
順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

ハーフ男子１６～２９歳
30 寺尾　卓馬 ﾃﾗｵ ﾀｸﾏ  1:13:20愛知県1

2868 小寺　晃弘 ｺﾃﾗ ｱｷﾋﾛ  1:13:57大阪府2
54 松井　知徳 ﾏﾂｲ ﾄﾓﾉﾘ  1:17:02浜松市3

3153 山野邊　拓哉 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾀｸﾔ  1:18:44磐田市4
3421 猪熊　聡夫 ｲﾉｸﾏ ﾄｼｵ  1:19:45浜松市5
150 鈴木　要 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ  1:19:50磐田市6
65 斉藤　剛 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ  1:19:56静岡市7

153 鈴木　祐児 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ  1:21:52磐田市8
71 石川　翔太郎 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ  1:22:12東京都9

138 大野　真澄 ｵｵﾉ ﾏｽﾐ  1:22:22静岡市10
122 横山　友敬 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ  1:22:53吉田町11

3082 加藤　健太 ｶﾄｳ ｹﾝﾀ  1:24:48浜松市12
103 乾　富好 ｲﾇｲ ﾄﾐﾖｼ  1:25:59愛知県13
172 前川　大介 ﾏｴｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ  1:27:00愛知県14
320 スズキ　スグル ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ  1:28:03焼津市15
397 鈴木　貴士 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  1:28:17愛知県16
306 松風　圭亮 ﾏﾂｶｾﾞ ｹｲｽｹ  1:28:32愛知県17
311 高石　晃 ﾀｶｲｼ ｱｷﾗ  1:29:04愛知県18
275 山下　太朗 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾛｳ  1:29:11掛川市19
307 大庭　俊 ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ  1:29:31浜松市20

5 菅沼　智也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾄﾓﾔ  1:29:43浜松市21
410 石田　真之介 ｲｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ  1:29:46浜松市22

3265 中津川　徹哉 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ  1:29:47浜松市23
478 江島　誠 ｴｼﾏ ﾏｺﾄ  1:29:47磐田市24
500 佐藤　史健 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｹ  1:30:08浜松市25
490 藤原　俊一 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼｶｽﾞ  1:30:40掛川市26
400 橋本　洋吾 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ  1:30:46愛知県27
367 伊藤　公介 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ  1:31:16浜松市28
268 赤嶺　将一 ｱｶﾐﾈ ｼｮｳｲﾁ  1:31:21静岡市29

3723 斉藤　三四郎 ｻｲﾄｳ ｻﾝｼﾛｳ  1:31:22栃木県30
547 小暮　倬也 ｺｸﾞﾚ ﾀｸﾔ  1:31:31浜松市31
394 甲斐　数馬 ｶｲ ｶｽﾞﾏ  1:31:41愛知県32
579 亀山　泰人 ｶﾒﾔﾏ ﾔｽﾋﾄ  1:31:55浜松市33
436 芳賀　章浩 ﾊｶﾞ ｱｷﾋﾛ  1:32:03浜松市34
924 野田　大史 ﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｼ  1:32:03浜松市35
191 清水　敬之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ  1:32:12焼津市36
684 高津　秀紀 ｺｳﾂﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:32:15和歌山県37

3345 成島　正倫 ﾅﾘｼﾏ ﾏｻﾐﾁ  1:32:25埼玉県38
621 右原　健寛 ｳﾊﾗ ﾀｹﾋﾛ  1:33:19磐田市39
568 横村　隆典 ﾖｺﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ  1:33:24磐田市40
283 糠谷　尚利 ﾇｶﾔ ﾅｵﾄｼ  1:34:04浜松市41
348 西村　聡朗 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼｱｷ  1:34:17兵庫県42

1980 岩本　征大 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ  1:34:17袋井市43
1383 松永　康寛 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ  1:35:03磐田市44
498 溝邊　景祐 ﾐｿﾞﾍﾞ ｹｲｽｹ  1:35:05愛知県45

1287 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ  1:35:18浜松市46
1436 折井　勇也 ｵﾘｲ ﾕｳﾔ  1:35:38愛知県47
3503 石川　晃 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ  1:35:46浜松市48
474 江原　正幸 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾕｷ  1:36:41浜松市49
602 曽根　大治 ｿﾈ ﾀﾞｲｼﾞ  1:36:47愛知県50
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3548 岩田　悟 ｲﾜﾀ ｻﾄﾙ  1:37:26愛知県51
3517 川上　陽圭 ｶﾜｶﾐ ｱｷﾖｼ  1:37:30愛知県52
3803 安部　真司 ｱﾍﾞ ｼﾝｼﾞ  1:37:30愛知県53
1248 松本　康広 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  1:37:36清水町54
540 村松　慶太 ﾑﾗﾏﾂ ｹｲﾀ  1:37:37菊川市55
920 熊田　翔史 ｸﾏﾀﾞ ｼｮｳｼ  1:37:52東京都56
593 田中　利昌 ﾀﾅｶ ﾄｼﾏｻ  1:38:19浜松市57

1191 バーソン　ジェイ ﾊﾞｰｿﾝ ｼﾞｪｲｺﾌﾞ  1:38:20磐田市58
3831 小楠　康紘 ｵｸﾞｽ ﾔｽﾋﾛ  1:38:24浜松市59
1069 蛸井　光 ﾀｺｲ ﾋｶﾙ  1:38:32福井県60
3570 長田　春輝 ｵｻﾀﾞ ﾊﾙｷ  1:38:36浜松市61

49 影山　晴尚 ｶｹﾞﾔﾏ ﾊﾙﾋｻ  1:38:40富士市62
687 桑原　京介 ｸﾜﾊﾞﾗ ｷｮｳｽｹ  1:38:50袋井市63

2287 松田　知樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓｷ  1:38:51吉田町64
2069 篠宮　謙三 ｼﾉﾐﾔ ｹﾝｿﾞｳ  1:38:56焼津市65
1007 増井　祥太郎 ﾏｽｲ ｼｮｳﾀﾛｳ  1:39:16浜松市66
398 浅山　晃一 ｱｻﾔﾏ ｺｳｲﾁ  1:39:34袋井市67

1302 石原　康平 ｲｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ  1:39:41愛知県68
418 池田　祐士 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ  1:39:55掛川市69
523 植田　和行 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ  1:40:09静岡市70
552 渡邊　泰典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ  1:40:09浜松市71

1439 藪内　航平 ﾔﾌﾞｳﾁ ｺｳﾍｲ  1:40:19磐田市72
3042 山本　浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:40:27袋井市73
3678 村本　翔哉 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｶﾔ  1:40:28島田市74
1274 齋田　飛王人 ｻｲﾀ ﾋﾛﾄ  1:40:49御前崎市75
3701 安藤　彬弘 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ  1:40:53藤枝市76
1573 渋谷　真太朗 ｼﾌﾞﾔ ｼﾝﾀﾛｳ  1:41:03浜松市77
656 棚澤　裕基 ﾀﾅｻﾞﾜ ﾋﾛｷ  1:41:10浜松市78

2831 高橋　諭 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ  1:41:20浜松市79
2821 岡村　俊哉 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾔ  1:41:36御前崎市80
597 早川　佳之 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼﾕｷ  1:41:46焼津市81
554 近江　剛史 ｵｵﾐ ﾀｹｼ  1:41:58浜松市82

1399 山本　晃央 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾃﾙ  1:42:07浜松市83
884 西川　佳孝 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾀｶ  1:42:43愛知県84

3371 袴田　純 ﾊｶﾏﾀ ｼﾞｭﾝ  1:42:50湖西市85
724 大江　新之介 ｵｵｴ ｼﾝﾉｽｹ  1:42:55磐田市86

1404 瀬戸　マシュー ｾﾄ ﾏｼｭｰ  1:43:17浜松市87
3790 松野　央 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｼ  1:43:20袋井市88
3158 杉浦　竜也 ｽｷﾞｳﾗ ﾘｭｳﾔ  1:43:29湖西市89
3776 勝又　卓己 ｶﾂﾏﾀ ﾀｸﾐ  1:43:42菊川市90
3677 松下　慎之介 ﾏﾂｼﾀ ｼﾉｽｹ  1:43:51島田市91
1073 小嶋　浩之 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:44:11富士市92
690 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ  1:44:28浜松市93
717 林　祐輝 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ  1:44:39磐田市94

1396 日根野谷　充 ﾋﾈﾉﾔ ﾀｶｼ  1:44:50愛知県95
3366 佐藤　尚平 ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ  1:44:52神奈川県96
733 荻原　広一郎 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ  1:44:59東京都97

1225 山口　淳 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ  1:45:05愛知県98
3808 望月　利紀 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｷ  1:45:23磐田市99
931 佐藤　圭 ｻﾄｳ ｹｲ  1:45:44大阪府100
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1548 須山　慎造 ｽﾔﾏ ｼﾝｿﾞｳ  1:45:46東京都101
2822 杉本　光太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ  1:45:49掛川市102
3844 大曲　真一 ｵｵﾏｶﾞﾘ ｼﾝｲﾁ  1:45:59三重県103
1063 長谷川　祐太 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ  1:46:24愛知県104
3744 木村　翼 ｷﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ  1:46:35掛川市105
3245 鈴木　順也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ  1:46:35浜松市106
582 塩谷　篤 ｼｵﾔ ｱﾂｼ  1:46:53浜松市107

1161 袴田　哲靖 ﾊｶﾏﾀ ﾉﾘﾔｽ  1:46:57浜松市108
1203 中西　博也 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾔ  1:47:00愛知県109
3708 後藤　日出輝 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞｷ  1:47:03浜松市110
3861 杉江　直哉 ｽｷﾞｴ ﾅｵﾔ  1:47:20111
2351 橋本　歩 ﾊｼﾓﾄ ｱﾕﾑ  1:47:27神奈川県112
3746 坂本　和信 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  1:47:38浜松市113
1341 平野　裕祐 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ  1:47:43浜松市114
3809 佐藤　陽介 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ  1:47:58掛川市115
3864 望月　達史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾄｼ  1:48:13116
3661 加藤　修平 ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ  1:48:21愛知県117
3834 小池　亮介 ｺｲｹ ﾘｮｳｽｹ  1:48:26浜松市118
3397 今井　雅文 ｲﾏｲ ﾏｻﾌﾐ  1:48:27愛知県119
3341 吉村　聡哉 ﾖｼﾑﾗ ﾄｼﾔ  1:48:29磐田市120
1235 小向　潤 ｺﾑｶｲ ｼﾞｭﾝ  1:48:35浜松市121
1682 平野　慎介 ﾋﾗﾉ ｼﾝｽｹ  1:48:35磐田市122
3458 杉野　泰啓 ｽｷﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ  1:48:53御前崎市123
3336 平野　勤 ﾋﾗﾉ ﾂﾄﾑ  1:48:55浜松市124
858 中俣　宏貴 ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｷ  1:48:56静岡市125

1819 山田　克己 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾐ  1:49:20大阪府126
3396 小山　茂輝 ｺﾔﾏ ｼｹﾞｷ  1:49:21愛知県127
2093 鈴木　雅文 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ  1:49:22浜松市128
3365 荻野　秀岳 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾀｹ  1:49:23浜松市129
1646 出井　宏明 ｲﾃﾞｲ ﾋﾛｱｷ  1:49:24吉田町130
879 柴田　悦志 ｼﾊﾞﾀ ｴﾂｼ  1:49:33愛知県131

3568 鈴木　秀典 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:49:37浜松市132
1653 梶原　正基 ｶｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ  1:49:45愛知県133
2774 杉浦　康太 ｽｷﾞｳﾗ ｺｳﾀ  1:49:47愛知県134
2539 鈴木　信彦 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ  1:49:55磐田市135
1182 深澤　雄一 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｲﾁ  1:49:56福島県136
3707 松澤　友祐 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ  1:50:06浜松市137
3106 鮫嶋　悠司 ｻﾒｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ  1:50:07富士市138

41 鈴木　敬史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ  1:50:09愛知県139
3575 藤森　俊哲 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｼｱｷ  1:50:23埼玉県140
1522 ベセル　マーク ﾍﾞｾﾙ ﾏｰｸ  1:50:40焼津市141
2016 吉田　俊輔 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ  1:50:50浜松市142
1335 吉村　裕太 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾀ  1:51:13東京都143
1301 伊東　雄介 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ  1:51:19浜松市144
3710 山下　浩希 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｷ  1:51:21静岡市145
2814 小池　陽介 ｺｲｹ ﾖｳｽｹ  1:51:27静岡市146
416 川副　和也 ｶﾜｿｴ ｶｽﾞﾔ  1:51:40静岡市147

3412 三浦　達也 ﾐｳﾗ ﾀﾂﾔ  1:51:51磐田市148
3445 小出　光太郎 ｺｲﾃﾞ ｺｳﾀﾛｳ  1:52:01磐田市149
3758 桃井　崇 ﾓﾓｲ ﾀｶｼ  1:52:15裾野市150
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2089 井上　達裕 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾋﾛ  1:52:16愛知県151
838 寺嶋　佳成 ﾃﾗｼﾏ ﾖｼﾅﾘ  1:52:27神奈川県152

3072 佐藤　祐輔 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ  1:52:30磐田市153
2081 伊藤　裕也 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ  1:52:48埼玉県154
435 別所　真人 ﾍﾞｯｼｮ ﾏｺﾄ  1:52:49愛知県155

1852 比田井　章広 ﾋﾀﾞｲ ｱｷﾋﾛ  1:52:53東京都156
3622 山本　真矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾔ  1:52:55愛知県157
3748 新村　陽介 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳｽｹ  1:52:56浜松市158
1549 柴田　拓実 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ  1:52:59磐田市159
3600 保田　直宏 ﾔｽﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ  1:53:10京都府160
3725 近藤　達也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ  1:53:37磐田市161
2918 戸本　かつひさ ﾄﾓﾄ ｶﾂﾋｻ  1:53:41神奈川県162
3278 渡邉　慶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ  1:53:42愛知県163
1647 高田　佳典 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ  1:53:45静岡市164
3331 大宮司　丈 ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｼﾞｮｳ  1:53:46磐田市165
886 竹内　敬紀 ﾀｹｳﾁ ｹｲｷ  1:53:47静岡市166

2378 関　友博 ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ  1:53:55静岡市167
3824 上松　恭介 ｳｴﾏﾂ ｷｮｳｽｹ  1:53:56静岡市168
1644 松本　健吾 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｺﾞ  1:54:01浜松市169
1389 内藤　泰輔 ﾅｲﾄｳ ﾀｲｽｹ  1:54:11愛知県170
2775 鈴木　勝己 ｽｽﾞｷ ｶﾂｷ  1:54:23南伊豆町171
1791 大島　紳弥 ｵｵｼﾏ ｼﾝﾔ  1:54:29東京都172
2161 川村　崇文 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ  1:54:33静岡市173
1166 村木　太俊 ﾑﾗｷ ﾋﾛﾄｼ  1:54:40東京都174
1205 川崎　陽平 ｶﾜｻｷ ﾖｳﾍｲ  1:54:46磐田市175
3237 中山　章三 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ  1:55:00東京都176
1592 佐藤　記一 ｻﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ  1:55:02神奈川県177
2121 本田　純也 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ  1:55:12袋井市178
3425 静野　賀亮 ｼｽﾞﾉ ﾖｼｱｷ  1:55:21浜松市179
1798 吉田　正樹 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ  1:55:22浜松市180
3767 渡邉　慧太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ  1:55:22菊川市181
3457 長谷川　智 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ  1:55:27磐田市182
1851 後藤　裕人 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾄ  1:55:41菊川市183
1120 石川　隆輔 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｽｹ  1:56:01浜松市184
823 早川　淳 ﾊﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝ  1:56:04磐田市185
387 工　諒 ﾀｸﾐ ﾘｮｳ  1:56:24静岡市186

2338 近藤　敦 ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ  1:56:42愛知県187
3840 吉原　大輔 ﾖｼﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ  1:56:44浜松市188
2854 関塚　一馬 ｾｷﾂﾞｶ ｶｽﾞﾏ  1:56:50磐田市189
3461 鈴木　貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  1:57:05御前崎市190
1874 曽根　博文 ｿﾈ ﾋﾛﾌﾐ  1:57:10焼津市191
3835 竹下　惠一朗 ﾀｹｼﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:57:14袋井市192
3177 齊藤　翔造 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｿﾞｳ  1:57:35浜松市193
2646 乗松　隆 ﾉﾘﾏﾂ ﾀｶｼ  1:57:59浜松市194
3392 山内　佑記 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ  1:58:12浜松市195
984 鈴木　浩司 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ  1:58:13掛川市196

1198 吉見　政隼 ﾖｼﾐ ﾏｻﾄｼ  1:58:21掛川市197
2043 木下　健治 ｷﾉｼﾀ ｹﾝｼﾞ  1:58:22愛知県198
3795 生田　真規 ｲｸﾀ ﾏｻﾉﾘ  1:58:24静岡市199
3658 佐藤　博紀 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ  1:58:26愛知県200
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3734 小田　純市 ｺﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:58:27富士市201
2225 中野　聡 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ  1:58:33浜松市202
2044 杉浦　公一 ｽｷﾞｳﾗ ｺｳｲﾁ  1:58:33静岡市203
3028 弓桁　悠嗣 ﾕﾐｹﾞﾀ ﾋﾛｼ  1:58:56掛川市204
2438 塩之谷　剛 ｼｵﾉﾔ ｺﾞｳ  1:58:58愛知県205
1924 山本　仁 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄｼ  1:59:02浜松市206
3773 太田　晃弘 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ  1:59:06磐田市207
3625 大澤　隆二 ｵｵｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ  1:59:08静岡市208
1572 原田　誠司 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｼﾞ  1:59:17浜松市209
2999 秋山　元 ｱｷﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ  1:59:42磐田市210
2228 望月　辰也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂﾔ  1:59:51静岡市211
2175 平川　俊 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝ  1:59:55掛川市212
1708 樽見　淳一 ﾀﾙﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:59:58神奈川県213
2391 小野寺　瞬 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭﾝ  2:00:10岐阜県214
3208 浜田　拓良 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸﾛｳ  2:00:13静岡市215
1241 戸塚　昭吾 ﾄﾂｶ ｼｮｳｺﾞ  2:00:19掛川市216
1515 西田　和史 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｼ  2:00:19大阪府217
2221 廣畑　雅之 ﾋﾛﾊﾀ ﾏｻﾕｷ  2:00:40静岡市218
3626 小澤　広紀 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ  2:00:52静岡市219
3819 竹内　祐樹 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ  2:00:58浜松市220
3751 デー　アーロン ﾃﾞｰ ｱｰﾛﾝ  2:01:09静岡市221
3382 木村　大輔 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  2:01:13袋井市222
1566 鈴木　啓晃 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ  2:01:14磐田市223
1776 喜田　由伎於 ｷﾀ ﾕｷｵ  2:01:14磐田市224
2711 石川　達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ  2:01:16磐田市225
1753 大石　圭佑 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ  2:01:21袋井市226
1281 菊池　隆司 ｷｸﾁ ﾘｭｳｼﾞ  2:01:28浜松市227
3091 松田　健太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  2:01:39藤枝市228
2118 菊池　亮太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ  2:01:40愛知県229
3596 鈴木　陽介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ  2:01:44沼津市230
2117 山崎　孝佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾖｼ  2:01:44愛知県231
1516 服部　泰宏 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾋﾛ  2:01:48愛知県232
2476 山西　涼太 ﾔﾏﾆｼ ﾘｮｳﾀ  2:02:02藤枝市233
3474 石井　英敬 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾀｶ  2:02:14静岡市234
206 濱村　広幸 ﾊﾏﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ  2:02:22愛知県235

2243 小早稲　慎平 ｺﾜｾ ｼﾝﾍﾟｲ  2:02:35裾野市236
3720 細谷　健太 ﾎｿﾔ ｹﾝﾀ  2:02:57浜松市237
2633 渡邉　亨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ  2:02:57岐阜県238
3263 児島　諒 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ  2:03:06岐阜県239
3632 伊藤　寛也 ｲﾄｳ ﾋﾛﾔ  2:03:07浜松市240
2900 足立　剛大 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹﾋﾛ  2:03:08磐田市241
2730 坪井　佑樹 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ  2:03:11浜松市242
3312 大橋　和貴 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ  2:03:15浜松市243
3452 村上　慶 ﾑﾗｶﾐ ｹｲ  2:03:22富士市244
595 瀧田　啓史 ﾀｷﾀﾞ ｱｷﾌﾐ  2:03:22静岡市245

3285 小川　崇之 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ  2:03:35牧之原市246
3130 渡辺　亮也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾔ  2:03:35浜松市247
3187 高木　雄太 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ  2:03:35浜松市248
2963 立石　健 ﾀﾃｲｼ ﾀｹﾙ  2:03:35浜松市249
814 堀内　敏矢 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼﾔ  2:03:35磐田市250
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3684 宮下　航 ﾐﾔｼﾀ ﾜﾀﾙ  2:03:36愛知県251
2601 野本　拓見 ﾉﾓﾄ ﾀｸﾐ  2:03:40浜松市252
1477 牧田　裕喜 ﾏｷﾀ ﾕｳｷ  2:03:44東京都253
2192 西村　隆宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  2:03:44東京都254
3196 高良　将行 ｺｳﾗ ﾏｻﾕｷ  2:03:48磐田市255
3401 河村　翔 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳ  2:03:52愛知県256
773 小笠原　聡 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾄｼ  2:04:11神奈川県257

2935 宝井　秀旭 ﾀｶﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ  2:04:16浜松市258
2817 橋野　泰弘 ﾊｼﾉ ﾔｽﾋﾛ  2:04:36浜松市259
2560 三輪　一貴 ﾐﾜ ｶｽﾞｷ  2:04:45神奈川県260
2865 出野　純平 ﾃﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  2:04:49磐田市261
3444 大場　友貴 ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾀｶ  2:05:15浜松市262
3431 小山　祐希 ｺﾔﾏ ﾕｳｷ  2:05:22富士市263
2811 太田　英亮 ｵｵﾀ ｴｲｽｹ  2:05:23島田市264
3543 奥山　佳法 ｵｸﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ  2:05:25藤枝市265
2477 前田　壮矢 ﾏｴﾀﾞ ｿｳﾔ  2:05:54藤枝市266
1249 鶴田　法人 ﾂﾙﾀ ﾉﾘﾋﾄ  2:06:14三重県267
3530 古家　智 ﾌﾙｲｴ ｻﾄｼ  2:06:21浜松市268
2537 山口　純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  2:06:25磐田市269
2339 大橋　悠一郎 ｵｵﾊｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:06:30愛知県270
2701 松浦　光夫 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂｵ  2:06:34静岡市271
1801 杉浦　嘉紀 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｷ  2:06:54浜松市272
3223 中村　武彦 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋｺ  2:07:13愛知県273
1535 鈴木　智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ  2:07:25浜松市274
2304 濱口　繁人 ﾊﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾄ  2:07:33浜松市275
2056 藤井　隆史 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ  2:07:36浜松市276
1578 山本　真徳 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ  2:07:49御前崎市277
3512 朝倉　克郎 ｱｻｸﾗ ｶﾂﾛｳ  2:08:02愛知県278
2810 川島　裕也 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ  2:08:03静岡市279
1770 石村　崇雅 ｲｼﾑﾗ ﾀｶﾏｻ  2:08:04湖西市280
3318 福井　紀之 ﾌｸｲ ﾉﾘﾕｷ  2:08:08浜松市281
3165 杉村　綾途 ｽｷﾞﾑﾗ ｱﾔﾄ  2:08:20磐田市282
2479 青木　雄志 ｱｵｷ ﾕｳｼ  2:08:21愛知県283
3662 金持　良祐 ｶﾅｼﾞ ﾘｮｳｽｹ  2:08:21愛知県284
3301 武蔵島　達也 ﾌﾞｿｳｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ  2:08:23浜松市285
3181 岡田　雄太 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾀ  2:08:25浜松市286
2714 三好　翔 ﾐﾖｼ ｼｮｳ  2:08:29藤枝市287
3508 新間　章弘 ｼﾝﾏ ｱｷﾋﾛ  2:08:33御前崎市288
2166 河西　将一 ｶｻｲ ｼｮｳｲﾁ  2:08:42御前崎市289
3730 安藤　義順 ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾞｼﾞｭﾝ  2:08:53磐田市290
3065 稲垣　亘 ｲﾅｶﾞｷ ﾜﾀﾙ  2:09:11袋井市291
3788 設樂　尚希 ｼﾀﾞﾗ ﾅｵｷ  2:09:14掛川市292
2283 斉藤　祐介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ  2:09:28神奈川県293
2106 小澤　孝宏 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ  2:09:32掛川市294
3418 鈴木　琢巳 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ  2:09:56島田市295
2448 羽深　宏 ﾊﾌﾞｶ ﾋﾛｼ  2:10:14埼玉県296
1869 北田　佳明 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼｱｷ  2:10:31浜松市297
3544 村松　充 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾂﾙ  2:10:51藤枝市298
2958 岸山　洋慈 ｷｼﾔﾏ ﾖｳｼﾞ  2:10:53袋井市299
3218 米原　正太郎 ﾖﾈﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ  2:11:36浜松市300
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2244 浅井　一樹 ｱｻｲ ｶｽﾞｷ  2:11:46愛知県301
3629 渡邉　将平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ  2:12:01富士市302
3843 植松　和徳 ｳｴﾏﾂ ｶｳﾉﾘ  2:12:39浜松市303
3157 片橋　寛統 ｶﾀﾊｼ ﾋﾛﾄ  2:12:52磐田市304
3343 橋詰　雅之 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｻﾕｷ  2:12:55磐田市305
3335 野澤　亮太 ﾉｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ  2:13:12静岡市306
1962 齊藤　直昌 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾏｻ  2:13:43掛川市307
3219 古木　健太 ﾌﾙｷ ｹﾝﾀ  2:14:08浜松市308
1280 内藤　真裕 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  2:14:11浜松市309
3003 鈴木　僚 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ  2:14:44浜松市310
3537 中村　典弘 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ  2:14:48浜松市311
2749 山本　直輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ  2:15:05浜松市312
2977 伊藤　将則 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ  2:15:11菊川市313
3015 藁科　誠 ﾜﾗｼﾅ ﾏｺﾄ  2:15:22静岡市314
3224 忽那　光敏 ｸﾂﾅ ﾋﾛﾕｷ  2:15:26浜松市315
3470 青木　俊樹 ｱｵｷ ﾄｼｷ  2:15:49神奈川県316
3135 萩原　亜紀良 ﾊｷﾞﾜﾗ ｱｷﾗ  2:15:51磐田市317
1613 西山　諒 ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳ  2:16:07愛知県318
2188 増田　優 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳ  2:16:50神奈川県319
2185 進藤　典 ｼﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ  2:16:51滋賀県320
2841 冨士川　正樹 ﾌｼﾞｶﾜ ﾏｻｷ  2:17:06浜松市321
3569 小田島　清孝 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ  2:17:15浜松市322
2823 小井口　幹 ｺｲｸﾞﾁ ﾓﾄｷ  2:17:29三島市323
3347 久米　宏明 ｸﾒ ﾋﾛｱｷ  2:17:31浜松市324
2231 岸本　諭 ｷｼﾓﾄ ｻﾄｼ  2:17:36愛知県325
2376 堂元　孝修 ﾄﾞｳﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ  2:18:17浜松市326
2306 河見　久明 ｶﾜﾐ ﾋｻｱｷ  2:18:18愛知県327
2732 塩澤　和也 ｼｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ  2:18:20磐田市328
3593 世田　寿行 ﾖﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  2:18:54浜松市329
3429 佐野　孝純 ｻﾉ ﾀｶｽﾐ  2:18:59富士市330
1596 飛鳥井　光 ｱｽｶｲ ﾐﾂﾙ  2:19:07浜松市331
3724 斎藤　昂輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ  2:19:07愛知県332
3419 西村　哲 ﾆｼﾑﾗ ﾃﾂ  2:19:19浜松市333
3683 浅井　洋志 ｱｻｲ ﾋﾛｼ  2:19:21愛知県334
3527 河合　克記 ｶﾜｲ ｶﾂﾉﾘ  2:20:26愛知県335
3554 仲亀　満帆 ﾅｶｶﾞﾒ ﾐﾂﾎ  2:21:25富士市336
3526 中山　元 ﾅｶﾔﾏ ﾓﾄｲ  2:21:32愛知県337
1614 吉田　崇 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ  2:21:55愛知県338
2628 藤塚　郁馬 ﾌｼﾞﾂｶ ｲｸﾏ  2:22:05神奈川県339
3236 松浦　弘承 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ  2:22:15森町340
2491 竹内　将幸 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾕｷ  2:22:52袋井市341
3008 増田　広希 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛｷ  2:23:18愛知県342
2393 安藤　和人 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄ  2:23:19清水町343
3664 伊藤　由孝 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ  2:23:24磐田市344
3612 佐野　貴透 ｻﾉ ﾀｶﾕｷ  2:23:58磐田市345
2372 瀬川　智広 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ  2:24:02函南町346
2927 杉浦　大毅 ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾞｲｷ  2:24:10京都府347
1893 佐藤　泰士 ｻﾄｳ ﾀｲｼﾞ  2:25:20東京都348
919 杉原　将吾 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ  2:25:25浜松市349

2987 土屋　正成 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾅﾘ  2:25:25川根本町350
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名
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ハーフ男子１６～２９歳
2662 佐川　正曜 ｻｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｱｷ  2:25:47愛知県351
2151 田口　慶 ﾀｸﾞﾁ ｹｲ  2:25:51三島市352
2350 大野　有史 ｵｵﾉ ﾕｳｼﾞ  2:26:26浜松市353
2750 鈴木　智行 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ  2:26:50浜松市354
3402 倉田　知憲 ｸﾗﾀ ﾄﾓﾉﾘ  2:27:37愛知県355
3610 鳥居　洋介 ﾄﾘｲ ﾖｳｽｹ  2:27:46磐田市356
3103 豊田　健二 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  2:28:14愛知県357
3174 間瀬　翔平 ﾏｾ ｼｮｳﾍｲ  2:28:21愛知県358
3639 山内　雄太 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳﾀ  2:28:55磐田市359
2576 内藤　啓介 ﾅｲﾄｳ ｹｲｽｹ  2:29:25浜松市360
3604 高尾　卓 ﾀｶｵ ｽｸﾞﾙ  2:29:34京都府361
3313 脇田　裕之 ﾜｷﾀ ﾋﾛﾕｷ  2:29:40愛知県362
1544 熊坂　暁歩 ｸﾏｻｶ ｱｷﾎ  2:29:52愛知県363
1701 齋藤　亮輔 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ  2:29:56愛知県364
2880 大橋　有旦 ｵｵﾊｼ ﾅﾘｱｷ  2:31:33愛知県365
3766 鈴木　将祐 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  2:31:57磐田市366
3799 左口　朋人 ｻｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾄ  2:31:58磐田市367
3763 大村　友希 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ  2:31:58磐田市368
3806 水島　惇 ﾐｽﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ  2:31:58磐田市369
2187 大橋　基範 ｵｵﾊｼ ﾓﾄﾉﾘ  2:32:06神奈川県370
2183 木西　基 ｷﾆｼ ﾓﾄｲ  2:32:06兵庫県371
2184 岡本　充史 ｵｶﾓﾄ ｱﾂｼ  2:32:06神奈川県372
2702 長島　洋平 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｳﾍｲ  2:32:08岐阜県373
1217 人見　誠一 ﾋﾄﾐ ｾｲｲﾁ  2:32:11吉田町374
2177 金原　礼将 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾗﾕｷ  2:33:01菊川市375
2083 池谷　真一 ｲｹｶﾞﾔ ｼﾝｲﾁ  2:33:28焼津市376
2751 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ  2:33:55浜松市377
3845 佐竹　洋興 ｻﾀｹ ﾋﾛｵｷ  2:34:00浜松市378
3332 山下　将輝 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ  2:35:06浜松市379
2635 長坂　尚一 ﾅｶﾞｻｶ ﾅｵｶｽﾞ  2:35:20菊川市380
3173 大橋　正典 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾘ  2:35:45磐田市381
3485 栗田　哲至 ｸﾘﾀ ｻﾄｼ  2:35:54浜松市382
2284 山田　雄亮 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ  2:36:09浜松市383
3348 小林　和哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ  2:36:10掛川市384
2504 青山　智一 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ  2:36:16磐田市385
3294 鈴木　佑得 ｽｽﾞｷ ﾕｳ  2:36:20浜松市386
2937 石山　智之 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ  2:37:51掛川市387
2084 河村　恭佑 ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳｽｹ  2:38:26焼津市388
3627 長嶋　遼介 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳｽｹ  2:38:53静岡市389
2824 山崎　達也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ  2:38:54掛川市390
3178 田中　良明 ﾀﾅｶ ﾖｼｱｷ  2:40:19浜松市391
3099 小橋　美明 ｺﾊｼ ﾖｼｱｷ  2:41:22浜松市392
3102 山本　昌孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ  2:45:36袋井市393
3549 濱野　健介 ﾊﾏﾉ ｹﾝｽｹ  2:47:03富士市394
2176 栗田　宏介 ｸﾘﾀ ｺｳｽｹ  2:47:26菊川市395
3407 山口　昌吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ  2:47:39愛知県396
3690 張　翔宏 ｻﾞﾝ ｼｬﾝﾎﾝ  2:47:45磐田市397
1510 祢宜田　友也 ﾈｷﾞﾀ ﾄﾓﾔ  2:48:40愛知県398
2574 梁川　征二 ﾔﾅｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ  2:50:11静岡市399
2252 森田　武 ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ  2:50:44愛知県400
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名
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ハーフ男子１６～２９歳
3090 山中　大樹 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ  2:51:31三重県401
3233 片岸　卓也 ｶﾀｷﾞｼ ﾀｸﾔ  2:53:22茨城県402
2906 二野井　晃嗣 ﾆﾉｲ ｺｳｼﾞ  2:54:03愛知県403
2889 久保田　啓文 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ  2:58:33埼玉県404
3408 貝出　浩典 ｶｲﾃﾞ ﾋﾛﾉﾘ  2:59:51愛知県405
3863 京平　晃一 ｷｮｳﾋﾗ  ｺｳｲﾁ  3:03:25406
3380 横井　優 ﾖｺｲ ﾏｻﾙ  3:07:44浜松市407
2160 片橋　一人 ｶﾀﾊｼ ｶｽﾞﾄ  3:11:57静岡市408
3792 佐藤　勇輝 ｻﾄｳ ﾕｳｷ  3:13:00清水町409
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名
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ハーフ男子３０～３９歳
11 石井　大輔 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ  1:10:29静岡市1
43 森　晃一 ﾓﾘ ｺｳｲﾁ  1:14:08愛知県2
27 高田　大介 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  1:14:26掛川市3
32 高林　靖 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ  1:14:42磐田市4
23 鈴木　建吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ  1:14:43浜松市5
31 中嶋　克太 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾛ  1:15:00湖西市6
9 柴田　貴行 ｼﾊﾞﾀ  1:15:16磐田市7

16 稲垣　竜治 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ  1:15:42愛知県8
2 植竹　誠也 ｳｴﾀｹ ｾｲﾔ  1:17:09愛知県9

50 宮本　祐基 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｷ  1:17:30静岡市10
37 森下　桂太 ﾓﾘｼﾀ ｹｲﾀ  1:17:38浜松市11
55 伊藤　直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ  1:18:57愛知県12
77 松本　潤 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ  1:19:56島田市13

179 北川　芳充 ｷﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾐﾂ  1:21:13牧之原市14
100 桑原　武大 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾋﾛ  1:21:18磐田市15
91 足立　敬太 ｱﾀﾞﾁ ｹｲﾀ  1:21:43愛知県16
85 井口　一成 ｲｸﾞﾁ ｶｽﾞﾅﾘ  1:21:49浜松市17
68 廣利　直哉 ﾋﾛｶｶﾞ ﾅｵﾔ  1:21:55浜松市18
18 八木　秀典 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:22:30静岡市19

140 染谷　幸典 ｿﾒﾔ ﾕｷﾉﾘ  1:22:43埼玉県20
160 山田　将義 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ  1:23:24浜松市21

3546 宮崎　裕介 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ  1:23:27磐田市22
128 岩田　幸廣 ｲﾜﾀ ﾕｷﾋﾛ  1:23:40愛知県23
147 田中　寛己 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ  1:23:46浜松市24
83 黒田　康徳 ｸﾛﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ  1:24:06吉田町25

154 望月　正和 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ  1:24:07藤枝市26
166 土屋　恵一 ﾂﾁﾔ ｹｲｲﾁ  1:25:00浜松市27
457 香山　仁 ｶﾔﾏ ｼﾞﾝ  1:25:02磐田市28
25 工藤　圭司 ｸﾄﾞｳ ｹｲｼﾞ  1:25:08沼津市29

257 鈴木　公介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ  1:25:29浜松市30
64 濱田　理一郎 ﾊﾏﾀﾞ ﾘｲﾁﾛｳ  1:25:46浜松市31
96 夫馬　英雄 ﾌﾏ ﾋﾃﾞｵ  1:25:57岐阜県32
82 小澤　昌通 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ  1:26:09浜松市33

1527 原川　仁智 ﾊﾗｶﾜ ﾖﾘﾉﾘ  1:26:12磐田市34
129 其田　清久 ｿﾉﾀﾞ ｷﾖﾋｻ  1:26:19湖西市35
372 今坂　貴裕 ｲﾏｻｶ ﾀｶﾋﾛ  1:26:33御殿場市36
423 鈴木　謙吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ  1:26:44東京都37
143 藤井　政直 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾅｵ  1:26:51大阪府38
125 栗田　達行 ｸﾘﾀ ﾀﾂﾕｷ  1:26:52磐田市39

3262 大石　浩亮 ｵｵｲｼ ｺｳｽｹ  1:26:55焼津市40
47 松下　豊 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾀｶ  1:27:08菊川市41

224 後藤　真幸 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ  1:27:22浜松市42
317 磯田　武明 ｲｿﾀﾞ ﾀｹｱｷ  1:27:31磐田市43
574 原田　知哉 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ  1:27:39静岡市44
812 長谷川　孝之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ  1:27:59磐田市45
277 寺田　芳明 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ  1:28:02袋井市46
502 石野　達士 ｲｼﾉ ﾀﾂｼ  1:28:02浜松市47
626 赤根　幸広 ｱｶﾈ ﾕｷﾋﾛ  1:28:16浜松市48
725 徳永　和馬 ﾄｸﾅｶﾞ ｶｽﾞﾏ  1:28:48神奈川県49
159 江口　宗光 ｴｸﾞﾁ ﾑﾈﾐﾂ  1:29:05袋井市50
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ハーフ男子３０～３９歳
470 寺田　展浩 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:29:05磐田市51

2194 田中　優樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ  1:29:20東京都52
24 稲葉　雅敏 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾄｼ  1:29:20富士市53

344 近藤　靖 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｼ  1:29:23湖西市54
106 村井　健太郎 ﾑﾗｲ ｹﾝﾀﾛｳ  1:29:25愛知県55

1252 落合　雅樹 ｵﾁｱｲ ﾏｻｷ  1:29:40磐田市56
192 近藤　和雅 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏｻ  1:29:41愛知県57
200 海野　真正 ｳﾝﾉ ﾅｵﾏｻ  1:29:42磐田市58

1080 宮下　正人 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾄ  1:29:43浜松市59
319 若林　博昭 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ  1:29:46磐田市60
438 山下　靖史 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ  1:30:00愛知県61
741 松苗　幸一 ﾏﾂﾅｴ ｺｳｲﾁ  1:30:00吉田町62
34 木村　栄三 ｷﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ  1:30:05静岡市63

3409 此下　晃 ｺﾉｼﾀ ｱｷﾗ  1:30:19愛知県64
1652 長永　解人 ﾅｶﾞｴ ﾄｷﾋﾄ  1:30:38愛知県65
766 大河原　裕一 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳｲﾁ  1:30:40牧之原市66
376 柴田　雄亮 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ  1:30:55磐田市67
265 三木　恒久 ﾐｷ ﾂﾈﾋｻ  1:31:01愛知県68
48 寺尾　修 ﾃﾗｵ ｵｻﾑ  1:31:19藤枝市69

211 太田　恵介 ｵｵﾀ ｹｲｽｹ  1:31:22焼津市70
261 長島　亮 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ  1:31:23磐田市71
464 高林　一行 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ  1:31:23浜松市72

1153 細井　宏隆 ﾎｿｲ ﾋﾛﾀｶ  1:31:24浜松市73
3689 小倉　純一 ｵｸﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:31:31磐田市74
226 鈴木　健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ  1:31:31浜松市75
253 宇津木　博明 ｳﾂｷﾞ ﾋﾛｱｷ  1:31:45長泉町76
145 武田　憲二 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  1:32:05岐阜県77
331 後藤　景親 ｺﾞﾄｳ ｶｹﾞﾁｶ  1:32:09藤枝市78

3290 土屋　佑貴 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ  1:32:14御殿場市79
763 渋谷　竜 ｼﾌﾞﾔ ﾘｭｳ  1:32:17焼津市80
134 前田　達弘 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ  1:32:18磐田市81

3171 太田　慎太郎 ｵｵﾀ ｼﾝﾀﾛｳ  1:32:25浜松市82
180 鈴木　政明 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ  1:32:42磐田市83
526 饗場　裕介 ｱｲﾊﾞ ﾕｳｽｹ  1:32:44静岡市84
535 長谷川　誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ  1:32:56浜松市85
21 野末　浩生 ﾉｽﾞｴ ﾋﾛｷ  1:33:01浜松市86

778 山田　秀道 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐﾁ  1:33:03静岡市87
3145 大石　隆芳 ｵｵｲｼ ﾀｶﾖｼ  1:33:03磐田市88
401 辻　彰浩 ﾂｼﾞ ｱｷﾋﾛ  1:33:03浜松市89
730 鶴屋　陽一 ﾂﾙﾔ ﾖｳｲﾁ  1:33:19下田市90
846 陰山　耕司 ｶｹﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞ  1:33:21袋井市91
194 山田　卓司 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼﾞ  1:33:24愛知県92
389 川本　啓 ｶﾜﾓﾄ ｹｲ  1:33:24磐田市93
585 小見山　宏和 ｺﾐﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ  1:33:49神奈川県94
406 奈良　裕樹 ﾅﾗ ﾕｳｷ  1:33:57吉田町95
493 牧　優作 ﾏｷ ﾕｳｻｸ  1:33:57袋井市96
114 山本　和弘 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  1:34:00浜松市97
492 向井　秀一 ﾑｶｲ ｼｭｳｲﾁ  1:34:03静岡市98
244 村上　深 ﾑﾗｶﾐ ﾌｶｼ  1:34:12浜松市99
245 山本　雄介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ  1:34:14静岡市100
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571 孕石　磁朗 ﾊﾗﾐｲｼ ｼﾞﾛｳ  1:34:22島田市101
867 深津　祥文 ﾌｶﾂ ﾖｼﾌﾐ  1:34:30浜松市102
119 松井　健 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ  1:34:33磐田市103

1397 岡田　彰彦 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋｺ  1:34:53浜松市104
288 西川　慎二 ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ  1:35:00浜松市105
107 小蕎　圭祐 ｵｿﾊﾞ ｹｲｽｹ  1:35:06愛知県106
324 平野　高志 ﾋﾗﾉ ﾀｶｼ  1:35:30浜松市107
534 鈴木　源吾 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｺﾞ  1:35:33浜松市108
363 中桐　宏 ﾅｶｷﾞﾘ ﾋﾛｼ  1:35:40神奈川県109
511 宮崎　省吾 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ  1:35:42島田市110
720 清水　基之 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄﾕｷ  1:35:52御前崎市111
644 清家　智明 ｾｲｹ ﾄﾓｱｷ  1:35:55東京都112
806 早川　智成 ﾊﾔｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ  1:35:56磐田市113
233 山内　健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ  1:36:10袋井市114

3126 中村　剛章 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｱｷ  1:36:10磐田市115
719 森田　啓太 ﾓﾘﾀ ｹｲﾀ  1:36:13埼玉県116

3031 浅沼　治幸 ｱｻﾇﾏ ﾊﾙﾕｷ  1:36:27静岡市117
663 竹下　正芳 ﾀｸｼﾀ ﾏｻﾖｼ  1:36:35浜松市118
610 林　友和 ﾊﾔｼ ﾄﾓｶｽﾞ  1:36:47浜松市119

1066 斉藤　大輔 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  1:36:59磐田市120
818 丸野　祐介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ  1:37:06磐田市121
195 兼子　直記 ｶﾈｺ ﾅｵｷ  1:37:11浜松市122
904 井上　文彰 ｲﾉｳｴ ﾌﾐｱｷ  1:37:16岐阜県123
665 山田　竜也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ  1:37:16沼津市124

1044 金子　尚弘 ｶﾈｺ ﾅｵﾋﾛ  1:37:23愛知県125
3268 西川　雅彦 ﾆｼｶﾜ ﾏｻﾋｺ  1:37:28浜松市126
247 望月　敏康 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾔｽ  1:37:33富士宮市127
583 梅田　正幸 ﾏｻﾕｷ ｳﾒﾀﾞ  1:37:35埼玉県128
530 池田　崇史 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ  1:37:35神奈川県129

3595 黒山　健一 ｸﾛﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  1:37:38兵庫県130
1054 大久保　智史 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ  1:37:45愛知県131
978 寺田　尚久 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋｻ  1:37:48浜松市132

1292 松本　朋也 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾔ  1:38:05浜松市133
809 高松　和也 ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞﾔ  1:38:07愛知県134
619 松下　和昭 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｱｷ  1:38:07神奈川県135
337 金桶　哲也 ｶﾈｵｹ ﾃﾂﾔ  1:38:15愛知県136

2474 向島　宏行 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:38:16掛川市137
876 高原　稔延 ﾀｶﾊﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ  1:38:28愛知県138
537 山本　政和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ  1:38:29袋井市139
375 鈴木　健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ  1:38:30磐田市140
207 里　シンペイ ｻﾄ ｼﾝﾍﾟｲ  1:38:30磐田市141
641 森田　泰之 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾕｷ  1:38:30磐田市142
97 三井　純一 ﾐﾂｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:38:35東京都143

1195 武藤　教太 ﾑﾄｳ ｷｮｳﾀ  1:38:35愛知県144
146 山口　直人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾄ  1:38:37浜松市145
203 嶋田　浩之 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:38:38島田市146
777 大河　博之 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾕｷ  1:38:40焼津市147

1366 鬼武　宏行 ｵﾆﾀｹ ﾋﾛﾕｷ  1:38:41愛知県148
658 加藤　佑輔 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ  1:38:42浜松市149
787 鈴木　匠 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ  1:39:15浜松市150
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1070 春成　英史 ﾊﾙﾅﾘ ｴｲｼﾞ  1:39:20浜松市151
144 長尾　豊孝 ﾅｶﾞｵ ﾄﾖﾀｶ  1:39:28東京都152
983 松本　統嗣 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘﾂｸﾞ  1:39:29浜松市153
588 住友　亮太 ｽﾐﾄﾓ ﾘｮｳﾀ  1:39:31島田市154
285 重野　哲之 ｼｹﾞﾉ ｻﾄｼ  1:39:31掛川市155
909 三輪　秀樹 ﾐﾜ ﾋﾃﾞｷ  1:39:32浜松市156
956 岡本　和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ  1:39:32富士市157

1606 杉山　剛 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ  1:39:36静岡市158
1087 宇留間　貴士 ｳﾙﾏ ﾀｶｼ  1:39:39静岡市159
979 浅田　憲亮 ｱｻﾀﾞ ｹﾝｽｹ  1:39:40愛知県160
860 古賀　隆太 ｺｶﾞ ﾘｭｳﾀ  1:39:41静岡市161
584 名倉　孝 ﾅｸﾞﾗ ﾀｶｼ  1:39:43磐田市162

1595 桜井　雅尚 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾀｶ  1:39:51島田市163
538 高橋　厚志 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ  1:39:52浜松市164
608 渋谷　直人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾄ  1:39:53磐田市165
646 近藤　崇之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ  1:40:05静岡市166
963 古谷　優好 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾖｼ  1:40:14掛川市167
271 滝川　洋司 ﾀｷｶﾜ ﾋﾛｼ  1:40:16愛知県168
472 中島　唯宣 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ  1:40:18袋井市169
618 小野田　幸央 ｵﾉﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ  1:40:20富士市170

3194 鈴木　正隆 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ  1:40:22浜松市171
934 赤堀　恵崇 ｱｶﾎﾘ ｼｹﾞﾀｶ  1:40:25浜松市172

1033 寺田　成男 ﾃﾗﾀﾞ ｼｹﾞｵ  1:40:29牧之原市173
548 小杉　敦士 ｺｽｷﾞ ｱﾂｼ  1:40:34浜松市174
721 石山　尚哲 ｲｼﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ  1:40:43袋井市175

3584 上原　孝大 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ  1:40:44浜松市176
3648 島崎　正雄 ｼﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ  1:40:48袋井市177
1992 佐々木　毅 ｻｻｷ ﾀｹｼ  1:40:51袋井市178
942 田中　秀幸 ﾀﾅｶ ｼｭｳｺｳ  1:40:53静岡市179

3675 小沢　豊 ｵｻﾞﾜ ﾕﾀｶ  1:41:08川根本町180
3679 福永　祐一 ﾌｸﾅｶﾞ ﾕｳｲﾁ  1:41:21愛知県181
877 杉浦　聡 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾄﾙ  1:41:25愛知県182

1215 服部　秀士 ﾊｯﾄﾘ ｼｭｳｼﾞ  1:41:36掛川市183
3151 後藤　稔 ｺﾞﾄｳ ﾐﾉﾙ  1:41:37浜松市184
870 杉山　修 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭｳ  1:41:38焼津市185

1122 永井　靖久 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾋｻ  1:41:46焼津市186
1313 田中　潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ  1:41:52裾野市187
810 森　裕昭 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ  1:42:05磐田市188

3207 岡本　匡平 ｵｶﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ  1:42:05森町189
1547 鈴木　陽介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ  1:42:06浜松市190
645 新村　大輔 ｼﾝﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  1:42:06浜松市191

1163 宮崎　好広 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ  1:42:09磐田市192
1799 池谷　信通 ｲｹﾔ ﾉﾌﾞﾐﾁ  1:42:15浜松市193
1043 白井　寿人 ｼﾗｲ ﾋｻﾄ  1:42:17湖西市194
1135 小川　貴生 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｵ  1:42:21静岡市195
1484 小粥　匠 ｵｶﾞｲ ﾀｸﾐ  1:42:28浜松市196
930 東　朋幸 ﾋｶﾞｼ ﾄﾓﾕｷ  1:42:29袋井市197
494 伊達　雅好 ﾀﾞﾃ ﾏｻﾖｼ  1:42:33浜松市198

1152 古屋　徹也 ﾌﾙﾔ ﾃﾂﾔ  1:42:36袋井市199
3466 杉本　憲一 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  1:42:44愛知県200
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1471 角屋　裕介 ｶﾄﾞﾔ ﾕｳｽｹ  1:42:45浜松市201
1246 市川　晋司 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｼﾞ  1:42:46愛知県202
541 太田　光浩 ｵｵﾀ ﾐﾂﾋﾛ  1:42:48愛知県203
731 中村　祐人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ  1:42:52磐田市204

3676 鈴木　博樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ  1:42:54島田市205
3108 知久　辰文 ﾁｷｭｳ ﾀﾂﾌﾐ  1:42:55浜松市206
1811 赤池　拓朗 ｱｶｲｹ ﾀｸﾛｳ  1:43:01静岡市207
3367 田所　信也 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼﾝﾔ  1:43:05磐田市208
1068 木野　良澄 ｷﾉ ﾖｼｽﾞﾐ  1:43:12岐阜県209
391 高山　和樹 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞｷ  1:43:16静岡市210

3247 永本　洋之 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  1:43:26磐田市211
1642 杉山　智紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ  1:43:40静岡市212
611 小寺　健一 ｺﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ  1:43:57磐田市213

3252 高柳　賢二 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ  1:44:00浜松市214
1288 鈴木　正和 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ  1:44:05浜松市215
954 鈴木　喬悟 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺﾞ  1:44:05静岡市216

1136 中山　一亮 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ  1:44:05神奈川県217
1885 酒井　紀広 ｻｶｲ ﾉﾘﾋﾛ  1:44:06浜松市218
998 塩川　智司 ｼｵｶﾜ ｻﾄｼ  1:44:09袋井市219

3330 遠藤　和也 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ  1:44:10浜松市220
1155 鈴木　毅 ｽｽｷﾞ ﾀｹｼ  1:44:13浜松市221
1575 川口　誠司 ｶﾜｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ  1:44:14浜松市222
673 池田　明宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  1:44:16埼玉県223

2395 杉江　彰紀 ｽｷﾞｴ ｱｷﾉﾘ  1:44:24愛知県224
3815 高橋　学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ  1:44:32浜松市225
1715 藤原　郁実 ﾌｼﾞﾜﾗ ｲｸﾐ  1:44:36菊川市226
1889 アンダン　ション ｱﾝﾀﾞﾝ ｼｮﾝ  1:44:39磐田市227
1026 鈴木　一聖 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ  1:44:48磐田市228
2045 塚本　芳春 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ  1:44:58島田市229
458 八嶋　英明 ﾔｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ  1:45:00神奈川県230

2096 大川　友太郎 ｵｵｶﾜ ﾄﾓﾀﾛｳ  1:45:05神奈川県231
2356 野口　勇 ﾉｸﾞﾁ ｲｻﾑ  1:45:09浜松市232
1075 松本　邦昭 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆｱｷ  1:45:10袋井市233
905 久田見　朋範 ｸﾀﾐ ﾄﾓﾉﾘ  1:45:14浜松市234

3449 服部　尚明 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｱｷ  1:45:16浜松市235
3271 村松　克良 ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾖｼ  1:45:17御前崎市236
965 大川　敦史 ｵｵｶﾜ ｱﾂｼ  1:45:18磐田市237

3287 内藤　雅之 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ  1:45:19袋井市238
2079 田中　俊 ﾀﾅｶ ｽｸﾞﾙ  1:45:22藤枝市239
408 縣　清隆 ｱｶﾞﾀ ｷﾖﾀｶ  1:45:34浜松市240

2053 村松　茂 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ  1:45:49静岡市241
3118 井上　隆志 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ  1:45:50磐田市242
906 隈元　浩一 ｸﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ  1:45:54浜松市243

1780 伊藤　博延 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:45:56袋井市244
3733 東舘　真吾 ﾋｶﾞｼﾀﾞﾃ ｼﾝｺﾞ  1:45:58静岡市245
1520 片桐　宏雄 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛｵ  1:46:06浜松市246
704 吉田　正樹 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ  1:46:06浜松市247
456 百合草　健圭志 ﾕﾘｸｻ ﾀｶｼ  1:46:20長泉町248
833 菊池　真孝 ｷｸﾁ ﾏｻﾀｶ  1:46:20浜松市249

1074 横井　正彦 ﾖｺｲ ﾏｻﾋｺ  1:46:22愛知県250
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1617 小林　圭 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ  1:46:28浜松市251
1109 山田　崇治 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ  1:46:29磐田市252
3771 加藤　由明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ  1:46:35愛知県253
854 永利　隆宏 ﾅｶﾞﾄｼ ﾀｶﾋﾛ  1:46:40愛知県254

1213 吉田　樹史 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾌﾐ  1:46:46愛知県255
1039 植田　寛章 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  1:46:48静岡市256
558 三田村　豊 ﾐﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ  1:46:52愛知県257

3514 鎌田　健一 ｶﾏﾀ ｹﾝｲﾁ  1:46:56磐田市258
1312 庄司　和史 ｼｮｳｼﾞ ｶｽﾞｼ  1:46:56沼津市259
1387 中村　勇雄 ﾅｶﾑﾗ ｲｻｵ  1:47:15愛知県260
625 手島　健公 ﾃｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾄ  1:47:15静岡市261

1530 佐々木　隆太 ｻｻｷ ﾘｭｳﾀ  1:47:20磐田市262
901 篠崎　充生 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾂｵ  1:47:23富士宮市263

2120 春田　隆志 ﾊﾙﾀ ﾀｶｼ  1:47:24愛知県264
3379 中村　慎吾 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ  1:47:25浜松市265
857 栗田　泰次郎 ｸﾘﾀ ﾀｲｼﾞﾛｳ  1:47:28磐田市266
842 根塚　智裕 ﾈﾂﾞｶ ﾄﾓﾋﾛ  1:47:31愛知県267

2832 永田　三和 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｶｽﾞ  1:47:34掛川市268
417 磯谷　隆文 ｲｿｶﾞｲ ﾀｶﾌﾐ  1:47:35愛知県269

1672 中村　晃道 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾐﾁ  1:47:39浜松市270
2071 平野　友崇 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾀｶ  1:47:44磐田市271
250 岡本　雅裕 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  1:47:46藤枝市272
786 山本　直輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾃﾙ  1:47:47湖西市273

2802 国川　憲明 ｸﾆｶﾜ ﾉﾘｱｷ  1:47:52掛川市274
1178 林田　和明 ﾊﾔｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ  1:47:58静岡市275
1128 渡邉　秀樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ  1:47:59浜松市276
1666 村松　泰典 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ  1:48:02浜松市277
1030 石川　正高 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾀｶ  1:48:05磐田市278
3521 鈴木　慈郎 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ  1:48:06静岡市279
592 姫野　高幸 ﾋﾒﾉ ﾀｶﾕｷ  1:48:13浜松市280
399 鈴木　喜也 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾅﾘ  1:48:21浜松市281
59 吉田　誠吾 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｺﾞ  1:48:23菊川市282

