ ｼｹﾞｷ 菊川市 静岡走ろう会 0:24:25

16 7222 大久保 利武 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾀｹ 浜松市 大久保小・内科 0:24:35

17 7044 林 一寛 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 いわた楽走会 0:25:06

18 7284 土橋 利一 ﾂﾁﾊｼ ﾄｼｲﾁ 浜松市 となりのもぐら 0:25:17

19 7365 大石 訓男 ｵｵｲｼ ﾉﾘｵ 磐田市 ＪＴ東海走友会 0:25:30

20 8550 松下 勝司 ﾏﾂｼﾀ ｶﾂｼﾞ 浜松市 松下カラオケ 0:25:32

21 7386 辻村 繁 ﾂｼﾞﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 浜松市 かたつむり 0:26:36

22 7326 足立 卓彦 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋｺ 浜松市 中沢町陸上部 0:26:43

23 7733 沼田 益博 ﾇﾏﾀ ﾏｽﾋﾛ 富士市 0:26:52

24 7794 太田 衞 ｵｵﾀ ﾏﾓﾙ 静岡市 丸大食品 0:27:14

25 8823 高林 宏年 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄｼ 浜松市 0:27:36

26 7627 山内 昭博 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 磐田市 0:27:41

27 7337 小鈴木 信夫 ｺｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 富士市 ｔｅａｍ－ｋ 0:27:43

28 7507 中村 英実 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 静岡市 松友会 0:27:45

29 7599 辻村 貞夫 ﾂｼﾞﾑﾗ ｻﾀﾞｵ 浜松市 0:27:51

30 7352 堀内 睦朗 ﾎﾘｳﾁ ﾑﾂｵ 浜松市 可美らんらん 0:27:55

31 7701 井坂 義治 ｲｻｶ ﾖｼﾊﾙ 磐田市 0:28:14

32 8430 鈴木 昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 浜松市 0:28:30

33 7282 鈴木 芳男 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 愛知県 蒲郡クラブ 0:28:34

34 7399 小林 亘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 焼津市 芦毛の怪物 0:28:42

35 7143 馬渕 勝幸 ﾏﾌﾞﾁ ｶﾂﾕｷ 磐田市 0:28:54

36 8463 鈴木 三千夫 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 浜松市 0:28:58

37 7624 鈴木 和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 静岡市 0:28:59

38 8517 近藤 護 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ 掛川市 0:29:00

39 7364 鈴木 賢二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 焼津市 ＫＦアトリーズ 0:29:17

40 7199 大石 久夫 ｵｵｲｼ ﾋｻｵ 浜松市 ＮＴＴ静岡ＲＣ 0:29:26

41 7310 鈴木 義昭 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 磐田市 見附凧の会 0:29:36

42 7290 及川 雅彦 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 0:30:05

43 7356 海野 実 ｳﾝﾉ ﾐﾉﾙ 磐田市 0:30:26

44 7552 松下 明 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾗ 藤枝市 0:30:31

45 7391 長谷川 幸雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｵ 磐田市 0:30:35

46 7490 鈴木 秀規 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 袋井市 0:30:43

47 8546 髙橋 佳三郎 ﾀｶﾊｼ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 浜松市 サンショウ 0:30:51

48 7553 北嶋 充 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 神奈川県 0:30:54

49 7398 濱口 信 ﾊﾏｸﾞﾁ ｼﾝ 浜松市 0:31:00

50 8606 東海林 守 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾓﾙ 菊川市 0:31:16
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51 8423 神谷 清 ｶﾐﾔ ｷﾖｼ 浜松市 0:31:24

52 7602 太田 勉 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 森町 0:31:27

53 7697 平野 武夫 ﾋﾗﾉ ﾀｹｵ 浜松市 0:31:33

54 7358 松本 達美 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾐ 牧之原市 富士産業 0:32:02

55 7967 和久田 千利 ﾜｸﾀﾞ ﾁﾄｼ 浜松市 0:32:06

56 7520 岡田 道典 ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 磐田市 東洋ベスク 0:32:10

57 7655 加藤 晃 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 菊川市 0:32:16

58 7677 松下 忠史 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 西貝保育園 0:32:16

59 7598 森松 義博 ﾓﾘﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:32:38

60 7616 川本 辰巳 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾐ 浜松市 ドンガメクラブ 0:32:49

61 7665 新間 佳己 ｼﾝﾏ ﾖｼﾐ 磐田市 卸本町 0:32:51

62 7688 岩本 次峰 ｲﾜﾓﾄ ｼﾞﾎｳ 浜松市 0:33:09

63 7384 松野 武 ﾏﾂﾉ ﾀｹｼ 浜松市 0:33:32

64 7714 加藤 定 ｶﾄｳ ｻﾀﾞﾑ 磐田市 ＪＴＯＢ 0:33:35

65 8016 岡田 義生 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｵ 浜松市 0:33:44

66 7971 宗野 勝 ｿｳﾉ ﾏｻﾙ 静岡市 0:33:48

67 8502 水上 泰延 ﾐｽﾞｶﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:34:14

68 8243 黒柳 学 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏﾅﾌﾞ 磐田市 0:34:22

69 7990 東 隆二 ｱｽﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 磐田市 キッズサウルス 0:34:50

70 7696 岸本 達雄 ｷｼﾓﾄ ﾀﾂｵ 浜松市 0:34:51

71 7771 石川 藤吉 ｲｼｶﾜ ﾄｳｷﾁ 浜松市 0:34:51

72 7969 柴谷 俊行 ｼﾊﾞﾔ ﾄｼﾕｷ 浜松市 0:35:18

73 8894 山本 茂樹 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ 静岡市 生陽会 0:35:23

74 8338 中山 幹夫 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ 愛知県 ＧＩＳＵＫＥ７ 0:35:51

75 7742 澤根 芳弘 ｻﾜﾈ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:36:32

76 7690 野田 茂 ﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 愛知県 0:36:33

77 8352 猪倉 誠治 ｲﾉｸﾗ ｾｲｼﾞ 浜松市 0:36:35

78 8187 鈴木 善次郎 ｽｽﾞｷ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 奈良県 0:36:48

79 8354 鈴木 裕 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 磐田市 0:36:57

80 7758 高橋 正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 浜松市 0:37:05

81 8043 河崎 稔 ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾙ 愛知県 トヨタ 0:37:17

82 8113 立花 晃成 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｳｾｲ 磐田市 チームたちばな 0:37:37

83 8074 渡邊 嘉久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｻ 浜松市 Ｙ．Ｊ．Ｃ 0:37:57

84 8065 横山 忠央 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 藤枝市 0:38:01

85 8239 松永 陽介 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ 浜松市 0:38:19

86 8108 今村 秀夫 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 今村会計 0:38:34

87 8784 山岡 照彦 ﾔﾏｵｶ ﾃﾙﾋｺ 浜松市 0:38:46

88 7288 中村 雅輝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ 浜松市 0:38:46

89 8268 太田 勇 ｵｵﾀ ｲｻﾑ 磐田市 0:39:12

90 8238 八木 正弘 ﾔｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 0:39:13

91 8404 小林 宏明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:39:31

92 8047 鶴牧 昭幸 ﾂﾙﾏｷ ｱｷﾕｷ 磐田市 0:39:53

93 8519 小林 昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ 磐田市 0:39:59

94 7850 友田 和一 ﾄﾓﾀﾞ ﾜｲﾁ 浜松市 チームみやした 0:40:11

95 8201 石川 修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ 磐田市 0:40:20

96 7816 杉山 公和 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾐｶｽﾞ 静岡市 お茶目坊頭 0:40:52

97 7608 江原 友二 ｴﾊﾗ ﾄﾓｼﾞ 浜松市 0:40:55

98 8342 柴本 繁昭 ｼﾊﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 磐田市 磐田マイペース 0:41:13

99 8079 杉浦 義明 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｱｷ 袋井市 0:41:30

100 8329 永田 康夫 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽｵ 磐田市 0:42:49
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101 8192 清水 重一 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 袋井市 ムツゴロウ 0:43:42

102 8228 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 浜松市 浜北青友会 0:44:13

103 8384 中坪 國雄 ﾅｶﾂﾎﾞ ｸﾆｵ 静岡市 ウィンドパート 0:46:04

104 8076 石井 知良 ｲｼｲ ﾄﾓﾅｶﾞ 浜松市 0:46:45

105 8381 木本 典孝 ｷﾓﾄ ﾉﾘﾀｶ 浜松市 浜松市役所 0:46:48

106 8055 中田 尚徳 ﾅｶﾀﾞ ﾋｻﾖｼ 静岡市 0:47:29
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1 7106 伊藤 勘次 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 愛知県 0:21:48

2 7283 篠ヶ瀬 正勝 ｻｻｶﾞｾ ﾏｻｶﾂ 浜松市 0:23:34

3 8451 川村 藤一 ｶﾜﾑﾗ ﾄｳｲﾁ 浜松市 0:23:43

4 7287 鈴木 秀行 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 袋井市 袋井月見の里ＲＣ 0:24:26

5 8527 荻島 萬晴 ｵｷﾞｼﾏ ｶﾂﾊﾙ 千葉県 0:24:32

6 8477 西村 忠正 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞﾏｻ 浜松市 浜松健走会 0:26:38

7 7378 名倉 宣夫 ﾅｸﾞﾗ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 0:26:39

8 7318 中村 克己 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 静岡市 香歩倶楽部 0:27:33

9 8484 杉浦 邦雄 ｽｷﾞｳﾗ ｸﾆｵ 磐田市 0:28:25

10 7523 糸山 達也 ｲﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:28:57

11 8432 髙 敏夫 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 磐田市 磐田走友会 0:29:22

12 8436 川合 邦忠 ｶﾜｲ ｸﾆﾀﾀﾞ 浜松市 0:30:06

13 8465 小澤 壯吉 ｵｻﾞﾜ ﾀｹﾖｼ 袋井市 浅羽走友会 0:30:48

14 7683 山崎 将行 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 掛川市 飛鳥走遊会 0:31:08

15 7993 塩沢 義郎 ｼｵｻﾞﾜ ﾖｼﾛｳ 藤枝市 藤枝マスターズ 0:31:22

16 8437 松下 正男 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻｵ 静岡市 入江南遊走会 0:31:50

17 7670 加藤 光義 ｶﾄｳ ﾐﾂﾖｼ 三重県 0:32:28

18 7560 服部 良雄 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｵ 静岡市 静岡草薙ＲＣ 0:32:54

19 7368 渥美 豊 ｱﾂﾐ ﾕﾀｶ 浜松市 若宮走友会 0:32:57

20 8359 安間 清弘 ｱﾝﾏ ｷﾖﾋﾛ 浜松市 ＩＴＣ 0:33:05

21 7258 香高 孝之 ｺｳﾀﾞｶ ﾀｶﾕｷ 浜松市 0:33:36

22 7684 原田 昌明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 静岡市 0:33:47

23 8554 栗田 昌治 ｸﾘﾀ 菊川市 牧ノ原菊川ＲＣ 0:34:50

24 8234 村田 良平 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ 磐田市 0:35:40

25 8455 村松 惣祐 ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｽｹ 浜松市 ドンガメクラブ 0:36:05

26 7692 桜田 軍六 ｻｸﾗﾀﾞ ｸﾞﾝﾛｸ 富士宮市 0:36:08

27 7328 榊原 安芳 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽﾖｼ 浜松市 ＺＫＭ 0:36:22

28 7241 渡邊 駿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ 静岡市 ＡＶＲＣ静岡 0:36:25

29 7748 芹野 洋介 ｾﾘﾉ ﾖｳｽｹ 磐田市 0:36:48

30 8535 河口 惣一 ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ 浜松市 佐鳴走友会 0:36:50

31 7135 原田 隆雄 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｵ 浜松市 浜北若宮走友会 0:37:07

32 8460 近藤 久人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾄ 浜松市 0:37:42

33 8443 市川 勝己 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾐ 磐田市 豊田楽走会 0:37:57

34 8445 金原 俊雄 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾄｼｵ 浜松市 0:38:13

35 8468 鈴木 早夫 ｽｽﾞｷ ﾊﾔｵ 森町 カエルがピョン 0:38:28

36 8441 松本 初美 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂﾐ 掛川市 ＺＫＭしずおか 0:38:56

37 8203 榎本 浩 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ 磐田市 0:39:59

38 8312 柿島 克則 ｶｷｼﾏ ｶﾂﾉﾘ 熱海市 0:41:19

39 8196 川島 善昭 ｶﾜｼﾏ ﾖｼｱｷ 磐田市 磐田走遊会 0:41:33

40 8222 川上 盛衛 ｶﾜｶﾐ ﾓﾘｴ 焼津市 0:41:49

41 8226 樋口 全宏 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:42:27

42 8285 塩崎 つとむ ｼｵｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 浜松市 0:43:27

43 8326 髙橋 有治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 袋井市 0:45:55

44 8083 大野 正師 ｵｵﾉ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 佐鳴台整形外科 0:47:22

45 8387 影山 芳郭 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 清水健走会 0:53:27

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

５kｍ５kｍ５kｍ５kｍ女子高校生～39歳女子高校生～39歳女子高校生～39歳女子高校生～39歳

Print: 2016/11/13 12:56:20 1 / 7 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1 7094 磯部 元美 ｲｿﾍﾞ ﾓﾄﾐ 浜松市 ハッピーモア 0:19:30

2 7067 鈴木 水悠 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ 浜松市 浜松医科大学 0:19:47

3 7089 塩津 実樹 ｼｵﾂ ﾐｷ 静岡市 見次クラブ 0:19:59

4 7122 松本 みなこ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅｺ 浜松市 ミンナノミカタ 0:20:00

5 7107 鈴木 沙恵里 ｽｽﾞｷ ｻｴﾘ 浜松市 ハッピーモア 0:20:19

6 7084 太田 由美 ｵｵﾀ ﾕﾐ 袋井市 磐田ボクシング 0:20:23

7 7082 横道 侑里 ﾖｺﾐﾁ ﾕﾘ 浜松市 Ｔ－Ｓａｎｔａ 0:20:59

8 7173 長葭 香織 ﾅｶﾞﾖｼ ｶｵﾘ 浜松市 0:21:27

9 7134 清水 千広 ｼﾐｽﾞ ﾁﾋﾛ 浜松市 0:22:59

10 7286 杉山 貴子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｺ 掛川市 ショーワＲＣ 0:23:12

11 7255 竹内 なつみ ﾀｹｳﾁ ﾅﾂﾐ 沼津市 ＢＤＰＲＣ沼津 0:23:44

12 8595 菅沼 由規 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｷ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ ＡＮＧＥＬ 0:23:50

13 7185 新玉 美春 ｱﾗﾀﾏ ﾐﾊﾙ 磐田市 0:24:29

14 7339 鈴木 香純 ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ 愛知県 0:25:14

15 7595 杉山 佑見子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕﾐｺ 焼津市 0:26:06

16 7421 篠崎 あゆみ ｼﾉｻﾞｷ ｱﾕﾐ 藤枝市 まるせい 0:26:18

17 7544 澤井 友美 ｻﾜｲ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:26:20

18 8770 加藤 佐知子 ｶﾄｳ ｻﾁｺ 磐田市 0:27:12

19 8885 池上 菜央 ｲｹｶﾞﾐ ﾅｵ 浜松市 0:27:21

20 7774 松田 枝里香 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘｶ 静岡市 0:27:51

21 7479 川口 あゆ美 ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾕﾐ 浜松市 0:27:56

22 8309 宮田 茜 ﾐﾔﾀ ｱｶﾈ 愛知県 0:27:59

23 7596 牧田 沙弥佳 ﾏｷﾀ ｻﾔｶ 浜松市 0:28:01

24 8787 竹内 美嘉 ﾀｹｳﾁ ﾐｶ 浜松市 0:28:02

25 7550 城下 真紀子 ｼﾛｼﾀ ﾏｷｺ 浜松市 0:28:10

26 7470 鈴木 翼 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 大阪府 0:28:27

27 7579 河合 裕美 ｶﾜｲ ﾋﾛﾐ 磐田市 0:28:33

28 8537 鈴木 広美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 袋井市 0:28:33

29 8794 大貫 ともか ｵｵﾇｷ ﾄﾓｶ 浜松市 0:28:40

30 7467 星川 朋子 ﾎｼｶﾜ ﾄﾓｺ 浜松市 0:28:44

31 7741 桒原 由里 ｸﾜﾊﾗ ﾕﾘ 袋井市 0:28:44

32 7581 山本 美穂 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾎ 湖西市 有楽製菓 0:28:48

33 7562 石田 裕子 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｺ 湖西市 サンショウ 0:28:50

34 8791 鈴木 ひかる ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 静岡市 ジョグ部 0:28:52

35 7177 中原 由起子 ﾅｶﾊﾗ ﾕｷｺ 浜松市 エンケイＲＣ 0:28:55

36 7162 齊藤 千紘 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 菊川市 0:29:09

37 7457 滝野 彩香 ﾀｷﾉ ｱﾔｶ 磐田市 五幸ホーム 0:29:20

38 7175 中崎 華乃子 ﾅｶｻﾞｷ ｶﾉｺ 磐田市 スニック 0:29:25

39 7585 堀野 亜弥 ﾎﾘﾉ ｱﾔ 富士市 0:29:27

40 7361 高田 枝里 ﾀｶﾀﾞ ｴﾘ 富士市 0:29:28

41 7863 岩崎 美春 ｲﾜｻｷ ﾐﾊﾙ 浜松市 0:29:41

42 8603 朝倉 聖子 ｱｻｸﾗ ｾｲｺ 磐田市 0:29:43

43 7430 松原 利枝 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｴ 南伊豆町 0:29:43

44 9020 天白 靖子 ﾃﾝﾊﾟｸ ﾔｽｺ 静岡市 県大ＪＯＧ部 0:29:46

45 8691 大西 春香 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｶ 磐田市 ヤマハ発動機 0:29:52

46 8796 佐々木 優華 ｻｻｷ ﾕｳｶ 浜松市 0:29:59

47 8686 浜崎 まや ﾊﾏｻﾞｷ ﾏﾔ 藤枝市 0:30:07

48 9012 石川 萌子 ｲｼｶﾜ ﾓｴｺ 藤枝市 0:30:07

49 7545 井上 径子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 浜松市 0:30:08

50 8989 安藤 真也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾔ 磐田市 0:30:14
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51 8763 千田 夏来 ｾﾝﾀﾞ ﾅﾂｷ 浜松市 チームＯＭ 0:30:17

52 8127 鴨藤 菜奈子 ｶﾓﾄｳ ﾅﾅｺ 浜松市 0:30:19

53 8807 長谷川 歩惟 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 静岡市 県大ＪＯＧ部 0:30:20

54 9042 鈴木 結生花 ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ 磐田市 0:30:29

55 8795 澤口 美穂 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾎ 浜松市 0:30:38

56 7115 中根 千明 ﾅｶﾈ ﾁｱｷ 掛川市 掛川市農協 0:30:38

57 8159 袴田 菜々子 ﾊｶﾏﾀ ﾅﾅｺ 袋井市 0:30:44

58 7895 宮前 由加利 ﾐﾔﾏｴ ﾕｶﾘ 兵庫県 0:30:45

59 7526 佐々木 汐 ｻｻｷ ｼｵ 浜松市 0:30:45

60 8767 武藤 夕佳 ﾑﾄｳ ﾕｶ 浜松市 0:30:48

61 8433 髙橋 美貴 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 浜松市 0:30:50

62 7750 森田 裕美 ﾓﾘﾀ ﾕﾐ 浜松市 0:30:54

63 8462 山下 薫 ﾔﾏｼﾀ ｶｵﾙ 湖西市 0:30:59

64 7484 國永 幸子 ｸﾆﾅｶﾞ ｻﾁｺ 磐田市 0:31:01

65 8942 高橋 尚子 ﾔｶﾊｼ ﾅｵ 掛川市 0:31:07

66 7678 森岡 亜望 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 浜松市 0:31:09

67 7360 田中 葉子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 神奈川県 0:31:13

68 7691 志村 麻衣子 ｼﾑﾗ ﾏｲｺ 愛知県 0:31:14

69 7294 鴨 侑加理 ｶﾓ ﾕｶﾘ 湖西市 0:31:16

70 7340 村松 珠恵 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾏｴ 浜松市 0:31:17

71 8804 鈴木 夢依 ｽｽﾞｷ ﾕｲ 静岡市 ジョグ部 0:31:20

72 8148 若山 彰子 ﾜｶﾔﾏ ｱｷｺ 静岡市 0:31:25

73 7662 青木 祥子 ｱｵｷ ｼｮｳｺ 袋井市 0:31:26

74 7924 長島 亜季 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷ 藤枝市 0:31:27

75 8711 高橋 保奈美 ﾀｶﾊｼ ﾎﾅﾐ 袋井市 0:31:30

76 8150 見延 栄美子 ﾐﾉﾍﾞ ｴﾐｺ 浜松市 0:31:38

77 7837 橋本 都香 ﾊｼﾓﾄ ｸﾆｶ 浜松市 0:31:41

78 8152 岡田 詩恵 ｵｶﾀﾞ ｳﾀｴ 浜松市 0:31:43

79 7719 岡村 千紗子 ｵｶﾑﾗ ﾁｻｺ 浜松市 0:31:47

80 7852 鈴木 悠子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 浜松市 0:31:48

81 8812 山本 綾乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 浜松市 0:31:48

82 8864 木野 ちひろ ｷﾉ ﾁﾋﾛ 袋井市 0:31:50

83 7981 山口 桂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 浜松市 0:31:50

84 8426 神谷 早由貴 ｶﾐﾔ ｻﾕｷ 浜松市 0:32:02

85 8805 砂川 由香理 ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｶﾘ 静岡市 県大ＪＯＧ部 0:32:02

86 8041 八木 紀子 ﾔｷﾞ ﾉﾘｺ 藤枝市 0:32:07

87 7649 溝口 由香 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｶ 浜松市 0:32:09

88 7468 松本 絵梨佳 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 浜松市 0:32:09

89 8588 松田 希 ﾏﾂﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 磐田市 0:32:10

90 8627 小林 真巳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾐ 掛川市 0:32:14

91 7845 江崎 明美 ｴｻｷ ｱｹﾐ 愛知県 0:32:20

92 8900 田尾 美智 ﾀｵ ﾐｻﾄ 磐田市 0:32:21

93 8901 鈴木 美保子 ｽｽﾞｷ ﾐﾎｺ 袋井市 0:32:22

94 7807 浪崎 萌 ﾅﾐｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:32:33

95 8379 石川 利華 ｲｼｶﾜ ﾘｶ 浜松市 静岡文化芸術 0:32:33

96 7493 金丸 智香子 ｶﾈﾏﾙ ﾁｶｺ 袋井市 0:32:44

97 8105 原 沙也加 ﾊﾗ ｻﾔｶ 愛知県 0:32:46

98 7836 鈴木 愛梨 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾘ 磐田市 聖隷浜松病院 0:32:47

99 7764 山本 祐希 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷ 掛川市 飛鳥走遊会 0:32:47

100 8036 浅利 友美子 ｱｻﾘ ﾕﾐｺ 東京都 0:32:47
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101 8918 竹内 友梨 ﾀｹｳﾁ ﾕﾘ 浜松市 0:32:56

102 8910 市川 このみ ｲﾁｶﾜ ｺﾉﾐ 浜松市 0:32:56

103 8303 横山 里佳 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾄｼ 浜松市 0:32:56

104 7658 石川 朋子 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｺ 浜松市 0:32:57

105 8100 西尾 知加 ﾆｼｵ ﾁｶ 浜松市 ＫＫＳ 0:33:01

106 8934 後藤 成未 ｺﾞﾄｳ ﾅﾙﾐ 掛川市 0:33:04

107 7870 新村 匡代 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻﾖ 磐田市 チームファイン 0:33:07

108 9043 大岡 ビビ ｵｵｶ ﾋﾞﾋﾞ 浜松市 0:33:09

109 7923 藤森 みな美 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾅﾐ 東京都 0:33:11

110 7706 山内 優実 ﾔﾏｳﾁ ﾕﾐ 浜松市 0:33:15

111 8831 井出 菜津美 ｲﾃﾞ ﾅﾂﾐ 富士宮市 0:33:16

112 8833 井上 康代 ｲﾉｳｴ ﾔｽﾖ 沼津市 0:33:16

113 8774 宮島 翠 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾄﾞﾘ 浜松市 0:33:17

114 8363 大林 沙友里 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｻﾕﾘ 浜松市 0:33:17

115 8647 山下 祐佳 ﾔﾏｼﾀ ﾕｶ 磐田市 0:33:24

116 8782 寺田 敦子 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｺ 磐田市 0:33:25

117 7841 佐藤 真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 浜松市 0:33:28

118 8011 水野 暢子 ﾐｽﾞﾉ ﾁｮｳｺ 森町 浜松信用金庫 0:33:32

119 8115 大野 由佳 ｵｵﾉ ﾕｶ 浜松市 0:33:37

120 8827 岡嶋 彩加 ｵｶｼﾞﾏ ｱﾔｶ 浜松市 0:33:38

121 7700 青山 希 ｱｵﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 浜松市 0:33:38

122 7583 海野 てる美 ｳﾝﾉ ﾃﾙﾐ 静岡市 0:33:40

123 8932 山本 絵美 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾐ 掛川市 0:33:46

124 8744 早川 友梨 ﾊﾔｶﾜ ﾕﾘ 愛知県 0:33:49

125 8299 横井 佑季 ﾖｺｲ ﾕｷ 磐田市 0:33:50

126 8126 小林 素視 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾐ 愛知県 0:33:52

127 8777 森下 かおり ﾓﾘｼﾀ ｶｵﾘ 浜松市 0:33:55

128 8039 天野 翔子 ｱﾏﾉ ｼｮｳｺ 大阪府 0:33:57

129 8874 寺田 一美 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 静岡市 0:33:59

130 7828 鈴木 みひろ ｽｽﾞｷ ﾐﾋﾛ 浜松市 メガロス 0:34:02

131 8147 大石 賀栄 ｵｵｲｼ ｶｴ 静岡市 0:34:06

132 8098 大川 智子 ｵｵｶﾜ ﾄﾓｺ 磐田市 0:34:06

133 7883 岩永 智美 ｲﾜﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ 菊川市 0:34:08

134 8628 増井 彩乃 ﾏｽｲ ｱﾔﾉ 浜松市 0:34:15

135 8275 藤森 洋子 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｳｺ 磐田市 住友生命 0:34:15

136 8538 鈴木 美佐子 ｽｽﾞｷ ﾐｻｺ 袋井市 0:34:16

137 8580 松井 史奈 ﾏﾂｲ ﾌﾐﾅ 磐田市 0:34:18

138 7893 石川 梨絵 ｲｼｶﾜ ﾘｴ 島田市 0:34:20

139 7873 野田 須美子 ﾉﾀﾞ ｽﾐｺ 神奈川県 野田会 0:34:23

140 8372 小出 知里 ｺｲﾃﾞ ﾁｻﾄ 浜松市 楽園 0:34:24

141 8956 赤澤 美穂 ｱｶｻﾞﾜ ﾐﾎ 御前崎市 0:34:25

142 8953 須藤 未来翔 ｽﾄﾞｳ ﾐｷｶ 湖西市 0:34:30

143 8797 水野 渚 ﾐｽﾞﾉ ﾅｷﾞｻ 静岡市 県大ＪＯＧ部 0:34:37

144 8544 岡田 阿由実 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾐ 浜松市 サンショウ 0:34:42

145 8287 三浦 紘子 ﾐｳﾗ ﾋﾛｺ 愛知県 0:34:42

146 8006 藤本 有規子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷｺ 磐田市 0:34:43

147 7455 大場 奈美 ｵｵﾊﾞ ﾅﾐ 磐田市 五幸ホーム 0:34:49

148 7705 平野 公美 ﾋﾗﾉ ｸﾐ 磐田市 チームカゲヤマ 0:34:51

149 8528 河村 麻衣子 ｶﾜﾑﾗ ﾏｲｺ 藤枝市 0:34:52

150 8840 大場 有紗 ｵｵﾊﾞ ｱﾘｻ 磐田市 0:34:54

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

５kｍ５kｍ５kｍ５kｍ女子高校生～39歳女子高校生～39歳女子高校生～39歳女子高校生～39歳

Print: 2016/11/13 12:56:20 4 / 7 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

151 8648 鈴木 寛子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 浜松市 0:34:57

152 7920 柳本 空美 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｸﾐ 浜松市 みずきＲＣ 0:34:59

153 7910 八木 未央 ﾔｷﾞ ﾐｵ 磐田市 0:34:59

154 7606 内山 玲奈 ｳﾁﾔﾏ ﾚﾅ 磐田市 イワタックス 0:35:02

155 7847 田辺 悠 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 浜松市 みずほ証券 0:35:05

156 8265 伊藤 真里恵 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ 浜松市 フォーリア 0:35:07

157 8141 渡辺 千景 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶｹﾞ 掛川市 0:35:09

158 8140 小野田 真理 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾘ 掛川市 0:35:09

159 8138 木根 有香 ｷﾈ ﾕｶ 焼津市 木根接骨院 0:35:12

160 8844 平野 裕子 ﾋﾗﾉ ﾕｳｺ 浜松市 0:35:13

161 8916 中矢 須巳 ﾅｶﾔ ｽﾐ 浜松市 0:35:19

162 9008 塚本 朱梨 ﾂｶﾓﾄ ｱｶﾘ 藤枝市 0:35:24

163 8350 佐原 友美 ｻﾊﾗ ﾄﾓﾐ 湖西市 0:35:25

164 8401 湊 倫子 ﾐﾅﾄ ﾉﾘｺ 浜松市 0:35:26

165 7458 澁谷 和美 ｼﾌﾞﾔ ｶｽﾞﾐ 磐田市 五幸ホーム 0:35:29

166 7674 良知 育恵 ﾗﾁ ｲｸｴ 藤枝市 0:35:29

167 8930 渡辺 飛鳥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｽｶ 掛川市 0:35:31

168 8093 清水 未来子 ｼﾐｽﾞ ﾐｷｺ 浜松市 0:35:37

169 7075 竹内 梢 ﾀｹｳﾁ ｺｽﾞｴ 浜松市 0:35:38

170 8512 中田 千重 ﾅｶﾀﾞ ﾁｴ 磐田市 0:35:39

171 8514 杉山 佳菜子 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅｺ 磐田市 0:35:39

172 8772 荒浪 淑子 ｱﾗﾅﾐ ﾖｼｺ 沼津市 0:35:39

173 8959 槌田 真寿美 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｽﾐ 菊川市 0:35:40

174 7723 杉本 優季 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｷ 島田市 中川牧場ＲＣ 0:35:43

175 8967 鈴木 朋花 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶ 浜松市 0:35:56

176 8842 大越 ブルナ ｵｵｺﾞｼ ﾌﾞﾙﾅ 磐田市 0:35:56

177 8896 岩崎 加代子 ｲﾜｻｷ ｶﾖｺ 静岡市 生陽会 0:35:59

178 8027 荒川 真衣 ｱﾗｶﾜ ﾏｲ 浜松市 国土交通省 0:36:00

179 7777 鈴木 司沙 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ 浜松市 ロティズハウス 0:36:01

180 8643 神谷 華穂里 ｶﾐﾔ ｶﾎﾘ 浜松市 イカまらそん部 0:36:01

181 8954 栃木 菜穂美 ﾄﾁｷﾞ ﾅｵﾐ 静岡市 0:36:02

182 8876 村松 未来 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｸ 掛川市 0:36:03

183 8153 松井 瑠美 ﾏﾂｲ ﾙﾐ 島田市 0:36:03

184 8816 水野 知那美 ﾐｽﾞﾉ ﾁﾅﾐ 浜松市 0:36:07

185 8009 大場 里江 ｵｵﾊﾞ ﾘｴ 浜松市 0:36:11

186 7997 橋田 実紗 ﾊｼﾀﾞ ﾐｻ 浜松市 0:36:12

187 8300 今泉 美咲 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾐｻｷ 愛知県 0:36:13

188 8160 太田 敦子 ｵｵﾀ ｱﾂｺ 浜松市 0:36:14

189 8586 吉野 紗恵子 ﾖｼﾉ ｻｴｺ 磐田市 0:36:14

190 8315 吉田 悠夏 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｶ 浜松市 0:36:17

191 8271 河合 紀子 ｶﾜｲ ﾉﾘｺ 三重県 0:36:18

192 8470 青野 早弥佳 ｱｵﾉ ｻﾔｶ 浜松市 0:36:24

193 8410 疋田 真巳 ﾋｷﾀﾞ ﾏﾐ 湖西市 0:36:26

194 8620 長尾 円 ﾅｶﾞｵ ﾏﾄﾞｶ 磐田市 アントルポ 0:36:26

195 7754 彦坂 真希 ﾋｺｻｶ ﾏｷ 磐田市 0:36:29

196 8938 黒木 沙紀 ｸﾛｷ ｻｷ 掛川市 0:36:29

197 7938 河合 麻衣 ｶﾜｲ ﾏｲ 掛川市 0:36:31

198 8416 大久保 祐子 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｺ 磐田市 住友生命 0:36:31

199 8163 竹内 千晃 ﾀｹｳﾁ ﾁｱｷ 磐田市 0:36:31

200 7887 井出 弥生 ｲﾃﾞ ﾔﾖｲ 富士市 ソマニクス 0:36:32
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201 7853 大橋 あゆみ ｵｵﾊｼ ｱﾕﾐ 磐田市 0:36:37

202 7874 内山 淑江 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｴ 浜松市 0:36:44

203 8676 市川 瑞穂 ｲﾁｶﾜ ﾐｽﾞﾎ 浜松市 0:36:48

204 8049 白井 香菜 ｼﾗｲ ｶﾅ 磐田市 ＭＳＲ静岡支部 0:36:48

205 7408 中村 礼美 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾐ 湖西市 ＭＳＲ静岡支部 0:36:48

206 7341 小澤 由衣 ｵｻﾞﾜ ﾕｲ 裾野市 0:36:53

207 8172 戸上 佑美 ﾄｶﾞﾐ ﾕﾐ 浜松市 0:36:54

208 8809 浅利 晴美 ｱｻﾘ ﾊﾙﾐ 森町 0:36:55

209 7827 大野 紋加 ｵｵﾉ ｱﾔｶ 浜松市 メガロス 0:36:55

210 8944 大庭 千晶 ｵｵﾊﾞ ﾁｱｷ 磐田市 0:36:55

211 8943 黒柳 早紀 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｻｷ 浜松市 0:36:55

212 8902 鈴木 統子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 磐田市 0:36:58

213 8903 坂田 佳奈子 ｻｶﾀ ｶﾅｺ 磐田市 0:36:58

214 8904 鈴木 鮎美 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ 愛知県 0:36:58

215 8681 小川 由枝 ｵｶﾞﾜ ﾖｼｴ 浜松市 0:36:59

216 8872 竹下 由布子 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｺ 静岡市 0:37:00

217 8940 関谷 夕佳 ｾｷﾔ ﾕｶ 掛川市 0:37:01

218 8968 吉村 怜奈 ﾖｼﾑﾗ ﾚｲﾅ 浜松市 0:37:07

219 8183 竹内 佳織 ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ 浜松市 0:37:08

220 8841 塩原 茉那美 ｼｵﾊﾗ ﾏﾅﾐ 磐田市 0:37:19

221 8174 岡本 麗花 ｵｶﾓﾄ ﾚｲｶ 愛知県 愛知信用金庫 0:37:19

222 8824 黒田 文里 ｸﾛﾀﾞ ｱﾔﾘ 愛知県 0:37:20

223 8084 田中 順子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:37:22

224 8480 加藤 理絵 ｶﾄｳ ﾘｴ 浜松市 0:37:30

225 8682 中川 香織 ﾅｶｶﾞﾜ ｶｵﾘ 静岡市 0:37:31

226 8292 外山 紀子 ﾄﾔﾏ ﾉﾘｺ 浜松市 0:37:37

227 7776 鈴木 まゆみ ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ 袋井市 0:37:42

228 7881 川島 千依 ｶﾜｼﾏ ﾁｴ 磐田市 0:37:44

229 7580 川島 名々美 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅﾐ 磐田市 0:37:44

230 9005 五十嵐 清美 ｲｶﾞﾗｼ ｷﾖﾐ 藤枝市 0:37:45

231 8684 大石 智映子 ｵｵｲｼ ﾁｴｺ 磐田市 0:38:03

232 8277 岡田 茉弓 ｵｶﾀﾞ ﾏﾕﾐ 浜松市 住友生命 0:38:04

233 8712 前田 華奈 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅ 浜松市 0:38:06

234 8081 袴田 結子 ﾊｶﾏﾀ ﾕｳｺ 浜松市 0:38:11

235 8186 伊藤 友紀 ｲﾄｳ ﾕｷ 愛知県 0:38:14

236 8504 小河 菜々子 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅｺ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:38:16

237 8505 太田 惠子 ｵｵﾀ ｹｲｺ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:38:16

238 7804 内田 恵美 ｳﾁﾀﾞ ｴﾐ 神奈川県 0:38:19

239 8356 五明 佑香里 ｺﾞﾐｮｳ ﾕｶﾘ 浜松市 0:38:19

240 8764 三井 良枝 ﾐﾂｲ ﾖｼｴ 浜松市 0:38:27

241 8765 長瀨 由佳 ﾅｶﾞｾ ﾕｶ 浜松市 0:38:27

242 8822 八木 ひで美 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾐ 菊川市 0:38:28

243 8839 安藤 美那子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅｺ 磐田市 0:38:29

244 8838 中原 里花子 ﾅｶﾊﾗ ﾘｶｺ 森町 0:38:30

245 8008 蓮井 みなみ ﾊｽｲ ﾐﾅﾐ 愛知県 0:38:32

246 9006 渡邊 佐季子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｷｺ 藤枝市 0:38:42

247 8181 薮崎 恵子 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｹｲｺ 袋井市 0:38:45

248 8547 立花 千穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾁﾎ 磐田市 サンショウ 0:38:47

249 8673 赤尾 菜美 ｱｶｵ ﾅﾐ 浜松市 0:38:49

250 8674 大場 絵倫子 ｵｵﾊﾞ ｴﾘｺ 浜松市 0:38:50
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251 8117 亀谷 真由 ｶﾒｶﾞｲ ﾏﾕ 愛知県 0:38:54

252 8116 橋本 そよか ﾊｼﾓﾄ ｿﾖｶ 愛知県 0:38:54

253 9007 森 美紀 ﾓﾘ ﾐｷ 藤枝市 0:39:01

254 7180 平野 ゆか ﾋﾗﾉ ﾕｶ 愛知県 0:39:03

255 8396 鈴木 由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 磐田市 0:39:03

256 8897 加藤 香 ｶﾄｳ ｶｵﾘ 東京都 0:39:04

257 8082 住井 雅子 ｽﾐｲ ﾏｻｺ 磐田市 郵船ロジ 0:39:10

258 8531 江崎 礼子 ｴｻﾞｷ ﾚｲｺ 磐田市 0:39:11

259 8295 野々村 佳世 ﾉﾉﾑﾗ ｶﾖ 浜松市 0:39:13

260 7642 八木 泉実 ﾔｷﾞ ｲｽﾞﾐ 焼津市 0:39:14

261 8317 山口 真奈 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾅ 磐田市 0:39:15

262 8914 加藤 千保乃 ｶﾄｳ ﾁﾎﾉ 焼津市 0:39:19

263 8925 山田 梨加 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ 掛川市 0:39:24

264 7499 河部 晃子 ｶﾜﾍﾞ ｱｷｺ 浜松市 和光こども園 0:39:27

265 8937 小林 真夏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾂ 掛川市 0:39:33

266 8185 小杉 美穂 ｺｽｷﾞ ﾐﾎ 静岡市 ＪＡ 0:39:34

267 8941 建部 さおり ﾀﾃﾍﾞ ｻｵﾘ 掛川市 0:39:40

268 8469 平山 京子 ﾋﾗﾔﾏ ｷｮｳｺ 袋井市 0:39:41

269 8599 山下 統子 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾄｺ 浜松市 0:39:42

270 8600 山下 笑未 ﾔﾏｼﾀ ｴﾐ 浜松市 0:39:42

271 8386 村上 明美 ﾑﾗｶﾐ ｱｹﾐ 浜松市 0:39:43

272 8834 仲田 佳世 ﾅｶﾀﾞ ｶﾖ 静岡市 0:39:46

273 8119 酒井 綾子 ｻｶｲ ｱﾔｺ 浜松市 0:39:55

274 8695 小澤 亜紀 ｵｻﾞﾜ ｱｷ 浜松市 0:39:55

275 8926 中村 詩織 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 掛川市 0:39:56

276 8158 星野 春花 ﾎｼﾉ ﾊﾙｶ 東京都 0:39:58

277 8530 中村 紗緒莉 ﾅｶﾑﾗ ｻｵﾘ 浜松市 0:40:14

278 8290 磯部 礼香 ｲｿﾍﾞ ｱﾔｶ 浜松市 天竜病院 0:40:14

279 8529 川合 由香里 ｶﾜｲ ﾕｶﾘ 磐田市 0:40:15

280 8232 杉山 真理子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾘｺ 浜松市 0:40:15