989 近藤　浩行 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ  1:48:24浜松市283
1186 庄司　俊樹 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼｷ  1:48:30埼玉県284
3080 堀内　満 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾂﾙ  1:48:35掛川市285
662 竹本　繁 ﾀｹﾓﾄ ｼｹﾞﾙ  1:48:37磐田市286

1625 玉井　信貴 ﾀﾏｲ ﾉﾌﾞﾀｶ  1:48:39浜松市287
1738 岡田　渉 ｵｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ  1:48:42浜松市288
1355 名倉　浩次 ﾅｸﾞﾗ ｺｳｼﾞ  1:48:43浜松市289
898 石田　茂樹 ｲｼﾀﾞ ｼｹﾞｷ  1:48:45浜松市290

1500 渡井　大樹 ﾜﾀｲ ﾀﾞｲｷ  1:49:00富士宮市291
973 高安　修 ﾀｶﾔｽ ｵｻﾑ  1:49:02磐田市292

1731 藤田　慎也 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝﾔ  1:49:13湖西市293
661 武藤　雅昭 ﾑﾄｳ ﾏｻｱｷ  1:49:14菊川市294

2206 望月　哲也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾂﾔ  1:49:16清水町295
2603 小林　真也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ  1:49:19浜松市296
1334 嶋田　将也 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ  1:49:25浜松市297
3143 青木　応樹 ｱｵｷ ﾏｻｷ  1:49:26藤枝市298
3303 安部　貴博 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:49:27愛知県299
944 中山　佳則 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ  1:49:29御前崎市300
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2855 佐々木　敏 ｻｻｷ ｻﾄｼ  1:49:38磐田市301
874 木村　昭仁 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ  1:49:43浜松市302
420 平野　司 ﾋﾗﾉ ﾂｶｻ  1:49:48京都府303

1828 鈴木　崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  1:49:49愛知県304
668 宮西　征宏 ﾐﾔﾆｼ ﾏｻﾋﾛ  1:49:50浜松市305

1190 古川　康弘 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾋﾛ  1:49:51愛知県306
1624 山崎　友朗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ  1:49:52静岡市307
1442 丸山　冬記 ﾏﾙﾔﾏ ﾌﾕｷ  1:50:08岐阜県308
2461 水野　秀保 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾔｽ  1:50:09浜松市309
2654 五十嵐　俊彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾋｺ  1:50:09磐田市310
1017 中畑　徳人 ﾅｶﾊﾀ ﾉﾘﾋﾄ  1:50:15静岡市311
1825 開尾　憲一 ｶｲｵ ｹﾝｲﾁ  1:50:16愛知県312
1447 高塚　年広 ﾀｶﾂｶ ﾄｼﾋﾛ  1:50:20御前崎市313
1311 鈴木　貞史 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞｼ  1:50:20磐田市314
2960 鈴木　恵三 ｽｽﾞｷ ｹｲｿﾞｳ  1:50:23愛知県315
2626 長谷川　雄一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ  1:50:28焼津市316
1358 リム　ジュリアン ﾘﾑ ｼﾞｭﾘｱﾝ  1:50:28東京都317
1559 石山　隆康 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾔｽ  1:50:32浜松市318

4 村田　博臣 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｵﾐ  1:50:32愛知県319
1461 川﨑　秀人 ｶﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾄ  1:50:38千葉県320
910 森澤　嘉昭 ﾓﾘｻﾜ ﾖｼｱｷ  1:50:39愛知県321

1872 池上　康司 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ  1:50:41愛知県322
3702 松下　芳樹 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼｷ  1:50:43川根本町323
1365 河合　友紀 ｶﾜｲ ﾄﾓｷ  1:50:50愛知県324
1168 田川　隼 ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ  1:50:55愛知県325
734 岩辺　孝純 ｲﾜﾅﾍﾞ ﾀｶｽﾞﾐ  1:51:00浜松市326

1897 寺田　雄彦 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｹﾋｺ  1:51:01磐田市327
1668 鈴木　了介 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ  1:51:09愛知県328
1531 大石　康之 ｵｵｲｼ ﾔｽﾕｷ  1:51:19磐田市329
1405 田中　大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ  1:51:23愛知県330
3837 早川　浩司 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ  1:51:33愛知県331
1645 和田　健吾 ﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ  1:51:35愛知県332
1031 水野　哲志 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｼﾞ  1:51:41浜松市333
1362 杉山　正人 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾄ  1:51:43沼津市334
3605 池田　知正 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾏｻ  1:51:49神奈川県335
2853 赤堀　俊亮 ｱｶﾎﾘ ｼｭﾝｽｹ  1:51:52菊川市336
1663 松本　光司 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:52:03浜松市337
1211 西宇　正弘 ﾆｼｳ ﾏｻﾋﾛ  1:52:04愛知県338
1327 池端　伸幸 ｲｹﾊﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:52:06浜松市339
2967 島沢　竜平 ｼﾏｻﾞﾜ ﾘｭｳﾍｲ  1:52:10掛川市340
1733 高崎　省吾 ﾀｶｻｷ ｼｮｳｺﾞ  1:52:11愛知県341
3297 東　一平 ｱｽﾞﾏ ｲｯﾍﾟｲ  1:52:11浜松市342
1856 西村　克彦 ﾆｼﾑﾗ ｶﾂﾋｺ  1:52:14浜松市343
591 黒木　友彦 ｸﾛｷ ﾄﾓﾋｺ  1:52:17愛知県344

1942 松本　けーぢ ﾏﾂﾓﾄ ｹｰﾁﾞ  1:52:26袋井市345
807 望月　雄介 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ  1:52:30静岡市346

3146 小柳津　太一 ｵﾔｲﾂﾞ ﾀｲﾁ  1:52:33静岡市347
2189 廣瀬　和昭 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｱｷ  1:52:35磐田市348
1147 平野　慎一朗 ﾋﾗﾉ ｼﾝｲﾁﾛｳ  1:52:44磐田市349
1879 木田　直樹 ｷﾀﾞ ﾅｵｷ  1:52:46愛知県350
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2556 柴田　孝 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｼ  1:52:50埼玉県351
2050 工藤　丞司 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｮｳｼﾞ  1:52:52浜松市352
1732 横澤　俊行 ﾖｺｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ  1:52:52神奈川県353
2062 関塚　弘敏 ｾｷﾂﾞｶ ﾋﾛﾄｼ  1:52:52磐田市354
3337 佐藤　幹也 ｻﾄｳ ﾐｷﾔ  1:52:53神奈川県355
2091 山田　高士 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ  1:52:54愛知県356
427 武田　稔 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾉﾙ  1:53:00東京都357

1329 馬場　俊一 ﾊﾞﾊﾞ ｼｭﾝｲﾁ  1:53:01愛知県358
2198 加藤　正弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  1:53:15石川県359
925 森島　浩之 ﾓﾘｼﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:53:20磐田市360

1662 寺山　尚志 ﾃﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  1:53:28静岡市361
1692 松野　輝功 ﾏﾂﾉ ﾐﾂｸﾞ  1:53:32浜松市362
1838 伊藤　慶典 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ  1:53:33島田市363
1727 和崎　雄 ﾜｻｷ ﾕｳ  1:53:38愛知県364
2375 槻木　孝洋 ﾂｷﾉｷ ﾀｶﾋﾛ  1:53:42浜松市365
1052 大橋　伸行 ｵｵﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:53:44静岡市366
2915 水馬　正和 ﾐｽﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ  1:53:44磐田市367
2191 小林　裕明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ  1:53:46愛知県368
404 川合　達也 ｶﾜｲ ﾀﾂﾔ  1:53:49愛知県369

2580 北嶋　宏丞 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｽｹ  1:53:52掛川市370
1204 浅岡　浩 ｱｻｵｶ ﾋﾛｼ  1:53:55掛川市371
2785 田中　宙龍 ﾀﾅｶ ｵｷﾀﾂ  1:54:03愛知県372
1729 若林　剛 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ  1:54:09浜松市373
1489 藤森　英之 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:54:11磐田市374
849 市橋　豪 ｲﾁﾊｼ ﾂﾖｼ  1:54:12神奈川県375
354 太田　益央 ｵｵﾀ ﾏｽｵ  1:54:12愛知県376

3555 立川　預嗣也 ﾀﾁｶﾜ ﾖｼﾔ  1:54:20富士市377
1227 野村　竜也 ﾉﾑﾗ ﾀﾂﾔ  1:54:22愛知県378
1077 山根　美徳 ﾔﾏﾈ ﾖｼﾉﾘ  1:54:27静岡市379
3729 徳増　彰斗 ﾄｸﾏｽ ｱｷﾄ  1:54:32浜松市380
1224 稲葉　健太郎 ｲﾅﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  1:54:34浜松市381
825 田中　康広 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ  1:54:35袋井市382

3480 坂　文貴 ﾊﾞﾝ ﾌﾐﾀｶ  1:54:37愛知県383
1060 高野　修 ﾀｶﾉ ｵｻﾑ  1:54:39愛知県384
1704 鈴木　雅也 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ  1:54:41浜松市385
2914 竹内　信二 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｼﾞ  1:54:47神奈川県386
1824 高畑　信一 ﾀｶﾊﾀ ｼﾝｲﾁ  1:54:49浜松市387
297 池袋　寛和 ｲｹﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｶｽﾞ  1:54:50東京都388

2952 菅沼　郁也 ｽｶﾞﾇﾏ ｲｸﾔ  1:55:00浜松市389
1695 野口　仁志 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾄｼ  1:55:03浜松市390
1698 外山　統将 ﾄﾔﾏ ﾉﾘﾏｻ  1:55:04浜松市391
1201 伊藤　慎一 ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ  1:55:15浜松市392
1991 井上　仁 ｲﾉｳｴ ｼﾞﾝ  1:55:17袋井市393
916 山本　英貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ  1:55:18愛知県394

2352 山下　亮 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ  1:55:20浜松市395
1734 金綱　康夫 ｶﾈﾂﾅ ﾔｽｵ  1:55:21富士市396
1263 中村　隆宏 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  1:55:22磐田市397
1765 長谷川　大輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ  1:55:25藤枝市398
738 赤塚　龍哉 ｱｶﾂｶ ﾀﾂﾔ  1:55:25磐田市399

3125 東谷　暢也 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾉﾌﾞﾔ  1:55:26浜松市400
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3655 門脇　政幸 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏｻﾕｷ  1:55:27磐田市401
2399 杉山　博彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾋｺ  1:55:28磐田市402
1694 増田　好由生 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼﾕｷ  1:55:29焼津市403
1333 志賀　修 ｼｶﾞ ｵｻﾑ  1:55:35東京都404
1310 佐野　幸浩 ｻﾉ ﾕｷﾋﾛ  1:55:36清水町405
1337 西堀　隆路 ﾆｼﾎﾞﾘ ﾀｶﾐﾁ  1:55:37焼津市406
1482 渡邉　直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ  1:55:39浜松市407
3443 水島　崇 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｶｼ  1:55:43磐田市408
1507 柘植　浩二 ﾂｹﾞ ｺｳｼﾞ  1:55:50愛知県409
1835 後藤　知寛 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  1:55:53浜松市410
2485 榊原　敏明 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ  1:55:57藤枝市411
2009 冨樫　孝太 ﾄｶﾞｼ ｺｳﾀ  1:55:58神奈川県412
1055 伊木　友宏 ｲｷ ﾄﾓﾋﾛ  1:56:01愛知県413
1909 小木　進也 ｵｷﾞ ｼﾝﾔ  1:56:06磐田市414
1937 鈴木　祐二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ  1:56:06磐田市415
3066 安田　篤志 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ  1:56:08磐田市416
1536 高橋　一郎 ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ  1:56:13富士市417
1154 大澄　和弘 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾋﾛ  1:56:17浜松市418
1847 松本　瑞樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｽﾞｷ  1:56:28磐田市419
3572 羽田　真介 ﾊﾀﾞ ｼﾝｽｹ  1:56:29磐田市420
1589 和田　恵治 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ  1:56:30磐田市421
1487 岩崎　進也 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ  1:56:31浜松市422
946 安達　貴彦 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾋ  1:56:34愛知県423

1914 川合　友明 ｶﾜｲ ﾄﾓｱｷ  1:56:38浜松市424
3591 吉岡　利道 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾐﾁ  1:56:42東京都425
2871 武市　寛士 ﾀｹｲﾁ ﾋﾛｼ  1:56:45京都府426
2591 郡　宗敏 ｺｵﾘ ﾑﾈﾄｼ  1:56:45掛川市426
2139 鈴木　孝征 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ  1:56:50磐田市427
3571 沖　知之 ｵｷ ﾄﾓﾕｷ  1:56:50愛知県428
1637 小関　孝尚 ｵｾﾞｷ ﾀｶﾋｻ  1:56:53掛川市429
1317 太田　喜也 ｵｵﾀ ﾕｷﾅﾘ  1:57:00磐田市430
3451 横山　公栄 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｴｲ  1:57:08浜松市431
3388 永井　利直 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾅｵ  1:57:11磐田市432
1723 渡辺　由晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ  1:57:19浜松市433
839 増本　隆司 ﾏｽﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ  1:57:20千葉県434

3324 大野　雅治 ｵｵﾉ ﾏｻﾊﾙ  1:57:20浜松市435
2468 久保　圭弘 ｸﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ  1:57:34川根本町436
1256 石井　健悟 ｲｼｲ ｹﾝｺﾞ  1:57:35沼津市437
3667 松下　和利 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾄｼ  1:57:38磐田市438
1864 三浦　真人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ  1:57:47浜松市439
859 佐々木　大介 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ  1:57:47沼津市440

2672 松村　大地 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ  1:57:48袋井市441
1594 松本　弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:57:50磐田市442
1580 佐藤　敬延 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾌﾞ  1:57:51磐田市443
2487 山崎　大介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ  1:57:54掛川市444
2834 梶井　誠 ｶｼﾞｲ ﾏｺﾄ  1:58:01浜松市445
1634 林　洋輔 ﾊﾔｼ ﾖｳｽｹ  1:58:03三島市446
2063 平野　貴久 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾋｻ  1:58:05伊豆の国市447
1294 河原　尚史 ｶﾜﾊﾗ ﾋｻｼ  1:58:05東京都448
1896 蔦木　雄二 ﾂﾀｷ ﾕｳｼﾞ  1:58:10浜松市449
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2108 夏目　裕司 ﾅﾂﾒ ﾕｳｼﾞ  1:58:11愛知県450
1497 波瀬川　幹仁 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｷﾋﾄ  1:58:12愛知県451
3524 渡邊　靖文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾌﾐ  1:58:14浜松市452
3660 木野　雄介 ｷﾉ ﾕｳｽｹ  1:58:16磐田市453
3439 堀越　悠生 ﾎﾘｺｼ ﾕｳｷ  1:58:27愛知県454
1887 馬渕　隆 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶｼ  1:58:35浜松市455
1402 真子　正登 ﾏﾅｺ ﾏｻﾄ  1:58:38愛知県456
1868 青田　元 ｱｵﾀ ﾊｼﾞﾒ  1:58:39東京都457
2214 谷　康通 ﾀﾆ ﾔｽﾐﾁ  1:58:39掛川市458
1958 渡辺　真也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ  1:58:41東京都459
3180 三浦　徹也 ﾐｳﾗ ﾃﾂﾔ  1:58:42島田市460
1956 國枝　健 ｸﾆｴﾀﾞ ﾀｹｼ  1:58:45磐田市461
581 平野　弘和 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｶｽﾞ  1:58:46磐田市462

2150 柏谷　順洋 ｶｼﾜﾔ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:58:47三島市463
1568 村松　新司 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝｼﾞ  1:58:50愛知県464
1764 池谷　和則 ｲｹｶﾞﾔ ｶｽﾞﾉﾘ  1:58:56藤枝市465
834 野中　一平 ﾉﾅｶ ｲｯﾍﾟｲ  1:58:57藤枝市466

2380 崎山　貴之 ｻｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ  1:58:57菊川市467
2154 榊原　満保 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔｽ  1:59:10浜松市468
3061 鈴木　智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ  1:59:11浜松市469
2268 荒川　類 ｱﾗｶﾜ ﾙｲ  1:59:11愛知県470
3818 加藤　竜二 ｶﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ  1:59:12愛知県471
3325 深澤　耕大 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ  1:59:17浜松市472
2558 中野　剛 ﾅｶﾉ ﾀｹｼ  1:59:22三重県473
3310 増田　雅之 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  1:59:24浜松市474
923 宮野　修 ﾐﾔﾉ ｵｻﾑ  1:59:28愛知県475

2928 村松　貴則 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾉﾘ  1:59:35御前崎市476
1367 春田　直哉 ﾊﾙﾀ ﾅｵﾔ  1:59:39東京都477
531 西澤　広夫 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｵ  1:59:40大阪府478

2970 紺野　孝行 ｺﾝﾉ ﾀｶﾕｷ  1:59:44千葉県479
108 鈴木　敏嗣 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ  1:59:49藤枝市480

3768 美甘　真史 ﾐｶﾓ ﾏｻｼ  1:59:50静岡市481
922 三浦　慶彦 ﾐｳﾗ ﾖｼﾋｺ  1:59:58掛川市482

1810 池田　良太 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ  2:00:00静岡市483
2114 林口　豊 ﾊﾔｼｸﾞﾁ ﾕﾀｶ  2:00:17袋井市484
2649 小林　智之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ  2:00:21菊川市485
2110 山下　幹人 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ  2:00:25清水町486
3494 吉川　洋一 ﾖｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ  2:00:31浜松市487
1968 水野　秀俊 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ  2:00:32御前崎市488
2736 松井　利幸 ﾏﾂｲ ﾄｼﾕｷ  2:00:32掛川市489
1499 平井　義長 ﾋﾗｲ ﾖｼﾅｶﾞ  2:00:33愛知県490
1650 池田　敦史 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ  2:00:33東京都491
1505 山口　厚 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ  2:00:35浜松市492
1223 村松　貴志 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｼ  2:00:39袋井市493
3422 江川　卓 ｴｶﾞﾜ ﾀｸ  2:00:40磐田市494
2524 山本　真稔 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄｼ  2:00:42愛知県495
2298 三橋　一展 ﾐﾂﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ  2:00:42山梨県496
999 松本　訓孝 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆﾀｶ  2:00:44磐田市497

2473 山村　耕史 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｼﾞ  2:00:50島田市498
2203 藤田　崇 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶｼ  2:00:51浜松市499
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2182 雑賀　友和 ｻｲｶﾞ ﾄﾓｶｽﾞ  2:00:59掛川市500
2317 長谷川　雅也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ  2:01:01浜松市501
2032 伊藤　直記 ｲﾄｳ ﾅｵｷ  2:01:03浜松市502
1338 市原　一史 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾌﾐ  2:01:03千葉県503
3634 小柳　公伸 ｺﾔﾅｷﾞ ｷﾐﾉﾌﾞ  2:01:07掛川市504
1545 村上　聡志 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ  2:01:10静岡市505
2200 金子　徳志 ｶﾈｺ ﾉﾘﾕｷ  2:01:13浜松市506
3096 遠藤　恵介 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ  2:01:21静岡市507
3077 笠松　聡 ｶｻﾏﾂ ｻﾄｼ  2:01:23掛川市508
1892 太田　憲吾 ｵｵﾀ ｹﾝｺﾞ  2:01:31浜松市509
1169 守屋　多加志 ﾓﾘﾔ ﾀｶｼ  2:01:39浜松市510
2239 山田　卓哉 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ  2:01:48掛川市511
1846 鈴木　拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ  2:02:00愛知県512
3383 小林　秀徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ  2:02:01磐田市513
1145 土屋　裕一郎 ﾂﾁﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:02:19静岡市514
2113 樋口　裕行 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ  2:02:21愛知県515
3654 印南　威 ｲﾝﾅﾝ ﾀｹｼ  2:02:24愛知県516
2789 田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ  2:02:26愛知県517
3144 高橋　健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ  2:02:32浜松市518
3361 天羽　孝佳 ｱﾓｳ ﾀｶﾖｼ  2:02:37愛知県519
2058 佐々木　浩二 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ  2:02:46浜松市520
3586 戸澤　智之 ﾄｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ  2:02:47浜松市521
3713 袴田　勝宏 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾋﾛ  2:02:47愛知県522
2940 松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ  2:03:02袋井市523
1702 尾国　紀章 ｵｸﾆ ﾉﾘｱｷ  2:03:05三重県524
1245 馬渕　真人 ﾏﾌﾞﾁ ﾏｻﾄ  2:03:07磐田市525
3559 中西　丈浩 ﾅｶﾆｼ ﾀｹﾋﾛ  2:03:10愛知県526
2584 岩崎　良秀 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾋﾃﾞ  2:03:12愛知県527
3828 水谷　伸吾 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾝｺﾞ  2:03:13磐田市528
1922 森　剛志 ﾓﾘ ﾀｹｼ  2:03:20磐田市529
3342 大野　慎平 ｵｵﾉ ｼﾝﾍﾟｲ  2:03:22浜松市530
379 川上　洋輔 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｽｹ  2:03:22沼津市531
866 望月　大輔 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ  2:03:25静岡市532

1957 渡辺　兆司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｮｳｼﾞ  2:03:27浜松市533
2246 水野　輝彦 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾙﾋｺ  2:03:47愛知県534
3846 小長井　洋輔 ｺﾅｶﾞｲ ﾖｳｽｹ  2:03:51浜松市535
3279 古山　陽介 ﾌﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ  2:04:02東京都536
1903 富野　一夫 ﾄﾐﾉ ｶｽﾞｵ  2:04:04東京都537
3202 渡辺　憲一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ  2:04:10浜松市538
3423 徳本　貴久 ﾄｸﾓﾄ ﾀｶﾋｻ  2:04:24磐田市539
3680 高木　貴治 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾊﾙ  2:04:27磐田市540
3199 馬渕　寛尚 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ  2:04:39浜松市541
1417 大石　勇介 ｵｵｲｼ ﾕｳｽｹ  2:04:41浜松市542
966 草本　亮一 ｸｻﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ  2:04:47愛知県543

3802 関口　幹生 ｾｷｸﾞﾁ ﾐｷｵ  2:04:55浜松市544
1519 日比　康二 ﾋﾋﾞ ｺｳｼﾞ  2:05:13愛知県545
3414 原　浩之 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ  2:05:17愛知県546
3427 堀　耕二 ﾎﾘ ｺｳｼﾞ  2:05:22静岡市547
3460 川口　政幸 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ  2:05:24浜松市548
2462 木村　俊治 ｷﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ  2:05:32浜松市549
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1935 三輪　健太郎 ﾐﾜ ｹﾝﾀﾛｳ  2:05:35浜松市550
1873 三村　典生 ﾐﾑﾗ ﾉﾘｵ  2:05:39兵庫県551
1192 高橋　保弘 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ  2:05:41浜松市552
1400 大城　勝弘 ｵｵｼﾛ ｶﾂﾋﾛ  2:05:49三重県553
2248 仲井　康文 ﾅｶｲ ﾔｽﾌﾐ  2:05:58浜松市554
1394 鷹見　彰久 ﾀｶﾐ ｱｷﾋｻ  2:05:59愛知県555
3454 五反田　秀俊 ｺﾞﾀﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  2:06:07愛知県556
3756 石渕　隆 ｲｼﾌﾞﾁ ﾀｶｼ  2:06:11湖西市557
1474 原本　智紀 ﾊﾗﾓﾄ ﾄﾓﾉﾘ  2:06:13東京都558
1998 宮武　宏典 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾉﾘ  2:06:14袋井市559
3019 加藤　伸一郎 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ  2:06:14静岡市560
3479 荒木　一将 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾏｻ  2:06:24愛知県561
1503 阿部　宗章 ｱﾍﾞ ﾑﾈｱｷ  2:06:27愛知県562
3129 松浦　雅俊 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾄｼ  2:06:29愛知県563
2627 鈴木　仁大 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  2:06:30焼津市564
3400 岡本　英輔 ｵｶﾓﾄ ｴｲｽｹ  2:06:44愛知県565
2456 九鬼　克紀 ｸｷ ｶﾂﾉﾘ  2:06:55愛知県566
3722 山田　剛大 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ  2:06:59岐阜県567
2172 呉羽　洋一 ｸﾚﾊ ﾖｳｲﾁ  2:07:13愛知県568
1459 小澤　宏明 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ  2:07:39静岡市569
2864 萩原　庸介 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｽｹ  2:07:47掛川市570
2281 舞永　智志 ﾏｲﾅｶﾞ ｻﾄｼ  2:07:53愛知県571
1859 藤田　俊雄 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼｵ  2:07:53浜松市572
2109 石津　圭介 ｲｼﾂﾞ ｹｲｽｹ  2:07:54磐田市573
1784 三好　將之 ﾐﾖｼ ﾏｻﾕｷ  2:07:55掛川市574
3500 阿部　匡晴 ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ  2:08:03千葉県575
2274 坪井　麻樹夫 ﾂﾎﾞｲ ﾏｷｵ  2:08:08浜松市576
3509 北村　和利 ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ  2:08:34御前崎市577
3416 山城　博史 ﾔﾏｼﾛ ﾋﾛﾌﾐ  2:08:36静岡市578
1174 山脇　敏宏 ﾔﾏﾜｷ ﾄｼﾋﾛ  2:08:40東京都579
2555 齋藤　伸悟 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ  2:08:41浜松市580
2279 河村　泰明 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽｱｷ  2:08:43愛知県581
3536 鈴木　陽介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ  2:08:44浜松市582
2201 高田　靖夫 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ  2:08:44富士宮市583
403 加藤　和樹 ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ  2:08:46静岡市584

3051 大石　健 ｵｵｲｼ ｹﾝ  2:08:47掛川市585
2036 山本　朋宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ  2:08:53浜松市586
2607 加治　真 ｶｼﾞ ﾏｺﾄ  2:08:54静岡市587
1761 加藤　謙吾 ｶﾄｳ ｹﾝｺﾞ  2:09:05浜松市588
1797 中西　弘幸 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛﾕｷ  2:09:08浜松市589
2687 石川　真人 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ  2:09:09磐田市590
1696 蓮山　裕紀 ﾊｽﾔﾏ ﾋﾛｷ  2:09:18袋井市591
1255 堀田　三太 ﾎﾘﾀ ｻﾝﾀ  2:09:20磐田市592
2515 服部　孝幸 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾕｷ  2:09:21浜松市593
1326 前澤　惇 ﾏｴｻﾞﾜ ｱﾂｼ  2:09:21長野県594
3176 小野田　欣也 ｵﾉﾀﾞ ｷﾝﾔ  2:09:23愛知県595
1616 木伏　秀典 ｷﾌﾞｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ  2:09:25島田市596
2903 森　亮太 ﾓﾘ ﾘｮｳﾀ  2:09:40吉田町597
3635 西川　知秀 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ  2:09:43愛知県598
1508 加藤　孝章 ｶﾄｳ ﾀｶｱｷ  2:09:45愛知県599
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2493 中島　敬晃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ  2:09:58浜松市600
3603 伊藤　隆治 ｲﾄｳ ﾀｶｼﾞ  2:09:58京都府601
3323 佐野　正宜 ｻﾉ ﾏｻﾀｶ  2:10:02愛知県602
3434 志村　敬介 ｼﾑﾗ ｹｲｽｹ  2:10:11愛知県603
2047 藪田　弘之 ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ  2:10:16静岡市604
2205 野田　正文 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ  2:10:17磐田市605
3156 加藤　伸隆 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾀｶ  2:10:20磐田市606
2342 中村　大志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼ  2:10:38浜松市607
1813 対馬　隆将 ﾂｼﾏ ﾀｶﾏｻ  2:10:41静岡市608
2454 村越　大岳 ﾑﾗｺｼ ﾀﾞｲｶﾞｸ  2:10:46藤枝市609
1667 森田　浩司 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ  2:10:47浜松市610
2902 村上　輝高 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾙﾀｶ  2:10:50愛知県611
2103 石川　一彰 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞｱｷ  2:10:51島田市612
2131 鈴木　章浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ  2:10:51浜松市613
1633 前田　伸晃 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ  2:10:52浜松市614
939 大場　邦洋 ｵｵﾊﾞ ｸﾆﾋﾛ  2:10:54菊川市615

1651 東　陽亮 ｱｽﾞﾏ ﾖｳｽｹ  2:11:00東京都616
3619 中村　祥也 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁﾔ  2:11:02神奈川県617
2981 神谷　研一 ｶﾐﾔ ｹﾝｲﾁ  2:11:06磐田市618
3253 高橋　利博 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ  2:11:21磐田市619
3378 大村　智之 ｵｵﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ  2:11:31東京都620
3006 伊藤　典和 ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ  2:11:41静岡市621
2681 土浦　雅人 ﾂﾁｳﾗ ﾏｻﾄ  2:11:42愛知県622
1564 猿倉　直人 ｻﾙｸﾗ ﾅｵﾄ  2:11:51藤枝市623
1862 桑原　秀幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ  2:12:00愛知県624
2102 岡本　英樹 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ  2:12:15愛知県625
2164 重村　聡 ｼｹﾞﾑﾗ ｻﾄｼ  2:12:19浜松市626
2494 堀野　智浩 ﾎﾘﾉ ﾄﾓﾋﾛ  2:12:20浜松市627
1236 渥美　和浩 ｱﾂﾐ ｶｽﾞﾋﾛ  2:12:22湖西市628
2586 松本　和巳 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ  2:12:26浜松市629
3249 榊原　隆之 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶﾕｷ  2:12:28愛知県630
2064 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ  2:12:37磐田市631
2128 佐藤　章 ｻﾄｳ ｱｷﾗ  2:12:37三島市632
2876 大高　健一 ｵｵﾀｶ ｹﾝｲﾁ  2:12:39浜松市633
3467 白濱　博幸 ｼﾗﾊﾏ ﾋﾛﾕｷ  2:12:48愛知県634
2475 杉岡　康弘 ｽｷﾞｵｶ ﾔｽﾋﾛ  2:12:51藤枝市635
3307 藤田　康太郎 ﾌｼﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ  2:12:53神奈川県636
2326 安形　真樹 ｱﾝｶﾞﾀ ﾏｻｷ  2:12:56愛知県637
1382 小野島　裕也 ｵﾉｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ  2:13:27裾野市638
1710 後藤　啓輔 ｺﾞﾄｳ ｹｲｽｹ  2:13:29愛知県639
3127 鈴木　康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ  2:13:38磐田市640
2545 倉田　新吾 ｸﾗﾀ ｼﾝｺﾞ  2:13:43掛川市641
3821 大場　義之 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾕｷ  2:13:44磐田市642
3122 永田　智紀 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ  2:14:01袋井市643
1789 野上　幸治 ﾉｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ  2:14:06三島市644
3300 島　条国 ｼﾏ ﾅｶﾞｸﾆ  2:14:19浜松市645
2259 奥川　勇気 ｵｸｶﾞﾜ ﾕｳｷ  2:14:21島田市646
3327 坪井　良文 ﾂﾎﾞｲ ﾖｼﾌﾐ  2:14:26浜松市647
1920 斉藤　省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ  2:14:32愛知県648
3257 北川　正博 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ  2:14:39滋賀県649

Print : 2012/11/28 23:07:06 22 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

ハーフ男子３０～３９歳
105 根岸　拓也 ﾈｷﾞｼ ﾀｸﾔ  2:14:42愛知県650

2710 神崎　恭孝 ｶﾝｻﾞｷ ﾔｽﾀｶ  2:14:42浜松市651
3105 中村　圭蔵 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｿﾞｳ  2:14:45富士市652
2460 舟橋　俊克 ﾌﾅﾊｼ ﾄｼｶﾂ  2:14:57浜松市653
2679 橋本　典明 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｱｷ  2:15:02浜松市654
1475 佐藤　良之 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ  2:15:06吉田町655
3602 佃　陽一 ﾂｸﾀﾞ ﾖｳｲﾁ  2:15:16京都府656
2237 油井　一博 ﾕｲ ｶｽﾞﾋﾛ  2:15:36浜松市657
2840 小松平　孝弘 ｺﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾋﾛ  2:15:40磐田市658
3391 太田　輝 ｵｵﾀ ｱｷﾗ  2:15:50愛知県659
3359 鈴木　信弘 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ  2:16:00浜松市660
2731 近藤　宏和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ  2:16:14愛知県661
2365 原田　俊嗣 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ  2:16:19島田市662
2429 田中　秀樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ  2:16:21浜松市663
2168 平松　智之 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾕｷ  2:16:32愛知県664
1671 寺田　直哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾔ  2:16:34焼津市665
3609 市川　俊之 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾕｷ  2:16:34富士市666
2401 大居　正樹 ﾀﾞｲｷｮ ﾏｻｷ  2:16:35浜松市667
3577 田中　啓 ﾀﾅｶ ｹｲ  2:16:48東京都668
2431 松永　時男 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｷｵ  2:16:49東京都669
2276 中塚　勉 ﾅｶﾂｶ ﾂﾄﾑ  2:16:52愛知県670
3540 池澤　智 ｲｹｻﾞﾜ ｻﾄｼ  2:17:13掛川市671
3784 鳥居　良之 ﾄﾘｲ ﾖｼﾕｷ  2:17:13磐田市672
3251 平野　龍一 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ  2:17:25浜松市673
3778 鈴木　秀二 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ  2:17:32袋井市674
1816 青木　大輔 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ  2:17:32磐田市675
1138 一木　勝 ｲｯｷ ﾏｻﾙ  2:17:41東京都676
3026 佐々木　孝文 ｻｻｷ ﾀｶﾌﾐ  2:18:04磐田市677
3711 山﨑　靖生 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｵ  2:18:06袋井市678
3743 酒井　伸弥 ｻｶｲ ｼﾝﾔ  2:18:09御前崎市679
2905 天野　晃志 ｱﾏﾉ ｺｳｼﾞ  2:18:15浜松市680
2295 加藤　啓太 ｶﾄｳ ｹｲﾀ  2:18:22掛川市681
3440 鋤柄　智徳 ｽｷｶﾞﾗ ﾄﾓﾉﾘ  2:18:30愛知県682
3473 田部井　せいい ﾀﾍﾞｲ ｾｲｲﾁ  2:18:46愛知県683
3206 大石　典由 ｵｵｲｼ ﾉﾘﾖｼ  2:19:09磐田市684
2148 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ  2:19:11磐田市685
2629 森本　光 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ  2:19:11磐田市686
2602 荒木　智識 ｱﾗｷ ﾄﾓｵﾘ  2:19:17磐田市687
3822 山田　貴久 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｻ  2:19:17磐田市688
2296 田中　智章 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ  2:19:39掛川市689
1194 山崎　祥彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ  2:19:40三重県690
3417 岩田　怜 ｲﾜﾀ ｻﾄﾙ  2:19:44浜松市691
2964 山本　佳之 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ  2:19:46掛川市692
2300 小出　拓治 ｺｲﾃﾞ ﾀｸｼﾞ  2:19:54湖西市693
1888 鈴木　豪 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ  2:19:56島田市694
2371 鈴木　貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  2:20:00菊川市695
3137 杉田　雅英 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ  2:20:06磐田市696
3070 川島　知記 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓｷ  2:20:08磐田市697
2173 清水　信二 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｼﾞ  2:20:14愛知県698
1612 森田　健一 ﾓﾘﾀ ｹﾝｲﾁ  2:20:17愛知県699
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1398 蔵場　修平 ｸﾗﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ  2:20:18愛知県700
3027 松田　隆 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ  2:21:01愛知県701
2962 道下　安俊 ﾐﾁｼﾀ ﾔｽﾄｼ  2:21:02浜松市702
3601 江口　悟 ｴｸﾞﾁ ｻﾄﾙ  2:21:04京都府703
653 玉木　将晴 ﾀﾏｷ ﾏｻﾊﾙ  2:21:15磐田市704

3551 長谷川　陽介 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ  2:21:16静岡市705
3663 村松　輝隆 ﾑﾗﾏﾂ ﾃﾙﾀｶ  2:21:19袋井市706
2072 八木　基晃 ﾔｷﾞ ﾓﾄｱｷ  2:21:19袋井市707
2457 磯野　雄一 ｲｿﾉ ﾕｳｲﾁ  2:21:35愛知県708
3459 堀中　亮介 ﾎﾘﾅｶ ﾘｮｳｽｹ  2:21:37浜松市709
3613 渡辺　勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ  2:21:51沼津市710
1792 渡邊　輝樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙｷ  2:22:06愛知県711
2360 松下　幸裕 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾋﾛ  2:22:23掛川市712
2843 神谷　匡 ｶﾐﾔ ﾏｻｼ  2:23:00浜松市713
3115 山部　朋彦 ﾔﾏﾍﾞ ﾄﾓﾋｺ  2:23:05磐田市714
3275 中西　毅 ﾅｶﾆｼ ﾀｹｼ  2:23:18浜松市715
2590 泉山　真一 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  2:23:21愛知県716
475 篠ヶ瀬　有一郎 ｻｻｶﾞｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:23:24浜松市717
162 久保　弘樹 ｸﾎﾞ ﾋﾛｷ  2:23:31浜松市718

1600 原　孝治 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ  2:23:31愛知県719
758 飯久保　幸彦 ｲｲｸﾎﾞ ﾕｷﾋｺ  2:23:31愛知県720

3195 佐藤　克洋 ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾛ  2:23:50磐田市721
2796 鈴木　将浩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  2:23:57浜松市722
1467 花村　勝 ﾊﾅﾑﾗ ﾏｻﾙ  2:24:18藤枝市723
3013 浅野　晃司 ｱｻﾉ ｺｳｼﾞ  2:24:29岐阜県724
112 左近　聖光 ｻｺﾝ ｷﾖﾐﾂ  2:24:32愛知県725

1496 相馬　貴之 ｿｳﾏ ﾀｶﾕｷ  2:24:35浜松市726
3055 松田　光央 ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾂｵ  2:24:42静岡市727
2835 神谷　卓 ｶﾐﾔ ﾀｶｼ  2:24:44浜松市728
2793 ママック　イーデ ﾏﾏｯｸ ｲｰﾃﾞﾝ  2:24:45静岡市729
3641 伊藤　貴能 ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ  2:25:06浜松市730
2781 市川　賢一 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ  2:25:16東京都731
3363 藤咲　勇一 ﾌｼﾞｻｸ ﾕｳｲﾁ  2:25:29磐田市732
3329 町田　雄介 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ  2:25:30浜松市733
843 松尾　朋幸 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾕｷ  2:25:36神奈川県734

3214 佐藤　博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ  2:25:41磐田市735
2213 杉山　圭亮 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｽｹ  2:26:18神奈川県736
3531 細田　巧 ﾎｿﾀﾞ ﾀｸﾐ  2:26:20磐田市737
3532 松下　幸祐 ﾏﾂｼﾀ ｺｳｽｹ  2:26:21浜松市738
2993 森　健 ﾓﾘ ﾀｹｼ  2:26:42岐阜県739
2996 山添　秀樹 ﾔﾏｿﾞｴ ﾋﾃﾞｷ  2:26:50神奈川県740
2965 伊熊　譲 ｲｸﾏ ﾕｽﾞﾙ  2:26:51浜松市741
1908 水谷　哲也 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾃﾂﾔ  2:26:54愛知県742
2772 戸塚　芳純 ﾄﾂﾞｶ ﾖｼｽﾞﾐ  2:27:07磐田市743
2994 福島　教人 ﾌｸｼﾏ ﾉﾘﾋﾄ  2:27:21浜松市744
1803 村松　宏樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｷ  2:27:33磐田市745
3760 原田　整 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲ  2:27:38磐田市746
2583 原田　英和 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  2:28:04東京都747
3215 植村　良樹 ｳｴﾑﾗ ﾖｼｷ  2:28:18静岡市748
3505 磯部　務 ｲｿﾍﾞ ﾂﾄﾑ  2:28:32浜松市749
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3749 今村　博昭 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛｱｷ  2:28:37浜松市750
3786 渡邉　恒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ  2:28:42磐田市751
3823 山下　純毅 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ  2:28:44磐田市752
2001 萩野　智史 ﾊｷﾞﾉ ﾄﾓﾌﾐ  2:29:04愛知県753
1904 水谷　忠伸 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ  2:29:13岐阜県754
2202 中井　岳臣 ﾅｶｲ ﾀｹｵﾐ  2:29:14浜松市755
2768 溝口　裕介 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ  2:29:16浜松市756
1979 笠原　太一 ｶｻﾊﾗ ﾀｲﾁ  2:29:25浜松市757
2466 佐藤　哲太郎 ｻﾄｳ ﾃﾂﾀﾛｳ  2:29:28浜松市758
3192 大杉　昌弘 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ  2:29:50磐田市759
2082 鈴木　邦和 ｽｽﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ  2:30:07磐田市760
104 中山　公浩 ﾅｶﾔﾏ ｷﾐﾋﾛ  2:30:31掛川市761

2471 柏　宏之 ｶｼﾜ ﾋﾛﾕｷ  2:30:37東京都762
3698 辻　陽介 ﾂｼﾞ ﾖｳｽｹ  2:30:45磐田市763
2562 門脇　隆太 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｭｳﾀ  2:30:52宮城県764
3406 田島　雄一 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ  2:31:21愛知県765
3152 棒葉　晴彦 ｼﾝﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ  2:31:34掛川市766
2422 高橋　由晃 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ  2:31:52浜松市767
2527 薗田　寛章 ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  2:32:02東京都768
2518 青木　寛人 ｱｵｷ ﾋﾛﾄ  2:32:18磐田市769
3468 伊藤　智 ｲﾄｳ ｻﾄｼ  2:32:18愛知県770
2882 文俊　許 ﾌﾞﾝｼｭﾝ ｷｮ  2:32:38磐田市771
3573 馬渕　真吾 ﾏﾌﾞﾁ ｼﾝｺﾞ  2:32:40磐田市772
3785 牧野　直樹 ﾏｷﾉ ﾅｵｷ  2:33:41浜松市773
3523 細井　文彦 ﾎｿｲ ﾌﾐﾋｺ  2:33:50愛知県774
3095 寺田　光一郎 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ  2:33:54磐田市775
2844 栗田　和斉 ｸﾘﾀ ﾄﾓﾅﾘ  2:33:55浜松市776
1788 長　隆宏 ﾁｮｳ ﾀｶﾋﾛ  2:33:59島田市777
1561 内藤　史彦 ﾅｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ  2:36:09牧之原市778
2989 伊藤　卓司 ｲﾄｳ ﾀｸｼﾞ  2:36:11東京都779
3240 伊藤　良二 ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ  2:36:34神奈川県780
3189 竹山　大貴 ﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲｷ  2:36:56北海道781
3198 松木　伸親 ﾏﾂｷ ﾉﾌﾞﾁｶ  2:37:03磐田市782
1441 竹山　正人 ﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾄ  2:37:10磐田市783
2708 萱島　秀紀 ｶﾔｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ  2:37:17愛知県784
2100 竹田　篤史 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ  2:38:37静岡市785
2923 笠原　匡 ｶｻﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ  2:39:22浜松市786
2578 川畑　勝義 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾂﾖｼ  2:40:52愛知県787
2340 榎本　泰久 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽﾋｻ  2:41:31愛知県788
2666 永坂　好広 ﾅｶﾞｻｶ ﾖｼﾋﾛ  2:41:53愛知県789
3779 藤田　隼人 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ  2:42:20浜松市790
2909 影山　豪 ｶｹﾞﾔﾏ ｺﾞｳ  2:42:54静岡市791
2956 篠崎　靖之 ｼﾉｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ  2:43:41浜松市792
3757 進　文雄 ｼﾝ ﾌﾐｵ  2:44:02袋井市793
3741 北澤　陽介 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ  2:44:40袋井市794
3762 中嶋　秀樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ  2:46:58浜松市795
3340 村沢　功 ﾑﾗｻﾜ ｲｻｵ  2:46:59東京都796
2949 杉元　宏行 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  2:47:25愛知県797
3498 水谷　文彦 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾐﾋｺ  2:47:39浜松市798
3197 袴谷　玲二 ﾊｶﾏﾔ ﾚｲｼﾞ  2:48:40森町799
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2523 鈴木　健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ  2:49:08愛知県800
2588 藤本　憲 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾗ  2:49:20愛知県801
2051 東野　至圭夫 ﾋｶﾞｼﾉ ｼｹﾞｵ  2:49:46静岡市802
2986 山岸　厚史 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ  2:51:41静岡市803
2481 新垣　達也 ｱﾗｶｷ ﾀﾂﾔ  2:52:07浜松市804
2165 渡辺　知也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾅﾘ  2:52:33沼津市805
907 高田　雄介 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ  2:52:45掛川市806

3765 鬼頭　保昌 ｷﾄｳ ﾔｽﾖｼ  2:53:13愛知県807
2599 加藤　克也 ｶﾄｳ ｶﾂﾔ  2:53:23磐田市808
2913 韮沢　光映 ﾆﾗｻﾜ ﾐﾂｱｷ  2:53:26愛知県809
3518 佐原　啓史 ｻﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ  2:53:33湖西市810
3624 杉本　大地 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ  2:53:55静岡市811
110 中村　直人 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ  2:55:44愛知県812

2142 成田　貴志 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ  2:59:17愛知県813
3552 窪田　智之 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ  3:03:57富士市814
2510 哲也　尾崎 ﾃﾂﾔ ｵｻﾞｷ  3:10:12大阪府815
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8 中野　哲也 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾔ  1:11:48愛知県1

33 星崎　隆 ﾎｼｻﾞｷ ﾀｶｼ  1:16:16神奈川県2
56 染葉　司 ｿﾒﾊ ﾂｶｻ  1:17:44袋井市3
28 一尺八寸　昇 ｶﾏﾂﾞｶ ﾉﾎﾞﾙ  1:18:36富士宮市4
66 辻村　貴之 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀｶﾕｷ  1:18:48浜松市5
63 河上　力哉 ｶﾜｶﾐ ﾘｷﾔ  1:19:51三島市6
75 稲垣　利光 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼﾐﾂ  1:20:26袋井市7
74 岡村　正憲 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ  1:20:33掛川市8

269 小野寺　環 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾏｷ  1:20:47東京都9
136 豊田　武馬 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｹﾏ  1:20:58神奈川県10
78 寺元　丈司 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｹｼ  1:21:01愛知県11

242 藤田　丈 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｮｳ  1:21:14吉田町12
22 宮崎　喜久男 ﾐﾔｻﾞｷ ｷｸｵ  1:21:20愛知県13
80 松井　啓 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ  1:21:53磐田市14
95 勝又　史博 ｶﾂﾏﾀ ﾌﾐﾋﾛ  1:22:00富士市15

445 太田　秀樹 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ  1:23:00磐田市16
46 杉浦　彰彦 ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾋｺ  1:23:07愛知県17

1674 浦町　和則 ｳﾗﾏﾁ ｶｽﾞﾉﾘ  1:23:12愛知県18
165 川井　延浩 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:23:24磐田市19
42 松浦　久志 ﾏﾂｳﾗ ﾋｻｼ  1:23:36神奈川県20

155 小川　実 ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ  1:23:48静岡市21
121 芦川　茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ  1:23:48神奈川県22
298 中村　佳史 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ  1:23:55掛川市23
151 福見　大地 ﾌｸﾐ ﾀﾞｲﾁ  1:24:09浜松市24
161 金子　誠 ｶﾈｺ ﾏｺﾄ  1:24:45東京都25
99 山内　勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ  1:24:58藤枝市26

186 鈴木　岳 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ  1:25:03藤枝市27
111 伊藤　文 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ  1:25:09愛知県28
157 石野　剛 ｲｼﾉ ﾀｶｼ  1:25:10掛川市29
230 佐藤　史人 ｻﾄｳ ﾌﾐﾄ  1:25:27袋井市30
383 高橋　歩 ﾀｶﾊｼ ｱﾕﾐ  1:25:28浜松市31
465 市川　仁史 ｲﾁｶﾜ ﾋﾄｼ  1:25:47愛知県32

1 松苗　明 ﾏﾂﾅｴ ｱｷﾗ  1:25:49磐田市33
184 安藤　義人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ  1:26:02愛知県34
299 片桐　裕之 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛﾕｷ  1:26:25浜松市35
169 坂本　寿 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ  1:26:31浜松市36
234 長谷川　克弘 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ  1:26:34掛川市37
175 小田木　敏 ｵﾀﾞｷﾞ ｻﾄｼ  1:26:40浜松市38
139 大出　泰久 ｵｵﾃﾞ ﾔｽﾋｻ  1:26:43静岡市39
210 森本　栄一 ﾓﾘﾓﾄ ｴｲｲﾁ  1:26:47愛知県40
86 笠井　慎一 ｶｻｲ ｼﾝｲﾁ  1:26:50島田市41

374 西川　勇次 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ  1:27:16愛知県42
228 若狭　隆彦 ﾜｶｻ ﾀｶﾋｺ  1:27:41京都府43
461 殿岡　正美 ﾄﾉｵｶ ﾏｻﾐ  1:27:58磐田市44
428 井上　直志 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ  1:28:10愛知県45
440 齋藤　慎也 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ  1:28:16浜松市46
362 神村　昌利 ｶﾐﾑﾗ ﾏｻﾄｼ  1:28:28浜松市47
447 安藤　幸徳 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾉﾘ  1:28:32浜松市48
197 利根川　賢 ﾄﾈｶﾞﾜ ｹﾝ  1:28:35愛知県49
282 土屋　一 ﾂﾁﾔ ﾊｼﾞﾒ  1:28:43磐田市50
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360 平野　朗 ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ  1:28:51浜松市51
70 袴田　正巳 ﾊｶﾏﾀ ﾏｻﾐ  1:28:51浜松市52

439 末廣　秀行 ｽｴﾋﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:29:01愛知県53
256 百鬼　賢一郎 ﾅｷﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:29:02磐田市54
347 山本　隆士 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ  1:29:04磐田市55
58 大木　克彦 ｵｵｷﾞ ｶﾂﾋｺ  1:29:05愛知県56

301 中津川　智 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｻﾄﾙ  1:29:07浜松市57
205 袴田　健二 ﾊｶﾏﾀ ｹﾝｼﾞ  1:29:15浜松市58
497 高橋　昌博 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ  1:29:17浜松市59
173 鈴木　貴雄 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ  1:29:33浜松市60
215 鈴木　勝則 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ  1:29:34磐田市61
208 川嶋　英嗣 ｶﾜｼﾏ ｴｲｼﾞ  1:29:35静岡市62
255 鈴木　栄 ｽｽﾞｷ ｻｶｴ  1:29:36島田市63
236 金子　哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ  1:29:37磐田市64
332 野末　誠示 ﾉｽﾞｴ ｾｲｼﾞ  1:29:39浜松市65
382 村木　剛 ﾑﾗｷ ｺﾞｳ  1:29:41浜松市66
94 会本　信秀 ｴﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ  1:29:41浜松市67

798 櫻井　一郎 ｻｸﾗｲ ｲﾁﾛｳ  1:29:45浜松市68
276 太田　守 ｵｵﾀ ﾏﾓﾙ  1:30:06浜松市69
509 田中　健一郎 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:30:37吉田町70
565 島津　達也 ｼﾏﾂﾞ ﾀﾂﾔ  1:30:39浜松市71
185 西山　新吾 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ  1:30:48浜松市72
487 市原　貢 ｲﾁﾊﾗ ﾐﾂｸﾞ  1:30:48愛知県73
452 三浦　正樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ  1:30:50愛知県74
577 松永　忠彦 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ  1:30:53藤枝市75
281 嶋村　立城 ｼﾏﾑﾗ ﾀﾃｷ  1:30:56静岡市76
243 川原　啓輔 ｶﾜﾊﾗ ｹｲｽｹ  1:30:58愛知県77
856 佐野　博康 ｻﾉ ﾋﾛﾔｽ  1:31:01愛知県78
532 髙村　昌克 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶﾂ  1:31:07磐田市79
630 平田　光弘 ﾋﾗﾀ ﾐﾂﾋﾛ  1:31:08静岡市80
441 杉崎　晴之 ｽｷﾞｻﾞｷ ﾊﾙﾕｷ  1:31:15神奈川県81
505 石川　一幸 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ  1:31:21島田市82
431 永井　行雄 ﾅｶﾞｲ ﾕｷｵ  1:31:25愛知県83
553 吉山　久 ﾖｼﾔﾏ ﾋｻｼ  1:31:32浜松市84
451 澤田　涼 ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳ  1:31:33静岡市85

3232 氏原　祐一 ｳｼﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ  1:31:37浜松市86
442 児玉　知晃 ｺﾀﾞﾏ ﾄﾓｱｷ  1:31:38掛川市87
740 横山　進 ﾖｺﾔﾏ ｽｽﾑ  1:31:45愛知県88
405 望月　毅 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾖｼ  1:31:46静岡市89
419 河本　大輔 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ  1:31:57吉田町90
529 大池　栄弥 ｵｵｲｹ ﾋﾃﾞﾔ  1:32:02浜松市91
414 久米　秀幸 ｸﾒ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:32:09浜松市92
462 清水　正 ｼﾐｽﾞ ﾀﾀﾞｼ  1:32:12御前崎市93
691 白井　勝 ｼﾗｲ ﾏｻﾙ  1:32:16浜松市94
569 安間　久 ｱﾝﾏ ﾋｻｼ  1:33:22掛川市95
231 佐野　郁生 ｻﾉ ｲｸｵ  1:33:28富士宮市96
885 笠井　修 ｶｻｲ ｵｻﾑ  1:33:45愛知県97
232 横井　利夫 ﾖｺｲ ﾄｼｵ  1:33:45静岡市98
895 丸山　康晴 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾊﾙ  1:33:49神奈川県99
647 島田　直樹 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ  1:33:50静岡市100
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216 高橋　謙二郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ  1:33:51袋井市101
601 奥村　敦 ｵｸﾑﾗ ｱﾂｼ  1:34:02三重県102

3557 竹内　俊仁 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｼﾞ  1:34:12浜松市103
873 鹿毛　昭弘 ｶｹﾞ ｱｷﾋﾛ  1:34:15浜松市104
302 千田　浩規 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ  1:34:20静岡市105
453 伊藤　文雄 ｲﾄｳ ﾌﾐｵ  1:34:20愛知県106
785 石山　盛浩 ｲｼﾔﾏ ｼｹﾞﾋﾛ  1:34:31磐田市107
201 倉本　孝司 ｸﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ  1:34:34浜松市108
171 杉本　一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ  1:34:34焼津市109
587 鈴木　規高 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾀｶ  1:34:45掛川市110
485 光枝　英俊 ﾐﾂｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  1:34:48愛知県111
514 榊原　信吾 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｼﾝｺﾞ  1:34:49愛知県112
614 内藤　佳典 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ  1:34:51浜松市113
170 加藤　昌行 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ  1:34:53磐田市114
912 川本　康博 ｶﾜﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ  1:34:55愛知県115
93 今泉　貴善 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶﾖｼ  1:34:56菊川市116

915 新田　晃久 ﾆｯﾀ ｱｷﾋｻ  1:34:59石川県117
1804 清水　学 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾌﾞ  1:35:02浜松市118
821 岡崎　勉 ｵｶｻﾞｷ ﾂﾄﾑ  1:35:05愛知県119

3109 石丸　剛 ｲｼﾏﾙ ﾂﾖｼ  1:35:12磐田市120
491 岡田　知幸 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  1:35:25浜松市121
219 小林　友就 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾅﾘ  1:35:26浜松市122
459 松浦　徹 ﾏﾂｳﾗ ﾄｵﾙ  1:35:30磐田市123
304 坂元　隆文 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ  1:35:47浜松市124
542 久米　英総 ｸﾒ ﾋﾃﾞﾌｻ  1:35:47愛知県125
578 米澤　悟 ﾖﾈｻﾞﾜ ｻﾄﾙ  1:35:50浜松市126
235 原田　智好 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ  1:35:59袋井市127
98 津田　春次 ﾂﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ  1:36:03愛知県128

252 横井　俊彦 ﾖｺｲ ﾄｼﾋｺ  1:36:04浜松市129
506 川口　宏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ  1:36:11浜松市130
346 大橋　弘佳 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾖｼ  1:36:20磐田市131
327 鈴木　正昭 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ  1:36:35掛川市132
263 佐古　健二郎 ｻｺ ｹﾝｼﾞﾛｳ  1:36:36磐田市133
546 今村　和伸 ｲﾏﾑﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ  1:36:37愛知県134

1430 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ  1:36:38磐田市135
1053 木村　哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ  1:36:41磐田市136
1238 吉岡　靖二 ﾖｼｵｶ ｾｲｼﾞ  1:36:44富士宮市137
524 須田　康 ｽﾀﾞ ﾔｽｼ  1:36:53愛知県138
739 山本　芳伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:36:54三重県139
336 高土　勝和 ﾀｶﾄﾞ ﾏｻｶｽﾞ  1:37:01焼津市140

3385 池田　司 ｲｹﾀﾞ ﾂｶｻ  1:37:03島田市141
14 笠原　千裕 ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  1:37:04愛知県142

609 山崎　將典 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ  1:37:16静岡市143
539 森下　光浩 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾂﾋﾛ  1:37:20静岡市144