281 8428 藤田 ひなの ﾌｼﾞﾀ ﾋﾅﾉ 袋井市 ＭＦランニング 0:40:15

282 8061 岩堀 愛子 ｲﾜﾎﾘ ｱｲｺ 袋井市 ハートセンター 0:40:20

283 9010 高田 薫 ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾙ 藤枝市 0:40:29

284 8276 永代 絵里奈 ｴｲﾀﾞｲ ｴﾘﾅ 浜松市 住友生命 0:40:43

285 7717 田中 幸枝 ﾀﾅｶ ｻﾁｴ 浜松市 0:40:45

286 7781 中村 良美 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾐ 浜松市 0:40:47

287 8948 加古 晶美 ｶｺ ﾏｻﾐ 袋井市 0:40:51

288 8728 田島 美香 ﾀｼﾞﾏ ﾐｶ 愛知県 0:40:56

289 8289 三上 悠里 ﾐｶﾐ ﾕﾘ 浜松市 天竜病院 0:41:03

290 8353 秋元 可奈子 ｱｷﾓﾄ ｶﾅｺ 浜松市 まちの保健室 0:41:09

291 8362 左口 瑠衣子 ｻｸﾞﾁ ﾙｲｺ 磐田市 まちの保健室 0:41:09

292 8636 伊熊 梨花 ｲｸﾏ ﾘｶ 浜松市 0:41:48

293 8634 大久保 月穂 ｵｵｸﾎﾞ ﾂｷﾎ 浜松市 0:41:48

294 8301 天野 貴子 ｱﾏﾉ ﾀｶｺ 掛川市 0:41:59

295 7857 大井 瑛里佳 ｵｵｲ ｴﾘｶ 磐田市 0:42:01

296 8366 中村 めぐみ ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:42:05

297 8075 木下 響子 ｷﾉｼﾀ ｷｮｳｺ 浜松市 サンショウ 0:42:15

298 8543 田村 幸穂 ﾀﾑﾗ ｻﾁﾎ 浜松市 サンショウ 0:42:15

299 8139 平松 加奈永 ﾋﾗﾏﾂ ｶﾅｴ 愛知県 0:42:21

300 8898 加藤 茜 ｶﾄｳ ｱｶﾈ 磐田市 0:42:23
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301 7914 大内 真利子 ｵｵｳﾁ ﾏﾘｺ 掛川市 0:42:26

302 8670 松岡 ケイラ ﾏﾂｵｶ ｹｲﾗ 袋井市 0:42:29

303 8278 美和 真未 ﾐﾜ ﾏﾐ 浜松市 住友生命 0:42:30

304 8134 深谷 久実花 ﾌｶﾔ ｸﾐｶ 浜松市 天竜病院 0:42:34

305 8380 江塚 麻衣 ｴﾂﾞｶ ﾏｲ 磐田市 0:42:48

306 7731 河合 南奈 ｶﾜｲ ﾅﾅ 磐田市 イワタックス 0:43:13

307 8873 榛葉 絢未 ｼﾝﾊﾞ ｱﾔﾐ 掛川市 0:43:31

308 9018 山崎 奈津子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｺ 島田市 0:43:39

309 8579 服部 花穂 ﾊｯﾄﾘ ｶﾎ 磐田市 0:43:48

310 8817 中山 良美 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾐ 浜松市 0:43:50

311 8778 高田 友美 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ 磐田市 0:43:58

312 8936 高田 早紀子 ﾀｶﾀﾞ ｻｷｺ 掛川市 0:44:05

313 8933 坂口 亜実 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾐ 掛川市 0:44:06

314 8094 石原 悠衣 ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 浜松市 0:44:36

315 8721 天野 美琴 ｱﾏﾉ ﾐｺﾄ 島田市 0:44:45

316 8723 杉田 絢美 ｽｷﾞﾀ ｱﾔﾐ 浜松市 0:44:45

317 8722 渥美 詩織 ｱﾂﾐ ｼｵﾘ 浜松市 0:44:46

318 8939 藤野 みのり ﾌｼﾞﾉ ﾐﾉﾘ 掛川市 0:45:10

319 8555 山本 彩香 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 菊川市 0:45:31

320 8330 鈴木 悠記子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 袋井市 0:45:31

321 8542 神原 若奈 ｶﾐﾊﾗ ﾜｶﾅ 袋井市 0:45:31

322 8766 岩瀬 瑠美 ｲﾜｾ ﾙﾐ 浜松市 0:45:38

323 8923 中村 優香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 掛川市 0:46:21

324 8927 小澤 響子 ｵｻﾞﾜ ｷｮｳｺ 掛川市 0:46:49

325 8986 池谷 愛 ｲｹｶﾞﾔ ｱｲ 磐田市 0:46:52

326 8988 近藤 芽光 ｺﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:46:52

327 8987 平山 号那 ﾋﾗﾔﾏ ﾅﾅ 浜松市 0:46:53

328 8985 村松 直美 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵﾐ 磐田市 0:46:53

329 8313 神田 喜子 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 浜松市 0:46:54

330 8418 加藤 菜津歩 ｶﾄｳ ﾅﾂﾎ 磐田市 住友生命 0:47:00

331 8666 乙部 真衣 ｵﾄﾍﾞ ﾏｲ 浜松市 0:47:05

332 8667 森本 友美 ﾓﾘﾓﾄ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:47:07

333 8419 鈴木 藍 ｽｽﾞｷ ｱｲ 袋井市 住友生命 0:47:23

334 8010 松浦 愛 ﾏﾂｳﾗ ｱｲ 大阪府 0:47:30

335 9045 磯部 奈都記 ｲｿﾍﾞ ﾅﾂｷ 浜松市 0:47:33

336 8340 長谷川 顕子 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷｺ 磐田市 0:47:55

337 8339 鶴見 孝枝 ﾂﾙﾐ ﾀｶｴ 磐田市 0:47:55

338 8909 松林 久美 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｸﾐ 浜松市 0:47:56

339 8324 佐々木 育実 ｻｻｷ ｲｸﾐ 浜松市 0:48:03

340 8924 渥美 早夏 ｱﾂﾐ ｻﾔｶ 掛川市 0:48:39

341 7798 小杉 菜々 ｺｽｷﾞ ﾅﾅ 浜松市 チームみやした 0:49:35

342 7800 飯田 真莉 ｲｲﾀﾞ ﾏﾘ 浜松市 チームみやした 0:49:35
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1 7103 川島 悦代 ｶﾜｼﾏ ｴﾂﾖ 浜松市 ポニー＆ラブ 0:20:30

2 7236 小林 弥生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾖｲ 焼津市 0:21:26

3 7214 寺田 喜美 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼﾐ 磐田市 0:21:51

4 7209 吉山 由香 ﾖｼﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 0:22:25

5 7132 内山 昭代 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾖ 浜松市 ★ＳＰＪ★ 0:23:02

6 7323 村松 順子 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 Ｔ．ＮＥＥＤＳ 0:23:33

7 7388 鈴木 ゆかり ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 浜松市 0:23:44

8 7210 小久保 秀美 ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾐ 愛知県 0:23:50

9 7233 横道 明子 ﾖｺﾐﾁ ｱｷｺ 浜松市 Ｔ－Ｓａｎｔａ 0:24:01

10 7246 村松 みゆき ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾕｷ 島田市 健康体育９１１ 0:24:09

11 7992 大城 まゆみ ｵｵｼﾛ ﾏﾕﾐ 浜松市 0:25:04

12 7325 深津 やよい ﾌｶﾂ ﾔﾖｲ 掛川市 0:25:19

13 7344 福田 輝美 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾙﾐ 島田市 0:25:29

14 7324 岡崎 由起子 ｵｶｻﾞｷ ﾕｷｺ 静岡市 0:25:48

15 7170 藤田 瑞世 ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞﾖ 浜松市 エンケイＲＣ 0:25:57

16 7272 梅本 恵美子 ｳﾒﾓﾄ ｴﾐｺ 浜松市 0:26:29

17 8454 村上 佳代 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ 浜松市 0:26:38

18 7511 石井 里枝 ｲｼｲ ｻﾄｴ 静岡市 0:26:40

19 7267 永井 歩見 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾐ 磐田市 0:26:58

20 7229 高橋 靖代 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾖ 浜松市 0:27:02

21 7811 清水 静子 ｼﾐｽﾞ ｼｽﾞｺ 浜松市 大石農場ハム 0:27:07

22 8467 今本 富江 ｲﾏﾓﾄ ﾄﾐｴ 焼津市 0:27:19

23 7436 茶谷 宏枝 ﾁｬﾔ ﾋﾛｴ 浜松市 0:27:24

24 7038 山田 美保子 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾎｺ 掛川市 ＶＩＶＡＣＥ 0:27:32

25 7577 浅川 千鶴子 ｱｻｶﾜ ﾁﾂﾞｺ 浜松市 チーム３３ 0:27:34

26 7327 足立 千枝子 ｱﾀﾞﾁ ﾁｴｺ 浜松市 中沢町陸上部 0:27:41

27 7637 市川 亜希世 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾖ 磐田市 0:27:44

28 7376 外戸口 久子 ｹﾄﾞｸﾞﾁ ﾋｻｺ 浜松市 0:28:04

29 7582 鈴木 貴美代 ｽｽﾞｷ ｷﾐﾖ 静岡市 0:28:08

30 7734 鈴木 純子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:28:15

31 7747 杉浦 美香 ｽｷﾞｳﾗ ﾐｶ 浜松市 0:28:19

32 7823 野末 淑乃 ﾉｽﾞｴ ﾖｼﾉ 磐田市 0:28:32

33 8133 小内 マサエ ｵﾅｲ ﾏｻｴ 浜松市 0:28:48

34 7435 成瀬 智紗 ﾅﾙｾ ﾁｻ 静岡市 虹星 0:28:50

35 8101 松下 美奈子 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾅｺ 菊川市 0:28:52

36 7633 八木 正恵 ﾔｷﾞ ﾏｻｴ 焼津市 0:28:59

37 7682 加藤 康子 ｶﾄｳ ﾔｽｺ 磐田市 0:29:00

38 8296 太田 多賀代 ｵｵﾀ ﾀｶﾖ 浜松市 0:29:09

39 7791 野中 玲子 ﾉﾅｶ ﾚｲｺ 浜松市 0:29:09

40 7587 花房 笑子 ﾊﾅﾌﾞｻ ｴﾐｺ 磐田市 0:29:11

41 7586 石村 菜穂子 ｲｼﾑﾗ ﾅﾎｺ 焼津市 0:29:19

42 7529 杉田 桂子 ｽｷﾞﾀ ｹｲｺ 磐田市 0:29:26

43 7745 森本 菊代 ﾓﾘﾓﾄ ｷｸﾖ 浜松市 及川クラブ 0:29:32

44 7765 谷川 祐子 ﾀﾆｶﾜ ﾕｳｺ 愛知県 0:29:34

45 8135 大川原 実子 ｵｵｶﾜﾗ ﾐｺ 掛川市 0:29:38

46 8373 赤堀 真愉子 ｱｶﾎﾘ ﾏﾕｺ 浜松市 楽園 0:29:42

47 7540 高橋 くにみ ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾐ 静岡市 0:29:43

48 8348 伊石 由香 ｲｾｷ ﾕｶ 静岡市 0:29:45

49 7814 鈴木 幸代 ｽｽﾞｷ ｻﾁﾖ 浜松市 0:29:48

50 7407 黨 美代子 ﾄｳ ﾐﾖｺ 浜松市 雄踏ＲＵＮ 0:29:52
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51 8730 土田 みどり ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 磐田市 ほやこげ走集団 0:29:53

52 7833 堀内 知恵 ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓｴ 磐田市 0:29:54

53 8562 小栗 恵子 ｵｸﾞﾘ ｹｲｺ 磐田市 0:29:55

54 7904 柿下 立穂 ｶｷｼﾀ ﾘﾂﾎ 静岡市 0:29:58

55 7401 池田 邦枝 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｴ 浜松市 0:30:00

56 7792 渡辺 綾子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ 浜松市 0:30:05

57 8104 原 由美 ﾊﾗ ﾕﾐ 愛知県 0:30:16

58 7869 久米 陽子 ｸﾒ ﾖｳｺ 浜松市 浜松行行倶楽部 0:30:20

59 7663 東 亜希子 ﾋｶﾞｼ ｱｷｺ 焼津市 0:30:21

60 8151 鈴木 朝子 ｽｽﾞｷ ｱｻｺ 神奈川県 0:30:22

61 7604 鈴木 髙代 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖ 浜松市 0:30:25

62 7380 二村 浩美 ﾆﾑﾗ ﾋﾛﾐ 掛川市 0:30:29

63 8753 鈴木 良子 ｽｽﾞｷ ﾅｶﾞｺ 浜松市 積中剣道部 0:30:31

64 8751 青島 江里子 ｱｵｼﾏ ｴﾘｺ 磐田市 積中剣道部 0:30:31

65 7963 老川 通子 ｵｲｶﾜ ﾐﾁｺ 静岡市 0:30:34

66 7647 伊藤 由紀 ｲﾄｳ ﾕｷ 三重県 0:30:41

67 7521 大池 恵子 ｵｵｲｹ ｹｲｺ 浜松市 0:30:42

68 7921 鈴木 恭子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 浜松市 みずきＲＣ 0:30:42

69 7317 本橋 真弓 ﾓﾄﾊｼ ﾏﾕﾐ 静岡市 0:30:46

70 7851 石井 絹子 ｲｼｲ ｷﾇｺ 愛知県 0:30:49

71 7353 高木 邦子 ﾀｶｷﾞ ｸﾆｺ 静岡市 0:30:52

72 7414 鈴木 由佳子 ｽｽﾞｷ ﾕｶｺ 磐田市 0:30:55

73 7425 桑原 真友美 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾕﾐ 磐田市 0:30:59

74 7400 濱口 恭江 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔｽｴ 浜松市 0:31:00

75 7625 桑原 佳世 ｸﾜﾊﾗ ｶﾖ 掛川市 東海物産 0:31:02

76 7251 松浦 寿子 ﾏﾂｳﾗ ﾄｼｺ 掛川市 0:31:14

77 7728 堀 安子 ﾎﾘ ﾔｽｺ 焼津市 0:31:15

78 7831 早川 由香 ﾊﾔｶﾜ ﾕｶ 愛知県 スカイブルー 0:31:24

79 7826 磯田 雅子 ｲｿﾀﾞ ﾏｻｺ 静岡市 0:31:24

80 7931 漆畑 路子 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾐﾁｺ 焼津市 0:31:40

81 7982 岩森 貴子 ｲﾜﾓﾘ ﾀｶｺ 藤枝市 0:31:49

82 7818 岡本 直美 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾐ 浜松市 0:31:49

83 7959 服部 里美 ﾊｯﾄﾘ ｻﾄﾐ 浜松市 0:31:54

84 8785 永田 章子 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｺ 掛川市 0:31:54

85 7957 松本 有子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｺ 掛川市 0:32:01

86 8025 伊藤 真理 ｲﾄｳ ﾏﾘ 浜松市 0:32:03

87 7656 松澤 裕子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｺ 千葉県 0:32:04

88 8017 青木 しのぶ ｱｵｷ ｼﾉﾌﾞ 愛知県 0:32:05

89 8072 佐藤 友美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 焼津市 0:32:06

90 8757 仙北屋 良乃 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ﾖｼﾉ 静岡市 0:32:07

91 7600 櫻井 仁子 ｻｸﾗｲ ｻﾄｺ 浜松市 0:32:08

92 8880 松井 尚美 ﾏﾂｲ ﾅｵﾐ 愛知県 0:32:12

93 7877 内山 知香 ｳﾁﾔﾏ ﾁｶ 浜松市 0:32:17

94 7617 梅藤 薫 ﾊﾞｲﾄｳ ｶｵﾙ 浜松市 0:32:19

95 7359 袴田 美代子 ﾊｶﾏﾀ ﾐﾖｺ 浜松市 小豆餅駅伝部 0:32:20

96 8019 鳥居 美穂 ﾄﾘｲ ﾐﾎ 磐田市 0:32:20

97 7979 鈴木 いづみ ｽｽﾞｷ ｲﾂﾞﾐ 磐田市 0:32:22

98 7813 斉藤 紀子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 浜松市 0:32:24

99 7345 向島 かおる ﾑｺｳｼﾞﾏ ｶｵﾙ 藤枝市 0:32:26

100 7675 岡崎 かおる ｵｶｻﾞｷ ｶｵﾙ 藤枝市 0:32:31
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101 7641 齋藤 祐子 ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ 浜松市 0:32:31

102 7740 川島 惠子 ｶﾜｼﾏ ｹｲｺ 浜松市 みずきＲＣ 0:32:33

103 7657 竹内 緑 ﾀｹｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ 磐田市 メイツ走遊会 0:32:38

104 7824 馬場 暁子 ﾊﾟﾊﾟ ｱｷｺ 神奈川県 ＳＡＣ磐田 0:32:42

105 7958 西村 真由美 ﾆｼﾑﾗ ﾏﾕﾐ 浜松市 0:32:47

106 8975 小山 知子 ｺﾔﾏ ﾄﾓｺ 袋井市 0:32:54

107 8947 橋本 いづみ ﾊｼﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 浜松市 0:32:57

108 8129 小野 浩美 ｵﾉ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:32:59

109 7998 松尾 美和 ﾏﾂｵ ﾐﾜ 浜松市 0:33:02

110 7860 小取 彩 ｺﾄﾘ ｱﾔ 磐田市 メイツ走遊会 0:33:05

111 8080 黒柳 久代 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋｻﾖ 磐田市 0:33:06

112 7955 砂子 容子 ｽﾅｺ ﾖｳｺ 磐田市 0:33:07

113 7724 岡﨑 直子 ｵｶｻﾞｷ ﾅｵｺ 磐田市 ハートセンター 0:33:08

114 7976 志賀 亜弓 ｼｶﾞ ｱﾕﾐ 磐田市 0:33:12

115 8190 阿部 容子 ｱﾍﾞ ﾖｳｺ 磐田市 0:33:12

116 8031 尾崎 尚子 ｵｻﾞｷ ﾅｵｺ 浜松市 0:33:14

117 7995 栗林 いづみ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾐ 焼津市 焼津市医師会 0:33:14

118 7640 尾崎 律世 ｵｻﾞｷ ﾘﾂﾖ 浜松市 チームみやした 0:33:14

119 8789 浅井 洋江 ｱｻｲ ﾋﾛｴ 愛知県 0:33:18

120 8042 河野 明子 ｺｳﾉ ｱｷｺ 藤枝市 0:33:22

121 8164 植田 千名美 ｳｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ 磐田市 磐田市豊浜 0:33:24

122 8249 北村 宏美 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾐ 磐田市 0:33:24

123 8361 小田巻 理恵 ｵﾀﾞﾏｷ ﾘｴ 静岡市 0:33:28

124 7819 鈴木 聡子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 浜松市 0:33:30

125 8814 谷中 三奈子 ﾔﾅｶ ﾐﾅｺ 島田市 0:33:30

126 7972 石橋 美奈 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾅ 静岡市 0:33:31

127 7699 青山 豊子 ｱｵﾔﾏ ﾄﾖｺ 浜松市 0:33:38

128 7713 佐藤 啓子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 浜松市 0:33:40

129 7980 中村 かおり ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ 静岡市 0:33:41

130 7630 白鳥 夫佐子 ｼﾗﾄﾘ ﾌｻｺ 静岡市 0:33:44

131 7465 増井 利枝 ﾏｽｲ ﾘｴ 浜松市 0:33:45

132 8003 山西 加恵 ﾔﾏﾆｼ ｶｴ 静岡市 0:33:45

133 7712 伊藤 順子 ｲﾄｳ 浜松市 0:33:48

134 8798 鈴木 清美 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾐ 浜松市 0:33:48

135 8102 宮下 真由美 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾕﾐ 長野県 0:33:48

136 7896 米澤 晴美 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾊﾙﾐ 浜松市 0:33:48

137 7711 高井 かおる ﾀｶｲ ｶｵﾙ 浜松市 0:33:48

138 7666 金指 ミチ子 ｶﾅｻｼ ﾐﾁｺ 磐田市 0:33:49

139 7897 平口 洋子 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾖｳｺ 島田市 中川牧場 0:33:51

140 7685 平野 真抄美 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾐ 浜松市 0:33:54

141 8906 永井 和代 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾖ 袋井市 0:33:54

142 8070 沼田 ふゆ子 ﾇﾏﾀ ﾌﾕｺ 富士市 0:33:59

143 8246 進士 祐子 ｼﾝｼﾞ ﾕｳｺ 島田市 0:34:03

144 8878 石黒 佳子 ｲｼｸﾞﾛ ﾖｼｺ 愛知県 0:34:04

145 8583 清水 奈美絵 ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｴ 浜松市 0:34:07

146 7736 落合 美子 ｵﾁｱｲ ﾖｼｺ 菊川市 0:34:08

147 7738 堀 好美 ﾎﾘ ﾖｼﾐ 菊川市 0:34:09

148 8180 原崎 雅美 ﾊﾗｻﾞｷ ﾏｻﾐ 静岡市 0:34:09

149 8378 小野寺 秀美 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞﾐ 浜松市 浜松市役所 0:34:10

150 7698 石塚 さとみ ｲｼﾂﾞｶ ｻﾄﾐ 浜松市 0:34:12
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151 8575 菊地 優子 ｷｸﾁ ﾕｳｺ 浜松市 みずき浜松ＲＣ 0:34:17

152 7615 大杉 千春 ｵｵｽｷﾞ ﾁﾊﾙ 磐田市 0:34:18

153 7654 横井 明美 ﾖｺｲ ｱｹﾐ 浜松市 早出Ｊクラブ 0:34:23

154 7788 堀内 真智子 ﾎﾘｳﾁ ﾏﾁｺ 掛川市 0:34:29

155 8020 名倉 万紀子 ﾅｸﾞﾗ ﾏｷｺ 磐田市 0:34:39

156 7989 森岡 洋子 ﾓﾘｵｶ ﾅﾐｺ 浜松市 0:34:41

157 7769 高保 幸乃 ﾀｶﾎ ﾕｷﾉ 藤枝市 0:34:41

158 8409 中野 愛子 ﾅｶﾉ ｱｲｺ 磐田市 0:34:43

159 7892 丸山 政代 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾖ 掛川市 0:34:45

160 8048 鈴木 久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 浜松市 0:34:46

161 8490 鈴木 栄子 ｽｽﾞｷ ｴｲｺ 浜松市 お走走 0:34:55

162 7985 清水 規里枝 ｼﾐｽﾞ ｷﾘｴ 愛知県 0:35:06

163 7434 小楠 友江 ｵｸﾞｽ ﾄﾓｴ 静岡市 0:35:06

164 7669 田中 さつき ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 沼津市 0:35:06

165 8021 塚田 松恵 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾂｴ 磐田市 0:35:08

166 8536 岩崎 由歌利 ｲﾜｻﾞｷ ﾕｶﾘ 島田市 0:35:10

167 8233 篠原 真由美 ｼﾉﾊﾗ ﾏﾕﾐ 島田市 0:35:10

168 8642 吉川 敬子 ﾖｼｶﾜ ｹｲｺ 裾野市 0:35:21

169 7504 松田 佳子 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺ 富士宮市 0:35:22

170 7746 髙橋 久子 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｺ 袋井市 0:35:22

171 9044 金子 夏京 ｶﾈｺ ｼｬｱｼﾞｭﾝ 愛知県 0:35:34

172 8063 川村 淳子 ｶﾜﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 焼津市 0:35:34

173 7898 杉本 真智子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾁｺ 島田市 中川牧場 0:35:35

174 8168 杉山 あき子 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷｺ 静岡市 0:35:36

175 7808 嶋田 明子 ｼﾏﾀﾞ ｱｷｺ 愛知県 ジェットクラブ 0:35:36

176 8513 井熊 忍 ｲｸﾏ ｼﾉﾌﾞ 磐田市 0:35:39

177 8683 増田 曜子 ﾏｽﾀﾞ ﾖｳｺ 静岡市 0:35:39

178 8828 伊藤 聡子 ｲﾄｳ ｻﾄｺ 磐田市 0:35:40

179 7999 山本 環 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ 藤枝市 蹴り上げ王者 0:35:41

180 7978 加藤 尚乃 ｶﾄｳ ﾋｻﾉ 菊川市 0:35:42

181 8002 香高 由美 ｺｳﾀﾞｶ ﾕﾐ 浜松市 0:35:45

182 8694 二橋 宏美 ﾆﾊｼ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:35:47

183 7946 吉澤 かおる ﾖｼｻﾞﾜ ｶｵﾙ 静岡市 0:35:48

184 7988 青井 みな子 ｱｵｲ ﾐﾅｺ 磐田市 0:35:52

185 8035 目代 聡美 ﾓｸﾀﾞｲ ｻﾄﾐ 静岡市 ススト 0:35:54

186 7607 山本 やちよ ﾔﾏﾓﾄ ﾔﾁﾖ 浜松市 0:35:54

187 7689 本山 久美子 ﾓﾄﾔﾏ ｸﾐｺ 磐田市 0:35:57

188 8207 伊藤 千緒 ｲﾄｳ ﾁｵ 磐田市 0:35:59

189 7974 石井 治代 ｲｼｲ ﾊﾙﾖ 浜松市 0:36:00

190 7160 間渕 由紀 ﾏﾌﾞﾁ ﾕｷ 浜松市 0:36:01

191 8890 石黒 喜代美 ｲｼｸﾞﾛ ｷﾖﾐ 袋井市 スギドラッグ 0:36:01

192 8887 斉藤 久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 藤枝市 0:36:02

193 8307 堀口 順子 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 袋井市 0:36:03

194 8223 高橋 多佳乃 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾉ 磐田市 0:36:04

195 8282 北谷 きく江 ｷﾀﾔ ｷｸｴ 磐田市 0:36:08

196 8044 村松 恵美 ﾑﾗﾏﾂ ｴﾐ 菊川市 0:36:15

197 8252 白井 裕子 ｼﾗｲ ﾕｳｺ 浜松市 0:36:30

198 7961 河辺 理夏 ｶﾜﾍﾞ ﾘｶ 袋井市 0:36:33

199 7715 田中 恭子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 浜松市 0:36:33

200 8263 長谷川 久代 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾖ 浜松市 0:36:33
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201 8194 足土 美雪 ｱﾂﾞﾁ ﾐﾕｷ 浜松市 すきっぷ 0:36:37

202 8062 渡辺 恵理子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｺ 浜松市 ＰＴＡカフェ 0:36:43

203 7878 田中 里佳 ﾀﾅｶ ﾘｶ 愛知県 ＡＦＣ 0:36:45

204 8033 末田 忍 ｽｴﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 0:36:46

205 8524 川島 紀子 ｶﾜｼﾏ ﾉﾘｺ 磐田市 0:36:50

206 8716 高橋 香奈江 ﾀｶﾊｼ ｶﾅｴ 掛川市 第一商事（株） 0:36:52

207 8641 芦川 和美 ｱｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ 磐田市 0:36:57

208 8293 池ヶ谷 朝香 ｲｹｶﾞﾔ ｱｻｶ 藤枝市 0:36:58

209 7704 大石 節代 ｵｵｲｼ ｾﾂﾖ 磐田市 0:37:05

210 7977 鎌倉 優子 ｶﾏｸﾗ ﾕｳｺ 浜松市 0:37:05

211 8556 田村 朝代 ﾀﾑﾗ ｱｻﾖ 掛川市 0:37:07

212 8198 野上 雅恵 ﾉｶﾞﾐ ﾏｻｴ 愛知県 0:37:11

213 8486 山本 まち子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾁｺ 浜松市 ポニー＆ラブ 0:37:15

214 8476 富田 美雪 ﾄﾐﾀ ﾐﾕｷ 静岡市 0:37:18

215 8525 中村 弘美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 浜松市 お走走 0:37:19

216 8466 佐野 佐知子 ｻﾉ ｻﾁｺ 磐田市 0:37:24

217 8001 山崎 智子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 静岡市 0:37:26

218 8392 川村 友子 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｺ 焼津市 0:37:33

219 8755 鈴木 香予 ｽｽﾞｷ ｶﾖ 磐田市 0:37:37

220 8034 大橋 奈津江 ｵｵﾊｼ ﾅﾂｴ 磐田市 0:37:44

221 8633 奥山 知恵子 ｵｸﾔﾏ ﾁｴｺ 浜松市 0:37:46

222 8332 渡辺 正恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｴ 埼玉県 矢沢倶楽部 0:37:48

223 8698 内藤 美佐子 ﾅｲﾄｳ ﾐｻｺ 浜松市 0:37:55

224 8483 齊藤 継枝 ｻｲﾄｳ ﾂｸﾞｴ 島田市 0:37:55

225 8434 佐々木 宏子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ 磐田市 いずみ保育園 0:37:57

226 8231 鈴木 仁美 ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:37:58

227 8156 杉保 浩子 ｽｷﾞﾎ ﾋﾛｺ 浜松市 0:38:08

228 8854 堀本 陽子 ﾎﾘﾓﾄ ﾖｳｺ 藤枝市 大林組 0:38:10

229 8961 岡本 桂子 ｵｶﾓﾄ ｹｲｺ 袋井市 0:38:15

230 8212 山下 朋代 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾖ 磐田市 0:38:15

231 8188 佐藤 めぐみ ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:38:16

232 8417 舘石 知織 ﾀﾃｲｼ ﾁｵﾘ 袋井市 住友生命 0:38:19

233 8261 中村 エレナ ﾅｶﾑﾗ ｴﾚﾅ 浜松市 0:38:19

234 8974 新城 綾 ｼﾝｼﾞｮｳ ｱﾔ 愛知県 0:38:20

235 8781 高橋 弥生 ﾀｶﾊｼ ﾔﾖｲ 浜松市 0:38:31

236 8786 村松 真弓 ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾕﾐ 浜松市 0:38:31

237 8882 高橋 明子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ 東京都 0:38:33

238 8334 森下 美香 ﾓﾘｼﾀ ﾐｶ 浜松市 ＦＵＴＡＣＹＵ 0:38:35

239 8335 馬渕 京子 ﾏﾌﾞﾁ ｷｮｳｺ 浜松市 ＦＵＴＡＣＹＵ 0:38:35

240 8336 木下 重美 ｷｼﾀ ｼｹﾞﾐ 掛川市 ＦＵＴＡＣＹＵ 0:38:35

241 8337 渋谷 真弓 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕﾐ 浜松市 ＦＵＴＡＣＹＵ 0:38:35

242 8146 福士 恵 ﾌｸｼ ﾒｸﾞﾐ 島田市 中川牧場 0:38:40

243 8111 野沢 チエ子 ﾉｻﾞﾜ ﾁｴｺ 浜松市 小笠山クラブ 0:38:42

244 8175 岩附 由佳 ｲﾜﾂｷ ﾕｶ 掛川市 0:38:42

245 7513 内山 明美 ｳﾁﾔﾏ ｱｹﾐ 浜松市 0:38:46

246 8347 鳩野 美奈子 ﾊﾄﾉ ﾐﾅｺ 三島市 0:38:47

247 8915 外山 裕美子 ﾄﾔﾏ ﾕﾐｺ 浜松市 0:38:48

248 8294 松田 美穂 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾎ 愛知県 0:38:50

249 8091 吉川 久美子 ｷｯｶﾜ ｸﾐｺ 浜松市 0:38:53

250 8756 鈴木 美保 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 磐田市 0:38:59
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251 8112 安藤 三千代 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾖ 浜松市 アグレッシブ 0:39:06

252 8343 永田 芳子 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｺ 浜松市 メイプルズ浜松 0:39:07

253 8308 岩本 浩子 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｺ 浜松市 0:39:10

254 8247 宗野 智子 ｿｳﾉ ﾄﾓｺ 島田市 0:39:21

255 8584 加藤 裕子 ｶﾄｳ ﾋﾛｺ 浜松市 0:39:30

256 8092 小原 純子 ｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:39:34

257 8385 斉藤 ゆか ｻｲﾄｳ ﾕｶ 浜松市 0:39:44

258 8073 髙栁 みつ子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｺ 浜松市 お走走 0:39:58

259 8237 松野 みどり ﾏﾂﾉ ﾐﾄﾞﾘ 浜松市 お走走 0:40:01

260 7755 丹羽 惠里子 ﾆﾜ ｴﾘｺ 愛知県 0:40:02

261 8565 山中 瑞穂 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂﾞﾎ 磐田市 0:40:02

262 7756 中村 久美子 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ 愛知県 0:40:03

263 8678 油井 圭美 ﾕｲ ﾀﾏﾐ 焼津市 0:40:05

264 8345 太田 公美 掛川市 0:40:10

265 8077 杉浦 ひと美 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ 袋井市 0:40:13

266 8672 池上 美紀 ｲｹｶﾞﾐ ﾐｷ 浜松市 0:40:13

267 8120 秋山 みどり ｱｷﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 静岡市 0:40:14

268 8205 大関 教恵 ｵｵｾﾞｷ ﾉﾘｴ 新潟県 0:40:26

269 8121 平塚 百合香 ﾋﾗﾂｶ ﾕﾘｶ 磐田市 0:40:33

270 8052 菊池 知子 ｷｸﾁ ﾄﾓｺ 浜松市 0:40:40

271 8573 平松 登茂子 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ 磐田市 0:40:40

272 8179 村松 淳 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 磐田市 ＰＴＡカフェ♡ 0:40:43

273 8208 松下 さち子 ﾏﾂｼﾀ ｻﾁｺ 島田市 0:40:45

274 8272 鈴木 京子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 伊豆の国市 0:40:48

275 8843 佐原 直美 ｻﾊﾗ ﾅｵﾐ 磐田市 0:41:09

276 7761 村川 実加 ﾑﾗｶﾜ ﾐｶ 浜松市 まちの保健室 0:41:09

277 7810 金子 利穂子 ｶﾈｺ ﾘﾎｺ 藤枝市 0:41:12

278 8242 山本 弘子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ 磐田市 0:41:26

279 7858 水沼 多香子 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾀｶｺ 浜松市 Ｓ・Ｒ・Ｃ 0:41:28

280 8018 長谷川 富美子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐｺ 焼津市 0:41:30

281 8124 長阪 弘枝 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｴ 御前崎市 0:41:39

282 8675 吉田 有子 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｺ 浜松市 0:41:43

283 8161 鳥居 利代子 ﾄﾘｲ ﾘﾖｺ 磐田市 0:41:46

284 8407 杉村 典子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾉﾘｺ 磐田市 翔運輸 0:41:47

285 8067 種茂 和子 ﾀﾈﾓ ｶｽﾞｺ 磐田市 0:41:59

286 7762 大場 智美 ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾐ 袋井市 0:42:00

287 8015 松岡 由香理 ﾏﾂｵｶ ﾕｶﾘ 浜松市 そうきたかい 0:42:03

288 8162 水野 康代 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾖ 磐田市 磐田市役所 0:42:21

289 8024 横田 三千代 ﾖｺﾀ ﾐﾁﾖ 静岡市 0:43:00

290 8155 岩越 留美子 ｲﾜｺｼ ﾙﾐｺ 愛知県 0:43:18

291 8154 廣瀬 嘉美 ﾋﾛｾ ﾖｼﾐ 愛知県 0:43:19

292 8310 高橋 綾子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ 磐田市 0:43:33

293 7905 根方 あゆみ ﾈｶﾞﾀ ｱﾕﾐ 磐田市 0:43:33

294 7970 澤柳 晴子 ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｺ 浜松市 あ走会 0:43:50

295 8298 島村 まさ子 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻｺ 磐田市 0:43:54

296 8297 中山 直子 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｺ 磐田市 0:43:54

297 8604 堀内 友貴 ﾎﾘｳﾁ ﾕｷ 磐田市 0:43:57

298 8122 新海 祥代 ｼﾝｶｲ ｻﾁﾖ 静岡市 新海畳店 0:44:16

299 8328 大庭 惠美子 ｵｵﾊﾞ ｴﾐｺ 浜松市 磐田市社協 0:44:41

300 8557 馬渕 佳奈子 ﾏﾌﾞﾁ ｶﾅｺ 磐田市 静岡新美容専門 0:44:41
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301 7983 大林 勢子 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｾｲｺ 浜松市 0:45:00

302 8058 松井 まり子 ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ 菊川市 0:45:27

303 8236 西脇 末乃 ﾆｼﾜｷ ｽｴﾉ 菊川市 0:45:28

304 8540 松浦 真美 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾐ 森町 0:45:30

305 8318 金原 知香 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾁｶ 浜松市 0:45:43

306 8662 石野 享子 ｲｼﾉ ｷｮｳｺ 磐田市 0:46:00

307 8629 内田 峯子 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾈｺ 磐田市 0:46:10

308 8229 菅沼 喜代子 ｽｶﾞﾇﾏ ｷﾖｺ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 0:46:11

309 8213 大村 ひとみ ｵｵﾑﾗ ﾋﾄﾐ 浜松市 スマイリー 0:46:12

310 8266 鶴見 啓江 ﾂﾙﾐ ﾋﾛｴ 御前崎市 0:46:15

311 8197 中野 由美 ﾅｶﾉ ﾕﾐ 焼津市 佐川急便 0:46:18

312 8106 松元 康子 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｺ 浜松市 0:46:33

313 8284 縣 喜代 ｱｶﾞﾀ ｷﾖ 浜松市 0:46:57

314 8482 岡田 久世 ｵｶﾀﾞ ﾋｻﾖ 磐田市 0:46:57

315 8279 大久保 千尋 ｵｵｸﾎﾞ ﾁﾋﾛ 浜松市 住友生命 0:47:00

316 8274 石川 若代 ｲｼｶﾜ ﾜｶﾖ 浜松市 住友生命 0:47:01

317 8549 石垣 時代 ｲｼｶﾞｷ ﾄｷﾖ 静岡市 0:47:41

318 8216 若園 絹代 ﾜｶｿﾞﾉ ｷﾇﾖ 愛知県 0:49:53

319 8895 太平 千春 ｵｵﾋﾗ ﾁﾊﾙ 静岡市 生陽会 0:50:50
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1 7291 近田 達矢 ｺﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 愛知県 羽田中学校 0:17:13

2 7035 大脇 皐聖 ｵｵﾜｷ ｺｳｾｲ 裾野市 裾野クラッキ 0:18:00

3 7076 向島 央 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾏﾅｶ 静岡市 清水ミズノＳＣ 0:18:26

4 8459 清水 佑介 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 菊川市 菊川西中 0:18:34

5 7203 岩森 健太朗 ｲﾜﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 藤枝市 青島北中学校 0:19:00

6 7205 伊藤 大晴 ｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ 御前崎市 御前崎中 0:19:02

7 7569 塚本 陸斗 ﾂｶﾓﾄ ﾘｸﾄ 静岡市 賤機中学校 0:19:03

8 7183 増田 大夢 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾑ 吉田町 吉田中学校 0:19:46

9 7112 萱野 裕月 ｶﾔﾉ ﾕﾂﾞｷ 袋井市 0:19:49

10 7292 近田 陽路 ｺﾝﾀﾞ ﾋﾛ 愛知県 羽田中学校 0:19:54

11 7032 岡本 憲伍 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 浜松市 浜松市立篠原中 0:20:01

12 8861 井谷 哲士 ｲﾀﾆ ｻﾄｼ 袋井市 0:21:09

13 7066 大杉 隼也 ｵｵｽｷﾞ ｼｭﾝﾔ 袋井市 浅羽中学 0:21:17

14 7242 石井 友規 ｲｼｲ ﾕｳｷ 静岡市 0:21:52

15 7223 荒川 響 ｱﾗｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 愛知県 0:22:00

16 7390 内山 裕士郎 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 掛川市 大須賀中学校 0:22:10

17 7253 内山 晋一 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 掛川市 大須賀中学校 0:22:59

18 7478 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 浜松市 コロ吉 0:23:37

19 7304 中川 隼亮 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 愛知県 0:23:39

20 8969 杉野 海斗 ｽｷﾞﾉ ｶｲﾄ 袋井市 0:23:56

21 7483 三宅 諭 ﾐﾔｹ ﾕｳ 愛知県 岡崎市立竜海中 0:24:00

22 7234 小林 陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 藤枝市 高洲中 0:24:31

23 7431 伊藤 駿佑 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 岐阜県 陽南中学校 0:25:08

24 8626 益谷 錬 ﾏｽﾀﾆ ﾚﾝ 静岡市 長田西中学校 0:25:22

25 7825 山崎 優也 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾔ 焼津市 大井川中学校 0:26:04

26 7770 渥美 陽向 ｱﾂﾐ ﾋﾅﾀ 浜松市 バヤシ～ズ！ 0:26:39

27 8846 鈴木 直輝 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 静岡市 0:28:12

28 8793 望月 春佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 静岡市 静岡北 0:29:18

29 7534 土屋 一雄弥 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｵﾐ 静岡市 安東中 0:30:40

30 7256 外山 湧大 ﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 浜松市 内村組 0:34:42

31 7856 花田 幸輝 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｷ 浜松市 0:45:23

32 8376 神田 爽羽 ｶﾝﾀﾞ ｻﾜ 浜松市 光が丘中学校 0:45:23

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

５kｍ５kｍ５kｍ５kｍ市内男子中学生市内男子中学生市内男子中学生市内男子中学生

Print: 2016/11/13 12:56:19 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1 7019 豊岡 祐人 ﾄﾖｵｶ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田城山中学校 0:18:10