1532 田中　蔦弥 ﾀﾅｶ ﾂﾀﾔ  1:37:22裾野市145
466 島田　正和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ  1:37:30浜松市146
589 佐野　明正 ｻﾉ ｱｷﾏｻ  1:37:32愛知県147
560 藤盛　清克 ﾌｼﾞﾓﾘ ｷﾖｶﾂ  1:37:34浜松市148
832 西川　由明 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ  1:37:36浜松市149
660 平野　康洋 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾋﾛ  1:37:38愛知県150

Print : 2012/11/28 23:07:07 29 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

ハーフ男子４０～４９歳
1328 佐藤　徹也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ  1:37:39浜松市151
1130 那須　健一 ﾅｽ ｹﾝｲﾁ  1:37:41千葉県152
1101 杉浦　靖史 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾌﾐ  1:37:43愛知県153
1097 雨宮　敬 ｱﾒﾐﾔ ﾀｶｼ  1:37:45愛知県154
929 丸山　照之 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙﾕｷ  1:37:53藤枝市155
424 荒川　正人 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾄ  1:37:54藤枝市156

3646 米山　和彦 ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ  1:37:54袋井市157
370 淺羽　淳 ｱｻﾊﾞ ｼﾞｭﾝ  1:38:06菊川市158
672 福田　善史 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ  1:38:10愛知県159

1585 高場　由則 ﾀｶﾊﾞ ﾖｼﾉﾘ  1:38:11東京都160
1491 栗田　裕之 ｸﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ  1:38:17東京都161
675 宇井　啓修 ｳｲ ｱｷﾉﾌﾞ  1:38:20磐田市162
768 水上　雅洋 ﾐｽﾞｶﾐ ﾏｻﾋﾛ  1:38:21磐田市163
761 坪井　知司 ﾂﾎﾞｲ ｻﾄｼ  1:38:24浜松市164
747 税所　一也 ｻｲｼｮ ｶｽﾞﾔ  1:38:26愛知県165
272 土谷　敏明 ﾂﾁﾔ ﾄｼｱｷ  1:38:28浜松市166
264 三輪　友也 ﾐﾜ ﾄﾓﾔ  1:38:41藤枝市167
797 杉山　治樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ  1:38:43袋井市168
864 岡本　和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ  1:38:58愛知県169

1583 藁科　禎久 ﾜﾗｼﾅ ﾖｼﾋｻ  1:39:05浜松市170
426 飯島　拓哉 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾔ  1:39:08静岡市171

1622 青木　貴志 ｱｵｷ ﾀｶｼ  1:39:09掛川市172
642 石上　剛 ｲｼｶﾞﾐ ﾂﾖｼ  1:39:09掛川市173

1359 渡部　和弥 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ  1:39:11掛川市174
676 片岡　寛 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ  1:39:13愛知県175
745 谷野　聡 ﾔﾉ ｻﾄｼ  1:39:18浜松市176
840 谷本　晃一 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｲﾁ  1:39:22静岡市177
985 伊藤　俊樹 ｲﾄｳ ﾄｼｷ  1:39:24東京都178
450 大坪　正史 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｻﾌﾐ  1:39:26浜松市179
774 赤平　康之 ｱｶﾋﾗ ﾔｽﾕｷ  1:39:26浜松市180
700 小林　孝誌 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ  1:39:27浜松市181
109 小澤　睦司 ｵｻﾞﾜ ﾑﾂｼ  1:39:28磐田市182
699 小松　賢二 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ  1:39:30磐田市183
698 小山　寛 ｺﾔﾏ ｶﾝ  1:39:37東京都184

1040 前田　卓也 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ  1:39:39神奈川県185
3017 安達　和正 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ  1:39:47藤枝市186
702 菅　亮一 ｽｶﾞ ﾘｮｳｲﾁ  1:39:58清水町187
377 内山　雅文 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ  1:40:00浜松市188
407 河口　祐二 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ  1:40:08岐阜県189
868 手井　洋 ﾃｲ ﾋﾛｼ  1:40:09愛知県190
779 竹田　祐一 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ  1:40:24磐田市191
755 佐々木　一朗 ｻｻｷ ｲﾁﾛｳ  1:40:26焼津市192

2193 上野　剛 ｳｴﾉ ﾂﾖｼ  1:40:30磐田市193
572 中尾　淳 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ  1:40:30静岡市194
274 川村　英二 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ  1:40:37富士市195
723 鈴木　稔幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  1:40:40愛知県196
780 寺井　正一 ﾃﾗｲ ｼｮｳｲﾁ  1:40:45浜松市197
513 大城　哲治 ｵｵｼﾛ ﾃﾂｼﾞ  1:40:59浜松市198
655 渡邉　佳哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ  1:41:06島田市199
685 柳原　寿之 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾕｷ  1:41:06吉田町200
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1091 吉田　明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  1:41:06愛知県201
1116 桃山　利広 ﾓﾓﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ  1:41:06静岡市202
3587 坪井　俊樹 ﾂﾎﾞｲ ﾄｼｷ  1:41:13愛知県203
227 近藤　修司 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ  1:41:14愛知県204
957 飯田　武佳 ｲｲﾀﾞ ﾀｹﾖｼ  1:41:20湖西市205
769 大橋　勝治 ｵｵﾊｼ ｶﾂｼﾞ  1:41:23磐田市206

1019 松永　一孝 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶﾂﾞﾀｶ  1:41:24島田市207
1072 大村　博 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｼ  1:41:26静岡市208
1020 塚本　博 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:41:29神奈川県209
765 高岡　昌義 ﾀｶｵｶ ﾏｻﾖｼ  1:41:30藤枝市210
352 大脇　弘憲 ｵｵﾜｷ ﾋﾛﾉﾘ  1:41:32裾野市211

1196 三宮　宏之 ｻﾝｸﾞｳ ﾋﾛﾕｷ  1:41:38磐田市212
1378 一杉　英樹 ﾋﾄｽｷﾞ ﾋﾃﾞｷ  1:41:44沼津市213
1148 小幡　敏也 ｵﾊﾞﾀ ﾄｼﾔ  1:41:51三島市214
369 小倉　達弘 ｵｸﾞﾗ ﾀﾂﾋﾛ  1:41:52浜松市215
813 河合　孝 ｶﾜｲ ﾀｶｼ  1:41:55磐田市216
484 樫本　栄司 ｶｼﾓﾄ ｴｲｼﾞ  1:41:56藤枝市217

1586 神谷　孝広 ｶﾐﾔ ﾀｶﾋﾛ  1:41:56浜松市218
488 松下　雅浩 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾋﾛ  1:42:05愛知県219
976 岩谷　広隆 ｲﾜﾀﾆ ﾋﾛﾀｶ  1:42:06浜松市220
411 白石　稔 ｼﾗｲｼ ﾐﾉﾙ  1:42:11愛知県221
563 鈴木　光男 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｵ  1:42:14長泉町222
878 関野　智範 ｾｷﾉ ﾄﾓﾉﾘ  1:42:18愛知県223

1240 野中　元雄 ﾉﾅｶ ﾓﾄｵ  1:42:32浜松市224
943 天野　毅 ｱﾏﾉ ﾀｹｼ  1:42:38愛知県225

3112 山野邊　秀明 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:42:42磐田市226
972 唐木　利明 ｶﾗｷ ﾄｼｱｷ  1:42:42浜松市227
937 岩城　賢 ｲﾜｷ ｹﾝ  1:42:47浜松市228
358 菅沼　久和 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋｻｶｽﾞ  1:42:47浜松市229

1076 大石　延正 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞﾏｻ  1:42:51伊豆の国市230
1295 吉川　浩 ｷｯｶﾜ ﾋﾛｼ  1:42:53袋井市231
748 袴田　竜久 ﾊｶﾏﾀ ﾀﾂﾋｻ  1:43:06牧之原市232
677 山村　健 ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝ  1:43:06浜松市233
863 小倉　俊介 ｵｸﾞﾗ ｼｭﾝｽｹ  1:43:06愛知県234

1465 小澤　謙 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ  1:43:08神奈川県235
3502 鈴木　昭彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ  1:43:11浜松市236
1609 成瀬　常記 ﾅﾙｾ ﾂﾈｷ  1:43:16磐田市237
1023 小笠原　与己 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾐ  1:43:33掛川市238
607 坪井　孝達 ﾂﾎﾞｲ ｺｳﾀﾂ  1:43:33浜松市239
959 白尾谷　武彦 ｼﾗｵﾔ ﾀｹﾋｺ  1:43:34磐田市240

3160 田代　康雄 ﾀｼﾛ ﾔｽｵ  1:43:35袋井市241
517 深村　英明 ﾌｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ  1:43:36浜松市242
875 野々山　学 ﾉﾉﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ  1:43:37愛知県243

1289 北村　淳 ｷﾀﾑﾗ ｱﾂｼ  1:43:42磐田市244
1655 伊藤　勝裕 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ  1:43:43菊川市245
3727 伊藤　孝昭 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ  1:43:44浜松市246
1004 黒柳　克巳 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾐ  1:43:45島田市247
695 上村　房男 ｶﾐﾑﾗ ﾌｻｵ  1:43:47浜松市248

1158 佐藤　工 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ  1:43:49藤枝市249
1343 山本　訓之 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ  1:43:50藤枝市250
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460 伊藤　寛伸 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:43:52静岡市251
525 三原　賢次 ﾐﾊﾗ ｹﾝｼﾞ  1:44:01浜松市252
520 山野　一朗 ﾔﾏﾉ ｲﾁﾛｳ  1:44:05浜松市253
446 戸田　正弘 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:44:07静岡市254

1315 山田　博志 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ  1:44:12富山県255
1104 山本　節司 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾂｼﾞ  1:44:14愛知県256
120 小林　勇人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ  1:44:27静岡市257
503 鈴木　道崇 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾀｶ  1:44:35浜松市258
674 谷川　博紀 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ  1:44:37磐田市259

1015 宅見　敬一 ﾀｸﾐ ｹｲｲﾁ  1:44:40愛知県260
888 高田　正美 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾐ  1:44:42伊豆の国市261
845 三浦　晃裕 ﾐｳﾗ ｱｷﾋﾛ  1:44:43愛知県262
792 岡本　広巳 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ  1:44:43浜松市263
865 茶谷　富士雄 ﾁｬﾔ ﾌｼﾞｵ  1:44:45浜松市264

1209 横山　竜士 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ  1:44:49磐田市265
270 戸島　洋 ﾄｼﾞﾏ ﾋﾛｼ  1:44:51愛知県266

1081 滝山　英紀 ﾀｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ  1:44:51島田市267
1291 山崎　正義 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ  1:45:02愛知県268
709 水谷　篤史 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｼ  1:45:02浜松市269

1093 松下　久登 ﾏﾂｼﾀ ﾋｻﾄ  1:45:02袋井市270
1481 宮下　和郎 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾛｳ  1:45:07静岡市271
1028 松村　昌広 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ  1:45:08袋井市272
361 宮本　昌俊 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾄｼ  1:45:10磐田市273
940 沼田　充晃 ﾇﾏﾀ ﾐﾁｱｷ  1:45:12湖西市274

1720 一藤木　亨 ｲｯﾄｳｷﾞ ｱｷﾗ  1:45:15静岡市275
1453 藤田　佳人 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋﾄ  1:45:16浜松市276
1353 佐藤　政敏 ｻﾄｳ ﾏｻﾄｼ  1:45:22三島市277
827 鈴木　清和 ｽｽﾞｷ ｷﾖｶｽﾞ  1:45:24磐田市278

1826 前田　哲也 ﾏｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ  1:45:33愛知県279
1034 天野　孝 ｱﾏﾉ ﾀｶｼ  1:45:34浜松市280
643 由比藤　俊 ﾕｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ  1:45:35静岡市281

1553 小川　健一 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ  1:45:39愛知県282
116 廣瀬　直樹 ﾋﾛｾ ﾅｵｷ  1:45:40京都府283
209 鈴木　貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ  1:45:45愛知県284

1571 浜野　寛 ﾊﾏﾉ ﾋﾛｼ  1:45:47浜松市285
2597 菊田　光昭 ｷｸﾀ ﾐﾂｱｷ  1:45:49静岡市286
1376 藤田　哲 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ  1:45:49静岡市287
893 篠田　晃宏 ｼﾉﾀﾞ ﾃﾙﾋﾛ  1:45:52愛知県288

1406 田中　和夫 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ  1:45:54焼津市289
2761 新貝　哲夫 ｼﾝｶﾞｲ ﾃﾂｵ  1:45:55掛川市290
837 水野　一彦 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾋｺ  1:46:03浜松市291

1121 加藤　正人 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾄ  1:46:04浜松市292
927 三宅　聡紀 ﾐﾔｹ ﾄｼｷ  1:46:08三重県293
737 角張　信広 ｶｸﾊﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:46:19藤枝市294

2414 中西　敦 ﾅｶﾆｼ ｱﾂｼ  1:46:23静岡市295
1877 原田　修一 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ  1:46:31浜松市296
1009 小澤　茂雄 ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ  1:46:31掛川市297
696 松下　敦也 ﾏﾂｼﾀ ｱﾂﾔ  1:46:34和歌山県298
496 神谷　新吾 ｶﾐﾔ ｼﾝｺﾞ  1:46:37愛知県299

1347 村田　幸紀 ﾑﾗﾀ ｺｳｷ  1:46:38浜松市300
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598 望月　廣行 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾕｷ  1:46:41静岡市301

1193 塩澤　明久 ｼｵｻﾞﾜ ｱｷﾋｻ  1:46:44静岡市302
2039 柳原　勝 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾙ  1:46:49島田市303
1403 玉川　徹 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｵﾙ  1:46:52埼玉県304
1082 森下　一 ﾓﾘｼﾀ ﾊｼﾞﾒ  1:46:58浜松市305
2024 藤田　和久 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ  1:47:10浜松市306
640 畔柳　明 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｱｷﾗ  1:47:10愛知県307

1521 岩辺　広伸 ｲﾜﾅﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:47:11牧之原市308
772 一ノ宮　俊人 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾄｼﾋﾄ  1:47:14静岡市309

1261 荒川　直久 ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾋｻ  1:47:18浜松市310
947 伊藤　治人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ  1:47:19浜松市311
284 原田　健一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:47:22浜松市312

1309 勝野　充生 ｶﾂﾉ ﾐﾂｵ  1:47:23浜松市313
883 高橋　徳次 ﾀｶﾊｼ ﾄｸｼﾞ  1:47:24掛川市314

1095 町田　弘幸 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:47:26浜松市315
1607 秋田　剛史 ｱｷﾀ ﾀｹﾌﾐ  1:47:27静岡市316
163 鈴木　正文 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ  1:47:29磐田市317

1492 辻　俊司 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｼﾞ  1:47:30愛知県318
1059 谷口　成泰 ﾔｸﾞﾁ ﾅﾘﾔｽ  1:47:36浜松市319
340 小杉　和英 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ  1:47:39浜松市320

1476 手塚　真一 ﾃﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ  1:47:41浜松市321
617 鈴木　一億 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔｽ  1:47:46磐田市322

3231 鈴木　則幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ  1:47:52東京都323
373 市川　典男 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｵ  1:47:54浜松市324
316 鈴木　文彦 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋｺ  1:47:56浜松市325

2209 矢部　貴士 ﾔﾍﾞ ﾀｶｼ  1:47:56埼玉県326
1618 上杉　寛 ｳｴｽｷﾞ ﾋﾛｼ  1:47:57浜松市327
616 岩崎　竜一 ｲﾜｻｷ ﾘｭｳｲﾁ  1:47:59清水町328

2947 松本　功 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ  1:48:00浜松市329
183 木下　聡 ｷﾉｼﾀ ｻﾄｼ  1:48:05山梨県330

1719 砂子澤　毅 ｲｻｺｻﾞﾜ ﾀｹｼ  1:48:09函南町331
454 吉永　紀倫 ﾖｼﾅｶﾞ ﾄｼﾐﾁ  1:48:14山梨県332

1108 白井　宏忠 ｼﾗｲ ﾋﾛﾀﾀﾞ  1:48:17湖西市333
1460 熊谷　正史 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾌﾐ  1:48:18浜松市334
1084 新美　達也 ﾆｲﾐ ﾀﾂﾔ  1:48:19愛知県335
958 高塚　直彦 ﾀｶﾂｶ ﾅｵﾋｺ  1:48:26浜松市336

3865 下山　賢一 ｼﾓﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  1:48:29337
3120 鈴木　克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ  1:48:30磐田市338
368 漆畑　寿信 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾋｻﾉﾌﾞ  1:48:41静岡市339

1234 松本　晴彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ  1:48:41浜松市340
3836 鈴木　貴義 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ  1:48:44磐田市341
1021 佐藤　尚士 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  1:48:47愛知県342
908 野溝　健史 ﾉﾐｿﾞ ﾀｹｼ  1:48:53愛知県343

1150 杉浦　久幸 ｽｷﾞｳﾗ ﾋｻﾕｷ  1:48:54静岡市344
2329 渡辺　康史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ  1:49:04静岡市345
1456 寺田　篤史 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ  1:49:11磐田市346
1293 川添　健太郎 ｶﾜｿﾞｴ ｹﾝﾀﾛｳ  1:49:14磐田市347
3489 尾崎　雅彦 ｵｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ  1:49:15浜松市348
1096 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ  1:49:25湖西市349
762 森山　将行 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾕｷ  1:49:26愛知県350
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1106 渥美　直久 ｱﾂﾐ ﾅｵﾋｻ  1:49:26浜松市351
545 畑中　康正 ﾊﾀﾅｶ ﾔｽﾏｻ  1:49:29浜松市352

1775 小林　健一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ  1:49:29神奈川県353
2727 清水　剛 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ  1:49:30静岡市354
576 植村　寿史 ｳｴﾑﾗ ﾋｻｼ  1:49:30浜松市355

1528 永井　豊三 ﾅｶﾞｲ ﾄﾖｿﾞｳ  1:49:34愛知県356
3712 藤原　誠二郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｾｲｼﾞﾛｳ  1:49:36島田市357
1921 袴田　裕之 ﾊｶﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ  1:49:37浜松市358
3079 窪野　弘行 ｸﾎﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ  1:49:42袋井市359
308 カンポス　ジョゼ　 ｶﾝﾎﾟｽ ｼﾞｮｾﾞ ﾌﾚ  1:49:44掛川市360

1146 黒岩　納言 ｸﾛｲﾜ ﾅｺﾄ  1:49:44藤枝市361
1944 今泉　仁志 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ  1:49:46浜松市362
3167 森田　健二 ﾓﾘﾀ ｹﾝｼﾞ  1:49:47静岡市363
1513 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ  1:49:51愛知県364
356 志津　直行 ｼﾂﾞ ﾅｵﾕｷ  1:49:52愛知県365
430 渡邊　一史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ  1:49:55山梨県366

3258 織田　敦 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ  1:50:01磐田市367
1831 曽根　雪彦 ｿﾈ ﾕｷﾋｺ  1:50:02浜松市368
1670 沢崎　晴紀 ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾙｷ  1:50:03菊川市369
1041 田中　栄治 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ  1:50:04岐阜県370
1272 出口　正悟 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ  1:50:06磐田市371
1140 秋山　智之 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ  1:50:09愛知県372
1372 杉山　雅彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾋｺ  1:50:09磐田市373
1408 高杉　俊樹 ﾀｶｽｷﾞ ﾄｼｷ  1:50:11浜松市374
926 荒木　健治 ｱﾗｷ ｹﾝｼﾞ  1:50:11浜松市375

2715 佐藤　修一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ  1:50:11東京都376
993 川出　大悟 ｶﾜﾃﾞ ﾀﾞｲｺﾞ  1:50:13愛知県377
294 本庄　良光 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾖｼﾐﾂ  1:50:18東京都378

1680 大杉　晃正 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾏｻ  1:50:22磐田市379
1079 山中　秀人 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄ  1:50:31浜松市380
1380 松本　和之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ  1:50:38浜松市381
1385 大村　直美 ｵｵﾑﾗ ﾅｵﾐ  1:50:39千葉県382
952 山下　竜生 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂｷ  1:50:39浜松市383

1279 提坂　幸夫 ｻｹﾞｻｶ ﾕｷｵ  1:50:46神奈川県384
3754 松井　永幸 ﾏﾂｲ ﾋｻﾕｷ  1:50:48磐田市385
1159 戸塚　博文 ﾄﾂｶ ﾋﾛﾌﾐ  1:50:53袋井市386
2070 本多　剛 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾖｼ  1:50:54千葉県387
1363 松田　修一 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ  1:50:55湖西市388
3217 藤田　鉱治 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ  1:50:55磐田市389
861 齋藤　成輝 ｻｲﾄｳ ﾅﾙｷ  1:50:58浜松市390

1657 鈴木　元康 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾔｽ  1:51:10浜松市391
432 内山　静也 ｳﾁﾔﾏ ｼｽﾞﾔ  1:51:14浜松市392

1381 土屋　真人 ﾂﾁﾔ ﾏｺﾄ  1:51:19伊豆の国市393
3597 稲吉　博章 ｲﾅﾖｼ ﾋﾛｱｷ  1:51:23湖西市394
2995 浅原　賢治 ｱｻﾊﾗ ｹﾝｼﾞ  1:51:25掛川市395
3159 大島　幹夫 ｵｵｼﾏ ﾐｷｵ  1:51:36愛知県396
1681 岩野　信吾 ｲﾜﾉ ｼﾝｺﾞ  1:51:42愛知県397
3254 若生　和弘 ﾜｶｲｷ ｶｽﾞﾋﾛ  1:51:43浜松市398
2129 鈴木　正之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ  1:51:48愛知県399
3668 松永　郁 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｵﾙ  1:51:49浜松市400
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1200 上田　邦昭 ｳｴﾀﾞ ｸﾆｱｷ  1:51:50愛知県401
1411 飯島　浩也 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾔ  1:52:01藤枝市402
1129 佐藤　達浩 ｻﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ  1:52:01焼津市403
1581 瀧　勝明 ﾀｷ ｶﾂｱｷ  1:52:07静岡市404
2428 細田　康之 ﾎｿﾀﾞ ﾔｽﾕｷ  1:52:07浜松市405
1401 山口　隆志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ  1:52:08東京都406
3850 黒石　清 ｸﾛｲｼ ｷﾖｼ  1:52:08静岡市407

29 二瓶　貴志 ﾆﾍｲ ﾀｶｼ  1:52:09浜松市408
1468 三輪　泰祐 ﾐﾜ ﾔｽﾋﾛ  1:52:13島田市409
1092 絹村　信幸 ｷﾇﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:52:15吉田町410
2273 佐藤　玲司 ｻﾄｳ ﾚｲｼﾞ  1:52:17浜松市411
1006 竹本　純一 ﾀｹﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:52:20浜松市412
1601 佐藤　隆広 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  1:52:20愛知県413
1462 立花　昭浩 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷﾋﾛ  1:52:21静岡市414
3561 山崎　智弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ  1:52:23浜松市415
3706 鈴木　弘之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ  1:52:24磐田市416
1428 外山　雅文 ﾄﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ  1:52:24浜松市417
1899 野口　周一 ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ  1:52:29埼玉県418
1264 津田　弘幸 ﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:52:31愛知県419
1392 野口　雅光 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾂ  1:52:34浜松市420
1304 井村　圭 ｲﾑﾗ ｷﾖｼ  1:52:41埼玉県421
2839 権蛇　浩由 ｺﾞﾝｼﾞｬ ﾋﾛﾖｼ  1:52:42静岡市422
2384 佐々木　孝昌 ｻｻｷ ﾀｶﾖｼ  1:52:44湖西市423
1271 伊藤　雄彦 ｲﾄｳ ﾀｹﾋｺ  1:52:53浜松市424
2135 相地　究三 ｱｲﾁ ｷｭｳｿﾞｳ  1:52:56掛川市425
3735 水野　祐二 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ  1:52:57磐田市426
2014 加藤　美和 ｶﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ  1:52:59静岡市427
2373 小松　秀樹 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ  1:53:09埼玉県428
3113 大川原　弘剛 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾛﾀｹ  1:53:10静岡市429
1180 安原　善光 ﾔｽﾊﾗ ﾖｼﾐﾂ  1:53:10岐阜県430
2436 三木　一敏 ﾐｷ ｶｽﾞﾄｼ  1:53:11愛知県431
2257 鈴木　直之 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾕｷ  1:53:12磐田市432
3455 西岡　一晃 ﾆｼｵｶ ｶｽﾞｱｷ  1:53:12森町433
3248 萩原　隆行 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ  1:53:13浜松市434
1126 野島　修 ﾉｼﾞﾏ ｵｻﾑ  1:53:14浜松市435
1649 吉田　武之輔 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾉｽｹ  1:53:20愛知県436
637 加藤　幸司 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ  1:53:24浜松市437

1562 高原　祥行 ﾀｶﾊﾗ ﾖｼﾕｷ  1:53:32掛川市438
3148 池谷　得維 ｲｹｶﾞﾔ ﾔｽｼｹﾞ  1:53:44浜松市439
913 荒松　政男 ｱﾗﾏﾂ ﾏｻｵ  1:53:45岐阜県440

1654 長野　孝昭 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｱｷ  1:53:48北海道441
803 一木　茂樹 ｲﾂｷ ｼｹﾞｷ  1:53:49磐田市442
852 白石　良貴 ｼﾗｲｼ ﾖｼﾀｶ  1:53:49牧之原市443
415 松島　吉宏 ﾏﾂｼﾏ ﾖｼﾋﾛ  1:53:51浜松市444
805 三上　高典 ﾐｶﾐ ﾀｶﾉﾘ  1:53:55磐田市445

1800 竹本　環 ﾀｹﾓﾄ ﾀﾏｷ  1:54:03愛知県446
1103 加茂　寿晃 ｶﾓ ﾄｼｱｷ  1:54:07磐田市447
1057 中村　崇 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ  1:54:10浜松市448
941 滝沢　修治 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ  1:54:10磐田市449

1370 大内　弘道 ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾐﾁ  1:54:21藤枝市450
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1368 高橋　晋 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ  1:54:21浜松市451
1377 植田　昌弘 ｳｴﾀ ﾏｻﾋﾛ  1:54:24浜松市452
727 須田　浩隆 ｽﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ  1:54:24島田市453

2125 馬場　雅 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻｼ  1:54:24静岡市454
1855 阿形　幸夫 ｱｶﾞﾀ ﾕｷｵ  1:54:26島田市455

90 木下　健一 ｷｼﾀ ｹﾝｲﾁ  1:54:33浜松市456
1582 斉藤　将 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ  1:54:33袋井市457
3364 見原　茂 ﾐﾊﾗ ｼｹﾞﾙ  1:54:38島田市458
1278 秋山　哲也 ｱｷﾔﾏ ﾃﾂﾔ  1:54:43神奈川県459
1088 神谷　賢 ｶﾐﾔ ｹﾝ  1:54:47静岡市460
325 伊藤　良生 ｲﾄｳ ﾖｼｵ  1:54:54浜松市461

1361 栗田　昌俊 ｸﾘﾀ ﾏｻﾄｼ  1:55:00焼津市462
1386 小塚　哲也 ｺﾂﾞｶ ﾃﾂﾔ  1:55:09埼玉県463
1512 村上　慎司 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｼﾞ  1:55:10三重県464
997 松並　淳 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾞｭﾝ  1:55:22掛川市465

3292 林　康興 ﾊﾔｼ ﾔｽｵｷ  1:55:22掛川市466
1058 川口　久佳 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋｻﾖｼ  1:55:28浜松市467
1472 中川　秀次 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ  1:55:33東京都468
1164 田中　克範 ﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ  1:55:50浜松市469
1863 新村　勝利 ｼﾝﾑﾗ ｶﾂﾄｼ  1:55:51浜松市470
800 角皆　博幸 ﾂﾉｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ  1:55:58掛川市471

1967 鈴木　貴詞 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ  1:56:03静岡市472
1183 中村　章 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ  1:56:06浜松市473
612 内田　真也 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ  1:56:14浜松市474
544 楢林　成之 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ  1:56:15兵庫県475

1793 坂本　雅人 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾄ  1:56:26岐阜県476
2065 中道　雅之 ﾅｶﾐﾁ ﾏｻﾕｷ  1:56:29浜松市477
3764 中川　善富 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾄﾐ  1:56:39磐田市478
1675 高木　伸明 ﾀｶｷ ﾉﾌﾞｱｷ  1:56:41富士市479
1188 渡邊　圭一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ  1:56:47浜松市480
1725 萩原　修 ﾊｷﾞﾜﾗ ｵｻﾑ  1:56:50牧之原市481
3403 榎本　知久 ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ  1:56:58愛知県482
1705 川上　雄一 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｲﾁ  1:57:02浜松市483
1963 伊藤　豊 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ  1:57:04藤枝市484
1579 田中　敏彦 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ  1:57:06三重県485
795 神本　環 ｶﾐﾓﾄ ﾀﾏｷ  1:57:08愛知県486

3752 渥美　智之 ｱﾂﾐ ﾄﾓﾕｷ  1:57:09磐田市487
3052 諸田　嘉人 ﾓﾛﾀ ﾖｼﾋﾄ  1:57:15磐田市488
1584 天野　敬之 ｱﾏﾉ ﾀｶﾕｷ  1:57:15浜松市489
1457 糴川　達也 ﾃｷｶﾜ  1:57:15磐田市490
3101 小山　和雄 ｺﾔﾏ ｶｽﾞｵ  1:57:20磐田市491
2690 仲田　亘 ﾅｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ  1:57:23静岡市492
2207 小川　智祥 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾖｼ  1:57:30東京都493
1230 生田　満 ｲｸﾀ ﾐﾂﾙ  1:57:37愛知県494
3213 建内　高昭 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｱｷ  1:57:38愛知県495
3738 齋藤　米造 ｻｲﾄｳ ﾖﾈｿﾞｳ  1:57:40愛知県496
1756 鈴木　雅敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ  1:57:49静岡市497
3849 東島　博之 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:57:49神奈川県498
1834 石川　真弘 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ  1:57:54愛知県499
2277 白井　秀和 ｼﾗｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  1:57:59愛知県500
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2465 加藤　文敏 ｶﾄｳ ﾌﾐﾄｼ  1:58:11愛知県501
3139 高野　美和 ﾀｶﾉ ﾖｼｶｽﾞ  1:58:15浜松市502
1690 高木　英雄 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ  1:58:24神奈川県503
1210 足立　裕治 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳｼﾞ  1:58:26愛知県504
3349 田中　勝也 ﾀﾅｶ ｶﾂﾔ  1:58:29奈良県505
1985 須藤　実 ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ  1:58:29浜松市506
1766 殿村　公一 ﾄﾉﾑﾗ ｺｳｲﾁ  1:58:30島田市507
1913 米田　正弘 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:58:35島田市508
2367 井口　文秀 ｲｸﾞﾁ ﾌﾞﾝｼｭｳ  1:58:40東京都509
388 村上　秀樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ  1:58:40浜松市510

2267 國田　智三 ｸﾆﾀ ﾄﾓﾐ  1:58:41浜松市511
2529 萩田　宗太郎 ﾊｷﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ  1:58:42磐田市512
1902 河合　康弘 ｶﾜｲ ﾔｽﾋﾛ  1:58:43浜松市513
1303 後藤　慶治 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ  1:58:52愛知県514
1244 嶋　晃司 ｼﾏ ｺｳｼﾞ  1:58:54静岡市515
1133 袴田　晃司 ﾊｶﾏﾀ ｺｳｼﾞ  1:59:02浜松市516
1251 竹内　誉剛 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾀｶ  1:59:06愛知県517
1356 神麻　郁也 ｼﾞﾝﾏ ｲｸﾔ  1:59:09浜松市518
1314 田中　尚幸 ﾀﾅｶ ﾅｵﾕｷ  1:59:15愛知県519
2355 和久田　幸宏 ﾜｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ  1:59:15浜松市520
2169 永田　和之 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ  1:59:17愛知県521
1537 石井　一大 ｲｼｲ ﾋﾄﾋﾛ  1:59:26磐田市522
1703 後藤　弘和 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  1:59:27掛川市523
1577 松下　貴明 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｱｷ  1:59:38御前崎市524
2048 伊藤　昇二 ｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ  1:59:43三重県525
2412 加藤　研二 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ  1:59:48岐阜県526
2238 稲益　直人 ｲﾅﾏｽ ﾅｵﾄ  1:59:54磐田市527
2752 小池　友也 ｺｲｹ ﾄﾓﾔ  1:59:57磐田市528
1608 佐口　克彦 ｻｸﾞﾁ ｶﾂﾋｺ  1:59:57三重県529
2229 田中　康久 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ  1:59:58浜松市530
1144 市川　克也 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾔ  2:00:03三重県531
1721 珍道　昌也 ﾁﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ  2:00:06神奈川県532
2232 岡野　良哉 ｵｶﾉ ｶｽﾞﾔ  2:00:11浜松市533
3825 石川　淳 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ  2:00:12神奈川県534
2027 北嶋　眞 ｷﾀｼﾞﾏ ﾏｺﾄ  2:00:13浜松市535
2694 土屋　正利 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾄｼ  2:00:17浜松市536
3607 秋山　達也 ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾔ  2:00:21島田市537
3370 水野　恵造 ﾐｽﾞﾉ ｹｲｿﾞｳ  2:00:24磐田市538
3022 冨士原　弘朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ  2:00:32静岡市539
2262 望月　敬之 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶﾕｷ  2:00:33静岡市540
636 稲垣　隆弘 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  2:00:37大阪府541

1759 柴田　英俊 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ  2:00:40浜松市542
1794 春藤　幸伸 ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾉﾌﾞ  2:00:41湖西市543
2869 神谷　久 ｶﾐﾔ ﾋｻｼ  2:00:42愛知県544
2222 八木　成典 ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ  2:00:46磐田市545
1997 鈴木　信仁 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ  2:00:53磐田市546
2553 平野　晴由 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾖｼ  2:00:56磐田市547
2366 石川　直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ  2:01:03静岡市548
2934 高橋　由典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ  2:01:06磐田市549
2526 濱川　浩司 ﾊﾏｶﾜ ｺｳｼﾞ  2:01:07愛知県550
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1779 芹澤　正樹 ｾﾘｻﾞﾜ ﾏｻｷ  2:01:08東京都551
1437 池田　浩明 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  2:01:13浜松市552
2594 藤本　憲男 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾉﾘｵ  2:01:14浜松市553
3243 釣田　英利 ﾂﾘﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ  2:01:16浜松市554
3674 鈴木　寿之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  2:01:18島田市555
1599 矢田　和之 ﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ  2:01:23愛知県556
2324 岩山　真一 ｲﾜﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  2:01:23磐田市557
1743 鈴木　隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  2:01:25静岡市558
2610 土田　真也 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝﾔ  2:01:26神奈川県559
2004 田坂　義郎 ﾀｻｶ ﾖｼﾛｳ  2:01:29愛知県560
1812 渡辺　幸生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ  2:01:35静岡市561
715 山下　典芳 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾖｼ  2:01:49磐田市562

1620 利根　賢治 ﾄﾈ ｹﾝｼﾞ  2:01:49愛知県563
1415 仲村　治之 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ  2:01:50浜松市564
3377 藤野　隆弘 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ  2:01:53愛知県565
3715 吉川　貴之 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ  2:02:01愛知県566
1018 朝田　和博 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  2:02:04静岡市567
2683 近藤　昌史 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｼ  2:02:05愛知県568
2149 内田　幸二 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ  2:02:09吉田町569
2219 柚木　克方 ﾕｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ  2:02:12富士宮市570
1083 中村　元洋 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾋﾛ  2:02:16浜松市571
1239 今泉　拓 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸ  2:02:33浜松市572
2294 夏目　敦史 ﾅﾂﾒ ｱﾂｼ  2:02:34愛知県573
3057 馬渕　俊行 ﾏﾌﾞﾁ ﾄｼﾕｷ  2:02:34藤枝市574
2762 太田　和沖 ｵｵﾀ ｶｽﾞｵｷ  2:02:38東京都575
3842 廣田　勉 ﾋﾛﾀ ﾂﾄﾑ  2:02:45愛知県576
2361 高田　恒徳 ﾀｶﾀﾞ ﾂﾈﾉﾘ  2:02:52磐田市577
3608 鈴木　章宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ  2:03:01浜松市578
3116 片平　佳宏 ｶﾀﾋﾗ ﾖｼﾋﾛ  2:03:16静岡市579
841 宮津　恵司 ﾐﾔﾂﾞ ｹｲｼﾞ  2:03:18浜松市580

1911 八島　武 ﾔｼﾏ ﾀｹｼ  2:03:32愛知県581
1229 三浦　裕一郎 ﾐｳﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:03:37愛知県582
1171 原　潤 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝ  2:03:38愛知県583
3353 丸山　英司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｼ  2:03:51磐田市584
2157 板倉　弘充 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛﾐﾁ  2:04:04森町585
2253 天野　規之 ｱﾏﾉ ﾉﾘﾕｷ  2:04:15愛知県586
3583 今尾　健仁 ｲﾏｵ ﾀｹﾋﾄ  2:04:16浜松市587
1587 中谷　元彦 ﾅｶﾔ ﾓﾄﾋｺ  2:04:17浜松市588
2251 吉田　孝幸 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ  2:04:21愛知県589
1737 澤井　康 ｻﾜｲ ﾔｽ  2:04:25浜松市590
3277 益子　茂 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ  2:04:35磐田市591
2640 森田　拓也 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾔ  2:04:38袋井市592
1197 山西　真緒 ﾔﾏﾆｼ ﾏｵ  2:04:43愛知県593
2434 前田　学 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ  2:04:43藤枝市594
1414 築部　達也 ﾂｸﾍﾞ ﾀﾂﾔ  2:04:51静岡市595
3592 今瀬　芳広 ｲﾏｾ ﾖｼﾋﾛ  2:04:57愛知県596
1919 足土　雅之 ｱﾂﾞﾁ ﾏｻﾕｷ  2:04:57浜松市597
3387 稲永　光司 ｲﾈﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ  2:04:57静岡市598
1569 小野　隆男 ｵﾉ ﾀｶｵ  2:04:59愛知県599
1706 村松　真行 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾕｷ  2:05:04磐田市600
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1149 齋藤　直倫 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐﾁ  2:05:05愛知県601
1511 嶋田　明夫 ｼﾏﾀﾞ ｱｷｵ  2:05:08愛知県602
2327 溝口　健一 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ  2:05:12掛川市603
2944 野中　一浩 ﾉﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ  2:05:24袋井市604
2226 石川　邦明 ｲｼｶﾜ ｸﾆｱｷ  2:05:26静岡市605
2170 服部　恭史 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽｼ  2:05:32愛知県606
2078 梅林　賢一郎 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁﾛ  2:05:33袋井市607
2095 大嶋　啓史 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ  2:05:53愛知県608
2696 村中　利昌 ﾑﾗﾅｶ ﾄｼｱｷ  2:05:56浜松市609
2204 澤田　博文 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ  2:05:56浜松市610
2216 小林　健也 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾔ  2:05:56焼津市611
2075 玄幡　尚和 ｹﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｶｽﾞ  2:05:58浜松市612
2498 村田　雅孝 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾀｶ  2:06:09浜松市613
3273 加藤　昌宏 ｶﾄｳ ｶﾖ  2:06:09浜松市614
3076 古橋　真也 ﾌﾙﾊｼ ｼﾝﾔ  2:06:16磐田市615
1996 山下　博敏 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄｼ  2:06:20袋井市616
1605 柴田　篤 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｼ  2:06:25神奈川県617
2368 竹岡　健治 ﾀｹｵｶ ｹﾝｼﾞ  2:06:34焼津市618
1842 石川　悟 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾙ  2:06:38島田市619
3184 後藤　俊行 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾕｷ  2:06:39浜松市620
1929 佐藤　一舟 ｻﾄｳ ｲｯｼｭｳ  2:06:41浜松市621
2310 小野田　智 ｵﾉﾀﾞ ｻﾄｼ  2:06:49静岡市622
3059 高木　久 ﾀｶｷﾞ ﾋｻｼ  2:06:54磐田市623
3149 牧田　幸雄 ﾏｷﾀ ﾕｷｵ  2:07:00磐田市624
2025 小林　成好 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾖｼ  2:07:10静岡市625
1898 加藤　隆志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ  2:07:16神奈川県626
2092 阿部　利彦 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋｺ  2:07:16愛知県627
2968 高岡　雄司 ﾀｶｵｶ ﾕｳｼﾞ  2:07:22静岡市628
3092 望月　寿 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾄｼ  2:07:26静岡市629
2389 伊藤　平三 ｲﾄｳ ﾍｲｿﾞｳ  2:07:32袋井市630
3511 秋元　謙一 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  2:07:34東京都631
2309 増田　直樹 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵｷ  2:07:38掛川市632
2592 笠井　淳 ｶｻｲ ｼﾞｭﾝ  2:07:40湖西市633
1777 望月　久徳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｻﾉﾘ  2:07:42静岡市634
1493 山田　潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  2:07:43浜松市635
2860 遠藤　雅樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ  2:07:44岐阜県636
3040 鈴木　将司 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ  2:07:50浜松市637
2325 松井　健 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ  2:08:11浜松市638
776 石川　比登志 ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ  2:08:12静岡市639

3672 大上　智之 ｵｵｳｴ ﾄﾓﾕｷ  2:08:12磐田市640
1643 豊増　岳志 ﾄﾖﾏｽ ﾀｹｼ  2:08:15愛知県641
3193 内山　智行 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ  2:08:21浜松市642
1047 飯田　勝哉 ｲｲﾀﾞ ｶﾂﾔ  2:08:31浜松市643
2190 飯塚　宏忠 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾀﾀﾞ  2:08:53沼津市644
2941 鈴木　友浩 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ  2:08:59磐田市645
2144 渡邊　章二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ  2:09:07愛知県646
1590 山村　実 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾉﾙ  2:09:22石川県647
1591 高崎　裕宇 ﾀｶｻｷ ﾋﾛﾀｶ  2:09:33浜松市648
2019 紺谷　直丈 ｺﾝﾔ ﾅｵﾀｹ  2:09:37神奈川県649
2501 小野　竜也 ｵﾉ ﾀﾂﾔ  2:09:39兵庫県650
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2026 小楠　哲也 ｵｸﾞｽ ﾃﾂﾔ  2:09:47浜松市651
3510 佐柳　公洋 ｻﾅｷﾞ ｷﾐﾋﾛ  2:09:47磐田市652
1754 太田　雅明 ｵｵﾀ ﾏｻｱｷ  2:10:04清水町653
3714 谷山　敏弘 ﾀﾆﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ  2:10:08愛知県654
2450 田邉　靖 ﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ  2:10:12愛知県655
2255 櫻井　新一郎 ｻｸﾗｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ  2:10:18静岡市656
3805 堀内　義之 ﾎﾘｳﾁ ﾖｼﾕｷ  2:10:20袋井市657
2115 亀岡　賢一郎 ｶﾒｵｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ  2:10:21愛知県658
2670 清水　貴 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ  2:10:28愛知県659
1431 渥美　孝 ｱﾂﾐ ﾀｶｼ  2:10:38浜松市660
2433 林　芳夫 ﾊﾔｼ ﾖｼｵ  2:10:44伊東市661
2851 鈴木　康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ  2:10:45湖西市662
1485 石黒　仙助 ｲｼｸﾞﾛ ﾉﾘﾋﾛ  2:10:46愛知県663
2478 深和　裕二 ﾌｶﾜ ﾕｳｼﾞ  2:10:49牧之原市664
664 望月　達也 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾂﾔ  2:10:55静岡市665

1910 佐藤　嘉彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ  2:10:57森町666
1435 大須賀　隆司 ｵｵｽｶ ﾘｭｳｼﾞ  2:11:09袋井市667
2508 鈴木　章洋 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾖｳ  2:11:13東京都668
1939 伊藤　学 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ  2:11:13愛知県669
3681 桑原　淑浩 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ  2:11:24掛川市670
3002 鈴木　喫 ｽｽﾞｷ ｲｻﾑ  2:11:29浜松市671
2971 山本　直弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ  2:11:38浜松市672
1870 川合　俊彰 ｶﾜｲ ﾄｼｱｷ  2:11:43愛知県673
2104 大畑　佳彦 ｵｵﾊﾀ ﾖｼﾋｺ  2:11:53浜松市674
3492 鈴木　啓悦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾖｼ  2:11:55浜松市675
2390 増田　公基 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｷ  2:11:58浜松市676
2990 安藤　雄司 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ  2:12:04浜松市677
2753 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ  2:12:04浜松市678
2236 中川　幸一 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ  2:12:11浜松市679
2418 鈴木　貴晴 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ  2:12:29浜松市680
3446 舟橋　晃 ﾌﾅﾊｼ ｱｷﾗ  2:12:41浜松市681
2426 洞口　養一 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ  2:12:51磐田市682
1676 渡辺　玲児 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｼﾞ  2:13:18愛知県683
3465 森本　英樹 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ  2:13:18愛知県684
2557 西　康則 ﾆｼ ﾔｽﾉﾘ  2:13:34岐阜県685
3562 菅野　孝治 ｽｶﾞﾉ ｺｳｼﾞ  2:13:40静岡市686
1975 長澤　具典 ﾅｶﾞｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ  2:13:43裾野市687
1886 尾岡　存之 ｵｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:14:15磐田市688
2174 森田　博充 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐﾂ  2:14:17愛知県689
2797 武藤　浩孝 ﾑﾄｳ ﾋﾛﾀｶ  2:14:33湖西市690
2910 鈴木　伸宜 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾖｼ  2:14:35磐田市691
3426 山口　淳 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ  2:14:49磐田市692
2112 一見　光宏 ｲﾁﾐ ﾐﾂﾋﾛ  2:14:55愛知県693
3830 増元　光 ﾏｽﾓﾄ ｱｷﾗ  2:15:08磐田市694
3166 清水　孝久 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋｻ  2:15:11菊川市695
2107 古山　明宏 ｺﾔﾏ ｱｷﾋﾛ  2:15:13磐田市696
686 川﨑　淳一 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:15:15愛知県697
385 浜野　洋平 ﾊﾏﾉ ﾖｳﾍｲ  2:15:28埼玉県698
712 山田　耕司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ  2:15:36愛知県699

3700 松井　正和 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ  2:15:40愛知県700
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1938 小林　四一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ  2:16:02東京都701
2396 小粥　幸弘 ｵｶﾞｲ ﾕｷﾋﾛ  2:16:13浜松市702
3737 永島　勝彦 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾂﾋｺ  2:16:42愛知県703
1342 鈴木　弘道 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ  2:16:48御前崎市704
518 倉本　克治 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂｼﾞ  2:16:58愛知県705

2625 中村　義巳 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾐ  2:17:09浜松市706
2778 高山　達久 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾂﾋｻ  2:17:10浜松市707
1648 高柳　正博 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ  2:17:16浜松市708
1895 天野　典男 ｱﾏﾉ ﾉﾘｵ  2:17:32愛知県709
2723 白瀧　健志 ｼﾗﾀｷ ｹﾝｼﾞ  2:17:37袋井市710
2740 廣野　圭一 ﾋﾛﾉ ｹｲｲﾁ  2:17:48浜松市711
624 町屋　利洋 ﾏﾁﾔ ﾄｼﾋﾛ  2:17:58小山町712

2852 吉戸　孝友 ﾖｼﾄ ﾀｶﾄﾓ  2:18:00愛知県713
3481 山本　雅史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ  2:18:01愛知県714
3594 泰澤　紀夫 ﾀｲｻﾞﾜ ﾉﾘｵ  2:18:03浜松市715
2534 佐藤　雅寛 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  2:18:11浜松市716
2866 井草　真文 ｲｸﾞｻ ﾅｵﾌﾐ  2:18:20静岡市717
499 遠藤　忠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞｼ  2:18:25藤枝市718

2638 天野　充 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾙ  2:18:27愛知県719
1631 中島　正孝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ  2:18:40浜松市720
2695 岸田　健二 ｷｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  2:18:58三重県721
2010 高林　拓也 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ  2:19:01浜松市722
2606 鵜飼　司 ｳｶｲ ﾂｶｻ  2:19:10愛知県723
3438 白井　毅雄 ｼﾗｲ ﾀｶｵ  2:19:26愛知県724
2334 高塚　成久 ﾀｶﾂｶ ｼｹﾞﾋｻ  2:19:26磐田市725
3437 山口　剛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ  2:19:31愛知県726
2528 田島　啓行 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ  2:19:35愛知県727
3442 伊藤　礼貴 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ  2:19:46愛知県728
3161 坂本　弘行 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  2:19:52静岡市729
3107 梅原　潤一 ｳﾒﾊﾗ  2:19:52磐田市730
2415 小林　英夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ  2:19:59浜松市731
2002 中澤　正巳 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐ  2:20:05浜松市732
2992 佐藤　忠世 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖ  2:20:10神奈川県733
3386 片柳　澄夫 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｽﾐｵ  2:20:11御殿場市734
329 大石　英雄 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞｵ  2:20:28掛川市735

3487 浦　浩行 ｳﾗ ﾋﾛﾕｷ  2:20:30浜松市736
2549 宮島　靖夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾔｽｵ  2:21:02磐田市737
2608 若田　成久 ﾜｶﾀ ﾅﾙﾋｻ  2:21:11磐田市738
2801 三浦　喜四郎 ﾐｳﾗ ｷｼﾛｳ  2:21:21浜松市739
2094 村瀬　博幸 ﾑﾗｾ ﾋﾛﾕｷ  2:21:24愛知県740
1901 吉見　文吾 ﾖｼﾐ ﾌﾞﾝｺﾞ  2:21:30愛知県741

38 有高　健二 ｱﾘﾀｶ ｹﾝｼﾞ  2:22:07浜松市742
2579 戸田　繁 ﾄﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  2:22:10愛知県743
2837 酒井　幹雄 ｻｶｲ ﾐｷｵ  2:22:13愛知県744
2359 富永　明文 ﾄﾐﾅｶﾞ ｱｷﾌﾐ  2:22:16愛知県745
2419 坂口　靖 ｻｶｸﾞﾁ ﾔｽｼ  2:22:31磐田市746
1008 中屋　敏之 ﾅｶﾔ ﾄｼﾕｷ  2:22:41磐田市747
425 和出　善広 ﾜﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ  2:22:42浜松市748

2685 松田　利宏 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ  2:22:43岐阜県749
3420 北島　創一 ｷﾀｼﾞﾏ ｿｳｲﾁ  2:22:51浜松市750
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2877 村上　国麿 ﾑﾗｶﾐ ｸﾆﾏﾛ  2:22:55愛知県751
2897 小谷　洋 ｺﾀﾆ ﾋﾛｼ  2:23:07奈良県752
2217 川原　和彦 ｶﾜﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ  2:23:11東京都753
1438 内山　智行 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ  2:23:37浜松市754
2636 長谷川　寛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  2:24:11伊豆市755
2766 山崎　三千昭 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁｱｷ  2:24:24袋井市756
3084 大石　信行 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:24:36磐田市757
1683 熊谷　賢一 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｲﾁ  2:24:38愛知県758
632 原　洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ  2:24:53磐田市759

3516 吉田　薫 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ  2:25:21三重県760
2407 鈴木　敏浩 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ  2:25:23浜松市761
2042 村松　倫安 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾁﾔｽ  2:25:26袋井市762
2507 村瀬　政信 ﾑﾗｾ ﾏｻﾉﾌﾞ  2:25:32愛知県763
1036 斉藤　雅裕 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  2:25:44愛知県764
1912 山﨑　昌司 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳｼﾞ  2:26:07愛知県765
2492 荒木　知明 ｱﾗｷ ﾄﾓｱｷ  2:26:39掛川市766
3428 石井　正仁 ｲｼｲ ﾏｻﾋﾄ  2:26:41富士市767
2570 田畑　修 ﾀﾊﾞﾀ ｵｻ  2:26:50伊東市768
1517 宮永　和典 ﾐﾔﾅｶﾞ ｶｽﾞﾉﾘ  2:27:00愛知県769
2275 幾島　要次 ｲｸｼﾏ ﾖｳｼﾞ  2:27:00愛知県770
2382 木村　和由規 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ  2:27:36愛知県771
3333 大石　久泰 ｵｵｲｼ ﾋｻﾖｼ  2:27:53島田市772
2517 北村　洋一 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｲﾁ  2:28:19長野県773
2677 武井　康一 ﾀｹｲ ｺｳｲﾁ  2:28:36埼玉県774
2788 大橋　一巳 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾐ  2:28:57浜松市775
2833 中津川　治 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｵｻﾑ  2:29:18磐田市776
3652 人見　健志 ﾋﾄﾐ ｹﾝｼﾞ  2:29:31御前崎市777
1638 高橋　学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ  2:29:45磐田市778
2413 澤下　陽介 ｻﾜｼﾀ ﾖｳｽｹ  2:30:05磐田市779
2363 伊藤　安成 ｲﾄｳ ﾔｽﾅﾘ  2:30:28三重県780
2850 正田　晃一 ﾏｻﾀﾞ ｺｳｲﾁ  2:30:31愛知県781
3411 松下　一行 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ  2:30:47愛知県782
1410 舩越　宏充 ﾌﾅｺｼ ﾋﾛﾐﾁ  2:31:39浜松市783
3781 天野　敏之 ｱﾏﾉ ﾄｼﾕｷ  2:31:58静岡市784
1740 茶谷　彰彦 ﾁｬﾀﾞﾆ ｱｷﾋｺ  2:32:45三重県785
2369 太田　剛 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ  2:33:03袋井市786
3132 瀬崎　浩史 ｾｻﾞｷ ﾋﾛｼ  2:33:37磐田市787
3726 刑部　裕一郎 ｵｻｶﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ  2:34:09浜松市788
3732 吉良　健治 ｷﾗ ｹﾝｼﾞ  2:34:44磐田市789
3039 井戸田　潤 ｲﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  2:35:39磐田市790
1741 太田　好彦 ｵｵﾀ ﾖｼﾋｺ  2:36:57浜松市791
2861 児玉　豪郎 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ  2:37:09浜松市792
2887 吉野　紀史 ﾖｼﾉ ﾉﾘﾌﾐ  2:37:11富士市793
3491 渡邉　敦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ  2:37:47福岡県794
3004 尾野　嘉幸 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ  2:38:50藤枝市795
3623 杉山　鉄二 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ  2:38:51静岡市796
413 徳力　浩和 ﾄｸﾘｷ ﾋﾛｶｽﾞ  2:39:15藤枝市797

3721 吉田　全孝 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾀｶ  2:39:18愛知県798
3281 上野　義郎 ｳｴﾉ ﾖｼｵ  2:39:29東京都799
3074 河合　一廣 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾋﾛ  2:39:56浜松市800
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1630 中村　隆之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ  2:41:33浜松市801
2951 野島　秀章 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ  2:43:57島田市802
2497 宇藤　真広 ｳﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  2:45:01愛知県803
3745 市川　哲也 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂﾔ  2:45:24焼津市804
3154 鈴木　英明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ  2:47:36磐田市805
1762 八幡　正信 ﾔﾊﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ  2:50:14浜松市806
2642 長塚　穣 ﾅｶﾞﾂｶ ﾕﾀｶ  2:50:33島田市807
2581 内山　直己 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾐ  2:50:51浜松市808
1555 村瀬　慎司 ﾑﾗｾ ｼﾝｼﾞ  2:51:13愛知県809
2657 山宿　亮 ﾔﾏｼﾞｭｸ ｱｷﾗ  2:53:18三重県810
3448 市川　徳良 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘﾖｼ  2:53:20浜松市811
3175 舟木　達哉 ﾌﾅｷ ﾀﾂﾔ  2:54:36愛知県812
2288 松下　充 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾂﾙ  3:05:43浜松市813
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36 山本　康夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ  1:17:41島田市1
88 山田　力 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾄﾑ  1:19:47磐田市2

156 新美　直樹 ﾆｲﾐ ﾅｵｷ  1:20:26愛知県3
72 鈴木　和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ  1:21:45湖西市4

101 野寄　交司 ﾉﾖﾘ ｺｳｼﾞ  1:22:26浜松市5
130 西村　三代次 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾖｼﾞ  1:22:58磐田市6
73 青田　英行 ｱｵﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:24:01浜松市7
69 光村　泰宏 ﾐﾂﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ  1:24:48愛知県8
51 寺田　孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ  1:26:05袋井市9

188 丸野　正 ﾏﾙﾉ ﾀﾀﾞｼ  1:26:10磐田市10
381 湯本　祐司 ﾕﾓﾄ ﾕｳｼﾞ  1:26:24愛知県11
118 川名　亙 ｶﾜﾅ ﾜﾀﾙ  1:26:51神奈川県12
254 平野　茂 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾙ  1:27:06浜松市13
141 小粥　秀雄 ｵｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ  1:27:10浜松市14
178 河辺　尚利 ｶﾜﾍﾞ ﾅｵﾄｼ  1:27:16浜松市15
278 池田　順任 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ  1:27:38磐田市16
225 梅木　政見 ｳﾒｷ ﾏｻﾐ  1:28:14愛知県17
240 太田　広幸 ｵｵﾀ ﾋﾛﾕｷ  1:28:33静岡市18
214 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ  1:28:47静岡市19
223 岡部　伸 ｵｶﾍﾞ ｼﾝ  1:28:50浜松市20
176 今井　勝幸 ｲﾏｲ ｶﾂﾕｷ  1:28:59静岡市21

2825 武田　孝之 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ  1:29:04静岡市22
310 原田　幸雄 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾁｵ  1:29:26袋井市23
359 鈴木　基 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｲ  1:29:44磐田市24
229 白柳　修 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ｵｻﾑ  1:29:52浜松市25
212 原　英則 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:29:56愛知県26
57 大杉　忠夫 ｵｵｽｷﾞ ﾀﾀﾞｵ  1:30:28磐田市27

781 杉浦　元 ｽｷﾞｳﾗ ﾊｼﾞﾒ  1:30:40磐田市28
315 藤田　吉彦 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋｺ  1:30:48藤枝市29

1124 大木　聖 ｵｵｷ ｻﾄｼ  1:30:53袋井市30
213 安井　之彦 ﾔｽｲ ﾕｷﾋｺ  1:30:55神奈川県31
260 外竹　一郎 ﾎｶﾀｹ ｲﾁﾛｳ  1:31:06掛川市32
152 小出　直哉 ｺｲﾃﾞ ﾅｵﾔ  1:31:19三重県33
335 山下　則秋 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘｱｷ  1:31:23磐田市34
482 河野　千俊 ｺｳﾉ ﾁﾄｼ  1:31:44愛知県35
60 石川　典邦 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｸﾆ  1:31:49掛川市36

267 佐々木　幸司 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ  1:31:51磐田市37
342 小杉　友久 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾋｻ  1:31:53浜松市38
309 鈴木　智久 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ  1:31:56浜松市39
501 鈴木　秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:31:57磐田市40
782 松本　保典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ  1:32:01磐田市41
148 原田　正司 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ  1:32:07磐田市42
469 時藤　満徳 ﾄｷﾌｼﾞ ﾐﾂﾉﾘ  1:32:18磐田市43
246 中村　泰之 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ  1:32:41千葉県44
251 山口　和洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ  1:32:43磐田市45
303 日比野　則幸 ﾋﾋﾞﾉ ﾉﾘﾕｷ  1:32:49岐阜県46
164 村田　昌美 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾖｼ  1:33:06愛知県47
259 荒巻　淳 ｱﾗﾏｷ ｱﾂｼ  1:33:12袋井市48
519 松長　伸二 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ  1:33:46浜松市49
392 杉浦　正継 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾂｸﾞ  1:33:53浜松市50
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495 鈴木　俊幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  1:34:25藤枝市51
633 堀本　登 ﾎﾘﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ  1:34:45愛知県52
527 佐々木　一仁 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ  1:34:50愛知県53
468 曽根　金富 ｿﾈ ｶﾈﾄﾐ  1:34:57焼津市54
429 鈴木　正示 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｼﾞ  1:34:57千葉県55
181 高橋　好明 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ  1:34:58掛川市56
476 田畑　正記 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ  1:35:11島田市57
326 神谷　恒徳 ｶﾐﾔ ﾂﾈﾉﾘ  1:35:17愛知県58
266 三澤　喜美男 ﾐｻﾜ ｷﾐｵ  1:35:22森町59

1216 太田　英一 ｵｵﾀ ｴｲｲﾁ  1:35:40岐阜県60
794 田中　孝憲 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ  1:35:48浜松市61
507 内山　昌一 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ  1:35:58掛川市62
323 松田　敏 ﾏﾂﾀﾞ  1:36:00袋井市63
504 坂田　庄司 ｻｶﾀ ｼｮｳｼﾞ  1:36:30浜松市64
790 丸山　勝美 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾐ  1:36:32静岡市65
770 鈴木　雅孝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ  1:36:34浜松市66
811 和久田　善信 ﾜｸﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:36:50浜松市67
295 山本　佳彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋｺ  1:36:52掛川市68
847 林　晃一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ  1:37:02長野県69
515 岡本　直記 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ  1:37:03磐田市70
126 北原　義人 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼﾄ  1:37:07長野県71
670 紺谷　浩之 ｺﾝﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ  1:37:19磐田市72
117 野田　晋二 ﾉﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  1:37:29岐阜県73
890 福留　寛人 ﾌｸﾄﾒ ﾋﾛﾄ  1:37:32静岡市74
286 清水　雄一郎 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ  1:37:34静岡市75
536 後藤　友秀 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ  1:37:40磐田市76
889 増田　孝一 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ  1:37:41焼津市77
580 大石　勝義 ｵｵｲｼ ｶﾂﾖｼ  1:37:42吉田町78

1094 鈴木　文雄 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｵ  1:37:45島田市79
705 小林　格 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾀﾙ  1:37:52島田市80
566 松崎　良二 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ  1:38:04愛知県81
570 時田　克彰 ﾄｷﾀ ｶﾂｱｷ  1:38:20磐田市82
543 古田　愼一 ﾌﾙﾀ ｼﾝｲﾁ  1:38:27磐田市83
995 大堀　雅樹 ｵｵﾎﾘ ﾏｻｷ  1:38:28浜松市84
881 前田　一吉 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ  1:38:35浜松市85
599 前岨　克安 ﾏｴｿﾊﾞ ｶﾂﾔｽ  1:38:38三重県86
902 望月　俊昭 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼｱｷ  1:38:54静岡市87
314 鈴木　正登 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ  1:38:59藤枝市88
486 山本　富士雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾌｼﾞｵ  1:39:00山梨県89
600 菅原　敏光 ｽｶﾞﾊﾗ ﾄｼﾐﾂ  1:39:17東京都90
703 市川　祥平 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾍｲ  1:39:19静岡市91
742 酒井　哲生 ｻｶｲ ﾃﾂｵ  1:39:22浜松市92
123 五島　一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  1:39:29広島県93
341 外竹　一藤 ﾎｶﾀｹ ｶｽﾞﾄ  1:39:29袋井市94
249 松下　幸弘 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷﾋﾛ  1:39:38長野県95

3395 大場　信弘 ｵｵﾊﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:39:44藤枝市96
1038 堺澤　秀行 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:39:53神奈川県97
892 今尾　哲正 ｲﾏｵ ﾃﾂﾏｻ  1:39:58岐阜県98

1454 今井　裕也 ｲﾏｲ ﾋﾛﾔ  1:39:58焼津市99
351 杉山　知広 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ  1:40:04浜松市100
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710 若森　善光 ﾜｶﾓﾘ ﾖｼﾐﾂ  1:40:14浜松市101
756 佐藤　修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ  1:40:15焼津市102
67 林　一寛 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ  1:40:17磐田市103

764 石野　敬 ｲｼﾉ ｹｲ  1:40:18浜松市104
3269 大谷　明久 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾋｻ  1:40:27焼津市105
982 三浦　裕 ﾐｳﾗ  1:40:45浜松市106
629 太田　裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ  1:40:47愛知県107
689 永田　俊浩 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ  1:40:54掛川市108

1424 大場　伸一 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｲﾁ  1:40:56袋井市109
1570 望月　茂樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｹﾞｷ  1:40:58静岡市110
1318 佐々木　隆志 ｻｻｷ ﾀｶｼ  1:40:59静岡市111
3374 小島　清隆 ｺｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ  1:41:10掛川市112
679 鈴木　利彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ  1:41:25浜松市113
312 飯嶋　聡 ｲｲｼﾞﾏ ｻﾄｼ  1:41:33浜松市114
938 鈴木　吉成 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾅﾘ  1:41:42浜松市115
654 神谷　和伸 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  1:41:43浜松市116
339 高橋　邦典 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾉﾘ  1:41:45浜松市117

1352 二見　肇 ﾌﾀﾐ ﾊｼﾞﾒ  1:41:48磐田市118
1259 竹山　昌宏 ﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ  1:41:56浜松市119
237 坂口　健司 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ  1:42:07浜松市120
380 有ヶ谷　裕美 ｱﾘｶﾞﾔ ﾋﾛﾐ  1:42:25静岡市121

1265 福地　秀之 ﾌｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:42:28掛川市122
1558 鈴木　嘉則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ  1:42:36静岡市123
753 安達　健生 ｱﾀﾞﾁ ﾀｹｵ  1:42:39北海道124
555 弓田　秀夫 ﾕﾐﾀ ﾋﾃﾞｵ  1:42:42菊川市125

2124 宮崎　正志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ  1:42:45静岡市126
1125 熊切　敬三 ｸﾏｷﾘ ｹｲｿﾞｳ  1:42:47磐田市127
1024 永山　誠 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ  1:42:49掛川市128
671 吉田　典正 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ  1:42:53愛知県129
650 木村　哲朗 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ  1:42:54磐田市130

1142 澤嵜　裕是 ｻﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ  1:42:54愛知県131
79 安藤　憲 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝ  1:43:04浜松市132

262 浅井　浩一 ｱｻｲ ｺｳｲﾁ  1:43:17愛知県133
1298 戸塚　保行 ﾄﾂｶ ﾔｽﾕｷ  1:43:18袋井市134
533 下田　実 ｼﾓﾀﾞ ﾐﾉﾙ  1:43:18静岡市135

1340 工藤　泰丈 ｸﾄﾞｳ ﾔｽﾀｹ  1:43:22愛知県136
796 千葉　松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ  1:43:26磐田市137
835 上村　一正 ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ  1:43:31袋井市138
330 秋田　信浩 ｱｷﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:43:43浜松市139
434 渡辺　仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ  1:43:46袋井市140
622 足立　和隆 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾀｶ  1:43:59静岡市141
971 近藤　吉彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ  1:44:07愛知県142

1833 加藤　純士 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ  1:44:12東京都143
1254 安本　功一 ﾔｽﾓﾄ ｺｳｲﾁ  1:44:29静岡市144
2123 栗林　八郎 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾊﾁﾛｳ  1:44:33藤枝市145
1114 松浦　宏之 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ  1:44:33浜松市146
1273 岩本　靖彦 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽﾋｺ  1:44:42千葉県147
2155 佐藤　彰芳 ｻﾄｳ ｱｷﾖｼ  1:44:48三島市148
1189 石ヶ谷　政利 ｲｼｶﾞﾔ ﾏｻﾄｼ  1:44:56静岡市149
1221 米澤　稔 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ  1:45:08磐田市150
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2794 鈴木　雅之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ  1:45:16静岡市151
473 寺田　隆昭 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｱｷ  1:45:16浜松市152

3640 柴田　達也 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ  1:45:19愛知県153
1025 児玉　晴夫 ｺﾀﾞﾏ ﾊﾙｵ  1:45:20掛川市154
1987 関塚　壽惠彦 ｾｷﾂﾞｶ ｽｴﾋｺ  1:45:23磐田市155
133 小薮　貴志男 ｺﾔﾌﾞ ｷｼｵ  1:45:32三重県156

1452 高塚　博 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛｼ  1:45:38磐田市157
1426 秋野　惠洋 ｱｷﾉ ｼｹﾞﾋﾛ  1:45:46牧之原市158
1576 望月　悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾄﾙ  1:45:59東京都159
3693 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ  1:46:00菊川市160
1557 金原　誠 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｺﾄ  1:46:13袋井市161
967 香川　恭広 ｶｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ  1:46:18静岡市162
386 伊東　英機 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ  1:47:03愛知県163

1684 中森　徹 ﾅｶﾓﾘ ﾄｵﾙ  1:47:08浜松市164
693 結城　健 ﾕｳｷ ﾀｹｼ  1:47:09掛川市165

1029 星川　薫 ﾎｼｶﾜ ｶｵﾙ  1:47:23袋井市166
961 丹下　知彦 ﾀﾝｹﾞ ﾄﾓﾋｺ  1:47:23神奈川県167
395 松野　公宏 ﾏﾂﾉ ｷﾐﾋﾛ  1:47:24浜松市168
969 村上　主方 ﾑﾗｶﾐ ｽｶﾞﾀ  1:47:25静岡市169
996 田中　英行 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:47:33愛知県170

3376 青島　秀男 ｱｵｼﾏ ﾋﾃﾞｵ  1:47:39神奈川県171
1012 渡邊　桂三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｿﾞｳ  1:47:44静岡市172
293 喜多村　裕 ｷﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ  1:47:45静岡市173

1290 木下　智弘 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ  1:47:47愛知県174
1541 八木　務 ﾔｷﾞ ﾂﾄﾑ  1:48:12菊川市175
1419 高澤　正義 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ  1:48:17愛知県176
962 杉山　達郎 ｷｽﾞﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ  1:48:22浜松市177
291 中村　和広 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  1:48:28浜松市178

1432 鈴木　正志 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ  1:48:29湖西市179
573 山崎　利夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｵ  1:48:30浜松市180

1110 村松　祐 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ  1:48:31袋井市181
631 岡　俊明 ｵｶ ﾄｼｱｷ  1:48:31浜松市182

1758 山中　淳志 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｼ  1:48:33神奈川県183
936 宮口　博明 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ  1:48:36掛川市184
412 入江　巖 ｲﾘｴ ｲﾜｵ  1:48:43静岡市185
900 鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ  1:48:47袋井市186

1473 鈴木　謙誌 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ  1:48:51浜松市187
713 高橋　邦彦 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋｺ  1:48:56岐阜県188
836 永岡　裕 ﾅｶﾞｵｶ ﾋﾛｼ  1:48:58静岡市189

1665 寺田　啓市 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ  1:49:01磐田市190
2780 鈴木　睦 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ  1:49:07掛川市191
328 杉山　正行 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾕｷ  1:49:15浜松市192

1307 片川　睦 ｶﾀｶﾜ ﾑﾂﾐ  1:49:16島田市193
977 佐藤　伸弥 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ  1:49:17浜松市194

3078 成瀬　孝弘 ﾅﾙｾ ﾀｶﾋﾛ  1:49:18袋井市195
974 伊藤　哲二 ｲﾄｳ ﾃﾂｼﾞ  1:49:33浜松市196
467 有村　正嗣 ｱﾘﾑﾗ ﾏｻﾂｸﾞ  1:49:43掛川市197

1806 大石　勲 ｵｵｲｼ ｲｻｵ  1:49:53藤枝市198
1112 矢所　和幸 ﾔﾄｺﾛ ｶｽﾞﾕｷ  1:49:54浜松市199
799 森　弘 ﾓﾘ ﾋﾛｼ  1:49:55愛知県200
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1374 北村　義光 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾐﾂ  1:49:59浜松市201
2195 上ヶ島　勇人 ｶﾐｶﾞｼﾏ ﾊﾔﾄ  1:50:14愛知県202
1062 小菅　正俊 ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄｼ  1:50:16愛知県203
1598 杉山　孝夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｵ  1:50:22浜松市204
918 桜井　理智 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾉﾘ  1:50:23浜松市205
726 花田　佳彦 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾋｺ  1:50:23岐阜県206

3666 佐々木　泰志 ｻｻｷ ﾔｽｼ  1:50:24袋井市207
1325 齋藤　幸宏 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ  1:50:29浜松市208
557 鵜野　森一 ｳﾉ ﾓﾘｲﾁ  1:50:32磐田市209

1283 小松　宏 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ  1:50:40東京都210
1324 大久保　慶一 ｵｵｸﾎﾞ ｹｲｲﾁ  1:50:41東京都211
1115 堀　曉 ﾎﾘ ｱｷﾗ  1:50:43静岡市212
1208 小島　修 ｺｼﾞﾏ ｵｻﾑ  1:50:46愛知県213
1533 田淵　耕司 ﾀﾌﾞﾁ ｺｳｼﾞ  1:50:50大阪府214
1348 鈴木　智 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ  1:50:50静岡市215
1346 岡本　英男 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ  1:50:52愛知県216
481 矢澤　和宏 ﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  1:50:52焼津市217

3190 只井　弘文 ﾀﾀﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ  1:50:57牧之原市218
760 河合　勝彦 ｶﾜｲ ｶﾂﾋｺ  1:50:58浜松市219
750 名倉　信久 ﾅｸﾗ ﾉﾌﾞﾋｻ  1:50:59東京都220

1526 沼尾　久登 ﾇﾏｵ ﾋｻﾄ  1:51:03愛知県221
2285 多田　基弘 ﾀﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ  1:51:20牧之原市222
728 松本　成生 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｵ  1:51:26浜松市223

1730 高橋　俊光 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ  1:51:30静岡市224
3354 高羽　孝成 ﾀｶﾊﾞ ﾀｶｼｹﾞ  1:51:33浜松市225
1778 原田　芳行 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾕｷ  1:51:34静岡市226
1525 笹川　慎一 ｻｻｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ  1:51:45浜松市227
1090 杉浦　敏夫 ｽｷﾞｳﾗ ﾄｼｵ  1:51:49愛知県228
1308 明石　正 ｱｶｼ ﾀﾀﾞｼ  1:51:55袋井市229
789 兵藤　重信 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ  1:52:11浜松市230

2137 園田　昌彦 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ  1:52:14島田市231
808 加藤　不二夫 ｶﾄｳ  1:52:16磐田市232

1845 丸田　嘉幸 ﾏﾙﾀ ﾖｼﾕｷ  1:52:22浜松市233
1172 藤巻　哲男 ﾌｼﾞﾏｷ ﾃﾂｵ  1:52:27静岡市234
1423 福世　勝也 ﾌｸﾖ ｶﾂﾔ  1:52:35吉田町235
448 雨宮　弘 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ  1:52:39浜松市236
802 片山　章 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾗ  1:52:44湖西市237

1641 大畑　元美 ｵｵﾊﾀ ﾓﾄﾐ  1:52:46焼津市238
1179 松本　和彦 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ  1:53:03浜松市239
1005 近藤　喜英 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾃﾞ  1:53:04静岡市240
3394 芹澤　孝昌 ｾﾘｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ  1:53:15沼津市241
953 小林　清明 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｱｷ  1:53:17浜松市242

2230 杉本　博司 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:53:20島田市243
3495 内藤　孝比呂 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  1:53:42浜松市244
1187 黒島　哲也 ｸﾛｼﾏ ﾃﾂﾔ  1:53:46愛知県245
3128 安形　利彦 ｱｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ  1:53:53磐田市246
1928 恵比須　勇 ｴﾋﾞｽ ｲｻﾑ  1:53:59愛知県247
1151 竹下　登 ﾀｹｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ  1:54:04掛川市248
1817 佐々木　恵一 ｻｻｷ ｹｲｲﾁ  1:54:07静岡市249
3104 新貝　守正 ｼﾝｶﾞｲ ﾓﾘﾏｻ  1:54:14森町250
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988 山口　喜代治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼﾞ  1:54:19愛知県251
887 黒田　勲 ｸﾛﾀﾞ ｲｻｵ  1:54:23静岡市252

1685 新井　忠弘 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞﾋﾛ  1:54:24愛知県253
848 鈴木　義雄 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ  1:54:25浜松市254

1691 岡本　寿夫 ｵｶﾓﾄ ﾄｼｵ  1:54:32浜松市255
1220 小泉　浩蔵 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｿﾞｳ  1:54:35焼津市256
950 桑原　巌 ｸﾜﾊﾞﾗ ｲﾜｵ  1:54:41藤枝市257

2786 中本　一雄 ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ  1:54:48浜松市258
3598 高田　幸二 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ  1:54:51浜松市259
2178 牧村　久夫 ﾏｷﾑﾗ ﾋｻｵ  1:54:53沼津市260
1222 田中　透 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ  1:55:06愛知県261
1013 細窪　秀和 ﾎｿｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  1:55:08愛知県262
1932 深澤　光裕 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ  1:55:14愛知県263
3067 山本　芳伸 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:55:17浜松市264
333 太田　雅彦 ｵｵﾀ ﾏｻﾋｺ  1:55:24浜松市265

1818 鈴木　正博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  1:55:30磐田市266
1134 椿　知雄 ﾂﾊﾞｷ ﾄﾓｵ  1:55:33袋井市267
1866 中田　康晴 ﾅｶﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ  1:55:36浜松市268
3021 大澤　明人 ｵｵｻﾜ ｱｷﾄ  1:55:44浜松市269
2406 佐々木　忠男 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｵ  1:56:01浜松市270
1844 渡辺　秀明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:56:06愛知県271
1802 池田　直浩 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ  1:56:13愛知県272
1677 山田　和也 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  1:56:20藤枝市273
3807 千葉　正和 ﾁﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ  1:56:28三重県274
1927 金原　好伸 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:56:29磐田市275
1750 仲田　政良 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾖｼ  1:56:36島田市276
701 大谷　嘉明 ｵｵﾀﾆ ﾖｼｱｷ  1:56:41浜松市277

2674 中村　聡文 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ  1:56:46浜松市278
3774 久保野　克巳 ｸﾎﾞﾉ ｶﾂﾐ  1:57:14広島県279
2235 小澤　一基 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ  1:57:20千葉県280
1534 大穀　圭介 ﾀﾞｲｺｸ ｹｲｽｹ  1:57:21浜松市281
1915 白木　洋 ｼﾗｷ ﾋﾛｼ  1:57:24浜松市282
1388 梅田　哲也 ｳﾒﾀﾞ ﾃﾂﾔ  1:57:25磐田市283
831 藤下　健治 ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｼﾞ  1:57:29神奈川県284

1860 小湊　嘉一郎 ｺﾐﾅﾄ ｶｲﾁﾛｳ  1:57:31磐田市285
1693 森　文雄 ﾓﾘ ﾌﾐｵ  1:57:40浜松市286
708 小岩　久夫 ｺｲﾜ ﾋｻｵ  1:57:45京都府287

2538 石橋　隆男 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｶｵ  1:57:54愛知県288
1323 山口　宣孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ  1:57:58静岡市289
479 内田　秀明 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  1:58:01西伊豆町290

1253 金森　徳之 ｶﾅﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ  1:58:04浜松市291
3665 伊東　隆 ｲﾄｳ ﾀｶｼ  1:58:08湖西市292
1177 横井　英樹 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞｷ  1:58:11浜松市293
1276 谷澤　直之 ﾔｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ  1:58:23島田市294
1728 袴田　克典 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾉﾘ  1:58:37浜松市295
1049 小林　弘一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ  1:58:39愛知県296
2122 榎本　吉宏 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ  1:58:42静岡市297
2147 太田　稔人 ｵｵﾀ ﾄｼﾋﾄ  1:58:48島田市298
2263 八田　慎次 ﾊｯﾀ ｼﾝｼﾞ  1:58:50愛知県299
1807 白鳥　達也 ｼﾗﾄﾘ ﾀﾂﾔ  1:58:51沼津市300
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3611 鈴木　武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ  1:58:55神奈川県301
1267 芥川　崇仁 ｱｸﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾄ  1:59:08静岡市302
1829 八木　忍 ﾔｷﾞ ｼﾉﾌﾞ  1:59:08藤枝市303
1867 浦野　哲盟 ｳﾗﾉ ﾃﾂﾒｲ  1:59:08浜松市304
1976 酒井　正彦 ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ  1:59:14磐田市305
2116 小野　利典 ｵﾉ ﾄｼﾉﾘ  1:59:19愛知県306
2668 高橋　克幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ  1:59:21三島市307
1679 阿部　俊夫 ｱﾍﾞ ﾄｼｵ  1:59:30浜松市308
3064 山本　哲司 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｼﾞ  1:59:40浜松市309
313 杉本　隆史 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｼ  1:59:40島田市310

1139 鈴木　正吉 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ  1:59:42東京都311
659 尾崎　俊宏 ｵｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ  1:59:50湖西市312

1745 寺田　浩己 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾐ  2:00:00磐田市313
1718 飯田　堅二 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  2:00:08磐田市314
3576 小粥　康仁 ｵｶﾞｲ ﾔｽﾋﾄ  2:00:32浜松市315
2101 太田　達也 ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ  2:00:38愛知県316

92 滝田　信二 ﾀｷﾀ ｼﾝｼﾞ  2:00:39浜松市317
1162 桑田　伸夫 ｸﾜﾀ ﾉﾌﾞｵ  2:00:40浜松市318
3093 山下　孝三 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｿﾞｳ  2:00:44袋井市319
1416 平川　好己 ﾋﾗｶﾜ ﾖｼﾐ  2:00:57愛知県320
1768 知野　礼助 ﾁﾉ ﾚｲｽｹ  2:01:38焼津市321
1977 菅沼　一裕 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  2:01:43磐田市322
2000 河野　勝幸 ｶﾜﾉ ｶﾂﾕｷ  2:02:21静岡市323
1262 荒牧　和幸 ｱﾗﾏｷ ｶｽﾞﾕｷ  2:02:22愛知県324
2311 内藤　重男 ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞｵ  2:02:23浜松市325
1714 山川　良夫 ﾔﾏｶﾜ ﾖｼｵ  2:02:33愛知県326
2265 松野　正比呂 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ  2:02:35磐田市327
3399 冨士川　正二 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｮｳｼﾞ  2:02:42浜松市328
2519 金原　敏夫 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾄｼｵ  2:02:48愛知県329
1141 加藤　弘康 ｶﾄｳ ﾋﾛﾔｽ  2:03:09磐田市330
1774 大野　学 ｵｵﾉ ﾏﾅﾌﾞ  2:03:13浜松市331
3691 川村　智明 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｱｷ  2:03:20磐田市332
1726 全　英守 ｾﾞﾝ ﾋﾃﾞﾓﾘ  2:03:23神奈川県333
775 水野　和夫 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｵ  2:03:34牧之原市334

1858 丸山　雅樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｷ  2:03:35千葉県335
2076 木村　真也 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ  2:03:37浜松市336
1260 松浦　信宏 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ  2:03:53掛川市337
1357 北川　明 ｷﾀｶﾞﾜ ｱｷﾗ  2:03:55島田市338
2374 鈴木　景佑 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ  2:03:55浜松市339
2609 田下　康人 ﾀｼﾀ ﾔｽﾋﾄ  2:03:58愛知県340
2305 松岡　豊 ﾏﾂｵｶ ﾕﾀｶ  2:04:06岐阜県341
2936 山下　哲志 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂｼ  2:04:27浜松市342
2030 島尻　由信 ｼﾏｼﾞﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ  2:04:28磐田市343
3326 金原　基晴 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾓﾄﾊﾙ  2:04:29浜松市344
189 堀井　正人 ﾎﾘｲ ﾏｻﾄ  2:04:33静岡市345

1989 源島　良一 ｹﾞｼﾞﾏ ﾘｮｳｲﾁ  2:04:44掛川市346
3541 長沢　直樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾅｵｷ  2:04:52東京都347
975 名倉　秀顕 ﾅｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ  2:04:54静岡市348

2567 谷田　香 ﾀﾆﾀﾞ ｶｵﾙ  2:05:13愛知県349
1660 岡本　五朗 ｵｶﾓﾄ ｺﾞﾛｳ  2:05:15磐田市350
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1202 馬塚　俊克 ﾏﾂﾞｶ ﾄｼｶﾂ  2:05:17浜松市351
2919 石川　雅規 ｲｼｶﾜ ﾏｻｷ  2:05:21袋井市352
1296 岩田　幸三 ｲﾜﾀ ｺｳｿﾞｳ  2:05:26浜松市353
1495 設楽　明 ｼﾀﾞﾗ ｱｷﾗ  2:05:37東京都354
1111 原　利美 ﾊﾗ ﾄｼﾐ  2:05:38掛川市355
1440 高田　利幸 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  2:05:43浜松市356
634 柿野　誠 ｶｷﾉ ﾏｺﾄ  2:05:48愛知県357

1751 嶋崎　和夫 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｵ  2:05:53浜松市358
2437 伊藤　英雄 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ  2:05:58愛知県359
1773 岩上　直人 ｲﾜｶﾐ ﾅｵﾄ  2:06:07浜松市360
2315 伊藤　譲 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ  2:06:12磐田市361
3322 安藤　篤彦 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂﾋｺ  2:06:13磐田市362
1865 藤原　豊彦 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄﾖﾋｺ  2:06:17浜松市363
2331 内海　正裕 ｳﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ  2:06:20愛知県364
2245 高橋　行人 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾄ  2:06:24岐阜県365
3424 紅林　初英 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾊﾂﾋﾃﾞ  2:06:36牧之原市366
3542 茂川　真吾 ﾓｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ  2:06:36藤枝市367
921 入木　利夫 ｲﾘｷ ﾄｼｵ  2:06:37湖西市368

1395 水野　功 ﾐｽﾞﾉ ｲｻｵ  2:06:40愛知県369
3205 石田　宏一 ｲｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ  2:06:43浜松市370
1890 半澤　博道 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾛﾐﾁ  2:06:49浜松市371
1494 鈴木　健次 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ  2:06:54愛知県372
2948 砂川　久明 ｽﾅｶﾜ ﾋｻｱｷ  2:06:57磐田市373
1226 田原　志高 ﾀﾊﾗ ﾕｷﾀｶ  2:07:05愛知県374
3816 塚本　博士 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ  2:07:11焼津市375
2364 小鹿　透 ｺｼｶ ﾄｵﾙ  2:07:22愛知県376
1502 原山　雅光 ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻﾐﾂ  2:07:27静岡市377
3638 飯田　郷司 ｲｲﾀﾞ ｻﾄｼ  2:07:36牧之原市378
2806 尾崎　秀司 ｵｻﾞｷ ﾋﾃﾞｼ  2:07:44浜松市379
1950 山本　高義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ  2:07:46浜松市380
2729 須郷　和夫 ｽｺﾞｳ ｶｽﾞｵ  2:07:58浜松市381
896 村松　雅則 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ  2:08:05掛川市382

2551 小松　洋 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ  2:08:06磐田市383
3528 安田　透 ﾔｽﾀﾞ ﾄｵﾙ  2:08:18菊川市384
1983 富坂　雅秀 ﾄﾐｻｶ ﾏｻﾋﾃﾞ  2:08:32静岡市385
2005 遠藤　和幸 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ  2:08:39富士市386
3133 河本　雅俊 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾄｼ  2:08:56吉田町387
2145 天野　佳弘 ｱﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ  2:09:01島田市388
1699 小田嶋　善次 ｵﾀﾞｼﾏ ｾﾞﾝｼﾞ  2:09:16愛知県389
3463 寺沢　雅博 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ  2:09:17愛知県390
1830 中野　敬史 ﾅｶﾉ ｹｲｼﾞ  2:09:20浜松市391
3432 高柳　節夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾀﾞｵ  2:09:21磐田市392
2616 佐藤　勝義 ｻﾄｳ ｶﾂﾖｼ  2:09:25沼津市393
1320 小楠　薫 ｵｸﾞｽ ｶｵﾙ  2:09:49浜松市394
3513 岡崎　伸行 ｵｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:09:50掛川市395
2735 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ  2:10:04磐田市396
1597 池谷　幸靖 ｲｹﾔ ﾕｷﾔｽ  2:10:13浜松市397
3201 寺田　行宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ  2:10:26磐田市398
371 鈴木　利朗 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ  2:10:37磐田市399

3797 鈴木　章宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ  2:10:44袋井市400
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1993 大石　巌 ｵｵｲｼ ｲﾜｵ  2:10:44浜松市401
1933 山脇　輝夫 ﾔﾏﾜｷ ﾃﾙｵ  2:10:52湖西市402
1849 石井　雅之 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ  2:11:01藤枝市403
3753 齋藤　秀之 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ  2:11:07浜松市404
2397 當間　英敬 ﾄｳﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ  2:11:30浜松市405
550 稲本　稔 ｲﾅﾓﾄ ﾐﾉﾙ  2:11:36掛川市406

2264 村松　隆之 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾕｷ  2:11:47磐田市407
2293 西村　直 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ  2:11:48京都府408
1982 杉山　哲夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂｵ  2:12:35森町409
2417 藪内　良章 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾖｼｱｷ  2:12:35磐田市410
2146 小野田　聡 ｵﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ  2:12:53島田市411
421 松本　桂造 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ  2:13:00浜松市412

2743 新沼　一宏 ﾆｲﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  2:13:04磐田市413
3203 川野　和弘 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾋﾛ  2:13:07静岡市414
1697 井川　英明 ｲｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ  2:13:09愛知県415
2859 倉田　智弘 ｸﾗﾀ ﾄｼﾋﾛ  2:13:14掛川市416
2630 石原　司久 ｲｼﾊﾗ ﾓﾘﾋｻ  2:13:17浜松市417
1604 安田　彰 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾗ  2:13:33掛川市418
1972 望月　和久 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋｻ  2:13:42磐田市419
2885 杉浦　明則 ｽｷﾞｳﾗ ｱｷﾉﾘ  2:14:13愛知県420
1945 鈴木　宏洋 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾖｼ  2:14:15磐田市421
3350 鈴木　典男 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｵ  2:14:18浜松市422
3854 石神　昭男 ｲｼｶﾞﾐ ｱｷｵ  2:14:37静岡市423
3069 水野　浩貴 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾀｶ  2:14:37静岡市424
1546 落合　正久 ｵﾁｱｲ ﾏｻﾋｻ  2:14:37愛知県425
2530 黒野　行彦 ｸﾛﾉ ﾕｷﾋｺ  2:14:49磐田市426
1219 村谷　行信 ﾑﾗﾀﾆ ﾕｷﾉﾌﾞ  2:14:52袋井市427
1954 松本　重雄 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｵ  2:15:07磐田市428
2387 大城　邦夫 ｵｵｼﾛ ｸﾆｵ  2:15:34浜松市429
1917 服部　達哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ  2:16:17愛知県430
2421 兼子　文雄 ｶﾈｺ ﾌﾐｵ  2:16:28静岡市431
2319 佐久間　雅一 ｻｸﾏ ﾏｻｶｽﾞ  2:16:30神奈川県432
2686 平野　功 ﾋﾗﾉ ｲｻｵ  2:16:37富士市433
2346 川嶋　伸介 ｶﾜｼﾏ ｼﾝｽｹ  2:16:52浜松市434
2645 馬淵　紀之 ﾏﾌﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ  2:16:55三重県435
2443 藤田　泰史 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽｼ  2:17:13浜松市436
2973 鈴木　文男 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｵ  2:17:16浜松市437
2943 榎田　一安 ｴﾉｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔｽ  2:17:18藤枝市438
1843 寺田　伸一郎 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ  2:17:18磐田市439
2559 髙木　俊壽 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾋｻ  2:17:48浜松市440
2520 西尾　憲二 ﾆｼｵ ｹﾝｼﾞ  2:17:51愛知県441
2904 山下　茂樹 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞｷ  2:17:58磐田市442
2916 曽根　克巳 ｿﾈ ｶﾂﾐ  2:18:20島田市443
1003 石川　貢 ｲｼｶﾜ ﾐﾂｸﾞ  2:18:33掛川市444
3060 寺田　光明 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂｱｷ  2:18:38藤枝市445
2349 渡辺　研史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ  2:18:44静岡市446
2416 田嶋　一善 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾖｼ  2:18:54吉田町447
3645 石井　匡 ｲｼｲ ﾀﾀﾞｼ  2:19:11富士市448
2424 小野江　公利 ｵﾉｴ ｷﾐﾄｼ  2:19:14東京都449
2845 杉田　秀夫 ｽｷﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ  2:19:18掛川市450

Print : 2012/11/28 23:07:08 52 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

ハーフ男子５０～５９歳
2755 鳥居　詳久 ﾄﾘｲ ﾖｼﾋｻ  2:19:26掛川市451
680 下山　信雄 ｼﾓﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ  2:19:41愛知県452

3696 高野　信忠 ﾀｶﾉ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ  2:19:52磐田市453
2550 大谷　透 ｵｵﾀﾆ ﾄｵﾙ  2:19:56広島県454
2782 小脇　進 ｺﾜｷ ｽｽﾑ  2:19:59千葉県455
1722 渡邉　正志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｼ  2:19:59掛川市456
2332 深谷　裕章 ﾌｶﾔ ﾋﾛｱｷ  2:20:04浜松市457
2548 大橋　正仁 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾄ  2:20:32愛知県458
1611 武藤　康治 ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ  2:20:41愛知県459
2826 兼子　雅司 ｶﾈｺ ﾏｻｼ  2:21:05浜松市460
1940 木本　雅雪 ｷﾓﾄ ﾏｻﾕｷ  2:21:33湖西市461
2719 土川　一司 ﾂﾁｶﾜ ｶｽﾞｼ  2:22:32島田市462
3346 鈴木　浩三 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ  2:22:45磐田市463
3384 石垣　元弘 ｲｼｶﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ  2:22:55三島市464
1228 鈴木　睦司 ｽｽﾞｷ ﾑﾂｼﾞ  2:22:57浜松市465
2784 保坂　久 ﾎｻｶ ﾋｻｼ  2:23:14茨城県466
2488 村松　直司 ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｼﾞ  2:23:43磐田市467
2585 中井　県次 ﾅｶｲ ｹﾝｼﾞ  2:24:19岐阜県468
2800 真船　勉 ﾏﾌﾈ ﾂﾄﾑ  2:24:43浜松市469
2792 稲垣　伸安 ｲﾅｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾔｽ  2:24:59静岡市470
1504 広瀬　次夫 ﾋﾛｾ ﾂｸﾞｵ  2:25:13愛知県471
2159 斎藤　昌典 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ  2:26:01埼玉県472
3736 吉原　康弘 ﾖｼﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ  2:26:33愛知県473
2612 江塚　善夫 ｴﾂﾞｶ ﾖｼｵ  2:26:58磐田市474
3264 野村　護 ﾉﾑﾗ ﾏﾓﾙ  2:27:35掛川市475
3226 次木　稔 ﾂｷﾞｷ ﾐﾉﾙ  2:27:47浜松市476
1787 内藤　厚司 ﾅｲﾄｳ ｱﾂｼ  2:28:00愛知県477
3650 高林　新治 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ  2:28:10袋井市478
3100 有高　哲弥 ｱﾘﾀｶ ﾃﾂﾔ  2:28:12浜松市479
3368 長門　祥一 ﾅｶﾞﾄ ｼｮｳｲﾁ  2:28:22東京都480
2445 大石　将弘 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ  2:28:40浜松市481
2410 渥美　孝治 ｱﾂﾐ ｺｳｼﾞ  2:28:51浜松市482
2790 吉川　正博 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ  2:28:56愛知県483
2593 桑原　徹 ｸﾜﾊﾗ ﾄｵﾙ  2:29:32愛知県484
2247 岩崎　浩二 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ  2:29:38浜松市485
1412 宮本　健一 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  2:29:40浜松市486
2682 鳥飼　克己 ﾄﾘｶﾞｲ ｶﾂﾐ  2:30:52浜松市487
2290 田中　利春 ﾀﾅｶ ﾄｼﾊﾙ  2:30:57浜松市488
3389 矢田　祐司 ﾔﾀﾞ ﾕｳｼﾞ  2:33:40浜松市489
1603 三浦　清 ﾐｳﾗ ｷﾖｼ  2:34:03掛川市490
2272 望月　公雅 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾐﾏｻ  2:35:37静岡市491
3048 伊藤　信男 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｵ  2:36:08浜松市492
2171 川中　道夫 ｶﾜﾅｶ ﾐﾁｵ  2:36:40掛川市493
2883 梅津　高明 ｳﾒﾂ ﾀｶｱｷ  2:36:53福岡県494
754 山本　昇 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ  2:37:28浜松市495
694 永田　博充 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾐﾂ  2:37:57愛知県496
746 野上　亨 ﾉｶﾞﾐ ﾄｵﾙ  2:38:09兵庫県497

3519 市川　紀美雄 ｲﾁｶﾜ ｷﾐｵ  2:38:29富士宮市498
2870 浅野　智嗣 ｱｻﾉ ﾄﾓﾂｸﾞ  2:38:59東京都499
3789 飯塚　正志 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｼ  2:40:23神奈川県500
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3050 袴田　征弘 ﾊｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ  2:41:29浜松市501
2502 日下　武夫 ｸｻｶ ﾀｹｵ  2:42:00愛知県502
2127 山中　健 ﾔﾏﾅｶ ﾀｹｼ  2:42:19滋賀県503
2770 今井　信行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:43:57愛知県504
3075 宮地　伸有 ﾐﾔﾁ ﾉﾌﾞﾄﾓ  2:47:52浜松市505
2954 藤嶋　秀実 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾐ  2:49:20浜松市506
2847 小林　大治郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ  2:50:32焼津市507
3037 北田　好夫 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼｵ  2:51:25愛知県508
2575 松下　析也 ﾏﾂｼﾀ ｾｷﾔ  3:03:18袋井市509
3141 鷲瀧　眞也 ﾜｼﾀｷ ｼﾝﾔ  3:11:51磐田市510
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44 清水　英夫 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｵ  1:26:02焼津市1

3694 堀内　康夫 ﾎﾘｳﾁ ﾔｽｵ  1:29:26磐田市2
220 山田　定幸 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ  1:30:17磐田市3
815 隅　章二 ｽﾐ ｼｮｳｼﾞ  1:31:02藤枝市4
455 西尾　元治 ﾆｼｵ ﾓﾄﾊﾙ  1:32:20浜松市5
149 川村　信海 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞﾐ  1:33:39愛知県6
182 松本　勝 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾙ  1:35:47磐田市8
561 影山　和徳 ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  1:35:57富士市9

1064 菅沼　慶行 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ  1:37:22掛川市10
567 大藤　勝美 ｵｵﾌｼﾞ ｶﾂﾐ  1:38:36掛川市11

3016 片瀬　茂次 ｶﾀｾ ｼｹﾞｼﾞ  1:40:19牧之原市12
1242 細井　久信 ﾎｿｲ ﾋｻﾉﾌﾞ  1:40:24磐田市13
819 田中　正利 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ  1:40:40森町14

1444 中村　悦次 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｼﾞ  1:41:58浜松市15
757 宇木　隆司 ｳｷ ﾀｶｼ  1:42:06掛川市16
651 川島　安一 ｶﾜｼﾏ  1:42:13磐田市17

3124 巻田　克則 ﾏｷﾀ ｶﾂﾉﾘ  1:42:36焼津市18
964 徳村　清己 ﾄｸﾑﾗ ｷﾖﾐ  1:42:50袋井市19
289 犬塚　雅夫 ｲﾇﾂﾞｶ ﾏｻｵ  1:43:22浜松市20
917 二谷　龍治 ﾌﾀﾔ ﾘｭｳｼﾞ  1:43:27山梨県21
512 加藤　正一 ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ  1:43:42東京都22

3860 石野　晃 ｲｼﾉ ｱｷﾗ  1:44:2323
1001 中村　耕二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ  1:44:34島田市24
1027 鳥居　英夫 ﾄﾘｲ ﾋﾃﾞｵ  1:44:43愛知県25
559 小野寺　優 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ  1:44:48浜松市26

1067 本田　政治 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ  1:46:03浜松市27
1011 福井　祥文 ﾌｸｲ ﾖｼﾌﾐ  1:46:21愛知県28
1086 岩井　力 ｲﾜｲ ﾁｶﾗ  1:46:26岐阜県29
1000 岩崎　好春 ｲﾜｻｷ ﾖｼﾊﾙ  1:46:29静岡市30
1339 鈴木　慶一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ  1:46:32愛知県31
605 赤堀　雅博 ｱｶﾎﾘ ﾏｻﾋﾛ  1:46:51菊川市32

1170 重政　行雄 ｼｹﾞﾏｻ ﾕｷｵ  1:47:25神奈川県33
945 阿部　良二 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ  1:47:40千葉県34

2038 池谷　松太郎 ｲｹｶﾞﾔ ﾏﾂﾀﾛｳ  1:47:49焼津市35
3221 鈴木　秀司 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｼﾞ  1:47:51袋井市36
3150 新倉　勝日児 ｼﾝｸﾗ ｶﾂﾋｺ  1:48:03浜松市37
932 源馬　均 ｹﾞﾝﾏ ﾋﾄｼ  1:48:26浜松市38

1123 佐々木　正喜 ｻｻｷ ﾏｻｷ  1:48:43静岡市39
743 ｓｕｚｕｋｉ　ｔａｔｓｕｍｉ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾐ  1:48:47愛知県40

1767 笠原　利一 ｶｻﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ  1:48:48千葉県41
1330 佐竹　清衛 ｻﾀｹ ｷﾖｴ  1:49:08愛知県42
3034 内山　利次 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼｼﾞ  1:49:32浜松市43
1282 岡村　道夫 ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｵ  1:49:40島田市44
1707 赤堀　和一 ｱｶﾎﾘ ｶｽﾞｲﾁ  1:49:40菊川市45
1156 中山　恒男 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾈｵ  1:49:41磐田市46
1127 榊原　健之 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾃﾕｷ  1:49:52浜松市47
1686 寺田　公嘉 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾐﾖｼ  1:49:58袋井市48
1032 榑松　實 ｸﾚﾏﾂ ﾐﾉﾙ  1:50:16磐田市49
3111 戸田　幸男 ﾄﾀﾞ ﾕｷｵ  1:50:17浜松市50
1790 春木　隆助 ﾊﾙｷ ﾀｶｽｹ  1:50:25愛知県51
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830 鈴木　正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ  1:51:15浜松市52

1451 黒田　昭夫 ｸﾛﾀﾞ ｱｷｵ  1:51:15菊川市53
3320 田中　紘行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ  1:51:25磐田市54
914 高矢　力 ﾀｶﾔ ﾁｶﾗ  1:51:40浜松市55
928 森田　孝 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ  1:51:50浜松市56
949 中野　安吉 ﾅｶﾉ ﾔｽｷﾁ  1:51:52浜松市57

1689 柴田　久美彦 ｼﾊﾞﾀ ｸﾐﾋｺ  1:52:05袋井市58
707 岩瀬　光伸 ｲﾜｾ ﾐﾂﾉﾌﾞ  1:52:10浜松市59
364 池野谷　博信 ｲｹﾉﾔ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:52:19浜松市60
853 加藤　隆仁 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾄ  1:52:38磐田市61

2469 舩橋　清水 ﾌﾅﾊﾞｼ ｷﾖﾐ  1:52:49愛知県62
1883 大石　明夫 ｵｵｲｼ ｱｷｵ  1:53:00磐田市63
1490 富井　幸広 ﾄﾐｲ ﾕｷﾋﾛ  1:53:35菊川市64
793 元川　寛治 ﾓﾄｶﾜ ｶﾝｼﾞ  1:53:49島田市65

3063 水野　利幸 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾕｷ  1:53:56磐田市66
1269 吉添　繁雄 ﾖｼｿﾞｴ ｼｹﾞｵ  1:54:13磐田市67
729 宮村　和秀 ﾐﾔﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ  1:54:15伊東市68

1821 白木沢　敏郎 ｼﾛｷｻﾜ ﾄｼﾛｳ  1:54:23愛知県69
1974 大場　繁雄 ｵｵﾊﾞ  1:54:27磐田市70
1233 知見　扶公 ﾁｹﾝ ﾓﾄﾋﾄ  1:54:37愛知県71
1118 青島　一郎 ｱｵｼﾏ ｲﾁﾛｳ  1:54:43磐田市72
992 大橋　光彦 ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾋｺ  1:54:54東京都73

1445 永山　秀昭 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ  1:54:55静岡市74
1181 村野　秀雄 ﾑﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ  1:55:03沼津市75
1978 中井　義雄 ﾅｶｲ ﾖｼｵ  1:55:09神奈川県76
2689 鈴木　正次 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼﾞ  1:55:16掛川市77
1448 海野　芳郎 ｳﾝﾉ ﾖｼﾛｳ  1:55:18静岡市78
1478 舘山　道昭 ﾀﾃﾔﾏ ﾐﾁｱｷ  1:55:47東京都79
1420 斉藤　和良 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ  1:55:50浜松市80
3228 青木　諒二 ｱｵｷ ﾘｮｳｼﾞ  1:55:57沼津市81
1518 齋藤　順治 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ  1:56:00島田市82
343 倉本　憲斉 ｸﾗﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ  1:56:16浜松市83
241 藤田　武司 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹｼ  1:56:23浜松市84

2335 鈴木　忠昭 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｱｷ  1:56:29浜松市85
1629 尾崎　正和 ｵｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ  1:56:54浜松市86
1827 梅基　弘士 ｳﾒﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:57:10沼津市87
1632 竹谷　裕之 ﾀｹﾔ ﾋﾛﾕｷ  1:57:17愛知県88
1930 近藤　孝二 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ  1:57:26愛知県89

52 谷口　忠夫 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ  1:57:42磐田市90
1747 久保　善磨 ｸﾎﾞ ﾖｼﾏ  1:58:00袋井市91
2099 山崎　博 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｼ  1:58:16岐阜県92
2022 厚川　忠昭 ｱﾂｶﾜ ﾀﾀﾞｱｷ  1:58:17東京都93
1752 嶋尻　雅壽 ｼﾏｼﾞﾘ ﾏｻﾄｼ  1:58:48浜松市94
1907 原木　憲一 ﾊﾗｷ ｹﾝｲﾁ  1:58:50藤枝市95
202 宇藤　太 ｳﾄｳ ﾌﾄﾙ  1:59:02愛知県96

2330 渡邉　政信 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:59:07裾野市97
1949 渡辺　明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ  1:59:13新潟県98
1947 長谷川　明広 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ  1:59:24浜松市99
1418 青木　利夫 ｱｵｷ ﾄｼｵ  1:59:39静岡市100
1232 鈴木　功宏 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ  2:00:24浜松市101
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1422 小沢　英治郎 ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞﾛｳ  2:00:35掛川市102
3029 堀口　義弘 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ  2:00:39愛知県103
1286 鈴木　新一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ  2:00:42浜松市104
3186 守屋　貴由 ﾓﾘﾔ ﾖｼﾕｷ  2:00:43湖西市105
3826 西村　順一 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:00:55神奈川県106
1661 坪井　伸男 ﾂﾎﾞｲ ﾉﾌﾞｵ  2:01:12浜松市107
2256 岡部　耕士 ｵｶﾍﾞ ｺｳｼﾞ  2:01:29浜松市108
1716 藤原　力三 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｷｿﾞｳ  2:01:42東京都109
1391 朝井　哲二 ｱｻｲ ﾃﾂｼﾞ  2:02:04愛知県110
2313 増田　久幸 ﾏｽﾀﾞ ﾋｻﾕｷ  2:02:04静岡市111
2249 天野　三也 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾔ  2:02:19愛知県112
1626 平野　正樹 ﾋﾗﾉ ﾏｻｷ  2:02:19愛知県113
1621 冨田　近正 ﾄﾐﾀ ﾁｶﾏｻ  2:02:21神奈川県114
1413 宮本　剛一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ  2:02:29浜松市115
1966 藤田　勝士 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂｼ  2:02:54袋井市116
1425 高柳　進 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ  2:02:54浜松市117
1567 大岩　武司 ｵｵｲﾜ ﾀｹｼ  2:03:03愛知県118
1941 坪井　道男 ﾂﾎﾞｲ ﾐﾁｵ  2:03:08浜松市119
1529 萩原　久義 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻﾖｼ  2:03:14島田市120
2333 杉本　直司 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｼﾞ  2:03:20島田市121
2314 鈴木　康照 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾃﾙ  2:03:29磐田市122
1995 田中　裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ  2:04:59磐田市123
2017 田中　康夫 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ  2:05:07磐田市124
1878 山道　宏美 ﾔﾏﾐﾁ ﾋﾛﾐ  2:05:21沼津市125
2888 大橋　文宏 ｵｵﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ  2:05:36磐田市126
2156 中田　康夫 ﾅｶﾀ ﾔｽｵ  2:05:52沼津市127
1543 野沢　隆二郎 ﾉｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ  2:06:00浜松市128
1981 秋野　友司 ｱｷﾉ ﾄﾓｼﾞ  2:06:18御前崎市129
2383 次廣　章 ﾂｷﾞﾋﾛ ｱｷﾗ  2:06:18浜松市130
3089 宮地　春洋 ﾐﾔﾁ ﾊﾙﾅﾐ  2:06:22磐田市131
2318 山家　和義 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞﾖｼ  2:06:30三重県132
1986 佐野　悦穂 ｻﾉ ｴﾂﾎ  2:06:31浜松市133
3560 岩倉　雅行 ｲﾜｸﾗ ﾏｻﾕｷ  2:06:51島田市134
1943 浅倉　文夫 ｱｻｸﾗ ﾌﾐｵ  2:06:59浜松市135
2090 伊藤　昭 ｲﾄｳ ｱｷﾗ  2:07:56愛知県136
2725 森　正明 ﾓﾘ ﾏｻｱｷ  2:08:09磐田市137
2542 川口　隆章 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ  2:08:36御殿場市138
3049 森戸　勝美 ﾓﾘﾄ ｶﾂﾐ  2:09:33三重県139
2886 田辺　一志 ﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｼ  2:09:46三島市140
2018 葭川　新一 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ  2:10:29浜松市141
2400 山本　善也 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾔ  2:10:53浜松市142
3121 鈴木　国彦 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ  2:11:28浜松市143
2180 戸田　晴通 ﾄﾀﾞ ﾊﾙﾐﾁ  2:11:35浜松市144
1321 森田　和司 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞｼ  2:11:38愛知県145
1446 山本　鉄雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ  2:11:59磐田市146
2500 沢田　利明 ｻﾜﾀﾞ ﾄｼｱｷ  2:12:00愛知県147
2381 小谷　充 ｺﾀﾆ ﾐﾂﾙ  2:12:07愛知県148
1480 前澤　功 ﾏｴｻﾞﾜ ｲｻｵ  2:12:56長野県149
3814 加藤　公彦 ｶﾄｳ ｷﾐﾋｺ  2:13:08袋井市150
3497 伊藤　直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ  2:13:15磐田市151
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3073 小野　弘之 ｵﾉ ﾋﾛﾕｷ  2:13:17御殿場市152
759 竹之内　博行 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ  2:13:31富士市153

1965 高田　孝一 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ  2:13:34掛川市154
3094 林　茂 ﾊﾔｼ ｼｹﾞﾙ  2:13:56袋井市155
801 花木　祐之 ﾊﾅｷ ﾕｳｼﾞ  2:14:12浜松市156

1861 鈴木　均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ  2:14:36湖西市157
2577 高橋　司全 ﾀｶﾊｼ ﾓﾘﾏｻ  2:15:51愛知県158
1711 井口　雅裕 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ  2:15:54袋井市159
1010 安田　研一 ﾔｽﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  2:15:56鳥取県160
2242 高田　明 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ  2:16:06藤枝市161
1344 竹内　雅樹 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ  2:16:09愛知県162
2807 長島　光彰 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾂｱｷ  2:16:49静岡市163
1364 川井　正雄 ｶﾜｲ ﾏｻｵ  2:18:27大阪府164
3046 後藤　安伸 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾉﾌﾞ  2:18:38岐阜県165
2664 鈴木　康 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ  2:18:45愛知県166
2931 小寺　紀久雄 ｺﾃﾞﾗ ｷｸｵ  2:18:50愛知県167
2066 柴本　繁昭 ｼﾊﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ  2:18:55磐田市168
1455 平瀬　紘治 ﾋﾗｾ ﾋﾛﾊﾙ  2:19:02浜松市169
826 梅津　義明 ｳﾒﾂﾞ ﾖｼｱｷ  2:19:21千葉県170

2622 西田　修 ﾆｼﾀﾞ ｵｻﾑ  2:19:45浜松市171
2969 浅沼　徳三郎 ｱｻﾇﾏ ﾄｸｻﾌﾞﾛｳ  2:19:47静岡市172
1931 水山　健一 ﾐｽﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  2:20:41愛知県173
3200 渥美　善雄 ｱﾂﾐ ﾖｼｵ  2:20:52袋井市174
2392 伊藤　寛一 ｲﾄｳ ｶﾝｲﾁ  2:22:29浜松市175
2086 青木　孝夫 ｱｵｷ ﾀｶｵ  2:24:09愛知県176
218 永岡　徹志 ﾅｶﾞｵｶ ﾃﾂｼ  2:24:23静岡市177

2403 清水　祥三郎 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｻﾞﾌﾞﾛｳ  2:24:32浜松市178
2404 小谷　昌義 ｺﾀﾆ ﾏｻﾖｼ  2:24:34浜松市179
2938 清陀　光道 ｾｲﾀﾞ ｺｳﾄﾞｳ  2:24:58静岡市180
1948 今田　雅明 ｲﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ  2:26:46浜松市181
3750 杉村　基次 ｽｷﾞﾑﾗ ﾓﾄｼﾞ  2:27:05藤枝市182
2652 杉本　浩造 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｿﾞｳ  2:27:22浜松市183
2554 浅沼　一夫 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞｵ  2:30:01三重県184
2872 柏原　幹雄 ｶｼﾜﾗ ﾐｷｵ  2:30:18愛知県185
2505 青山　力三 ｱｵﾔﾏ ﾘｷｿﾞｳ  2:30:23千葉県186
2705 山下　久夫 ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｵ  2:30:33磐田市187
2509 大野　正師 ｵｵﾉ ﾀﾀﾞｼ  2:30:57浜松市188
2891 長谷川　祐司 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ  2:32:29藤枝市189
2312 若森　一雄 ﾜｶﾓﾘ ｶｽﾞｵ  2:34:02浜松市190
2543 梅原　祐仁 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳｼﾞ  2:34:37埼玉県191
2726 井田　義和 ｲﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ  2:36:03三重県192

26 小池　勝 ｺｲｹ ﾏｻﾙ  2:36:14富士市193
2347 鈴木　悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ  2:38:50浜松市194
3123 仲田　泉 ﾅｶﾀﾞ ｲｽﾞﾐ  2:40:03浜松市195
3314 榛葉　光夫 ｼﾝﾊﾞ ﾐﾂｵ  2:42:02藤枝市196
2552 藤原　孝一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ  2:44:52磐田市197
2734 松本　初美 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂﾐ  2:49:02掛川市198
1840 鈴木　新六 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾛｸ  2:50:21浜松市199
2744 八木　富一 ﾔｷﾞ ﾄﾐｶｽﾞ  2:52:21愛知県200
2842 堀内　育夫 ﾎﾘｳﾁ ｲｸｵ  3:06:08愛知県201
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3058 市川　勝己 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾐ  3:07:21磐田市202
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53 加藤　奈津季 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ  1:20:17浜松市1
89 村松　夏子 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾂｺ  1:20:33富士市2