2 7111 鈴木 壮悟 ｽｽﾞｷ ｿｳｺﾞ 磐田市 神明中学 0:18:13

3 9022 石井 初樹 ｲｼｲ ﾊﾂｷ 磐田市 城山中学校 0:19:35

4 7139 廣川 逸人 ﾋﾛｶﾜ ﾊﾔﾄ 磐田市 磐田城山中 0:19:44

5 7116 志賀 風太 ｼｶﾞ ﾌｳﾀ 磐田市 磐田東中学校 0:19:53

6 7099 徳本 夏樹 ﾄｸﾓﾄ ﾅﾂｷ 磐田市 磐田第一中 0:20:10

7 7046 米澤 威斗 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｹﾄ 磐田市 磐田南部中 0:20:16

8 7204 沖 一馬 ｵｷ ｶｽﾞﾏ 磐田市 竜洋中 0:20:31

9 7676 中井 ひろのぶ ﾅｶｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 磐田市 城山中 0:21:38

10 7220 鈴木 悠馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 磐田市 磐田城山中学校 0:21:43

11 8912 嶋 恭輔 ｼﾏ ｷｮｳｽｹ 磐田市 城山中学 0:22:19

12 8738 佐藤 元紀 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ 磐田市 城山中 0:22:20

13 8488 渡邉 颯一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 磐田市 向陽中学校 0:23:05

14 8714 山田 智仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 磐田市 0:23:18

15 8955 川下 楓 ｶﾜｼﾀ ｶｴﾃﾞ 磐田市 磐田南部中学校 0:23:26

16 7383 金原 將晃 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻｱｷ 磐田市 磐田市城山中学 0:24:37

17 8963 高田 陸玖 ﾀｶﾀﾞ ﾘｸ 磐田市 磐田南部中 0:24:46

18 7321 大石 海生 ｵｵｲｼ ｶｲ 磐田市 福田中学校 0:25:16

19 8891 高木 瑛登 ﾀｶｷﾞ ｴｲﾄ 磐田市 神明中学校 0:25:26

20 7393 佐藤 暖 ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ 磐田市 城山中学校 0:25:36

21 8581 原田 凌甫 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 磐田市 向陽中学校 0:25:36

22 7164 松木 大河 ﾏﾂｷ ﾀｲｶﾞ 磐田市 0:26:52

23 8485 杉山 翔 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｮｳ 磐田市 0:29:11

24 8526 佐藤 惇司 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 磐田市 向陽中 0:29:14

25 8539 鈴木 瑛仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 磐田市 城山中学校 0:29:35

26 7510 神谷 優斗 ｶﾐﾔ ﾕｳﾄ 磐田市 0:29:59
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1 7069 久野 桜彩 ｸﾉ ｻｱﾔ 袋井市 浅羽中学校 0:19:52

2 7184 森川 ひまり ﾓﾘｶﾜ ﾋﾏﾘ 袋井市 浅羽中 0:20:39

3 8862 井谷 夏菜 ｲﾀﾆ ﾅﾂﾅ 袋井市 0:21:22

4 7342 高畑 菜悠 ﾀｶﾊﾀ ﾅﾕ 川根本町 中川根中 0:25:30

5 7335 佐藤 穂南 ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ 富士宮市 富士宮第一中学 0:26:10

6 8566 横山 奈々恵 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾅｴ 磐田市 磐田市立向陽中 0:28:13

7 8110 鈴木 蘭 ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 浜松市 東陽中 0:29:15

8 8204 望月 愛莉 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｲﾘ 藤枝市 高洲中学校 0:30:01

9 7973 小長井 那桜 ｺﾅｶﾞｲ ﾅｵ 浜松市 浜松市立東陽中 0:32:26

10 8089 原崎 凜菜 ﾊﾗｻﾞｷ ﾘﾅ 静岡市 静岡市立城内中 0:32:55

11 8474 髙橋 さくら ﾀｶﾊｼ ｻｸﾗ 浜松市 浜松市立中部中 0:33:21

12 8254 佐藤 春菜 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 三重県 0:33:55

13 8802 萩原 朱莉音 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭﾘﾈ 浜松市 0:35:16

14 8803 小川 嘉菜 ｵｶﾞﾜ ｶﾅ 浜松市 0:36:11

15 8457 水谷 美月 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾂｷ 袋井市 周南中学校 0:37:52

16 8458 水谷 結美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾐ 袋井市 周南中学校 0:37:52
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1 7194 澤木 はな ｻﾜｷ ﾊﾅ 磐田市 磐田第一中学校 0:19:44

2 7147 鈴木 美佑 ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 磐田市 磐田城山中学校 0:19:46

3 7126 川井 唯吏奈 ｶﾜｲ ﾕﾘﾅ 磐田市 豊田南中学校 0:20:13

4 7146 永井 小雪 ﾅｶﾞｲ ｺﾕｷ 磐田市 磐田城山中学校 0:21:07

5 7148 山﨑 茜 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｶﾈ 磐田市 磐田城山中学校 0:21:42

6 7151 鈴木 七海 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ 磐田市 磐田城山中学校 0:21:50

7 7243 蜂須賀 凜 ﾊﾁｽｶ ﾘﾝ 磐田市 城山中学 0:21:55

8 7152 四宮 朱莉 ｼﾉﾐﾔ ｱｶﾘ 磐田市 磐田城山中学校 0:22:06

9 7189 大庭 瑠奈 ｵｵﾊﾞ ﾙﾅ 磐田市 豊田中学 0:22:30

10 7149 冨田 小夏 ﾄﾐﾀ ｺﾅﾂ 磐田市 磐田城山中学校 0:22:32

11 7293 齋藤 千春 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 磐田市 0:22:43

12 7150 吉原 遼 ﾖｼﾊﾗ ﾊﾙｶ 磐田市 磐田城山中学校 0:24:00

13 7564 志賀 陽花 ｼｶﾞ ﾊﾙｶ 磐田市 磐田東中学校 0:27:20

14 8813 稲垣 くる実 ｲﾅｶﾞｷ ｸﾙﾐ 磐田市 向陽 0:28:21

15 8408 中野 希 ﾅｶﾉ ﾉｿﾞﾐ 磐田市 磐田第一中学校 0:34:20

16 8489 鈴木 彩花 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 磐田市 浜松市立中部中 0:35:49

17 8563 山中 優良 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾗ 磐田市 豊田南中学校 0:37:29

18 8564 山中 沙耶 ﾔﾏﾅｶ ｻﾔ 磐田市 0:39:04

19 8520 佐藤 優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ 磐田市 0:39:42
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1 9103 岡 響生 ｵｶ ﾋﾋﾞｷ 函南町 岡義商事 0:10:43

2 9116 山本 颯真 ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾏ 浜松市 都田ＳＳＳ 0:10:46

3 9110 河口 尊 ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｺﾄ 湖西市 湖西ＪＡＣ 0:10:46

4 9344 柴田 詠気 ｼﾊﾞﾀ ｴｲｷ 浜松市 豊岡小学校 0:10:48

5 9114 西郷 武史 ｻｲｺﾞｳ ﾀｹﾌﾐ 清水町 清水西小 0:10:54

6 9106 木村 亜衣斗 ｷﾑﾗ ｱｲﾄ 浜松市 0:10:56

7 9113 佐野 魁 ｻﾉ ｶｲ 掛川市 掛川陸上 0:10:59

8 9125 塩津 裕作 ｼｵﾂ ﾕｳｻｸ 静岡市 清水ミズノ 0:11:11

9 9314 竹下 柚稀 ﾀｹｼﾀ ﾕｽﾞｷ 島田市 0:11:15

10 9126 横井 瑶樹 ﾖｺｲ ﾀﾏｷ 浜松市 ジュビロ浜松 0:11:33

11 9111 井上 湧斗 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾄ 静岡市 入江ＳＳＳ 0:11:39

12 9124 藤本 琉生 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 埼玉県 0:11:43

13 9127 王 佳時 ｵｳ ｶﾄｷ 浜松市 広沢小学校 0:11:44

14 9166 青木 諒太 ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ 静岡市 入江ＳＳＳ 0:11:46

15 9141 石丸 大夢 ｲｼﾏﾙ ﾀｲﾑ 藤枝市 藤岡小学校 0:11:47

16 9176 柴田 匡晃 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｱｷ 浜松市 三方原小学校 0:11:50

17 9295 佐藤 優成 ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ 愛知県 二川南小学校 0:11:51

18 9142 和田 悠真 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ 静岡市 入江ＳＳＳ 0:11:54

19 9350 大村 篤史 ｵｵﾑﾗ ｱﾂｼ 浜松市 豊西小学校 0:11:55

20 9339 小川 航輝 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 浜松市 0:11:56

21 9118 溝辺 悠真 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｳﾏ 浜松市 上島小学校 0:11:59

22 9383 岡本 亮 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 袋井市 山名小 0:12:01

23 9115 山内 真潤 ﾔﾏｳﾁ ﾏﾋﾛ 湖西市 湖西ＪＡＣ 0:12:03

24 9119 久野 凰良 ｸﾉ ｵｳﾗ 袋井市 浅羽南小学校 0:12:04

25 9135 浅見 隆斗 ｱｻﾐ ﾘｭｳﾄ 富士市 ＦｕｊｉＲ．Ｃ 0:12:05

26 9128 辻本 桜寿 ﾂｼﾞﾓﾄ ｵｳｼﾞｭ 湖西市 湖西ＪＡＣ 0:12:07

27 9284 鈴木 碧馬 ｽｽﾞｷ ｱｵﾊﾞ 浜松市 0:12:10

28 9132 勝山 叶大 ｶﾂﾔﾏ ｶﾅﾀ 浜松市 広沢小 0:12:18

29 9340 日沼 想真 ﾋﾇﾏ ｿｳﾏ 湖西市 湖西ジュニアア 0:12:27

30 9109 奥山 将輝 ｵｸﾔﾏ ﾏｻｷ 沼津市 沼津市立原小 0:12:27

31 9108 鈴木 悠清 ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 沼津市 沼津市立原小 0:12:28

32 9178 鈴木 琉久 ｽｽﾞｷ ﾙｳｸ 浜松市 光明小学校 0:12:29

33 9157 鈴木 蓮大 ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾀ 菊川市 河城小学校 0:12:34

34 9306 生末 航平 ｲｸｽｴ ｺｳﾍｲ 神奈川県 0:12:37

35 9160 宮﨑 煌覇 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾊ 浜松市 0:12:38

36 9143 青木 雄一郎 ｱｵｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 上島小学校 0:12:38

37 9144 井柳 豪琉 ｲﾔﾅｷﾞ ﾀｹﾙ 浜松市 河輪小学校 0:12:38

38 9154 高島 凛 ﾀｶｼﾏ ﾘﾝ 浜松市 佐鳴台小学校 0:12:41

39 9161 安本 雅哉 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾔ 浜松市 佐鳴台小 0:12:41

40 9136 野末 陸斗 ﾉｽﾞｴ ﾘｸﾄ 浜松市 広沢小 0:12:42

41 9302 今村 陸 ｲﾏﾑﾗ ﾘｸ 磐田市 長野小学校 0:12:47

42 9298 黒田 陽 ｸﾛﾀﾞ ﾋｶｲ 浜松市 豊西小学校 0:12:49

43 9123 相模 夏成 ｻｶﾞﾐ ｶﾅﾙ 浜松市 0:12:50

44 9140 海野 高天 ｳﾝﾉ ﾀｶﾏ 静岡市 山梨算盤塾 0:12:50

45 9285 石山 俊介 ｲｼﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 沼津市 沼津第四小 0:12:52

46 9139 大石 真央 ｵｵｲｼ ﾏｵ 浜松市 初生小 0:12:53

47 9180 横山 響大 ﾖｺﾔﾏ ｷｮｳﾀ 浜松市 内野小学校 0:12:55

48 9266 勝野 流成 ｶﾂﾉ ﾘｭｳｾｲ 浜松市 瑞穂 0:12:56

49 9206 神田 湊斗 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾅﾄ 浜松市 浜松市立東小 0:12:57

50 9168 西尾 蒼介 ﾆｼｵ ｿｳｽｹ 浜松市 ＫＫＳ 0:13:00
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51 9130 土屋 蓮 ﾂﾁﾔ ﾚﾝ 浜松市 竜禅寺小学校 0:13:00

52 9388 近藤 壮之輔 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾉｽｹ 浜松市 瑞穂小学校 0:13:02

53 9131 松木 翔太郎 ﾏﾂｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 浜松市 双葉小学校 0:13:04

54 9207 河合 胡虎 ｶﾜｲ ｺﾄﾗ 浜松市 飯田小学校 0:13:04

55 9138 藤下 悠斗 ﾌｼﾞｼﾀ ﾕｳﾄ 静岡市 0:13:05

56 9137 佐藤 楓 ｻﾄｳ ｶｴﾃﾞ 浜松市 葵西小学校 0:13:06

57 9347 石原 稜大 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 愛知県 0:13:09

58 9148 若松 慶人 ﾜｶﾏﾂ ｹｲﾄ 静岡市 入江ＳＳＳ 0:13:15

59 9134 椎谷 凜玖 ｼｲﾔ ﾘｸ 湖西市 湖西市立岡崎小 0:13:16

60 9158 酒井 天雅 ｻｶｲ ﾃﾝﾏ 袋井市 天雅ＡＣ 0:13:17

61 9165 山本 華大 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 湖西市 湖西市立岡崎小 0:13:18

62 9189 中山 絢心 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾝ 掛川市 0:13:24

63 9328 小松 直斗 ｺﾏﾂ ﾅｵﾄ 浜松市 チームＫ 0:13:26

64 9149 真下 知大 ﾏｼﾓ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 広沢小学校 0:13:30

65 9147 岡元 翔琉 ｵｶﾓﾄ ｶｹﾙ 富士市 富士第２小学校 0:13:31

66 9235 植田 琉太 ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 浜松市 0:13:33

67 9387 鬼丸 征大 ｵﾆﾏﾙ ｼｮｳﾀﾞｲ 富士市 0:13:35

68 9200 村上 歩徽 ﾑﾗｶﾐ ｱﾕｷ 浜松市 豊西 0:13:36

69 9312 峯邑 朝陽 ﾐﾈﾑﾗ ｱｻﾋ 浜松市 0:13:38

70 9151 斉藤 柚馬 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾏ 浜松市 0:13:39

71 9259 後藤 鉄平 ｺﾞﾄｳ ﾃｯﾍﾟｲ 浜松市 0:13:40

72 9371 佐藤 達哉 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 浜松市 0:13:43

73 9217 水島 創 ﾐｽﾞｼﾏ ｿｳ 磐田市 テンマ 0:13:43

74 9159 野末 悠真 ﾉｽﾞｴ ﾕｳﾏ 浜松市 広沢小 0:13:44

75 9256 早川 貫太 ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾀ 愛知県 スカイブルー 0:13:49

76 9145 外山 開土 ﾄﾔﾏ ｶｲﾄ 磐田市 外山ランナーズ 0:13:49

77 9349 森下 真壮 ﾓﾘｼﾀ ﾏｵ 富士市 今泉小学校 0:13:52

78 9182 袴田 息吹 ﾊｶﾏﾀ ｲﾌﾞｷ 浜松市 0:13:53

79 9163 溝辺 稜真 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 浜松市 上島小学校 0:13:53

80 9393 小川 武琉 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 愛知県 0:13:53

81 9181 古田 海 ﾌﾙﾀ ｶｲ 袋井市 0:13:54

82 9177 斉藤 純矢 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 0:13:55

83 9104 鈴村 蒼一郎 ｽｽﾞﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 静岡市 安東小学校 0:13:57

84 9385 曾根 啓太 ｿﾈ ｹｲﾀ 袋井市 0:13:57

85 9169 小楠 航生 ｵｸﾞｽ ｺｳｾｲ 浜松市 新津小学校 0:13:57

86 9304 山則 歩輝 ﾔﾏﾉﾘ ｱﾕｷ 浜松市 内野小学校 0:13:58

87 9255 鈴木 健心 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ 浜松市 0:13:58

88 9201 陰山 琥夢 ｶｹﾞﾔﾏ ｺﾑ 袋井市 袋井ＦＣ 0:13:59

89 9171 田浦 龍之介 ﾀｳﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 浜松市 0:13:59

90 9318 赤堀 豪哉 ｱｶﾎﾘ ﾀｹﾔ 菊川市 小笠北小学校 0:14:00

91 9251 塚本 大智 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 静岡市 賤機南小学校 0:14:01

92 9384 岡本 惇 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 袋井市 山名小 0:14:03

93 9156 長谷川 怜央 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚｵ 袋井市 0:14:03

94 9296 山下 心温 ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 浜松市 浜松泉小学校 0:14:04

95 9305 山則 英輝 ﾔﾏﾉﾘ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 内野小学校 0:14:04

96 9294 窪野 快 ｸﾎﾞﾉ ｶｲ 袋井市 袋井南小３年 0:14:05

97 9193 小野田 悠貴 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｷ 掛川市 0:14:06

98 9197 磯部 航 ｲｿﾍﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県 井田小 0:14:07

99 9203 西ヶ谷 結真 ﾆｼｶﾞﾔ ﾕｳﾏ 静岡市 0:14:09

100 9101 吉川 蓮 ﾖｼｶﾜ ﾚﾝ 菊川市 菊川市立六郷小 0:14:10
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101 9335 小林 端琉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 掛川市 0:14:10

102 9179 岡田 航弥 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 浜松市 0:14:11

103 9198 榎坂 光泰 ｴﾉｷｻﾞｶ ｺｳﾀ 浜松市 雄踏小学校 0:14:12

104 9211 木下 寛太郎 ｷﾉｼﾀ ｶﾝﾀﾛｳ 浜松市 中ノ町小学校 0:14:12

105 9283 熊谷 魁桜 ｸﾏｶﾞｲ ｶｲｵｳ 浜松市 0:14:13

106 9213 田中 晴真 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾏ 掛川市 粟レンジャーＪ 0:14:16

107 9121 土屋 祐太 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 浜松市 0:14:18

108 9310 新村 龍之介 ｼﾝﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 浜松市 0:14:18

109 9133 牧田 惟吹 ﾏｷﾀ ｲﾌﾞｷ 浜松市 大瀬小 0:14:18

110 9337 加藤 昊大 ｶﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 袋井市 袋井南小学校 0:14:19

111 9359 深谷 凌央 ﾌｶﾔ ﾘｮｳ 浜松市 富塚小学校 0:14:19

112 9164 佐藤 拓斗 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 富士宮市 富士見小 0:14:23

113 9365 竹内 健眞 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾝ 浜松市 0:14:24

114 9102 岡田 拓弥 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 清水町 清水西小ＳＳＳ 0:14:27

115 9274 神田 麟太朗 ｶﾝﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 浜松市 天竜ＦＣ 0:14:28

116 9308 松永 亮輔 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 和田東小学校 0:14:31

117 9331 松下 優司 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｼﾞ 掛川市 西郷小学校 0:14:33

118 9356 長谷川 陽心 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｼﾝ 浜松市 曳馬小学校 0:14:37

119 9220 上妻 和史 ｺｳﾂﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 静岡市 0:14:38

120 9264 青島 優斗 ｱｵｼﾏ ﾕｳﾄ 磐田市 テンマＳＣ３ 0:14:38

121 9194 竹内 櫂 ﾀｹｳﾁ ｶｲ 浜松市 新原 0:14:38

122 9218 角屋 啓太 ｶﾄﾞﾔ ｹｲﾀ 浜松市 蒲小学校 0:14:40

123 9307 金子 颯杜 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ 浜松市 0:14:41

124 9363 水野 誠太朗 ﾐｽﾞﾉ ｾｲﾀﾛｳ 袋井市 袋井東小 0:14:41

125 9257 山本 新大 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ 静岡市 0:14:42

126 9210 木下 耕太郎 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ 浜松市 中ノ町小学校 0:14:42

127 9338 大庭 広翔 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄ 袋井市 0:14:43

128 9170 小楠 悠生 ｵｸﾞｽ ﾕｳｾｲ 浜松市 新津小学校 0:14:44

129 9204 涌田 健太 ﾜｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 掛川市 西山口小学校 0:14:45

130 9167 高柳 衆矢 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｭｳﾔ 湖西市 湖西市立岡崎 0:14:46

131 9354 松浦 和哉 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾔ 浜松市 与進ＡＦＣ 0:14:50

132 9173 宮崎 晴基 ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｷ 浜松市 ＪＯＧ花川 0:14:52

133 9186 袴田 祐弥 ﾊｶﾏﾀ ﾕｳﾔ 浜松市 伊佐見小学校 0:14:53

134 9205 栗田 英和 ｸﾘﾀ ｴｲﾄ 掛川市 城北小 0:14:54

135 9190 平野 健斗 ﾋﾗﾉ ｹﾝﾄ 浜松市 浜松和田小学校 0:14:54

136 9150 望月 颯太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ 浜松市 佐鳴台小学校 0:14:58

137 9192 池田 光輝 ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ 藤枝市 高洲小学校 0:14:59

138 9395 柴田 翔 ｼﾊﾞﾀ ｶｹﾙ 静岡市 入江ＳＳＳ 0:15:01

139 9297 大西 晃太 ｵｵﾆｼ ｺｳﾀ 袋井市 袋井西小２年 0:15:01

140 9319 安間 天梧 ｱﾝﾏ ﾃﾝｺﾞ 掛川市 掛川中央小学校 0:15:04

141 9353 梶山 陽平 ｶｼﾞﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 静岡市 静岡市富士見小 0:15:04

142 9258 松木 龍太郎 ﾏﾂｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 双葉小学校 0:15:05

143 9389 近藤 蛍之進 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾉｼﾝ 浜松市 瑞穂小学校 0:15:07

144 9336 池上 慶人 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲﾄ 浜松市 0:15:08

145 9153 新谷 柊斗 ｱﾗﾀﾆ ｼｭｳﾄ 静岡市 0:15:08

146 9293 早川 颯海 ﾊﾔｶﾜ ﾘｭｳｱ 愛知県 二川南小学校 0:15:11

147 9174 神谷 優輝 ｶﾐﾔ ﾕｳｷ 浜松市 蒲小学校 0:15:13

148 9316 米澤 景虎 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｹﾞﾄﾗ 浜松市 浅間小学校 0:15:13

149 9368 淡川 慎治郎 ｱﾜｶﾜ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 卯ノ里小学校 0:15:15

150 9301 片桐 凰介 ｶﾀｷﾞﾘ ｵｳｽｹ 浜松市 0:15:18
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151 9361 戸倉 悠晴 ﾄｸﾗ ﾕｳｾｲ 袋井市 袋井南小学校 0:15:19

152 9105 鈴村 太士郎 ｽｽﾞﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾛｳ 静岡市 安東小学校 0:15:21

153 9377 鈴木 豪 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 湖西市 ネッツ 0:15:22

154 9315 米澤 龍馬 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 浜松市 浅間小学校 0:15:23

155 9390 仲原 琉翔 ﾅｶﾊﾗ ﾘｭｳﾄ 静岡市 たかべ～ 0:15:23

156 9372 牧野 嵩賢 ﾏｷﾉ ｼｭｳｹﾝ 浜松市 0:15:25

157 9286 大石 粋 ｵｵｲｼ ｽｲ 浜松市 新原小学校 0:15:26

158 9271 岡田 瑛太 ｵｶﾀﾞ ｴｲﾀ 浜松市 浜松市立東小 0:15:29

159 9329 小松 修登 ｺﾏﾂ ｼｭｳﾄ 浜松市 チームＫ 0:15:30

160 9162 古井 海成 ﾌﾙｲ ｶｲｾｲ 浜松市 ビックストーン 0:15:30

161 9355 松原 知希 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄﾓｷ 浜松市 伊佐見小学校 0:15:31

162 9366 竹内 悠眞 ﾀｹｳﾁ ﾄｵﾏ 浜松市 0:15:33

163 9216 吉田 蓮 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 浜松市 雄踏小学校 0:15:34

164 9187 渥美 遥羽 ｱﾂﾐ ﾖｳ 浜松市 バヤシ～ズ！ 0:15:40

165 9287 伊藤 優汰 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 磐田市 竜洋西小学校 0:15:42

166 9214 鈴木 悠翔 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 袋井市 高南小 0:15:43

167 9277 山本 晃一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ 浜松市 0:15:43

168 9369 松野 琉希 ﾏﾂﾉ ﾙｷ 浜松市 笠井小学校 0:15:44

169 9362 嶋村 信穣 ｼﾏﾑﾗ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 富士宮市 富士根南小学校 0:15:48

170 9226 後藤 颯太 ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ 浜松市 葵西小学校 0:15:48

171 9334 田中 誠一郎 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁﾛｳ 浜松市 0:15:49

172 9263 小野田 舜祐 ｵﾉﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 掛川市 掛川中央小 0:16:02

173 9253 西浦 颯真 ﾆｼｳﾗ ｿｳﾏ 浜松市 有玉小学校 0:16:03

174 9262 和田 潤大 ﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 静岡市 入江ＳＳＳ 0:16:03

175 9288 宮川 陸 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｸ 磐田市 0:16:04

176 9341 加藤 武尊 ｶﾄｳ ﾀｹﾙ 浜松市 白脇小学校 0:16:05

177 9351 中村 颯太 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 浜松市 0:16:06

178 9196 伊藤 颯杜 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 岐阜県 三里小学校 0:16:07

179 9325 余吾 陽希 ﾖｺﾞ ﾊﾙｷ 藤枝市 青島東小学校 0:16:08

180 9376 安藤 優 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 浜松市 蒲小学校 0:16:09

181 9244 黨 健人 ﾄｳ ｹﾝﾄ 浜松市 雄踏小学校 0:16:11

182 9292 牧之瀬 悠 ﾏｷﾉｾ ﾕｳ 浜松市 伎倍小３年 0:16:12

183 9107 鈴木 魁清 ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ 沼津市 沼津市立原小 0:16:17

184 9242 鈴木 大雅 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 浜松市 浜松市立和田小 0:16:19

185 9321 豊田 翔太 ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳﾀ 神奈川県 瀬ケ崎小学校 0:16:21

186 9225 羽生 亘輝 ﾊﾆｭｳ ｺｳｷ 長野県 中込小学校 0:16:26

187 9250 松浦 大雅 ﾏﾂｳﾗ ﾀｲｶﾞ 浜松市 0:16:26

188 9224 大石 翔大 ｵｵｲｼ ｼｮｳﾀ 浜松市 静大附属浜松小 0:16:28

189 9373 吉井 哲平 ﾖｼｲ ﾃｯﾍﾟｲ 磐田市 テンマサッカー 0:16:28

190 9199 尾藤 大智 ﾋﾞﾄｳ ﾀｲﾁ 浜松市 附属浜松 0:16:28

191 9184 平岡 荘健 ﾋﾗｵｶ ｿｳﾀﾂ 静岡市 ウルトラハヤタ 0:16:29

192 9290 大場 皐生 ｵｵﾊﾞ ｺｳｾｲ 浜松市 二俣小学校 0:16:30

193 9219 萩田 桔平 ﾊｷﾞﾀ ｷｯﾍﾟｲ 島田市 0:16:35

194 9327 増田 悠冴 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 島田市 島田第一小学校 0:16:35

195 9188 長谷川 力 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｶﾗ 浜松市 積志小学校 0:16:37

196 9260 松本 健汰 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀ 浜松市 浜名ＳＳＳ 0:16:37

197 9232 栃原 寿紀 ﾄﾁﾊﾗ ﾄｼｷ 浜松市 光明小学校 0:16:38

198 9289 仁地 琥珀 ﾆﾝﾁ ｺﾊｸ 浜松市 クラスト 0:16:40

199 9332 中野 太雅 ﾅｶﾉ ﾀｲｶﾞ 浜松市 0:16:42

200 9357 牧野 大隼 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾄ 磐田市 0:16:42
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201 9375 長谷川 瑠生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｲ 袋井市 0:16:44

202 9236 早川 玄太 ﾊﾔｶﾜ ｹﾞﾝﾀ 愛知県 スカイブルー 0:16:44

203 9330 澤本 陽太 ｻﾜﾓﾄ ﾖｳﾀ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:16:49

204 20013 大神 幸真 ｵｵｶﾞﾐ ｺｳｼﾝ 磐田市 0:16:50

205 20008 名波 繋人 ﾅﾅﾐ ｹｲﾄ 磐田市 0:16:50

206 9233 岸端 陽汰 ｷｼﾊﾞﾀ ﾖｳﾀ 御前崎市 御前崎市第一小 0:16:52

207 9243 土屋 碧哉 ﾂﾁﾔ ｱｵﾔ 浜松市 村櫛小学校 0:16:53

208 9240 塩谷 翼 ｼｵﾔ ﾂﾊﾞｻ 掛川市 0:16:53

209 9348 酒井 瑠桜 ｻｶｲ ﾘｭｳｵ 静岡市 0:16:56

210 9265 鈴木 悠杏 ｽｽﾞｷ ﾕｳｱ 浜松市 浜松飯田 0:17:00

211 9208 河合 胡徹 ｶﾜｲ ｺﾃﾂ 浜松市 飯田小学校 0:17:00

212 9380 佐藤 丈太郎 ｻﾄｳ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 浜松市 0:17:01

213 9382 小栗 大翔 ｵｸﾞﾘ ﾊﾙﾄ 浜松市 0:17:02

214 9381 小栗 新大 ｵｸﾞﾘ ｱﾗﾀ 浜松市 0:17:04

215 9278 神村 律 ｶﾐﾑﾗ ﾘﾂ 浜松市 竜禅寺小 0:17:11

216 9231 野上 優太 ﾉｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 愛知県 0:17:12

217 9374 鬼頭 大志 ｷﾄｳ ﾀｲｼ 愛知県 八幡小学校 0:17:15

218 9322 佐々木 琉偉 ｻｻｷ ﾘｭｳｲ 浜松市 ジュビロ磐田 0:17:15

219 9269 野上 翔太 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 愛知県 0:17:17

220 9254 森口 翔太 ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 静岡市 賎機南小 0:17:17

221 9291 加藤 悠斗 ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 袋井市 袋井南小 0:17:18

222 9227 久保 敦 ｸﾎﾞ ｱﾂｼ 袋井市 袋井南小３年 0:17:19

223 9230 加藤 嵩也 ｶﾄｳ ｼｭｳﾔ 島田市 島田第一小学校 0:17:24

224 9268 衣川 幸之介 ｷﾇｶﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 浜松市 大平台小学校 0:17:25

225 9195 外山 大翔 ﾄﾔﾏ ﾋﾛﾄ 浜松市 内村組 0:17:26

226 9300 野中 深嶺依 ﾉﾅｶ ﾐﾚｲ 浜松市 0:17:26

227 9228 島津 優輝 ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 浜松市 城北 0:17:30

228 9352 中村 隆成 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 浜松市 0:17:31

229 9346 鈴木 敬達 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀﾂ 浜松市 浅間小学校 0:17:31

230 9229 衣川 平良 ｷﾇｶﾞﾜ ﾀｲﾗ 浜松市 大平台小学校 0:17:37

231 9223 宮崎 颯大 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳﾀ 浜松市 0:17:38

232 9246 中山 空 ﾅｶﾔﾏ ｿﾗ 掛川市 千浜小学校 0:17:38

233 9247 野口 登暉 ﾉｸﾞﾁ ﾄｳｷ 森町 0:17:38

234 9317 鈴木 脩太 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 掛川市 千浜小学校 0:17:39

235 9248 中島 涼介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 藤枝市 大洲小学校 0:17:40

236 9311 坪井 虎汰朗 ﾂﾎﾞｲ ｺﾀﾛｳ 浜松市 0:17:54

237 9386 大竹 涼 ｵｵﾀｹ ﾘｮｳ 湖西市 鷲津小学校 0:17:55

238 9183 荒木 裕貴 ｱﾗｷ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 浜松市立雄踏小 0:17:56

239 9367 永田 瑞喜 ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 島田市 0:17:57

240 9270 寺田 皓太郎 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 静岡市 竜南小学校 0:18:02

241 9221 鶴岡 紅陽 ﾂﾙｵｶ ｺｳﾖｳ 袋井市 山名小学校 0:18:09

242 9364 水野 良太朗 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 袋井市 袋井東小 0:18:11

243 9324 大谷 悟史 ｵｵﾀﾆ ｻﾄｼ 浜松市 アヴェニール 0:18:28

244 9323 松尾 颯翔 ﾏﾂｵ ﾊﾔﾄ 浜松市 アヴェニール 0:18:28

245 9379 深澤 太智 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 浜松市 0:18:29

246 9370 松野 遥琉 ﾏﾂﾉ ﾊﾙ 浜松市 笠井小学校 0:18:34

247 9320 豊田 晴大 ﾄﾖﾀﾞ ｾｲﾀ 神奈川県 瀬ケ崎小学校 0:18:35

248 9191 西村 耕平 ﾆｼﾑﾗ ｺｳﾍｲ 焼津市 大井川東小学校 0:18:43

249 9345 鈴木 僚真 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 浜松市 浅間小学校 0:18:43

250 9343 長谷川 敦紀 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ 藤枝市 0:18:45
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251 9281 吉田 勘汰 ﾖｼﾀﾞ ｶﾝﾀ 藤枝市 チーム鹿啼渡 0:18:48

252 9234 渡辺 幸輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 浜松市 0:18:48

253 9239 岡澤 航貴 ｵｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 静岡市 0:18:55

254 9241 渡邉 桜介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｳｽｹ 愛知県 スカイブルー 0:19:01

255 9245 豊田 晃大 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 0:19:01

256 9358 和久田 航希 ﾜｸﾀﾞ ｺｳｷ 浜松市 舞阪小学校から 0:19:02

257 9309 岡田 侍英 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｴｲ 浜松市 舞阪小 0:19:02

258 9299 杉山 柚希 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｽﾞｷ 掛川市 0:19:06

259 9275 渡邊 健汰朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 富塚小学校 0:19:09

260 9276 渡邊 俊汰朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 浜松市 富塚小学校 0:19:09

261 9238 土屋 虎治郎 ﾂﾁﾔ ｺｼﾞﾛｳ 静岡市 城北小 0:19:16

262 9280 島 航輝 ｼﾏ ｺｳｷ 浜松市 0:19:23

263 9313 竹下 奏稀 ﾀｹｼﾀ ｿｳﾏ 島田市 0:19:24

264 9273 漆畑 翔 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｶｹﾙ 焼津市 焼津東小学校 0:19:24

265 9215 大澤 翔 ｵｵｻﾜ ｼｮｳ 浜松市 神久呂小学校 0:19:26

266 9202 塚本 伯 ﾂｶﾓﾄ ﾊｸ 掛川市 0:19:33

267 9252 伊藤 正義 ｲﾄｳ ﾏｻﾖｼ 浜松市 東小学校 0:19:40

268 9272 岡澤 七貴 ｵｶｻﾞﾜ ﾅﾅｷ 静岡市 0:19:50

269 9394 増田 煌征 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｾｲ 浜松市 0:20:18

270 9249 乗松 渚 ﾉﾘﾏﾂ ﾅｷﾞｻ 浜松市 下阿多古小 0:20:54

271 9378 平野 聡汰 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 掛川市 チーム花みずき 0:21:21

272 9261 瀧 綾馬 ﾀｷ ﾘｮｳﾏ 静岡市 静岡市立大里西 0:23:18

273 9303 藤牧 海斗 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｲﾄ 浜松市 浦川小学校 0:24:34

274 9392 加賀 真斗 ｶｶﾞ ﾏﾅﾄ 三島市 0:27:27

275 9282 深澤 元 ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾞﾝ 焼津市 大井川東小 0:27:33

276 9279 竹下 空 ﾀｹｼﾀ ｿﾗ 沼津市 Ｃａｔｔｉｖｏ 0:33:17
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1 9503 垂水 大聖 ﾀﾙﾐ ﾀｲｾｲ 磐田市 豊岡南小学校 0:10:52

2 9506 鈴木 滉太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 磐田市 0:10:58

3 9519 村田 一心 ﾑﾗﾀ ｲｯｼﾝ 磐田市 向笠小 0:11:12

4 9505 永井 克樹 ﾅｶﾞｲ ｶﾂｷ 磐田市 竜洋西 0:11:12

5 9512 天野 翼 ｱﾏﾉ ﾂﾊﾞｻ 磐田市 青城小学校 0:11:13

6 9891 川下 葵 ｶﾜｼﾀ ｱｵｲ 磐田市 磐田南小学校 0:11:13

7 9515 藤本 晴也 ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ 磐田市 0:11:21

8 9501 鈴木 海登 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 磐田市 青城小学校 0:11:24

9 9525 橋本 龍太朗 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 磐田市 青城小学校 0:11:33

10 9729 太田 準也 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 磐田市 磐田北小４年 0:11:33

11 9852 平岡 祥多 ﾋﾗｵｶ ｼｮｳﾀ 磐田市 0:11:38

12 9502 三浦 温隼 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ 磐田市 福田小学校 0:11:41

13 9824 蝦名 優 ｴﾋﾞﾅ ﾕｳ 磐田市 0:11:46

14 9690 平松 陸翔 ﾋﾗﾏﾂ ﾘｸﾄ 磐田市 磐田陸上 0:11:47

15 9570 鳥居 楓生 ﾄﾘｲ ﾌｳｷ 磐田市 磐田北小 0:11:48

16 9720 原 佑公 ﾊﾗ ﾀｽｸ 磐田市 磐田北小学校 0:11:49

17 9511 礒部 真央 ｲｿﾍﾞ ﾏｵ 磐田市 豊田南小学校 0:11:52

18 9860 五十里 郁飛 ｲｶﾘ ｲｸﾄ 磐田市 青城小学校 0:11:53

19 9849 袴田 明奉 ﾊｶﾏﾀ ﾒｲﾎｳ 磐田市 テンマＳＣ 0:11:53

20 9516 佐々木 真音 ｻｻｷ ﾏｵ 磐田市 テンマ 0:11:54

21 9874 亀山 結斗 ｶﾒﾔﾏ ﾕｲﾄ 磐田市 豊田北部小 0:11:55

22 9879 手塚 たすく ﾃﾂﾞｶ ﾀｽｸ 磐田市 0:11:58

23 9873 鈴木 凰生 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 磐田市 豊田南小学校 0:12:03

24 9756 大空 夏樹 ｵｵｿﾞﾗ ﾅﾂｷ 磐田市 豊岡北小学校 0:12:04

25 9863 松島 凜翔 ﾏﾂｼﾏ ﾘﾝﾄ 磐田市 竜洋西小 0:12:05

26 9736 中谷 馨 ﾅｶﾔ ｶｵﾙ 磐田市 豊岡南小学校 0:12:06

27 9854 森岡 環 ﾓﾘｵｶ ﾀﾏｷ 磐田市 磐田北小 0:12:11

28 9536 寺田 蓮 ﾃﾗﾀﾞ ﾚﾝ 磐田市 磐田中部小 0:12:12

29 9526 川島 優大 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 磐田市 東部小 0:12:12

30 9686 伊藤 脩真 ｲﾄｳ ｼｭｳﾏ 磐田市 長野小学校 0:12:18

31 9569 原田 健汰 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 磐田市 磐田中部小 0:12:19

32 9644 伊藤 太希 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 磐田市 磐田西小学校 0:12:19

33 9529 菅原 賢太郎 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 磐田東部小学校 0:12:20

34 9816 北村 航佑 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ 磐田市 田原小学校 0:12:21

35 9674 加藤 柊一郎 ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 磐田市 0:12:22

36 9747 小笠原 雅己 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻｷ 磐田市 磐田西小 0:12:22

37 9638 小取 優輝 ｺﾄﾘ ﾕｳｷ 磐田市 0:12:23

38 9855 森岡 飛鳥 ﾓﾘｵｶ ｱｽｶ 磐田市 磐田北小 0:12:23

39 9523 桑原 志門 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾓﾝ 磐田市 青城小学校 0:12:26

40 9508 垂水 晴斗 ﾀﾙﾐ ﾊﾙﾄ 磐田市 豊岡南小学校 0:12:27

41 9550 寺澤 結斗 ﾃﾗｻﾜ ﾕｲﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:12:29

42 9654 野久保 塁斗 ﾉｸﾎﾞ ﾙｲﾄ 磐田市 豊田南小 0:12:30

43 9794 杉山 虎太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 磐田市 磐田北小学校 0:12:30

44 9530 渡邊 瞬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 磐田市 豊田北部小学校 0:12:32

45 9748 鈴木 心 ｽｽﾞｷ ｺｺﾛ 磐田市 豊田東小学校 0:12:33

46 9811 神門 亮太 ｶﾝﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 磐田市 磐田東部小学校 0:12:36

47 9524 江塚 孔陽 ｴﾂﾞｶ ｺｳﾖｳ 磐田市 豊田南ＳＳＳ 0:12:38

48 9626 塚本 伶欧 ﾂｶﾓﾄ ﾚｵ 磐田市 向笠小学校 0:12:40

49 9784
ＧＵＩＤＥＬＬＩ ＤＩＯＯＧＯＨＩＤＥＡＫＩ ＮＡＫＡＮＩＷＡ

ｷﾞﾃﾞﾘ ｼﾞｵｺﾞﾋﾃﾞｱｷ ﾅｶﾆﾜ 磐田市 竜洋北小学校 0:12:44

50 9518 山内 大地 ﾔﾏｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 磐田市 長野小 0:12:44
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51 9613 松下 直樹 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ 磐田市 磐田中部小学校 0:12:44