168 平野　真里 ﾋﾗﾉ ﾏﾘ  1:24:13浜松市3
174 堀出　美那 ﾎﾘﾃﾞ ﾐﾅ  1:26:46浜松市4
258 山神　由佳 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾕｶ  1:28:17三重県5
20 竹松　美保 ﾀｹﾏﾂ ﾐﾎ  1:29:07浜松市6

483 斉藤　明日佳 ｻｲﾄｳ ｱｽｶ  1:30:50浜松市7
39 竹島　由規 ﾀｹｼﾏ ﾕｷ  1:32:27浜松市8

193 三浦　仁稔 ﾐｳﾗ ﾋﾄﾐ  1:32:55愛知県9
433 金原　由貴江 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｷｴ  1:33:29浜松市10

3305 本多　詩央里 ﾎﾝﾀﾞ ｼｵﾘ  1:34:22静岡市11
648 杉本　佳子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｺ  1:36:52浜松市12
667 喜多村　美代子 ｷﾀﾑﾗ ﾐﾖｺ  1:37:51静岡市13

1061 夏目　紗織 ﾅﾂﾒ ｻｵﾘ  1:39:49磐田市14
649 白鳥　良美 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼﾐ  1:42:34静岡市15

3515 荒木　千恵 ｱﾗｷ ﾁｴ  1:42:46御前崎市16
296 池袋　佑子 ｲｹﾌﾞｸﾛ ﾕｳｺ  1:44:37東京都17

1384 竹本　佳世子 ﾀｹﾓﾄ ｶﾖｺ  1:44:50藤枝市18
2006 須藤　みゆき ｽﾄｳ ﾐﾕｷ  1:46:29神奈川県19
1258 大須賀　慶子 ｵｵｽｶ ｹｲｺ  1:47:11愛知県20
1371 浅井　恵理子 ｱｻｲ ｴﾘｺ  1:47:44掛川市21
1771 藤田　亜矢子 ﾌｼﾞﾀ ｱﾔｺ  1:49:26浜松市22
1876 大河原　美保 ｵｵｶﾜﾗ ﾐﾎ  1:49:36牧之原市23
1119 加藤　彩香 ｶﾄｳ ｱﾔｶ  1:50:22浜松市24
1848 小楠　かおる ｵｸﾞｽ ｶｵﾙ  1:50:32神奈川県25
1184 古井　友恵 ﾌﾙｲ ﾄﾓｴ  1:51:04浜松市26
1443 村松　清子 ﾑﾗﾏﾂ ｷﾖｺ  1:51:23磐田市27
124 伊藤　聖子 ｲﾄｳ ｷﾖｺ  1:51:52愛知県28

1284 河野　由香里 ｺｳﾉ ﾕｶﾘ  1:52:37浜松市29
3288 伊藤　祐子 ｲﾄｳ ﾕｳｺ  1:52:41浜松市30
1524 竹島　尚美 ﾀｹｼﾏ ﾅｵﾐ  1:53:11愛知県31
2254 佐野　尚美 ｻﾉ ﾅｵﾐ  1:53:19岐阜県32
1839 伊藤　清香 ｲﾄｳ ｻﾔｶ  1:53:33島田市33
3643 岩瀬　洋子 ｲﾜｾ ﾖｳｺ  1:54:25愛知県34
2080 藤田　夏代 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂﾖ  1:54:30静岡市35
1483 小野田　真由美 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾕﾐ  1:54:31掛川市36
3238 中山　綾子 ﾅｶﾔﾏ ｱﾔｺ  1:54:59東京都37
1946 倉田　美智恵 ｸﾗﾀ ﾐﾁｴ  1:55:20浜松市38
3410 此下　里美 ｺﾉｼﾀ ｻﾄﾐ  1:55:30愛知県39
1853 鈴木　歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ  1:55:32掛川市40
2013 鈴木　梨恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ  1:55:40浜松市41
1285 田中　凡子 ﾀﾅｶ ﾅﾐｺ  1:55:54浜松市42
1815 澤田　千賀子 ｻﾜﾀﾞ ﾁｶｺ  1:56:25静岡市43
652 鈴木　美里 ｽｽﾞｷ ﾐｻﾄ  1:57:00浜松市44

1891 中村　彩有里 ﾅｶﾑﾗ ｻﾕﾘ  1:57:04愛知県45
1319 石山　希 ｲｼﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ  1:57:25磐田市46
2362 堀内　まゆ ﾎﾘｳﾁ ﾏﾕ  1:57:27東京都47
1746 野ヶ山　由紀 ﾉｶﾞﾔﾏ ﾕｷ  1:58:03掛川市48
1635 山崎　京子 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳｺ  1:58:14掛川市49
3255 高山　由起奈 ﾀｶﾔﾏ ﾕｷﾅ  1:58:42三島市50
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3056 松本　理紗 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻ  1:58:45菊川市51
1769 遠藤　佳代子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾖｺ  1:58:51富士市52
3717 坂本　明日美 ｻｶﾓﾄ ｱｽﾐ  1:59:03愛知県53

40 深井　聖枝 ﾌｶｲ ｼｽﾞｴ  1:59:10浜松市54
1881 深澤　祥世 ﾌｶｻﾜ ｻﾁﾖ  1:59:18富士市55

15 白石　恵美 ｼﾗｲｼ ｴﾐ  1:59:31愛知県56
2571 石塚　久実 ｲｼﾂﾞｶ ｸﾐ  1:59:40浜松市57
2765 森居　沙矢香 ﾓﾘｲ ｻﾔｶ  2:00:02愛知県58
2197 神林　まりあ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾘｱ  2:00:08三重県59
1894 杉村　美里 ｽｷﾞﾑﾗ ﾐｻﾄ  2:00:15藤枝市60
3316 横沢　千絵美 ﾖｺｻﾜ ﾁｴﾐ  2:00:27浜松市61
903 小野　智子 ｵﾉ ﾄﾓｺ  2:01:06愛知県62

2199 内山　久実 ｳﾁﾔﾏ ｸﾐ  2:01:13浜松市63
2337 谷山　由香利 ﾀﾆﾔﾏ ﾕｶﾘ  2:01:24愛知県64
3889 田中　恵 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ  2:02:2465
3162 山本　桃子 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾓｺ  2:02:47浜松市66
3525 白鳥　れい子 ｼﾗﾄﾘ ﾚｲｺ  2:03:03静岡市67
880 藤下　三矢子 ﾌｼﾞｼﾀ ﾐﾔｺ  2:03:11浜松市68

3686 筑木　友美 ﾂﾂﾞｷ ﾄﾓﾐ  2:03:21愛知県69
2250 原崎　暢子 ﾊﾗｻﾞｷ ﾉﾌﾞｺ  2:03:21焼津市70
1823 黒谷　朱美 ｸﾛﾔ ｱｹﾐ  2:03:49愛知県71
3381 川越　真季 ｶﾜｺﾞｴ ﾏｷ  2:03:55浜松市72
2289 岩渕　彩 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔ  2:03:57神奈川県73
2234 孕石　茉由 ﾊﾗﾐｲｼ ﾏﾕ  2:03:59磐田市74
2442 原　なおり ﾊﾗ ﾅｵﾘ  2:04:37愛知県75
1742 中村　聡巳 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄﾐ  2:04:37浜松市76
2398 廣野　智子 ﾋﾛﾉ ﾄﾓｺ  2:04:43浜松市77
3450 朝倉　聖子 ｱｻｸﾗ ｾｲｺ  2:04:50磐田市78
2815 竹下　環奈 ﾀｹｼﾀ ｶﾝﾅ  2:04:52沼津市79
2506 有働　えり奈 ｳﾄﾞｳ ｴﾘﾅ  2:05:32浜松市80
2582 岡本　由梨子 ｵｶﾓﾄ ﾕﾘｺ  2:05:36奈良県81
3356 竹内　梢 ﾀｹｳﾁ ｺｽﾞｴ  2:05:49浜松市82
2921 山村　晴香 ﾔﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ  2:06:14島田市83
2496 竹内　知子 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｺ  2:06:18愛知県84
3659 加納　麻理子 ｶﾉｳ ﾏﾘｺ  2:06:18浜松市85
3306 石川　梨絵 ｲｼｶﾜ ﾘｴ  2:06:38島田市86
1925 杉本　雅代 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾖ  2:06:42富士宮市87
3687 小川　沙里衣 ｵｶﾞﾜ ｻﾘｲ  2:06:54愛知県88
1250 池野　抄知子 ｲｹﾉ ｻﾁｺ  2:06:58浜松市89
2459 大石　絵梨果 ｵｵｲｼ ｴﾘｶ  2:06:59浜松市90
2779 高畑　葵 ﾀｶﾊﾀ ｱｵｲ  2:07:09掛川市91

6 永井　佐知子 ﾅｶﾞｲ ｻﾁｺ  2:07:11磐田市92
3833 鈴木　祐子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ  2:07:33愛知県93
2641 亀島　明香 ｶﾒｼﾏ ｻﾔｶ  2:07:36愛知県94
2698 齋藤　理絵 ｻｲﾄｳ ﾘｴ  2:08:07富士市95
2812 榊原　和 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾉﾄﾞｶ  2:08:14川根本町96
2049 安藤　まなぶ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ  2:08:20愛知県97
3669 太田　裕万 ｵｵﾀ ﾕﾏ  2:08:46愛知県98
3857 君島　由紀子 ｷﾐｼﾏ ﾕｷｺ  2:08:50東京都99
3338 野末　八恵子 ﾉｽﾞｴ ﾔｴｺ  2:09:00浜松市100
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3775 杉村　仁美 ｽｷﾞﾑﾗ ﾖｼﾐ  2:09:08島田市101
3053 朝倉　紀子 ｱｻｸﾗ ﾉﾘｺ  2:09:19藤枝市102
2925 石井　妙子 ｲｼｲ ﾀｴｺ  2:09:25浜松市103
2152 高橋　康代 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾖ  2:09:30牧之原市104
1836 森宗　尚美 ﾓﾘﾑﾈ ﾅｵﾐ  2:09:40兵庫県105
1916 広瀬　香奈 ﾋﾛｾ ｶﾅ  2:09:41愛知県106
3820 杉井　優子 ｽｷﾞｲ ﾕｳｺ  2:09:42浜松市107
1926 荘司　奈緒 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵ  2:09:53富士宮市108
2451 鴨下　綾 ｶﾓｼﾀ ｱﾔ  2:10:12愛知県109
3239 松永　悦子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｴﾂｺ  2:10:14東京都110
2046 森田　麻美 ﾓﾘﾀ ｱｻﾐ  2:10:16静岡市111
1757 森　郁子 ﾓﾘ ｲｸｺ  2:10:29兵庫県112
3179 松下　亜子 ﾏﾂｼﾀ ｱｺ  2:10:30磐田市113
2286 田近　美和 ﾀﾁﾞｶ ﾐﾜ  2:10:45焼津市114
3839 河村　輝子 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙｺ  2:10:51愛知県115
2386 永谷　奈々弥 ﾅｶﾞﾔ ﾅﾅﾐ  2:10:52浜松市116
2336 磯部　芙美 ｲｿﾍﾞ ﾌﾐ  2:10:53磐田市117
1305 八木　美季奈 ﾔｷﾞ ﾐｷﾅ  2:11:11三島市118
3783 小杉山　晴香 ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｶ  2:11:18愛知県119
3533 西沢　彩香 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾔｶ  2:11:23浜松市120
2061 松林　沙織 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｻｵﾘ  2:11:32愛知県121
3535 花島　由美 ﾊﾅｼﾞﾏ ﾕﾐ  2:11:36浜松市122
3534 藤井　美与枝 ﾌｼﾞｲ ﾐﾖｴ  2:11:36浜松市123
2307 中山　悦子 ﾅｶﾔﾏ ｴﾂｺ  2:11:38愛知県124
1782 志村　織江 ｼﾑﾗ ｵﾘｴ  2:12:01愛知県125
3220 小澤　絵美 ｵｻﾞﾜ ｴﾐ  2:12:07島田市126
2223 平野　奈奈 ﾋﾗﾉ ﾅﾅ  2:12:10大阪府127
2379 武藤　はる香 ﾑﾄｳ ﾊﾙｶ  2:12:15浜松市128
3185 後藤　亜紀 ｺﾞﾄｳ ｱｷ  2:12:17浜松市129
2639 田中　桃子 ﾀﾅｶ ﾓﾓｺ  2:12:45愛知県130
3282 鈴木　愛 ｽｽﾞｷ ｱｲ  2:12:47神奈川県131
2573 鳥居　静代 ﾄﾘｲ ｼｽﾞﾖ  2:13:26富士市132
2402 村松　知美 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓﾐ  2:13:30浜松市133
2676 坂野　恭子 ﾊﾞﾝﾉ ｷｮｳｺ  2:13:35湖西市134
2463 疋田　文枝 ﾋｷﾀﾞ ﾌﾐｴ  2:13:46湖西市135
3811 小澤　里奈 ｵｻﾞﾜ ﾘﾅ  2:14:00森町136
3810 大林　由香理 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｶﾘ  2:14:00磐田市137
3649 村井　涼子 ﾑﾗｲ ﾘｮｳｺ  2:14:13袋井市138
3538 中西　津由子 ﾅｶﾆｼ ﾂﾕｺ  2:14:26静岡市139
1964 神戸　美穂 ｶﾝﾍﾞ ﾐﾎ  2:14:43磐田市140
3812 間瀬　千晶 ﾏｾ ﾁｱｷ  2:14:44愛知県141
2343 新田　奈美 ﾆｯﾀ ﾅﾐ  2:14:50石川県142
2196 赤堀　友美 ｱｶﾎﾘ ﾄﾓﾐ  2:15:01掛川市143
2023 関矢　百恵 ｾｷﾔ ﾓﾓｴ  2:15:08愛知県144
2978 市川　美幸 ｲﾁｶﾜ ﾐﾕｷ  2:15:18静岡市145
3747 山口　ほなみ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾅﾐ  2:15:19愛知県146
2945 杉本　梢 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｽﾞｴ  2:15:32愛知県147
2816 鳥澤　智里 ﾄﾘｻﾜ ﾁｻﾄ  2:15:34東京都148
2546 谷　朝美 ﾀﾆ ｱｻﾐ  2:15:41三島市149
2605 藤田　絵梨子 ﾌｼﾞﾀ ｴﾘｺ  2:15:48浜松市150

Print : 2012/11/28 23:07:09 62 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

ハーフ女子１６～３９歳
2007 田島　里絵 ﾀｼﾞﾏ ﾘｴ  2:15:58東京都151
2830 法月　友子 ﾉﾘﾂﾞｷ ﾄﾓｺ  2:16:06焼津市152
2341 鷹羽　香 ﾀｶﾊ ｶｵﾘ  2:16:21愛知県153
3728 杉原　可奈子 ｽｷﾞﾊﾗ ｶﾅｺ  2:16:25浜松市154
2167 平松　公美 ﾋﾗﾏﾂ ﾏｻﾐ  2:16:33愛知県155
1237 櫻井　栄美 ｻｸﾗｲ ｴﾐ  2:16:49静岡市156
970 神里　茉衣 ｶﾐｻﾞﾄ ﾏｲ  2:16:50兵庫県157

2706 柴田　真希 ｼﾊﾞﾀ ﾏｷ  2:16:58湖西市158
2907 山崎　千景 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｶｹﾞ  2:17:02愛知県159
3270 海野　友希 ｳﾝﾉ ﾕｷ  2:17:18静岡市160
2776 大野　麻裕子 ｵｵﾉ ﾏﾕｺ  2:17:20愛知県161
2563 前野　麻梨子 ﾏｴﾉ ﾏﾘｺ  2:17:27埼玉県162
1509 鈴木　佑子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ  2:17:44愛知県163
2621 杉浦　仁美 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ  2:17:48愛知県164
2673 神戸　論子 ｶﾝﾍﾞ ﾉﾘｺ  2:18:05愛知県165
2773 江原　香織 ｴﾊﾞﾗ ｶｵﾘ  2:18:08沼津市166
1796 中村　絵里奈 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘﾅ  2:18:13浜松市167
2700 竹内　千絵 ﾀｹｳﾁ ﾁｴ  2:18:27愛知県168
2130 知識　智香子 ﾁｼｷ ﾁｶｺ  2:18:30浜松市169
3242 近藤　暁香 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷｶ  2:18:52浜松市170
2511 大原　生会 ｵｵﾊﾗ ｲｸｴ  2:18:57愛知県171
2455 舞永　知美 ﾏｲﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ  2:19:02愛知県172
3804 実兼　美幸 ｻﾈｶﾈ ﾐﾕｷ  2:19:10愛知県173
3580 井村　真菜 ｲﾑﾗ ﾏﾅ  2:19:30浜松市174
2516 服部　樹里 ﾊｯﾄﾘ ｼﾞｭﾘ  2:19:33浜松市175
3241 島津　尚美 ｼﾏｽﾞ ﾅｵﾐ  2:19:53浜松市176
3578 宮津　鮎美 ﾐﾔﾂﾞ ｱﾕﾐ  2:20:08浜松市177
3852 中西　愛 ﾅｶﾆｼ ｱｲ  2:20:14静岡市178
3134 日高　裕子 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｺ  2:20:27浜松市179
3001 松野　優子 ﾏﾂﾉ ﾕｳｺ  2:20:48愛知県180
3000 田中　絵瑠 ﾀﾅｶ ｴﾙ  2:20:48愛知県181
1808 一本木　恵美 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾒｸﾞﾐ  2:21:05掛川市182
2712 滝沢　佐矢香 ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾔｶ  2:21:06袋井市183
2521 石橋　秀美 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾐ  2:21:06愛知県184
3405 青木　結 ｱｵｷ ﾕｲ  2:21:10富山県185
2490 神谷　美早 ｶﾐﾔ ﾐｻｷ  2:21:15袋井市186
3770 戸倉　亜衣実 ﾄｸﾗ ｱｲﾐ  2:21:15掛川市187
3673 加茂　紗和子 ｶﾓ ｻﾜｺ  2:21:17浜松市188
3038 前田　里美 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾐ  2:21:27掛川市189
2737 高橋　咲 ﾀｶﾊｼ ｻｷ  2:21:37愛知県190
3433 志村　麻衣子 ｼﾑﾗ ﾏｲｺ  2:21:37愛知県191
3599 橋本　佳名子 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅｺ  2:22:46磐田市192
2827 中　文香 ﾅｶ ｱﾔｶ  2:22:49愛知県193
3838 江頭　由里子 ｴｶﾞｼﾗ ﾕﾘｺ  2:22:51兵庫県194
2733 中村　栄美子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾐｺ  2:22:56愛知県195
3284 大石　恵里奈 ｵｵｲｼ ｴﾘﾅ  2:23:14浜松市196
3168 鈴木　知華 ｽｽﾞｷ  2:23:21磐田市197
2884 佐藤　明美 ｻﾄｳ ｱｹﾐ  2:23:28袋井市198
2799 石川　亜友美 ｲｼｶﾜ ｱﾕﾐ  2:23:58愛知県199
3012 冨岡　いづみ ﾄﾐｵｶ ｲﾂﾞﾐ  2:24:32愛知県200
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2385 糟谷　恭子 ｶｽﾔ ｷｮｳｺ  2:24:38掛川市201
3787 羽田野　有紀 ﾊﾀﾉ ﾕｷ  2:24:51愛知県202
2783 相馬　司 ｿｳﾏ ﾂｶｻ  2:24:51浜松市203
3415 高橋　美月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾞｷ  2:24:51岐阜県204
3642 柴田　恵里 ｼﾊﾞﾀ ｴﾘ  2:25:06磐田市205
3456 太田　知里 ｵｵﾀ ﾁｻﾄ  2:25:08磐田市206
3520 浅原　希優 ｱｻﾊﾗ ﾏﾕ  2:25:21東京都207
2771 松尾　理恵 ﾏﾂｵ ﾘｴ  2:25:36神奈川県208
3357 葛西　美帆 ｶｻｲ ﾐﾎ  2:25:37沼津市209
1037 滝　綾菜 ﾀｷ ｱﾔﾅ  2:25:41愛知県210
2760 榊原　浩子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ  2:25:49愛知県211
2998 小林　江梨奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾘﾅ  2:25:56島田市212
2917 金原　史江 ｶﾅﾊﾗ ﾁｶｴ  2:25:58愛知県213
2713 伊藤　真世 ｲﾄｳ ﾏﾖ  2:25:59愛知県214
3266 杉山　舞 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ  2:26:01東京都215
2895 深津　史織 ﾌｶﾂ ｼｵﾘ  2:26:36浜松市216
3585 上原　瑠美子 ｳｴﾊﾗ ﾙﾐｺ  2:26:47浜松市217
2950 赤堀　敬子 ｱｶﾎﾘ ｹｲｺ  2:26:50浜松市218
2828 稲原　史依 ｲﾅﾊﾗ ﾌﾐｴ  2:27:06静岡市219
2748 中武　真己子 ﾅｶﾀｹ ﾏｷｺ  2:27:10愛知県220
2514 中釜　百恵 ﾅｶｶﾞﾏ ﾓﾓｴ  2:27:10愛知県221
3504 岡本　裕子 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｺ  2:27:22掛川市222
3890 成田　恵美 ﾅﾘﾀ ﾒｸﾞﾐ  2:27:23223
3351 山本　智美 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ  2:27:46愛知県224
3719 今　久美子 ｺﾝ ｸﾐｺ  2:28:22千葉県225
2873 高谷　えにわ ﾀｶﾔ ｴﾆﾜ  2:28:42愛知県226
1857 前原　礼子 ﾏｴﾊﾗ ﾚｲｺ  2:28:49愛知県227
2728 清水　彩華 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｶ  2:29:05静岡市228
3023 高林　明日香 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｽｶ  2:29:14浜松市229
3025 紅林　多恵子 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀｴｺ  2:29:22藤枝市230
2798 竹村　矩美 ﾀｹﾑﾗ ｸﾐ  2:30:12愛知県231
2697 鈴木　佐和子 ｽｽﾞｷ ｻﾜｺ  2:30:23愛知県232
3637 小長井　香織 ｺﾅｶﾞｲ ｶｵﾘ  2:30:28静岡市233
3891 池ヶ谷　真輝 ｲｹｶﾞﾔ ﾏｷ  2:30:28233
2758 東風上　尚子 ｺﾁｶﾞﾐ ﾅｵｺ  2:30:30愛知県234
2718 伊藤　七奈 ｲﾄｳ ﾅﾅ  2:30:31掛川市235
2512 清水　香代 ｼﾐｽﾞ ｶﾖ  2:30:52掛川市236
2561 門脇　紘子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛｺ  2:30:52宮城県237
3801 小野田　茉由 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾕ  2:31:53浜松市238
3800 野寄　真貴子 ﾉﾖﾘ ﾏｷｺ  2:31:53浜松市239
3617 鷹羽　美圭 ﾀｶﾊ ﾐｶ  2:31:54愛知県240
3413 仁張　愛 ﾆﾊﾘ ｱｲ  2:32:01愛知県241
1554 作間　真衣 ｻｸﾏ ﾏｲ  2:32:05愛知県242
3256 長島　若菜 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜｶﾅ  2:32:08岐阜県243
3435 志村　直子 ｼﾑﾗ ﾅｵｺ  2:32:22愛知県244
3018 加藤　由里子 ｶﾄｳ ﾕﾘｺ  2:32:31静岡市245
3441 中村　友美 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ  2:32:34愛知県246
3780 藤田　梓 ﾌｼﾞﾀ ｱｽﾞｻ  2:32:57浜松市247
3216 森田　浩美 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾐ  2:32:58愛知県248
2983 櫻井　久美 ｻｸﾗｲ ｸﾐ  2:33:05川根本町249
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3319 田地　希和子 ﾀｼﾞ ｷﾜｺ  2:33:24東京都250
2972 間瀬　紗弓 ﾏｾ ｻﾕﾐ  2:33:24愛知県251
3475 小泉　順子 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ  2:33:38静岡市252
2054 大波加　望美 ｵﾊｶ ﾉｿﾞﾐ  2:33:46愛知県253
3188 竹山　富美恵 ﾀｹﾔﾏ ﾌﾐｴ  2:33:52北海道254
3565 小田巻　まふゆ ｵﾀﾞﾏｷ ﾏﾌﾕ  2:34:12静岡市255
3563 内田　菜奈子 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾅｺ  2:34:12静岡市256
3024 藤本　恵子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺ  2:34:30焼津市257
2942 高橋　未加 ﾀｶﾊｼ ﾐｶ  2:34:46掛川市258
3529 伊東　和美 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ  2:34:48埼玉県259
3493 加藤　優歩 ｶﾄｳ ﾕｳﾎ  2:34:54愛知県260
3615 渡辺　貴美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｺ  2:36:30愛知県261
3564 稲葉　彰子 ｲﾅﾊﾞ ｱｷｺ  2:37:22静岡市262
2862 大石　高子 ｵｵｲｼ ﾀｶｺ  2:37:24吉田町263
2920 鈴木　景子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ  2:37:51浜松市264
2829 川澄　知世 ｶﾜｽﾐ ﾄﾓﾖ  2:37:57愛知県265
3482 沼倉　恵美 ﾇﾏｸﾗ ﾒｸﾞﾐ  2:38:01浜松市266
3469 梶谷　典子 ｶｼﾞﾀﾆ ﾉﾘｺ  2:38:01愛知県267
3579 宮田　名穂 ﾐﾔﾀ ﾅﾎ  2:38:21浜松市268
3014 渡邊　宗子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈｺ  2:38:22静岡市269
2746 石曽根　代都美 ｲｼｿﾞﾈ ﾖﾂﾐ  2:38:26愛知県270
2932 松浦　彩乃 ﾏﾂｳﾗ ｱｷﾉ  2:39:14掛川市271
1984 遠藤　恵衣 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞｴ  2:39:14磐田市272
3280 上野　愛 ｳｴﾉ ｱｲ  2:39:29東京都273
2012 中山　良美 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾐ  2:40:04浜松市274
2722 大橋　由佳 ｵｵﾊｼ ﾕｶ  2:40:04浜松市275
3581 山下　美晴 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾙ  2:40:17浜松市276
2975 中山　夏海 ﾅｶﾔﾏ ﾅﾂﾐ  2:40:18掛川市277
3742 榛葉　久美子 ｼﾝﾊﾞ ｸﾐｺ  2:40:30掛川市278
3817 岡田　真奈 ｵｶﾀﾞ ﾏﾅ  2:41:02愛知県279
3705 五十嵐　陽子 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｺ  2:41:17菊川市280
3182 奥村　緑 ｵｸﾑﾗ ﾐﾄﾞﾘ  2:41:39愛知県281
3621 小椋　知穂 ｵｸﾞﾗ ﾁﾎ  2:42:37愛知県282
3620 山本　知香 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｶ  2:42:37愛知県283
2143 遠藤　季代 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖ  2:44:24静岡市284
3682 井上　悦子 ｲﾉｳｴ ｴﾂｺ  2:44:43愛知県285
3566 白鳥　いづみ ｼﾗﾄﾘ ｲﾂﾞﾐ  2:44:52静岡市286
2857 阿久津　千晶 ｱｸﾂ ﾁｱｷ  2:45:06愛知県287
2215 川下　奈緒美 ｶﾜｼﾀ ﾅｵﾐ  2:45:10愛知県288
3478 川畑　奈津紀 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾅﾂｷ  2:46:21兵庫県289
2328 松浦　恭子 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳｺ  2:46:58磐田市290
3553 小林　優花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ  2:47:04富士市291
3011 村松　美幸 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾕｷ  2:48:23浜松市292
3862 坂野　まゆみ ﾊﾞﾝﾉ ﾏﾕﾐ  2:49:20293
2589 中村　友利恵 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾘｴ  2:49:20浜松市294
2052 芝田　真理子 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾘｺ  2:49:46静岡市295
2565 安形　ゆりか ｱﾝｶﾞﾀ ﾕﾘｶ  2:50:22浜松市296
2021 光岡　奈美 ﾐﾂｵｶ ﾅﾐ  2:50:44愛知県297
2747 近藤　智子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｺ  2:51:00愛知県298
3796 猪飼　アヤノ ｲｶｲ ｱﾔﾉ  2:52:26愛知県299
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3798 鈴木　なつみ ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ  2:52:27愛知県300
2926 宇梶　純子 ｳｶｼﾞ ｼﾞｭﾝｺ  2:52:35愛知県301
3490 磯野　仁美 ｲｿﾉ ﾋﾄﾐ  2:52:58愛知県302
3235 金谷　祐子 ｶﾅﾔ ﾕｳｺ  2:53:21福岡県303
2757 前田　梨紗 ﾏｴﾀﾞ ﾘｻ  2:53:22掛川市304
2991 渡辺　真由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ  2:53:29沼津市305
3209 加賀谷　和子 ｶｶﾞﾀﾆ ｶｽﾞｺ  2:56:18沼津市306
3892 浅野　早貴 ｱｻﾉ ｻｷ  2:57:35307
2896 小谷　文 ｺﾀﾆ ｱﾔ  2:59:05奈良県307
3462 岡本　翔子 ｵｶﾓﾄ ｼｮｳｺ  2:59:07愛知県308
2818 中村　奈美 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾐ  3:00:11愛知県309
3355 原田　宇宙子 ﾊﾗﾀ ﾋﾛｺ  3:07:20愛知県310
3352 尾崎　沙央里 ｵｻﾞｷ ｻｵﾘ  3:10:13大阪府311
3227 松下　美奈子 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾅｺ  3:11:03菊川市312
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623 鈴木　みどり ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ  1:34:18静岡市1
471 村松　朱美 ﾑﾗﾏﾂ ｱｹﾐ  1:35:09浜松市2
706 三浦　都子 ﾐｳﾗ ﾐﾔｺ  1:36:08掛川市3
564 毛利　紀和子 ﾓｳﾘ ｷﾜｺ  1:36:37浜松市4
345 鈴木　節子 ｽｽﾞｷ ｾﾂｺ  1:37:40磐田市5

1268 掛川　浩世 ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾖ  1:38:20静岡市6
1407 久保　敬子 ｸﾎﾞ ｹｲｺ  1:39:21東京都7
933 宮沢　有季 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ  1:40:25浜松市8
683 西尾　みどり ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ  1:40:45愛知県9

1185 牧野　晶子 ﾏｷﾉ ｱｷｺ  1:42:11藤枝市10
1247 松浦　右子 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｺ  1:42:15磐田市11
882 成澤　真由美 ﾅﾙｻﾜ ﾏﾕﾐ  1:42:30静岡市12
692 山中　三千代 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾁﾖ  1:43:41静岡市13
516 嶋谷　史恵 ｼﾏﾔ ﾌﾐｴ  1:44:08愛知県14
603 溝口　みな子 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾅｺ  1:44:09浜松市15

1905 鈴木　敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ  1:44:39愛知県16
784 平出　雅子 ﾋﾗﾃﾞ ﾏｻｺ  1:44:42浜松市17

1016 鈴木　幸子 ｽｽﾞｷ ｻﾁｺ  1:44:54森町18
1214 大屋　富美子 ｵｵﾔ ﾌﾐｺ  1:44:57浜松市19
897 鈴木　美絵 ｽｽﾞｷ ﾐｴ  1:45:22浜松市20

1100 織田　佳代子 ｵﾀﾞ ｶﾖｺ  1:45:25島田市21
980 江坂　由紀 ｴｻﾞｶ ﾕｷ  1:46:13愛知県22

1332 佐藤　公子 ｻﾄｳ ｷﾐｺ  1:46:47焼津市23
1349 児玉　洋子 ｺﾀﾞﾏ ﾖｳｺ  1:47:56愛知県24
1739 石川　清美 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾐ  1:48:26愛知県25
1433 尾崎　玲子 ｵｻﾞｷ ﾚｲｺ  1:48:44磐田市26
1300 内田　美紀子 ｳﾁﾀﾞ ﾐｷｺ  1:48:52静岡市27
1336 田中　久代 ﾀﾅｶ ﾋｻﾖ  1:49:29沼津市28
1923 石川　順子 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｺ  1:49:47愛知県29
1306 一杉　美智子 ﾋﾄｽｷﾞ ﾐﾁｺ  1:49:50沼津市30
1099 蓬田　真規子 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ﾏｷｺ  1:50:00神奈川県31
1744 寺田　和子 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞｺ  1:50:00袋井市32
1409 貝澤　みよ子 ｶｲｻﾞﾜ ﾐﾖｺ  1:50:13富士宮市33
1658 阿由葉　房子 ｱﾕﾊﾞ ﾌｻｺ  1:50:56神奈川県34
678 田端　明子 ﾀﾊﾞﾀ ｱｷｺ  1:51:55静岡市35
820 杉田　千草 ｽｷﾞﾀ ﾁｸﾞｻ  1:52:09浜松市36
767 伊藤　美奈江 ｲﾄｳ ﾐﾅｴ  1:52:10愛知県37

1427 中島　聖子 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖｺ  1:52:30浜松市38
1051 鈴木　公美 ｽｽﾞｷ ｸﾐ  1:52:45湖西市39
1636 速水　貴子 ﾊﾔﾐ ﾀｶｺ  1:52:47愛知県40
2033 矢部　裕子 ﾔﾍﾞ ﾋﾛｺ  1:52:51袋井市41
2136 相地　緑 ｱｲﾁ ﾐﾄﾞﾘ  1:52:56掛川市42
1748 水野　みやび ﾐｽﾞﾉ ﾐﾔﾋﾞ  1:52:59愛知県43
2240 勝野　有紀子 ｶﾂﾉ ﾕｷｺ  1:53:06浜松市44
365 池野谷　千代子 ｲｹﾉﾔ ﾁﾖｺ  1:53:30浜松市45

1065 石田　智子 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｺ  1:53:53湖西市46
1717 夏目　美和 ﾅﾂﾒ ﾐﾜ  1:54:04湖西市47
1959 今井　まり子 ｲﾏｲ ﾏﾘｺ  1:54:18東京都48
1316 大須賀　弥生 ｵｵｽｶ ﾔﾖｲ  1:54:37湖西市49
3041 奥村　知香 ｵｸﾑﾗ ﾁｶ  1:54:50浜松市50
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3261 中山　美恵 ﾅｶﾔﾏ ﾐｴ  1:55:24掛川市51
2210 足立　恵理 ｱﾀﾞﾁ ｴﾘ  1:56:16愛知県52
1955 鈴木　眞弓 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ  1:56:50焼津市53
549 柳原　奈保子 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵｺ  1:56:53愛知県54

2233 河面　裕子 ｺｳﾓ ﾕｳｺ  1:57:12東京都55
2756 徳田　賀子 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼｺ  1:57:35静岡市56
2282 平井　幸子 ﾋﾗｲ ｻﾁｺ  1:57:41菊川市57
2408 鴨川　美子 ｶﾓｶﾞﾜ ﾖｼｺ  1:57:53掛川市58
1639 鴻野　伸子 ｺｳﾉ ﾉﾌﾞｺ  1:57:56掛川市59
850 山内　小百合 ﾔﾏｳﾁ ｻﾕﾘ  1:58:00藤枝市60

1755 鈴木　いさ子 ｽｽﾞｷ ｲｻｺ  1:58:18静岡市61
2299 榊　深潮 ｻｶｷ ﾐｼｵ  1:58:51静岡市62
1713 大多和　あずさ ｵｵﾀﾜ ｱｽﾞｻ  1:59:22静岡市63
2484 鎌田　洋子 ｶﾏﾀ ﾖｳｺ  1:59:30静岡市64
1623 八木　彩子 ﾔｷﾞ ｱﾔｺ  1:59:37藤枝市65
1709 杉山　美代江 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾖｴ  1:59:41浜松市66
3272 加藤　佳世 ｶﾄｳ ｶﾖ  1:59:53浜松市67
3404 佃　加寿子 ﾂｸﾀﾞ ｶｽﾞｺ  1:59:55伊東市68
1176 中坂　有里 ﾅｶｻｶ ﾕﾘ  1:59:57磐田市69
2227 小長谷　みゆき ｺﾅｶﾞﾔ ﾐﾕｷ  2:00:20島田市70
3244 坂井　弘美 ｻｶｲ ﾋﾛﾐ  2:00:30袋井市71
1936 友田　静子 ﾄﾓﾀﾞ ｼｽﾞｺ  2:00:51浜松市72
3791 中橋　千春 ﾅｶﾊｼ ﾁﾊﾙ  2:00:56愛知県73
2320 松浦　由美 ﾏﾂｳﾗ ﾕﾐ  2:01:02浜松市74
2595 伊藤　真弓 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ  2:01:15浜松市75
1724 秋山　眞佐子 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｺ  2:01:23浜松市76
2470 前田　幸子 ﾏｴﾀﾞ ｻﾁｺ  2:01:26神奈川県77
1429 村澤　順子 ﾑﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ  2:01:32愛知県78
2423 糴川　佐千子 ﾃｷｶﾜ  2:01:44磐田市79
1501 梅本　恵美子 ｳﾒﾓﾄ ｴﾐｺ  2:01:45浜松市80
2292 竹内　恵美 ﾀｹｳﾁ ｴﾐ  2:01:53裾野市81
1552 小川　智美 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ  2:02:09愛知県82
1105 レッドフォード　賀 ﾚｯﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ ｶﾖｺ  2:02:14静岡市83
2370 伊藤　真弓 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ  2:02:28東京都84
1850 石井　真理子 ｲｼｲ ﾏﾘｺ  2:02:38藤枝市85
2059 望月　いち子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｲﾁｺ  2:02:38伊豆市86
2321 松田　悦子 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾂｺ  2:02:53浜松市87
2322 松林　佳子 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾖｼｺ  2:03:08浜松市88
3692 川村　和子 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｺ  2:03:20磐田市89
3183 萩原　佳子 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹｲｺ  2:03:23埼玉県90
2704 山崎　有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ  2:04:03愛知県91
3250 福見　有紀子 ﾌｸﾐ ﾕｷｺ  2:04:35浜松市92
1673 岡内　尚美 ｵｶｳﾁ ﾅｵﾐ  2:04:41神奈川県93
2060 井出　優子 ｲﾃﾞ ﾕｳｺ  2:04:43神奈川県94
2637 海老　愛 ｴﾋﾞ ｱｲ  2:05:00愛知県95
2409 鈴木　千登勢 ｽｽﾞｷ ﾁﾄｾ  2:05:14磐田市96
2041 萩原　周子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾁｶｺ  2:05:39焼津市97
2153 鳥山　初恵 ﾄﾘﾔﾏ ﾊﾂｴ  2:05:40浜松市98
2568 玄幡　ゆかり ｹﾞﾝﾊﾞ ﾕｶﾘ  2:06:02浜松市99
3246 水野　知子 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ  2:06:04神奈川県100
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1449 滝川　和江 ﾀｷｶﾞﾜ ｶｽﾞｴ  2:06:05浜松市101
1875 藤城　ゆかり ﾌｼﾞｼﾛ ﾕｶﾘ  2:06:22袋井市102
2258 田中　なかよ ﾀﾅｶ ﾅｶﾖ  2:06:39浜松市103
3204 石田　清美 ｲｼﾀﾞ ｷﾖﾐ  2:06:43浜松市104
2439 伊藤　あつこ ｲﾄｳ ｱﾂｺ  2:06:46浜松市105
1700 森田　道代 ﾓﾘﾀ ﾐﾁﾖ  2:06:48三重県106
2651 大林　則代 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾖ  2:06:56磐田市107
3097 永田　芳子 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｺ  2:07:03浜松市108
2241 高柳　佳代 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾖ  2:07:03愛知県109
2269 次廣　恵美 ﾂｷﾞﾋﾛ ｴﾐ  2:07:18浜松市110
2111 岡田　奏美 ｵｶﾀﾞ ｶﾅﾐ  2:07:33愛知県111
3506 富田　万寿美 ﾄﾐﾀ ﾏｽﾐ  2:07:53愛知県112
2270 鈴木　千代子 ｽｽﾞｷ ﾁﾖｺ  2:08:00浜松市113
2271 堀合　とみ子 ﾎﾘｱｲ ﾄﾐｺ  2:08:13東京都114
2522 熊田　美奈子 ｸﾏﾀﾞ ﾐﾅｺ  2:08:20浜松市115
3045 安藤　政代 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾖ  2:08:22岐阜県116
1659 武田　恵美子 ﾀｹﾀﾞ ｴﾐｺ  2:08:25湖西市117
1048 飯田　千佳子 ｲｲﾀﾞ ﾁｶｺ  2:08:31浜松市118
2119 深谷　寛子 ﾌｶﾔ ﾋﾛｺ  2:08:37浜松市119
2767 原　由美 ﾊﾗ ﾕﾐ  2:08:59愛知県120
1809 麻生　順子 ｱｿｳ ｼﾞｭﾝｺ  2:09:21静岡市121
2598 水野　幸子 ﾐｽﾞﾉ ｻﾁｺ  2:09:36愛知県122
1822 水谷　真由美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾏﾕﾐ  2:09:39三重県123
2966 熊澤　美佳 ｸﾏｻﾞﾜ ﾐｶ  2:09:43浜松市124
2037 池谷　恵子 ｲｹｶﾞﾔ ｹｲｺ  2:10:08焼津市125
2566 淺羽　敦子 ｱｻﾊﾞ ｱﾂｺ  2:10:16菊川市126
2260 金澤　清美 ｶﾅｻﾞﾜ ｷﾖﾐ  2:10:20東京都127
3163 山本　ひろ子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ  2:10:29浜松市128
2544 梅原　秀子 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾃﾞｺ  2:10:34埼玉県129
2644 榑林　佑季 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ  2:10:35菊川市130
2133 川田　香織 ｶﾜﾀﾞ ｶｵﾘ  2:10:41藤枝市131
1882 森　睦代 ﾓﾘ ﾑﾂﾖ  2:10:51愛知県132
2667 堺澤　恵子 ｻｶｲｻﾞﾜ ｹｲｺ  2:11:35神奈川県133
1560 高橋　敦子 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ  2:11:47浜松市134
2669 大穀　恭子 ﾀﾞｲｺｸ ｷｮｳｺ  2:11:59島田市135
2348 石間　秀美 ｲｼﾏ ﾋﾃﾞﾐ  2:12:00浜松市136
3488 浦　圭子 ｳﾗ ｹｲｺ  2:12:06浜松市137
2564 浅野　美紀 ｱｻﾉ ﾐｷ  2:12:08神奈川県138
1781 馬塚　ヒロ子 ﾏﾂﾞｶ ﾋﾛｺ  2:12:12浜松市139
2323 石原　とも子 ｲｼﾊﾗ ﾄﾓｺ  2:12:23静岡市140
2440 加藤　千佳 ｶﾄｳ ﾁｶ  2:12:47愛知県141
2345 長谷川　里奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾅ  2:12:52東京都142
2533 小澤　美奈子 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅｺ  2:13:19静岡市143
1565 大野　真由美 ｵｵﾉ ﾏﾕﾐ  2:13:28愛知県144
3755 瀧　税子 ﾀｷ ｴﾂｺ  2:13:50静岡市145
2028 倉谷　弥生 ｸﾘﾔ ﾔﾖｲ  2:13:57浜松市146
2893 志村　圭子 ｼﾑﾗ ｹｲｺ  2:14:35浜松市147
3855 石神　早苗 ｲｼｶﾞﾐ ｻﾅｴ  2:14:39静岡市148
2692 藤田　陽子 ﾌｼﾞﾀ ﾖｳｺ  2:14:59神奈川県149
2003 中澤　昌子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｺ  2:15:10浜松市150
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2979 川崎　すなお ｶﾜｻｷ ｽﾅｵ  2:15:15愛知県151
3068 山本　要子 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ  2:15:18浜松市152
2540 山本　千賀 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ  2:15:27浜松市153
2394 宮川　美奈 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾐﾅ  2:15:29愛知県154
2658 平松　敏子 ﾋﾗﾏﾂ ﾄｼｺ  2:15:33愛知県155
3813 林　友紀 ﾊﾔｼ ﾕｷ  2:15:37浜松市156
2162 杉山　綾子 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔｺ  2:15:49浜松市157
1760 小林　里美 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾐ  2:15:58浜松市158
2939 小林　京子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ  2:16:02東京都159
3155 鈴木　宏美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ  2:16:15磐田市160
2432 伊与田　浩美 ｲﾖﾀﾞ ﾋﾛﾐ  2:16:15浜松市161
2647 上田　ひろみ ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ  2:16:31磐田市162
2480 真野　秀子 ﾏﾉ ﾋﾃﾞｺ  2:16:41愛知県163
1994 高橋　久子 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｺ  2:17:11袋井市164
2881 藤原　美芽 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾒ  2:17:20愛知県165
2656 柴田　照子 ｼﾊﾞﾀ ﾃﾙｺ  2:17:41湖西市166
2405 須郷　則子 ｽｺﾞｳ ﾉﾘｺ  2:17:55浜松市167
2613 梅基　真弓 ｳﾒﾓﾄ ﾏﾕﾐ  2:18:10沼津市168
2982 清水　芳江 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｴ  2:18:25静岡市169
2572 館山　澄子 ﾀﾃﾔﾏ ｽﾐｺ  2:18:42愛知県170
2278 落合　浩美 ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾐ  2:18:45掛川市171
2849 渡辺　慶子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ  2:18:57静岡市172
2720 泉　晃代 ｲｽﾞﾐ ﾃﾙﾖ  2:18:57静岡市173
824 岩里　優利子 ｲﾜｻﾄ ﾕﾘｺ  2:18:59長泉町174

2688 山下　淳子 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ  2:19:12愛知県175
2846 杉田　康子 ｽｷﾞﾀ ﾔｽｺ  2:19:18掛川市176
2495 村松　広美 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾐ  2:19:18牧之原市177
3007 中林　ゆり ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ  2:19:28愛知県178
2650 高田　康予 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽﾖ  2:19:39浜松市179
3170 石川　美希子 ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ  2:19:47磐田市180
2804 瀬嵜　千津子 ｾｻｷ ﾁﾂﾞｺ  2:19:49静岡市181
2803 持塚　博子 ﾓﾁﾂﾞｶ ﾋﾛｺ  2:19:49島田市182
2620 金子　美緒 ｶﾈｺ ﾐｵ  2:20:00浜松市183
2420 清水　朋美 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾐ  2:20:01藤枝市184
3588 藤田　眞代 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾖ  2:20:02愛知県185
2631 高橋　真理 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘ  2:20:12愛知県186
2691 岡本　里子 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｺ  2:20:46愛知県187
2531 新美　香 ﾆｲﾐ ｶｵﾘ  2:21:33愛知県188
2754 池谷　ふさえ ｲｹｶﾞﾔ ﾌｻｴ  2:21:42藤枝市189
2452 清水　峰子 ｼﾐｽﾞ ﾐﾈｺ  2:21:45愛知県190
1953 松本　リサ子 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｻｺ  2:22:02磐田市191
355 有高　直美 ｱﾘﾀｶ ﾅｵﾐ  2:22:06浜松市192
366 小松　万起子 ｺﾏﾂ ﾏｷｺ  2:22:06浜松市193

2632 久保田　麻理子 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾘｺ  2:22:12島田市194
2838 酒井　万紀子 ｻｶｲ ﾏｷｺ  2:22:13愛知県195
3558 杉本　祥子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼｺ  2:22:17焼津市196
2703 牧野　トモエ ﾏｷﾉ ﾄﾓｴ  2:22:41愛知県197
2684 小倉　あゆみ ｵｸﾞﾗ ｱﾕﾐ  2:22:43岐阜県198
3697 下村　早苗 ｼﾓﾑﾗ ｻﾅｴ  2:22:56愛知県199
2911 川上　智子 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｺ  2:23:26浜松市200
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2643 松永　典子 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾉﾘｺ  2:23:35菊川市201
2653 長谷川　洋子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｺ  2:24:11伊豆市202
2614 津田　陽子 ﾂﾀﾞ ﾖｳｺ  2:24:17浜松市203
2671 中井　恵美子 ﾅｶｲ ｴﾐｺ  2:24:19岐阜県204
2813 氏原　尚子 ｳｼﾞﾊﾗ ﾋｻｺ  2:24:25浜松市205
3222 小松　功枝 ｺﾏﾂ ﾉﾘｴ  2:24:36清水町206
3085 大石　とも子 ｵｵｲｼ ﾄﾓｺ  2:24:36磐田市207
2659 杉本　いづみ ｽｷﾞﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ  2:24:44静岡市208
2444 広瀬　ひとみ ﾋﾛｾ ﾋﾄﾐ  2:25:14愛知県209
3630 杉本　佳壽惠 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｴ  2:25:52静岡市210
2547 渡辺　礼子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲｺ  2:26:08湖西市211
2980 小池　千鶴 ｺｲｹ ﾁﾂﾞﾙ  2:26:36静岡市212
2836 今村　千愛 ｲﾏﾑﾗ ﾁｱｷ  2:27:04静岡市213
1783 志村　淑子 ｼﾑﾗ ﾖｼｺ  2:27:09愛知県214
2924 原田　升美 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｽﾐ  2:27:23静岡市215
3321 海老原　茂美 ｴﾋﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾐ  2:27:32愛知県216
2763 川本　智子 ｶﾜﾓﾄ ﾄﾓｺ  2:27:56東京都217
3507 一柳　初枝 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾊﾂｴ  2:28:22静岡市218
2634 藤本　郷子 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｮｳｺ  2:28:45掛川市219
3339 村沢　亜紀子 ﾑﾗｻﾜ ｱｷｺ  2:29:01東京都220
2663 嶋田　昌代 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾖ  2:29:36愛知県221
3030 宮本　晶子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｺ  2:29:40浜松市222
3033 押田　泰子 ｵｼﾀﾞ ﾔｽｺ  2:30:27浜松市223
2791 吉川　弓子 ﾖｼｶﾜ ﾕﾐｺ  2:30:32愛知県224
1523 細野　美典 ﾎｿﾉ ﾐﾉﾘ  2:30:34静岡市225
3398 中野　亜矢子 ﾅｶﾉ ｱﾔｺ  2:30:57浜松市226
3286 山崎　めぐみ ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ  2:31:33静岡市227
2377 嶋本　清美 ｼﾏﾓﾄ ｷﾖﾐ  2:31:59静岡市228
2908 コーラ　ウォン ｺｰﾗ ｳｫﾝ  2:32:05東京都229
3044 長田　時子 ﾅｶﾞﾀ  2:32:53静岡市230
2894 森　千扇 ﾓﾘ ﾁｾﾝ  2:33:20愛知県231
3147 神谷　雅恵 ｶﾐﾔ ﾏｻｴ  2:33:57磐田市232
2067 岩田　三千代 ｲﾜﾀ ﾐﾁﾖ  2:35:06愛知県233
3589 加藤　和恵 ｶﾄｳ ｶｽﾞｴ  2:35:11愛知県234
2976 太田　孝子 ｵｵﾀ ﾀｶｺ  2:35:58浜松市235
2660 大村　美香 ｵｵﾑﾗ ﾐｶ  2:36:06千葉県236
3483 岡田　洋子 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｺ  2:36:19浜松市237
2724 鈴木　秀美 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾐ  2:36:19浜松市238
2105 大畑　敦子 ｵｵﾊﾀ ｱﾂｺ  2:36:36浜松市239
2874 太田　早苗 ｵｵﾀ ｻﾅｴ  2:36:57浜松市240
3436 岡本　美恵子 ｵｶﾓﾄ ﾐｴｺ  2:37:05愛知県241
3088 松浦　明美 ﾏﾂｳﾗ ｱｹﾐ  2:37:19浜松市242
3372 杉浦　美智子 ｽｷﾞｳﾗ ﾐﾁｺ  2:37:28浜松市243
3539 石井　智子 ｲｼｲ ﾄﾓｺ  2:37:41静岡市244
2208 永田　恵美子 ﾅｶﾞﾀ ｴﾐｺ  2:37:57愛知県245
3020 鈴木　万里子 ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ  2:38:42磐田市246
3606 加藤　泉 ｶﾄｳ ｲｽﾞﾐ  2:39:11静岡市247
2489 尾鷲　愛子 ｵﾜｼ ｱｲｺ  2:39:42和歌山県248
3567 海野　多恵子 ｳﾝﾉ ﾀｴｺ  2:40:30静岡市249
2427 村木　祐子 ﾑﾗｷ ﾕｳｺ  2:41:10磐田市250
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2738 内山　文子 ｳﾁﾔﾏ ﾌﾐｺ  2:41:11岐阜県251
2890 高木　惠子 ﾀｶｷﾞ ｹｲｺ  2:41:40浜松市252
2503 日下　美紀江 ｸｻｶ ﾐｷｴ  2:42:00愛知県253
2912 伊能　晃代 ｲﾉｳ ﾃﾙﾖ  2:42:52磐田市254
2764 櫻井　奈美 ｻｸﾗｲ ﾅﾐ  2:43:15焼津市255
2953 岡田　久世 ｵｶﾀﾞ ﾋｻﾖ  2:43:51磐田市256
3477 大野　仁美 ｵｵﾉ ﾋﾄﾐ  2:45:40愛知県257
3476 中野　紀子 ﾅｶﾉ ﾉﾘｺ  2:46:22愛知県258
3716 尺土　佳子 ｼｬｸﾄﾞ ﾖｼｺ  2:47:53静岡市259
594 青木　秀子 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｺ  2:50:11静岡市260