52 9732 山下 翔平 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ 磐田市 0:12:44

53 9749 水野 湧太 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾀ 磐田市 磐田北小学校 0:12:44

54 9586 矢部 洸綺 ﾔﾍﾞ ｺｳｷ 磐田市 0:12:48

55 9567 望月 柊吾 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳｺﾞ 磐田市 磐田中部小 0:12:49

56 9565 高久 陽 ﾀｶｸ ﾊﾙ 磐田市 田原小学校 0:12:49

57 9766 増井 良記 ﾏｽｲ ﾖｼｷ 磐田市 テンマＳ．Ｃ 0:12:49

58 9768 石川 順啓 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 富士見小学校 0:12:49

59 9765 増井 良真 ﾏｽｲ ﾘｮｳﾏ 磐田市 テンマＳ．Ｃ 0:12:50

60 9827 青島 大悟 ｱｵｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 磐田市 磐田北小 0:12:51

61 9622 見辺 翔太 ﾐﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 磐田市 磐田リンクス 0:12:52

62 9531 佐藤 天哉 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 磐田市 テンマＳＣ 0:12:55

63 9663 礒部 健吾 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 磐田市 東部小 0:13:00

64 9521 齋藤 遼太郎 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 磐田市 0:13:01

65 9850 袴田 英昌 ﾊｶﾏﾀ ｴｲｼｮｳ 磐田市 テンマＳＣ 0:13:05

66 9527 小笠原 悠心 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｼﾝ 磐田市 田原小学校 0:13:06

67 9900 白幡 侑吾 ｼﾗﾊﾀ ﾕｳｺﾞ 磐田市 0:13:06

68 9711 吉田 航太郎 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 磐田市 0:13:09

69 9617 鈴木 良規 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 富士見小学校 0:13:10

70 9681 鈴木 椋也 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 磐田市 0:13:10

71 9815 山崎 遥斗 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙﾄ 磐田市 東部小学校 0:13:10

72 9842 安形 修 ｱｶﾞﾀ ｼｭｳ 磐田市 0:13:11

73 9656 太田 東吾 ｵｵﾀ ﾄｳｺﾞ 磐田市 西小学校 0:13:12

74 9585 佐々木 大悟 ｻｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 磐田市 豊田北部小 0:13:14

75 9574 岡本 拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 磐田市 長野小学校 0:13:17

76 9821 山田 慶 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲ 磐田市 磐田北小学校 0:13:22

77 9820 田中 柚輝 ﾀﾅｶ ﾕｽﾞｷ 磐田市 0:13:25

78 9866 上村 颯汰 ｶﾐﾑﾗ ｿｳﾀ 磐田市 0:13:27

79 9678 太田 哲平 ｵｵﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 磐田市 テンマ 0:13:29

80 9707 市川 輝翔 ｲﾁｶﾜ ｺｳｶﾞ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:29

81 9783 鈴木 悠日 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾋ 磐田市 豊岡北小学校 0:13:31

82 9630 高田 櫂 ﾀｶﾀ ｶｲ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:13:36

83 9709 太田 壮 ｵｵﾀ ｿｳ 磐田市 東部小学校 0:13:38

84 9887 清水 陽斗 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾄ 磐田市 0:13:39

85 9547 鈴木 一功 ｽｽﾞｷ ｲｯｺｳ 磐田市 磐田中部小学校 0:13:39

86 9522 齋藤 湧 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 磐田市 0:13:40

87 9541 兒島 周哉 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾔ 磐田市 テンマＳＣ 0:13:41

88 9533 大石 晴也 ｵｵｲｼ ﾊﾙﾔ 磐田市 青城小学校 0:13:41

89 9660 鈴木 悠月 ｽｽﾞｷ ﾕﾂﾞｷ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:42

90 9890 斉藤 天哉 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾔ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:43

91 9545 稲垣 慶 ｲﾅｶﾞｷ ｹｲ 磐田市 テンマ 0:13:45

92 9673 山本 翔己 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵｷ 磐田市 磐田東部小 0:13:45

93 9800 松本 悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳ 磐田市 豊田南 0:13:46

94 9797 池田 藤一郎 ｲｹﾀﾞ ﾄｳｲﾁﾛｳ 磐田市 竜洋西小学校 0:13:47

95 9557 前野 宏喜 ﾏｴﾉ ﾋﾛｷ 磐田市 0:13:47

96 9803 馬場 遥大 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｳﾀﾞｲ 磐田市 0:13:48

97 9685 徳本 陵汰 ﾄｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 磐田市 磐田中部小 0:13:49

98 9582 大石 日向 ｵｵｲｼ ﾋﾅﾀ 磐田市 青城小学校 0:13:50

99 9801 松本 遼 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 磐田市 豊田南 0:13:50

100 9882 馬渕 悠翔 ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田北小 0:13:52
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101 9733 西村 恒輝 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 磐田市 磐田西小学校 0:13:53

102 9513 小沢 悠馬 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 磐田市 磐田中部小 0:13:55

103 9507 藤田 希大 ﾌｼﾞﾀ ｷﾀﾞｲ 磐田市 磐田西小学校 0:13:55

104 9776 瀬畑 佳幸 ｾﾊﾀ ｹｲﾀﾂ 磐田市 豊田南小学校 0:13:56

105 9814 鈴木 千広 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:13:57

106 9635 佐柳 亮太 ｻﾅｷﾞ ﾘｮｳﾀ 磐田市 中部小 0:13:58

107 9713 塩澤 一紗 ｼｵｻﾞﾜ ｲｯｻ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:14:01

108 9578 髙柳 凜太朗 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 磐田市 豊田北部小 0:14:01

109 9556 新野 聖弥 ﾆｲﾉ ﾏｻﾔ 磐田市 東部小 0:14:04

110 9703 野末 陸也 ﾉｽﾞｴ ﾘｸﾔ 磐田市 テンマ 0:14:05

111 9611 大石 大智 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲﾁ 磐田市 豊田南小学校 0:14:05

112 9573 山岡 佳 ﾔﾏｵｶ ｶｲ 磐田市 長野 0:14:05

113 9534 和田 龍汰 ﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 磐田市 竜洋北小 0:14:06

114 9760 播磨 成波 ﾊﾘﾏ ｾﾅ 磐田市 磐田中部小 0:14:07

115 9566 鈴木 琉斗 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾄ 磐田市 竜洋北小学校 0:14:07

116 9856 加藤 侑汰 ｶﾄｳ ﾕｳﾀ 磐田市 0:14:07

117 9682 渡辺 空 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿﾗ 磐田市 磐田北小学校 0:14:08

118 9697 渡辺 未來 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｸﾙ 磐田市 0:14:08

119 9509 伏見 海杜 ﾌｼﾐ ｶｲﾄ 磐田市 富士見小学校 0:14:09

120 9539 吉田 琉 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳ 磐田市 テンマＳＣ 0:14:10

121 9786 大橋 空旗 ｵｵﾊｼ ｿﾗｷ 磐田市 竜洋北小学校 0:14:10

122 9805 上澤 伊吹 ｶﾐｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 磐田市 豊田南小学校 0:14:12

123 9902 中村 瑠良 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ 磐田市 東部 0:14:15

124 9544 平田 修斗 ﾋﾗﾀ ｼｭｳﾄ 磐田市 テンマＳＣ 0:14:17

125 9841 横山 陽大 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 磐田市 中部小学校 0:14:17

126 9848 中村 颯 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ 磐田市 福田小 0:14:19

127 9875 三入 慎之介 ﾐｲﾘ ｼﾝﾉｽｹ 磐田市 0:14:19

128 9773 中田 修羽 ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳ 磐田市 豊田南小学校 0:14:20

129 9755 青山 太一 ｱｵﾔﾏ ﾀｲﾁ 磐田市 0:14:20

130 9600 中間 映翔 ﾅｶﾏ ﾊﾙｷ 磐田市 0:14:21

131 9632 大場 斗阿 ｵｵﾊﾞ ﾄｱ 磐田市 豊岡北小学校 0:14:21

132 9710 出石 夏南太 ﾃﾞｲｼ ｶﾅﾀ 磐田市 磐田北小学校 0:14:22

133 9588 内藤 禅 ﾅｲﾄｳ ｾﾞﾝ 磐田市 豊田北部小学校 0:14:22

134 9844 鈴木 涼斗 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 磐田市 長野小学校 0:14:23

135 9683 村松 紘斗 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾄ 磐田市 0:14:24

136 9684 金田 晋平 ｶﾈﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 磐田市 磐田西小学校 0:14:24

137 9905 出口 裕也 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 磐田市 磐田南小 0:14:24

138 9913 石井 柊次 ｲｼｲ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 東部小学校 0:14:24

139 9640 宮本 悠史 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 磐田市 中部小学校 0:14:27

140 9899 白幡 在真 ｼﾗﾊﾀ ｱﾙﾏ 磐田市 0:14:29

141 9788 タイ 龍二 ﾀｲ ﾘｭｳｼﾞ 磐田市 竜洋北小学校 0:14:30

142 9540 中村 風稀 ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｷ 磐田市 竜洋北小学校 0:14:31

143 9629 磯部 壮琉 ｲｿﾍﾞ ﾀｹﾙ 磐田市 磐田西小学校 0:14:32

144 9554 齋藤 拓弥 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 磐田市 0:14:33

145 9830 山田 澄海 ﾔﾏﾀﾞ ｽｶｲ 磐田市 0:14:34

146 9818 下田 脩史 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｼ 磐田市 東部小学校 0:14:34

147 9637 生倉 逸平 ｲｸﾗ ｲｯﾍﾟｲ 磐田市 豊田北部小学校 0:14:35

148 9542 伊藤 遥汰 ｲﾄｳ ﾖｳﾀ 磐田市 豊岡南小学校 0:14:35

149 9812 袴田 逞斗 ﾊｶﾏﾀ ﾀｸﾄ 磐田市 豊田南小学校 0:14:36

150 9549 倉田 佑朗 ｸﾗﾀ ﾕｳﾛ 磐田市 磐田北小学校 0:14:36
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151 9642 石野 幸輝 ｲｼﾉ ｺｳｷ 磐田市 0:14:37

152 9572 田嶋 櫻雅 ﾀｼﾞﾏ ｵｳｶﾞ 磐田市 向笠小 0:14:38

153 9706 永井 風雅 ﾅｶﾞｲ ﾌｳｶﾞ 磐田市 テンマＳＣ 0:14:39

154 9543 山川 和真 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾏ 磐田市 東部小学校 0:14:40

155 9823 加藤 祐晟 ｶﾄｳ ﾕｳｾｲ 磐田市 0:14:40

156 9552 村松 佑飛 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾋ 磐田市 東部小学校 0:14:41

157 9680 鈴木 陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 磐田市 青城小学校 0:14:42

158 9822 鈴木 陽仁 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋﾄ 磐田市 磐田北小 0:14:42

159 9652 山内 陽斗 ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:14:43

160 9592 糸川 俊太朗 ｲﾄｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 磐田市 大藤小学校 0:14:44

161 9546 大石 倖暉 ｵｵｲｼ ｺｳｷ 磐田市 豊田北部小学校 0:14:45

162 9535 塚本 琉生 ﾂｶﾓﾄ ﾙｲ 磐田市 豊田東小 0:14:45

163 9746 富永 涼太 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀ 磐田市 磐田西小学校 0:14:45

164 9612 佐藤 玄英 ｻﾄｳ ﾊﾙﾄｼ 磐田市 磐田中部小学校 0:14:47

165 9789 石川 応典 ｲｼｶﾜ ｵｳｽｹ 磐田市 長野小学校 0:14:48

166 9563 河合 拓杜 ｶﾜｲ ﾀｸﾄ 磐田市 竜洋西小学校 0:14:49

167 9877 菊池 友宏 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 東部小学校 0:14:53

168 9728 武井 翔吾 ﾀｹｲ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 東部小学校 0:14:53

169 9762 大村 紘斗 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾄ 磐田市 磐田南小 0:14:54

170 9795 古瀬 陽 ﾌﾙｾ ﾖｳ 磐田市 テンマ 0:14:56

171 9579 渡邊 暖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞﾝ 磐田市 豊田北部小学校 0:14:57

172 9558 鈴木 咲哉 ｽｽﾞｷ ｻｸﾔ 磐田市 0:14:58

173 9753 岡田 太一 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ 磐田市 豊田北部小 0:15:00

174 9903 松下 燿大 ﾏﾂｼﾀ ﾖｳﾀ 磐田市 0:15:02

175 9738 小栗 和峰 ｵｸﾞﾘ ｶｽﾞﾐﾈ 磐田市 青城小学校 0:15:02

176 9639 二川目 蓮 ﾌﾀｶﾜﾒ ﾚﾝ 磐田市 福田小 0:15:02

177 9702 鈴木 温翔 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ 磐田市 豊岡南小 0:15:04

178 9604 小野寺 真士 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏﾅﾄ 磐田市 0:15:04

179 9826 青島 航平 ｱｵｼﾏ ｺｳﾍｲ 磐田市 磐田富士見小 0:15:10

180 9804 石山 瀧斗 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳﾄ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:15:10

181 9835 鈴木 琉加 ｽｽﾞｷ ﾙｶ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:10

182 9726 花島 颯空 ﾊﾅｼﾞﾏ ｿﾗ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:11

183 20001 入江 倖太郎 ｲﾘｴ ｺｳﾀﾛｳ 0:15:11

184 9829 米澤 唯斗 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｲﾄ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:11

185 9560 齋藤 力乙 ｻｲﾄｳ ﾘｷﾄ 磐田市 豊田南小 0:15:12

186 9867 鶴田 悠人 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 磐田市 0:15:12

187 9564 山田 誠一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 磐田市 磐田中部小 0:15:12

188 9583 臼井 良 ｳｽｲ ﾘｮｳ 磐田市 磐田南小学校 0:15:12

189 9596 竹原 優陽 ﾀｹﾊﾗ ﾕｳﾋ 磐田市 0:15:13

190 9555 安田 好輝 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｷ 磐田市 テンマ 0:15:15

191 9885 大塚 伊織 ｵｵﾂｶ ｲｵﾘ 磐田市 豊田南小学校 0:15:16

192 9698 桑原 健斗 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝﾄ 磐田市 福田小学校 0:15:16

193 9577 榊原 駿 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼｭﾝ 磐田市 磐田南小 0:15:17

194 9858 菊井 梨玖 ｷｸｲ ﾘﾝｸ 磐田市 長野小学校 0:15:17

195 9813 袴田 琉矢 ﾊｶﾏﾀ ﾘｭｳﾔ 磐田市 豊田南小学校 0:15:19

196 9828 鈴木 日彩 ｽｽﾞｷ ﾋｲﾛ 磐田市 0:15:19

197 9607 松浦 優翔 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾄ 磐田市 福田小学校 0:15:20

198 9718 江端 楓人 ｴﾊﾞﾀ ﾌｳﾄ 磐田市 0:15:20

199 9886 杉浦 亜門 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾓﾝ 磐田市 磐田北小 0:15:20

200 9532 真下 泰征 ﾏｼﾓ ﾀｲｾｲ 磐田市 竜洋西小 0:15:20

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソンメモリアルマラソン

３kｍ３kｍ３kｍ３kｍ市内男子小学生市内男子小学生市内男子小学生市内男子小学生

Print: 2016/11/13 12:59:20 5 / 8 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

201 9750 水野 新太 ﾐｽﾞﾉ ｱﾗﾀ 磐田市 磐田北小学校 0:15:21

202 9597 鈴木 翔大郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 磐田市 豊田南小学校 0:15:22

203 9595 鈴木 慶柊 ｽｽﾞｷ ｹｲｼｭｳ 磐田市 磐田北小学校 0:15:24

204 9861 横田 樹 ﾖｺﾀ ﾀﾂｷ 磐田市 東部小 0:15:25

205 9594 宇野 彰剛 ｳﾉ ｼｮｳｺﾞｳ 磐田市 磐田北小 0:15:25

206 9562 河合 琉駆 ｶﾜｲ ﾘｭｳｸ 磐田市 竜洋西小学校 0:15:26

207 9790 佐藤 颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 磐田市 長野小学校 0:15:26

208 9575 辻 颯真 ﾂｼﾞ ｿｳﾏ 磐田市 東部小 0:15:26

209 9671 鈴木 楓典 ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ 磐田市 磐田市立青城小 0:15:27

210 9767 田光 修也 ﾀｺｳ ｼｭｳﾔ 磐田市 テンマＳ．Ｃ 0:15:27

211 9665 伊熊 瑠威 ｲｸﾏ ﾙｲ 磐田市 0:15:28

212 9909 伊藤 竣汰 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 磐田市 青城小学校 0:15:30

213 9802 大庭 奨 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｮｳ 磐田市 0:15:32

214 9717 玉木 大翔 ﾀﾏｷ ﾋﾛﾄ 磐田市 東部小学校 0:15:33

215 9889 山下 新太 ﾔﾏｼﾀ ｱﾗﾀ 磐田市 青城小学校 0:15:35

216 9796 田中 優翔 ﾀﾅｶ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田市立東部小 0:15:35

217 9705 松本 啓一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 磐田市 磐田西小 0:15:36

218 9847 高田 桜佑 ﾀｶﾀﾞ ｵｳｽｹ 磐田市 0:15:36

219 9727 花島 凜央 ﾊﾅｼﾞﾏ ﾘｵ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:37

220 9742 五十嵐 大和 ｲｶﾞﾗｼ ﾔﾏﾄ 磐田市 磐田東部小学校 0:15:37

221 9737 島田 龍征 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 磐田市 青城小 0:15:37

222 9833 井坂 泰輝 ｲｻｶ ﾀｲｷ 磐田市 富士見小学校 0:15:37

223 9576 朝比奈 司直 ｱｻﾋﾅ ﾂｶｻ 磐田市 富士見小学校 0:15:38

224 9662 小松 優作 ｺﾏﾂ ﾕｳｻｸ 磐田市 富士見小学校 0:15:38

225 9799 本多 竣晟 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｾｲ 磐田市 長野小学校 0:15:38

226 9725 伊藤 蒼太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 磐田市 富士見小学校 0:15:40

227 9627 太箸 一翔 ﾌﾄﾊｼ ｶｽﾞﾄ 磐田市 長野小学校 0:15:41

228 9777 森田 晴生 ﾓﾘﾀ ﾊﾙｷ 磐田市 豊田南小学校 0:15:41

229 9843 安形 隼 ｱｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ 磐田市 0:15:42

230 9751 青島 秀明 ｱｵｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 磐田西小 0:15:43

231 9759 大島 健太郎 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 向笠小学校 0:15:44

232 9568 永井 優汰 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 磐田市 竜洋西小学校 0:15:44

233 9772 松本 朋磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾎｳﾏ 磐田市 豊田南小学校 0:15:45

234 9603 伴 大和 ﾊﾞﾝ ﾔﾏﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:15:45

235 9689 平松 悠翔 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:15:46

236 9580 小野 雅史 ｵﾉ ﾏｻﾁｶ 磐田市 0:15:47

237 9837 辻 絢介 ﾂｼﾞ ｹﾝｽｹ 磐田市 富士見小 0:15:48

238 9778 伊藤 颯太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 磐田市 竜洋東小学校 0:15:48

239 9670 北谷 奏太朗 ｷﾀﾔ ｿｳﾀﾛｳ 磐田市 0:15:51

240 9853 安部 秋音 ｱﾍﾞ ｼｭｳﾄ 磐田市 福田小学校 0:15:51

241 9631 大場 昴空 ｵｵﾊﾞ ｿﾗ 磐田市 豊岡北小学校 0:15:52

242 9878 長谷川 心登 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｺﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:15:53

243 9643 永島 寿志 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｻｼ 磐田市 0:15:54

244 9606 太田 悠基 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 磐田市 0:15:56

245 9734 山梨 智也 ﾔﾏﾅｼ ﾄﾓﾔ 磐田市 豊田東小 0:15:57

246 9614 中村 天哉 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾝﾔ 磐田市 竜洋北小学校 0:15:58

247 9731 宮田 碧空 ﾐﾔﾀ ｿﾗ 磐田市 0:15:59

248 9872 伊藤 佑樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 磐田市 0:15:59

249 9754 安藤 優斗 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 磐田市 テンマＦＣ 0:16:00

250 9590 平野 凌 ﾋﾗﾉ ﾘｮｳ 磐田市 磐田西小学校 0:16:02
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251 9906 高尾 悠翔 ﾀｶｵ ﾕｳﾄ 磐田市 0:16:04

252 9716 玉木 颯人 ﾀﾏｷ ﾊﾔﾄ 磐田市 東部小学校 0:16:05

253 9598 伴 亮汰 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳﾀ 磐田市 豊田東 0:16:06

254 9832 山本 晃大 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 磐田市 0:16:08

255 9792 竹原 陽南 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾅﾀ 磐田市 0:16:09

256 9619 小林 侑真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 磐田市 磐田西小 0:16:10

257 9865 伊東 亜良汰 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 磐田市 0:16:10

258 9551 山口 峻矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 磐田市 青城ＪＦＣ 0:16:12

259 9851 大橋 拓歩 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ 磐田市 青城 0:16:14

260 9571 小野寺 映太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲﾀ 磐田市 富士見小学校 0:16:17

261 9785 田中 悠暉 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 磐田市 竜洋北小学校 0:16:17

262 9787 大庭 凛久 ｵｵﾊﾞ ﾘｸ 磐田市 竜洋北小学校 0:16:19

263 9859 五十里 龍飛 ｲｶﾘ ﾘｭｳﾋ 磐田市 青城小学校 0:16:20

264 9679 相場 勇志 ｱｲﾊﾞ ﾕｳｼ 磐田市 トヨダホクブ 0:16:20

265 9782 松本 颯眞 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾏ 磐田市 豊岡北小学校 0:16:24

266 9721 杉山 倖晴 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 磐田市 0:16:27

267 9834 堀内 結叶 ﾎﾘｳﾁ ﾕｲﾄ 磐田市 東部小学校 0:16:27

268 9876 加藤 大和 ｶﾄｳ ﾔﾏﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:16:31

269 9704 川島 瑛斗 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾄ 磐田市 磐田南小学校 0:16:34

270 9894 水嶋 孝志郎 ﾐｽﾞｼﾏ ｺｳｼﾛｳ 磐田市 磐田中部小学校 0:16:35

271 9581 藤井 勇羽 ﾌｼﾞｲ ﾕｳﾜ 磐田市 磐田西小学校 0:16:35

272 9641 橋本 大聖 ﾊｼﾓﾄ ﾀｲｾｲ 磐田市 青城小学校 0:16:36

273 9806 上澤 日陽 ｶﾐｻﾜ ﾋﾅﾀ 磐田市 豊田南小学校 0:16:37

274 9561 野久保 翔斗 ﾉｸﾎﾞ ｼｮｳﾄ 磐田市 豊田南小 0:16:37

275 9779 夏目 朔空 ﾅﾂﾒ ｻｸ 磐田市 竜洋東小学校 0:16:38

276 9695 新貝 拓翔 ｼﾝｶﾞｲ ﾀｸﾄ 磐田市 豊浜小学校 0:16:38

277 9870 永井 瑛人 ﾅｶﾞｲ ｴｲﾄ 磐田市 富士見小学校 0:16:39

278 9661 山下 数真 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 磐田市 東部小 0:16:40

279 9862 横田 達 ﾖｺﾀ ｲﾀﾙ 磐田市 東部小 0:16:40

280 9537 小林 明風 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ 磐田市 磐田西小学校 0:16:42

281 9871 山田 匠海 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 磐田市 0:16:45

282 9591 伊藤 愛翔 ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ 磐田市 東部小学校 0:16:45

283 9659 望月 椋也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳﾔ 磐田市 磐田中部小 0:16:48

284 9904 松下 怜大 ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾀ 磐田市 0:16:50

285 9687 小坂 奏斗 ｺｻｶ ｶﾅﾄ 磐田市 0:16:52

286 9636 生倉 一志 ｲｸﾗ ｲｯｼ 磐田市 豊田北部小学校 0:16:55

287 9715 永田 旭 ﾅｶﾞﾀ ｱｻﾋ 磐田市 磐田南小学校 0:16:57

288 9752 伊藤 遼一 ｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 磐田市 0:17:00

289 9836 鈴木 利玖 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 磐田市 0:17:01

290 9593 櫻井 大空 ｻｸﾗｲ ｿﾗ 磐田市 0:17:02

291 9809 清水 蒼太郎 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀﾛｳ 磐田市 0:17:02

292 9840 後藤 愁弥 ｺﾞﾄｳ ｼｭｳﾔ 磐田市 0:17:05

293 9621 伊藤 駿汰 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 磐田市 豊岡南小学校 0:17:06

294 9714 石部 匡俊 ｲｼﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 磐田市 竜洋北小学校 0:17:06

295 9675 鈴木 洸志 ｽｽﾞｷ ｺｳｼ 磐田市 竜洋東小 0:17:07

296 9735 鈴木 迅汰 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾝﾀ 磐田市 磐田南小学校 0:17:08

297 9912 渡辺 孝臣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵﾐ 磐田市 0:17:09

298 9845 大賀 徹郎 ｵｵｶﾞ ﾃﾂﾛｳ 磐田市 磐田西小 0:17:10

299 9839 後藤 彪峻 ｺﾞﾄｳ ｱﾔﾀｶ 磐田市 東部小学校 0:17:12

300 9817 大橋 弘誠 ｵｵﾊｼ ｺｳｾｲ 磐田市 豊田柔道クラブ 0:17:12
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301 9628 金元 比呂 ｶﾅﾓﾄ ﾋﾛ 磐田市 富士見 0:17:13

302 9587 平野 光輝 ﾋﾗﾉ ｺｳｷ 磐田市 磐田西小 0:17:13

303 9584 塚本 理生 ﾂｶﾓﾄ ﾘｵ 磐田市 豊田東小 0:17:15

304 9688 小室 雄琉 ｺﾑﾛ ﾀｹﾙ 磐田市 豊田東小学校 0:17:17

305 9723 鈴木 琥大郎 ｽｽﾞｷ ｺﾀﾛｳ 磐田市 0:17:21

306 9798 中村 悠真 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 磐田市 0:17:23

307 9608 服部 太一 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁ 磐田市 竜洋北小 0:17:24

308 9655 荒木 斐識 ｱﾗｷ ｲｵﾘ 磐田市 磐田中部小学校 0:17:25

309 9693 大石 愛輝 ｵｵｲｼ ｱｲｷ 磐田市 福田小学校 0:17:30

310 9722 青葉 楓 ｱｵﾊﾞ ｶｴﾃﾞ 磐田市 豊田北部小学校 0:17:30

311 9907 大場 玲空 ｵｵﾊﾞ ﾘｸ 磐田市 長野小 0:17:31

312 9883 村松 一輝 ﾑﾗﾏﾂ ｲﾂｷ 磐田市 0:17:34

313 9620 中間 琉音 ﾅｶﾏ ﾙｲ 磐田市 0:17:35

314 9739 山本 晴琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ 磐田市 豊田北部小学校 0:17:35

315 9605 榊原 陽 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾅﾀ 磐田市 磐田南小 0:17:37

316 9696 寺田 友貴 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ 磐田市 福田小学校 0:17:40

317 9692 松島 遥翔 ﾏﾂｼﾏ ﾊﾙﾄ 磐田市 福田小学校 0:17:41

318 9864 江塚 悠斗 ｴﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田市立東部小 0:17:43

319 9553 中西 煌生 ﾅｶﾆｼ ｺｳｾｲ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:17:44

320 9601 三宅 央晃 ﾐﾔｹ ﾋﾛｱｷ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:17:45

321 9807 鵜飼 海斗 ｳｶｲ ｶｲﾄ 磐田市 テンマＳＣ３年 0:17:45

322 9744 西村 恭亮 ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 磐田市 磐田市立東部小 0:17:45

323 9615 大石 心綺 ｵｵｲｼ ｺｱ 磐田市 0:17:46

324 9831 名倉 柊斗 ﾅｸﾞﾗ ｼｭｳﾄ 磐田市 東部小学校 0:17:51

325 9699 鈴木 泰地 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 磐田市 豊岡北小学校 0:17:52

326 9648 米田 陽稀 ﾖﾈﾀ ﾊﾙｷ 磐田市 磐田北小学校 0:17:53

327 9646 鈴木 幹太 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 磐田市 ※食欲旺盛※ 0:17:55

328 9775 柴田 侑風 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 磐田市 豊田南小学校 0:17:56

329 9771 溝口 玲夢 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚﾝ 磐田市 豊田南小学校 0:17:56

330 9653 中山 直央翔 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾄ 磐田市 0:17:58

331 9602 加藤 優紀也 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ 磐田市 磐田北小学校 0:18:01

332 9758 丹野 柚輝 ﾀﾝﾉ ﾕｽﾞｷ 磐田市 磐田東部小学校 0:18:06

333 9896 佐々木 悠羽 ｻｻｷ ﾕｳ 磐田市 磐田中部小 0:18:06

334 9895 佐々木 滉 ｻｻｷ ｺｳ 磐田市 磐田中部小 0:18:06

335 9846 寺田 絢星 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｾｲ 磐田市 磐田北小学校 0:18:13

336 9770 新井 蒼右 ｱﾗｲ ｿｳｽｹ 磐田市 豊田南小学校 0:18:15

337 9808 辻 陸哉 ﾂｼﾞ ﾘｸﾔ 磐田市 東部小 0:18:26

338 9763 浪崎 大和 ﾅﾐｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 磐田市 ジュビロ磐田 0:18:29

339 9764 大石 飛雅 ｵｵｲｼ ﾋｭｳｶﾞ 磐田市 ジュビロ磐田 0:18:29

340 9623 内藤 時 ﾅｲﾄｳ ﾄｷ 磐田市 豊田北部小学校 0:18:45

341 9730 竹村 心護 ﾀｹﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 磐田市 田原小学校 0:18:47

342 9700 青葉 樹 ｱｵﾊﾞ ｲﾂｷ 磐田市 豊田北部小学校 0:18:53

343 9724 大石 眞士 ｵｵｲｼ ﾏｷﾄ 磐田市 0:18:54

344 9666 白鳥 心吾 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝｺﾞ 磐田市 0:18:58

345 9649 大川 湊 ｵｵｶﾜ ﾐﾅﾄ 磐田市 0:18:59

346 9669 徳久 豊 ﾄｸﾋｻ ﾕﾀｶ 磐田市 0:19:10

347 9893 永井 佑典 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 磐田市 磐田南小学校 0:19:14

348 9810 清水 響太郎 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳﾀﾛｳ 磐田市 0:19:14

349 9881 高橋 守生 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳ 磐田市 豊岡北小学校 0:19:15

350 9625 井上 智貴 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｷ 磐田市 富士見小学校 0:19:27
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351 9676 大石 隼矢 ｵｵｲｼ ｼｭﾝﾔ 磐田市 磐田西小学校 0:19:32

352 9780 佐口 冴羽 ｻｸﾞﾁ ｺﾞｳ 磐田市 豊岡北小学校 0:19:32

353 9781 川合 郁也 ｶﾜｲ ﾌﾐﾔ 磐田市 豊岡北小学校 0:19:34

354 9633 山城 祐生 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｾｲ 磐田市 磐田南小学校 0:19:41

355 9694 鈴木 羽友真 ｽｽﾞｷ ﾊﾕﾏ 磐田市 福田小学校 0:19:42

356 9634 山本 陽介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 磐田市 磐田南小学校 0:19:43

357 9651 中西 真寛 ﾅｶﾆｼ ﾏﾋﾛ 磐田市 磐田北小学校 0:19:48

358 9624 井上 了輔 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｽｹ 磐田市 富士見小学校 0:19:55

359 9664 粟津原 龍夜 ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:20:03

360 9880 鎌倉 良明 ｶﾏｸﾗ ﾖｼｱｷ 磐田市 西小学校 0:20:05

361 9616 小野 孝太朗 ｵﾉ ｺｳﾀﾛｳ 磐田市 磐田西小学校 0:20:26

362 9911 清水 渉夢 ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 磐田市 東部小学校 0:20:36

363 9658 中村 夏都 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂﾄ 磐田市 東部小学校 0:20:39

364 9741 大村 琉生 ｵｵﾑﾗ ﾙｲ 磐田市 磐田東部小学校 0:20:48

365 9819 下田 奏汰 ｼﾓﾀﾞ ｶﾅﾀ 磐田市 東部小学校 0:20:51

366 9888 金原 立樹 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀﾂｷ 磐田市 東部小学校 0:20:56

367 9645 永井 孝汰 ﾅｶﾞｲ ｺｳﾀ 磐田市 磐田南小学校 0:21:06

368 9769 多々良 勇杜 ﾀﾀﾗ ﾕｳﾄ 磐田市 豊田南小学校 0:21:14

369 9589 竹山 仁湖 ﾀｹﾔﾏ ﾆｺ 磐田市 青城小学校 0:21:45

370 9609 竹山 港 ﾀｹﾔﾏ ﾐﾅﾄ 磐田市 青城小学校 0:21:45

371 9712 小松 飛牙 ｺﾏﾂ ﾋｭｳｶﾞ 磐田市 磐田市立竜洋北 0:21:56

372 9791 木本 拓希 ｷﾓﾄ ﾋﾛｷ 磐田市 竜洋北小学校 0:22:13

373 9647 渡邉 悠真 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 磐田市 磐田西小学校 0:22:19

374 9910 永井 奏佑 ﾅｶﾞｲ ｿｳｽｹ 磐田市 青城小学校 0:22:21

375 9908 伊藤 幹汰 ｲﾄｳ ｶﾝﾀ 磐田市 青城小学校 0:22:21

376 9898 三浦 慶太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 磐田市 東部小学校 0:23:22

377 9884 鈴木 紫音 ｽｽﾞｷ ｼｵﾝ 磐田市 テンマＳＣ 0:23:31

378 9667 松浦 航太 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 磐田市 0:23:49

379 9672 渡邉 天翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ 磐田市 0:25:38

380 9719 和田 理均 ﾜﾀﾞ ﾘﾋﾄ 磐田市 長野小学校 0:29:31

381 9520 三浦 想空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 磐田市 福田小学校 0:35:08
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1 10132 小澤 心羽 ｵｻﾞﾜ ｺﾊﾈ 沼津市 アイシック 0:11:01

2 10008 宮原 愛 ﾐﾔﾊﾗ ｱｲ 浜松市 チーム細江 0:11:50

3 10004 玉越 麻央 ﾀﾏｺｼ ﾏｵ 浜松市 内野小学校 0:12:05

4 10011 井柳 舞 ｲﾔﾅｷﾞ ﾏｲ 浜松市 河輪小学校 0:12:15

5 10007 小池 穂波 ｺｲｹ ﾎﾅﾐ 湖西市 白須賀小学校 0:12:19

6 10013 榮元 佑真 ｴｲﾓﾄ ﾕﾏ 静岡市 0:12:21

7 10020 鈴木 結莉乃 ｽｽﾞｷ ﾕﾘﾉ 浜松市 瑞穂小学校 0:12:25

8 10014 後藤 真生 ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 静岡市 ＳＡＣ 0:12:32

9 10021 久保島 彩智 ｸﾎﾞｼﾏ ｻﾁ 浜松市 瑞穂小学校 0:12:48

10 10107 佐藤 友咲 ｻﾄｳ ﾕｷ 袋井市 0:12:48

11 10052 松浦 柚希 ﾏﾂｳﾗ ﾕｽﾞｷ 浜松市 0:12:48

12 10028 山下 璃実 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾐ 浜松市 曳馬小学校 0:12:55

13 10005 吉塲 深月 ﾖｼﾊﾞ ﾐﾂﾞｷ 牧之原市 川崎小学校 0:12:58

14 10034 佐藤 伶 ｻﾄｳ ﾚｲ 浜松市 豊岡小学校 0:13:00

15 10010 小木曽 千咲 ｵｷﾞｿ ﾁｻｷ 浜松市 0:13:03

16 10018 森川 花音 ﾓﾘｶﾜ ｶﾉﾝ 袋井市 浅羽東小学校 0:13:04

17 10072 吉川 咲穂 ﾖｼｶﾜ ｻﾎ 静岡市 0:13:04

18 10115 戸塚 まほ ﾄﾂｶ ﾏﾎ 菊川市 六郷小 0:13:07

19 10031 小出 杏 ｺｲﾃﾞ ｱﾝ 浜松市 富塚小学校 0:13:15

20 10026 鈴木 琴心 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 愛知県 刈谷市 0:13:18

21 10022 村木 天音 ﾑﾗｷ ｱﾏﾈ 浜松市 豊岡小学校 0:13:31

22 10119 井谷 明花里 ｲﾀﾆ ｱｶﾘ 袋井市 0:13:40

23 10009 小栗 千鶴 ｵｸﾞﾘ ﾁﾂﾞﾙ 浜松市 可美小学校 0:13:49

24 10027 鈴木 結歩 ｽｽﾞｷ ﾕｱ 愛知県 刈谷市 0:14:00

25 10068 浅羽 桃子 ｱｻﾊﾞ ﾓﾓｺ 袋井市 浅羽東小学校 0:14:05

26 10006 大脇 凪沙 ｵｵﾜｷ ﾅｷﾞｻ 裾野市 裾野クラッキ 0:14:06

27 10073 原田 紗羽 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾜ 浜松市 佐鳴台 0:14:12

28 10103 岡田 優芽 ｵｶﾀﾞ ﾕﾒ 浜松市 北浜北小 0:14:23

29 10023 吉塲 悠月 ﾖｼﾊﾞ ﾕﾂﾞｷ 牧之原市 川崎小学校 0:14:25

30 10109 宮地 結子 ﾐﾔﾁ ﾕｲｺ 浜松市 相生 0:14:26

31 10039 高林 紗椰 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｻﾔ 浜松市 ぴーすけＡＣ 0:14:28

32 10050 植田 菜月 ｳｴﾀ ﾅﾂｷ 浜松市 チームなっち 0:14:39

33 10105 山則 有里 ﾔﾏﾉﾘ ﾕｳﾘ 浜松市 内野小学校 0:14:40

34 10019 鈴木 沙由羽 ｽｽﾞｷ ｻﾕﾊ 浜松市 瑞穂小学校 0:14:40

35 10114 鈴木 杏奈 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 浜松市 0:14:41

36 10030 石川 心望 ｲｼｶﾜ ｺｺﾓ 焼津市 0:14:41

37 10121 柏崎 真歩 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾏﾎ 浜松市 北浜北小学校 0:14:54

38 10112 浅田 蒼葉 ｱｻﾀﾞ ｱｵﾊﾞ 袋井市 0:14:56

39 10110 齊藤 離乙 ｻｲﾄｳ ﾘｵ 掛川市 土方小 0:14:56

40 10079 大石 妃菜 ｵｵｲｼ ﾋﾅ 掛川市 0:14:58

41 10049 飯尾 奈波 ｲｲｵ ﾅﾅﾐ 浜松市 0:14:58

42 10033 嶋村 美燿 ｼﾏﾑﾗ ﾐﾖ 富士宮市 富士根南小学校 0:14:59

43 10104 佐々木 誇音 ｻｻｷ ｺﾄﾈ 浜松市 0:15:01

44 10001 川西 梨々夏 ｶﾜﾆｼ ﾘﾘｶ 袋井市 袋井北小学校 0:15:03

45 10069 清水 唯 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 御前崎市 浜岡ＬＤＣ 0:15:04

46 10032 久保島 亜弥 ｸﾎﾞｼﾏ ｱﾐ 浜松市 瑞穂小学校 0:15:06

47 10012 塩津 吏那 ｼｵﾂ ﾘﾅ 静岡市 清水ミズノ 0:15:06

48 10108 増田 彩花 ﾏｽﾀﾞ ｱﾔｶ 浜松市 篠原小 0:15:07

49 10130 守屋 優 ﾓﾘﾔ ﾕｳ 掛川市 0:15:13

50 10129 松浦 琉乃 ﾏﾂｳﾗ ﾙﾉ 掛川市 0:15:13
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51 10003 佐藤 星苗 ｻﾄｳ ｾﾅ 袋井市 0:15:15

52 10024 仲谷 幸来 ﾅｶﾀﾆ ｻｸﾗ 浜松市 0:15:18

53 10056 佐藤 このみ ｻﾄｳ ｺﾉﾐ 浜松市 葵西小学校 0:15:18

54 10029 平岡 詩悠 ﾋﾗｵｶ ｼﾕｳ 静岡市 ウルトラハヤタ 0:15:19

55 10017 菊地 紗帆 ｷｸﾁ ｻﾎ 静岡市 清水庵原小 0:15:19

56 10053 早川 真由 ﾊﾔｶﾜ ﾏﾕ 磐田市 0:15:19

57 10057 志村 菜々実 ｼﾑﾗ ﾅﾅﾐ 藤枝市 青島小学校 0:15:20

58 10055 袴田 鈴花 ﾊｶﾏﾀ ﾘﾝｶ 浜松市 伊佐見小学校 0:15:26

59 10037 山田 琴弓 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾄﾐ 掛川市 ＶＩＶＡＣＥ 0:15:28

60 10002 奥山 美輝 ｵｸﾔﾏ ﾐｷ 沼津市 沼津市立原小 0:15:34

61 10038 山田 幸奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾅ 掛川市 ＶＩＶＡＣＥ 0:15:42

62 10035 竹原 光咲 ﾀｹﾊﾗ ﾐｻｷ 袋井市 浅羽東小学校 0:15:43

63 10074 今泉 光夏乃 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾅﾉ 東京都 佃島小学校 0:15:46

64 10048 堀川 紗季 ﾎﾘｶﾜ ｻｷ 磐田市 0:15:48

65 10117 水野 季瑚 ﾐｽﾞﾉ ｷｺ 袋井市 袋井東小 0:15:53

66 10046 宮島 妃菜 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾅ 掛川市 掛川城北小 0:15:55

67 10113 大場 琴心 ｵｵﾊﾞ ｺﾄﾐ 磐田市 磐田市長野小 0:16:00

68 10054 久島 夢可 ｸｼﾏ ﾕﾒｶ 湖西市 0:16:01

69 10041 朝倉 倖和 ｱｻｸﾗ ｻﾁﾅ 藤枝市 青島北小学校 0:16:02

70 10063 吉原 百花 ﾖｼﾊﾗ ﾓﾓｶ 浜松市 0:16:08

71 10060 川島 みらい ｶﾜｼﾏ ﾐﾗｲ 浜松市 内野小学校 0:16:14

72 10102 大西 萌々果 ｵｵﾆｼ ﾓﾓｶ 袋井市 袋井西小６年 0:16:21

73 10078 中田 彩心 ﾅｶﾀﾞ ｱﾔｺ 東京都 0:16:26

74 10097 岡元 梓紗 ｵｶﾓﾄ ｱｽﾞｻ 富士市 富士第２小学校 0:16:34

75 10051 黒石 紗世 ｸﾛｲｼ ｻﾖ 静岡市 静岡市立安東小 0:16:35

76 10065 下山 彩也香 ｼﾓﾔﾏ ｻﾔｶ 吉田町 0:16:44

77 10047 涌田 若菜 ﾜｸﾀﾞ ﾜｶﾅ 掛川市 西山口小学校 0:16:47

78 10116 松原 理子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾘｺ 浜松市 伊佐見小学校 0:16:47

79 10066 上田 彩夏 ｳｴﾀﾞ ｱﾔｶ 浜松市 0:16:49

80 10062 村松 來夏 ﾑﾗﾏﾂ ﾗｲｶ 袋井市 浅羽南小 0:16:59

81 10064 中村 一菜 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾅ 浜松市 佐鳴台小学校 0:17:03

82 10096 磯部 光沙 ｲｿﾍﾞ ﾐｻ 愛知県 井田小 0:17:04

83 10061 村松 杏夏 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾝﾅ 袋井市 浅羽南小 0:17:05

84 10127 御厨 晴菜 ﾐｸﾘﾔ ﾊﾙﾅ 浜松市 0:17:06

85 10120 佐藤 美帆 ｻﾄｳ ﾐﾎ 浜松市 0:17:10

86 10070 岡田 真優 ｵｶﾀﾞ ﾏﾕ 浜松市 浜松市立東小 0:17:10

87 10045 鈴木 仁菜 ｽｽﾞｷ ﾆﾅ 三重県 大和小学校 0:17:10

88 10076 袴田 ちなつ ﾊｶﾏﾀ ﾁﾅﾂ 浜松市 伊佐見小学校 0:17:16

89 10090 山田 胡々菜 ﾔﾏﾀﾞ ｺｺﾅ 袋井市 袋井北小 0:17:16

90 10091 中田 寧々 ﾅｶﾀﾞ ﾈﾈ 島田市 川根小学校 0:17:20

91 10025 内山 愛華 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾅｶ 浜松市 0:17:26

92 10123 福本 夏美 ﾌｸﾓﾄ ﾅﾂﾐ 磐田市 0:17:28

93 10128 御厨 呼夏 ﾐｸﾘﾔ ｺﾅﾂ 浜松市 0:17:31

94 10043 佐野 向日葵 ｻﾉ ﾋﾏﾘ 岐阜県 中島小学校 0:17:40

95 10071 佐野 日葵 ｻﾉ ﾋﾅﾀ 岐阜県 中島小学校 0:17:40

96 10040 北村 麻衣 ｷﾀﾑﾗ ﾏｲ 浜松市 走るのラン 0:17:42

97 10080 辻 友璃 ﾂｼﾞ ﾕｳﾘ 浜松市 0:17:46

98 10133 増田 涼楽 ﾏｽﾀﾞ ﾘﾛ 浜松市 0:18:02

99 10106 多島 綾菜 ﾀｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 浜松市 0:18:02

100 10095 小坂 みずな ｺｻｶ ﾐｽﾞﾅ 浜松市 積志小学校 0:18:07
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101 10089 高井 美咲 ﾀｶｲ ﾐｻｷ 静岡市 0:18:08

102 10100 仁地 桔梗 ﾆﾝﾁ ｷｷｮｳ 浜松市 クラスト 0:18:19

103 10126 藤原 彩未 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ 浜松市 0:18:19

104 10125 福本 恵 ﾌｸﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:18:23

105 10124 福本 茉希 ﾌｸﾓﾄ ﾏｷ 磐田市 0:18:23

106 10042 佐々木 真唯 ｻｻｷ ﾏｲ 浜松市 内野小学校 0:18:26

107 10086 匂坂 綾乃 ｻｷﾞｻｶ ｱﾔﾉ 浜松市 フォーリア 0:18:28

108 10094 飯田 未来 ｲｲﾀﾞ ﾐﾗｲ 藤枝市 0:18:29

109 10082 寺田 幸奈 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾅ 浜松市 和田小学校 0:18:31

110 10083 寺田 愛理 ﾃﾗﾀﾞ ｱｲﾘ 浜松市 浜松市立相生小 0:18:31

111 10131 佐藤 柚花 ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾊ 浜松市 0:18:47

112 10088 寺田 彩芽 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔﾒ 静岡市 竜南小学校 0:18:47

113 10134 鈴木 結香 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 浜松市 0:18:47

114 10092 小野田 結菜 ｵﾉﾀﾞ ﾕﾅ 島田市 島田第二小学校 0:18:49

115 10111 田中 結菜 ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 浜松市 0:18:54

116 10075 角屋 美優 ｶﾄﾞﾔ ﾐﾕ 浜松市 蒲小学校 0:19:05

117 10093 勝 楓稀 ｶﾂ ﾌｳｷ 浜松市 伊佐見小学校 0:19:12

118 10084 神谷 美葵 ｶﾐﾔ ﾐｷ 浜松市 蒲小学校 0:19:27

119 10085 友田 澪 ﾄﾓﾀﾞ ﾐｵ 愛知県 0:19:47

120 10122 袴田 怜杏 ﾊｶﾏﾀ ﾚｱ 浜松市 0:19:49

121 10099 鈴木 双葉 ｽｽﾞｷ ﾌﾀﾊﾞ 浜松市 0:19:50

122 10081 岡澤 千葵 ｵｶｻﾞﾜ ﾁｱ 静岡市 0:19:53

123 10036 石村 雫月 ｲｼﾑﾗ ｼｽﾞｸ 浜松市 芳川北小学校 0:20:04

124 10118 青木 桜子 ｱｵｷ ｻｸﾗｺ 浜松市 上島小学校 0:20:15

125 10077 東 環菜 ﾋｶﾞｼ ｶﾝﾅ 浜松市 0:21:08

126 10101 生末 成美 ｲｸｽｴ ﾅﾙﾐ 神奈川県 0:21:47

127 10098 阿久津 知華 ｱｸﾂ ﾁｶ 愛知県 0:22:09

128 10067 佐藤 柚菜 ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾅ 三重県 0:27:33
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1 10201 蜂須賀 來奈 ﾊﾁｽｶ ﾗﾅ 磐田市 富士見小学校 0:11:14

2 10206 蜂須賀 夕來 ﾊﾁｽｶ ﾕﾗ 磐田市 富士見小学校 0:11:34

3 10418 後藤 苺衣 ｺﾞﾄｳ ﾏｲ 磐田市 東部小学校 0:11:36

4 10208 小林 菜緒 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ 磐田市 磐田西小 0:11:40

5 10438 渡邉 麻央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ 磐田市 福田小 0:12:25

6 10202 生駒 桃佳 ｲｺﾏ ﾓﾓｶ 磐田市 竜洋東小学校 0:12:36

7 10415 村松 日菜乃 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅﾉ 磐田市 磐田北小学校 0:12:41

8 10417 平野 杏奈 ﾋﾗﾉ ｱﾝﾅ 磐田市 0:12:48

9 10205 横山 萌香 ﾖｺﾔﾏ ﾓｴｶ 磐田市 磐田市立田原小 0:13:07

10 10426 松村 帆夏 ﾏﾂﾑﾗ ﾎﾉｶ 磐田市 磐田豊田ＶＳＣ 0:13:23

11 10209 平野 裕里 ﾋﾗﾉ ﾕﾘ 磐田市 磐田中部小学校 0:13:31

12 10335 本田 和香奈 ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ 磐田市 豊田東小学校 0:13:32

13 10315 小池 枝穂理 ｺｲｹ ｼﾎﾘ 磐田市 磐田西小学校 0:13:33

14 10346 松本 香乃 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾉ 磐田市 磐田西小学校 0:13:34

15 10203 鈴木 愛梨 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 磐田市 青城小学校 0:13:37

16 10395 青島 和香 ｱｵｼﾏ ﾉﾄﾞｶ 磐田市 磐田北小 0:13:38

17 10370 平井 優月 ﾋﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 磐田市 竜洋北小学校 0:13:40

18 10280 鈴木 友菜 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 磐田市 東部小学校 0:13:47

19 10226 大杉 聖那 ｵｵｽｷﾞ ｾｲﾅ 磐田市 磐田北小 0:13:50

20 10311 加藤 梓里 ｶﾄｳ ｱｽﾞｻ 磐田市 0:13:51

21 10371 川井 心葉 ｶﾜｲ ｺｺﾊ 磐田市 竜洋北小学校 0:14:00

22 10321 永井 まり ﾅｶﾞｲ ﾏﾘ 磐田市 青城小学校 0:14:01

23 10219 榛葉 彩加音 ｼﾝﾊﾞ ｱｶﾈ 磐田市 磐田北小学校 0:14:03

24 10388 山田 美澄 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:14:04

25 10210 馬渕 海優 ﾏﾌﾞﾁ ﾐﾕｳ 磐田市 0:14:05

26 10430 金原 未奈 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾐﾅ 磐田市 磐田豊田ＶＳＣ 0:14:05

27 10211 佐藤 七菜子 ｻﾄｳ ﾅﾅｺ 磐田市 0:14:06

28 10273 高下 加奈 ｺｳｹﾞ ｶﾅ 磐田市 竜洋北小学校 0:14:07

29 10213 永島 瑠依 ﾅｶﾞｼﾏ ﾙｲ 磐田市 福田小学校 0:14:10

30 10368 佐々木 天花 ｻｻｷ ﾃﾝｶ 磐田市 竜洋北小学校 0:14:11

31 10230 山川 真澄 ﾔﾏｶﾜ ﾏｽﾐ 磐田市 東部小学校 0:14:12

32 10212 阿竹 蘭 ｱﾀｹ ﾗﾝ 磐田市 青城小学校 0:14:15

33 10241 米田 心優 ﾖﾈﾀ ﾐｳ 磐田市 磐田北小学校 0:14:22

34 10207 森 美羽音 ﾓﾘ ﾐﾊﾈ 磐田市 福田小 0:14:34

35 10264 佐野 光優 ｻﾉ ﾐﾕ 磐田市 磐田南小 0:14:37

36 10442 渡辺 美由香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｶ 磐田市 0:14:38

37 10269 磯部 明日久 ｲｿﾍﾞ ｱｽｸ 磐田市 富士見小学校 0:14:40

38 10432 金原 茉央 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｵ 磐田市 磐田豊田ＶＳＣ 0:14:40

39 10440 浜崎 蒼蘭 ﾊﾏｻｷ ｿﾗ 磐田市 豊田北部小学校 0:14:41

40 10380 岩井 梨香 ｲﾜｲ ﾘｯｶ 磐田市 ゆりりさ 0:14:44

41 10348 宮地 蘭来 ﾐﾔﾁ ﾗﾗ 磐田市 中部小学校 0:14:44

42 10228 小森 香歩 ｺﾓﾘ ｶﾎ 磐田市 磐田北小学校 0:14:45

43 10214 清澤 亜実 ｷﾖｻﾜ ｱﾐ 磐田市 東部小学校 0:14:46

44 10244 佐藤 雫 ｻﾄｳ ｼｽﾞｸ 磐田市 磐田中部小 0:14:47

45 10393 鈴木 香凛 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 磐田市 0:14:51

46 10285 佐柳 綾音 ｻﾅｷﾞ ｱﾔﾈ 磐田市 中部小 0:14:52

47 10239 田嶋 那津 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾂ 磐田市 向笠小 0:14:52

48 10238 戸塚 彩珠 ﾄﾂｶ ｱﾔﾐ 磐田市 磐田南小 0:15:00

49 10427 北野 七瀬 ｷﾀﾉ ﾅﾅｾ 磐田市 磐田豊田ＶＳＣ 0:15:01

50 10263 鈴木 七海 ｽｽﾞｷ ﾅﾅﾐ 磐田市 0:15:02
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51 10227 髙柳 砂羽 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾜ 磐田市 豊田北部小 0:15:04

52 10229 加藤 胡乃栞 ｶﾄｳ ｺﾉｶ 磐田市 豊田北部小学校 0:15:04

53 10245 加藤 真衣 ｶﾄｳ ﾏｲ 磐田市 豊田東小 0:15:05

54 10340 芥田 聖奈 ｱｸﾀ ｾｲﾅ 磐田市 竜洋西小 0:15:06

55 10379 朝倉 悠 ｱｻｸﾗ ﾕｳ 磐田市 豊浜小学校 0:15:06

56 10256 岩崎 彩名 ｲﾜｻｷ ｱﾔﾅ 磐田市 青城小学校 0:15:12

57 10361 谷内 ののか ﾔﾁ ﾉﾉｶ 磐田市 豊田南小学校 0:15:14

58 10291 山崎 ちさと ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｻﾄ 磐田市 0:15:14

59 10204 赤堀 杏紗 ｱｶﾎﾘ ｱｽﾞｻ 磐田市 青城小 0:15:15

60 10369 木本 彩夢 ｷﾓﾄ ｱﾔﾒ 磐田市 竜洋北小学校 0:15:23

61 10362 高階 愛夏 ﾀｶﾅｼ ﾏﾅｶ 磐田市 豊田南小学校 0:15:29

62 10333 佐藤 那南 ｻﾄｳ ﾅﾅ 磐田市 0:15:31

63 10390 寺田 偲乃 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾉ 磐田市 0:15:32

64 10289 竹元 莉愛 ﾀｹﾓﾄ ﾘｱ 磐田市 福田小学校 0:15:32

65 10286 松下 美樹 ﾏﾂｼﾀ ﾐｷ 磐田市 磐田中部小学校 0:15:32

66 10331 金原 光咲 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾐｻｷ 磐田市 磐田北小学校 0:15:35

67 10318 稲垣 歩花 ｲﾅｶﾞｷ ﾎﾉｶ 磐田市 磐田東部小学校 0:15:40

68 10236 浅井 佑月 ｱｻｲ ﾕﾂﾞｷ 磐田市 東部小 0:15:42

69 10341 永田 葵衣 ﾅｶﾞﾀ ｱｵｲ 磐田市 磐田北小学校 0:15:43

70 10225 鳥居 真有 ﾄﾘｲ ﾏﾕ 磐田市 磐田北小 0:15:43

71 10218 藤田 知佐 ﾌｼﾞﾀ ﾁｻ 磐田市 磐田西小学校 0:15:44

72 10437 高尾 奈摘菜 ﾀｶｵ ﾅﾂﾞﾅ 磐田市 0:15:45

73 10353 髙松 優芽 ﾀｶﾏﾂ ﾕﾒ 磐田市 豊田南小学校 0:15:49

74 10367 岩﨑 彩音 ｲﾜｻﾞｷ ｱﾔﾈ 磐田市 豊岡北小学校 0:15:49

75 10345 浅岡 愛未 ｱｻｵｶ ﾏﾅﾐ 磐田市 中部小学校 0:15:50

76 10401 井坂 萌菜 ｲｻｶ ﾓｴﾅ 磐田市 富士見小学校 0:15:50

77 10300 北谷 彩葉 ｷﾀﾔ ｲﾛﾊ 磐田市 0:15:52

78 10422 馬渕 莉捺 ﾏﾌﾞﾁ ﾘﾅ 磐田市 磐田北小 0:15:57

79 10247 伊藤 葵 ｲﾄｳ ｱｵｲ 磐田市 0:15:58

80 10360 大庭 優奈 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾅ 磐田市 豊田南小学校 0:15:58

81 10359 小野 未結 ｵﾉ ﾐﾕｳ 磐田市 豊田南小学校 0:15:58

82 10255 正木 優香 ﾏｻｷ ﾕｳｶ 磐田市 磐田南小学校 0:16:00

83 10372 川井 若葉 ｶﾜｲ ﾜｶﾊﾞ 磐田市 竜洋北小学校 0:16:01

84 10243 神谷 佑香 ｶﾐﾔ ﾕｳｶ 磐田市 磐田北小学校 0:16:01

85 10217 名倉 千尋 ﾅｸﾞﾗ ﾁﾋﾛ 磐田市 富士見小学校 0:16:03

86 10373 鈴木 瑠菜 ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 磐田市 竜洋北小学校 0:16:03

87 10350 塚本 美青 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾊﾙ 磐田市 豊田東小学校 0:16:03

88 10392 大杉 友希実 ｵｵｽｷﾞ ﾕｷﾐ 磐田市 0:16:06

89 10407 伊藤 凪優 ｲﾄｳ ﾅﾕ 磐田市 大藤小学校 0:16:09

90 10411 平野 瑞季 ﾋﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 磐田市 富士見小学校 0:16:10

91 10402 山田 朋英 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｴ 磐田市 0:16:10

92 10399 山本 佳奈 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅ 磐田市 0:16:15

93 10408 大橋 花歩 ｵｵﾊｼ ｶﾎ 磐田市 青城 0:16:15

94 10343 阿部 優奈 ｱﾍﾞ ﾕｳﾅ 磐田市 0:16:17

95 10381 岩井 彩那 ｲﾜｲ ｻﾅ 磐田市 ゆりりさ 0:16:18

96 10342 山田 結愛 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｱ 磐田市 0:16:20

97 10338 鈴木 泉美 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 磐田市 0:16:23

98 10376 天野 葉月 ｱﾏﾉ ﾊﾂﾞｷ 磐田市 青城小学校 0:16:24

99 10354 増井 日南乃 ﾏｽｲ ﾋﾅﾉ 磐田市 富士見小学校 0:16:25

100 10420 伊藤 千晴 ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 磐田市 0:16:25
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101 10324 廣瀬 杏 ﾋﾛｾ 磐田市 磐田南小学校 0:16:25

102 10419 山田 渚々美 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 磐田市 0:16:26

103 10320 岡田 菜緒 ｵｶﾀﾞ ﾅｵ 磐田市 磐田市立田原小 0:16:26

104 10391 佐藤 華子 ｻﾄｳ ﾊﾅｺ 磐田市 0:16:28

105 10274 酒井 美沙希 ｻｶｲ ﾐｻｷ 磐田市 田原小学校 0:16:30

106 10327 鎌倉 理恵 ｶﾏｸﾗ ﾘｴ 磐田市 磐田西小学校 0:16:30

107 10326 緒方 葵 ｵｶﾞﾀ ｱｵｲ 磐田市 磐田西小学校 0:16:31

108 10272 那須 未來 ﾅｽ ﾐﾗｲ 磐田市 磐田南小学校 0:16:32

109 10428 鈴木 美羽 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 磐田市 磐田豊田ＶＳＣ 0:16:35

110 10222 鈴木 美徠 ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ 磐田市 福田小学校 0:16:36

111 10232 駒井 紬 ｺﾏｲ ﾂﾑｷﾞ 磐田市 0:16:38

112 10351 堀江 紅美 ﾎﾘｴ ｸﾐ 磐田市 0:16:38

113 10277 松本 莉音 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾉ 磐田市 ゆりりさ 0:16:39

114 10290 河合 美優 ｶﾜｲ ﾐﾕｳ 磐田市 青城小学校 0:16:40

115 10257 岩崎 唯名 ｲﾜｻｷ ﾕｲﾅ 磐田市 青城小学校 0:16:41

116 10235 鈴木 心遥 ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ 磐田市 福田小 0:16:43

117 10404 鈴木 悠愛 ｽｽﾞｷ ﾕｳｱ 磐田市 福田小 0:16:43

118 10433 杉浦 璃亜音 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｱﾝ 磐田市 磐田北小 0:16:43

119 10234 鈴木 莉那 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ 磐田市 福田小 0:16:44

120 10251 太箸 晴歌 ﾌﾄﾊｼ ﾊﾙｶ 磐田市 長野小学校 0:16:45

121 10382 矢野 友梨 ﾔﾉ ﾕｳﾘ 磐田市 長野小学校 0:16:45

122 10242 山田 怜奈 ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾅ 磐田市 磐田中部小 0:16:48

123 10347 奥村 律香 ｵｸﾑﾗ ﾘﾂｶ 磐田市 磐田南小学校 0:16:48

124 10233 増本 美咲 ﾏｽﾓﾄ ﾐｻｷ 磐田市 0:16:51

125 10220 松木 七星 ﾏﾂｷ ﾅﾅｾ 磐田市 0:16:51

126 10435 高野 つばき ﾀｶﾉ ﾂﾊﾞｷ 磐田市 0:16:52

127 10349 播磨 桃名 ﾊﾘﾏ ﾓﾅ 磐田市 磐田中部小 0:16:54

128 10268 伊藤 笑和 ｲﾄｳ ｴﾅ 磐田市 東部小学校 0:16:57

129 10271 山本 佳れん ﾔﾏﾓﾄ ｶﾚﾝ 磐田市 磐田南小学校 0:16:59

130 10294 馬場 結愛 ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾒ 磐田市 磐田南小学校 0:16:59

131 10297 中嶋 愛結 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾕ 磐田市 磐田中部小学校 0:17:01

132 10265 佐野 蒼 ｻﾉ ｱｵｲ 磐田市 福田小学校 0:17:02

133 10423 村松 双葉 ﾑﾗﾏﾂ ﾌﾀﾊﾞ 磐田市 0:17:07

134 10261 落合 花 ｵﾁｱｲ ﾊﾅ 磐田市 竜洋西小学校 0:17:08

135 10278 松本 悠茉 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾏ 磐田市 ゆりりさ 0:17:09

136 10303 岩田 七海 ｲﾜﾀ ﾅﾅﾐ 磐田市 竜洋北小 0:17:11

137 10301 大杉 咲樺 ｵｵｽｷﾞ ｴﾐｶ 磐田市 東部小学校 0:17:12

138 10387 鈴木 来実 ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ 磐田市 磐田南小 0:17:12

139 10377 中村 瑠那 ﾅｶﾑﾗ ﾙﾅ 磐田市 0:17:13

140 10288 鈴木 良來 ｽｽﾞｷ ﾗｸ 磐田市 福田小学校 0:17:15

141 10253 山下 小春 ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾙ 磐田市 0:17:19

142 10339 大村 雪夢 ｵｵﾑﾗ ﾕｷﾑ 磐田市 磐田東部小学校 0:17:22

143 10410 安部 汐音 ｱﾍﾞ ｼｵﾝ 磐田市 福田小学校 0:17:24

144 10416 平野 利奈 ﾋﾗﾉ ﾘﾅ 磐田市 0:17:25

145 10216 大塚 心翔 ｵｵﾂｶ ｺﾄ 磐田市 竜洋北小学校 0:17:27

146 10434 福慶 藍子 ﾌｸｹｲ ｱｲｺ 磐田市 磐田北小学校 0:17:27

147 10260 磯辺 愛梨 ｲｿﾍﾞ ｱｲﾘ 磐田市 磐田北小学校 0:17:28

148 10310 平野 佐和 ﾋﾗﾉ ｻﾜ 磐田市 岩田小 0:17:30

149 10378 石井 七瀬 ｲｼｲ ﾅﾅｾ 磐田市 0:17:30

150 10266 高木 彩愛 ﾀｶｷﾞ ｱﾔﾅ 磐田市 岩田小 0:17:31
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151 10441 浜崎 紫稀 ﾊﾏｻｷ ｼｷ 磐田市 豊田北部小学校 0:17:33

152 10357 粟倉 心音 ｱﾜｸﾗ ｺｺﾈ 磐田市 豊田南小学校 0:17:34

153 10356 中澤 萌祢 ﾅｶｻﾞﾜ ﾓﾈ 磐田市 豊田南小学校 0:17:34

154 10389 鈴木 弥笑 ｽｽﾞｷ ﾔｴ 磐田市 磐田北小 0:17:35

155 10240 堀内 星奈 ﾎﾘｳﾁ ｾｲﾅ 磐田市 岩田小学校 0:17:39

156 10413 高田 萌夏 ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 磐田市 0:17:39

157 10405 由比藤 凛 ﾕｲﾄｳ ﾘﾝ 磐田市 磐田中部小学校 0:17:41

158 10293 高林 愛佳 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 磐田市 東部小学校 0:17:51

159 10400 池田 光希 ｲｹﾀﾞ ﾐｷ 磐田市 磐田西小学校 0:17:57

160 10237 野端 苗千乃 ﾉﾊﾞﾀ ﾅﾁﾉ 磐田市 富士見小学校 0:18:00

161 10431 中島 美羽 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｳ 磐田市 磐田豊田ＶＳＣ 0:18:00

162 10414 土井 寧々 ﾄﾞｲ ﾈﾈ 磐田市 0:18:03

163 10296 高木 美紅 ﾀｶｷﾞ ﾐｸ 磐田市 岩田小 0:18:06

164 10429 川島 葉菜 ｶﾜｼﾏ ﾊﾅ 磐田市 磐田豊田ＶＳＣ 0:18:06

165 10252 山下 花 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ 磐田市 0:18:07

166 10246 山城 悠琳奏 ﾔﾏｼﾛ ﾕﾘｶ 磐田市 0:18:08

167 10317 平松 莉珈 ﾋﾗﾏﾂ ﾏﾘｶ 磐田市 磐田北小 0:18:11

168 10336 本夛 菜柚 ﾎﾝﾀﾞ ﾅﾕ 磐田市 磐田北小 0:18:11

169 10295 鈴木 麻友 ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 磐田市 富士見小学校 0:18:12

170 10306 植田 茉璃亜 ｳｴﾀﾞ ﾏﾘｱ 磐田市 磐田市豊浜小 0:18:12

171 10363 村松 彩弥 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾔ 磐田市 豊田南小学校 0:18:13

172 10424 大塚 友愛 ｵｵﾂｶ ﾕﾒ 磐田市 豊田南小学校 0:18:13

173 10254 山下 結 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲ 磐田市 0:18:15

174 10436 笠原 菜緒 ｶｻﾊﾗ ﾅｵ 磐田市 富士見小学校 0:18:16

175 10313 渡辺 杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ 磐田市 磐田北小学校 0:18:23

176 10250 藤田 こはる ﾌｼﾞﾀ ｺﾊﾙ 磐田市 0:18:25

177 10384 蔦原 陽奈 ﾂﾀﾊﾗ ﾋﾅ 磐田市 東部小学校 0:18:26

178 10334 島田 藍瑠 ｼﾏﾀﾞ ｱｲﾙ 磐田市 青城小 0:18:32

179 10337 伊藤 遙香 ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 磐田市 青城小学校 0:18:32

180 10262 川島 美沙樹 ｶﾜｼﾏ ﾐｻｷ 磐田市 東部小 0:18:35

181 10304 植田 さくら ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ 磐田市 磐田市豊浜小 0:18:35

182 10352 堀江 美咲 ﾎﾘｴ ﾐｻｷ 磐田市 0:18:40

183 10279 金元 万桜 ｶﾅﾓﾄ ﾏｵ 磐田市 富士見 0:18:40

184 10366 鈴木 芹羽 ｽｽﾞｷ ｾﾘﾊ 磐田市 竜洋東小学校 0:18:42

185 10364 稲葉 心蓮 ｲﾅﾊﾞ ｺﾄﾊ 磐田市 竜洋東小学校 0:18:42

186 10421 幸田 真歩 ｺｳﾀﾞ ﾏﾎ 磐田市 豊田北部小 0:18:46

187 10344 岡田 千咲 ｵｶﾀﾞ ﾁｻｷ 磐田市 豊田北部小 0:18:46

188 10309 鈴木 希空 ｽｽﾞｷ ﾉｱ 磐田市 青城小学校 0:18:48

189 10307 山本 結万 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾏ 磐田市 磐田南小学校 0:18:53

190 10383 蔦原 加奈 ﾂﾀﾊﾗ ｶﾅ 磐田市 東部小学校 0:18:54

191 10231 駒井 綴 ｺﾏｲ ﾂﾂﾞﾘ 磐田市 0:19:04

192 10270 松原 衣莉菜 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴﾘﾅ 磐田市 富士見小学校 0:19:06

193 10292 戸塚 心絆 ﾄﾂｶ ｺｺﾅ 磐田市 磐田南小 0:19:08

194 10403 辻 知江 ﾂｼﾞ ﾁｴ 磐田市 富士見小 0:19:09

195 10308 小松 たから ｺﾏﾂ ﾀｶﾗ 磐田市 富士見小学校 0:19:09

196 10365 佐藤 瀬奈 ｻﾄｳ ｾﾅ 磐田市 竜洋東小学校 0:19:10

197 10386 市川 詩乃 ｲﾁｶﾜ ｳﾀﾉ 磐田市 東部小学校 0:19:11

198 10425 森 柚奈 ﾓﾘ ﾕｽﾞﾅ 磐田市 富士見小学校 0:19:16

199 10248 塚本 ゆき ﾂｶﾓﾄ ﾕｷ 磐田市 豊田東小 0:19:19

200 10305 大矢 毬世 ｵｵﾔ ﾏﾘｾ 磐田市 磐田南小学校 0:19:21
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201 10259 鈴木 柑奈 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾅ 磐田市 豊田北部小学校 0:19:34

202  

203 10275 江塚 暖 ｴﾂﾞｶ ﾉﾝ 磐田市 トウブショウ 0:19:47

204 10332 平山 未歩 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾎ 磐田市 東部小 0:19:47

205 10283 後藤 有那 ｺﾞﾄｳ ﾕﾅ 磐田市 0:19:47

206 10355 中島 亜美 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾐ 磐田市 豊田南小学校 0:19:49

207 10330 小野田 夏子 ｵﾉﾀﾞ ﾅﾂｺ 磐田市 東部小 0:19:58

208 10328 武井 若菜 ﾀｹｲ ﾜｶﾅ 磐田市 東部小学校 0:19:59

209 10329 武井 陽菜 ﾀｹｲ ﾊﾙﾅ 磐田市 東部小学校 0:19:59

210 10249 服部 実桜 ﾊｯﾄﾘ ﾐｵ 磐田市 竜洋北小 0:20:06

211 10406 高田 瑚々海 ﾀｶﾀﾞ ｺｺﾐ 磐田市 0:20:08

212 10298 井口 笑美 ｲｸﾞﾁ ｴﾐ 磐田市 富士見小学校 0:20:09

213 10267 鈴木 愛佳 ｽｽﾞｷ ｱｲｶ 磐田市 富士見小 0:20:10

214 10312 鈴木 優綺 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 磐田市 竜洋東小 0:20:15

215 10224 大橋 凛 ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 磐田市 0:20:37

216 10439 井上 渚咲 ｲﾉｳｴ ﾅｷﾞｻ 磐田市 福田小学校 0:20:37

217 10358 山下 詩穏 ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾝ 磐田市 豊田南小学校 0:20:39

218 10314 川島 明花 ｶﾜｼﾏ ｱｽｶ 磐田市 0:20:42

219 10284 三宮 琴実 ｻﾝｸﾞｳ ｺﾄﾐ 磐田市 富士見小 0:20:42

220 10396 青島 和奏 ｱｵｼﾏ ﾜｶﾅ 磐田市 磐田北小 0:20:57

221 10397 青島 莉奈子 ｱｵｼﾏ ﾘﾅｺ 磐田市 磐田富士見小 0:20:57

222 10394 杉本 晶 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷ 磐田市 田原小 0:20:57

223 10281 小池 真咲 ｺｲｹ ﾏｻｷ 磐田市 豊田北部小学校 0:21:56

224 10398 寺田 百杏 ﾃﾗﾀﾞ ﾓｱ 磐田市 磐田市立東部小 0:22:29

225 10282 後藤 紗也 ｺﾞﾄｳ ｻﾔ 磐田市 東部小学校 0:22:29

226 10323 寺田 朱花 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾔｶ 磐田市 大藤小学校 0:22:43

227 10374 木本 幸希 ｷﾓﾄ ﾕｷ 磐田市 竜洋北小学校 0:23:26

228 10385 袴田 幸来 ﾊｶﾏﾀ ｻﾗ 磐田市 豊田南小学校 0:24:25

229 10409 大橋 彩歩 ｵｵﾊｼ ｻﾎ 磐田市 青城 0:24:25

230 10375 生田 碧海 ｲｸﾀ ｱｵｲ 磐田市 竜洋北小学校 0:25:37

231 10276 落合 美琴 ｵﾁｱｲ ﾐｺﾄ 磐田市 磐田西小学校 0:27:40

232 10302 中山 奈菜帆 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾅﾎ 磐田市 0:53:57
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1 11007 杉本 真渚人 杉本 康暢 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾅﾄ ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾉﾌﾞ 浜松市 0:11:22

2 11009 川越 千輝 川越 健二 ｶﾜｺﾞｴ ｶｽﾞｷ ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｼﾞ 浜松市 0:11:40

3 11005 小池 湧都 小池 則貴 ｺｲｹ ﾕｳﾄ ｺｲｹ ﾉﾘﾀｶ 函南町 0:11:44

4 11006 鈴木 颯 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾃ ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 静岡市 0:11:54

5 11010 戸田 律稀 戸田 央志 ﾄﾀﾞ ﾘﾂｷ ﾄﾀﾞ ﾋｻｼ 磐田市 0:11:56

6 11015 秋鹿 雅史 秋鹿 真一 ｱｲｶ ﾏｻｼ ｱｲｶ ｼﾝｲﾁ 菊川市 0:11:58

7 11003 藤巻 和聖 藤巻 耕太 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞｻ ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳﾀ 富士市 0:12:03

8 11014 萩原 秀 萩原 宰 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭｳ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾂｶｻ 磐田市 0:12:09

9 11017 大杉 怜央 大杉 剛史 ｵｵｽｷﾞ ﾚｵ ｵｵｽｷﾞ ﾀｹｼ 浜松市 0:12:11

10 11004 内山 悠瑠 内山 智晴 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 袋井市 0:12:17

11 11011 赤堀 華 赤堀 耕二 ｱｶﾎﾘ ﾊﾅ ｱｶﾎﾘ ｺｳｼﾞ 菊川市 0:12:32

12 11012 漆畑 瑛大 漆畑 力也 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｴｲﾄ ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾘｷﾔ 静岡市 0:12:55

13 11018 加藤 希花 加藤 謙吾 ｶﾄｳ ﾉﾉｶ ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ 浜松市 0:12:55

14 11023 髙柿 翔 髙柿 義明 ﾀｶｶﾞｷ ｼｮｳ ﾀｶｶﾞｷ ﾖｼｱｷ 浜松市 0:13:11

15 11008 小野寺 穂隆 小野寺 剛 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾎﾀﾞｶ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 浜松市 0:13:16

16 11124 櫻井 梛津 櫻井 壮史 ｻｸﾗｲ ﾅﾂ ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 浜松市 0:13:20

17 11406 山中 恵太郎 山中 美智明 ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ ﾔﾏﾅｶ ﾐﾁｱｷ 磐田市 0:13:20

18 11145 西浦 琉音 西浦 直子 ﾆｼｳﾗ ﾘｵﾄ ﾆｼｳﾗ ﾅｵｺ 浜松市 0:13:24

19 11042 田中 優成 田中 智久 ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 牧之原市 0:13:24

20 11036 大箸 航暉 大箸 道春 ｵｵﾊｼ ｺｳｷ ｵｵﾊｼ ﾐﾁﾊﾙ 磐田市 0:13:32

21 11031 松林 陽叶 松林 高司 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾅﾄ ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 御前崎市 0:13:43

22 11453 戸松 真彩 戸松 誠 ﾄﾏﾂ ﾏｱﾔ ﾄﾏﾂ ﾏｺﾄ 浜松市 0:13:47

23 11389 三倉 瑛斗 三倉 修百 ﾐｸﾗ ｴｲﾄ ﾐｸﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 掛川市 0:13:54

24 11419 日比野 良太 日比野 敏行 ﾋﾋﾞﾉ ﾘｮｳﾀ ヒビノ トシユキ 浜松市 0:13:58

25 11260 渡辺 義都 渡辺 貴則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 0:14:02

26 11427 阿部 日咲 阿部 貴弘 ｱﾍﾞ ﾋｻｷ ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:14:03

27 11580 服部 紘也 服部 和敏 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾔ ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾄｼ 掛川市 0:14:05

28 11597 内野 眞虎 内野 良枝 ｳﾁﾉ ﾏﾅﾄ ｳﾁﾉ ﾋﾛｴ 磐田市 0:14:11

29 11040 仁多見 粋鳳 仁多見 裕紀 ﾆﾀﾐ ｷﾖﾀｶ ﾆﾀﾐ ﾋﾛｷ 藤枝市 0:14:15

30 11562 竹田 俊太郎 竹田 俊介 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 0:14:17

31 11612 千葉 梓馬 千葉 一樹 ﾁﾊﾞ ｱｽﾞﾏ ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ 磐田市 0:14:18

32 11074 姥 亘 姥 巧 ｳﾊﾞ ﾜﾀﾙ ｳﾊﾞ ﾀｸﾐ 磐田市 0:14:20

33 11048 磯部 耕平 磯部 伸介 ｲｿﾍﾞ ｺｳﾍｲ ｲｿﾍﾞ ｼﾝｽｹ 浜松市 0:14:22

34 11013 尾崎 翔啓 尾崎 憲一 ｵｻﾞｷ ｼｮｳｹｲ ｵｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 磐田市 0:14:24

35 11361 若林 由奈 若林 博昭 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:14:25

36 11044 鈴木 瑞人 鈴木 潮人 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾄ ｽｽﾞｷ ｼｵﾄ 浜松市 0:14:26

37 11533 中村 虎太郎 中村 泰久 ﾅｶﾑﾗ ｺﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｻ 浜松市 0:14:26

38 11501 山口 桜雅 山口 直輝 ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 浜松市 0:14:28

39 11345 筒井 優也 筒井 達也 ﾂﾂｲ ﾕｳﾔ ﾂﾂｲ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:14:34

40 11254 柴田 偉央 柴田 恭孝 ｼﾊﾞﾀ ｲｵ ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾀｶ 磐田市 0:14:39

41 11038 森田 釉月 森田 尚史 ﾓﾘﾀ ﾕﾂﾞｷ ﾓﾘﾀ ﾅｵﾁｶ 掛川市 0:14:40

42 11028 佐藤 蓮 佐藤 秀宣 ｻﾄｳ ﾚﾝ ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡市 0:14:40

43 11557 船越 佑磨 船越 雄誠 ﾌﾅｺｼ ﾕｳﾏ ﾌﾅｺｼ ﾕｳｾｲ 浜松市 0:14:41

44 11077 菊地 幌 菊地 健太 ｷｸﾁ ﾎﾛ ｷｸﾁ ｹﾝﾀ 掛川市 0:14:46

45 11226 熊谷 光流 熊谷 隆則 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 0:14:49

46 11134 今原 総一郎 今原 淳吾 ｲﾏﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｲﾏﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺﾞ 浜松市 0:14:51

47 11079 高林 真梛 高林 秀祐 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｽｹ 浜松市 0:14:52

48 11141 八木 仁斗 田中 浩二 ﾔｷﾞ ｼﾞﾝﾄ ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 磐田市 0:14:52

49 11140 伊藤 心音 伊藤 里美 ｲﾄｳ ｺｺﾛ ｲﾄｳ ｻﾄﾐ 浜松市 0:14:54

50 11058 森下 舜也 森下 栄治 ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ ﾓﾘｼﾀ ｴｲｼﾞ 磐田市 0:14:54
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51 11045 内田 あおい 内田 尚孝 ｳﾁﾀﾞ ｱｵｲ ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 御前崎市 0:14:59

52 11144 西浦 里瑚 西浦 輝人 ﾆｼｳﾗ ﾘｺ ﾆｼｳﾗ ﾃﾙﾋﾄ 浜松市 0:14:59

53 11019 村松 瑤 村松 義久 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｳ ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾋｻ 磐田市 0:15:00

54 11076 鳥谷部 莉央 鳥谷部 尚吾 ﾄﾘﾔﾍﾞ ﾘｵ ﾄﾘﾔﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 0:15:06