2158 加藤　恵美子 ｶﾄｳ ｴﾐｺ  2:51:13愛知県261
3296 花島　純子 ﾊﾅｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ  2:52:03愛知県262
2875 坂井　美加 ｻｶｲ ﾐｶ  2:52:04磐田市263
2759 植野　美幸 ｳｴﾉ ﾐﾕｷ  2:52:06千葉県264
3688 木村　祐子 ｷﾑﾗ ﾕｳｺ  2:53:29神奈川県265
2134 亀田　安江 ｶﾒﾀﾞ ﾔｽｴ  2:54:29藤枝市266
3062 原田　昌代 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾖ  2:56:45掛川市267
3054 重松　京子 ｼｹﾞﾏﾂ ｷｮｳｺ  2:58:42森町268
2863 西村　由美子 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾐｺ  3:00:29浜松市269
2769 丹生　汐美 ﾆｵ ｼﾎﾐ  3:00:29磐田市270
2933 河原崎　きよみ ｶﾜﾗｻｷ ｷﾖﾐ  3:02:18掛川市271
2441 松田　雄子 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｺ  3:09:19三重県272
3142 鷲瀧　洋子 ﾜｼﾀｷ ﾖｳｺ  3:11:51磐田市273
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１０ｋｍ男子１６～２９歳
4015 中川　学 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ  0:32:22浜松市1
4051 小杉　新太郎 ｺｽｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ  0:33:14浜松市2
4010 新玉　賢治 ｱﾗﾀﾏ ｹﾝｼﾞ  0:33:31磐田市3
4033 笠川　康平 ｶｻｶﾜ ｺｳﾍｲ  0:33:45浜松市4
4011 平野　純也 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ  0:34:17浜松市5
4013 鈴木　健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ  0:34:25磐田市6
4055 八巻　貴裕 ﾔﾏｷ ﾀｶﾋﾛ  0:36:18静岡市7
4071 杉山　弘樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｷ  0:37:02静岡市8
4054 金子　直人 ｶﾈｺ ﾅｵﾄ  0:37:07下田市9
4046 塩崎　圭吾 ｼｵｻﾞｷ ｹｲｺﾞ  0:37:30磐田市10
4087 池野　宏樹 ｲｹﾉ ﾋﾛｷ  0:37:45磐田市11
4354 小林　史弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ  0:38:39浜松市12
4137 菊池　卓郎 ｷｸﾁ ﾀｸﾛｳ  0:39:04愛知県13
4042 渡邊　涼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ  0:39:18愛知県14
6235 春木　寛宗 ﾊﾙｷ ﾋﾛﾉﾘ  0:39:36浜松市15
4069 鈴木　隆斗 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾄ  0:39:52磐田市16
4074 粟田　恭太朗 ｱﾜﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ  0:39:55浜松市17
4245 池宮　昌司 ｲｹﾐﾔ ｼｮｳｼﾞ  0:39:58湖西市18
5316 丸山　貴士 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ  0:41:15富士市19
6210 中村　竜太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ  0:41:58菊川市20
4058 尾崎　哲也 ｵｻﾞｷ ﾃﾂﾔ  0:42:11沼津市21
4167 齋藤　史和 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｶｽﾞ  0:42:26浜松市22
6237 竹内　隆太郎 ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ  0:42:27浜松市23
4647 立花　ミツオ ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾂｵ  0:42:32磐田市24
4233 林本　竜暁 ﾊﾔｼﾓﾄ ﾀﾂｱｷ  0:42:41浜松市25
4239 松浦　諒 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ  0:42:47磐田市26
4184 大橋　昌弘 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾛ  0:43:21御前崎市27
4212 伊奈　直樹 ｲﾅ ﾅｵｷ  0:43:26浜松市28
4355 西川　友人 ﾆｼｶﾜ ﾕｳﾄ  0:43:35愛知県29
4082 小林　伸央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞｵ  0:43:35湖西市30
4497 高橋　信行 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:44:07磐田市31
4195 松野　和喜 ﾏﾂﾉ ｶｽﾞｷ  0:45:01浜松市32
4138 荒木　聡介 ｱﾗｷ ｿｳｽｹ  0:45:01浜松市33
4407 小幡　哲也 ｵﾊﾞﾀ ﾃﾂﾔ  0:45:49愛知県34
4614 寺田　慶一 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ  0:45:53磐田市35
4160 田口　敬之 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ  0:46:05浜松市36
4284 近藤　竜也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ  0:46:10東京都37
4295 鈴木　貴則 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ  0:46:14掛川市38
4281 白鳥　友一 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾓｶｽﾞ  0:46:17静岡市39
4294 渡邊　洵己 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｷ  0:46:17森町40
4240 土屋　光立 ﾂﾁﾔ ﾐﾂﾊﾙ  0:46:24浜松市41
4750 内野　皓平 ｳﾁﾉ ｺｳﾍｲ  0:46:41静岡市42
4194 杉本　覚 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄﾙ  0:46:46静岡市43
4622 大場　洋典 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾉﾘ  0:46:53袋井市44
4702 黒川　達也 ｸﾛｶﾜ ﾀﾂﾔ  0:46:56磐田市45
5973 石井　亨 ｲｼｲ ﾄｵﾙ  0:47:11浜松市46
6084 小島　達矢 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ  0:47:17埼玉県47
4198 長島　正明 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻｱｷ  0:47:20浜松市48
6136 田中　秀彦 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾋｺ  0:47:26浜松市49
5010 松下　明寛 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ  0:47:29静岡市50
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4415 伊藤　峻介 ｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ  0:47:35浜松市51
5679 大原　元宏 ｵｵﾊﾗ ﾓﾄﾋﾛ  0:47:42磐田市52
4678 松浦　壮文 ﾏﾂｳﾗ ﾀｹﾌﾐ  0:47:50袋井市53
5396 鈴木　尊貴 ｽｽﾞｷ ﾀｶｷ  0:47:51袋井市54
4671 山本　陽樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ  0:47:52磐田市55
4445 森脇　一平 ﾓﾘﾜｷ ｲｯﾍﾟｲ  0:47:53静岡市56
6261 齋藤　真吏 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾘ  0:47:54浜松市57
6188 金子　誠孝 ｶﾈｺ ﾏｻﾀｶ  0:47:56磐田市58
4507 山下　浩史 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾌﾐ  0:48:00浜松市59
6285 佐藤　聖 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ  0:48:10静岡市60
4743 伊東　駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ  0:48:23長野県61
6284 宮入　進 ﾐﾔｲﾘ ｽｽﾑ  0:48:27磐田市62
5851 相羽　秋宏 ｱｲﾊﾞ ｱｷﾋﾛ  0:48:35袋井市63
5830 太民　拓斗 ﾀﾀﾐ ﾀｸﾄ  0:48:38富士市64
4441 髙橋　晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ  0:48:43愛知県65
6246 高桑　啓輔 ﾀｶｸﾜ ｹｲｽｹ  0:48:47愛知県66
6083 加藤　和宏 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:48:53焼津市67
4400 西村　芳生 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｵ  0:48:58磐田市68
4404 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ  0:48:58袋井市69
4566 大杉　正樹 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻｷ  0:48:59浜松市70
4409 遠藤　幸二 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ  0:49:03御前崎市71
5008 加納　宏紀 ｶﾉｳ ﾋﾛｷ  0:49:04静岡市72
6030 栗原　雄樹 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｷ  0:49:04浜松市73
4019 齋藤　善也 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾅﾘ  0:49:09磐田市74
5907 岩田　和也 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾔ  0:49:15磐田市75
6145 大澤　智 ｵｵｻﾜ ｻﾄﾙ  0:49:23袋井市76
4359 中津井　紳司 ﾅｶﾂｲ ｼﾝｼﾞ  0:49:25静岡市77
4719 犬塚　貴志 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶｼ  0:49:48浜松市78
6133 後藤　大和 ｺﾞﾄｳ ﾔﾏﾄ  0:49:52磐田市79
4059 大山　晃司 ｵｵﾔﾏ ｺｳｼﾞ  0:49:58愛知県80
4402 下位　透 ｼﾓｲ ﾄｵﾙ  0:50:04磐田市81
5385 大村　亮介 ｵｵﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ  0:50:05磐田市82
4658 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ  0:50:09浜松市83
4396 川村　純平 ｶﾜﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:50:10静岡市84
4350 坂井　誠午 ｻｶｲ ｾｲｺﾞ  0:50:12愛知県85
4181 鈴木　雅基 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ  0:50:14愛知県86
5991 伴　正春 ﾊﾞﾝ ﾏｻﾊﾙ  0:50:14浜松市87
4244 加納　孝紘 ｶﾉｳ ﾀｶﾋﾛ  0:50:23宮城県88
4458 木村　真也 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ  0:50:23富士市89
5672 市川　真吾 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ  0:50:26静岡市90
5241 丸田　裕幸 ﾏﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ  0:50:28浜松市91
4665 郷原　陽介 ｺﾞｳﾊﾗ ﾖｳｽｹ  0:50:28埼玉県92
4477 森下　光喜 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾂｷ  0:50:30浜松市93
6217 小木曽　友二 ｵｷﾞｿ ﾕｳｼﾞ  0:50:34静岡市94
6155 東　憲 ｱｽﾞﾏ ｹﾝ  0:50:35磐田市95
4674 藤田　雅輝 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ  0:50:38袋井市96
4275 杉森　亮介 ｽｷﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ  0:50:41磐田市97
4513 山崎　竜也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ  0:50:45掛川市98
4378 武田　頼宜 ﾀｹﾀﾞ ﾖﾘﾉﾌﾞ  0:50:49浜松市99
4391 福井　恵史 ﾌｸｲ ｹｲｼ  0:50:57藤枝市100
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6085 岩井　克成 ｲﾜｲ ｶﾂﾅﾘ  0:51:00浜松市101
5577 永野　貴嗣 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶｼ  0:51:05愛知県102
5926 廣岡　秀行 ﾋﾛｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:51:06掛川市103
5379 竹下　直輝 ﾀｹｼﾀ ﾅｵｷ  0:51:06磐田市104
6216 奥村　卓哉 ｵｸﾑﾗ ﾀｸﾔ  0:51:13静岡市105
6215 鈴木　こうや ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ  0:51:15静岡市106
5040 藤田　峻介 ﾌｼﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ  0:51:19浜松市107
6090 角皆　智史 ﾂﾉｶﾞｲ ｻﾄｼ  0:51:20掛川市108
4397 松本　真祐 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｽｹ  0:51:22焼津市109
4840 遠藤　和也 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ  0:51:23愛知県110
4493 下村　雄 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳ  0:51:27東京都111
4777 花村　度 ﾊﾅﾑﾗ ﾜﾀﾙ  0:51:28藤枝市112
4490 神谷　輝彰 ｶﾐﾔ ﾃﾙｱｷ  0:51:34愛知県113
4774 佐々木　豪 ｻｻｷ ｺﾞｳ  0:51:43静岡市114
4403 兼子　正人 ｶﾈｺ ﾏｻﾄ  0:52:17袋井市115
5967 長浦　宏之 ﾅｶﾞｳﾗ ﾋﾛﾕｷ  0:52:25浜松市116
5130 大石　隼人 ｵｵｲｼ ﾊﾔﾄ  0:52:26島田市117
5009 佐藤　篤志 ｻﾄｳ ｱﾂｼ  0:52:31磐田市118
4398 杉山　和行 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ  0:52:37静岡市119
4742 木庭　優 ｺﾊﾞ ﾕｳ  0:52:39磐田市120
5413 門奈　真也 ﾓﾝﾅ ｼﾝﾔ  0:52:40浜松市121
5412 伴野　孝太朗 ﾄﾓﾉ ｺｳﾀﾛｳ  0:52:41浜松市122
5190 徳増　来斗 ﾄｸﾏｽ ﾗｲﾄ  0:52:43浜松市123
4893 袴田　大介 ﾊｶﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ  0:52:49浜松市124
6117 神谷　元保 ｶﾐﾔ ﾓﾄﾔｽ  0:52:50袋井市125
4736 田村　大輔 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  0:52:52焼津市126
6154 佐々木　洸輔 ｻｻｷ ｺｳｽｹ  0:52:57磐田市127
6021 岩本　将秀 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾋﾃﾞ  0:53:03磐田市128
4715 笹瀬　雅伸 ｻｻｾ ﾏｻﾉﾌﾞ  0:53:04浜松市129
4851 原田　拓也 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾔ  0:53:04浜松市130
5370 寺田　大輝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ  0:53:06神奈川県131
5234 油井　大陸 ﾕｲ ﾀｲﾘｸ  0:53:09藤枝市132
6132 内田　健 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝ  0:53:09湖西市133
6094 松田　匡史 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻｼ  0:53:12掛川市134
5004 日高　大志 ﾋﾀﾞｶ ﾀﾞｲｼ  0:53:24浜松市135
5800 佐藤　貴博 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  0:53:27掛川市136
6304 明石　貴也 ｱｹｲｼ　ﾀｶﾔ  0:53:29137
6197 渡邊　卓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ  0:53:48吉田町138
5314 鈴木　俊輔 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ  0:53:52愛知県139
4414 加納　健介 ｶﾉｳ ｹﾝｽｹ  0:54:01裾野市140
5297 藤田　耕介 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｽｹ  0:54:02浜松市141
5713 伊藤　達昭 ｲﾄｳ ﾀﾂｱｷ  0:54:06磐田市142
4850 山野　洋嗣 ﾔﾏﾉ ﾋﾛｼ  0:54:10東京都143
4296 杉山　達也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾂﾔ  0:54:11袋井市144
4191 水貝　智洋 ｽｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ  0:54:12磐田市145
6141 杉浦　裕太 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳﾀ  0:54:16島田市146
5021 足立　翔太 ｱﾀﾞﾁ ｼｮｳﾀ  0:54:20磐田市147
6070 中川　陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ  0:54:23磐田市148
4528 永井　友海 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾐ  0:54:23浜松市149
6241 澤木　聡仁 ｻﾜｷ ｱｷﾋﾄ  0:54:24浜松市150
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5917 太田　達也 ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ  0:54:26浜松市151
5356 峰田　直明 ﾐﾈﾀ ﾅｵｱｷ  0:54:27清水町152
4660 高嶋　慶治 ﾀｶｼﾏ ｹｲｼﾞ  0:54:28焼津市153
6219 大村　篤史 ｵｵﾑﾗ ｱﾂｼ  0:54:31静岡市154
5322 松本　辰典 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ  0:54:34川根本町155
5324 金森　英史 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾃﾞﾌﾐ  0:54:49静岡市156
4004 横山　雅大 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ  0:54:51浜松市157
6222 府川　元 ﾌｶﾜ ｹﾞﾝ  0:54:52静岡市158
6220 秋山　直輝 ｱｷﾔﾏ ﾅｵｷ  0:54:52静岡市159
4626 鈴木　大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ  0:55:00掛川市160
6161 鈴木　智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ  0:55:26浜松市161
4659 亀久保　江士 ｶﾒｸﾎﾞ ｺｳｼ  0:55:34浜松市162
6036 刑部　翔太郎 ｵｻｶﾍﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:55:47浜松市163
4758 鈴木　元 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ  0:55:48浜松市164
4473 水沼　昭仁 ﾐｽﾞﾇﾏ ｱｷﾋﾄ  0:55:51浜松市165
5327 服部　圭孝 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾀｶ  0:55:52浜松市166
6086 世田　哲也 ﾖﾀﾞ ﾃﾂﾔ  0:55:59浜松市167
5022 奥野　弘貴 ｵｸﾉ ｺｳｷ  0:56:03浜松市168
4764 浅利　稔 ｱｻﾘ ﾐﾉﾙ  0:56:13磐田市169
4943 平野　悠 ﾋﾗﾉ ﾕｳ  0:56:13浜松市170
5214 石川　健 ｲｼｶﾜ ｹﾝ  0:56:14静岡市171
6110 外山　博彦 ﾄﾔﾏ ﾋﾛﾋｺ  0:56:16湖西市172
4515 夏目　俊佑 ﾅﾂﾒ ｼｭﾝｽｹ  0:56:17愛知県173
5332 小泉　航路 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ  0:56:17掛川市174
4688 高橋　佑承 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ  0:56:26掛川市175
6095 大下　剛彦 ｵｵｼﾀ ﾀｹﾋｺ  0:56:27湖西市176
6259 高橋　政二 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ  0:56:28浜松市177
6231 北川　篤 ｷﾀｶﾞﾜ ｱﾂｼ  0:56:28愛知県178
6244 香田　毅 ｺｳﾀﾞ ﾂﾖｼ  0:56:30磐田市179
6204 矢野　瑛祐 ﾔﾉ ｴｲｽｹ  0:56:32掛川市180
4393 遠藤　潤 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ  0:56:37静岡市181
4854 相澤　貴紘 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ  0:56:43掛川市182
6012 鈴木　宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ  0:56:45浜松市183
6143 鈴木　隆範 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ  0:56:57浜松市184
4785 平尾　顕正 ﾋﾗｵ ｹﾝｼｮｳ  0:57:06磐田市185
6189 笹子　洋平 ｻｻｺﾞ ﾖｳﾍｲ  0:57:07浜松市186
5809 平野　力也 ﾋﾗﾉ ﾘｷﾔ  0:57:10牧之原市187
4534 角皆　康太 ﾂﾉｶﾞｲ ｺｳﾀ  0:57:10掛川市188
5205 青嶋　良介 ｱｵｼﾏ ﾘｮｳｽｹ  0:57:11浜松市189
6195 沢口　晃一 ｻﾜｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ  0:57:12島田市190
5870 大石　千記 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｷ  0:57:28磐田市191
4684 相羽　政孝 ｱｲﾊﾞ ﾏｻﾀｶ  0:57:42浜松市192
5264 朝夷　修平 ｱｻﾋﾅ ｼｭｳﾍｲ  0:57:43浜松市193
6151 大畠　由行 ｵｵﾊﾀ ﾖｼﾕｷ  0:57:45埼玉県194
4744 松下　晃丈 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ  0:57:51浜松市195
4610 鈴木　渉 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ  0:57:55浜松市196
5042 万年　潤哉 ﾏﾝﾈﾝ ｼﾞｭﾝﾔ  0:57:56浜松市197
5188 西村　真吾 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ  0:58:00浜松市198
6251 野沢　悠斗 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾄ  0:58:13浜松市199
6255 瀧山　穂高 ﾀｷﾔﾏ ﾎﾀﾞｶ  0:58:15浜松市200
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5956 村瀬　瑠一 ﾑﾗｾ ﾘﾕｳｲﾁ  0:58:15藤枝市201
4631 鈴木　協治 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｼﾞ  0:58:19浜松市202
6256 石川　翔太 ｲｼｶﾜ ｼｮｳﾀ  0:58:20浜松市203
4559 田中　慶太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ  0:58:21磐田市204
4910 伊熊　良介 ｲｸﾏ ﾘｮｳｽｹ  0:58:23浜松市205
5811 水野　亮 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳ  0:58:33御前崎市206
5737 坪井　陽平 ﾂﾎﾞｲ ﾖｳﾍｲ  0:58:34浜松市207
5587 相場　裕登志 ｱｲﾊﾞ ﾋﾛｼ  0:58:54浜松市208
6057 市野　亮平 ｲﾁﾉ ﾘｮｳﾍｲ  0:58:55袋井市209
5984 鈴木　健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ  0:58:56磐田市210
5348 木村　達也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ  0:58:56静岡市211
4603 水野　良介 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｽｹ  0:58:57岐阜県212
5271 岡田　薫 ｵｶﾀﾞ ｶｵﾙ  0:59:06磐田市213
5235 金原　史祥 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾌﾐﾖｼ  0:59:17浜松市214
4485 岡本　剛士 ｵｶﾓﾄ ﾀｹｼ  0:59:23愛知県215
4735 槙野　光一郎 ﾏｷﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:59:30牧之原市216
6238 藤原　未来 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｸ  0:59:33浜松市217
5284 金子　隆太 ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀ  0:59:43静岡市218
4172 竹田　雅亮 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ  0:59:45愛知県219
4176 箕浦　啓太 ﾐﾉｳﾗ ｹｲﾀ  0:59:46愛知県220
6017 大塚　穏 ｵｵﾂｶ ﾔｽｷ  0:59:47浜松市221
6159 大高　明良 ｵｵﾀｶ ｱｷﾖｼ  0:59:55愛知県222
4821 藤井　純 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝ  0:59:56磐田市223
4781 大橋　孝充 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾐﾂ  0:59:58磐田市224
5342 江塚　克和 ｴﾂﾞｶ ﾏｻｶｽﾞ  1:00:02掛川市225
6022 澤木　聖嘉 ｻﾜｷ ｷﾖﾋﾛ  1:00:04浜松市226
5953 下中　隆嗣 ｼﾓﾅｶ ﾀｶｼ  1:00:07大阪府227
5706 鈴木　陽伍 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺﾞ  1:00:09浜松市228
5755 戸祭　裕生 ﾄﾏﾂﾘ ﾋﾛｷ  1:00:09浜松市229
4734 長谷部　孝二 ﾊｾﾍﾞ ｺｳｼﾞ  1:00:17三重県230
5828 袴田　秀二 ﾊｶﾏﾀ ｼｭｳｼﾞ  1:00:17磐田市230
6100 竹田　宗平 ﾀｹﾀﾞ ｿｳﾍｲ  1:00:22浜松市231
5231 前田　一圭 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ  1:00:23浜松市232
5283 榊原　啓祐 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ  1:00:24静岡市233
6008 久島　徹也 ｷｭｳｼﾏ ﾃﾂﾔ  1:00:29浜松市234
5978 増田　広太郎 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ  1:00:31藤枝市235
5773 加藤　悠祐 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ  1:00:33磐田市236
5657 大石　暁 ｵｵｲｼ ｻﾄﾙ  1:00:38浜松市237
6157 鈴木　遼人 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ  1:00:39磐田市238
6192 大庭　裕雅 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄｼ  1:00:44静岡市239
6272 望月　大輝 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾞｲｷ  1:00:51静岡市240
5776 角替　祐太 ﾂﾉｶﾞｴ ﾕｳﾀ  1:00:54磐田市241
6105 森本　祐介 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｽｹ  1:00:55湖西市242
6072 真野　雄平 ﾏﾉ ﾕｳﾍｲ  1:00:59神奈川県243
5222 松浦　光宏 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾋﾛ  1:01:03掛川市244
6308 鈴木　隆太郎  1:01:03244
5989 萩元　雅貴 ﾊｷﾞﾓﾄ ﾏｻｷ  1:01:05浜松市245
5982 杉村　亮太 ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ  1:01:07静岡市246
5154 剣持　北斗 ｹﾝﾓﾁ ﾎｸﾄ  1:01:17磐田市247
5941 大谷　勇揮 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｷ  1:01:27岐阜県248
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6198 島村　良太 ｼﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾀ  1:01:29菊川市249
6234 稲垣　涼哉 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳﾔ  1:01:32浜松市250
5366 榊原　秀憲 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ  1:01:34浜松市251
6041 松浦　崇 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ  1:01:35掛川市252
5745 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ  1:01:35愛知県253
5940 谷山　直人 ﾀﾆﾔﾏ ﾅｵﾄ  1:01:37愛知県254
6013 鏑木　悠平 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾕｳﾍｲ  1:01:40静岡市255
5645 柴田　剛 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞｳ  1:01:40浜松市256
5509 佐宗　諭 ｻｿｳ ｻﾄｼ  1:01:50愛知県257
5353 渡辺　健蔵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｿﾞｳ  1:01:51浜松市258
4637 大野　健太 ｵｵﾉ ｹﾝﾀ  1:01:54浜松市259
6067 片岡　完 ｶﾀｵｶ ｵﾜﾘ  1:02:02浜松市260
6211 山田　航 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ  1:02:13磐田市261
4607 榊原　貴大 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ  1:02:17静岡市262
5460 市川　優樹 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｷ  1:02:20袋井市263
5407 高柳　勇太 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ  1:02:26掛川市264
4657 島野　昴 ｼﾏﾉ ﾀｶｼ  1:02:41浜松市265
4374 松野　将拓 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ  1:02:43浜松市266
5683 鬼沢　啓 ｵﾆｻﾞﾜ ｹｲ  1:02:44浜松市267
5780 柴山　ナツオ ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾂｵ  1:02:45磐田市268
5399 川島　知晃 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓｱｷ  1:02:49磐田市269
6010 大木　之永 ｵｵｷ ﾕｷﾅｶﾞ  1:02:55浜松市270
6112 こるべ　くりすと ｺﾙﾍﾞ ｸﾘｽﾄﾌ  1:03:09愛知県271
6029 石田　航介 ｲｼﾀﾞ ｺｳｽｹ  1:03:11浜松市272
4412 小山　健宏 ｵﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ  1:03:16愛知県273
5858 金子　勇介 ｶﾈｺ ﾕｳｽｹ  1:03:20浜松市274
4655 野中　広之 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾕｷ  1:03:20神奈川県275
5339 向笠　博貴 ﾑｶｻ ﾋﾛﾀｶ  1:03:23磐田市276
4869 内藤　光 ﾅｲﾄｳ ﾋｶﾙ  1:03:27浜松市277
4950 酒井　純也 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝﾔ  1:03:37浜松市278
5006 中田　善康 ﾅｶﾀﾞ ﾖｼﾔｽ  1:04:00菊川市279
4973 岡村　裕也 ｵｶﾑﾗ ﾋﾛﾔ  1:04:14島田市280
6104 柴田　弘平 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ  1:04:18湖西市281
5003 小宮山　貴大 ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ  1:04:28愛知県282
5027 尾崎　翼 ｵｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ  1:04:28磐田市283
5955 後藤　雄一 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｲﾁ  1:04:38藤枝市284
4624 鈴木　孝行 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ  1:05:00磐田市285
4625 砂川　将大 ｽﾅｶﾜ ｼｮｳﾀ  1:05:00磐田市286
5663 望月　優作 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｻｸ  1:05:03磐田市287
6247 小泉　太一 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｲﾁ  1:05:09磐田市288
6227 西川　明良 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾖｼ  1:05:11磐田市289
6039 川端　健志 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹｼ  1:05:32吉田町290
6066 三井　一樹 ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ  1:05:41浜松市291
5920 新野　恵一 ﾆｲﾉ ｹｲｲﾁ  1:05:45浜松市292
6106 高木　達也 ﾀｶｷﾞ ﾀﾂﾔ  1:05:46浜松市293
5842 高田　健一郎 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:05:52磐田市294
5195 市川　貴博 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ  1:05:59浜松市295
6023 鈴木　栄佑 ｽｽﾞｷ ｴｲｽｹ  1:06:03浜松市296
6024 袴田　昌弘 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:06:04袋井市297
5275 小野　恭平 ｵﾉ ｷｮｳﾍｲ  1:06:04浜松市298
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6263 鈴木　啓介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ  1:06:12愛知県299
5404 白井　則行 ｼﾗｲ ﾉﾘﾕｷ  1:06:22袋井市300
5484 勢力　規利 ｾｲﾘｷ ﾉﾘﾄｼ  1:06:28三重県301
6107 白井　中庸 ｼﾗｲ ﾅｶﾂﾈ  1:06:40湖西市302
5377 塚本　祐士 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｼﾞ  1:06:51愛知県303
6282 沢　秀勝 ｻﾜ ﾋﾃﾞｶﾂ  1:06:55富士市304
5784 大塚　英宏 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾋﾛ  1:06:58掛川市305
6225 佐藤　達弥 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ  1:07:17浜松市306
5986 長谷部　繁 ﾊｾﾍﾞ ｼｹﾞﾙ  1:07:39愛知県307
5437 杉浦　崇仁 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶﾋﾄ  1:07:49浜松市308
5403 光部　陽佑 ｺｳﾍﾞ ﾖｳｽｹ  1:07:49袋井市309
5406 坪井　晴貴 ﾂﾎﾞｲ ﾊﾙｷ  1:07:49袋井市310
6076 鈴木　浩太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ  1:07:56浜松市311
5620 三浦　啓道 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾐﾁ  1:08:11浜松市312
6283 尾崎　耕平 ｵｻﾞｷ ｺｳﾍｲ  1:08:22下田市313
6114 戸塚　裕和 ﾄﾂｶ ﾋﾛｶｽﾞ  1:08:25掛川市314
5409 中島　和弥 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ  1:08:29磐田市315
6073 山本　晃靖 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾔｽ  1:08:43浜松市316
6206 紅林　直登 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ  1:08:50浜松市317
6205 田中　純 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ  1:08:50浜松市318
5653 近藤　尚也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ  1:09:04大阪府319
5805 山崎　慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ  1:09:20掛川市320
5358 高野　俊成 ﾀｶﾉ ﾄｼﾅﾘ  1:09:36磐田市321
5414 石原　凌 ｲｼﾊﾗ ﾘｮｳ  1:09:37浜松市322
6108 溝口　佑 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳ  1:09:38湖西市323
4972 倉橋　広典 ｸﾗﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ  1:10:25静岡市324
6071 千葉　翔吾 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ  1:10:25静岡市325
5286 大石　昌弘 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ  1:11:09浜松市326
4388 大嶋　裕樹 ｵｵｼﾏ ﾕｳｷ  1:11:18愛知県327
5879 四ノ宮　文二 ｼﾉﾐﾔ ﾌﾞﾝｼﾞ  1:11:43浜松市328
4717 崎原　立己 ｻｷﾊﾗ ﾘﾂｷ  1:11:43磐田市329
5410 武田　憲明 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｱｷ  1:11:54磐田市330
6214 吉田　優也 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾔ  1:12:01静岡市331
5393 金原　悠貴 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｳｷ  1:12:19磐田市332
6191 寺田　亮太 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾀ  1:12:19愛知県333
6190 加藤　智也 ｶﾄｳ ﾄﾓﾔ  1:12:20磐田市334
5859 長谷川　豪 ﾊｾｶﾞﾜ ｺﾞｳ  1:13:19浜松市335
5606 松本　健太 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝﾀ  1:13:25静岡市336
6242 水越　翔太 ﾐｽﾞｺｼ ｼｮｳﾀ  1:13:28浜松市337
6236 杢屋　輝先 ﾓｸﾔ ｱｷﾋｺ  1:14:14浜松市338
6226 長井　渉 ﾅｶﾞｲ ﾜﾀﾙ  1:14:41神奈川県339
4737 滝井　剛 ﾀｷｲ ﾂﾖｼ  1:14:56藤枝市340
6252 日内地　正太郎 ﾋﾅｲｼﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  1:15:36浜松市341
5682 鈴木　友徳 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ  1:16:01愛知県342
6292 川口　貴弘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ  1:16:01磐田市343
6240 松原　広樹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛｷ  1:16:13浜松市344
6059 金井　伸悟 ｶﾈｲ ｼﾝｺﾞ  1:18:24磐田市345
5372 土谷　寛樹 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｷ  1:19:19磐田市346
6075 飯尾　晴 ｲｲｵ ｾｲ  1:20:04浜松市347
5936 秋田　一夫 ｱｷﾀ ｶｽﾞｵ  1:21:27静岡市348
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5534 杉浦　宏明 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｱｷ  1:23:44袋井市349
6180 戸塚　裕志 ﾄﾂﾞｶﾋ ﾋﾛｼ  1:24:32愛知県350
6074 渡辺　博規 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ  1:26:22浜松市351
5673 鈴木　宏亮 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ  1:26:26浜松市352
5634 大橋　宏海 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾐ  1:26:49磐田市353
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4026 西原　哲也 ﾆｼﾊﾗ ﾃﾂﾔ  0:33:19御前崎市1
4024 松本　康正 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾏｻ  0:33:37掛川市2
4012 神谷　彰吾 ｶﾐﾔ ｼｮｳｺﾞ  0:34:31掛川市3
4057 持永　泰志 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾔｽｼ  0:35:11浜松市4
4053 小西　謙司 ｺﾆｼ ｹﾝｼﾞ  0:35:31静岡市5
4025 清　信也 ｾｲ ｼﾝﾔ  0:35:36富士宮市6
4030 水谷　公一 ﾐｽﾞﾀﾆ ｺｳｲﾁ  0:36:16浜松市7
4045 横田　健 ﾖｺﾀ ｹﾝ  0:36:17愛知県8
4048 久保寺　欧士 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｵｳｼﾞ  0:36:20神奈川県9
4080 工藤　学 ｸﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ  0:37:04磐田市10
6165 赤堀　正隆 ｱｶﾎﾘ ﾏｻﾀｶ  0:37:10浜松市11
4077 友田　貴久 ﾄﾓﾀﾞ ﾀｶﾋｻ  0:37:45森町12
4165 大野　悟 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ  0:37:57愛知県13
4070 戸塚　和人 ﾄﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾄ  0:38:07掛川市14
4083 清水　洋輔 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ  0:38:17袋井市15
4127 南牟禮　潤 ﾐﾅﾐﾑﾚ ｼﾞｭﾝ  0:38:30磐田市16
4157 赤堀　耕介 ｱｶﾎﾘ ﾕｳｽｹ  0:39:37袋井市17
4107 正田　勝美 ｼｮｳﾀﾞ ｶﾂﾐ  0:40:22愛知県18
5655 向島　丈貴 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾄﾓｷ  0:40:22浜松市19
4112 内田　圭祐 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ  0:41:09浜松市20
4264 白鳥　勝弘 ｼﾗﾄﾘ ｶﾂﾋﾛ  0:41:27静岡市21
4027 伊藤　隆之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ  0:41:59浜松市22
4109 渡辺　好倫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ  0:42:43静岡市23
4197 望月　勇紀 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ  0:43:50静岡市24
4948 小林　研大郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ  0:44:00沼津市25
4633 鈴木　貴弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  0:44:05磐田市26
4224 山本　新也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ  0:44:09島田市27
4202 山崎　武敏 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾄｼ  0:44:12浜松市28
4419 大橋　孝行 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾕｷ  0:44:22磐田市29
4829 山中　貴史 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｼ  0:44:33浜松市30
5896 青島　直俊 ｱｵｼﾏ ﾅｵﾄｼ  0:44:44磐田市31
4293 平　章 ﾀｲﾗ ｱｷﾗ  0:44:46浜松市32
4106 天野　寛志 ｱﾏﾉ ﾋﾛｼ  0:44:53浜松市33
4210 岡田　貴弘 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:45:05浜松市34
4188 渥美　健太郎 ｱﾂﾐ ｹﾝﾀﾛｳ  0:45:09磐田市35
4363 朝日　愁太 ｱｻﾋ ｼｭｳﾀ  0:45:18富士宮市36
4215 鈴木　宏尚 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾅｵ  0:45:35愛知県37
4266 山田　憲昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｱｷ  0:45:37吉田町38
4254 深井　善範 ﾌｶｲ ﾖｼﾉﾘ  0:45:40静岡市39
4032 袴田　友也 ﾊｶﾏﾀ ﾄﾓﾅﾘ  0:45:44浜松市40
4329 塚本　竜大 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ  0:45:46掛川市41
4376 小野田　敦 ｵﾉﾀﾞ ｱﾂｼ  0:45:54愛知県42
4231 森山　和幸 ﾓﾘﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ  0:45:55浜松市43
4450 曾根　基弘 ｿﾈ ﾓﾄﾋﾛ  0:45:55湖西市44
4182 杉村　哲哉 ｽｷﾞﾑﾗ ﾃﾂﾔ  0:45:56静岡市45
4023 岡谷　和人 ｵｶﾔ ｶｽﾞﾋﾄ  0:45:58藤枝市46
4453 有山　仁 ｱﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ  0:46:08浜松市47
4158 田中　仁 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ  0:46:13袋井市48
4432 村田　量平 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ  0:46:19愛知県49
4085 内山　裕史 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ  0:46:23浜松市50
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4235 杉山　浩正 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ  0:46:28浜松市51
4270 岡田　彰宏 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  0:46:28浜松市52
4797 中西　龍広 ﾅｶﾆｼ ﾀﾂﾋﾛ  0:46:31島田市53
5355 岡村　行修 ｵｶﾑﾗ ﾕｷﾅｦ  0:46:51磐田市54
4586 服部　文彦 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐﾋｺ  0:47:01袋井市55
4556 大井　勇介 ｵｵｲ ﾕｳｽｹ  0:47:43浜松市56
4333 西山　和範 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  0:47:51浜松市57
4454 石岡　伸康 ｲｼｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ  0:48:02浜松市58
4489 前堀　誠 ﾏｴﾎﾘ ﾏｺﾄ  0:48:04静岡市59
4536 小林　敏治 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾊﾙ  0:48:10湖西市60
4133 馬塚　康徳 ﾏﾂﾞｶ ﾔｽﾉﾘ  0:48:12湖西市61
4368 高橋　成往 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾕｷ  0:48:27浜松市62
4661 浅羽　俊光 ｱｻﾊﾞ ﾄｼﾐﾂ  0:48:27袋井市62
4484 藤田　政司 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ  0:48:29沼津市63
4292 熊倉　慎悟 ｸﾏｸﾗ ｼﾝｺﾞ  0:48:32埼玉県64
4312 小栗　好貴 ｵｸﾞﾘ ﾖｼﾀｶ  0:48:34浜松市65
4372 鈴木　俊宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ  0:48:35浜松市66
4589 中川　祐介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ  0:48:36島田市67
4482 蔭山　栄介 ｶｹﾞﾔﾏ ｴｲｽｹ  0:48:48浜松市68
4522 村岡　誉之 ﾑﾗｵｶ ﾀｶﾕｷ  0:48:51浜松市69
4523 橋本　久敬 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻﾀｶ  0:48:53磐田市70
5781 三原　一紘 ﾐﾊﾗ  0:48:57浜松市71
4529 津田　真矢 ﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ  0:49:01袋井市72
4047 榑松　宣仁 ｸﾚﾏﾂ ﾉﾌﾞﾋﾄ  0:49:05磐田市73
4451 須貝　竜也 ｽｶﾞｲ ﾀﾂﾔ  0:49:07愛知県74
4814 和田　裕二 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ  0:49:14山梨県75
4185 鈴木　優希 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ  0:49:29浜松市76
4498 杉浦　嘉彦 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾋｺ  0:49:43愛知県77
4311 高綱　浩仲 ﾀｶﾂﾅ ﾋﾛﾅｶ  0:49:45浜松市78
4640 中村　友保 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ  0:49:46磐田市79
6288 伊藤　賀朗 ｲﾄｳ ﾖｼｵ  0:50:03袋井市80
4690 寺岡　健 ﾃﾗｵｶ ｹﾝ  0:50:11島田市81
4501 澤木　広昌 ｻﾜｷ ﾋﾛｱｷ  0:50:13浜松市82
4890 山崎　亮二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ  0:50:14浜松市83
4527 江塚　大輔 ｴﾂﾞｶ ﾀｲｽｹ  0:50:15磐田市84
5961 鈴木　総一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ  0:50:21神奈川県85
4187 阿部　泰久 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｻ  0:50:22浜松市86
6307 神尾　英佑 ｶﾐｵ ｴｲｽｹ  0:50:2287
5400 今枝　達哉 ｲﾏｴﾀﾞ ﾀﾂﾔ  0:50:24浜松市88
4371 小出　信幸 ｺｲﾃﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:50:27磐田市89
6061 石川　純平 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:50:30浜松市90
4837 伊達　昂史 ﾀﾞﾃ ﾀｶｼ  0:50:41浜松市91
6113 古川　資 ﾌﾙｶﾜ ﾀｽｸ  0:50:55掛川市92
5739 神谷　光彦 ｶﾐﾔ ﾐﾂﾋｺ  0:50:59掛川市93
5661 長井　勝広 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾋﾛ  0:51:02静岡市94
4483 兵頭　顕一 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ  0:51:05浜松市95
4105 大和田　昌利 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄｼ  0:51:06磐田市96
4267 浅井　祐二 ｱｻｲ ﾕｳｼﾞ  0:51:09浜松市97
4649 神藤　守 ｼﾞﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ  0:51:09愛知県98
4998 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ  0:51:10浜松市99
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5899 水谷　健吾 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｺﾞ  0:51:12湖西市100
4405 近　洋文 ｺﾝ ﾋﾛﾌﾐ  0:51:14愛知県101
5788 橋爪　誠 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｺﾄ  0:51:14浜松市102
4830 松本　義昭 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ  0:51:19吉田町103
4547 新本　秀延 ｱﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ  0:51:26愛知県104
5884 高木　淳志 ﾀｶｷﾞ ｱﾂｼ  0:51:31浜松市105
5361 書上　さとし ｶｷｱｹﾞ ｻﾄｼ  0:51:32愛知県106
4488 長谷川　寛 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  0:51:35清水町107
4474 水間　公義 ﾐｽﾞﾏ ｷﾐﾖｼ  0:51:36浜松市108
4584 黒田　修通 ｸﾛﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:51:38浜松市109
5753 萩原　正寛 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ  0:51:53浜松市110
5598 黒岩　誠 ｸﾛｲﾜ ﾏｺﾄ  0:51:54磐田市111
5331 押領寺　直人 ｵｳﾘｮｳｼﾞ ﾅｵﾄ  0:51:59掛川市112
4574 友田　寛俊 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ  0:52:06森町113
6223 石津　賢二 ｲｼﾂﾞ ｹﾝｼﾞ  0:52:11焼津市114
5844 中村　勇治 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ  0:52:12磐田市115
5923 三輪　明宏 ﾐﾜ ｱｷﾋﾛ  0:52:14浜松市116
4249 鈴木　秀臣 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵﾐ  0:52:16浜松市117
4417 福田　雅浩 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:52:17島田市118
4452 秋本　諒 ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳ  0:52:19磐田市119
4825 袴田　佳秀 ﾊｶﾏﾀ ﾖｼﾋﾃﾞ  0:52:20磐田市120
5425 田中　義智 ﾀﾅｶ ﾖｼﾄﾓ  0:52:21磐田市121
4855 一色　浩希 ｲｯｼｷ ﾋﾛｷ  0:52:27菊川市122
4638 是永　知己 ｺﾚﾅｶﾞ ﾄﾓﾐ  0:52:28静岡市123
4543 豊田　聖一 ﾄﾖﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ  0:52:32湖西市124
4555 志浦　勉 ｼｳﾗ ﾂﾄﾑ  0:52:33浜松市125
4390 櫻井　誠人 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾄ  0:52:38静岡市126
4894 寺本　典史 ﾃﾗﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ  0:52:47湖西市127
5821 柴田　浩介 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ  0:52:53掛川市128
5938 松井　敏宏 ﾏﾂｲ ﾄｼﾋﾛ  0:52:54浜松市129
5090 松下　太一 ﾏﾂｼﾀ ﾀｲﾁ  0:53:02磐田市130
6004 小岸　薫 ｵｷﾞｼ ｶｵﾙ  0:53:05磐田市131
4978 河原崎　祐介 ｶﾜﾗｻｷ ﾕｳｽｹ  0:53:11静岡市132
5002 曽根　良介 ｿﾈ ﾘｮｳｽｹ  0:53:21焼津市133
4291 小柳津　至大 ｵﾔｲﾂﾞ ﾕｷﾋﾛ  0:53:25掛川市134
4620 浅井　栄郎 ｱｻｲ ﾋﾃﾞｵ  0:53:26湖西市135
4939 樋口　嘉孝 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ  0:53:29兵庫県136
4492 佐藤　泰成 ｻﾄｳ ﾔｽﾅﾘ  0:53:30吉田町137
4619 田代　直哉 ﾀｼﾛ ﾅｵﾔ  0:53:31長泉町138
6158 馬場　康郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽｵ  0:53:31磐田市139
4707 小林　洋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ  0:53:34三重県140
4587 河合　次郎 ｶﾜｲ ｼﾞﾛｳ  0:53:36浜松市141
5881 矢崎　芳治 ﾔｻﾞｷ ﾖｼﾊﾙ  0:53:40磐田市142
4564 中田　瑛一 ﾅｶﾀﾞ ｴｲｲﾁ  0:53:49東京都143
4701 奥川　慶一 ｵｸｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ  0:53:51焼津市144
5421 村井　慎二 ﾑﾗｲ ｼﾝｼﾞ  0:53:59浜松市145
5265 竹内　敬俊 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄｼ  0:54:08磐田市146
5043 村松　祐三 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｿﾞｳ  0:54:09磐田市147
4810 若杉　順次 ﾜｶｽｷﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ  0:54:14焼津市148
4408 神谷　直希 ｶﾐﾔ ﾅｵｷ  0:54:14掛川市149
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4843 青島　宏和 ｱｵｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ  0:54:17磐田市150
4806 松本　賢治 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  0:54:17浜松市151
4416 赤堀　宙斗 ｱｶﾎﾘ ﾋﾛﾄ  0:54:18袋井市152
4168 鈴木　正光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ  0:54:19磐田市153
5908 松本　亮 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ  0:54:21浜松市154
5863 竹内　康雄 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ  0:54:21浜松市155
4726 伊達　勇二 ﾀﾞﾃ ﾕｳｼﾞ  0:54:26浜松市156
5529 野中　邦浩 ﾉﾅｶ ｸﾆﾋﾛ  0:54:34菊川市157
5987 塩川　真太郎 ｼｵｶﾜ ﾅｵﾀﾛｳ  0:54:38袋井市158
5914 中塚　章 ﾅｶﾂｶ ｱｷﾗ  0:54:39磐田市159
5660 津藤　大樹 ﾂﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:54:40浜松市160
4723 深町　倫志 ﾌｶﾏﾁ ﾉﾘﾕｷ  0:54:42浜松市161
4917 早馬　元樹 ﾊﾔｳﾏ ﾓﾄｷ  0:54:42浜松市162
4223 佐藤　健治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  0:54:46袋井市163
4773 杉浦　乃武雄 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾌﾞｵ  0:54:51静岡市164
5278 本間　隆文 ﾎﾝﾏ ﾀｶﾌﾐ  0:54:52愛知県165
5397 瀬戸　正敏 ｾﾄ ﾏｻﾄｼ  0:54:53神奈川県166
4713 松浦　孝浩 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:54:54浜松市167
4385 菊池　崇博 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ  0:54:54浜松市168
4628 竹谷　俊介 ﾀｹﾔ ｼｭﾝｽｹ  0:54:56袋井市169
4565 加藤　矢彦 ｶﾄｳ ﾔﾋｺ  0:54:57長泉町170
4457 鈴木　康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ  0:55:02浜松市171
4524 小松　忠孝 ｺﾏﾂ ﾀﾀﾞﾀｶ  0:55:03浜松市172
5715 福澤　浩二 ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ  0:55:07磐田市173
4558 櫻井　智之 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾕｷ  0:55:17菊川市174
4698 小澤　充 ｵｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ  0:55:24浜松市175
4362 池端　英樹 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ  0:55:25浜松市176
5774 伊藤　渉 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ  0:55:31浜松市177
4111 杉　芳典 ｽｷﾞ ﾖｼﾉﾘ  0:55:32磐田市178
5799 山本　和行 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ  0:55:33浜松市179
5062 野村　佳史 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ  0:55:34沼津市180
4651 荒井　将樹 ｱﾗｲ ﾏｻｷ  0:55:36袋井市181
5012 齊藤　貴史 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ  0:55:39神奈川県182
4189 佐藤　誠晃 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ  0:55:43磐田市183
6162 浅野　裕基 ｱｻﾉ ﾋﾛｷ  0:55:46神奈川県184
4721 郷　芳和 ｺﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ  0:55:46磐田市185
6097 青山　知弘 ｱｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ  0:55:49愛知県186
4870 鈴木　敦 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ  0:55:58浜松市187
5347 加藤　潤之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  0:56:06掛川市188
5930 本間　詠史 ﾎﾝﾏ ｴｲｼﾞ  0:56:07磐田市189
6102 市川　哲章 ｲﾁｶﾜ ﾃﾂｱｷ  0:56:09磐田市190
5426 山路　泰隆 ﾔﾏｼﾞ ﾔｽﾀｶ  0:56:10磐田市191
4712 松本　学 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ  0:56:12牧之原市192
4697 松浦　圭吾 ﾏﾂｳﾗ ｹｲｺﾞ  0:56:13浜松市193
4826 近藤　託央 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸｵ  0:56:18浜松市194
5302 飯田　吉伸 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:56:19湖西市195
5178 岡津　弘明 ｵｶﾂ ﾋﾛｱｷ  0:56:20浜松市196
5080 近藤　祐作 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ  0:56:20浜松市197
4646 佐々木　昇 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ  0:56:21磐田市198
4308 池野　明拡 ｲｹﾉ ｱｷﾋﾛ  0:56:24浜松市199
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5416 礒部　庸介 ｲｿﾍﾞ ﾖｳｽｹ  0:56:27磐田市200
4339 小山　大和 ｺﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ  0:56:30浜松市201
4724 鈴木　健祐 ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ  0:56:32浜松市202
4919 手塚　淳也 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ  0:56:32浜松市203
4760 鈴木　伸治 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾊﾙ  0:56:33浜松市204
4793 鈴木　信哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ  0:56:33磐田市205
6297 平井　則行 ﾋﾗｲ ﾉﾘﾕｷ  0:56:38磐田市206
5840 柴田　一 ｼﾊﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ  0:56:47磐田市207
4963 加納　敬士 ｶﾉｳ ｹｲｼﾞ  0:56:55函南町208
4685 高橋　修 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ  0:56:55浜松市209
4709 東海　弘忠 ﾄｳｶｲ ﾋﾛﾀﾀﾞ  0:56:56東京都210
5255 太田　直樹 ｵｵﾀ ﾅｵｷ  0:56:58磐田市211
4444 小池　信広 ｺｲｹ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:57:00浜松市212
5350 中西　啓太 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ  0:57:07磐田市213
4573 鈴木　圭太郎 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ  0:57:13浜松市214
4725 阿部　浩喜 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ  0:57:17磐田市215
4630 山田　宣治 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ  0:57:25藤枝市216
4689 齊藤　五寿 ｻｲﾄｳ ｲﾂﾄｼ  0:57:29吉田町217
6221 野島　賢太郎 ﾉｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ  0:57:35静岡市218
5203 前野　仁志 ﾏｴﾉ ｻﾄｼ  0:57:39浜松市219
5825 山本　浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  0:57:41磐田市220
6268 大石　洋充 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾐﾂ  0:57:46静岡市221
5756 山下　裕太郎 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ  0:58:00浜松市222
4959 大石　賢 ｵｵｲｼ ﾏｻﾙ  0:58:01袋井市223
5829 松澤　晋悟 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ  0:58:02浜松市224
3859 福丸屋　光弘 ﾌｸﾏﾙﾔ ﾐﾂﾋﾛ  0:58:05225
6127 小嶋　政紀 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ  0:58:05長野県225
5671 松井　裕之 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ  0:58:08湖西市226
5382 中村　光晴 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾊﾙ  0:58:08磐田市227
5388 片桐　秀太郎 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾀﾛｳ  0:58:09浜松市228
4541 平井　将晴 ﾋﾗｲ ﾏｻﾊﾙ  0:58:12浜松市229
5310 玉井　誠 ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ  0:58:13磐田市230
5688 喜多　達之 ｷﾀ ﾀﾂﾕｷ  0:58:13磐田市231
4662 宮村　大輔 ﾐﾔﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  0:58:19静岡市232
5764 金子　聖 ｶﾈｺ ｻﾄﾙ  0:58:21浜松市233
4875 松岡　大輔 ﾏﾂｵｶ ﾀﾞｲｽｹ  0:58:25磐田市234
4677 内山　裕介 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｽｹ  0:58:27浜松市235
5304 大島　孝文 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾌﾐ  0:58:31愛知県236
4739 大津　雅彦 ｵｵﾂ ﾏｻﾋｺ  0:58:31磐田市237
5139 萩田　琢也 ﾊｷﾞﾀ ﾀｸﾔ  0:58:36磐田市238
4832 村田　具也 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾔ  0:58:37静岡市239
5199 高橋　健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ  0:58:44浜松市240
5573 Ｎａｋａｍｕｒａ　Ｈｉｄ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾋﾛ  0:58:46浜松市241
5962 補伽　達也 ﾎﾄｷﾞ ﾀﾂﾔ  0:58:50裾野市242
6124 城之内　優 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾕｳ  0:58:52静岡市243
4981 八木　邦明 ﾔｷﾞ ｸﾆｱｷ  0:58:52藤枝市244
6207 猪野　好昭 ｲﾉ ﾖｼｱｷ  0:58:55静岡市245
6091 角皆　義幸 ﾂﾉｶﾞｲ ﾖｼﾕｷ  0:59:05掛川市246
6129 鈴木　修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ  0:59:05掛川市247
4668 河村　栄二 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ  0:59:08浜松市248
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4823 落合　丞次 ｵﾁｱｲ ｼﾞｮｳｼﾞ  0:59:10浜松市249
5398 原　淳司 ﾊﾗ ｱﾂｼ  0:59:11静岡市250
6096 加藤　茂昌 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾏｻ  0:59:18愛知県251
6171 田旗　健二 ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  0:59:19掛川市252
4681 松本　宗之 ﾏﾂﾓﾄ ﾑﾈﾕｷ  0:59:28浜松市253
4300 高橋　励 ﾀｶﾊｼ ﾚｲ  0:59:29掛川市254
6152 粂田　真宏 ｸﾒﾀ ﾏｻﾋﾛ  0:59:31牧之原市255
5417 大貫　友和 ｵｵﾇｷ ﾄﾓｶｽﾞ  0:59:32浜松市256
4897 内藤　敦 ﾅｲﾄｳ ｱﾂｼ  0:59:32愛知県257
5845 佐藤　雅史 ｻﾄｳ ﾏｻｼ  0:59:34浜松市258
4463 山下　智宏 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ  0:59:46浜松市259
4170 中澤　彰仁 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ  0:59:49愛知県260
4169 鈴木　一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ  0:59:49愛知県261
4809 永田　哲也 ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ  0:59:53浜松市262
4663 内藤　大介 ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  0:59:53浜松市263
4932 澤木　厚一郎 ｻﾜｷ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:59:57掛川市264
6043 田上　恵介 ﾀｶﾞﾐ ｹｲｽｹ  0:59:58掛川市265
5041 深田　直彦 ﾌｶﾀﾞ ﾅｵﾋｺ  1:00:02湖西市266
6116 岩本　忠文 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾀﾞﾌﾐ  1:00:03磐田市267
4554 柿本　憲志 ｶｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  1:00:06愛知県268
5958 川口　雄大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ  1:00:08長泉町269
6088 桐林　義彦 ｷﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋｺ  1:00:09静岡市270
6305 福丸屋　光弘 ﾌｸﾏﾙﾔ ﾐﾂﾋﾛ  1:00:18271
5424 小川　達海 ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾐ  1:00:22浜松市272
4990 金田　竜弥 ｶﾈﾀ ﾘｭｳﾔ  1:00:22磐田市273
6249 大石　清 ｵｵｲｼ ｷﾖｼ  1:00:24静岡市274
5148 中田　智典 ﾅｶﾀ ﾄﾓﾉﾘ  1:00:25浜松市275
4346 柿崎　貴也 ｶｷｻﾞｷ ﾀｶﾔ  1:00:27浜松市276
6295 小田　将人 ｵﾀﾞ ﾏｻﾄ  1:00:34磐田市277
5280 大坪　章人 ｵｵﾂﾎﾞ ｱｷﾋﾄ  1:00:39静岡市278
5111 佐々木　昭文 ｻｻｷ ｱｷﾌﾐ  1:00:40愛知県279
5200 揚張　雄二 ｱｹﾞﾊﾘ ﾕｳｼﾞ  1:00:48磐田市280
4642 佐野　和幸 ｻﾉ ｶｽﾞﾕｷ  1:00:57岐阜県281
5612 小笠原　康平 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｺｳﾍｲ  1:01:12浜松市282
4944 多田　勝也 ﾀﾀﾞ ｶﾂﾔ  1:01:14湖西市283
4639 辻村　昇 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ  1:01:23浜松市284
4632 工藤　晃 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾗ  1:01:30浜松市285
5185 平野　陽一 ﾋﾗﾉ  1:01:35菊川市286
4192 奥野　淳也 ｵｸﾉ ｼﾞｭﾝﾔ  1:01:36京都府287
5988 齊藤　昌 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ  1:01:40袋井市288
6230 村瀬　浩市 ﾑﾗｾ ｺｳｲﾁ  1:01:40愛知県289
6093 高橋　知泰 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔｽ  1:01:41磐田市290
5338 永田　大樹 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲｷ  1:01:42掛川市291
5007 大石　貴弘 ｵｵｲｼ ﾀｶﾋﾛ  1:01:58掛川市292
5594 畠山　拓巳 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐ  1:02:04浜松市293
5900 油井　克仁 ﾕｲ ｶﾂﾋﾄ  1:02:05浜松市294
4455 内山　祐 ｳﾁﾔﾏ ﾀｽｸ  1:02:06浜松市295
6187 西田　友輔 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ  1:02:07浜松市296
5552 山中　堅一朗 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ  1:02:12焼津市297
5153 中村　将志 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ  1:02:13掛川市298
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5097 澤田　敏史 ｻﾜﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ  1:02:14静岡市299
4716 鈴木　敏彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ  1:02:15磐田市300
4915 小川　裕淳 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ  1:02:26浜松市301
5336 金森　孝訓 ｶﾅﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ  1:02:30菊川市302
4889 笠井　聡 ｶｻｲ ｻﾄｼ  1:02:32磐田市303
5795 野田　俊吾 ﾉﾀﾞ ｼｭﾝｺﾞ  1:02:40藤枝市304
5925 伊藤　昌人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ  1:02:44浜松市305
4583 永倉　大五 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀﾞｲｺﾞ  1:02:49千葉県306
5549 花村　翔 ﾊﾅﾑﾗ ｼｮｳ  1:02:51静岡市307
5632 中司　光春 ﾅｶﾂｶｻ ﾐﾂﾊﾙ  1:02:58富士市308
4993 岡本　行央 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｵ  1:03:00浜松市309
5333 市川　善章 ｲﾁｶﾜ ﾖｼｱｷ  1:03:01掛川市310
5112 松井　亮介 ﾏﾂｲ ﾘｮｳｽｹ  1:03:06東京都311
4741 清原　健作 ｷﾖﾊﾗ ｹﾝｻｸ  1:03:08磐田市312
4664 稲葉　大介 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ  1:03:22静岡市313
4937 鈴木　敬志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  1:03:23浜松市314
4190 山下　真矢 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾔ  1:03:34牧之原市315
5124 石倉　修平 ｲｼｸﾗ ｼｭｳﾍｲ  1:03:39愛知県316
6099 長尾　善信 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:03:42湖西市317
4885 大石　俊介 ｵｵｲｼ ｼｭﾝｽｹ  1:03:42掛川市318
5402 山村　健 ﾔﾏﾑﾗ ﾀｹｼ  1:03:43磐田市319
6146 松本　利一 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ  1:03:48静岡市320
5507 永島　久議 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋｻﾉﾘ  1:03:49磐田市321
4732 橋本　桂吾 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｺﾞ  1:03:54掛川市322
5853 尾崎　敏満 ｵｻﾞｷ ﾄｼﾐﾂ  1:04:00磐田市323
4873 鈴木　邦信 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾉﾌﾞ  1:04:01長泉町324
5102 濱出　裕人 ﾊﾏﾃﾞ ﾋﾛﾄ  1:04:04富士市325
5291 木根　睦文 ｷﾈ ﾑﾂﾌﾐ  1:04:04袋井市326
5797 山内　大和 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｶｽﾞ  1:04:06浜松市327
5808 野田　篤史 ﾉﾀﾞ ｱﾂｼ  1:04:06浜松市328
5886 西浦　敬太 ﾆｼｳﾗ ｹｲﾀ  1:04:09磐田市329
5757 大杉　健太郎 ｵｵｽｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  1:04:12浜松市330
5754 福山　悟史 ﾌｸﾔﾏ ｻﾄｼ  1:04:12浜松市331
5187 西田　大祐 ﾆｼﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  1:04:13浜松市332
5127 川島　永 ｶﾜｼﾏ ﾋｻｼ  1:04:15磐田市333
6172 上谷　浩史 ｶﾐﾀﾆ ﾋﾛｼ  1:04:16浜松市334
4001 藤橋　涼 ﾌｼﾞﾊｼ ﾘｮｳ  1:04:26神奈川県335
5498 澤木　孝之 ｻﾜｷ ﾀｶﾕｷ  1:04:27浜松市336
5249 竹澤　昭吾 ﾀｹｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ  1:04:42静岡市337
5105 水摩　安慎 ﾐｽﾞﾏ ﾔｽﾏｻ  1:04:44石川県338
5429 高橋　克典 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ  1:04:51沼津市339
5765 鈴木　喜博 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ  1:04:58磐田市340
5122 甚沢　拓也 ｼﾞﾝｻﾞﾜ ﾀｸﾔ  1:05:13森町341
5615 加藤　秀一 ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁ  1:05:15袋井市342
5025 吉田　光世 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｾｲ  1:05:20焼津市343
5751 菰田　真允 ｺﾓﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:05:23愛知県344
5389 岡本　章典 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ  1:05:23浜松市345
5883 松浦　弘典 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾉﾘ  1:05:25掛川市346
5882 大橋　卓也 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾔ  1:05:25磐田市347
5735 増田　豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ  1:05:30湖西市348
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5128 齊藤　弘光 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ  1:05:40沼津市349
5328 酒井　太志 ｻｶｲ ﾀｲｼ  1:05:43袋井市350
6243 岩渕　勝巳 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾐ  1:05:44磐田市351
4720 森　琢也 ﾓﾘ ﾀｸﾔ  1:05:48磐田市352
5258 杉森　昭彦 ｽｷﾞﾓﾘ ｱｷﾋｺ  1:06:02浜松市353
4636 東谷　剛志 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾀｹｼ  1:06:06浜松市354
4740 吉本　享 ﾖｼﾓﾄ ﾄｵﾙ  1:06:13愛知県355
5697 池田　幹郎 ｲｹﾀﾞ ﾐｷｵ  1:06:14浜松市356
4964 中村　憲司 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  1:06:16浜松市357
6027 石野　文成 ｲｼﾉ ﾌﾐﾅﾘ  1:06:25浜松市358
5048 原田　雅教 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  1:06:34浜松市359
4767 渡瀬　康人 ﾜﾀｾ ﾔｽﾋﾄ  1:06:41磐田市360
6298 竹下　拓也 ﾀｹｼﾀ ﾀｸﾔ  1:06:42富士市361
5341 佐藤　勝則 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ  1:06:52愛知県362
4865 尾方　哲也 ｵｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ  1:06:57岐阜県363
6176 丸之内　保夫 ﾏﾙﾉｳﾁ ﾔｽｵ  1:07:09磐田市364
6082 鈴木　孝規 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ  1:07:09静岡市365
4783 堀井　彰 ﾎﾘｲ ｱｷﾗ  1:07:15浜松市366
6302 鈴木　孝征 ｽｽﾞｷ　ﾀｶﾕｷ  1:07:17367
6175 左口　克己 ｻｸﾞﾁ ｶﾂﾐ  1:07:30磐田市368
5436 西尾　晃一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ  1:07:36浜松市369
5439 茂内　優憲 ｼｹﾞﾅｲ ﾏｻﾉﾘ  1:07:40小山町370
5218 金原　弘尚 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾛﾅｵ  1:07:41掛川市371
4392 岸端　裕樹 ｷｼﾊﾀ ﾕｳｷ  1:07:44焼津市372
6168 河野　真吾 ｶﾜﾉ ｼﾝｺﾞ  1:07:52浜松市373
5357 鈴木　隆史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ  1:07:53磐田市374
6054 大高　和也 ｵｵﾀｶ ｶｽﾞﾔ  1:08:24浜松市375
5270 稲垣　博文 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ  1:08:30磐田市376
6289 伊藤　慎弥 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ  1:08:30磐田市377
5191 溝口　陽一 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ  1:09:00掛川市378
5232 澤入　貴洋 ｻﾜｲﾘ ﾀｶﾋﾛ  1:09:06掛川市379
6139 祖母井　亮 ｿﾎﾞｲ ﾘｮｳ  1:09:18浜松市380
5335 加藤　拓也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ  1:09:25愛知県381
5563 石山　裕史 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ  1:09:28掛川市382
6068 野井　光洋 ﾉｲ ﾐﾂﾋﾛ  1:09:30磐田市383
6033 福富　直樹 ﾌｸﾄﾐ ﾅｵｷ  1:09:34磐田市384
5850 竹山　和樹 ﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞｷ  1:10:36浜松市385
5932 矢田　宣之 ﾔﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:11:08東京都386
6055 余吾　慎亮 ﾖｺﾞ ｼﾝｽｹ  1:11:12藤枝市387
6177 深澤　嘉紀 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼｷ  1:11:12静岡市388
4623 市川　佳靖 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾔｽ  1:11:13浜松市389
5635 鴻巣　裕一 ｺｳﾉｽ ﾕｳｲﾁ  1:11:14茨城県390
5578 岩田　佳樹 ｲﾜﾀ ﾖｼｷ  1:11:29愛知県391
5390 藪内　一真 ﾔﾌﾞｳﾁ ｶｽﾞﾏ  1:11:34東京都392
5287 鈴木　智浩 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ  1:11:37掛川市393
5927 平口　進也 ﾋﾗｸﾞﾁ ｼﾝﾔ  1:11:50磐田市394
5551 外山　恒之 ﾄﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:11:53浜松市395
6048 朴　三東 ﾊﾟｸ ｻﾑﾄﾞﾝ  1:11:53東京都396
6218 和田　竜也 ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ  1:12:01静岡市397
5321 曽布川　洋平 ｿﾌﾞｶﾜ ﾖｳﾍｲ  1:12:16浜松市398
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5351 和田　玄吾 ﾜﾀﾞ ｹﾞﾝｺﾞ  1:12:23浜松市399
6166 大城　健太郎 ｵｵｼﾛ ｹﾝﾀﾛｳ  1:12:31浜松市400
6163 鈴木　貴雄 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ  1:12:31浜松市401
4394 鈴木　博昭 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ  1:12:33静岡市402
5059 加藤　弘也 ｶﾄｳ ﾋﾛﾔ  1:12:41袋井市403
5538 相澤　俊史 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ  1:12:43袋井市404
5669 榊原　功二 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ  1:12:47愛知県405
5334 鈴木　慶吾 ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ  1:13:56袋井市406
5149 湯浅　浩 ﾕｱｻ ﾕﾀｶ  1:14:17東京都407
5608 村井　友 ﾑﾗｲ ﾕｳ  1:14:45磐田市408
6037 黒柳　康行 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾔｽﾕｷ  1:14:46磐田市409
5943 難波　和秀 ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ  1:15:00神奈川県410
5963 磯田　尚希 ｲｿﾀﾞ ﾅｵｷ  1:15:02東京都411
4827 横山　英之 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:15:59浜松市412
5676 松本　洋明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｱｷ  1:16:35京都府413
6208 白井　大士 ｼﾗｲ ﾀｲｼ  1:16:57浜松市414
4706 山中　大輔 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ  1:17:32愛知県415
5915 加藤　由智 ｶﾄｳ ﾖｼﾄﾓ  1:17:48愛知県416
5349 岡田　貴規 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ  1:17:59浜松市417
5343 菊谷　大介 ｷｸﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ  1:17:59菊川市418
5564 笠原　史隆 ｶｻﾊﾗ ﾌﾐﾀｶ  1:18:15浜松市419
5298 斉藤　史貴 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾀｶ  1:19:13浜松市420
6173 糟谷　寛好 ｶｽﾔ ﾋﾛﾖｼ  1:19:32浜松市421
6170 川井　昭彦 ｶﾜｲ ｱｷﾋｺ  1:19:37磐田市422
5911 大原　剛 ｵｵﾊﾗ ｺﾞｳ  1:21:22御殿場市423
5772 廣岡　成一 ﾋﾛｵｶ ｾｲｲﾁ  1:22:09浜松市424
5789 山田　基博 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ  1:22:41磐田市425
5656 日高　勝 ﾋﾀﾞｶ ﾏｻﾙ  1:25:45袋井市426
5633 菊池　淳 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ  1:39:49浜松市427
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4014 桜井　史 ｻｸﾗｲ ﾌﾋﾄ  0:33:52御殿場市1
4029 河合　信晴 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ  0:35:29浜松市2
4075 佐野　俊介 ｻﾉ ｼｭﾝｽｹ  0:36:28静岡市3
4067 八木　美智夫 ﾔｷﾞ ﾐﾁｵ  0:36:41静岡市4
4147 服部　欽一 ﾊｯﾄﾘ ｷﾝｲﾁ  0:37:01袋井市5
4039 粟田　剛 ｱﾜﾀ ﾂﾖｼ  0:37:31浜松市6
4052 原口　達男 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾂｵ  0:38:04富士宮市7
4097 石野　安彦 ｲｼﾉ ﾔｽﾋｺ  0:38:46浜松市8
4092 戸田　英児 ﾄﾀﾞ ｴｲｼﾞ  0:38:47湖西市9
4102 山下　大国 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｸﾆ  0:39:04浜松市10
4064 中村　邦宏 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ  0:39:06浜松市11
4096 広瀬　幸雄 ﾋﾛｾ ﾕｷｵ  0:39:30浜松市12
4121 神崎　哲 ｶﾝｻﾞｷ ｻﾄｼ  0:40:20浜松市13
4114 高部　和典 ﾀｶﾍﾞ ｶｽﾞﾉﾘ  0:41:28静岡市14
4161 嶋津　正樹 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻｷ  0:41:31浜松市15
4094 馬渕　哲也 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾂﾔ  0:41:38磐田市16
4209 大関　隆之 ｵｵｾﾞｷ ﾀｶﾕｷ  0:42:21焼津市17
4122 大貫　正彦 ｵｵﾇｷ ﾏｻﾋｺ  0:42:27浜松市18
4108 鈴木　融 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ  0:43:15磐田市19
4204 内山　茂彦 ｳﾁﾔﾏ ｼｹﾞﾋｺ  0:43:29浜松市20
4200 栗田　好章 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ  0:43:30浜松市21
4100 寺田　成利 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾙﾄｼ  0:43:35磐田市22
4049 浅井　邦彦 ｱｻｲ ｸﾆﾋｺ  0:43:38菊川市23
4236 兼山　博万 ｶﾈﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ  0:44:29静岡市24
4221 一木　直哉 ｲｯｷ ﾅｵﾔ  0:44:36森町25
4164 西山　幸男 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷｵ  0:44:49浜松市26
4205 中川　晶夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷｵ  0:44:52島田市27
4243 川島　賢治 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ  0:45:03浜松市28
4219 青島　伸介 ｱｵｼﾏ ｼﾝｽｹ  0:45:10神奈川県29
4018 山口　剛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ  0:45:22磐田市30
4334 古谷　昭光 ﾌﾙﾀﾆ ｱｷﾐﾂ  0:45:28吉田町31
4248 西澤　光晴 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾊﾙ  0:45:41焼津市32
4261 佐々木　秀明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ  0:45:44富士市33
4382 井上　徹也 ｲﾉｳｴ ﾃﾂﾔ  0:45:46静岡市34
4604 柴田　剛 ｼﾊﾞﾀ ﾂﾖｼ  0:45:50静岡市35
4338 宮原　督 ﾐﾔﾊﾗ ｱﾂｼ  0:45:53静岡市36
4323 山添　洋一 ﾔﾏｿﾞｴ ﾖｳｲﾁ  0:45:55磐田市37
4321 渥美　哲也 ｱﾂﾐ ﾃﾂﾔ  0:45:55湖西市38
4380 伊藤　和也 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ  0:45:56掛川市39
4255 荒井　洋祐 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ  0:45:58浜松市40
4282 池田　守 ｲｹﾀﾞ ﾏﾓﾙ  0:45:58浜松市41
4207 塚本　昭宏 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ  0:46:10島田市42
4131 近藤　英司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｼﾞ  0:46:13磐田市43
4273 新屋　元志 ｱﾗﾔ ﾓﾄｼ  0:46:18浜松市44
4495 加茂　健司 ｶﾓ ｹﾝｼﾞ  0:46:46浜松市45
4413 加藤　幸哉 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ  0:47:02長野県46
4206 可知　政徳 ｶﾁ ﾏｻﾉﾘ  0:47:06沼津市47
4217 田中　宏昌 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ  0:47:07浜松市48
4318 小木　勉 ｵｷﾞ ﾂﾄﾑ  0:47:15磐田市49
5215 太田　充 ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ  0:47:42磐田市50
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4364 斉藤　友信 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾌﾞ  0:47:45富士市51
4635 鈴木　紀仁 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾄ  0:47:54湖西市52
6042 富田　博之 ﾄﾐﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:47:58藤枝市53