55 11447 河合 柚奈 河合 恵太 ｶﾜｲ ﾕｽﾞﾅ ｶﾜｲ ｹｲﾀ 浜松市 0:15:08

56 11457 小池 來夢 小池 和弘 ｺｲｹ ﾗｲﾑ ｺｲｹ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 0:15:10

57 11500 勝下 湘暉 勝下 幸憲 ｶﾂｼﾀ ｼｮｳｷ ｶﾂｼﾀ ﾕｷﾉﾘ 浜松市 0:15:11

58 11021 齋藤 智嗣 齋藤 成輝 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ ｻｲﾄｳ ﾅﾙｷ 浜松市 0:15:12

59 11327 久島 結希 久島 守生 ｸｼﾏ ﾕｳｷ ｸｼﾏ ﾓﾘｵ 湖西市 0:15:13

60 11027 田中 颯人 田中 健太郎 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 三重県 0:15:20

61 11265 阿久津 貴新 阿久津 智之 ｱｸﾂ ｷｼﾝ ｱｸﾂ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 0:15:21

62 11052 宮﨑 快晴 宮﨑 有一 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｲｾｲ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ 牧之原市 0:15:23

63 11035 大場 寧望 大場 真裕 ｵｵﾊﾞ ﾈﾓ ｵｵﾊﾞ ﾏﾋﾛ 磐田市 0:15:26

64 11503 鈴木 海翔 鈴木 大元 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾁｶ 浜松市 0:15:27

65 11491 浅田 詠葉 浅田 大地 ｱｻﾀﾞ ｳﾀﾊﾞ ｱｻﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 袋井市 0:15:29

66 11485 鈴木 陽太 鈴木 健太郎 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 0:15:30

67 11586 前田 衛人 前田 琢磨 ﾏｴﾀﾞ ｴｲﾄ ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 磐田市 0:15:33

68 11282 鈴木 智大 鈴木 貴晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ 磐田市 0:15:34

69 11056 宮崎 由奈 宮崎 祐次 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｲﾅ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 浜松市 0:15:34

70 11251 鈴木 皓映 鈴木 栄祐 ｽｽﾞｷ ｺｳｴｲ ｽｽﾞｷ ｴｲｽｹ 浜松市 0:15:36

71 11335 風間 勇人 風間 陽子 ｶｻﾞﾏ ﾊﾔﾄ ｶｻﾞﾏ ﾖｳｺ 掛川市 0:15:36

72 11449 梶谷 太聖 梶谷 公平 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀｲｾｲ ｶｼﾞﾀﾆ ｺｳﾍｲ 浜松市 0:15:38

73 11016 平野 俊介 平野 篤史 ﾋﾗﾉ ｼｭﾝｽｹ ﾋﾗﾉ ｱﾂｼ 磐田市 0:15:40

74 11522 大場 陸人 竹下 弘介 ｵｵﾊﾞ ﾘｸﾄ ﾀｹｼﾀ ｺｳｽｹ 磐田市 0:15:42

75 11043 池田 美加 池田 敏晃 ｲｹﾀﾞ ﾐｶ ｲｹﾀﾞ ﾄｼｱｷ 藤枝市 0:15:45

76 11569 神谷 遙大 神谷 剛史 ｶﾐﾔ ﾊﾙﾄ ｶﾐﾔ ﾀｹｼ 袋井市 0:15:46

77 11181 野本 海哩 野本 怜祐 ﾉﾓﾄ ｶｲﾘ ﾉﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 0:15:48

78 11080 丸尾 凜 丸尾 清朗 ﾏﾙｵ ﾘﾝ ﾏﾙｵ ｷﾖｱｷ 浜松市 0:15:49

79 11241 神村 灯士 神村 美保 ｶﾐﾑﾗ ｱｶｼ ｶﾐﾑﾗ ﾐﾎ 浜松市 0:15:51

80 11553 森 飛翔 森 愼吾 ﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ ﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 磐田市 0:15:52

81 11268 小田木 優奈 小田木 広征 ｵﾀﾞｷﾞ ﾕｳﾅ ｵﾀﾞｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 0:15:54

82 11086 坂部 羽矢斗 坂部 隆彦 ｻｶﾍﾞ ﾊﾔﾄ ｻｶﾍﾞ ﾀｶﾋｺ 浜松市 0:15:56

83 11039 渥美 奏天 渥美 好仁 ｱﾂﾐ ｶﾅﾀ ｱﾂﾐ ﾖｼﾋﾄ 磐田市 0:16:05

84 11403 大空 咲希 大空 優 ｵｵｿﾞﾗ ｻｷ ｵｵｿﾞﾗ ﾕｳ 磐田市 0:16:06

85 11099 織田 和奏 織田 厚 ｵﾀﾞ ﾜｶﾅ ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 浜松市 0:16:09

86 11493 中村 俊成 中村 祐人 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 磐田市 0:16:10

87 11401 廣木 柚暉 廣木 香織 ﾋﾛｷ ﾕｽﾞｷ ﾋﾛｷ ｶｵﾘ 磐田市 0:16:12

88 11064 伊藤 にこ 伊藤 宏彰 ｲﾄｳ ﾆｺ ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 浜松市 0:16:17

89 11073 新谷 芽生 新谷 友朗 ｱﾗﾀﾆ ﾒｲ ｱﾗﾀﾆ ﾄﾓｱｷ 静岡市 0:16:17

90 11232 藤澤 綺良 藤澤 一真 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾏ ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾏ 富士宮市 0:16:18

91 11425 長谷川 祥子 長谷川 孝之 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾁｺ ハセガワ タカユキ 磐田市 0:16:21

92 11024 仲谷 幸心 仲谷 光生 ﾅｶﾀﾆ ｺｺﾛ ﾅｶﾀﾆ ﾐﾂｵ 浜松市 0:16:21

93 11329 渥美 翔琉 渥美 言子 ｱﾂﾐ ｶｲﾘ ｱﾂﾐ ｱｷｺ 磐田市 0:16:21

94 11504 池田 歩未 池田 頼昭 ｲｹﾀﾞ ｱﾕﾐ ｲｹﾀﾞ ﾖﾘｱｷ 磐田市 0:16:22

95 11104 浅井 樹 浅井 功平 ｱｻｲ ﾀﾂｷ ｱｻｲ ｺｳﾍｲ 浜松市 0:16:23

96 11001 岡 伊織 岡 義司 ｵｶ ｲｵﾘ ｵｶ ﾖｼﾂｸﾞ 函南町 0:16:23

97 11047 與五沢 稜 與五沢 智宏 ﾖｺﾞｻﾜ ﾘｮｳ ﾖｺﾞｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 0:16:24

98 11510 神谷 魁都 神谷 千絵美 ｶﾐﾔ ｶｲﾄ ｶﾐﾔ ﾁｴﾐ 浜松市 0:16:24

99 11276 石川 侑磨 小石川 和樹 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ ｺｲｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 磐田市 0:16:25

100 11216 芝田 美海 芝田 教雄 ｼﾊﾞﾀ ﾐｳ ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘｵ 磐田市 0:16:29
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101 11592 夏目 愛希 夏目 めぐみ ﾅﾂﾒ ｲﾂｷ ﾅﾂﾒ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:16:31

102 11082 大城 陽生 大城 直也 ｵｵｼﾛ ﾊﾙｷ ｵｵｼﾛ ﾅｵﾔ 磐田市 0:16:32

103 11025 河合 健翔 河合 恵介 ｶﾜｲ ｹﾝﾄ ｶﾜｲ ｹｲｽｹ 浜松市 0:16:32

104 11054 宮﨑 光大 宮﨑 悠 ﾐﾔｻﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙｶ 牧之原市 0:16:33

105 11059 高倉 航希 高倉 康次 ﾀｶｸﾗ ｺｳｷ ﾀｶｸﾗ ﾔｽｼﾞ 浜松市 0:16:36

106 11109 柴 みなみ 柴 博昭 ｼﾊﾞ ﾐﾅﾐ ｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:16:41

107 11233 平井 佑弥 平井 志保 ﾋﾗｲ ﾕｳﾔ ﾋﾗｲ ｼﾎ 浜松市 0:16:41

108 11067 濱田 暖陽 濱田 祐輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋ ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:16:41

109 11563 池田 快星 池田 その美 ｲｹﾀﾞ ｶｲｾｲ ｲｹﾀﾞ ｿﾉﾐ 磐田市 0:16:42

110 11026 鈴木 廉清 鈴木 基久 ｽｽﾞｷ ﾚﾝｾｲ ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋｻ 浜松市 0:16:44

111 11588 三好 杏奈 三好 基生 ﾐﾖｼ ｱﾝﾅ ﾐﾖｼ ﾓﾄｵ 磐田市 0:16:50

112 11029 土屋 咲菜 土屋 恵一 ﾂﾁﾔ ｻﾅ ﾂﾁﾔ ｹｲｲﾁ 浜松市 0:16:52

113 11159 高倉 なつき 高倉 純哉 ﾀｶｸﾗ ﾅﾂｷ ﾀｶｸﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 0:16:53

114 11290 山本 帆華 山本 栄里子 ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ ﾔﾏﾓﾄ ｴﾘｺ 磐田市 0:16:55

115 11428 飯田 唯登 飯田 晃宏 ｲｲﾀﾞｲ ﾕｲﾄ ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 浜松市 0:17:00

116 11582 榊原 悠真 榊原 俊克 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳﾏ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼｶﾂ 浜松市 0:17:00

117 11497 佐々木 詩織 佐々木 大誌 ｻｻｷ ｼｵﾘ ｻｻｷ ﾋﾛｼ 磐田市 0:17:02

118 11051 中野 晃佑 中野 公生 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ ﾅｶﾉ ｷﾐｵ 磐田市 0:17:03

119 11446 川尻 泰大 川尻 拓弘 ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｲｼ ｶﾜｼﾞﾘ ﾀｸﾋﾛ 浜松市 0:17:04

120 11102 鈴木 響 鈴木 利幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 磐田市 0:17:04

121 11306 河窪 莉々 河窪 晋一 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘﾘ ｶﾜｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ 磐田市 0:17:05

122 11050 山下 諒也 山下 雅士 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾔ ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ 磐田市 0:17:06

123 11326 永田 創士 小谷 和弘 ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 0:17:06

124 11022 相羽 郁吹 相羽 友子 ｱｲﾊﾞ ｲﾌﾞｷ ｱｲﾊﾞ ﾄﾓｺ 磐田市 0:17:07

125 11359 松村 奏汰 松村 正也 ﾏﾂﾑﾗ ｿｳﾀ ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾔ 磐田市 0:17:09

126 11084 疋田 朝光 疋田 勝士 ﾋｷﾀﾞ ｱｻﾋ ﾋｷﾀﾞ ｶﾂｼ 湖西市 0:17:09

127 11114 笠原 麻由 笠原 亨重 ｶｻﾊﾗ ﾏﾕ ｶｻﾊﾗ ｱｷｼｹﾞ 浜松市 0:17:10

128 11071 大杉 伊武希 大杉 里佳 ｵｵｽｷﾞ ｲﾌﾞｷ ｵｵｽｷﾞ ﾘｶ 浜松市 0:17:14

129 11418 杉山 継之助 杉山 加奈子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂｸﾞﾉｽｹ スギヤマ カナコ 菊川市 0:17:15

130 11133 今原 徳馬 今原 裕美 ｲﾏﾊﾗ ﾄｸﾏ ｲﾏﾊﾗ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:17:15

131 11033 川添 竜一朗 川添 俊一郎 ｶﾜｿﾞｴ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｶﾜｿﾞｴ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 島田市 0:17:17

132 11398 福川 大智 福川 栄一 ﾌｸｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾌｸｶﾜ ｴｲｲﾁ 磐田市 0:17:18

133 11263 内山 愛未 内山 真希子 ｳﾁﾔﾏ ｱｲﾐ ｳﾁﾔﾏ ﾏｷｺ 浜松市 0:17:20

134 11121 髙岸 暉 高岸 さやか ﾀｶｷﾞｼ ﾋｶﾙ ﾀｶｷﾞｼ ｻﾔｶ 浜松市 0:17:20

135 11175 柴田 涼介 柴田 康長 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾅｶﾞ 掛川市 0:17:21

136 11309 八木 唯斗 八木 裕子 ﾔｷﾞ ﾕｲﾄ ﾔｷﾞ ﾋﾛｺ 磐田市 0:17:24

137 11061 杉本 夕依 杉本 奈津実 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｲ ｽｷﾞﾓﾄ ﾅﾂﾐ 浜松市 0:17:25

138 11481 寺田 旺志郎 井出 恵 ﾃﾗﾀﾞ ｵｳｼﾛｳ ｲﾃﾞ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:17:30

139 11110 森 愛翔 森 剛志 ﾓﾘ ﾏﾅﾄ ﾓﾘ ﾀｹｼ 磐田市 0:17:30

140 11105 田中 禎浩 田中 貞裕 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ ﾀﾅｶ ｻﾀﾞﾋﾛ 浜松市 0:17:32

141 11494 西川 颯人 西川 千早 ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾄ ﾆｼｶﾜ ﾁﾊﾔ 磐田市 0:17:32

142 11106 宮島 萌衣 宮島 和己 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾒｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 掛川市 0:17:33

143 11069 宮田 虹輝 宮田 真実 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ ﾐﾔﾀ ﾏｻﾐﾁ 浜松市 0:17:34

144 11523 星川 聖稀 星川 宏 ﾎｼｶﾜ ｲﾌﾞｷ ﾎｼｶﾜ ﾋﾛｼ 愛知県 0:17:35

145 11454 奥山 結斗 奥山 涼子 ｵｸﾔﾏ ﾕｲﾄ ｵｸﾔﾏ ﾘｮｳｺ 浜松市 0:17:35

146 11068 加藤 温人 加藤 宏和 ｶﾄｳ ｱﾂﾄ ｶﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 0:17:36

147 11591 坂井 麻衣 坂井 由美 ｻｶｲ ﾏｲ ｻｶｲ ﾕﾐ 磐田市 0:17:37

148 11584 齋藤 航大 齋藤 瞳 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 袋井市 0:17:38

149 11142 中山 幸哉 中山 春奈 ﾅｶﾔﾏ ﾕｷﾅﾘ ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙﾅ 掛川市 0:17:38

150 11170 土屋 惺愛 土屋 貴裕 ﾂﾁﾔ ｾﾅ ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 0:17:39
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151 11360 髙橋 理愛 髙橋 宏明 ﾀｶﾊｼ ﾘｱ ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 浜松市 0:17:40

152 11547 小林 湊 小林 成仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾙﾋﾄ 浜松市 0:17:41

153 11339 松浦 巧実 松浦 隆守 ﾏﾂｳﾗ ﾀｸﾐ ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾓﾘ 浜松市 0:17:42

154 11596 内野 冴 長岡 一嘉 ｳﾁﾉ ｻｴ ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾖｼ 磐田市 0:17:43

155 11488 勝本 壮哉 勝本 尚宏 ｶﾂﾓﾄ ｿｳﾔ ｶﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 0:17:43

156 11122 日比 一希 日比 康雅 ﾋﾋﾞ ｲﾂｷ ﾋﾋﾞ ﾔｽﾏｻ 磐田市 0:17:45

157 11353 永井 浬乃 永井 宏樹 ﾅｶﾞｲ ﾘﾉ ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 磐田市 0:17:46

158 11046 袴田 真理奈 袴田 真一 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾘﾅ ﾊｶﾏﾀ ｼﾝｲﾁ 浜松市 0:17:46

159 11075 佐々木 志温 佐々木 香織 ｻｻｷ ｼｵﾝ ｻｻｷ ｶｵﾘ 磐田市 0:17:47

160 11513 松浦 巧青 松浦 仁史 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｾｲ ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄｼ 磐田市 0:17:48

161 11527 大森 捷斗 大森 ひろみ ｵｵﾓﾘ ﾊﾔﾄ ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:17:49

162 11157 伊藤 依織 伊藤 大揚 ｲﾄｳ ｲｵﾘ ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 浜松市 0:17:50

163 11237 住井 逞真 住井 洋平 ｽﾐｲ ﾀｸﾏ ｽﾐｲ ﾖｳﾍｲ 磐田市 0:17:52

164 11259 鈴木 零央 鈴木 徹也 ｽｽﾞｷ ﾚｵ ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 浜松市 0:17:52

165 11601 鈴木 理仁 鈴木 崇文 ｽｽﾞｷ ﾘﾋﾄ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 0:17:52

166 11037 岡部 祐奈 岡部 真己 ｵｶﾍﾞ ﾕｳﾅ ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾐ 浜松市 0:17:53

167 11162 小林 蒼大 小林 隆浩 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:17:53

168 11002 古橋 凛平 古橋 由美 ﾌﾙﾊｼ ﾘﾝﾍﾟｲ ﾌﾙﾊｼ ﾕﾐ 磐田市 0:17:55

169 11577 尾崎 颯佑 尾崎 威志 ｵｻﾞｷ ｻｽｹ ｵｻﾞｷ ﾀｹｼ 湖西市 0:17:55

170 11490 小谷 涼葉 小谷 慶子 ｺﾀﾆ ｽｽﾞﾊ ｺﾀﾆ ｹｲｺ 愛知県 0:17:56

171 11555 岡田 真依 岡田 成弘 ｵｶﾀﾞ ﾏｲ ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ 掛川市 0:17:57

172 11184 小島 浩太 小島 紀子 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｺ 浜松市 0:18:01

173 11055 山城 彩友音 山城 明訓 ﾔﾏｼﾛ ｱﾕﾈ ﾔﾏｼﾛ ｱｷﾉﾘ 磐田市 0:18:04

174 11296 大橋 啓汰 大橋 孝行 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ ｵｵﾊｼ ﾀｶﾕｷ 磐田市 0:18:06

175 11334 風間 はのん 風間 博志 ｶｻﾞﾏ ﾊﾉﾝ ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｼ 掛川市 0:18:08

176 11097 渡部 智也 渡部 真一 ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ ﾜﾀﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 磐田市 0:18:08

177 11511 鈴木 璃子 鈴木 克典 ｽｽﾞｷ ﾘｺ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 磐田市 0:18:10

178 11330 鈴木 ねね 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ﾈﾈ ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 浜松市 0:18:10

179 11101 田中 典真 田中 友美 ﾀﾅｶ ﾃﾝﾏ ﾀﾅｶ ﾕｳﾐ 愛知県 0:18:10

180 11138 白石 悠登 白石 直也 ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾄ ｼﾗｲｼ ﾅｵﾔ 磐田市 0:18:11

181 11108 上田 夏実 上田 真輔 ｳｴﾀﾞ ﾅﾂﾐ ｳｴﾀﾞ ｼﾝｽｹ 浜松市 0:18:12

182 11229 伊東 歩武 伊東 善人 ｲﾄｳ ｱﾕﾑ ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 磐田市 0:18:12

183 11118 木村 美結 木村 真悟 ｷﾑﾗ ﾐﾕ ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 島田市 0:18:12

184 11498 高井 橙弥 高井 竜太 ﾀｶｲ ﾄｳﾔ ﾀｶｲ ﾘｭｳﾀ 磐田市 0:18:13

185 11393 伊藤 早紀 伊藤 豪紀 ｲﾄｳ ｻｷ ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 0:18:13

186 11599 高尾 采音 高尾 利幸 ﾀｶｵ ｺﾄﾈ ﾀｶｵ ﾄｼﾕｷ 磐田市 0:18:15

187 11224 澤井 茉桜 澤井 祐介 ｻﾜｲ ﾏｵ ｻﾜｲ ﾕｳｽｹ 浜松市 0:18:16

188 11172 小楠 竜也 小楠 大介 ｵｸﾞｽ ﾀﾂﾔ ｵｸﾞｽ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 0:18:17

189 11034 鈴木 滉也 鈴木 潤也 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 磐田市 0:18:20

190 11119 寺田 佳穂 寺田 暁 ﾃﾗﾀﾞ ｶﾎ ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾋ 磐田市 0:18:22

191 11300 豊田 健介 豊田 浩和 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｽｹ ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 0:18:23

192 11225 山西 仁美 山西 久美子 ﾔﾏﾆｼ ﾋﾄﾐ ﾔﾏﾆｼ ｸﾐｺ 磐田市 0:18:25

193 11178 赤堀 羽琉 赤堀 隆寛 ｱｶﾎﾘ ﾊﾙ ｱｶﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:18:25

194 11362 鈴木 結心 鈴木 淳二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 磐田市 0:18:26

195 11459 入手 勇羽 入手 治子 ｲﾘﾃ ﾕｳ ｲﾘﾃ ﾊﾙｺ 袋井市 0:18:27

196 11595 髙橋 祐月 髙橋 充伯 ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ 磐田市 0:18:28

197 11093 佐藤 陸月 佐藤 史人 ｻﾄｳ ﾑﾂｷ ｻﾄｳ ﾌﾐﾄ 袋井市 0:18:28

198 11203 馬場 百花 馬場 康郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓｶ ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽｵ 磐田市 0:18:29

199 11474 河村 和佳 河村 大基 ｶﾜﾑﾗ ｱｴｶ ｶﾜﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 焼津市 0:18:30

200 11053 望月 悠生 望月 聡 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾄｼ 磐田市 0:18:30
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201 11155 溝辺 楓真 溝辺 美穂 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾌｳﾏ ﾐｿﾞﾍﾞ ﾐﾎ 浜松市 0:18:30

202 11407 鈴木 永遠 鈴木 牧夫 ｽｽﾞｷ ﾄﾜ ｽｽﾞｷ ﾏｷｵ 磐田市 0:18:31

203 11248 中山 梨沙 中山 教之 ﾅｶﾔﾏ ﾘｻ ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 掛川市 0:18:32

204 11193 大村 響希 大村 悟 ｵｵﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ ｵｵﾑﾗ ｻﾄﾙ 磐田市 0:18:33

205 11444 高橋 蒼真 高橋 知泰 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔｽ 磐田市 0:18:33

206 11455 松木 はるあき 松木 まさあき ﾏﾂｷ ﾊﾙｱｷ ﾏﾂｷ ﾏｻｱｷ 磐田市 0:18:34

207 11379 鈴木 悠生 鈴木 和幸 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 磐田市 0:18:34

208 11377 横井 晴奈 横井 謙一郎 ﾖｺｲ ﾊﾙﾅ ﾖｺｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 0:18:36

209 11262 高橋 奏多 高橋 広希 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 掛川市 0:18:37

210 11473 金原 葵 金原 新 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱｵｲ ｷﾝﾊﾟﾗ ｱﾗﾀ 磐田市 0:18:41

211 11482 加茂 侑己 加茂 徹司 ｶﾓ ﾕｳｷ ｶﾓ ﾃﾂｼﾞ 浜松市 0:18:41

212 11252 内海 佑太 内海 将夫 ｳﾂﾐ ﾕｳﾀ ｳﾂﾐ ﾏｻｵ 袋井市 0:18:42

213 11113 河合 崇浩 河合 浩文 ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾛ ｶﾜｲ ﾋﾛﾌﾐ 浜松市 0:18:43

214 11400 三岡 叶人 三岡 恵 ﾐﾂｵｶ ｶﾅﾄ ﾐﾂｵｶ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:18:43

215 11424 吉野 温哉 池上 泰崇 ﾖｼﾉ ｱﾂﾔ 磐田市 0:18:45

216 11499 多田 晴輝 多田 久志 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾀﾀﾞ ﾋｻｼ 浜松市 0:18:46

217 11448 藤田 昊 藤田 祐介 ﾌｼﾞﾀ ｿﾗ ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:18:46

218 11603 松本 悠良 松本 千賀子 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾗ ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶｺ 磐田市 0:18:47

219 11271 宮澤 朝光 宮澤 博行 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾐﾂ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 0:18:47

220 11247 鈴木 啓斗 鈴木 弓子 ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 磐田市 0:18:48

221 11336 村松 昂紀 村松 佳代 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｷ ﾑﾗﾏﾂ ｶﾖ 磐田市 0:18:51

222 11103 浅井 蒼良 浅井 明美 ｱｻｲ ｿﾗ ｱｻｲ ｱｹﾐ 浜松市 0:18:53

223 11275 山崎 温輝 山崎 雅義 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 磐田市 0:18:53

224 11095 小野田 昊輝 小野田 真由美 ｵﾉﾀﾞ ｺｳｷ ｵﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ 掛川市 0:18:54

225 11321 鈴木 心来 鈴木 理恵子 ｽｽﾞｷ ﾐｸﾙ ｽｽﾞｷ ﾘｴｺ 磐田市 0:18:56

226 11575 天野 楓 天野 芳建 ｱﾏﾉ ｶｴﾃﾞ ｱﾏﾉ ﾖｼﾀｹ 磐田市 0:18:58

227 11195 中野 里菜 中野 英徳 ﾅｶﾉ ﾘﾅ ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 浜松市 0:18:58

228 11299 鈴木 駿李 鈴木 敦 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾘ ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 磐田市 0:18:58

229 11278 塚本 雄哉 塚本 直之 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳﾔ ﾂｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 湖西市 0:18:59

230 11160 高倉 みずき 高倉 恵子 ﾀｶｸﾗ ﾐｽﾞｷ ﾀｶｸﾗ ｹｲｺ 浜松市 0:19:02

231 11078 高橋 悠 高橋 輝充 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ ﾀｶﾊｼ ﾃﾙﾐﾂ 浜松市 0:19:02

232 11196 足立 順正 足立 泰司 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝｾｲ ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｼﾞ 浜松市 0:19:03

233 11128 下尾 あずみ 下尾 貴史 ｼﾓｵ ｱｽﾞﾐ ｼﾓｵ ﾀｶｼ 浜松市 0:19:04

234 11063 川村 晃貴 川村 悦子 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｷ ｶﾜﾑﾗ ｴﾂｺ 浜松市 0:19:04

235 11502 鈴木 晴翔 鈴木 麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ 浜松市 0:19:05

236 11388 山下 桃加 山下 英朗 ﾔﾏｼﾀ ﾓﾓｶ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 0:19:05

237 11495 永井 敦仁 永井 崇仁 ﾅｶﾞｲ ｱﾂﾋﾄ ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾋﾄ 磐田市 0:19:06

238 11115 渡邉 花奈 渡邉 真也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 磐田市 0:19:06

239 11092 袴田 結麻 袴田 慎太郎 ﾊｶﾏﾀ ﾕﾏ ﾊｶﾏﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 磐田市 0:19:08

240 11397 金原 希幸 金原 千晴 ｷﾝﾊﾟﾗ ｺﾕｷ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾁﾊﾙ 磐田市 0:19:09

241 11579 鎌田 晃成 鎌田 将行 ｶﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 磐田市 0:19:10

242 11376 大庭 菜南美 大庭 政和 ｵｵﾊﾞ ﾅﾅﾐ ｵｵﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ 磐田市 0:19:13

243 11030 八木 葵 八木 恵美 ﾔｷﾞ ｱｵｲ ﾔｷﾞ ｴﾐ 藤枝市 0:19:14

244 11153 河合 希実 河合 大介 ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾐ ｶﾜｲ ﾀﾞｲｽｹ 袋井市 0:19:15

245 11571 安藤 舞 安藤 麻美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾐ 浜松市 0:19:16

246 11331 石川 賢 石川 大葵 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 磐田市 0:19:17

247 11049 川口 藍 川口 綾 ｶﾜｸﾞﾁ ﾗﾝ ｶﾜｸﾞﾁ ｱﾔ 愛知県 0:19:19

248 11568 高野 晴子 高野 千香子 ﾀｶﾉ ﾊﾙｺ ﾀｶﾉ ﾁｶｺ 磐田市 0:19:20

249 11328 山本 眞己 山本 仁巳 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:19:21

250 11267 吉田 ゆら 吉田 久美子 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾗ ﾖｼﾀﾞ ｸﾐｺ 島田市 0:19:22
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251 11130 大津 彩葉 大津 好人 ｵｵﾂ ｲﾛﾊ ｵｵﾂ ﾖｼﾄ 磐田市 0:19:23

252 11417 赤堀 綾音 赤堀 晴乃 ｱｶﾎﾘ ｱﾔﾈ アカホリ ハルノ 菊川市 0:19:24

253 11507 村松 遥希 村松 宏樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾊﾙｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ 磐田市 0:19:26

254 11212 田中 遼太郎 田中 友規 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ 掛川市 0:19:26

255 11609 浜崎 天翔 浜崎 優一 ﾊﾏｻｷ ﾃﾝｶ ﾊﾏｻｷ ﾕｳｲﾁ 磐田市 0:19:28

256 11373 伊藤 全 伊藤 耕二 ｲﾄｳ ｾﾞﾝ ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 磐田市 0:19:28

257 11441 夏目 昊樹 夏目 剛良 ﾅﾂﾒ ｺｳｷ ﾅﾂﾒ ﾀｹﾖｼ 浜松市 0:19:29

258 11137 島津 煌月 島津 篤史 ｼﾏﾂﾞ ｺｳｶﾞ ｼﾏﾂﾞ ｱﾂｼ 浜松市 0:19:30

259 11072 鈴木 俐音 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 0:19:30

260 11432 中村 陽汰 中村 彩華 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾀ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 磐田市 0:19:31

261 11180 中村 颯太 中村 修一 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 島田市 0:19:31

262 11341 内野 倖来 内野 貴俊 ｳﾁﾉ ｼｱﾗ ｳﾁﾉ ﾀｶﾄｼ 磐田市 0:19:32

263 11471 木村 謙伸 木村 勝代 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾝ ｷﾑﾗ ｶﾂﾖ 磐田市 0:19:32

264 11489 杉浦 凛乃助 杉浦 立弥 ｽｷﾞｳﾗ ﾘﾝﾉｽｹ ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:19:34

265 11411 丹野 楓翔 丹野 美沙希 ﾀﾝﾉ ﾌｳｶﾞ ﾀﾝﾉ ﾐｻｷ 磐田市 0:19:34

266 11524 小勝 智弘 小勝 真弓 ｺｶﾂ ﾄﾓﾋﾛ ｺｶﾂ ﾏﾕﾐ 静岡市 0:19:35

267 11057 大澤 駿 中村 浜代 ｵｵｻﾜ ﾊﾔﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾏﾖ 浜松市 0:19:37

268 11266 大澤 雅人 大澤 敦子 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ ｵｵｻﾜ ｱﾂｺ 浜松市 0:19:37

269 11242 伊藤 悠真 伊藤 桂子 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ｲﾄｳ ｹｲｺ 磐田市 0:19:37

270 11211 粟倉 結夢 粟倉 直哉 ｱﾜｸﾗ ﾕﾒ ｱﾜｸﾗ ﾅｵﾔ 磐田市 0:19:38

271 11236 吉田 陽真 吉田 彩子 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾏ ﾖｼﾀﾞ ｱﾔｺ 静岡市 0:19:40

272 11477 服部 胡桃 磯部 敏明 ﾊｯﾄﾘ ｸﾙﾐ ｲｿﾍﾞ ﾄｼｱｷ 浜松市 0:19:43

273 11284 磯部 香瀬 磯部 貴代 ｲｿﾍﾞ ｺｳｾ ｲｿﾍﾞ ﾀｶﾖ 磐田市 0:19:43

274 11433 中澤 海都 中澤 大輔 ﾅｶｻﾞﾜ ｶｲﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 0:19:43

275 11347 寺澤 伸太郎 寺澤 和希 ﾃﾗｻﾜ ｼﾝﾀﾛｳ ﾃﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 磐田市 0:19:45

276 11541 古里 七海 古里 祐樹 ﾌﾙｻﾄ ﾅﾅﾐ ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｷ 磐田市 0:19:45

277 11558 山科 そらな 山科 壮平 ﾔﾏｼﾅ ｿﾗﾅ ﾔﾏｼﾅ ｿｳﾍｲ 浜松市 0:19:45

278 11163 野中 蒼天 野中 一平 ﾉﾅｶ ｱｵﾄ ﾉﾅｶ ｲｯﾍﾟｲ 藤枝市 0:19:46

279 11219 三浦 寛功 三浦 幹晴 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾉﾘ ﾐｳﾗ ﾓﾄﾊﾙ 愛知県 0:19:46

280 11351 杉山 勇樹 杉山 克彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｷ ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 静岡市 0:19:47

281 11416 山下 隼人 山下 秀夫 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾔﾄ ヤマシタ ヒデオ 浜松市 0:19:47

282 11125 渥美 穣太郎 渥美 将彦 ｱﾂﾐ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ ｱﾂﾐ ﾏｻﾋｺ 浜松市 0:19:49

283 11186 山城 三侑琴 山城 麻由美 ﾔﾏｼﾛ ﾐﾕｷ ﾔﾏｼﾛ ﾏﾕﾐ 磐田市 0:19:49

284 11370 鈴木 奏羽 鈴木 祥裕 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾊ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:19:49

285 11166 岡田 颯太 岡田 拓人 ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾄ 磐田市 0:19:50

286 11291 寺田 紗菜 寺田 尚久 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾅ ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋｻ 浜松市 0:19:50

287 11550 苅田 悠真 苅田 義史 ｶﾘﾀ ﾕｳﾏ ｶﾘﾀ ﾖｼﾌﾐ 磐田市 0:19:50

288 11431 山田 莉愛 山田 祐穂 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｱ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾎ 袋井市 0:19:50

289 11590 夏目 萌輝 夏目 悠希 ﾅﾂﾒ ﾓｴｷ ﾅﾂﾒ ﾕｳｷ 磐田市 0:19:52

290 11245 鈴木 悠之 鈴木 真千子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼ ｽｽﾞｷ ﾏﾁｺ 浜松市 0:19:52

291 11585 鈴木 紗世 鈴木 加奈 ｽｽﾞｷ ｻﾖ ｽｽﾞｷ ｶﾅ 磐田市 0:19:53

292 11222 島津 愛々絵 島津 恵 ｼﾏﾂﾞ ﾅﾅｴ ｼﾏﾂﾞ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:19:53

293 11578 尾崎 蒼心 尾崎 景子 ｵｻﾞｷ ｿｳｺﾞ ｵｻﾞｷ ｹｲｺ 湖西市 0:19:54

294 11414 夏目 冠太 夏目 崇人 ﾅﾂﾒ ｶﾝﾀ ナツメ タカヒト 浜松市 0:19:54

295 11468 石田 陽輝 石田 暁久 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋｻ 磐田市 0:19:54

296 11318 塚本 莉空 塚本 聖子 ﾂｶﾓﾄ ﾘｸ ﾂｶﾓﾄ ｾｲｺ 湖西市 0:19:56

297 11540 片山 瑛翔 片山 友美 ｶﾀﾔﾏ ｴｲﾄ ｶﾀﾔﾏ ﾕﾐ 愛知県 0:19:56

298 11337 渡辺 聖奈 渡辺 保行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 磐田市 0:19:58

299 11096 渡部 真希 渡部 恭子 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｷ ﾜﾀﾍﾞ ﾔｽｺ 磐田市 0:19:58

300 11581 杉野 真央 山本 真吾 ｽｷﾞﾉ ﾏﾅｶ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｺﾞ 袋井市 0:20:00

2016年11月13日



第19回第19回第19回第19回ジュビロジュビロジュビロジュビロ磐田磐田磐田磐田メモリアルマラソン メモリアルマラソン メモリアルマラソン メモリアルマラソン 

３kｍ３kｍ３kｍ３kｍファミリーファミリーファミリーファミリー

Print: 2016/11/13 13:00:35 7 / 12 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 ﾍﾟｱ氏名 氏名ｶﾅ ﾍﾟｱｶﾅ 県 名 記 録

301 11255 松下 結音 松下 太一 ﾏﾂｼﾀ ﾕｲﾈ ﾏﾂｼﾀ ﾀｲﾁ 磐田市 0:20:00

302 11456 河野 漣 河野 浩之 ｺｳﾉ ﾚﾝ ｺｳﾉ ﾋﾛﾕｷ 富士市 0:20:00

303 11161 法月 優斗 法月 正裕 ﾉﾘﾂﾞｷ ﾏｻﾄ ﾉﾘﾂﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 牧之原市 0:20:00

304 11593 早津 心純 早津 仁美 ﾊﾔﾂ ｺｽﾞﾐ ﾊﾔﾂ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:20:01

305 11409 大森 楓花 大森 ひろみ ｵｵﾓﾘ ﾌｳｶ ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:20:02

306 11117 岩田 奈祐 岩田 亨子 ｲﾜﾀ ﾅﾕ ｲﾜﾀ ｷｮｳｺ 岐阜県 0:20:04

307 11346 大石 来未 大石 潤 ｵｵｲｼ ｸﾙﾐ ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝ 磐田市 0:20:07

308 11443 松野 花音 松野 剛典 ﾏﾂﾉ ｶﾉﾝ ﾏﾂﾉ ﾀｹﾉﾘ 磐田市 0:20:11

309 11167 西ヶ谷 愛音 西ヶ谷 千明 ﾆｼｶﾞﾔ ｱｲﾈ ﾆｼｶﾞﾔ ﾁｱｷ 静岡市 0:20:16

310 11281 中村 千優 中村 有香 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 島田市 0:20:16

311 11602 新井 花音 新井 裕太 ｱﾗｲ ｶﾉﾝ ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 藤枝市 0:20:17

312 11152 木内 萌花 木内 今日子 ｷｳﾁ ﾓｴｶ ｷｳﾁ ｷｮｳｺ 浜松市 0:20:19

313 11392 松本 一希 松本 利一 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 静岡市 0:20:19

314 11270 村上 憂歩 村上 昭憲 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾎ ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾉﾘ 浜松市 0:20:20

315 11173 望月 琥生 望月 康正 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾏｻ 磐田市 0:20:20

316 11283 鶴岡 永綺 鶴岡 真一 ﾂﾙｵｶ ｴｲｷ ﾂﾙｵｶ ｼﾝｲﾁ 袋井市 0:20:23

317 11287 佐野 光来 佐野 昌代 ｻﾉ ﾐﾗｲ ｻﾉ ﾏｻﾖ 磐田市 0:20:24

318 11316 大石 瀬那 大石 晃央 ｵｵｲｼ ｾﾅ ｵｵｲｼ ｱｷｵ 浜松市 0:20:24

319 11202 波多野 勇輝 波多野 明宏 ﾊﾀﾞﾉ ﾕｳｷ ﾊﾀﾞﾉ ｱｷﾋﾛ 浜松市 0:20:25

320 11340 山田 しゅん 山田 大輔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 0:20:25

321 11135 早川 侑希 早川 直良 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ ﾊﾔｶﾜ ﾅｵﾖｼ 磐田市 0:20:28

322 11149 鈴木 愛士 鈴木 順也 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾄ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 磐田市 0:20:28

323 11366 行木 侑葉 行木 久美子 ﾅﾒｷ ﾕｳﾊ ﾅﾒｷ ｸﾐｺ 浜松市 0:20:29

324 11187 佐々木 夏葵 佐々木 裕一 ｻｻｷ ﾅﾂｷ ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 磐田市 0:20:29

325 11394 髙須 由利 髙須 博 ﾀｶｽ ﾕﾘ ﾀｶｽ ﾋﾛｼ 磐田市 0:20:30

326 11277 熱田 一 熱田 洋平 ｱﾂﾀ ｲﾁ ｱﾂﾀ ﾖｳﾍｲ 磐田市 0:20:30

327 11611 富澤 蒼太 富澤 雄一 ﾄﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 磐田市 0:20:30

328 11215 倉本 和弥 倉本 順之 ｸﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ｸﾗﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 袋井市 0:20:31

329 11439 達城 夢 達城 俊一 ﾀﾂｼﾛ ﾕﾒ ﾀﾂｼﾛ ｼｭﾝｲﾁ 浜松市 0:20:34

330 11081 磯部 日葵 磯部 佳幸 ｲｿﾍﾞ ﾋﾅﾀ ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 磐田市 0:20:34

331 11190 小木曽 さゆり 小木曽 美奈 ｵｷﾞｿ ｻﾕﾘ ｵｷﾞｿ ﾐﾅ 浜松市 0:20:34

332 11598 大場 琉夢 大場 稔 ｵｵﾊﾞ ﾘﾑ ｵｵﾊﾞ ﾐﾉﾙ 磐田市 0:20:35

333 11450 太田 佳希 太田 和伸 ｵｵﾀ ﾖｼｷ ｵｵﾀ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 磐田市 0:20:37

334 11542 古里 千夏 古里 愛子 ﾌﾙｻﾄ ﾁﾅﾂ ﾌﾙｻﾄ ｱｲｺ 磐田市 0:20:37

335 11352 藤牧 歩夢 藤牧 利彦 ﾌｼﾞﾏｷ ｱﾕﾑ ﾌｼﾞﾏｷ ﾄｼﾋｺ 浜松市 0:20:39

336 11426 森下 莉央菜 森下 明江 ﾓﾘｼﾀ ﾘｵﾅ ﾓﾘｼﾀ ｱｷｴ 磐田市 0:20:39

337 11608 門奈 志龍 門奈 哲弘 ﾓﾝﾅ ｼﾘｭｳ ﾓﾝﾅ ﾃﾂﾋﾛ 磐田市 0:20:40

338 11273 寺田 光希 寺田 正樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂｷ ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 浜松市 0:20:40

339 11413 野口 嵩登 野口 赴 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾄ ノグチ タケシ 森町 0:20:42

340 11213 永島 光奈子 永島 文子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾅｺ ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔｺ 磐田市 0:20:42

341 11112 中島 朱梨 中島 亮子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺ 焼津市 0:20:44

342 11317 清水 優奈 清水 優憲 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾅ ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 0:20:44

343 11429 松尾 琉翔 松尾 綾 ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾄ ﾏﾂｵ ｱﾔ 浜松市 0:20:45

344 11253 小野 瑞生 小野 浩 ｵﾉ ﾐｽﾞｷ ｵﾉ ﾋﾛｼ 浜松市 0:20:47

345 11165 野田 美都稀 野田 芽衣 ﾉﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ ﾉﾀﾞ ﾒｲ 静岡市 0:20:47

346 11207 中山 明姫 中山 広樹 ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 浜松市 0:20:47

347 11466 松澤 柊空 松澤 寿和 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳｱ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 浜松市 0:20:48

348 11600 和田 美波 和田 祐美 ﾜﾀﾞ ﾐﾅﾐ ﾜﾀﾞ ﾕﾐ 磐田市 0:20:50

349 11250 室井 ゆりか 室井 邦雄 ﾑﾛｲ ﾕﾘｶ ﾑﾛｲ ｸﾆｵ 掛川市 0:20:50

350 11538 戸倉 涼太朗 戸倉 有香 ﾄｸﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾄｸﾗ ﾕｶ 袋井市 0:20:51
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351 11177 舟久保 映人 舟久保 憲吾 ﾌﾅｸﾎﾞ ｴｲﾄ ﾌﾅｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ 浜松市 0:20:51

352 11143 山下 大翔 山下 昌一 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲﾄ ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 浜松市 0:20:52

353 11194 中野 真菜 中野 祐子 ﾅｶﾉ ﾏﾅ ﾅｶﾉ ﾕｳｺ 浜松市 0:20:53

354 11421 袴田 桃花 伊藤 さほり ﾊｶﾏﾀ ﾓﾓｶ イトウ サホリ 浜松市 0:21:00

355 11020 山本 蒼空 山本 富士 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗ ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞ 掛川市 0:21:00

356 11228 大橋 菜乃羽 大橋 美鶴 ｵｵﾊｼ ﾅﾉﾊ ｵｵﾊｼ ﾐﾁﾙ 浜松市 0:21:01

357 11462 袴田 真由 袴田 真史 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾕ ﾊｶﾏﾀ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 0:21:03

358 11399 田中 愛梨 田中 芳幸 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ 磐田市 0:21:04

359 11583 榊原 碧 榊原 直子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｵｲ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅｵｺ 浜松市 0:21:06

360 11364 川島 健瑠 川島 幹 ｶﾜｼﾏ ﾀｹﾙ ｶﾜｼﾏ ﾓﾄｷﾞ 磐田市 0:21:06

361 11289 安藤 義櫂 安藤 義宏 ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾞｶｲ ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾞｺｳ 磐田市 0:21:07

362 11372 藤田 侑豪 藤田 麻矢 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｺﾞｳ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾔ 磐田市 0:21:12

363 11314 朝比奈 快都 朝比奈 直丈 ｱｻﾋﾅ ｶｲﾄ ｱｻﾋﾅ ﾅｵﾀｹ 磐田市 0:21:14

364 11556 植田 智子 植田 由布子 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｺ ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺ 磐田市 0:21:15

365 11357 佐藤 萌花 佐藤 真弓 ｻﾄｳ ﾓｶ ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ 磐田市 0:21:15

366 11123 伊藤 大空 伊藤 通康 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾄｳ ﾐﾁﾔｽ 御前崎市 0:21:17

367 11560 松下 彰真 松下 裕貴 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾏ ﾏﾂｼﾀ ﾕｷ 静岡市 0:21:17

368 11094 小野 葉月 小野 知佳 ｵﾉ ﾊﾂﾞｷ ｵﾉ ﾁｶ 浜松市 0:21:18

369 11358 岩下 和貴 岩下 俊秀 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞｷ ｲﾜｼﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 磐田市 0:21:18

370 11604 渡辺 玄樹 渡辺 里恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 磐田市 0:21:20

371 11199 服部 菫 服部 忠順 ﾊｯﾄﾘ ｽﾐﾚ ﾊｯﾄﾘ ﾀﾀﾞﾖﾘ 浜松市 0:21:20

372 11200 池ヶ谷 千菜子 池ヶ谷 紀子 ｲｹｶﾞﾔ ﾁﾅｺ ｲｹｶﾞﾔ ﾉﾘｺ 磐田市 0:21:21

373 11572 山下 加奈実 山下 展弘 ﾔﾏｼﾀ ｶﾅﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 磐田市 0:21:21

374 11129 河合 真歩 河合 理加 ｶﾜｲ ﾏﾎ ｶﾜｲ ﾘｶ 浜松市 0:21:22

375 11480 鈴木 颯樹 鈴木 由浩 ｽｽﾞｷ ｿｳｼﾞｭ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 0:21:24

376 11274 都築 侑飛 都築 絢子 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾄ ﾂﾂﾞｷ ｱﾔｺ 磐田市 0:21:25

377 11210 柏原 瑞季 田中 澄江 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾐｽﾞｷ ﾀﾅｶ ｽﾐｴ 磐田市 0:21:29

378 11415 戸塚 諒一 戸塚 幸恵 ﾄﾂｶ ﾘｮｳｲﾁ トツカ ユキエ 浜松市 0:21:33

379 11156 大橋 奏太 大橋 のぞみ ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ ｵｵﾊｼ ﾉｿﾞﾐ 静岡市 0:21:35

380 11158 鈴木 瑛智 鈴木 正輝 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 浜松市 0:21:36

381 11244 伊藤 万里江 伊藤 智代 ｲﾄｳ ﾏﾘｴ ｲﾄｳ ﾄﾓﾖ 浜松市 0:21:36

382 11192 杉山 凛 杉山 佳代子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾝ ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾖｺ 浜松市 0:21:36

383 11269 和泉 えりか 和泉 恵津子 ｲｽﾞﾐ ｴﾘｶ ｲｽﾞﾐ ｴﾂｺ 静岡市 0:21:37

384 11240 熊田 美咲 熊田 直弥 ｸﾏﾀﾞ ﾐｻｷ ｸﾏﾀﾞ ﾅｵﾔ 神奈川県 0:21:39

385 11470 田中 明莉 田中 亮孝 ﾀﾅｶ ｱｶﾘ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｺｳ 磐田市 0:21:42

386 11559 松下 遥斗 松下 咲 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙ ﾏﾂｼﾀ ｻｷ 浜松市 0:21:45

387 11525 飯尾 桧悠 飯尾 欣司 ｲｲｵ ﾋﾕｳ ｲｲｵ ｷﾝｼﾞ 磐田市 0:21:45

388 11311 松下 洵斗 松下 奈央 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝﾄ ﾏﾂｼﾀ ﾅｵ 磐田市 0:21:46

389 11505 落合 一真 落合 夏樹 ｵﾁｱｲ ｶｽﾞﾏ ｵﾁｱｲ ﾅﾂｷ 菊川市 0:21:46

390 11574 松下 剛士 松下 美紀 ﾏﾂｼﾀ ﾂﾖｼ ﾏﾂｼﾀ ﾐｷ 磐田市 0:21:46

391 11521 釘尾 源志 釘尾 太剛 ｸｷﾞｵ ｹﾞﾝｼﾞ ｸｷﾞｵ ﾀﾞｲｺﾞ 磐田市 0:21:47

392 11605 小杉 祐太 小杉 貴宏 ｺｽｷﾞ ﾕｳﾀ ｺｽｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:21:48

393 11174 高井 七海 高井 紀公巳 ﾀｶｲ ﾅﾅﾐ ﾀｶｲ ｷｸﾐ 静岡市 0:21:49

394 11227 沼野 真璃奈 沼野 一樹 ﾇﾏﾉ ﾏﾘﾅ ﾇﾏﾉ ｶｽﾞｷ 磐田市 0:21:50

395 11234 伊藤 朱音 伊藤 麻里子 ｲﾄｳ ｱｶﾈ ｲﾄｳ ﾏﾘｺ 御前崎市 0:21:51

396 11506 鈴木 彩世 鈴木 秀造 ｽｽﾞｷ ｻﾖ ｽｽﾞｷ ｼｭｳｿﾞｳ 浜松市 0:21:52

397 11087 足立 玲奈 足立 里美 ｱﾀﾞﾁ ﾚﾅ ｱﾀﾞﾁ ｻﾄﾐ 神奈川県 0:21:52

398 11551 須山 心結 須山 愛弓 ｽﾔﾏ ﾐﾕ ｽﾔﾏ ｱﾕﾐ 浜松市 0:21:52

399 11386 曽根 光葵 曽根 眞司 ｿﾈ ｺｳｷ ｿﾈ ｼﾝｼﾞ 焼津市 0:21:53

400 11217 佐藤 香蓮 佐藤 敦子 ｻﾄｳ ｶﾚﾝ ｻﾄｳ ｱﾂｺ 袋井市 0:21:53
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401 11367 宇井 一裕 宇井 有里子 ｳｲ ｶｽﾞﾋﾛ ｳｲ ﾕﾘｺ 磐田市 0:21:54

402 11486 本井 柊介 本井 幸介 ﾓﾄｲ ｼｭｳｽｹ ﾓﾄｲ ｺｳｽｹ 掛川市 0:21:55

403 11308 花田 梓 花田 憲弘 ﾊﾅﾀﾞ ｱｽﾞｻ ﾊﾅﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 浜松市 0:21:55

404 11442 村松 侑 村松 圭 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ ﾑﾗﾏﾂ ｷﾖｼ 袋井市 0:21:56

405 11529 松井 優依 松井 賢二 ﾏﾂｲ ﾕｲ ﾏﾂｲ ｹﾝｼﾞ 磐田市 0:21:57

406 11315 石野 大輝 石野 万里子 ｲｼﾉ ﾀﾞｲｷ ｲｼﾉ ﾏﾘｺ 磐田市 0:21:59

407 11257 島 駿斗 島 晶子 ｼﾏ ｼｭﾝﾄ ｼﾏ ｱｷｺ 浜松市 0:22:02

408 11371 中村 陸仁 中村 祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:22:02

409 11382 山田 瑛太 山田 由香子 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｶｺ 浜松市 0:22:04

410 11325 渡邉 大翔 渡邉 葉子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｺ 磐田市 0:22:05

411 11566 吉川 翔琉 吉川 俊彦 ﾖｼｶﾜ ｶｹﾙ ﾖｼｶﾜ ﾄｼﾋｺ 静岡市 0:22:05

412 11298 鈴木 芽衣 鈴木 明日香 ｽｽﾞｷ ﾒｲ ｽｽﾞｷ ｱｽｶ 磐田市 0:22:05

413 11171 松永 ゆめ 松永 浩司 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕﾒ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 磐田市 0:22:05

414 11223 伊藤 大惺 伊藤 公美 ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ ｲﾄｳ ﾏｻﾐ 浜松市 0:22:06

415 11100 住原 政宗 住原 好穂 ｽﾐﾊﾗ ﾏｻﾑﾈ ｽﾐﾊﾗ ﾖｼﾎ 磐田市 0:22:07

416 11516 赤塚 由茉 赤塚 龍哉 ｱｶﾂｶ ﾕﾏ ｱｶﾂｶ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:22:08

417 11567 小野瀬 琉希 小野瀬 舞 ｵﾉｾ ﾙｷ ｵﾉｾ ﾏｲ 磐田市 0:22:10

418 11587 川口 蓮 川口 桜玲 ｶﾜｸﾞﾁ ﾚﾝ ｶﾜｸﾞﾁ ｻｸﾗ 浜松市 0:22:10

419 11111 匂坂 央太朗 匂坂 里美 ｻｷﾞｻｶ ｵｵﾀﾛｳ ｻｷﾞｻｶ ｻﾄﾐ 浜松市 0:22:12

420 11479 鈴木 大雅 鈴木 英太郎 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ ｽｽﾞｷ ｴｲﾀﾛｳ 磐田市 0:22:14

421 11437 杉山 花那 杉山 恵美 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾅ ｽｷﾞﾔﾏ ｴﾐ 磐田市 0:22:14

422 11395 鈴木 悠心 鈴木 辰矢 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾝ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 森町 0:22:16

423 11132 吉田 琳音 吉田 京 ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ ﾖｼﾀﾞ ﾐﾔｺ 浜松市 0:22:18

424 11209 浅井 とおみ 浅井 栄郎 ｱｻｲ ﾄｵﾐ ｱｻｲ ﾋﾃﾞｵ 湖西市 0:22:19

425 11301 平野 快青 平野 恵美 ﾋﾗﾉ ｶｲｾｲ ﾋﾗﾉ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:22:19

426 11515 酒井 柚愛 酒井 繭子 ｻｶｲ ﾕｱ ｻｶｲ ﾏﾕｺ 静岡市 0:22:20

427 11451 加藤 かれん 加藤 夕佳 ｶﾄｳ ｶﾚﾝ ｶﾄｳ ﾕｶ 磐田市 0:22:23

428 11452 加藤 れな 加藤 慎也 ｶﾄｳ ﾚﾅ ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 磐田市 0:22:23

429 11467 坪井 奏那 坪井 美香 ﾂﾎﾞｲ ｿﾅ ﾂﾎﾞｲ ﾐｶ 浜松市 0:22:24

430 11136 新美 こころ 新美 健一 ﾆｲﾐ ｺｺﾛ ﾆｲﾐ ｹﾝｲﾁ 静岡市 0:22:25

431 11189 岡本 祥宏 岡本 高宏 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:22:26

432 11476 浅井 悠菜 浅井 ひとみ ｱｻｲ ﾊﾙﾅ ｱｻｲ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:22:27

433 11435 加藤 太朗 加藤 大和 ｶﾄｳ ﾀﾛｳ ｶﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 0:22:28

434 11280 河合 陽菜 河合 貴子 ｶﾜｲ ﾊﾙﾅ ｶﾜｲ ﾀｶｺ 磐田市 0:22:29

435 11183 赤堀 舞音 赤堀 夏代 ｱｶﾎﾘ ﾏﾉﾝ ｱｶﾎﾘ ﾅﾂﾖ 浜松市 0:22:29

436 11176 鈴木 心菜 鈴木 絵里 ｽｽﾞｷ ｺｺﾅ ｽｽﾞｷ ｴﾘ 浜松市 0:22:29

437 11127 芥田 朝輝 芥田 扶美枝 ｱｸﾀ ﾄﾓｷ ｱｸﾀ ﾌﾐｴ 磐田市 0:22:30

438 11197 村松 和真 村松 裕子 ﾑﾗﾏﾂ ｶｽﾞﾏ ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｺ 浜松市 0:22:30

439 11487 茅野 一真 茅野 和恵 ｶﾔﾉ ｶｽﾞﾏ ｶﾔﾉ ｶｽﾞｴ 磐田市 0:22:31

440 11552 須山 奏和 須山 洋行 ｽﾔﾏ ｿｳﾜ ｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 0:22:34

441 11151 正木 陽香 正木 聖子 ﾏｻｷ ﾊﾙｶ ﾏｻｷ ｾｲｺ 磐田市 0:22:34

442 11288 赤林 流嘉 赤林 聖弥 ｱｶﾊﾞﾔｼ ﾙｶ ｱｶﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 浜松市 0:22:35

443 11208 渡邉 薫平 渡邉 由紀江 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾝﾍﾟｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ 愛知県 0:22:35

444 11606 小杉 尚弥 小杉 朋美 ｺｽｷﾞ ﾅｵﾔ ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ 磐田市 0:22:36

445 11148 戸田 旭飛 戸田 比呂絵 ﾄﾀﾞ ｱｻﾋ ﾄﾀﾞ ﾋﾛｴ 浜松市 0:22:36

446 11179 水野 遥希 水野 雄一郎 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾙｷ ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 袋井市 0:22:37

447 11185 吉川 真央 吉川 雄 ﾖｼｶﾜ ﾏｵ ﾖｼｶﾜ ﾕｳ 袋井市 0:22:39

448 11383 竹村 直軌 竹村 美由紀 ﾀｹﾑﾗ ﾅｵｷ ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 磐田市 0:22:40

449 11146 吾妻 美咲 菊地 秀則 ｱﾂﾞﾏ ﾐｻｷ ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 浜松市 0:22:41

450 11405 大島 萌恵子 大島 征人 ｵｵｼﾏ ﾓｴｺ ｵｵｼﾏ ﾏｻﾄ 磐田市 0:22:42
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451 11465 栗田 詞矢 栗田 麻里子 ｸﾘﾀ ﾌﾐﾔ ｸﾘﾀ ﾏﾘｺ 浜松市 0:22:42

452 11464 栗田 暁矢 栗田 高典 ｸﾘﾀ ﾄｼﾔ ｸﾘﾀ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 0:22:43

453 11295 伊藤 陸人 伊藤 仁美 ｲﾄｳ ﾘｸﾄ ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:22:44

454 11214 大庭 夕奈 大庭 紀子 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾅ ｵｵﾊﾞ ﾉﾘｺ 磐田市 0:22:54

455 11332 大霜 拓海 大霜 璃美 ｵｵｼﾓ ﾀｸﾐ ｵｵｼﾓ ﾘﾐ 磐田市 0:22:55

456 11258 神谷 安璃 神谷 悦子 ｶﾐﾔ ｱﾝﾘ ｶﾐﾔ ｴﾂｺ 浜松市 0:22:55

457 11422 袴田 杏花 袴田 奈津美 ﾊｶﾏﾀ ｷｮｳｶ ハカマタ ナツミ 浜松市 0:22:56

458 11089 河合 凛 河合 文 ｶﾜｲ ﾘﾝ ｶﾜｲ ﾌﾐ 磐田市 0:22:56

459 11220 横山 七夕華 横山 雅代 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾕｶ ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾖ 磐田市 0:22:57

460 11561 長谷川 駿希 長谷川 真樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｷ 磐田市 0:22:58

461 11246 川嶋 さくら 川嶋 正広 ｶﾜｼﾏ ｻｸﾗ ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 掛川市 0:22:59

462 11191 鈴木 理央 鈴木 正文 ｽｽﾞｷ ﾘｵ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 0:22:59

463 11230 永井 唯 永井 由佳 ﾅｶﾞｲ ﾕｲ ﾅｶﾞｲ ﾕｶ 磐田市 0:22:59

464 11231 堀江 妃芽 堀江 淳一 ﾎﾘｴ ﾋﾒ ﾎﾘｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 御前崎市 0:23:00

465 11387 児玉 隼弥 児玉 康志 ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝﾔ ｺﾀﾞﾏ ﾔｽｼ 磐田市 0:23:01

466 11182 加藤 理央 加藤 英晃 ｶﾄｳ ﾘｵ ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 袋井市 0:23:02

467 11545 内山 和香奈 内山 雄一郎 ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 0:23:05

468 11239 嶋津 爽太 嶋津 央隆 ｼﾏﾂﾞ ｿｳﾀ ｼﾏﾂﾞ ﾋｻﾀｶ 浜松市 0:23:07

469 11168 小西 俊輔 小西 佳寿美 ｺﾆｼ ｼｭﾝｽｹ ｺﾆｼ ｶｽﾐ 袋井市 0:23:07

470 11517 和田 梓 和田 亜子 ﾜﾀﾞ ｱｽﾞｻ ﾜﾀﾞ ｱｺ 磐田市 0:23:08

471 11607 門奈 姫那 門奈 淳子 ﾓﾝﾅ ﾋﾅﾀ ﾓﾝﾅ ｼﾞｭﾝｺ 磐田市 0:23:10

472 11526 兼子 凌太朗 兼子 恵美世 ｶﾈｺ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾈｺ ｴﾐﾖ 浜松市 0:23:10

473 11066 永井 英一郎 永井 英樹 ﾅｶﾞｲ ｴｲｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 0:23:11

474 11564 池田 美月 池田 真一 ｲｹﾀﾞ ﾐﾂｷ ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 磐田市 0:23:14

475 11385 小野田 陽太 小野田 英人 ｵﾉﾀﾞ ﾖｳﾀ ｵﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 磐田市 0:23:14

476 11461 新津 結菜 新津 純一 ﾆｲﾂ ﾕｳﾅ ﾆｲﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 磐田市 0:23:15

477 11091 佐藤 琉那 佐藤 千穂 ｻﾄｳ ﾘｭｳﾅ ｻﾄｳ ﾁﾎ 三重県 0:23:16

478 11238 鈴木 吟侍 鈴木 勝也 ｽｽﾞｷ ｷﾞﾝｼﾞ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 磐田市 0:23:18

479 11297 石神 旬人 石神 真弓 ｲｼｶﾞﾐ ｼｭﾝﾄ ｲｼｶﾞﾐ ﾏﾕﾐ 島田市 0:23:21

480 11205 大草 遥奈 大草 将史 ｵｵｸｻ ﾊﾙﾅ ｵｵｸｻ ﾏｻｼ 磐田市 0:23:23

481 11131 落合 穂花 落合 淳 ｵﾁｱｲ ﾎﾉｶ ｵﾁｱｲ ｱﾂｼ 磐田市 0:23:24

482 11375 鳴坂 安莉 鳴坂 好晃 ﾅﾙｻｶ ｱﾝﾘ ﾅﾙｻｶ ﾖｼｱｷ 磐田市 0:23:25

483 11546 神谷 咲葵 神谷 田麻美 ｶﾐﾔ ｻｷ ｶﾐﾔ ﾀﾏﾐ 磐田市 0:23:26

484 11243 古橋 亜子 古橋 こず恵 ﾌﾙﾊｼ ｱｺ ﾌﾙﾊｼ ｺｽﾞｴ 浜松市 0:23:29

485 11322 伊藤 礼 伊藤 寿浩 ｲﾄｳ ﾚｲ ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 0:23:29

486 11354 岡田 翔希 岡田 祐介 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｷ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:23:31

487 11305 古澤 阿奏 古澤 博宗 ﾌﾙｻﾜ ｶﾅﾃﾞ ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾑﾈ 磐田市 0:23:33

488 11147 田中 伶奈 田中 美穂 ﾀﾅｶ ﾚｲﾅ ﾀﾅｶ ﾐﾎ 浜松市 0:23:34

489 11363 袴田 漱一郎 袴田 佳秀 ﾊｶﾏﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾊｶﾏﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ 磐田市 0:23:39

490 11164 小取 遥真 小取 秀一 ｺﾄﾘ ﾊﾙﾏ ｺﾄﾘ ｼｭｳｲﾁ 磐田市 0:23:44

491 11484 半場 翔真 半場 佑奈 ﾊﾝﾊﾞ ｼｮｳﾏ ﾊﾝﾊﾞ ﾕｳﾅ 磐田市 0:23:45

492 11221 高橋 茉愛 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 愛知県 0:23:47

493 11090 佐藤 心美 佐藤 智美 ｻﾄｳ ｺｺﾐ ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 磐田市 0:23:52

494 11534 高崎 陽葵 高崎 裕宇 ﾀｶｻｷ ﾋﾏﾘ ﾀｶｻｷ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 0:23:53

495 11408 道下 葉名 道下 安俊 ﾐﾁｼﾀ ﾊﾅ ﾐﾁｼﾀ ﾔｽﾄｼ 浜松市 0:23:53

496 11440 田中 瑛士 田中 政男 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ ﾀﾅｶ ﾏｻｵ 磐田市 0:23:54

497 11535 高崎 蒼太 高崎 理英 ﾀｶｻｷ ｿｳﾀ ﾀｶｻｷ ﾘｴ 浜松市 0:23:56

498 11188 新保 さゆり 新保 愛 ｼﾝﾎﾞ ｻﾕﾘ ｼﾝﾎﾞ ｱｲ 藤枝市 0:23:57

499 11458 小柳津 奈々 小柳津 太一 ｵﾔｲﾂﾞ ﾅﾅ ｵﾔｲﾂﾞ ﾀｲﾁ 静岡市 0:24:01

500 11342 永田 桃子 永田 直美 ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓｺ ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾐ 磐田市 0:24:01
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501 11460 安間 彗斗 安間 さほ里 ｱﾝﾏ ｹｲﾄ ｱﾝﾏ ｻﾎﾘ 磐田市 0:24:02

502 11307 吉田 遥陽 吉田 成希 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾋ ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ 島田市 0:24:08

503 11344 青田 悠希 青田 貴久 ｱｵﾀ ﾕｳｷ ｱｵﾀ ﾀｶﾋｻ 磐田市 0:24:10

504 11348 鈴木 光輝 鈴木 忠義 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｷ ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞﾖｼ 磐田市 0:24:15

505 11514 松浦 佑青 松浦 美幸 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｾｲ ﾏﾂｳﾗ ﾐﾕｷ 磐田市 0:24:18

506 11355 鈴木 日菜子 鈴木 絢子 ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 磐田市 0:24:19

507 11264 内山 瑛優 内山 清晴 ｳﾁﾔﾏ ｴｲﾕ ｳﾁﾔﾏ ｷﾖﾊﾙ 東京都 0:24:19

508 11537 石川 丈陽 石川 陽己 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ ｲｼｶﾜ ﾊﾙｷ 磐田市 0:24:20

509 11539 飛田 蓮晴 飛田 貴弘 ﾋﾀﾞ ﾚﾝｾｲ ﾋﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:24:21

510 11201 加藤 瑞彩 加藤 亜希子 ｶﾄｳ ﾐｽﾞｻ ｶﾄｳ ｱｷｺ 島田市 0:24:21

511 11530 加藤 美月 加藤 さつき ｶﾄｳ ﾐﾂｷ ｶﾄｳ ｻﾂｷ 磐田市 0:24:22

512 11356 杉山 紗季 杉山 貴昭 ｽｷﾞﾔﾏ ｻｷ ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 浜松市 0:24:24

513 11423 村松 優羽 村松 勇 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳ ムラマツ イサム 掛川市 0:24:25

514 11120 山田 光留 山田 弥平 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾔﾍｲ 浜松市 0:24:27

515 11261 鈴木 陽智 鈴木 真知子 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾄ ｽｽﾞｷ ﾏﾁｺ 浜松市 0:24:29

516 11310 河合 理々子 河合 万理 ｶﾜｲ ﾘﾘｺ ｶﾜｲ ﾏﾘ 浜松市 0:24:31

517 11324 小田 獅之助 小田 知代子 ｵﾀﾞ ｼｼﾉｽｹ ｵﾀﾞ ﾁﾖｺ 磐田市 0:24:34

518 11402 加藤 大智 加藤 文乃 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ ｶﾄｳ ｱﾔﾉ 磐田市 0:24:34

519 11368 鳴坂 有紗 鳴坂 和雅 ﾅﾙｻｶ ｱﾘｻ ﾅﾙｻｶ 磐田市 0:24:35

520 11589 加賀 はるか 加賀 智之 ｶｶﾞ ﾊﾙｶ ｶｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 三島市 0:24:35

521 11204 豊田 陽大 豊田 将司 ﾄﾖﾀﾞ ﾖｳﾀ ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｼ 浜松市 0:24:36

522 11320 村田 拓音 村田 雄一 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾄ ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁ 磐田市 0:24:37

523 11381 寺田 結捺 寺田 智 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳﾅ ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄｼ 磐田市 0:24:37

524 11206 深村 悠真 深村 清美 ﾌｶﾑﾗ ﾕｳﾏ ﾌｶﾑﾗ ｷﾖﾐ 浜松市 0:24:38

525 11378 岡田 京平 岡田 奈々 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ ｵｶﾀﾞ ﾅﾅ 浜松市 0:24:40

526 11286 横井 心風 山田 裕人 ﾖｺｲ ﾐｶｾﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 磐田市 0:24:41

527 11565 丸山 成海 丸山 美砂 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾙｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻ 浜松市 0:24:48

528 11256 木下 悠斗 木下 友記 ｷｼﾀ ﾕｳﾄ ｷｼﾀ ﾄﾓｷ 磐田市 0:24:49

529 11576 中村 眞綾 中村 麻貴 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ 磐田市 0:24:51

530 11302 猪狩 蓮斗 猪狩 憲一 ｲｶﾞﾘ ﾚﾝﾄ ｲｶﾞﾘ ｹﾝｲﾁ 静岡市 0:24:52

531 11594 細窪 まい 細窪 鋭法 ﾎｿｸﾎﾞ ﾏｲ ﾎｿｸﾎﾞ ﾄｼﾉﾘ 浜松市 0:24:54

532 11116 柴田 煌雅 柴田 郁摩 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｶﾞ ｼﾊﾞﾀ ｲｸﾏ 磐田市 0:24:55

533 11404 神谷 優加 神谷 英雄 ｶﾐﾔ ﾕｳｶ ｶﾐﾔ ﾋﾃﾞｵ 磐田市 0:24:57

534 11483 萩原 柚希 萩原 和紀 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｽﾞｷ ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 浜松市 0:25:00

535 11469 鈴木 壮祐 鈴木 さやか ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 磐田市 0:25:01

536 11438 木邨 優作 木邨 昭博 ｷﾑﾗ ﾕｳｻｸ ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 磐田市 0:25:01

537 11434 中澤 瑛太 中澤 留美子 ﾅｶｻﾞﾜ ｴｲﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ﾙﾐｺ 東京都 0:25:02

538 11365 岡田 翔我 岡田 玲香 ｵｶﾀﾞ ﾄﾜ ｵｶﾀﾞ ﾚｲｶ 浜松市 0:25:05

539 11548 酒井 凛花 酒井 文人 ｻｶｲ ﾘﾝｶ ｻｶｲ ﾌﾐﾋﾄ 静岡市 0:25:06

540 11349 白栁 瑠杏 白栁 敦也 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾙｱﾝ ｼﾗﾔﾅｷﾞ ｱﾂﾔ 浜松市 0:25:06

541 11323 鈴木 心之輔 鈴木 伸治 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾊﾙ 浜松市 0:25:08

542 11333 川瀬 優希菜 川瀬 真弓 ｶﾜｾ ﾕｷﾅ ｶﾜｾ ﾏﾕﾐ 磐田市 0:25:10

543 11235 近持 心優 伊藤 田津子 ﾁｶﾓﾁ ﾐﾕｳ ｲﾄｳ ﾀﾂﾞｺ 浜松市 0:25:10

544 11492 大町 奈菜夏 大町 彰 ｵｵﾏﾁ ﾅﾅｶ ｵｵﾏﾁ ｱｷﾗ 磐田市 0:25:21

545 11391 桑原 護 藤田 かおる ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏﾓﾙ ﾌｼﾞﾀ ｶｵﾙ 磐田市 0:25:23

546 11420 豊田 恵大 豊田 栄一 ﾄﾖﾀﾞ ｹｲﾀﾞ トヨダ エイイチ 神奈川県 0:25:26

547 11374 古山 芽瑠 古山 里美 ｺﾔﾏ ﾒﾙ ｺﾔﾏ ｻﾄﾐ 浜松市 0:25:31

548 11475 河村 真秀 河村 亜希子 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾎﾛ ｶﾜﾑﾗ ｱｷｺ 焼津市 0:25:38

549 11412 袴田 健太 袴田 千裕 ﾊｶﾏﾀ ｹﾝﾀ ﾊｶﾏﾀ ﾁﾋﾛ 磐田市 0:25:50

550 11610 山田 康生 山田 基博 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 磐田市 0:25:51
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551 11380 古田 千晴 古田 優子 ﾌﾙﾀ ﾁﾊﾙ ﾌﾙﾀ ﾕｳｺ 磐田市 0:25:52

552 11390 松井 信司 松井 智司 ﾏﾂｲ ｼﾝｼﾞ ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 静岡市 0:25:55

553 11445 村松 瑛太 村松 美保 ﾑﾗﾏﾂ ｴｲﾀ ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ 磐田市 0:25:57

554 11139 小沼 楓歩 小沼 聡子 ｵﾇﾏ ｶﾎ ｵﾇﾏ ｻﾄｺ 磐田市 0:25:58

555 11313 堀 一護 堀 耕二 ﾎﾘ ｲﾁｺﾞ ﾎﾘ ｺｳｼﾞ 静岡市 0:26:12

556 11279 飯田 咲くら 飯田 千晶 ｲｲﾀﾞ ｻｸﾗ ｲｲﾀﾞ ﾁｱｷ 磐田市 0:26:13

557 11536 中村 萌愛 中村 倫彰 ﾅｶﾑﾗ ﾓｱ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 磐田市 0:26:13

558 11396 杉浦 沙和 杉浦 洋 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾜ ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｼ 磐田市 0:26:37

559 11198 友田 遥 友田 彰 ﾄﾓﾀﾞ ﾊﾙｶ ﾄﾓﾀﾞ ｱｷﾗ 愛知県 0:26:38

560 11272 大石 茜里 大石 樹 ｵｵｲｼ ｱｶﾘ ｵｵｲｼ ﾀﾂｷ 袋井市 0:26:38

561 11303 新田 彩葉 新田 博 ﾆｯﾀ ｱﾔﾊ ﾆｯﾀ ﾋﾛｼ 浜松市 0:26:41

562 11430 松下 莉子 松下 希美 ﾏﾂｼﾀ ﾘｺ ﾏﾂｼﾀ ｷﾐ 磐田市 0:26:50

563 11478 藤木 知佳 藤木 俊孝 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓｶ ﾌｼﾞｷ ﾄｼﾀｶ 磐田市 0:26:53

564 11285 中山 旺祐 中山 淳子 ﾅｶﾔﾏ ｵｳｽｹ ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:26:56

565 11292 志村 佑樹 志村 将彦 ｼﾑﾗ ﾕｳｷ ｼﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 藤枝市 0:26:56

566 11249 小林 杏奈 小林 慶子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 磐田市 0:26:57

567 11338 松浦 旭飛 松浦 恵美子 ﾏﾂｳﾗ ｱｻﾋ ﾏﾂｳﾗ ｴﾐｺ 浜松市 0:26:59

568 11312 末田 陸人 末田 明 ｽｴﾀﾞ ﾘｸﾄ ｽｴﾀﾞ ｱｷﾗ 浜松市 0:27:06

569 11554 高橋 陽南 高橋 あずさ ﾀｶﾊｼ ﾋﾅﾀ ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ 磐田市 0:27:10

570 11293 西村 柚穂 西村 詔子 ﾆｼﾑﾗ ﾕｽﾞﾎ ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｺ 焼津市 0:27:20

571 11532 牧野 蒼甫 牧野 千鶴 ﾏｷﾉ ｿｳｽｹ ﾏｷﾉ ﾁﾂﾞﾙ 磐田市 0:27:23

572 11518 辻 碧雪 辻 圭司 ﾂｼﾞ ｱﾕｷ ﾂｼﾞ ｹｲｼﾞ 浜松市 0:27:31

573 11107 岩田 晃希 岩田 あづみ ｲﾜﾀ ｺｳｷ ｲﾜﾀ ｱﾂﾞﾐ 磐田市 0:27:31

574 11126 一色 未結 一色 枝里子 ｲｯｼｷ ﾐﾕ ｲｯｼｷ 菊川市 0:27:31

575 11304 竹下 海 竹下 環奈 ﾀｹｼﾀ ｶｲ ﾀｹｼﾀ ｶﾝﾅ 沼津市 0:29:03

576 11062 三浦 廉泰 三浦 勝己 ﾐｳﾗ ﾚﾝﾀ ﾐｳﾗ ｶﾂﾐ 磐田市 0:30:52

577 11350 白栁 璃恩 白栁 恵美 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾘﾉﾝ ｼﾗﾔﾅｷﾞ ｴﾐ 浜松市 0:31:03

578 11319 原田 芽依 原田 雅行 ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 磐田市 0:31:14

579 11528 鈴木 銀次郎 鈴木 克江 ｽｽﾞｷ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ ｽｽﾞｷ ｶﾂｴ 浜松市 0:31:36

580 11384 仲村 拓海 仲村 通子 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 磐田市 0:31:36
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1 12008 属 美緒 荒瀬 健太 ｻｯｶ ﾐｵ ｱﾗｾ ｹﾝﾀ 静岡市 0:11:29

2 12005 山内 菜摘 柳原 宏紀 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾂﾐ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳｷ 島田市 0:11:41

3 12204 清水 孝久 清水 陽南 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋｻ ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 菊川市 0:11:58

4 12029 山田 一成 神谷 昊 ﾔﾏﾀﾞ ｲｯｾｲ ｶﾐﾔ ｺｳ 袋井市 0:12:51

5 12021 伊藤 恵子 伊藤 蒼真 ｲﾄｳ ｹｲｺ ｲﾄｳ ｿｳﾏ 浜松市 0:12:54

6 12197 氏原 正太 川合 悠生 ｳｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｶﾜｲ ﾕｳｷ 浜松市 0:13:15

7 12017 辻村 昌利 辻村 公子 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾄｼ ﾂｼﾞﾑﾗ ｷﾐｺ 浜松市 0:13:18

8 12011 藤田 憲司 藤田 昌子 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｺ 愛知県 0:13:27

9 12318 松浦 海瑠 山田 武蔵 ﾏﾂｳﾗ ｶｲﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾑｻｼ 掛川市 0:13:30

10 12006 和久田 明日香 三潟 雄基 ﾜｸﾀﾞ ｱｽｶ ﾐｶﾀ ﾕｳｷ 浜松市 0:13:35

11 12200 保坂 明好 保坂 琉菜 ﾎｻｶ ｱｷﾖｼ ﾎｻｶ ﾙﾅ 浜松市 0:13:38

12 12020 平田 晃弘 平田 佳奈 ﾋﾗﾀ ｱｷﾋﾛ ﾋﾗﾀ ｶﾅ 静岡市 0:13:45

13 12022 鈴木 広文 鈴木 貴巳子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 焼津市 0:13:46

14 12012 大原 かな 中坪 誠 ｵｵﾊﾗ ｶﾅ ﾅｶﾂﾎﾞ ﾏｺﾄ 浜松市 0:13:46

15 12034 中村 慎治 中村 遥翔 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 浜松市 0:13:51

16 12014 鈴木 貴雄 鈴木 美絵 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ ｽｽﾞｷ ﾐｴ 浜松市 0:14:00

17 12065 猪原 絵美 猪原 夢叶 ｲﾊﾗ ｴﾐ ｲﾊﾗ ﾑｳﾄ 磐田市 0:14:20

18 12038 伊藤 和樹 伊藤 香子 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 浜松市 0:14:38

19 12257 大庭 晴美 大庭 祐作 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾐ ｵｵﾊﾞ ﾕｳｻｸ 磐田市 0:14:49

20 12023 平野 瑞己 平野 愛結 ﾋﾗﾉ ﾐｽﾞｷ ﾋﾗﾉ ｱﾕ 袋井市 0:14:51

21 12198 永田 将也 永田 哲也 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾔ ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ 磐田市 0:15:18

22 12027 野口 裕文 野口 千能 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ ﾉｸﾞﾁ ﾁﾉ 神奈川県 0:15:20

23 12066 山田 博 山田 充貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 磐田市 0:15:26

24 12001 田中 淳子 秋山 卓哉 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ ｱｷﾔﾏ ﾀｸﾔ 静岡市 0:15:28

25 12069 朝倉 倖奈 朝倉 紀子 ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ ｱｻｸﾗ ﾉﾘｺ 藤枝市 0:15:30

26 12028 伊藤 夏海 伊藤 海心 ｲﾄｳ ﾅﾂﾐ ｲﾄｳ ｶｲｼ 森町 0:15:34

27 12048 鈴木 光弘 鈴木 飛雄真 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ ｽｽﾞｷ ﾋｭｳﾏ 磐田市 0:15:35

28 12222 青嶌 千佳 橘 清乃 ｱｵｼﾏ ﾁｶ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｷﾖﾉ 磐田市 0:15:39

29 12089 石田 文香 林 沙紀 ｲｼﾀﾞ ｱﾔｶ ﾊﾔｼ ｻｷ 浜松市 0:15:43

30 12007 安永 侑司 杉山 舞 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 磐田市 0:15:45

31 12050 山内 順弥 山内 陽仁 ﾔﾏｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ ﾔﾏｳﾁ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:15:46

32 12018 鈴木 大介 鈴木 奈奈 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 浜松市 0:15:53

33 12283 小林 優月 山田 堅正 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｾｲ 磐田市 0:16:00

34 12242 金原 有希 粟野 みさき ｷﾝﾊﾟﾗ ﾅｵｷ ｱﾜﾉ ﾐｻｷ 東京都 0:16:03

35 12036 古谷 一平 古谷 奈夕 ﾌﾙﾔ ｶｽﾞﾋﾗ ﾌﾙﾔ ﾅﾕ 浜松市 0:16:05

36 12080 佐々木 弘美 藤川 直美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ ﾌｼﾞｶﾜ ﾅｵﾐ 浜松市 0:16:15

37 12010 坂田 吉正 坂田 和香奈 ｻｶﾀ ﾖｼﾏｻ ｻｶﾀ ﾜｶﾅ 熱海市 0:16:15

38 12143 白鳥 江莉加 村松 良介 ｼﾗﾄﾘ ｴﾘｶ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 静岡市 0:16:18

39 12015 伊藤 領吾 一柳 水希 ｲﾄｳ ﾘｮｳｺﾞ ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾐｽﾞｷ 浜松市 0:16:20