4373 川崎　耕史 ｶﾜｻｷ ｺｳｼﾞ  0:48:03湖西市54
4279 加藤　公康 ｶﾄｳ ｷﾐﾔｽ  0:48:20浜松市55
5993 町田　智洋 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ  0:48:24吉田町56
4193 飯尾　隆之 ｲｲｵ ﾀｶﾕｷ  0:48:28浜松市57
4076 田内　誉之 ﾀﾅｲ ﾀｶﾕｷ  0:48:34湖西市58
4533 秋山　義之 ｱｷﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ  0:48:36焼津市59
4357 松島　健 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝ  0:48:39静岡市60
4467 石野　慎一 ｲｼﾉ ｼﾝｲﾁ  0:48:40浜松市61
4729 田頭　正悦 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾏｻｴﾂ  0:48:44愛知県62
4552 弓桁　昌良 ﾕﾐｹﾞﾀ ﾏｻﾖｼ  0:48:46掛川市63
4509 原口　真文 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ  0:48:48浜松市64
4370 小澤　直樹 ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ  0:48:56静岡市65
6160 三浦　泰伸 ﾐｳﾗ ﾔｽﾉﾌﾞ  0:48:59静岡市66
4692 小久保　喜弘 ｺｸﾎﾞ ﾖｼﾋﾛ  0:49:07浜松市67
4514 河合　路治 ｶﾜｲ ﾐﾁﾊﾙ  0:49:08磐田市68
5867 武井　圭吾 ﾀｹｲ ｹｲｺﾞ  0:49:21磐田市69
4881 矢島　一彦 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ  0:49:27磐田市70
4436 福井　周二 ﾌｸｲ ｼｭｳｼﾞ  0:49:29袋井市71
4478 土井　良高 ﾄﾞｲ  0:49:29磐田市72
4226 坂上　尚司 ｻｶｶﾞﾐ ﾀｶｼ  0:49:29浜松市73
4538 杉浦　正卓 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾀｶ  0:49:31御前崎市74
4345 石川　広宣 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ  0:49:36浜松市75
4344 川島　徹 ｶﾜｼﾏ ﾄｵﾙ  0:49:39神奈川県76
4537 久保　栄二 ｸﾎﾞ ｴｲｼﾞ  0:49:53湖西市77
4310 杉村　純一朗 ｽｷﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛ  0:49:56島田市78
4358 鈴木　ソウタ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ  0:49:57浜松市79
6203 西田　満 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ  0:50:06東京都80
4283 長島　浩章 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｱｷ  0:50:13静岡市81
4429 中村　益通 ﾅｶﾑﾗ ﾏｽﾐﾁ  0:50:16浜松市82
4672 黒沢　敦 ｸﾛｻﾜ ｱﾂｼ  0:50:16磐田市83
4424 尾澤　純 ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ  0:50:19沼津市84
4570 外山　裕晃 ﾄﾔﾏ ﾋﾛｱｷ  0:50:22静岡市85
6267 清水　真哉 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ  0:50:25静岡市86
4460 森田　佳宏 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ  0:50:27御前崎市87
4605 佐野　一友 ｻﾉ ｶｽﾞﾄﾓ  0:50:29静岡市88
4526 山内　壱郎 ﾔﾏｳﾁ ｲﾁﾛｳ  0:50:33島田市89
4652 芦澤　清一 ｱｼｻﾞﾜ ｾｲｲﾁ  0:50:39焼津市90
4813 森下　和成 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ  0:50:46浜松市91
4580 村松　雅浩 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ  0:50:49磐田市92
4686 平出　勝一 ﾋﾗﾃﾞ ｶﾂｲﾁ  0:50:49浜松市93
5590 佐藤　文彦 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋｺ  0:50:58静岡市94
4756 星野　友明 ﾎｼﾉ ﾄﾓｱｷ  0:50:59神奈川県95
4530 石井　俊充 ｲｼｲ ﾄｼﾐﾂ  0:51:00千葉県96
4418 大信田　仁 ｵｵｼﾀﾞ ﾋﾄｼ  0:51:07湖西市97
4480 鷲尾　勉 ﾜｼｵ ﾂﾄﾑ  0:51:12長野県98
4464 石川　篤 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ  0:51:14掛川市99
4751 石岡　延公 ｲｼｵｶ ﾉﾌﾞｱｷ  0:51:14神奈川県100
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4427 宮崎　勉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾄﾑ  0:51:24浜松市101
4476 栗田　悟 ｸﾘﾀ ｻﾄﾙ  0:51:25静岡市102
4859 村橋　健太郎 ﾑﾗﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ  0:51:28磐田市103
4183 青山　直親 ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾁｶ  0:51:34磐田市104
4503 本多　巧 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ  0:51:35浜松市105
5247 原　昌巳 ﾊﾗ ﾏｻﾐ  0:51:45愛知県106
4544 鈴木　克幸 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾀｶ  0:51:48浜松市107
4434 村上　修司 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳｼﾞ  0:51:55浜松市108
4242 藤岡　勝宏 ﾌｼﾞｵｶ ｶﾂﾋﾛ  0:51:56湖西市109
6115 山田　高士 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ  0:52:02袋井市110
4934 竹中　義晃 ﾀｹﾅｶ ﾖｼｱｷ  0:52:02浜松市111
4999 鈴木　秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:52:08浜松市112
5487 渡辺　一浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  0:52:09東京都113
4667 宮津　征浩 ﾐﾔﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:52:10浜松市114
4592 内山　弘高 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ  0:52:34浜松市115
5832 岩崎　哲也 ｲﾜｻｷ ﾃﾂﾔ  0:52:35磐田市116
5631 鈴木　弘康 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔｽ  0:52:35東京都117
5045 深澤　秀一 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ  0:52:37浜松市118
4838 山田　直幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾕｷ  0:52:48岐阜県119
5138 山田　敦 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ  0:52:50藤枝市120
4892 飯尾　達也 ｲｲｵ ﾀﾂﾔ  0:52:52浜松市121
5259 高橋　信広 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:52:58浜松市122
4367 小林　大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ  0:52:58静岡市123
6196 伊藤　信二 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ  0:52:58磐田市124
4154 豊田　晴義 ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ  0:53:08袋井市125
4653 袴田　智治 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ  0:53:12静岡市126
6245 永田　亨 ﾅｶﾞﾀ ﾄｵﾙ  0:53:22磐田市127
4864 原口　忠典 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾉﾘ  0:53:27浜松市128
5994 本井　秀幸 ﾓﾄｲ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:53:32吉田町129
4326 石塚　孝弘 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ  0:53:35浜松市130
5618 齋藤　隆久 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋｻ  0:53:37磐田市131
4846 武田　浩典 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ  0:53:38浜松市132
4214 大城　泰秀 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ  0:53:39磐田市133
4752 南畑　宏行 ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ  0:53:40磐田市134
4145 高橋　晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ  0:53:42愛知県135
5740 中平　充浩 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾂﾋﾛ  0:53:46島田市136
6287 若山　義雄 ﾜｶﾔﾏ ﾖｼｵ  0:53:49静岡市137
5162 中村　功二 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ  0:53:50浜松市138
5762 飯尾　淳 ｲｲｵ ｱﾂｼ  0:53:55浜松市139
5039 中村　一男 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ  0:53:56菊川市140
5935 守屋　幸司 ﾓﾘﾔ ｺｳｼﾞ  0:54:11愛知県141
4769 平野　昌利 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄｼ  0:54:12浜松市142
6169 北出　浩之 ｷﾀﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:54:14浜松市143
5257 青嶌　克実 ｱｵｼﾏ ｶﾂﾐ  0:54:15浜松市144
4786 山崎　泰史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｼ  0:54:15浜松市145
5589 内田　智之 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  0:54:20浜松市146
4848 三岡　良行 ﾐﾂｵｶ ﾖｼﾕｷ  0:54:24浜松市147
4449 川波　和幸 ｶﾜﾅﾐ ｶｽﾞﾕｷ  0:54:32浜松市148
5242 足立　泰司 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｼﾞ  0:54:34浜松市149
4593 佐藤　勇 ｻﾄｳ ｲｻﾑ  0:54:36東京都150
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4966 堀田　政裕 ﾎｯﾀ ﾏｻﾋﾛ  0:54:39磐田市151
5572 齊藤　聖一 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ  0:54:52磐田市152
5999 味岡　克典 ｱｼﾞｵｶ ｶﾂﾉﾘ  0:54:53磐田市153
4782 田原　和彦 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ  0:54:55湖西市154
4935 高橋　太郎 ﾀｶﾊｼ ﾀﾛｳ  0:54:57浜松市155
4548 新井　一 ｱﾗｲ ﾊｼﾞﾒ  0:54:58千葉県156
5796 稲田　孝明 ｲﾅﾀﾞ ﾀｶｱｷ  0:54:59浜松市157
5548 澤木　正人 ｻﾜｷ ﾏｻﾄ  0:55:12浜松市158
4888 神保　昌志 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾏｻｼ  0:55:33焼津市159
4765 伊与田　哲也 ｲﾖﾀﾞ ﾃﾂﾔ  0:55:35浜松市160
4901 小杉　勝俊 ｺｽｷﾞ ｶﾂﾄｼ  0:55:46浜松市161
4546 藤田　友昭 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｱｷ  0:55:48浜松市162
4155 菅ケ谷　誠 ｽｶﾞﾔ ﾏｺﾄ  0:55:50浜松市163
4927 鈴木　立幸 ｽｽﾞｷ ﾀﾃﾕｷ  0:56:00袋井市164
4903 三好　博樹 ﾐﾖｼ ﾋﾛｷ  0:56:05浜松市165
4872 平澤　健司 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ  0:56:06愛知県166
4525 高田　幸典 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ  0:56:14磐田市167
4755 川本　正隆 ｶﾜﾓﾄ ﾏｻﾀｶ  0:56:17静岡市168
4430 鈴木　健吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ  0:56:20浜松市169
4708 村川　廣志 ﾑﾗｶﾜ ﾋﾛｼ  0:56:23袋井市170
4008 大島　淳志 ｵｵｼﾏ ｱﾂｼ  0:56:26浜松市171
5465 高橋　雄一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ  0:56:29浜松市172
4844 相馬　貴志 ｿｳﾏ ﾀｶｼ  0:56:36磐田市173
5836 前澤　幹夫 ﾏｴｻﾞﾜ ﾐｷｵ  0:56:36浜松市174
5387 原田　信三 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｿﾞｳ  0:56:39浜松市175
5723 榊原　将夫 ｻｶｷﾊﾞﾗ  0:56:39磐田市176
4375 水野　雄三 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｿﾞｳ  0:56:41浜松市177
5667 清田　真司 ｷﾖﾀ ｼﾝｼﾞ  0:56:57磐田市178
5026 北村　昭平 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ  0:57:00浜松市179
5069 古川　直哉 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵﾔ  0:57:03富士宮市180
4579 鈴木　定孝 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞﾀｶ  0:57:04菊川市181
4970 安間　康浩 ｱﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ  0:57:10磐田市182
5898 竹内　敏春 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾊﾙ  0:57:21浜松市183
4141 山本　孝治 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ  0:57:22愛知県184
5224 松永　恭範 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽﾉﾘ  0:57:22磐田市185
5146 ＰＡＲＫ　ＳＨＡＵＮ ﾊﾟｰｸ ｼｮｰﾝ  0:57:26浜松市186
4590 伊藤　勝博 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ  0:57:35浜松市187
5053 浜井　丈明 ﾊﾏｲ ﾀｹｱｷ  0:57:38愛知県188
4571 増岡　英樹 ﾏｽｵｶ ﾋﾃﾞｷ  0:57:40浜松市189
4201 松林　亨 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ  0:57:52島田市190
4772 渡部　真一 ﾜﾀﾍﾞ ｼﾝｲﾁ  0:57:53磐田市191
4757 佐久間　智己 ｻｸﾏ ﾄﾓﾐ  0:57:55磐田市192
4913 那須　裕郷 ﾅｽ ﾋﾛｻﾄ  0:57:58静岡市193
5668 伊津野　滋民 ｲﾂﾞﾉ ｼｹﾞﾀﾐ  0:58:06愛知県194
5783 太田　政樹 ｵｵﾀ ﾏｻｷ  0:58:07浜松市195
6003 末成　昌也 ｽｴﾅﾘ ﾏｻﾔ  0:58:11磐田市196
4816 渡辺　勉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ  0:58:16浜松市197
5998 鈴木　朋之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ  0:58:19磐田市198
5392 鈴木　慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ  0:58:21愛知県199
5228 井上　達仁 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾋﾄ  0:58:23浜松市200
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4842 高田　宜幸 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ  0:58:24浜松市201
5454 葛西　真 ｶｻｲ ﾏｺﾄ  0:58:24磐田市202
4656 内田　俊和 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ  0:58:24浜松市203
5959 兼子　直彦 ｶﾈｺ ﾅｵﾋｺ  0:58:34袋井市204
4491 福岡　和人 ﾌｸｵｶ ｶｽﾞﾄ  0:58:36浜松市205
5073 杉本　雅宣 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ  0:58:41焼津市206
5269 牧野　好洋 ﾏｷﾉ ﾖｼﾋﾛ  0:58:47藤枝市207
4629 太箸　正登 ﾌﾄﾊｼ ﾏｻﾄ  0:58:47磐田市208
5024 大矢　尚司 ｵｵﾔ ﾅｵｼﾞ  0:58:58静岡市209
5897 中村　浩 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ  0:59:18浜松市210
5378 竹下　栄示 ﾀｹｼﾀ ｴｲｼﾞ  0:59:21磐田市211
4824 大場　直人 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ  0:59:38磐田市212
5156 小田木　広征 ｵﾀﾞｷﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:59:46静岡市213
4714 山本　隆二 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ  0:59:47愛知県214
4891 鈴木　厚也 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ  0:59:50浜松市215
5211 山口　賢哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾔ  0:59:51磐田市216
4871 羽田　昇 ﾊﾈﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ  0:59:51吉田町217
5531 牧之瀬　輝 ﾏｷﾉｾ ｱｷﾗ  0:59:55浜松市218
6050 野寄　洋介 ﾉﾖﾘ ﾖｳｽｹ  1:00:00浜松市219
5143 鈴木　敏行 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  1:00:06磐田市220
4569 井桁　雄一 ｲｹﾞﾀ ﾕｳｲﾁ  1:00:08浜松市221
4961 伊藤　公彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ  1:00:15東京都222
5061 八代　淳 ﾔｼﾛ ｱﾂｼ  1:00:15愛知県223
6178 丸橋　茂晴 ﾏﾙﾊｼ ｼｹﾞﾊﾙ  1:00:16磐田市224
4727 片山　寛之 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  1:00:43愛知県225
5846 青山　英信 ｱｵﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ  1:00:47磐田市226
5300 伊藤　英章 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ  1:01:00静岡市227
5179 吉田　仁志 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ  1:01:02浜松市228
4914 森分　和彦 ﾓﾘﾜｹ ｶｽﾞﾋｺ  1:01:04静岡市229
4315 永田　善夫 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｵ  1:01:07愛知県230
4676 亀田　丈夫 ｶﾒﾀﾞ ﾀｹｵ  1:01:10山梨県231
5152 寺田　健司 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  1:01:27富士宮市232
4705 藤本　和宏 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  1:01:31掛川市233
4395 稲葉　純一 ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:01:31静岡市234
4722 岩切　康治 ｲﾜｷﾘ ｺｳｼﾞ  1:01:39浜松市235
6128 鈴木　智一郎 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｲﾁﾛｳ  1:01:53焼津市236
6069 小助川　雅巳 ｺｽｹｶﾞﾜ ﾏｻﾐ  1:01:59浜松市237
5569 横森　文彦 ﾖｺﾓﾘ ﾌﾐﾋｺ  1:02:12磐田市238
4730 中安　秀夫 ﾅｶﾔｽ ﾋﾃﾞｵ  1:02:12磐田市239
4073 村瀬　豊明 ﾑﾗｾ ﾄﾖｱｷ  1:02:19愛知県240
5675 野ケ山　智之 ﾉｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ  1:02:20掛川市241
5134 安本　明弘 ﾔｽﾓﾄ ｱｷﾋﾛ  1:02:26静岡市242
4811 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ  1:02:29富士宮市243
5525 山田　俊行 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  1:02:42袋井市244
5354 伊藤　道明 ｲﾄｳ ﾐﾁｱｷ  1:02:44浜松市245
5279 望月　義晴 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾊﾙ  1:02:46静岡市246
5586 鈴木　貴 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  1:02:51浜松市247
6164 伊藤　和正 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾏｻ  1:02:53浜松市248
4731 土井　貞彦 ﾄﾞｲ ｻﾀﾞﾋｺ  1:03:04浜松市249
4090 竹平　幸浩 ﾀｹﾋﾗ ﾕｷﾋﾛ  1:03:11浜松市250
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6005 岡崎　秀輝 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ  1:03:19静岡市251
5473 後藤　幸宏 ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾋﾛ  1:03:23浜松市252
4933 中尾　穣 ﾅｶｵ ﾕﾀｶ  1:03:25静岡市253
5628 池谷　健治 ｲｹﾔ ｹﾝｼﾞ  1:03:36浜松市254
5244 鍋田　基樹 ﾅﾍﾞﾀ ﾓﾄｷ  1:03:37静岡市255
5839 袴田　秀之 ﾊｶﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:03:51袋井市256
4718 吉田　学英 ﾖｼﾀﾞ ｶﾞｸｴｲ  1:03:55神奈川県257
5677 鈴木　桂介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ  1:03:58磐田市258
5435 金原　雅彦 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻﾋｺ  1:04:14浜松市259
5267 橋本　好広 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ  1:04:18磐田市260
5440 山下　真典 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ  1:04:29浜松市261
4563 竹下　拓也 ﾀｹｼﾀ ﾀｸﾔ  1:04:36静岡市262
5568 中田　和宏 ﾅｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  1:05:07磐田市263
5513 真井　大介 ｻﾅｲ ﾀﾞｲｽｹ  1:05:18磐田市264
4930 大石　雅人 ｵｵｲｼ ﾏｻﾄ  1:05:26静岡市265
4874 松葉　泰昌 ﾏﾂﾊﾞ ﾔｽﾏｻ  1:05:35愛知県266
5684 山田　穂高 ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ  1:05:36磐田市267
5462 岩本　浩一 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ  1:05:44浜松市268
6089 中矢　文昭 ﾅｶﾔ ﾌﾐｱｷ  1:05:52浜松市269
5237 寺田　智 ﾃﾗﾀﾞ  1:05:53磐田市270
6001 元場　健一 ﾓﾄﾊﾞ ｹﾝｲﾁ  1:06:00磐田市271
5585 三船　悟 ﾐﾌﾈ ｻﾄﾙ  1:06:02沼津市272
5670 石岡　清仁 ｲｼｵｶ ｷﾖﾋﾄ  1:06:17静岡市273
5537 大村　錠司 ｵｵﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ  1:06:25浜松市274
5419 富岡　孝之 ﾄﾐｵｶ ﾀｶﾕｷ  1:06:29島田市275
4693 堀内　敦志 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｼ  1:07:03掛川市276
5658 宮野　和茂 ﾐﾔﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ  1:07:26掛川市277
5463 澤井　良一 ｻﾜｲ ﾘｮｳｲﾁ  1:07:38静岡市278
4991 佐野　雅英 ｻﾉ ﾏｻﾋﾃﾞ  1:07:48愛知県279
5142 バウワー　ジョン ﾊﾞｳﾜｰ ｼﾞｮﾝ  1:07:49浜松市280
4401 奥地　達夫 ｵｸｼﾞ ﾀﾂｵ  1:08:06湖西市281
5614 伊藤　通康 ｲﾄｳ ﾐﾁﾔｽ  1:08:23御前崎市282
4984 萩田　利雄 ﾊｷﾞﾀ ﾄｼｵ  1:08:42袋井市283
6266 岡村　成浩 ｵｶﾑﾗ ｼｹﾞﾋﾛ  1:08:57袋井市284
5889 西浦　巧一 ﾆｼｳﾗ ｺｳｲﾁ  1:08:57掛川市285
5701 安江　太 ﾔｽｴ ﾌﾄｼ  1:08:58掛川市286
5226 刑部　晶彦 ｵｻｶﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ  1:09:04浜松市287
4086 内藤　亜基道 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾐﾁ  1:09:06東京都288
4834 近藤　健人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾄ  1:09:24愛知県289
5822 内藤　昌宏 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  1:09:51磐田市290
4175 岩竹　伸治 ｲﾜﾀｹ ｼﾝｼﾞ  1:10:01愛知県291
5856 小宮　淳吉 ｺﾐﾔ ｼﾞｭﾝｷﾁ  1:10:05菊川市292
5600 小川　正信 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:10:18磐田市293
5579 深澤　俊治 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ  1:10:44静岡市294
6273 久保田　隆 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ  1:10:57浜松市295
6291 棚池　亨 ﾀﾅｲｹ ﾄｵﾙ  1:11:00焼津市296
5790 山本　昌宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  1:11:00愛知県297
5942 竹下　悟 ﾀｹｼﾀ ｻﾄﾙ  1:11:55沼津市298
5011 杉原　宏幸 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ  1:12:02静岡市299
4738 藤沢　友弘 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ  1:13:25浜松市300
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4387 矢頭　覚 ﾔﾄｳ ｻﾄﾙ  1:13:57愛知県301
4557 村木　康宏 ﾑﾗｷ ﾔｽﾋﾛ  1:15:18磐田市302
5050 佐藤　光太郎 ｻﾄｳ ﾐﾂﾀﾛｳ  1:15:19静岡市303
5543 築地　由光 ﾂｷｼﾞ ﾖｼﾐﾂ  1:17:08静岡市304
5346 鈴木　真 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ  1:19:04沼津市305
5687 大島　恵介 ｵｵｼﾏ ｹｲｽｹ  1:19:57愛知県306
4496 ロバートソン　フィ ﾛﾊﾞｰﾄｿﾝ ﾌｨﾙ  1:20:09東京都307
5582 香坂　佳昭 ｺｳｻｶ ﾖｼｱｷ  1:20:50静岡市308
5648 寺園　守 ﾃﾗｿﾞﾉ ﾏﾓﾙ  1:29:04大阪府309
4237 山口　巌 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾜｵ  1:31:30愛知県310
5064 近藤　秀忠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ  1:32:24愛知県311
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１０ｋｍ男子５０～５９歳
4062 山本　嘉昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ  0:37:08湖西市1
6257 紅林　勝広 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋﾛ  0:38:08藤枝市2
4043 伊藤　富士男 ｲﾄｳ ﾌｼﾞｵ  0:38:20磐田市3
4110 池田　健二 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  0:38:24三島市4
4088 加藤　輝彦 ｶﾄｳ ﾃﾙﾋｺ  0:38:36焼津市5
4056 加藤　正義 ｶﾄｳ ﾏｻﾖｼ  0:38:41三重県6
5824 加藤　昭宏 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ  0:38:58浜松市7
4093 山口　直洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ  0:39:07愛知県8
4081 山崎　靖雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｵ  0:39:21小山町9
4016 今尾　公一 ｲﾏｵ ｺｳｲﾁ  0:39:55浜松市10
4113 大庭　稔博 ｵｵﾊﾞ ﾄｼﾋﾛ  0:39:59磐田市11
4153 金刺　貴彦 ｶﾈｻﾞｼ ﾀｶﾋｺ  0:40:06西伊豆町12
5721 長谷川　幸和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｶｽﾞ  0:40:19磐田市13
4068 北原　弘明 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｱｷ  0:40:31菊川市14
4130 手嶋　正至 ﾃｼﾏ ﾏｻﾕｷ  0:40:36静岡市15
4098 坂本　秀男 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｵ  0:40:40浜松市16
4126 田中　優次 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ  0:41:12浜松市17
4104 山田　忠 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:41:41掛川市18
4066 村松　喜代志 ﾑﾗﾏﾂ  0:42:04森町19
4162 柴田　豊 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾀｶ  0:42:15浜松市20
4123 磯部　雅弘 ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:42:42菊川市21
4199 石田　久人 ｲｼﾀﾞ ﾋｻﾄ  0:43:02磐田市22
4406 鈴木　睦彦 ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾋｺ  0:43:09磐田市23
5970 山本　昭彦 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋｺ  0:43:40滋賀県24
4351 加藤　智力 ｶﾄｳ ﾁﾘｷ  0:43:40焼津市25
4128 伊藤　忠栄 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｴｲ  0:43:42三重県26
4211 野嶋　寿夫 ﾉｼﾞﾏ ﾄｼｵ  0:43:45浜松市27
4228 秋山　泉美 ｱｷﾔﾏ ｲｽﾞﾐ  0:44:21浜松市28
4227 大石　武宏 ｵｵｲｼ ﾀｹﾋﾛ  0:44:24牧之原市29
4343 関　正和 ｾｷ ﾏｻｶｽﾞ  0:44:31磐田市30
4259 平野　輝義 ﾋﾗﾉ ﾃﾙﾖｼ  0:44:37浜松市31
4241 大野　寿昭 ｵｵﾉ ﾄｼｱｷ  0:44:39浜松市32
4420 田口　徹 ﾀｸﾞﾁ ﾄｵﾙ  0:44:53藤枝市33
4125 奈女田　充洋 ﾅﾒﾀ ﾐﾂﾋﾛ  0:44:56浜松市34
4099 香田　成俊 ｺｳﾀﾞ ﾅﾙﾄｼ  0:45:07袋井市35
4101 伊藤　康喜 ｲﾄｳ ﾔｽﾖｼ  0:45:27浜松市36
4146 萩原　功治 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ  0:45:43掛川市37
4277 木村　哲之 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ  0:45:49菊川市38
4349 森下　弘幸 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛﾕｷ  0:46:00島田市39
4306 鈴木　昌晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ  0:46:17森町40
4352 山下　靖 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ  0:46:36浜松市41
4320 深津　俊二 ﾌｶﾂ ｼｭﾝｼﾞ  0:46:40袋井市42
4143 大場　民雄 ｵｵﾊﾞ ﾀﾐｵ  0:46:42焼津市43
4361 畑　利夫 ﾊﾀ ﾄｼｵ  0:46:42牧之原市44
4319 渡部　義光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾐﾂ  0:46:47浜松市45
4337 大澤　弘育 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾔｽ  0:46:50湖西市46
4328 神谷　一郎 ｶﾐﾔ ｲﾁﾛｳ  0:47:13浜松市47
4286 中村　修治 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ  0:47:14浜松市48
4618 長　誠也 ﾁｮｳ ｾｲﾔ  0:47:15沼津市49
4423 亀山　雅弘 ｶﾒﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ  0:47:19静岡市50
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5777 松本　智仁 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ  0:47:31磐田市51
4596 内山　友二 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｼﾞ  0:47:32浜松市52
4038 吉田　富夫 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾐｵ  0:47:38浜松市53
4461 望月　重弘 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｹﾞﾋﾛ  0:47:44静岡市54
4348 大谷　素久 ｵｵﾀﾆ ﾓﾄﾋｻ  0:47:44浜松市55
5694 杉田　智 ｽｷﾞﾀ ｻﾄｼ  0:48:01磐田市56
4926 鈴木　勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ  0:48:14焼津市57
4426 桑原　哲彦 ｸﾜﾊﾗ ﾃﾂﾋｺ  0:48:16浜松市58
4089 二久山　亮良 ﾆｸﾔﾏ ｱｷﾖｼ  0:48:32掛川市59
4287 高橋　徳一 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｶｽﾞ  0:48:34藤枝市60
4479 井上　秀穂 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾎ  0:48:51三重県61
4309 黒柳　正巳 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾐ  0:48:58静岡市62
4502 鈴木　忠志 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ  0:49:01磐田市63
4148 竹部　邦典 ﾀｹﾍﾞ ｸﾆﾉﾘ  0:49:04浜松市64
4433 近藤　浩 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ  0:49:30浜松市65
4438 水島　忠夫 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀﾀﾞｵ  0:49:38御前崎市66
4421 大木　一史 ｵｵｷ ｶｽﾞﾌﾐ  0:49:51静岡市67
4116 澤瀬　勝宏 ｻﾜｾ ｶﾂﾋﾛ  0:49:54藤枝市68
4152 石田　隆美 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾖｼ  0:50:05菊川市69
5680 堀川　昌立 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾊﾙ  0:50:11浜松市70
4136 菅沼　良行 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ  0:50:13湖西市71
4428 佐藤　隼敏 ｻﾄｳ ｯﾊﾔﾄｼ  0:50:14磐田市72
4562 鈴木　広文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ  0:50:19焼津市73
4342 山本　敏晴 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾊﾙ  0:50:36袋井市74
4465 矢部　貴之 ﾔﾍﾞ ﾀｶﾕｷ  0:50:49浜松市75
4617 戸塚　勲 ﾄﾂﾞｶ ｲｻｵ  0:50:50掛川市76
4456 山田　忠 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:50:51静岡市77
4505 横山　富美夫 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｵ  0:50:54焼津市78
4818 平野　和良 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾖｼ  0:50:55浜松市79
4612 武藤　琢磨 ﾑﾄｳ ﾀｸﾏ  0:50:57磐田市80
4268 夏目　俊広 ﾅﾂﾒ ﾄｼﾋﾛ  0:51:04伊豆の国市81
4324 河合　克佳 ｶﾜｲ ｶﾂﾖｼ  0:51:37焼津市82
5014 堀田　勝之 ﾎｯﾀ ｶﾂﾕｷ  0:51:49浜松市83
4274 山田　健次 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  0:51:50袋井市84
4954 松井　洋治 ﾏﾂｲ ﾖｳｼﾞ  0:51:54掛川市85
6303 斉藤　晴久 ｻｲﾄｳ　ﾊﾙﾋｻ  0:51:5486
4776 片山　克哉 ｶﾀﾔﾏ ｶﾂﾔ  0:52:03浜松市87
5804 影山　貴一 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶｲﾁ  0:52:05磐田市88
4322 村石　和彦 ﾑﾗｲｼ ｶｽﾞﾋｺ  0:52:08浜松市89
4841 小林　久人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾄ  0:52:51浜松市90
4577 安西　慶晃 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｱｷ  0:52:56磐田市91
4272 岡村　雅夫 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｵ  0:53:07湖西市92
5690 斉藤　寛 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ  0:53:08磐田市93
4761 杉村　朋弘 ｽｷﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ  0:53:15島田市94
4940 佐々木　和宏 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ  0:53:16磐田市95
4835 毛利　一信 ﾓｳﾘ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  0:53:23焼津市96
4531 白鳥　幸太郎 ｼﾗﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ  0:53:32掛川市97
6167 鈴木　良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ  0:53:38浜松市98
4549 西岡　昌寛 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾋﾛ  0:53:44磐田市99
5084 高井　計弘 ﾀｶｲ ｶｽﾞﾋﾛ  0:53:47富士市100
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4946 辻岡　実 ﾂｼﾞｵｶ ﾐﾉﾙ  0:53:54浜松市101
4553 乾　建雄 ｲﾇｲ ﾀｹｵ  0:54:03静岡市102
4754 堀井　昌康 ﾎﾘｲ ﾏｻﾔｽ  0:54:04藤枝市103
4967 鈴木　章 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ  0:54:06浜松市104
4778 林　邦明 ﾊﾔｼ ｸﾆｱｷ  0:54:11磐田市105
4550 河合　孝 ｶﾜｲ ﾀｶｼ  0:54:19浜松市106
4856 熊切　義明 ｸﾏｷﾘ ﾖｼｱｷ  0:54:21掛川市107
4252 杉本　昇 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ  0:54:27静岡市108
5717 鈴木　道夫 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ  0:54:31浜松市109
4459 山内　正雄 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｵ  0:54:40菊川市110
4481 加藤　敏行 ｶﾄｳ ﾄｼﾕｷ  0:54:56富士宮市111
4602 向井　実 ﾑｶｲ ﾐﾉﾙ  0:55:05菊川市112
4996 鈴木　途修 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾅｵ  0:55:09浜松市113
4609 清水　弘 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ  0:55:09浜松市114
4298 杉浦　好 ｽｷﾞｳﾗ ｺﾉﾑ  0:55:15磐田市115
4431 永田　正紀 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ  0:55:19兵庫県116
5617 北尾　英敏 ｷﾀｵ ﾋﾃﾞﾄｼ  0:55:37愛知県117
4560 浅原　茂博 ｱｻﾊﾗ ｼｹﾞﾋﾛ  0:55:38焼津市118
5878 鈴木　泰雄 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ  0:55:39浜松市119
4982 谷口　晋一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ  0:55:55浜松市120
4535 瓜田　雅典 ｳﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ  0:55:58袋井市121
4369 小出　勝也 ｺｲﾃﾞ ｶﾂﾔ  0:56:02浜松市122
5500 梶山　徳博 ｶｼﾞﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ  0:56:05島田市123
5807 大塚　英行 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:56:08東京都124
5752 高林　和正 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ  0:56:11浜松市125
6118 稲葉　誠 ｲﾅﾊﾞ ﾏｺﾄ  0:56:16浜松市126
5170 鈴木　勝夫 ｽｽﾞｷ ｶﾂｵ  0:56:19浜松市127
4601 平尾　禎之 ﾋﾗｵ ｻﾀﾞﾕｷ  0:56:26静岡市128
5256 片井　直志 ｶﾀｲ ﾅｵｼ  0:56:41静岡市129
4857 杉本　達男 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ  0:56:44磐田市130
4960 鈴木　忠 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ  0:56:47島田市131
5834 ナップ　クリス ﾅｯﾌﾟ ｸﾘｽ  0:56:56浜松市132
4977 鈴木　智司 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｼﾞ  0:57:08浜松市133
5166 坂元　邦夫 ｻｶﾓﾄ ｸﾆｵ  0:57:15静岡市134
4218 山崎　浩二 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  0:57:29浜松市135
4920 太田　勉 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ  0:57:30森町136
4512 永田　国雄 ﾅｶﾞﾀ ｸﾆｵ  0:57:36磐田市137
4808 鈴木　克人 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾄ  0:57:44愛知県138
5318 前田　裕 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾀｶ  0:57:44焼津市139
5743 長谷川　朋也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ  0:57:48袋井市140
4784 古川　優 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾙ  0:57:54浜松市141
6250 川口　詳司 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ  0:57:55沼津市142
5141 川上　正則 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾉﾘ  0:57:56静岡市143
5758 田端　浩光 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐﾂ  0:57:59浜松市144
4576 村木　良彦 ﾑﾗｷ ﾖｼﾋｺ  0:58:02浜松市145
4627 川島　隆 ｶﾜｼﾏ  0:58:10磐田市146
5206 森田　誠 ﾓﾘﾀ ﾏｺﾄ  0:58:14神奈川県147
4238 松田　文男 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐｵ  0:58:14静岡市148
5176 小楠　佳宏 ｵｸﾞｽ ﾖｼﾋﾛ  0:58:21浜松市149
4520 櫻井　謙治 ｻｸﾗｲ ｹﾝｼﾞ  0:58:26浜松市150
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5096 大島　実 ｵｵｼﾏ ﾐﾉﾙ  0:58:40浜松市151
5423 上牧　務 ｶﾐﾏｷ ﾂﾄﾑ  0:58:44静岡市152
6134 坪井　通悦 ﾂﾎﾞｲ ﾐﾁﾖｼ  0:58:49浜松市153
4858 中村　辰己 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾐ  0:58:52浜松市154
4803 松井　正之 ﾏﾂｲ ﾏｻﾕｷ  0:58:59菊川市155
5117 内田　芳彦 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾋｺ  0:59:05島田市156
4789 澤口　直司 ｻﾜｸﾞﾁ ﾅｵｼﾞ  0:59:09菊川市157
5761 野末　茂 ﾉｽﾞｴ ｼｹﾞﾙ  0:59:13磐田市158
5720 近藤　護 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ  0:59:19掛川市159
5155 石川　泰弘 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ  0:59:26浜松市160
4867 山本　和彦 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ  0:59:29浜松市161
5457 菊池　彰二 ｷｸﾁ ｼｮｳｼﾞ  0:59:35山梨県162
5306 藤森　篤 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂｼ  0:59:41浜松市163
6056 岡本　明浩 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ  0:59:42浜松市164
4941 数原　正行 ｶｽﾞﾊﾗ ﾏｻﾕｷ  0:59:44掛川市165
5329 池田　智洋 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ  0:59:49愛知県166
5030 渋谷　朋明 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓｱｷ  0:59:56静岡市167
5704 山本　賢市 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  1:00:05浜松市168
5209 内藤　隆司 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｼ  1:00:06浜松市169
5078 向　義幸 ﾑｶｲ ﾖｼﾕｷ  1:00:07浜松市170
5730 村木　喜一郎 ﾑﾗｷ ｷｲﾁﾛｳ  1:00:18浜松市171
4886 村田　守 ﾑﾗﾀ ﾏﾓﾙ  1:00:23浜松市172
5624 鳩野　賢一 ﾊﾄﾉ ｹﾝｲﾁ  1:00:23三島市173
5072 鈴木　隆裕 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  1:00:29浜松市174
5475 浅井　正光 ｱｻｲ ﾏｻﾐﾂ  1:00:34磐田市175
4951 水谷　日出夫 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾃﾞｵ  1:00:49静岡市176
4600 田端　智 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄｼ  1:01:05静岡市177
5975 豊田　昭弘 ﾄﾖﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  1:01:06愛知県178
5741 相澤　安彦 ｱｲｻﾞﾜ ﾔｽﾋｺ  1:01:22掛川市179
5428 山田　貞二 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｲｼﾞ  1:01:27岐阜県180
5067 三ッ井　学 ﾐﾂｲ ﾏﾅﾌﾞ  1:01:46菊川市181
5066 三浦　英司 ﾐｳﾗ ｴｲｼﾞ  1:01:46菊川市182
5325 扇谷　信一郎 ｵｵｷﾞﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ  1:01:48浜松市183
5262 伊藤　博充 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ  1:01:50磐田市184
5861 望月　克美 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾖｼ  1:01:51静岡市185
4675 桜井　俊文 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾌﾐ  1:02:08磐田市186
4634 大村　宏 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｼ  1:02:09静岡市187
5044 増井　誠 ﾏｽｲ ﾏｺﾄ  1:02:11浜松市188
5806 村松　進一 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾝｲﾁ  1:02:43磐田市189
6064 西村　千治 ﾆｼﾑﾗ ｾﾝｼﾞ  1:02:52兵庫県190
5194 中村　悟 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ  1:03:12藤枝市191
4511 鈴木　豊 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ  1:03:12浜松市192
5099 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ  1:03:14富士市193
5957 宮島　直久 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵﾋｻ  1:03:14浜松市194
4923 米澤　宏栄 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾋﾃﾞ  1:03:37浜松市195
5125 鈴木　秀治 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ  1:04:02浜松市196
5877 中村　康司 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ  1:04:07浜松市197
5791 斉藤　泰 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ  1:04:20愛知県198
5373 鈴木　通仁 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾋﾄ  1:04:35愛知県199
5527 初瀬　達男 ﾊﾂｾ ﾀﾂｵ  1:04:44浜松市200
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5035 寺田　光宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ  1:04:44神奈川県201
4704 岩崎　資久 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾋｻ  1:04:58沼津市202
5186 富樫　章 ﾄｶﾞｼ ｱｷﾗ  1:05:20静岡市203
4462 小黒　俊夫 ｵｸﾞﾛ ﾄｼｵ  1:05:22神奈川県204
4753 大坂　智志 ｵｵｻｶ ｻﾄｼ  1:06:08静岡市205
5168 久保田　好信 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:06:30磐田市206
5132 二川　伸一 ﾌﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ  1:06:32富山県207
5110 塩見　義則 ｼｵﾐ ﾖｼﾉﾘ  1:06:53掛川市208
4807 上浦　孝典 ｶﾐｳﾗ ﾀｶﾉﾘ  1:06:55浜松市209
5613 溝口　能規 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ  1:06:56掛川市210
5815 橋本　宏 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:07:11磐田市211
5094 杢屋　英夫 ﾓｸﾔ ﾋﾃﾞｵ  1:07:33浜松市212
5158 加越　政己 ｶｺﾞｼ ﾏｻﾐ  1:07:43焼津市213
5860 木下　勝広 ｷｼﾀ ｶﾂﾋﾛ  1:07:45浜松市214
5785 森　隆 ﾓﾘ ﾀｶｼ  1:07:55浜松市215
4443 加藤　俊夫 ｶﾄｳ ﾄｼｵ  1:08:19磐田市216
5113 鈴木　敏宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ  1:08:32磐田市217
5478 鈴木　隆恒 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾂﾈ  1:09:03磐田市218
4196 浅田　秀男 ｱｻﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ  1:09:23浜松市219
6078 寺岸　慶人 ﾃﾗｷﾞｼ ﾖｼﾄ  1:09:50磐田市220
5496 富安　孝典 ﾄﾐﾔｽ ﾀｶﾉﾘ  1:10:06神奈川県221
5597 虫生　正幸 ﾑｼｭｳ ﾏｻﾕｷ  1:11:18磐田市222
5980 安藤　良至 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ  1:12:12藤枝市223
5276 山内　悦司 ﾔﾏｳﾁ ｴﾂｼﾞ  1:12:24浜松市224
5530 神谷　徹志 ｶﾐﾔ ﾃﾂｼﾞ  1:13:50愛知県225
5245 小楠　享司 ｵｸﾞｽ ｷｮｳｼﾞ  1:13:59静岡市226
4425 鈴木　一彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ  1:14:10浜松市227
5541 油井　久人 ﾕｲ ﾋｻﾄ  1:14:35藤枝市228
4265 橋本　正光 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾐﾂ  1:15:21磐田市229
5629 金子　尚之 ｶﾈｺ ﾅｵﾕｷ  1:15:35富士宮市230
5691 岩出　博一 ｲﾜｲﾃﾞ ﾋﾛｶｽﾞ  1:16:08浜松市231
5649 石田　守彦 ｲｼﾀﾞ ﾓﾘﾋｺ  1:16:20磐田市231
6051 高見　哲久 ﾀｶﾐ ﾉﾘﾋｻ  1:18:48浜松市232
5746 甲斐　忠則 ｶｲ ﾀﾀﾞﾉﾘ  1:23:01裾野市233
5540 杉浦　義明 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｱｷ  1:23:50袋井市234
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4129 堀内　武敏 ﾎﾘｳﾁ  0:42:08掛川市1
4216 佐々木　孝 ｻｻｷ ﾀｶｼ  0:42:47大阪府2
4163 大石　久夫 ｵｵｲｼ ﾋｻｵ  0:42:58浜松市3
4150 山本　徳雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｸｵ  0:43:27南伊豆町4
4251 笠井　敏郎 ｶｻｲ ﾄｼﾛｳ  0:43:53静岡市5
4120 友田　信郎 ﾄﾓﾀﾞ ﾉﾌﾞﾛｳ  0:44:00焼津市6
4256 山本　保隆 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ  0:44:17掛川市7
5693 岡田　修 ｵｶﾀﾞ ｵｻﾑ  0:44:36浜松市8
5951 佐藤　賢二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  0:44:38三重県9
4260 花平　諭 ﾊﾅﾋﾗ ｻﾄｼ  0:44:56浜松市10
4063 坪根　健夫 ﾂﾎﾞﾈ ﾀﾃｵ  0:45:12静岡市11
4435 青嶋　伸夫 ｱｵｼﾏ ﾉﾌﾞｵ  0:46:01浜松市12
4472 近藤　兆彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ  0:46:19御前崎市13
4285 東嶋　甲 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾏｻﾙ  0:46:35愛知県14
4469 松井　徳男 ﾏﾂｲ ﾄｸｵ  0:46:56袋井市15
4091 鈴木　信行 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:47:10浜松市16
4611 西野　康雄 ﾆｼﾉ ﾔｽｵ  0:47:13磐田市17
4246 大久保　利武 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾀｹ  0:48:26浜松市18
4258 高倉　康次 ﾀｶｸﾗ ﾔｽｼﾞ  0:48:51浜松市19
4225 竹花　勉 ﾀｹﾊﾅ ﾂﾄﾑ  0:49:03浜松市20
4468 大石　訓男 ｵｵｲｼ ﾉﾘｵ  0:49:07磐田市21
4792 高橋　利行 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ  0:49:46浜松市22
4037 大石　修 ｵｵｲｼ ｵｻﾑ  0:50:00焼津市23
4288 上野　治夫 ｳｴﾉ ﾊﾙｵ  0:50:00浜松市24
5725 諸井　秋男 ﾓﾛｲ ｱｷｵ  0:50:07袋井市25
4353 仲村　淳二 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ  0:50:17浜松市26
4341 山下　特幸 ﾔﾏｼﾀ ﾄｸﾕｷ  0:51:07静岡市27
4316 竹腰　元一 ﾀｹｺｼ ﾓﾄｲﾁ  0:51:16浜松市28
4470 鈴木　芳男 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ  0:52:00愛知県29
4519 山内　昭博 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ  0:52:09磐田市30
4500 栗田　仁 ｸﾘﾀ ｼﾞﾝ  0:52:29静岡市31
4506 大石　富男 ｵｵｲｼ ﾄﾐｵ  0:52:36掛川市32
5736 澤原　洋 ｻﾜﾊﾗ ﾖｳ  0:52:36静岡市33
4540 岩崎　正光 ｲﾜｻﾞｷ ﾏｻﾐﾂ  0:53:09焼津市34
4794 磯野　博幸 ｲｿﾉ ﾋﾛﾕｷ  0:53:12浜松市35
4616 柴田　栄秋 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ  0:53:32島田市36
6306 横山　強  0:53:3837
6182 中村　秀夫 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ  0:53:40藤枝市38
4904 大杉　昇 ｵｵｽｷﾞ ﾉﾎﾞﾙ  0:53:45浜松市39
6224 油井　義明 ﾕｲ ﾖｼｱｷ  0:53:57森町40
4795 大石　收 ｵｵｲｼ ｵｻﾑ  0:54:03磐田市41
5875 内田　知志 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄｼ  0:54:51静岡市42
4788 石間　正行 ｲｼﾏ ﾏｻﾕｷ  0:55:02袋井市43
6063 溝口　裕司 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ  0:55:16袋井市44
4669 鈴木　要一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ  0:55:23森町45
5981 小川　隆司 ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ  0:55:27静岡市46
4965 馬渕　範明 ﾏﾌﾞﾁ ﾉﾘｱｷ  0:55:28浜松市47
5556 和栗　功武 ﾜｸﾞﾘ ﾖｼﾀｹ  0:56:00浜松市48
4575 阿部　行雄 ｱﾍﾞ ﾕｷｵ  0:56:04磐田市49
5196 渥美　豊 ｱﾂﾐ ﾕﾀｶ  0:56:13浜松市50
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名
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１０ｋｍ男子６０～６９歳
4884 小鈴木　信夫 ｺｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ  0:56:53富士市51
5432 藤幡　敏夫 ﾌｼﾞﾊﾀ ﾄｼｵ  0:57:15愛知県52
4916 広田　純治 ﾋﾛﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ  0:57:21浜松市53
4588 平野　武夫 ﾋﾗﾉ ﾀｹｵ  0:57:25浜松市54
5695 池田　勝 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾙ  0:57:29静岡市55
4911 鈴木　賢二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ  0:57:42焼津市56
4815 山口　高平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ  0:57:45岐阜県57
4922 鈴木　輝夫 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｵ  0:58:04磐田市58
4924 松島　秀夫 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾃﾞｵ  0:58:06浜松市59
5051 坂本　勝 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ  0:58:22浜松市60
6062 大森　康嗣 ｵｵﾓﾘ ﾔｽｼﾞ  0:58:25焼津市61
5862 森下　圭太 ﾓﾘｼﾀ ｹｲﾀ  0:58:32磐田市62
4791 加藤　富男 ｶﾄｳ ﾄﾐｵ  0:58:32焼津市63
4440 加藤　周平 ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ  0:58:32浜松市64
4645 田中　保広 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ  0:58:33浜松市65
5175 原田　将 ﾊﾗﾀﾞ ｽｽﾑ  0:58:35藤枝市66
5058 中島　久男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｵ  0:58:38磐田市67
5519 中谷　至男 ﾅｶﾔ ﾕｷｵ  0:58:39浜松市68
4770 山田　安夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｵ  0:58:48浜松市69
4799 長谷川　幸雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｵ  0:58:56磐田市70
4650 落合　啓一 ｵﾁｱｲ ｹｲｲﾁ  0:59:03菊川市71
5081 佐々木　信仁 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ  0:59:20磐田市72
4861 谷口　眞通 ﾔｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ  0:59:22浜松市73
5964 酒井　隆司 ｻｶｲ ｶﾀｼﾞ  0:59:30愛知県74
4928 都築　正二 ﾂﾂﾞｷ ｼｮｳｼﾞ  0:59:46浜松市75
5167 森島　敏夫 ﾓﾘｼﾏ ﾄｼｵ  1:00:00浜松市76
5057 原田　憲道 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾐﾁ  1:00:06磐田市77
5216 小笹　以久男 ｵｻﾞｻ ｲｸｵ  1:00:56浜松市78
5197 石井　知良 ｲｼｲ ﾄﾓﾅｶﾞ  1:01:39浜松市79
5274 細田　薫 ﾎｿﾀﾞ ｶｵﾙ  1:01:39浜松市80
5225 清水　敬一 ｼﾐｽﾞ ｹｲｲﾁ  1:02:00焼津市81
5712 社澤　悟 ｼｬｻﾞﾜ ｻﾄﾙ  1:02:03浜松市82
4521 栗島　正利 ｸﾘｼﾏ ﾏｻﾄｼ  1:02:08浜松市83
4578 小林　三郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾌﾞﾛｳ  1:02:16浜松市84
6300 藤田　博史 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ  1:02:31掛川市85
4918 山下　登 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ  1:02:45静岡市86
5172 田村　誠 ﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ  1:02:50富士市87
4925 水上　泰延 ﾐｽﾞｶﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ  1:03:04浜松市88
5118 中村　光作 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｻｸ  1:03:13浜松市89
5763 井伊谷　辰雄 ｲｲﾔ ﾀﾂｵ  1:04:35静岡市90
5767 滝川　秀雄 ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ  1:05:36浜松市91
5121 久保田　幸夫 ｸﾎﾞﾀ ﾕｷｵ  1:05:48藤枝市92
5068 東海林　守 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾓﾙ  1:06:08菊川市93
5165 望月　軍治 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾞﾝｼﾞ  1:06:09富士宮市94
5326 高橋　重明 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｱｷ  1:08:05沼津市95
5512 高柳　彰司 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｼﾞ  1:08:20浜松市96
5444 高橋　正明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ  1:08:58浜松市97
5180 澤根　芳弘 ｻﾜﾈ ﾖｼﾋﾛ  1:09:11浜松市98
5526 柏原　礼一郎 ｶｼﾊﾗ ﾚｲｲﾁﾛｳ  1:09:45磐田市99
5177 片山　善雄 ｶﾀﾔﾏ ﾖｼｵ  1:09:48東京都100
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１０ｋｍ男子６０～６９歳
5229 鈴木　哲 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ  1:10:53浜松市101
5120 小澤　春壽 ｵｻﾞﾜ ﾊﾙﾄｼ  1:11:42掛川市102
5744 澤口　久雄 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋｻｵ  1:12:09森町103
5468 永田　康夫 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽｵ  1:12:24磐田市104
5451 青山　南 ｱｵﾔﾏ ﾐﾅﾐ  1:13:59浜松市105
5710 松本　信義 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾖｼ  1:14:50菊川市106
5602 金山　土洲 ｶﾅﾔﾏ ﾄﾞｼｭｳ  1:23:25浜松市107
5708 鈴木　初男 ｽｽﾞｷ ﾊﾂｵ  1:27:14磐田市108
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１０ｋｍ男子７０歳以上
4262 石村　親巳 ｲｼﾑﾗ ﾁｶﾐ  0:42:55藤枝市1
4269 大城　静夫 ｵｵｼﾛ ｼｽﾞｵ  0:45:31浜松市2
4335 荻島　葛晴 ｵｷﾞｼﾏ ｶﾂﾊﾙ  0:46:09千葉県3
4325 西村　忠正 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾀﾞﾏｻ  0:48:07浜松市4
5779 長谷川　菊三郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｸｻﾌﾞﾛ  0:48:38静岡市5
4263 内田　一夫 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｵ  0:48:47埼玉県6
4280 中村　克己 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ  0:49:46静岡市7
4471 杉浦　邦雄 ｽｷﾞｳﾗ ｸﾆｵ  0:50:38磐田市8
4331 小室　攻 ｺﾑﾛ ｺｳ  0:50:52磐田市9
4545 山本　達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ  0:51:13静岡市10
4595 小澤　壯吉 ｵｻﾞﾜ ﾀｹﾖｼ  0:51:13袋井市11
5812 増田　昭夫 ﾏｽﾀﾞ ｱｷｵ  0:52:30牧之原市12
4597 加賀谷　一男 ｶｶﾞﾔ ｶｽﾞｵ  0:52:31神奈川県13
4327 服部　良雄 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼｵ  0:53:47静岡市14
4330 名倉　宣夫 ﾅｸﾞﾗ ﾉﾌﾞｵ  0:54:26浜松市15
5742 飯尾　弘 ｲｲｵ ﾋﾛｼ  0:55:22浜松市16
4921 神谷　立尚 ｶﾐﾔ ﾘｭｳｼｮｳ  0:56:02愛知県17
4790 川島　祝 ｶﾜｼﾏ ｲﾜｲ  0:56:10浜松市18
4775 糸山　達也 ｲﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ  0:56:42磐田市19
5722 小池　二三夫 ｺｲｹ ﾌﾐｵ  0:56:58静岡市20
4582 松下　正男 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻｵ  0:57:09静岡市21
4929 田尾　紀男 ﾀｵ ﾉﾘｵ  0:58:05浜松市22
4606 原田　隆雄 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｵ  0:58:10浜松市23
4945 村田　隆脩 ﾑﾗﾀ ﾀｶｽｹ  0:58:27裾野市24
4594 山田　英明 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:58:39磐田市25
4780 伊藤　義治 ｲﾄｳ ﾖｼﾊﾙ  0:59:01東京都26
5770 塩沢　義郎 ｼｵｻﾞﾜ ﾖｼﾛｳ  0:59:04藤枝市27
5028 村松　惣祐 ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｽｹ  0:59:38浜松市28
5803 河口　惣一 ｶﾜｸﾞﾁ ｿｳｲﾁ  1:01:08浜松市29
5079 近藤　久人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾄ  1:01:47浜松市30
5689 山崎　将行 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ  1:01:51掛川市31
5161 仲村　武夫 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｵ  1:02:47浜松市32
4938 杉山　勲 ｽｷﾞﾔﾏ ｲｻｵ  1:02:57浜松市33
5793 栗田　昌治 ｸﾘﾀ  1:03:04菊川市34
5699 岩本　繁 ｲﾜﾓﾄ ｼｹﾞﾙ  1:04:11焼津市35
5768 香川　博 ｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  1:04:48浜松市36
5123 山田　勝久 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｻ  1:04:53焼津市37
5201 鈴木　秋義 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖｼ  1:05:07森町38
5452 井ノ口　敏明 ｲﾉｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ  1:05:16浜松市39
5472 望月　武 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｹｼ  1:05:17浜松市40
5446 佐野　朋旦 ｻﾉ ﾄﾓｱｷ  1:05:23浜松市41
5471 原田　昌明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ  1:05:24静岡市42
5202 長内　政憲 ｵｻﾅｲ ﾏｻﾉﾘ  1:06:19浜松市43
5532 榎本　浩 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ  1:06:39磐田市44
5466 中村　剛生 ﾅｶﾑﾗ ｺﾞｳｾｲ  1:07:40富士市45
5474 向高　福吉 ﾑｺﾀｶ ﾌｸﾖｼ  1:08:28浜松市46
5728 大貫　光平 ｵｵﾇｷ ｺｳﾍｲ  1:08:32浜松市47
5174 鈴木　早夫 ｽｽﾞｷ ﾊﾔｦ  1:09:11森町48
4817 海野　定男 ｳﾝﾉ ｻﾀﾞｵ  1:11:03静岡市49
5517 樋口　全宏 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ  1:11:52浜松市50
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１０ｋｍ男子７０歳以上
5528 谷井　外明 ﾀﾆｲ ｿﾄｱｷ  1:12:12浜松市51
4796 加藤　広彦 ｶﾄｳ ﾋﾛﾋｺ  1:13:46浜松市52
5523 川島　善昭 ｶﾜｼﾏ ﾖｼｱｷ  1:17:28磐田市53
5778 馬場　將志 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻｼ  1:18:55浜松市54
5518 高橋　有治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ  1:24:31袋井市55
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１０ｋｍ女子１６～３９歳
4142 俊野　里美 ﾄｼﾉ ｻﾄﾐ  0:43:01茨城県1
4203 長葭　香織 ﾅｶﾞﾖｼ ｶｵﾘ  0:43:26浜松市2
4151 武藤　愛 ﾑﾄｳ ｱｲ  0:43:46磐田市3
4186 中山　あや ﾅｶﾔﾏ ｱﾔ  0:44:53磐田市4
4302 林　千雅 ﾊﾔｼ ﾁｶﾞ  0:44:56浜松市5
4699 山本　愛美 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂﾐ  0:45:31浜松市6
4447 久田　直美 ﾋｻﾀﾞ ﾅｵﾐ  0:46:06浜松市8
4384 矢部　渚紗 ﾔﾍﾞ ﾅｷﾞｻ  0:46:30浜松市9
4305 小西　里沙 ｺﾆｼ ﾘｻ  0:47:39静岡市10
4539 瀬辺　かつ代 ｾﾍﾞ ｶﾂﾖ  0:48:04富士宮市11
4213 鷲巣　妃美子 ﾜｼｽﾞ ｷﾐｺ  0:48:07静岡市12
4879 藤本　和栄 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｴ  0:49:05下田市13
4061 明田　恵理子 ｱｹﾀ ｴﾘｺ  0:49:27静岡市14
4820 山本　記穂 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾎ  0:50:08愛知県15
4746 勝間田　瑠理子 ｶﾂﾏﾀ ﾙﾘｺ  0:50:23御殿場市16
5221 長谷川　智子 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ  0:50:33浜松市17
4581 阿部　まり子 ｱﾍﾞ ﾏﾘｺ  0:51:06磐田市18
4442 石田　瑛子 ｲｼﾀﾞ ｴｲｺ  0:51:24静岡市19
4174 中嶋　直美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾐ  0:51:26愛知県20
4895 川村　悦子 ｶﾜﾑﾗ ｴﾂｺ  0:51:29浜松市21
6209 伴野　友記子 ﾄﾓﾉ ﾕｷｺ  0:51:45静岡市22
5063 小林　笑子 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾐｺ  0:51:59沼津市23
5038 佐野　有佳子 ｻﾉ ﾕｶｺ  0:52:01静岡市24
5129 工藤　亜由美 ｸﾄﾞｳ ｱﾕﾐ  0:52:08浜松市25
5089 栗田　優 ｸﾘﾀ ﾕｳ  0:52:41浜松市26
4561 山越　由美 ﾔﾏｺｼ ﾕﾐ  0:52:44浜松市27
4022 林　由美子 ﾊﾔｼ ﾕﾐｺ  0:52:50磐田市28
4878 若月　由香子 ﾜｶﾂｷ ﾕｶｺ  0:53:09東京都29
4551 石川　美絵子 ｲｼｶﾜ ﾐｴｺ  0:53:11島田市30
4518 清水　静子 ｼﾐｽﾞ ｼｽﾞｺ  0:53:20浜松市31
5976 高辻　知香 ﾀｶﾂｼﾞ ﾄﾓｶ  0:53:35浜松市32
4591 伊藤　恵子 ｲﾄｳ ｹｲｺ  0:54:03浜松市33
4703 吉山　智絵実 ﾖｼﾔﾏ ﾁｴﾐ  0:54:12浜松市34
5220 小島　沙和子 ｺｼﾞﾏ ｻﾜｺ  0:54:24静岡市35
5887 鈴木　歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ  0:54:29浜松市36
6147 松井　幹奈 ﾏﾂｲ ﾐｷﾅ  0:54:30静岡市37
5037 田島　愛子 ﾀｼﾞﾏ ｱｲｺ  0:54:31静岡市38
5272 藤田　麻里子 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘｺ  0:54:32浜松市39
5948 荻野　瑞恵 ｵｷﾞﾉ ﾐｽﾞｴ  0:54:36富士市40
5559 松永　淳子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ  0:54:38清水町41
4171 瀧川　志穂 ﾀｷｶﾜ ｼﾎ  0:54:48愛知県42
6000 藤田　かなこ ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ  0:54:51磐田市43
4654 木村　礼子 ｷﾑﾗ ﾚｲｺ  0:55:00浜松市44
5386 横田　結美 ﾖｺﾀ ﾕﾐ  0:55:00浜松市45
4997 石切山　晶子 ｲｼｷﾘﾔﾏ ｱｷｺ  0:55:26磐田市46
6183 高橋　真奈美 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾐ  0:55:27袋井市47
5266 杉本　千明 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷ  0:55:39掛川市48
5217 山本　真美 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾐ  0:55:41千葉県49
5101 山崎　ゆり子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘｺ  0:56:14浜松市50
6144 松本　遥香 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ  0:56:14浜松市51
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5952 鈴木　聡子 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ  0:56:18浜松市52
5307 大岡　優子 ｵｵｵｶ ﾕｳｺ  0:56:54静岡市53
4802 永井　歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾐ  0:56:55磐田市54
5928 大城　絢美 ｵｵｼﾛ ｱﾔﾐ  0:56:56浜松市55
5015 齋藤　真由美 ｻｲﾄｳ ﾏﾕﾐ  0:56:59磐田市56
4955 松井　亜夜子 ﾏﾂｲ ｱﾔｺ  0:57:09掛川市57
4749 由井　智子 ﾕｲ ﾄﾓｺ  0:57:29浜松市58
5001 村松　佳奈江 ﾑﾗﾏﾂ ｶﾅｴ  0:57:33静岡市59
4947 白柳　瞳 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾋﾄﾐ  0:57:35浜松市60
5016 小出　綾子 ｺｲﾃﾞ ｱﾔｺ  0:57:37静岡市61
5032 加茂　香織 ｶﾓ ｶｵﾘ  0:57:40浜松市62
5106 生熊　彩乃 ｲｸﾏ ｱﾔﾉ  0:57:47浜松市63
5759 田口　理恵 ﾀｸﾞﾁ ﾘｴ  0:57:48浜松市64
4974 冨安　千絵 ﾄﾐﾔｽ ﾁｴ  0:57:48袋井市65
5965 堀江　利泳子 ﾎﾘｴ ﾘｴｺ  0:58:09愛知県66
5309 玉井　洋子 ﾀﾏｲ ﾖｳｺ  0:58:13磐田市67
5103 伊藤　未来 ｲﾄｳ ﾐｷ  0:58:23浜松市68
5018 古屋　小百合 ﾌﾙﾔ ｻﾕﾘ  0:58:35袋井市69
4882 前田　恵理 ﾏｴﾀﾞ ｴﾘ  0:58:36静岡市70
4386 高柳　靖子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾔｽｺ  0:58:54浜松市71
5665 中西　圭衣 ﾅｶﾆｼ ｹｲ  0:58:55藤枝市72
5939 鈴木　千晶 ｽｽﾞｷ ﾁｱｷ  0:59:00浜松市73
5223 上村　純子 ｶﾐﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ  0:59:00掛川市74
4695 菊池　薫 ｷｸﾁ ｶｵﾙ  0:59:04浜松市75
6119 古牧　宏美 ﾌﾙﾏｷ ﾋﾛﾐ  0:59:07静岡市76
5546 仲田　洋子 ﾅｶﾀﾞ ﾖｳｺ  0:59:09浜松市77
5213 柴田　裕美 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾐ  0:59:16掛川市78
4968 新家　麻里 ﾆｲﾉﾐ ﾏﾘ  0:59:20愛知県79
5555 山田　真裕子 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｺ  0:59:23愛知県80
5236 金原　理恵 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｴ  0:59:27浜松市81
6131 土屋　藍 ﾂﾁﾔ ｱｲ  0:59:34静岡市82
6233 笹野　智子 ｻｻﾉ ﾄﾓｺ  0:59:40東京都83
4883 長沢　宏美 ﾅｶﾞｻﾜ  0:59:41浜松市84
5344 伊藤　美紀 ｲﾄｳ ﾐｷ  0:59:41浜松市85
5966 山内　唯記子 ﾔﾏｳﾁ ﾕｷｺ  0:59:49掛川市86
5033 松本　ゆかり ﾏﾂﾓﾄ ﾕｶﾘ  0:59:53吉田町87
6213 高橋　実鈴 ﾀｶﾊｼ ﾐｽｽﾞ  1:00:01掛川市88
5833 村松　亜寿華 ﾑﾗﾏﾂ ｱｽｶ  1:00:05浜松市89
6290 大窪　愛 ｵｵｸﾎﾞ ｱｲ  1:00:11静岡市90
4989 安形　美紀 ｱﾝｶﾞﾀ ﾐｷ  1:00:12浜松市91
5273 川口　春子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙｺ  1:00:16浜松市92
5116 谷　直子 ﾀﾆ ﾅｵｺ  1:00:23掛川市93
4179 北川　琴美 ｷﾀｶﾞﾜ ｺﾄﾐ  1:00:26愛知県94
5857 但木　麻莉子 ﾀﾀﾞｷ ﾏﾘｺ  1:00:30浜松市95
5924 山田　喜子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｺ  1:00:35静岡市96
5885 小池　恵未 ｺｲｹ ｴﾐ  1:00:39浜松市97
4852 大橋　絵利子 ｵｵﾊｼ ｴﾘｺ  1:00:50焼津市98
5705 鈴木　路子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ  1:00:58浜松市99
5239 古田　紀子 ﾌﾙﾀ ﾉﾘｺ  1:01:00神奈川県100
5029 千野　文子 ﾁﾉ ﾌﾐｺ  1:01:00浜松市101
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5150 鈴木　章代 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖ  1:01:02浜松市102
5979 落合　恵理子 ｵﾁｱｲ ｴﾘｺ  1:01:06東京都103
5252 平塚　はるか ﾋﾗﾂｶ ﾊﾙｶ  1:01:07浜松市104
4899 多田　典子 ﾀﾀﾞ ﾉﾘｺ  1:01:14湖西市105
6016 吉添　理恵子 ﾖｼｿﾞｴ ﾘｴｺ  1:01:17藤枝市106
6280 増谷　有紀 ﾏｽﾔ ﾕｷ  1:01:18浜松市107
5643 照井　結貴 ﾃﾙｲ ﾕｷ  1:01:20浜松市108
6031 宮田　彩 ﾐﾔﾀ ｻﾔ  1:01:21浜松市109
6277 田中　陽子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ  1:01:23藤枝市110
5047 鈴木　真帆 ｽｽﾞｷ ﾏﾎ  1:01:27沼津市111
6199 黒田　かすみ ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾐ  1:01:29菊川市112
5238 寺田　喜実子 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾐｺ  1:01:29磐田市113
4180 中島　篤子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｺ  1:01:32愛知県114
5136 鈴木　裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ  1:01:34浜松市115
5083 金原　花 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾊﾅ  1:01:36浜松市116
5823 石野　妙子 ｲｼﾉ ﾀｴｺ  1:01:36浜松市117
5949 佐野　志織 ｻﾉ ｼｵﾘ  1:01:39富士市118
5918 堀江　あづさ ﾎﾘｴ ｱﾂﾞｻ  1:01:41藤枝市119
5184 小杉　翔子 ｺｽｷﾞ ｼｮｳｺ  1:01:47牧之原市120
6081 三倉　満依 ﾐｸﾗ ﾏｲ  1:01:53掛川市121
5052 大石　涼子 ｵｵｲｼ ﾘｮｳｺ  1:01:57藤枝市122
5501 林　紀子 ﾊﾔｼ ﾉﾘｺ  1:01:59愛知県123
5277 本間　育子 ﾎﾝﾏ ｲｸｺ  1:02:04愛知県124
5442 佐藤　友美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ  1:02:12焼津市125
4177 花井　里沙 ﾊﾅｲ ﾘｻ  1:02:16愛知県126
5126 井桁　範子 ｲｹﾞﾀ ﾉﾘｺ  1:02:17浜松市127
5581 遠藤　由紀乃 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾉ  1:02:18御前崎市128
5076 坂本　有希 ｻｶﾓﾄ ﾕｷ  1:02:20静岡市129
4931 暮林　敦子 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ  1:02:21浜松市130
5082 登崎　千春 ﾄｻﾞｷ ﾁﾊﾙ  1:02:23藤枝市131
5937 中野渡　香 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｶｵﾘ  1:02:24袋井市132
5445 太田　圭美 ｵｵﾀ ﾖｼﾐ  1:02:30浜松市133
6153 鈴木　彩子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ  1:02:31袋井市134
5364 鈴木　里奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ  1:02:33浜松市135
5365 谷中　里依子 ﾔﾅｶ ﾘｴｺ  1:02:33湖西市136
5427 杉浦　好美 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾐ  1:02:34愛知県137
6020 白井　友理 ｼﾗｲ ﾕﾘ  1:02:37愛知県138
5571 手塚　千江美 ﾃﾂﾞｶ ﾁｴﾐ  1:02:42浜松市139
5485 山崎　恵 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲ  1:02:43藤枝市140
5837 浅井　麻希 ｱｻｲ ﾏｷ  1:02:43浜松市141
4962 川上　恵子 ｶﾜｶﾐ ｹｲｺ  1:02:44袋井市142
5290 天野　沙織 ｱﾏﾉ ｻｵﾘ  1:02:55浜松市143
5716 鈴木　クミ子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ  1:02:58浜松市144
6079 中村　花織 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ  1:03:01菊川市145
6028 小出　知代 ｺｲﾃﾞ ﾄﾓﾖ  1:03:10浜松市146
6111 植田　涼子 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｺ  1:03:19愛知県147
5065 内藤　ひとみ ﾅｲﾄｳ ﾋﾄﾐ  1:03:20浜松市148
6019 志食　晴美 ｼｼﾞｷ ﾊﾙﾐ  1:03:25浜松市149
4805 杉井　凉子 ｽｷﾞｲ ﾘｮｳｺ  1:03:26藤枝市150
5374 松本　美紀 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ  1:03:33浜松市151
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5034 杉山　あき子 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷｺ  1:03:35静岡市152
5147 平尾　真理子 ﾋﾗｵ ﾏﾘｺ  1:03:35静岡市153
5115 長田　光世 ｵｻﾀﾞ ﾐﾂﾖ  1:03:40下田市154
5493 宮脇　由佳 ﾐﾔﾜｷ ﾕｶ  1:03:43湖西市155
5515 齋藤　千尋 ｻｲﾄｳ ﾁﾋﾛ  1:03:47静岡市156
5536 野崎　友美 ﾉｻﾞｷ ﾕﾐ  1:03:48吉田町157
5294 大月　萌 ｵｵﾂｷ ﾓﾕ  1:03:49静岡市158
5892 山田　奈保子 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾎｺ  1:03:53磐田市159
5919 長谷川　実穂 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾎ  1:03:57藤枝市160
6202 北村　真衣子 ｷﾀﾑﾗ ﾏｲｺ  1:04:02千葉県161
4621 朝倉　奈々絵 ｱｻｸﾗ ﾅﾅｴ  1:04:03静岡市162
5944 中川　美沙 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐｻ  1:04:03浜松市163
5017 枝村　亜優美 ｴﾀﾞﾑﾗ ｱﾕﾐ  1:04:05掛川市164
5707 杉山　妙琴 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｴｺ  1:04:14焼津市165
5345 宮沢　優美子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾐｺ  1:04:17浜松市166
4007 塚本　育未 ﾂｶﾓﾄ ｲｸﾐ  1:04:19浜松市167
5505 三田　由美 ｻﾝﾀﾞ ﾕﾐ  1:04:29愛知県168
5459 日内地　咲奈 ﾋﾅｲｼﾞ ｻｷﾅ  1:04:33浜松市169
5904 片桐　有里 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾘ  1:04:42浜松市170
5760 東谷　尚子 ﾋｶﾞｼﾀﾆ ﾅｵｺ  1:04:42浜松市171
5711 高木　唯 ﾀｶｷﾞ ﾕｲ  1:04:47愛知県172
5630 堀田　聡子 ﾎﾘﾀ ｻﾄｺ  1:04:53浜松市173
5995 張　暁丹 ﾁｮｳ ｷﾞｮｳﾀﾝ  1:04:54東京都174
5894 本多　清香 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾔｶ  1:04:57浜松市175
4173 坂柳　言衣 ｻｶﾔﾅｷﾞ ｺﾄｴ  1:04:58愛知県176
4178 平野　利恵 ﾋﾗﾉ ﾘｴ  1:05:00愛知県177
5639 北尾　佑希子 ｷﾀｵ ﾕｷｺ  1:05:01愛知県178
5638 石田　裕子 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｺ  1:05:01愛知県179
5983 松本　美緒 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｵ  1:05:08静岡市180
6248 鳥居　亜沙美 ﾄﾘｲ ｱｻﾐ  1:05:09掛川市181
6126 荻田　知美 ｵｷﾞﾀ ﾄﾓﾐ  1:05:10裾野市182
6125 荻田　圭美 ｵｷﾞﾀ ﾀﾏﾐ  1:05:10裾野市183
5311 馬塚　亜紀 ﾏﾂﾞｶ ｱｷ  1:05:16湖西市184
5151 平野　智美 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾐ  1:05:18浜松市185
5359 榎山　典子 ｴﾔﾏ ﾉﾘｺ  1:05:26愛知県186
4711 村松　珠恵 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾏｴ  1:05:27浜松市187
5163 石原　里沙 ｲｼﾊﾗ ﾘｻ  1:05:29湖西市188
6038 小笠原　成美 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾙﾐ  1:05:32静岡市189
5480 瀧川　智子 ﾀｷｶﾞﾜ ｻﾄｺ  1:05:35東京都190
5619 高戸　美香 ﾀｶﾄﾞ ﾐｶ  1:05:38浜松市191
5921 新野　三枝子 ﾆｲﾉ ﾐｴｺ  1:05:44浜松市192
5681 越川　真理 ｺｼｶﾜ ﾏﾘ  1:05:48愛知県193
4908 土斐崎　聡子 ﾄﾞﾋｻｷ ｻﾄｺ  1:05:57浜松市194
5580 広地　晴子 ﾋﾛﾁ ﾊﾙｺ  1:05:59袋井市195
5616 伊藤　直美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ  1:06:00浜松市196
6149 宮原　麻莉子 ﾐﾔﾊﾗ ﾏﾘｺ  1:06:01焼津市197
6150 藤岡　洋子 ﾌｼﾞｵｶ ﾖｳｺ  1:06:02山梨県198
4976 太田　美里 ｵｵﾀ ﾐｻﾄ  1:06:04湖西市199
5145 江塚　彩子 ｴﾂﾞｶ ｻｲｺ  1:06:05磐田市200
5888 吉田　早織 ﾖｼﾀﾞ ｻｵﾘ  1:06:06浜松市201
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5890 村井　仁美 ﾑﾗｲ ﾋﾄﾐ  1:06:07浜松市202
6092 榎本　茜 ｴﾉﾓﾄ ｱｶﾈ  1:06:12浜松市203
5686 勝亦　真弓 ｶﾂﾏﾀ ﾏﾕ  1:06:12浜松市204
4517 古橋　寛華 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛｶ  1:06:12浜松市205
5583 大村　安有子 ｵｵﾑﾗ ｱﾕｺ  1:06:12静岡市206
5375 大谷　典加 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘｶ  1:06:14浜松市207
5852 西川　さくら ﾆｼｶﾜ ｻｸﾗ  1:06:16浜松市208
5301 岩崎　希 ｲﾜｻｷ ﾉｿﾞﾐ  1:06:20静岡市209
5405 白井　郭美 ｼﾗｲ ﾋﾛﾐ  1:06:22袋井市210
5376 玉井　陽香 ﾀﾏｲ ﾊﾙｶ  1:06:51愛知県211
6035 石山　亜希子 ｲｼﾔﾏ ｱｷｺ  1:06:55掛川市212
5479 村田　祐子 ﾑﾗﾀ ﾕｳｺ  1:07:00袋井市213
5826 宇佐美　舞 ｳｻﾐ ﾏｲ  1:07:18菊川市214
5384 渡辺　舞 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｲ  1:07:19浜松市215
5769 高山　晴未 ﾀｶﾔﾏ ﾊﾙﾐ  1:07:26焼津市216
5841 市川　奈々恵 ｲﾁｶﾜ ﾅﾅｴ  1:07:27磐田市217
5902 斉藤　一理 ｻｲﾄｳ ｲﾁﾘ  1:07:28浜松市218
5843 清水　沙紀 ｼﾐｽﾞ ｻｷ  1:07:34御前崎市219
5506 中根　由香里 ﾅｶﾈ ﾕｶﾘ  1:07:35愛知県220
5539 一瀬　由香子 ｲﾁｾ  1:07:37浜松市221
5931 片桐　奈々 ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾅ  1:07:37袋井市222
5922 川島　名々美 ｶﾜｼﾏ ﾅﾅﾐ  1:07:37磐田市223
5782 小林　智子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ  1:07:38愛知県224
6271 松場　千夏 ﾏﾂﾊﾞ ﾁﾅﾂ  1:07:39磐田市225
5254 平野　真奈美 ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾐ  1:07:40浜松市226
5268 神　悠 ｼﾞﾝ ﾊﾙｶ  1:07:42浜松市227
5729 猪井　志織 ｲｲ ｼｵﾘ  1:07:49湖西市228
5865 村井　那保実 ﾑﾗｲ ﾅﾎﾐ  1:07:49浜松市229
5895 石本　理恵 ｲｼﾓﾄ ﾘｴ  1:08:01沼津市230
5637 大山　佳名子 ｵｵﾔﾏ ｶﾅｺ  1:08:06愛知県231
4006 鈴木　妙子 ｽｽﾞｷ ﾀｴｺ  1:08:06浜松市232
5831 小川　ひとみ ｵｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ  1:08:15島田市233
5554 水野　有里紗 ﾐｽﾞﾉ ｱﾘｻ  1:08:17愛知県234
5596 井戸田　希 ｲﾄﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ  1:08:19愛知県235
5732 小川　紗輝 ｵｶﾞﾜ ｻｷ  1:08:19掛川市236
4986 鳥居　裕子 ﾄﾘｲ ﾕｳｺ  1:08:26愛知県237
5046 宇野　リエ ｳﾉ ﾘｴ  1:08:29藤枝市238
6032 平井　遥香 ﾋﾗｲ ﾊﾙｶ  1:08:30浜松市239
5499 渡邊　光葉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾊ  1:08:32千葉県240
5289 山下　晴菜 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ  1:08:45浜松市241
5849 平野　裕子 ﾋﾗﾉ ﾕｳｺ  1:08:49浜松市242
5866 高野　裕子 ﾀｶﾉ ﾕｳｺ  1:08:57浜松市243
6053 佐原　里奈 ｻﾜﾗ ﾘﾅ  1:08:59湖西市244
5508 清水　曜子 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｺ  1:08:59浜松市245
5319 中島　佐知子 ﾅｶｼﾏ ｻﾁｺ  1:09:05愛知県246
6194 内野　貴美佳 ｳﾁﾉ ｷﾐｶ  1:09:07磐田市247
5903 安部　陽子 ｱﾍﾞ ﾖｳｺ  1:09:19磐田市248
5545 西尾　知美 ﾆｼｵ ﾄﾓﾐ  1:09:26東京都249
6034 福富　里英 ﾌｸﾄﾐ ﾘｴ  1:09:33磐田市250
5913 佐々木　文子 ｻｻｷ ｱﾔｺ  1:09:37浜松市251