40 12313 藤原 浩実 藤原 朋子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾓｺ 浜松市 0:16:34

41 12078 菅沼 慶行 菅沼 右子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳｺ 掛川市 0:16:35

42 12033 山下 美樹 織 愛花 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ ｵﾘ ｱｲｶ 浜松市 0:16:35

43 12087 山本 佳史 山本 ひとみ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾄ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:16:36

44 12052 鈴木 友都 高林 宥実子 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾐ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 浜松市 0:16:40

45 12164 山室 真里 山室 智 ﾔﾏﾑﾛ ﾏｻﾄ ﾔﾏﾑﾛ ｻﾄｼ 愛知県 0:16:44

46 12245 樽井 麻央 伊藤 秀美 ﾀﾙｲ ﾏｵ ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ 島田市 0:16:45

47 12316 簗瀬 美代子 簗瀬 隆志 ﾔﾅｾ ﾐﾖｺ ﾔﾅｾ ﾀｶｼ 磐田市 0:16:53

48 12104 増田 嵐 井手川 真波 ﾏｽﾀﾞ ｱﾗｼ ｲﾃﾞｶﾞﾜ ﾏｯﾊ 埼玉県 0:17:00

49 12293 香田 亮 山崎 倫弘 ｺｳﾀﾞ ﾘｮｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 掛川市 0:17:06

50 12201 筒井 明美 寺澤 理恵 ﾂﾂｲ ｱｹﾐ ﾃﾗｻﾜ ﾘｴ 磐田市 0:17:07
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51 12049 池ヶ谷 浩希 池ヶ谷 美穂 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳｷ ｲｹｶﾞﾔ ﾐﾎ 静岡市 0:17:12

52 12003 名倉 圭介 名倉 舞桜 ﾅｸﾞﾗ ｹｲｽｹ ﾅｸﾞﾗ ﾏｵ 浜松市 0:17:17

53 12196 岸本 幸久 岸本 依夢 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋｻ ｷｼﾓﾄ ｴﾑ 藤枝市 0:17:34

54 12158 太田 直志 太田 穰 ｵｵﾀ ﾅｵｼ ｵｵﾀ ﾐﾉﾙ 磐田市 0:17:34

55 12044 清水 聡 山梨 翔子 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ ﾔﾏﾅｼ ｼｮｳｺ 鹿児島県 0:17:35

56 12072 永島 充巳 永島 有紀子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾐ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｷｺ 浜松市 0:17:41

57 12250 石田 ともみ 大石 洋実 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾐ ｵｵｲｼ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:17:44

58 12156 加茂 美奈子 川添 航之介 ｶﾓ ﾐﾅｺ ｶﾜｿｴ ｺｳﾉｽｹ 浜松市 0:17:54

59 12054 名古 真拓 名古 恵美子 ﾅｺﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾅｺﾞ ｴﾐｺ 浜松市 0:18:01

60 12031 駒井 佑子 駒井 結 ｺﾏｲ ﾕｳｺ ｺﾏｲ ﾕﾜｲ 磐田市 0:18:08

61 12186 渡邉 美幸 渡邉 利治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾊﾙ 富士宮市 0:18:15

62 12110 岩男 健一 岩男 桂 ｲﾜｵ ｹﾝｲﾁ ｲﾜｵ ｹｲ 磐田市 0:18:23

63 12051 木下 陽子 木下 健太郎 ｷﾉｼﾀ ﾖｳｺ ｷﾉｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 0:18:24

64 12210 篠原 葵 鈴木 聡史 ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ ｽｽﾞｷ 島田市 0:18:25

65 12159 八木 ひろみ 八木 くるみ ﾔｷﾞ ﾋﾛﾐ ﾔｷﾞ ｸﾙﾐ 磐田市 0:18:27

66 12264 辻 雅之 辻 智子 ﾂｼﾞ ﾏｻﾕｷ ﾂｼﾞ ﾄﾓｺ 磐田市 0:18:28

67 12105 鈴木 桃江 安部 陽平 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｴ ｱﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 磐田市 0:18:28

68 12223 伊能 明彦 伊能 晃代 ｲﾉｳ ｱｷﾋｺ ｲﾉｳ ﾃﾙﾖ 磐田市 0:18:32

69 12153 半場 望美 半場 徹 ﾊﾝﾊﾞ ﾉｿﾞﾐ ﾊﾝﾊﾞ ﾄｵﾙ 磐田市 0:18:36

70 12053 岡本 愛美 山口 悠介 ｵｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 浜松市 0:18:38

71 12247 杉分 俊之 中島 まり ｽｷﾞﾜｹ ﾄｼﾕｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾘ 大阪府 0:18:39

72 12176 鈴木 祥太 鈴木 詩生 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ ｼｵ 浜松市 0:18:40

73 12173 野崎 雄三 野崎 合美 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ ﾉｻﾞｷ ｱｲﾐ 島田市 0:18:41

74 12241 佐藤 未来 伊藤 卓矢 ｻﾄｳ ﾐｷ ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 磐田市 0:18:45

75 12304 柳瀬 実穂 齋藤 司 ﾔﾅｾ ﾐﾎ ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ 磐田市 0:18:50

76 12325 小嶋 亜紀 小嶋 花野 ｺｼﾞﾏ ｱｷ ｺｼﾞﾏ ｶﾉ 静岡市 0:18:56

77 12328 伊藤 誠 伊藤 晴香 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ｲﾄｳ ﾊﾙｶ 東京都 0:18:57

78 12152 宮本 淳 宮本 肇 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ ﾐﾔﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 0:19:01

79 12070 中田 桂子 中田 久嗣 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｺ ﾅｶﾀﾞ ﾋｻﾂｸﾞ 浜松市 0:19:01

80 12275 菅原 徹 菅原 悠世 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 磐田市 0:19:09

81 12088 小杉 祐子 山本 陽子 ｺｽｷﾞ ﾕｳｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ 磐田市 0:19:11

82 12060 天野 徹也 天野 志穂 ｱﾏﾉ ﾃﾂﾔ ｱﾏﾉ ｼﾎ 静岡市 0:19:16

83 12295 袴田 美帆 鈴木 柚葉 ﾊｶﾏﾀ ﾐﾎ ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾊ 浜松市 0:19:17

84 12217 内藤 美香 南雲 健 ﾅｲﾄｳ ﾐｶ ﾅｸﾞﾓ ｹﾝ 湖西市 0:19:18

85 12004 奥原 直樹 服部 恵里香 ｵｸﾊﾗ ﾅｵｷ ﾊｯﾄﾘ ｴﾘｶ 磐田市 0:19:20

86 12321 三好 知花 鈴木 敬子 ﾐﾖｼ ﾁｶ ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ 磐田市 0:19:21

87 12071 高木 香帆 久米 雄貴 ﾀｶｷﾞ ｶﾎ ｸﾒ ﾕｳｷ 浜松市 0:19:24

88 12226 宮崎 愛 鈴木 泰孝 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲ スズキ ヤスタカ 浜松市 0:19:27

89 12057 山崎 純一 地曳 奈緒子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾞﾋﾞｷ ﾅｵｺ 千葉県 0:19:28

90 12151 山本 達子 山本 紘子 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ 袋井市 0:19:29

91 12098 後藤 健次 鈴木 祐輔 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:19:31

92 12035 川島 沙由香 川島 裕矢 ｶﾜｼﾏ ｻﾕｶ ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ 御前崎市 0:19:32

93 12220 青島 明子 青島 真一 ｱｵｼﾏ ｱｷｺ ｱｵｼﾏ ｼﾝｲﾁ 磐田市 0:19:32

94 12040 本田 浩也 鈴木 実穂 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔ ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 浜松市 0:19:33

95 12149 田中 英雄 新村 麻優子 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｵ ｼﾝﾑﾗ ﾏﾕｺ 浜松市 0:19:33

96 12109 細田 尚弘 細田 美絵 ﾎｿﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ ﾎｿﾀﾞ ﾐｴ 浜松市 0:19:33

97 12019 中坪 由佳理 大原 穂波 ﾅｶﾂﾎﾞ ﾕｶﾘ ｵｵﾊﾗ ﾎﾅﾐ 磐田市 0:19:40

98 12142 山口 栄梨 橘内 ひとみ ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾘ ｷﾂﾅｲ ﾋﾄﾐ 浜松市 0:19:41

99 12154 院田 篤憲 石原 百合 ｲﾝﾀﾞ ｱﾂﾉﾘ ｲｼﾊﾗ ﾕﾘ 三重県 0:19:44

100 12202 鈴木 彰 山中 美幸 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ ﾔﾏﾅｶ ﾐﾕｷ 浜松市 0:19:45
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101 12139 松浦 宏弥 松浦 汐美 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾔ ﾏﾂｳﾗ ｼｵﾐ 掛川市 0:19:46

102 12319 永井 栄里子 永井 孝典 ﾅｶﾞｲ ｴﾘｺ ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 0:19:46

103 12265 神田 高男 神田 恵美 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｵ ｶﾝﾀﾞ ｴﾐ 浜松市 0:19:46

104 12167 大屋 飛右馬 川村 将平 ｵｵﾔ ﾋｭｳﾏ ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 0:19:51

105 12141 梅田 沙希 小林 愛海 ｳﾒﾀﾞ ｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾐ 浜松市 0:19:54

106 12255 久原 望未 鈴木 拓海 ｸﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 浜松市 0:19:55

107 12282 武藤 つぐみ 大場 彩夏 ﾑﾄｳ ﾂｸﾞﾐ ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ 磐田市 0:19:55

108 12312 石垣 考俊 古川 祥子 ｲｼｶﾞｷ ﾀｶﾄｼ ﾌﾙｶﾜ ｻﾁｺ 藤枝市 0:19:59

109 12016 金原 正樹 金原 夏紀 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻｷ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾅﾂｷ 浜松市 0:20:00

110 12188 鈴木 豊子 窪野 清美 ｽｽﾞｷ ﾄﾖｺ ｸﾎﾞﾉ ｷﾖﾐ 磐田市 0:20:01

111 12279 上村 剛士 上村 桃那 ｶﾐﾑﾗ ｺﾞｳｼﾞ ｶﾐﾑﾗ ﾓﾓﾅ 磐田市 0:20:04

112 12094 青島 侑美 鈴木 麻友香 ｱｵｼﾏ ﾕﾐ ｽｽﾞｷ ﾏﾕｶ 磐田市 0:20:07

113 12287 渡邊 友美 松澤 好美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾐ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 愛知県 0:20:09

114 12284 藤田 さゆり 村越 梨子 ﾌｼﾞﾀ ｻﾕﾘ ﾑﾗｺｼ ﾘｺ 磐田市 0:20:10

115 12067 山下 健志 山下 和美 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹｼ ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾐ 磐田市 0:20:14

116 12077 宇藤 綾野 山下 友里 ｳﾄｳ ｱﾔﾉ ﾔﾏｼﾀ ﾕﾘ 磐田市 0:20:16

117 12138 米山 圭介 三輪 桜子 ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｽｹ ﾐﾜ ｻｸﾗｺ 愛知県 0:20:17

118 12041 平野 成美 中村 聖 ﾋﾗﾉ ﾅﾙﾐ ﾅｶﾑﾗ ｷﾖ 磐田市 0:20:18

119 12047 渡邊 幸亜 栗田 可奈子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｴ ｸﾘﾀ ｶﾅｺ 菊川市 0:20:19

120 12253 田中 敢人 田中 美奈 ﾀﾅｶ ｶﾝﾄ ﾀﾅｶ ﾐﾅ 浜松市 0:20:23

121 12261 長谷川 雄一 山本 梨紗 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｻ 浜松市 0:20:24

122 12150 鈴木 栄輝 鈴木 波子 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ ｽｽﾞｷ ﾅﾐｺ 浜松市 0:20:26

123 12045 小林 弘明 小林 航明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾒｲ 磐田市 0:20:26

124 12095 玉木 智江 玉木 優斗 ﾀﾏｷ ﾄﾓｴ ﾀﾏｷ ﾕｳﾄ 浜松市 0:20:27

125 12237 西本 梨菜 西本 直樹 ﾆｼﾓﾄ ﾘﾅ ﾆｼﾓﾄ ﾅｵｷ 磐田市 0:20:27

126 12258 小栗 貴之 小栗 瑛斗 ｵｸﾞﾘ ﾀｶﾕｷ ｵｸﾞﾘ ｴｲﾄ 掛川市 0:20:29

127 12302 鈴木 裕美子 瀬戸島 祐子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ ｾﾄｼﾞﾏ ﾕｳｺ 磐田市 0:20:29

128 12039 秋山 浩司 吉田 いづみ ｱｷﾔﾏ ｺｳｼﾞ ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾞﾐ 静岡市 0:20:29

129 12076 早川 憲司 柿田 みわ ﾊﾔｶﾜ ｹﾝｼﾞ ｶｷﾀ ﾐﾜ 浜松市 0:20:30

130 12099 諏訪 雅乃 金 甫根 ｽﾜ ﾏｻﾉ ｷﾝ ﾏｻﾈ 愛知県 0:20:32

131 12327 加藤 沙織 鈴木 綾乃 ｶﾄｳ ｻｵﾘ ｽｽﾞｷ ｱﾔﾉ 磐田市 0:20:33

132 12259 尾田 明音 尾田 智康 ｵﾀﾞ ｱｶﾈ ｵﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ 浜松市 0:20:34

133 12214 本田 綾子 木下 羊子 ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔｺ ｷｼﾀ ﾖｳｺ 磐田市 0:20:36

134 12124 長坂 富美子 浅尾 梓 ﾅｶﾞｻｶ ﾌﾐｺ ｱｻｵ ｱｽﾞｻ 浜松市 0:20:37

135 12117 鈴木 孝文 鈴木 友貴 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ ｽｽﾞｷ ﾕｷ 掛川市 0:20:41

136 12211 紙本 歩 落合 文恵 ｶﾐﾓﾄ ｱﾕﾐ ｵﾁｱｲ ﾌﾐｴ 磐田市 0:20:43

137 12215 渡辺 純子 長島 由紀子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｺ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｷｺ 掛川市 0:20:46

138 12126 松下 和記 松下 温子 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｷ ﾏﾂｼﾀ ｱﾂｺ 袋井市 0:20:52

139 12280 中西 梢 中西 裕樹 ﾅｶﾆｼ ｺｽﾞｴ ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 浜松市 0:20:58

140 12308 松下 めぐみ 多田納 友香 ﾏﾂｼﾀ ﾒｸﾞﾐ ﾀﾀﾞﾉ ﾕｶ 浜松市 0:20:58

141 12056 山村 利枝子 山村 裕司 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｴｺ ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 浜松市 0:21:03

142 12102 野田 喜則 野田 智佐子 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ ﾉﾀﾞ ﾁｻｺ 静岡市 0:21:03

143 12181 深谷 佳奈美 深谷 健吾 ﾌｶﾔ ｶﾅﾐ ﾌｶﾔ ｹﾝｺﾞ 浜松市 0:21:05

144 12111 安藤 菜津子 安藤 智人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅﾂｺ ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾄ 東京都 0:21:05

145 12064 花島 由美 萩原 仁 ﾊﾅｼﾞﾏ ﾕﾐ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 浜松市 0:21:07

146 12324 中西 暢世 中西 昭夫 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾖ ﾅｶﾆｼ ｱｷｵ 静岡市 0:21:09

147 12140 内藤 大介 内藤 陽平 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｲﾄｳ ﾖｳﾍｲ 浜松市 0:21:10

148 12079 片岡 達哉 片岡 聡子 ｶﾀｵｶ ﾀﾂﾔ ｶﾀｵｶ ｻﾄｺ 浜松市 0:21:11

149 12190 東 智昭 東 乃々椛 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓｱｷ ﾋｶﾞｼ ﾉﾉｶ 磐田市 0:21:17

150 12224 髙松 悠真 髙松 亜希子 ﾀｶﾏﾂ ﾕｳﾏ タカマツ アキコ 磐田市 0:21:18
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151 12042 田地川 最史 高木 麻利絵 ﾀﾁｶﾜ ﾓﾄﾌﾐ ﾀｶｷﾞ ﾏﾘｴ 三島市 0:21:20

152 12254 松本 健 鈴木 花子 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ ｽｽﾞｷ ﾊﾅｺ 磐田市 0:21:23

153 12091 内山 雅子 寺田 友里 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｺ ﾃﾗﾀﾞ ﾕﾘ 磐田市 0:21:23

154 12266 宝田 麻梨奈 鈴木 鉄也 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾏﾘﾅ ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 磐田市 0:21:23

155 12288 寺田 浩太朗 山下 里奈 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏｼﾀ ﾘﾅ 袋井市 0:21:27

156 12058 大杉 由姫子 大杉 拓 ｵｵｽｷﾞ ﾕｷｺ ｵｵｽｷﾞ ﾀｸ 磐田市 0:21:28

157 12225 松野 義美 松野 里弥 ﾏﾂﾉ ﾖｼﾐ マツノ サトヤ 浜松市 0:21:28

158 12061 清水 ますみ 清水 弘 ｼﾐｽﾞ ﾏｽﾐ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 浜松市 0:21:30

159 12100 宮川 沙織 宮川 陽子 ﾐﾔｶﾞﾜ ｻｵﾘ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾖｳｺ 磐田市 0:21:32

160 12230 鈴木 千晴 鈴木 清英 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ ｽｽﾞｷ ｷﾖﾋﾃﾞ 浜松市 0:21:32

161 12135 長澤 孝明 長澤 恵津子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶｱｷ ﾅｶﾞｻﾜ ｴﾂｺ 焼津市 0:21:33

162 12203 古田 朱美 沖田 友恵 ﾌﾙﾀ ｱｹﾐ ｵｷﾀ ﾄﾓｴ 浜松市 0:21:33

163 12285 松本 康希 松本 舞 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｲ 菊川市 0:21:35

164 12306 青島 正和 青島 裕子 ｱｵｼﾏ ﾏｻｶｽﾞ ｱｵｼﾏ ﾕｳｺ 磐田市 0:21:38

165 12320 青木 慶子 鈴木 幸穂 ｱｵｷ ｹｲｺ ｽｽﾞｷ ｻﾁﾎ 磐田市 0:21:43

166 12168 浦木 尚行 浦木 町子 ｳﾗｷ ﾅｵﾕｷ ｳﾗｷ ﾏﾁｺ 磐田市 0:21:44

167 12092 磯部 亮子 小栗 由菜 ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳｺ ｵｸﾞﾘ ﾕﾅ 磐田市 0:21:45

168 12297 山本 友里恵 青島 昌江 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｴ ｱｵｼﾏ ﾏｻｴ 袋井市 0:21:47

169 12218 木下 紗央里 猪俣 文香 ｷｼﾀ ｻｵﾘ ｲﾉﾏﾀ ｱﾔｶ 浜松市 0:21:48

170 12127 鈴木 彩加 鈴木 琥月 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ ｽｽﾞｷ ｸｳｶﾞ 磐田市 0:21:50

171 12184 白井 はるな 石川 ひろみ ｼﾗｲ ﾊﾙﾅ ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾐ 掛川市 0:21:50

172 12112 大石 彩乃 大石 的茂 ｵｵｲｼ ｱﾔﾉ ｵｵｲｼ ﾏﾄﾓ 磐田市 0:21:51

173 12084 秋山 和也 車田 梓 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ｸﾙﾏﾀﾞ ｱｽﾞｻ 埼玉県 0:21:55

174 12310 菅沼 仁巳 長谷山 未來 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾄﾐ ﾊｾﾔﾏ ﾐｸ 磐田市 0:21:58

175 12239 浦海 紗矢佳 石川 浩士 ﾎﾂﾐ ｻﾔｶ ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 磐田市 0:22:00

176 12183 石田 好美 橋本 和美 ｲｼﾀﾞ ﾖｼﾐ ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 浜松市 0:22:01

177 12213 今井 裕也 今井 美乃里 ｲﾏｲ ﾋﾛﾔ ｲﾏｲ ﾐﾉﾘ 焼津市 0:22:09

178 12083 外山 仁美 内村 早織 ﾄﾔﾏ ﾋﾄﾐ ｳﾁﾑﾗ ｻｵﾘ 浜松市 0:22:12

179 12234 荒川 裕美 原田 聡美 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄﾐ 浜松市 0:22:13

180 12121 曽布川 洋平 曽布川 麻衣 ｿﾌﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ ｿﾌﾞｶﾜ ﾏｲ 浜松市 0:22:15

181 12055 永井 晶子 田中 千晶 ﾅｶﾞｲ ｱｷｺ ﾀﾅｶ ﾁｱｷ 浜松市 0:22:21

182 12260 榊原 陽子 榊原 実咲 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｳｺ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｻｷ 藤枝市 0:22:26

183 12144 堀川 佳那 片山 涼子 ﾎﾘｶﾜ ｶﾅ ｶﾀﾔﾏ ﾘﾖｳｺ 島田市 0:22:34

184 12145 藤井 章二 藤井 はな ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｼﾞ ﾌｼﾞｲ ﾊﾅ 磐田市 0:22:38

185 12315 河崎 里香 足立 楓華 ｶﾜｻｷ ﾘｶ ｱﾀﾞﾁ ﾌｳｶ 浜松市 0:22:39

186 12122 大石 紗知 岡本 さやか ｵｵｲｼ ｻﾁ ｵｶﾓﾄ ｻﾔｶ 長泉町 0:22:41

187 12082 前田 周吾 前田 梨紗 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ ﾏｴﾀﾞ ﾘｻ 岐阜県 0:22:41

188 12101 加藤 春美 高木 絵美子 ｶﾄｳ ﾊﾙﾐ ﾀｶｷﾞ ｴﾐｺ 磐田市 0:22:45

189 12209 石川 加佐美 石川 秀道 ｲｼｶﾜ ｶｻﾐ ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾐﾁ 磐田市 0:22:45

190 12240 平川 圭美 清水 裕香子 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾏﾐ ｼﾐｽﾞ ﾕｶｺ 掛川市 0:22:46

191 12093 萩田 享子 河村 友芽 ﾊｷﾞﾀ ｷｮｳｺ ｶﾜﾑﾗ ﾕﾒ 浜松市 0:22:47

192 12133 齋藤 みのり 小坂 光世 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾘ ｺｻｶ ﾐﾂﾖ 磐田市 0:22:51

193 12165 柏原 梨絵 小野 奈月 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ﾘｴ ｵﾉ ﾅﾂｷ 磐田市 0:22:54

194 12163 橋詰 将成 川瀬 成美 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｻﾅﾘ ｶﾜｾ ﾅﾙﾐ 岐阜県 0:22:59

195 12206 山田 桂輔 杉山 実咲 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｻｷ 浜松市 0:23:01

196 12147 角替 美穂 塩崎 沙矢香 ﾂﾉｶﾞｴ ﾐﾎ ｼｵｻﾞｷ ｻﾔｶ 掛川市 0:23:01

197 12195 内山 紘実 内山 優 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾐ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳ 浜松市 0:23:02

198 12256 榛村 直子 松本 美佐 ｼﾝﾑﾗ ﾅｵｺ ﾏﾂﾓﾄ ﾐｻ 掛川市 0:23:03

199 12189 内藤 知恵美 寺瀬 真弓 ﾅｲﾄｳ ﾁｴﾐ ﾃﾗｾ ﾏﾕﾐ 藤枝市 0:23:04

200 12115 寺田 初美 松下 由佳里 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾂﾐ ﾏﾂｼﾀ ﾕｶﾘ 袋井市 0:23:06
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201 12270 高田 恒徳 高田 清美 ﾀｶﾀﾞ ﾂﾈﾉﾘ ﾀｶﾀﾞ ｷﾖﾐ 磐田市 0:23:09

202 12096 山内 光代 釘尾 陽子 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾖ ｸｷﾞｵ ﾖｳｺ 磐田市 0:23:10

203 12273 加藤 智也 折原 千夏 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ ｵﾘﾊﾗ ﾁﾅﾂ 磐田市 0:23:12

204 12063 岡田 文陽 河守 安祐美 ｵｶﾀﾞ ﾌﾐｱｷ ｶﾜﾓﾘ ｱﾕﾐ 藤枝市 0:23:20

205 12162 福島 茉菜美 安間 巳緒 ﾌｸｼﾏ ﾏﾅﾐ ｱﾝﾏ ﾐｵ 菊川市 0:23:22

206 12171 中村 千弘 中村 留美子 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾙﾐｺ 浜松市 0:23:24

207 12286 塚本 吉子 塚本 誠 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼｺ ﾂｶﾓﾄ ﾏｺﾄ 浜松市 0:23:27

208 12114 杉本 智子 池田 美佐子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｺ ｲｹﾀﾞ ﾐｻｺ 焼津市 0:23:31

209 12238 松井 沙貴 古川 裕也 ﾏﾂｲ ｻｷ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ 浜松市 0:23:33

210 12298 杉浦 あゆみ 岩品 瞳 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾕﾐ ｲﾜｼﾅ ﾋﾄﾐ 浜松市 0:23:35

211 12002 松下 希美 松下 湖美 ﾏﾂｼﾀ ｷﾐ ﾏﾂｼﾀ ｺﾊﾙ 磐田市 0:23:36

212 12118 渡邊 圭悟 渡邊 華輪 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ 浜松市 0:23:37

213 12119 鈴木 和枝 飯田 智恵子 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ ｲｲﾀﾞ ﾁｴｺ 浜松市 0:23:37

214 12108 袴田 康代 袴田 泰義 ﾊｶﾏﾀ ﾔｽﾖ ﾊｶﾏﾀ ﾔｽﾖｼ 浜松市 0:23:38

215 12130 畑 泰代 天野 章子 ﾊﾀ ﾔｽﾖ ｱﾏﾉ ｱｷｺ 島田市 0:23:41

216 12322 栗山 友伽 髙田 千奈美 ｸﾘﾔﾏ ﾕｶ ﾀｶﾀﾞ ﾁﾅﾐ 掛川市 0:23:43

217 12323 髙田 千奈美 栗山 友伽 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾅﾐ ｸﾘﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 0:23:43

218 12235 堀内 理沙 蓮池 光 ﾎﾘｳﾁ ﾘｻ ﾊｽｲｹ ﾋｶﾙ 磐田市 0:23:46

219 12301 鈴木 教之 鈴木 麗 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ ｽｽﾞｷ ｳﾗﾗ 磐田市 0:23:48

220 12120 松本 将実 松本 恵理子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾐ ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｺ 浜松市 0:23:53

221 12199 竹部 邦典 竹部 江利子 ﾀｹﾍﾞ ｸﾆﾉﾘ ﾀｹﾍﾞ ｴﾘｺ 浜松市 0:23:55

222 12243 中武 恵 中武 虎大朗 ﾅｶﾀｹ ﾒｸﾞﾐ ﾅｶﾀｹ ｺﾀﾛｳ 千葉県 0:23:55

223 12271 岩城 賢 岩城 ゆみ ｲﾜｷ ｹﾝ ｲﾜｷ ﾕﾐ 浜松市 0:23:56

224 12081 渡辺 努 渡辺 裕子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ 浜松市 0:23:58

225 12123 鈴木 聡一 山下 晴美 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁ ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾐ 浜松市 0:24:11

226 12155 池冨 和子 加藤 洋子 ｲｹﾄﾐ ｶｽﾞｺ ｶﾄｳ ﾖｳｺ 浜松市 0:24:13

227 12172 高藤 恵子 平 奈緒子 ﾀｶﾄｳ ｹｲｺ ﾋﾗ ﾅｵｺ 袋井市 0:24:13

228 12157 中山 春香 杉本 圭 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲ 袋井市 0:24:14

229 12185 竹山 さゆり 横井 祐子 ﾀｹﾔﾏ ｻﾕﾘ ﾖｺｲ ﾕｳｺ 浜松市 0:24:16

230 12228 伊藤 洋士郎 伊藤 愛 ｲﾄｳ ﾖｳｼﾞﾛｳ ｲﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 群馬県 0:24:16

231 12075 安達 美里 大谷 幸穂 ｱﾀﾞﾁ ﾐｻﾄ ｵｵﾀﾆ ｻﾁﾎ 袋井市 0:24:20

232 12227 播磨 直江 野村 知那 ﾊﾘﾏ ﾅｵｴ ノムラ チナ 磐田市 0:24:22

233 12317 松浦 恵 小林 優樹 ﾏﾂｳﾗ ﾒｸﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 掛川市 0:24:23

234 12307 原田 沙稀 鬼頭 沙希 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷ ｷﾄｳ ｻｷ 磐田市 0:24:23

235 12208 小澤 和之 小澤 由典 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 0:24:28

236 12281 菊池 智泰 澤村 桃子 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋﾛ ｻﾜﾑﾗ ﾓﾓｺ 浜松市 0:24:30

237 12132 妹尾 三規彦 妹尾 ゆり子 ｾｵ ﾐｷﾋｺ ｾｵ ﾕﾘｺ 磐田市 0:24:33

238 12129 村岡 誉之 村岡 真季 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ ﾑﾗｵｶ ﾏｷ 浜松市 0:24:33

239 12269 栗野 杏奈 佐々木 友彰 ｸﾘﾉ ｱﾝﾅ ｻｻｷ ﾄﾓｱｷ 浜松市 0:24:39

240 12216 奥田 菜月 宮地 春奈 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾐﾔﾁ ﾊﾙﾅ 浜松市 0:24:46

241 12289 藤田 牧子 三島 一仁 ﾌｼﾞﾀ ﾏｷｺ ﾐｼﾏ ｶｽﾞﾋﾄ 浜松市 0:24:47

242 12074 森 ゆみ子 森 克典 ﾓﾘ ﾕﾐｺ ﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ 大阪府 0:24:47

243 12311 細窪 伸江 増田 三紀子 ﾎｿｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｴ ﾏｽﾀﾞ ﾐｷｺ 浜松市 0:24:50

244 12180 加藤 マルセル 加藤 ルアン ｶﾄﾝ ﾏﾙｾﾙ ｶﾄｳ ﾙｱﾝ 浜松市 0:24:51

245 12043 佐々木 浩二 佐々木 真紀 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ ｻｻｷ ﾏｷ 浜松市 0:24:54

246 12314 深澤 昌世 御厨 里美 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｻﾖ ﾐｸﾘﾔ ｻﾄﾐ 浜松市 0:25:05

247 12136 野島 裕子 杉浦 千晴 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳｺ ｽｷﾞｳﾗ ﾁﾊﾙ 浜松市 0:25:05

248 12290 鈴木 ひろ子 水越 正巳 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻﾐ 磐田市 0:25:06

249 12103 山本 達也 山本 亜紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｱｷ 掛川市 0:25:07

250 12232 神田 貴将 神田 文雪 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾏｻ ｶﾝﾀﾞ ﾌﾕｷ 磐田市 0:25:09
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251 12296 坂田 エミ 坂田 光弘 ｻｶﾀ ｴﾐ ｻｶﾀ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 0:25:16

252 12193 榛葉 佳織 杉本 美奈 ｼﾝﾊﾞ ｶｵﾘ ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅ 掛川市 0:25:18

253 12212 村松 杏莉 村松 真理 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾝﾘ ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾘ 磐田市 0:25:22

254 12025 関根 護 青野 真実子 ｾｷﾈ ﾏﾓﾙ ｱｵﾉ ﾏﾐｺ 島田市 0:25:31

255 12326 渡辺 美子 渡辺 綾菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ 磐田市 0:25:33

256 12161 渡邊 義貴 渡邊 喜子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｺ 磐田市 0:25:36

257 12277 土井 里美 土井 冴紗 ﾄﾞｲ ｻﾄﾐ ﾄﾞｲ ｻｻ 磐田市 0:25:37

258 12249 市川 楓笑 百鬼 綾 ｲﾁｶﾜ ｶｴ ﾅｷﾘ ｱﾔ 浜松市 0:25:37

259 12046 菅沼 真梨子 大石 理恵子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾘｺ ｵｵｲｼ ﾘｴｺ 浜松市 0:25:38

260 12233 落合 身知子 大石 高淑 ｵﾁｱｲ ﾐﾁｺ ｵｵｲｼ ﾀｶﾖｼ 磐田市 0:25:40

261 12116 田中 江美 山口 由美子 ﾀﾅｶ ｴﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾐｺ 浜松市 0:25:40

262 12219 岩田 諒 岡本 有史 ｲﾜﾀ ﾘｮｳ ｵｶﾓﾄ ﾕｳｼ 浜松市 0:25:41

263 12262 山田 博之 山田 晨陽 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 磐田市 0:25:47

264 12236 榎田 友里衣 榎田 哲也 ｴﾉｷﾀﾞ ﾕﾘｴ ｴﾉｷﾀﾞ ﾃﾂﾔ 牧之原市 0:25:49

265 12090 小川 麻衣子 鈴木 沙知 ｵｶﾞﾜ ﾏｲｺ ｽｽﾞｷ ｻﾁ 磐田市 0:25:57

266 12268 増田 かな恵 増田 倫典 ﾏｽﾀﾞ ｶﾅｴ ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 磐田市 0:26:02

267 12294 戸塚 裕実 石川 圭太 ﾄﾂﾞｶ ﾕﾐ ｲｼｶﾜ ｹｲﾀ 掛川市 0:26:06

268 12291 有賀 栄 内山 敏弘 ｱﾘｶﾞ ｻｶｴ ｳﾁﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 0:26:08

269 12179 齊藤 聡也 釜下 慶太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾔ ｶﾏｼﾀ ｹｲﾀ 藤枝市 0:26:08

270 12178 松本 崇史 清水 洋志 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 藤枝市 0:26:09

271 12177 鈴木 理恵 相川 一也 ｽｽﾞｷ ﾘｴ ｱｲｶﾜ ｶｽﾞﾔ 袋井市 0:26:09

272 12303 安田 真依 安田 圭佑 ﾔｽﾀﾞ ﾏｲ ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 磐田市 0:26:17

273 12166 森 加奈子 森 瑠華 ﾓﾘ ｶﾅｺ ﾓﾘ ﾙｶ 浜松市 0:26:19

274 12174 吉田 真佐美 大林 未来 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐ ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 愛知県 0:26:20

275 12106 秋本 奈実子 秋本 竜昇 ｱｷﾓﾄ ﾅﾐｺ ｱｷﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 静岡市 0:26:24

276 12068 丸井 雄亮 渭原 由佳莉 ﾏﾙｲ ﾕｳｽｹ ｲﾊﾗ ﾕｶﾘ 浜松市 0:26:27

277 12073 八木 浩一 真鍋 郁美 ﾔｷﾞ ｺｳｲﾁ ﾏﾅﾍﾞ ｲｸﾐ 浜松市 0:26:28

278 12125 戸塚 昭吾 戸塚 麻衣 ﾄﾂｶ ｼｮｳｺﾞ ﾄﾂｶ ﾏｲ 掛川市 0:26:35

279 12292 知久 恵子 中村 章 ﾁｸ ｹｲｺ ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 浜松市 0:26:44

280 12272 住川 絵美 奥野 唯 ｽﾐｶﾜ ｴﾐ ｵｸﾉ ﾕｲ 浜松市 0:26:46

281 12131 井口 照美 中村 桂子 ｲｸﾞﾁ ﾃﾙﾐ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ 磐田市 0:26:47

282 12062 戸塚 知里 穴井 亜寿香 ﾄﾂﾞｶ ﾁｻﾄ ｱﾅｲ ｱｽｶ 浜松市 0:26:50

283 12192 大屋 かな 大屋 波月 ｵｵﾔ ｶﾅ ｵｵﾔ ﾊﾂﾞｷ 愛知県 0:26:52

284 12086 青島 麻紀子 杉本 祐太朗 ｱｵｼﾏ ﾏｷｺ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 磐田市 0:26:54

285 12205 鈴木 麻樹 長谷 晃 ｽｽﾞｷ ﾏｷ ﾊｾ ｱｷﾗ 掛川市 0:27:17

286 12246 大橋 勝治 大橋 宏実 ｵｵﾊｼ ｶﾂｼﾞ ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾐ 磐田市 0:27:25

287 12146 藤井 あゆみ 藤井 克大 ﾌｼﾞｲ ｱﾕﾐ ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋﾛ 磐田市 0:27:35

288 12244 杉山 真理子 杉山 敦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾘｺ ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 栃木県 0:27:40

289 12251 柴田 郁子 柴田 浩司 ｼﾊﾞﾀ ｲｸｺ ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 湖西市 0:27:48

290 12175 村松 恒子 寺尾 紀子 ﾑﾗﾏﾂ ﾂﾈｺ ﾃﾗｵ ﾉﾘｺ 静岡市 0:27:49

291 12263 鈴木 恵美 土屋 友香理 ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾐ ﾂﾁﾔ ﾕｶﾘ 磐田市 0:27:50

292 12191 鈴木 奈津樹 新村 彩華 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ ｼﾝﾑﾗ ｱﾔｶ 磐田市 0:27:51

293 12148 平岡 ルーカス ター ティー ヴー ﾋﾗｵｶ ﾙｰｶｽ ﾀｰ ﾃｨｰｳﾞｰ 磐田市 0:28:00

294 12278 大畑 さよ子 大畑 夏未 ｵｵﾊﾀ ｻﾖｺ ｵｵﾊﾀ ﾅﾂﾐ 浜松市 0:28:19

295 12248 大橋 尚子 大橋 和空 ｵｵﾊｼ ﾅｵｺ ｵｵﾊｼ ﾜｸ 磐田市 0:28:20

296 12134 高塚 浮美子 戸塚 忍 ﾀｶﾂｶ ﾌﾐｺ ﾄﾂｶ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 0:28:21

297 12169 川岸 寿章 川岸 有紀 ｶﾜｷﾞｼ ﾄｼｱｷ ｶﾜｷﾞｼ ﾕｷ 北海道 0:28:30

298 12182 鈴木 紀子 山下 恵美 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 焼津市 0:28:42

299 12097 清水 雄亮 清水 亜希子 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ ｼﾐｽﾞ ｱｷｺ 浜松市 0:28:44

300 12059 鈴木 卓 丹生 直美 ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ ﾎﾞﾝ ﾅｵﾐ 焼津市 0:28:46
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順位 No. 氏 名 ﾍﾟｱ氏名 氏名ｶﾅ ﾍﾟｱｶﾅ 県 名 記 録

301 12305 富田 千尋 武藤 祐弥 ﾄﾐﾀ ﾁﾋﾛ ﾑﾄｳ ﾕｳﾔ 磐田市 0:28:55

302 12267 杉山 秀子 杉山 勝利 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｺ ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 焼津市 0:29:18

303 12231 間瀬 麻利衣 間瀬 愛菜 ﾏｾ ﾏﾘｴ ﾏｾ ﾏﾅ 磐田市 0:30:24

304 12107 小野 美貴子 小野 耕司 ｵﾉ ﾐｷｺ ｵﾉ ｺｳｼﾞ 静岡市 0:30:31

305 12137 守屋 美絵 守屋 那奈 ﾓﾘﾔ ﾐｴ ﾓﾘﾔ ﾅﾅ 磐田市 0:34:05

306 12032 守屋 泰宏 守屋 柚那 ﾓﾘﾔ ﾔｽﾋﾛ ﾓﾘﾔ ﾕﾅ 磐田市 0:34:43

307 12009 冨樫 花穂 富樫 颯太 ﾄｶﾞｼ ｶﾎ ﾄｶﾞｼ ｿｳﾀ 磐田市 0:36:06

308 12128 中下 英二 江口 英俊 ﾅｶｼﾀ ｴｲｼﾞ ｴｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 愛知県 0:40:40
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順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1 30007 大杉 正典 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 1:48:34

2 30005 太田 和子 ｵｵﾀ ｶｽﾞｺ 2:00:03

3 30008 松芳 圭吾 ﾏﾂﾖｼ ｹｲｺﾞ 2:00:54

4 30027 笹田 雄三 ｻｻﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 2:04:08

5 30003 片桐 崇志 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ 2:04:08

6 30019 田中 正宏 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 2:08:08

7 30016 橋本 宗明 ﾊｼﾓﾄ ﾑﾈｱｷ 2:09:30

8 30010 片岡 純大 ｶﾀｵｶ ｱﾂﾋﾛ 2:12:01

9 30004 廣瀬 和昭 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｱｷ 2:12:11

10 30001 正木 銀三 ﾏｻｷ ｷﾞﾝｿﾞｳ 2:12:11

11 30017 池田 政輝 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ 2:12:29

12 30014 斎藤 拓也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 2:13:11

13 30022 徳倉 達也 ﾄｸﾗ ﾀﾂﾔ 2:25:21

14 30023 吉田 稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 2:29:22

15 30020 大石 知也 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾔ 2:31:26

16 30026 加藤 貴史 ｶﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 2:32:27

17 30025 寺田 将浩 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 2:32:27

18 30015 中井 省吾 ﾅｶｲ ｼｮｳｺﾞ 2:32:58

19 30011 阿部 友恵 ｱﾍﾞ ﾄﾓｴ 2:34:21

20 30002 松原 大祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 2:37:09

21 30028 高橋 百合美 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾐ 2:37:09

22 30024 木下 拓也 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 2:37:22

23 30018 鈴木 友紀 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 2:40:42

24 30009 望月 健裕 ﾓﾂﾂﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 2:43:47
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