Print : 2012/11/28 23:07:12 111 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

１０ｋｍ女子１６～３９歳
5558 久米　万実 ｸﾒ ﾏﾐ  1:09:42愛知県252
6014 戸塚　直子 ﾄﾂﾞｶ ﾅｵｺ  1:09:52掛川市253
5107 田中　久美子 ﾀﾅｶ ｸﾐｺ  1:09:57御前崎市254
6301 林　星菜 ﾊﾔｼ ｾﾅ  1:09:57掛川市255
5588 三浦　未奈美 ﾐｳﾗ ﾐﾅﾐ  1:09:58掛川市256
5854 山中　茜 ﾔﾏﾅｶ ｱｶﾈ  1:09:58浜松市257
5727 杉本　あずみ ｽｷﾞﾓﾄ ｱｽﾞﾐ  1:09:58藤枝市258
6186 西山　由希 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷ  1:10:03愛知県259
5491 望月　見幸 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾕｷ  1:10:10牧之原市260
5855 斉藤　絵美 ｻｲﾄｳ ｴﾐ  1:10:13浜松市261
5817 岡本　明子 ｵｶﾓﾄ ｱｷｺ  1:10:14森町262
5818 岡本　紗季 ｵｶﾓﾄ ｻｷ  1:10:14森町263
5476 源島　朋子 ｹﾞｼﾞﾏ ﾄﾓｺ  1:10:15掛川市264
6122 鈴木　浩子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ  1:10:17磐田市265
5664 野中　麻衣 ﾉﾅｶ ﾏｲ  1:10:26東京都266
6279 石川　希美子 ｲｼｶﾜ ｷﾐｺ  1:10:31浜松市267
5802 間宮　志帆 ﾏﾐﾔ ｼﾎ  1:10:32浜松市268
6080 佐々木　晴美 ｻｻｷ ﾊﾙﾐ  1:10:34掛川市269
6045 白柳　利江子 ｼﾛﾔﾅｷﾞ ﾘｴｺ  1:10:43愛知県270
5905 日比　真依 ﾋﾋﾞ ﾏｲ  1:10:45愛知県271
5489 神田　晴恵 ｶﾝﾀﾞ ﾊﾙｴ  1:10:50浜松市272
6274 笹岡　久美 ｻｻｵｶ ｸﾐ  1:10:57愛知県273
5816 青山　真子 ｱｵﾔﾏ ﾏｺ  1:11:07磐田市274
4975 野澤　恵理 ﾉｻﾞﾜ ｴﾘ  1:11:22湖西市275
5647 富井　亜由美 ﾄﾐｲ ｱﾕﾐ  1:11:30千葉県276
5946 小森　亜也菜 ｺﾓﾘ ｱﾔﾅ  1:11:33富士市277
5391 藪内　さつき ﾔﾌﾞｳﾁ ｻﾂｷ  1:11:33東京都278
5091 八木　郁美 ﾔｷﾞ ｲｸﾐ  1:11:37菊川市279
5750 村田　絵理沙 ﾑﾗﾀ ｴﾘｻ  1:11:42浜松市280
6046 柴田　晴香 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙｶ  1:11:42磐田市281
5880 四ノ宮　千穂 ｼﾉﾐﾔ ﾁﾎ  1:11:43浜松市282
6262 壁谷　愛 ｶﾍﾞﾔ ｱｲ  1:11:47愛知県283
5950 平木　由香 ﾋﾗｷ ﾕｶ  1:12:02浜松市284
5584 森　唯 ﾓﾘ ﾕｲ  1:12:10静岡市285
5430 坪内　ゆか ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｶ  1:12:22浜松市286
5418 堀内　絵里 ﾎﾘｳﾁ ｴﾘ  1:13:12菊川市287
5408 竹内　茜 ﾀｹｳﾁ ｱｶﾈ  1:13:14千葉県288
6156 深谷　尚世 ﾌｶﾔ ﾋｻﾖ  1:13:22浜松市289
5494 間瀬　聖子 ﾏｾ ｼｮｳｺ  1:13:35愛知県290
5492 齋藤　瑞記 ｻｲﾄｳ ﾐｽﾞｷ  1:13:40静岡市291
5363 加藤　早百合 ｶﾄｳ ｻﾕﾘ  1:13:48静岡市292
5362 杉山　綾乃 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾉ  1:13:49静岡市293
5516 山下　千晴 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾙ  1:13:51磐田市294
5383 朝倉　由実 ｱｻｸﾗ ﾕﾐ  1:13:51愛知県295
5636 鈴木　基世 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾖ  1:14:02袋井市296
6299 竹下　のぞみ ﾀｹｼﾀ ﾉｿﾞﾐ  1:14:06富士市297
6179 小林　奈央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵ  1:14:30愛知県298
4836 川崎　敦子 ｶﾜｻｷ ｱﾂｺ  1:14:42浜松市299
5609 本間　弥生 ﾎﾝﾏ ﾔﾖｲ  1:14:45浜松市300
5827 小栗　千明 ｵｸﾞﾘ ﾁｱｷ  1:15:05浜松市301
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5574 草地　紗弓 ｸｻﾁ ｻﾕﾐ  1:15:11磐田市302
5599 一木　恵 ｲｯｷ ﾒｸﾞﾐ  1:15:11袋井市303
6120 平野　友香 ﾋﾗﾉ ﾕｶ  1:15:29愛知県304
6015 小栗　麻代 ｵｸﾞﾘ ｱｻﾖ  1:15:43浜松市305
5801 冨澤　ちひろ ﾄﾐｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ  1:15:46藤枝市306
5502 江間　千晶 ｴﾏ ﾁｱｷ  1:15:49浜松市307
4828 横山　朋美 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾐ  1:15:59浜松市308
5622 奥田　天子 ｵｸﾀﾞ ﾀｶｺ  1:16:18浜松市309
5542 岩田　真奈 ｲﾜﾀ ﾏﾅ  1:16:53東京都310
5367 山中　喜代美 ﾔﾏﾅｶ ｷﾖﾐ  1:17:32愛知県311
4958 秋山　真知子 ｱｷﾔﾏ ﾏﾁｺ  1:17:34島田市312
5666 鈴木　司沙 ｽｽﾞｷ ﾂｶｻ  1:17:45浜松市313
6121 青山　恵理 ｱｵﾔﾏ ｴﾘ  1:18:08福井県314
6060 杉山　志織 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾘ  1:18:24浜松市315
5317 小倉　麻依子 ｵｸﾞﾗ ﾏｲｺ  1:18:29浜松市316
6193 勝田　裕子 ｶﾂﾀ ﾕｳｺ  1:18:36磐田市317
5308 高塚　愛美 ﾀｶﾂｶ ﾏﾅﾐ  1:18:42掛川市318
5662 白石　奈緒美 ｼﾗｲｼ ﾅｵﾐ  1:18:43菊川市319
6276 竹内　友美 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾐ  1:18:44愛知県320
6275 小林　可奈 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ  1:18:45愛知県321
5299 和久田　早紀 ﾜｸﾀﾞ ｻｷ  1:19:12浜松市322
5422 青山　佳保里 ｱｵﾔﾏ ｶﾎﾘ  1:19:28磐田市323
5208 杉原　加澄 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｽﾐ  1:19:28森町324
6278 土屋　祐実 ﾂﾁﾔ ﾕﾐ  1:19:50浜松市325
5312 加藤　亜希子 ｶﾄｳ ｱｷｺ  1:19:53島田市326
5652 藤田　祐貴乃 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾉ  1:19:56掛川市327
5997 高塚　雅子 ﾀｶﾂｶ ﾏｻｺ  1:20:01掛川市328
5990 青木　香織 ｱｵｷ ｶｵﾘ  1:20:01静岡市329
6294 岩松　香里 ｲﾜﾏﾂ ｶｵﾘ  1:20:01浜松市330
6026 三井田　智子 ﾐｲﾀﾞ ﾄﾓｺ  1:20:11東京都331
5503 天野　貴子 ｱﾏﾉ ﾀｶｺ  1:20:32掛川市332
5193 大内　真利子 ｵｵｳﾁ ﾏﾘｺ  1:20:33掛川市333
5947 土屋　珠美 ﾂﾁﾔ ﾀﾏﾐ  1:20:41富士市334
6296 鈴木　加奈子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ  1:20:43浜松市335
6293 渡辺　恵美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ  1:21:25浜松市336
5731 松浦　加名子 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅｺ  1:21:26掛川市337
6212 田中　はる美 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾐ  1:21:50浜松市338
5792 西原　真裕子 ﾆｼﾊﾗ ﾏﾕｺ  1:22:38島田市339
6181 田邊　宏美 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐ  1:24:59愛知県340
5945 井手　美里 ｲﾃﾞ ﾐｻﾄ  1:26:03富士市341
6009 伊藤　暁香 ｲﾄｳ ｱｷｶ  1:27:20京都府342
6011 戸田　真祐子 ﾄﾀﾞ ﾏﾕｺ  1:27:20浜松市343
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4250 矢藤　尚美 ﾔﾄｳ ﾅｵﾐ  0:42:35浜松市1
4149 岩本　ふみ子 ｲﾜﾓﾄ ﾌﾐｺ  0:42:45富士市2
4232 森　敦子 ﾓﾘ ｱﾂｺ  0:43:20愛知県3
4208 高岡　聡子 ﾀｶｵｶ ｻﾄｺ  0:43:21菊川市4
4304 長岡　壽代 ﾅｶﾞｵｶ ﾋｻﾖ  0:44:48磐田市5
4144 大場　稔子 ｵｵﾊﾞ ﾄｼｺ  0:44:57焼津市6
4317 村松　栄美子 ﾑﾗﾏﾂ ｴﾐｺ  0:45:32掛川市7
4301 荒井　友里 ｱﾗｲ ﾕﾘ  0:46:18浜松市8
4222 奥野　ゆかり ｵｸﾉ ﾕｶﾘ  0:46:22牧之原市9
4290 西本　恵磨 ﾆｼﾓﾄ ｴﾏ  0:46:29浜松市10
4289 田口　敏美子 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾐｺ  0:46:37浜松市11
4303 高橋　初美 ﾀｶﾊｼ ﾊﾂﾐ  0:50:19浜松市12
4118 村松　みゆき ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾕｷ  0:50:43島田市13
4532 大野　恵子 ｵｵﾉ ｹｲｺ  0:51:01浜松市14
4448 渡邉　倫子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ  0:51:01静岡市15
4446 佐野　悦子 ｻﾉ ｴﾂｺ  0:51:37富士市16
4504 冨山　規至 ﾄﾐﾔﾏ ﾐﾕｷ  0:52:16湖西市17
4710 二谷　京子 ﾌﾀﾔ ｷｮｳｺ  0:53:00山梨県18
4568 成瀬　訓美子 ﾅﾙｾ ｸﾐｺ  0:53:01愛知県19
4847 滝沢　章子 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷｺ  0:53:03袋井市20
4763 辻村　美加子 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾐｶｺ  0:54:15浜松市21
4641 長崎　るみ ﾅｶﾞｻｷ ﾙﾐ  0:54:38神奈川県22
4787 高橋　みつ子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｺ  0:55:01藤枝市23
5395 太田　久子 ｵｵﾀ ﾋｻｺ  0:55:51静岡市24
4863 乾　貴子 ｲﾇｲ ﾀｶｺ  0:56:11静岡市25
5814 熊谷　恵里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾘ  0:56:15浜松市26
4877 石岡　由紀 ｲｼｵｶ ﾕｷ  0:56:21神奈川県27
4907 河辺　泰江 ｶﾜﾍﾞ ﾔｽｴ  0:56:34浜松市28
4849 本多　久美子 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾐｺ  0:56:51富士市29
5971 山本　和代 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾖ  0:57:01滋賀県30
5544 鈴木　美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ  0:57:10磐田市31
4839 金井　美穂 ｶﾅｲ ﾐﾎ  0:57:18浜松市32
5810 長谷川　智子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ  0:57:27焼津市33
5771 鈴木　由利子 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ  0:57:28掛川市34
5703 山田　瞳 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄﾐ  0:57:41浜松市35
4983 岡本　淳子 ｵｶﾓﾄ ｱﾂｺ  0:57:46浜松市36
4466 中村　まゆみ ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ  0:57:58湖西市37
5160 西川　啓代 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾖ  0:58:13湖西市38
5820 榎山　弥生 ｴﾔﾏ ﾔﾖｲ  0:58:26愛知県39
5013 山田　久子 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｺ  0:58:28静岡市40
4673 高原　瑞恵 ﾀｶﾊﾗ ﾐｽﾞｴ  0:58:29静岡市41
4988 金子　みゆき ｶﾈｺ ﾐﾕｷ  0:58:36富士宮市42
5023 田村　奈美 ﾀﾑﾗ ﾅﾐ  0:58:36静岡市43
4771 鎌谷　弘子 ｶﾏﾀﾆ ﾋﾛｺ  0:58:43磐田市44
4898 望月　亜紀子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷｺ  0:58:51静岡市45
5060 木内　清子 ｷｳﾁ ｷﾖｺ  0:58:53富士市46
5055 浦田　照美 ｳﾗﾀ ﾃﾙﾐ  0:59:01焼津市47
5019 山市　博美 ﾔﾏｲﾁ ﾋﾛﾐ  0:59:17浜松市48
4804 八木　美由紀 ﾔｷﾞ ﾐﾕｷ  0:59:32浜松市49
4868 小嶌　祐子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ  0:59:33三島市50
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１０ｋｍ女子４０歳以上
5135 飯尾　里枝子 ｲｲｵ ﾘｴｺ  0:59:34浜松市51
5819 藤田　真奈美 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾐ  0:59:34浜松市52
5738 岡田　まり子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ  0:59:41浜松市53
4902 大石　朝美 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾐ  0:59:53焼津市54
4779 平野　喜代子 ﾋﾗﾉ ｷﾖｺ  0:59:55浜松市55
5049 平野　智香 ﾋﾗﾉ ﾁｶ  1:00:00富士市56
5497 佐野　眞里 ｻﾉ ﾏﾘ  1:00:02焼津市57
6052 村田　由香 ﾑﾗﾀ ﾕｶ  1:00:09磐田市58
4957 鈴木　美根 ｽｽﾞｷ ﾐﾈ  1:00:28静岡市59
5114 鈴木　敦子 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ  1:00:29湖西市60
5320 加藤　みほ ｶﾄｳ ﾐﾎ  1:00:30浜松市61
4766 大池　恵子 ｵｵｲｹ ｹｲｺ  1:00:37浜松市62
5968 鈴木　真弓 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ  1:00:38浜松市63
5181 梶山　裕佳子 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｶｺ  1:00:40静岡市64
5592 上村　仁美 ｳｴﾑﾗ ﾋﾄﾐ  1:00:42富士市65
5470 富樫　真理子 ﾄｶﾞｼ ﾏﾘｺ  1:01:04静岡市66
5450 平野　貴子 ﾋﾗﾉ  1:01:13磐田市67
5031 塩崎　ますみ ｼｵｻﾞｷ ﾏｽﾐ  1:01:16磐田市68
4971 江口　明子 ｴｸﾞﾁ ｱｷｺ  1:01:19藤枝市69
5748 村川　実加 ﾑﾗｶﾜ ﾐｶ  1:01:19浜松市70
4936 犬塚　知子 ｲﾇﾂﾞｶ ﾄﾓｺ  1:01:23浜松市71
5020 藤川　文代 ﾌｼﾞｶﾜ ﾌﾐﾖ  1:01:28浜松市72
5182 長島　五月 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾂｷ  1:01:29静岡市73
5798 増田　佳子 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｺ  1:01:37磐田市74
5872 吉谷　聡子 ﾖｼﾀﾆ ｻﾄｺ  1:01:37浜松市75
5871 井口　亜紀子 ｲｸﾞﾁ ｱｷｺ  1:01:46浜松市76
4987 井上　智子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ  1:01:49愛知県77
5133 本田　博子 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｺ  1:02:15浜松市78
5183 斉藤　すなお ｻｲﾄｳ ｽﾅｵ  1:02:18焼津市79
4003 望月　直美 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｵﾐ  1:02:27静岡市80
4845 鈴木　百百子 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｺ  1:02:28吉田町81
5482 平松　文子 ﾋﾗﾏﾂ ﾌﾐｺ  1:02:28吉田町82
5893 浅野　優美 ｱｻﾉ ﾕﾐ  1:02:43愛知県83
5169 鈴木　康子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ  1:02:47焼津市84
4896 山下　佳子 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｺ  1:02:47浜松市85
5570 船木　恵美子 ﾌﾅｷﾞ ｴﾐｺ  1:02:52森町86
5766 滝川　治子 ﾀｷｶﾞﾜ ﾊﾙｺ  1:02:53浜松市87
5775 坂場　みやび ｻｶﾊﾞ ﾐﾔﾋﾞ  1:03:02磐田市88
5524 新島　千里 ﾆｲｼﾞﾏ ﾁｻﾄ  1:03:05掛川市89
4028 大石　和加子 ｵｵｲｼ ﾜｶｺ  1:03:14静岡市90
4880 佐藤　晶子 ｻﾄｳ ｱｷｺ  1:03:17焼津市91
5056 山田　育代 ﾔﾏﾀﾞ ｲｸﾖ  1:03:27浜松市92
5036 中井　裕美 ﾅｶｲ ﾕﾐ  1:03:31愛知県93
5934 新路　月枝 ｼﾝﾐﾁ ﾂｷｴ  1:03:32愛知県94
5448 田中　雅美 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ  1:03:36静岡市95
5873 山村　千登勢 ﾔﾏﾑﾗ ﾁﾄｾ  1:03:55浜松市96
6229 水野　伸子 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾌﾞｺ  1:03:58愛知県97
6040 山田　朋代 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾖ  1:04:00藤枝市98
5838 岡崎　直子 ｵｶｻﾞｷ ﾅｵｺ  1:04:02磐田市99
5164 岩崎　由歌利 ｲﾜｻﾞｷ ﾕｶﾘ  1:04:05島田市100

Print : 2012/11/28 23:07:12 115 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日
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5210 篠原　真由美 ｼﾉﾊﾗ ﾏﾕﾐ  1:04:05島田市101
5198 石井　治代 ｲｼｲ ﾊﾙﾖ  1:04:05浜松市102
4949 大城　直子 ｵｵｼﾛ ﾅｵｺ  1:04:07浜松市103
5075 白鳥　愛子 ｼﾗﾄﾘ ｱｲｺ  1:04:18静岡市104
4909 盛田　春江 ﾓﾘﾀ ﾊﾙｴ  1:04:21神奈川県105
5095 杢屋　孝代 ﾓｸﾔ ﾀｶﾖ  1:04:39浜松市106
5601 松浦　有紀 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷ  1:04:52浜松市107
5000 小泉　美枝子 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｴｺ  1:05:13焼津市108
5131 牧野　恭子 ﾏｷﾉ ｷｮｳｺ  1:05:24静岡市109
5521 田中　淳子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ  1:05:25浜松市110
4822 鎌倉　由佳 ｶﾏｸﾗ ﾕｶ  1:05:26浜松市111
5511 河本　利江 ｶﾜﾓﾄ ﾄｼｴ  1:05:52愛知県112
5467 安田　秀美 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ  1:05:52静岡市113
5260 三枝　章子 ｻｴｸﾞｻ ｼｮｳｺ  1:05:56愛知県114
5625 大橋　恵子 ｵｵﾊｼ ｹｲｺ  1:06:07磐田市115
5140 浅田　順子 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ  1:06:09浜松市116
4567 松井　由美 ﾏﾂｲ ﾖｼﾐ  1:06:11湖西市117
5561 小林　明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ  1:06:19静岡市118
5469 野沢　チエ子 ﾉｻﾞﾜ ﾁｴｺ  1:06:19浜松市119
5381 多賀　三佐子 ﾀｶﾞ ﾐｻｺ  1:06:21愛知県120
5438 寺田　智子 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｺ  1:06:25磐田市121
5560 佐野　恵子 ｻﾉ ｹｲｺ  1:06:27静岡市122
5522 久保田　節子 ｸﾎﾞﾀ ｾﾂｺ  1:06:30磐田市123
4694 堀内　真智子 ﾎﾘｳﾁ ﾏﾁｺ  1:07:03掛川市124
5380 鈴木　浩美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ  1:07:13磐田市125
5985 長谷部　記子 ﾊｾﾍﾞ ﾉﾘｺ  1:07:39愛知県126
5352 丹下　佳子 ﾀﾝｹﾞ ﾖｼｺ  1:07:41愛知県127
5447 松井　まり子 ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ  1:07:44菊川市128
5087 佐藤　典子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ  1:07:44静岡市129
5171 鈴木　昌美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ  1:07:55浜松市130
5159 小長井　澤子 ｺﾅｶﾞｲ ﾂﾔｺ  1:08:18静岡市131
5253 中山　ひろ子 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｺ  1:08:23静岡市132
5650 佐々木　宏子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ  1:08:32磐田市133
5640 近藤　友理 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ  1:08:38愛知県134
5263 原田　さゆり ﾊﾗﾀﾞ ｻﾕﾘ  1:08:40静岡市135
5605 加藤　厚子 ｶﾄｳ ｱﾂｺ  1:08:48東京都136
4905 山下　千津子 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾂﾞｺ  1:08:55磐田市137
5303 影山　淳子 ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ  1:08:56浜松市138
5246 小楠　友江 ｵｸﾞｽ ﾄﾓｴ  1:08:56静岡市139
5248 岩間　明子 ｲﾜﾏ ｱｷｺ  1:09:10愛知県140
5453 若林　敦子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ  1:09:15沼津市141
6018 山本　洋子 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ  1:09:21焼津市142
5912 谷口　亜紀 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷ  1:09:37浜松市143
5431 二村　ひとみ ﾆﾑﾗ ﾋﾄﾐ  1:09:37袋井市144
5464 鈴木　智子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ  1:09:49浜松市145
6138 清水　真理 ｼﾐｽﾞ ﾏﾘ  1:09:52静岡市146
4599 山本　まち子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾁｺ  1:09:55浜松市147
5702 山中　静江 ﾔﾏﾅｶ  1:10:13浜松市148
5119 鈴木　直美 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ  1:10:37磐田市149
6130 山田　亜子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｺ  1:10:45愛知県150
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１０ｋｍ女子４０歳以上
5557 石ヶ谷　由美 ｲｼｶﾞﾔ ﾕﾐ  1:10:59静岡市151
5734 横濱　恵子 ﾖｺﾊﾏ ｹｲｺ  1:11:07浜松市152
6135 宮川　明美 ﾐﾔｶﾜ ｱｹﾐ  1:11:14長泉町153
5610 横川　素子 ﾖｺｶﾞﾜ ﾓﾄｺ  1:11:44愛知県154
5305 玉木　満美 ﾀﾏｷ ﾐﾂﾐ  1:12:11浜松市155
5495 松永　有 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕｳ  1:13:31島田市156
6137 首藤　恵子 ｽﾄﾞｳ ｹｲｺ  1:13:31磐田市157
5977 鈴木　秀美 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾐ  1:13:52神奈川県158
5835 鈴木　真美 ｽｽﾞｷ ﾏﾐ  1:14:11浜松市159
5992 川野辺　千夏 ｶﾜﾉﾍﾞ ﾁﾅﾂ  1:14:26磐田市160
5368 風間　由紀 ｶｻﾞﾏ ﾕｷ  1:14:44静岡市161
6047 中村　幸代 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁﾖ  1:15:02東京都162
5611 門名　なお美 ﾓﾝﾅ ﾅｵﾐ  1:15:31浜松市163
5449 梅沢　久代 ｳﾒｻﾞﾜ ﾋｻﾖ  1:15:45静岡市164
5233 本多　るみ ﾎﾝﾀﾞ ﾙﾐ  1:16:16袋井市165
5520 伊藤　田津子 ｲﾄｳ  1:16:30浜松市166
4942 内海　裕美 ｳﾁｳﾐ ﾋﾛﾐ  1:17:16神奈川県167
5604 平田　啓子 ﾋﾗﾀ ｹｲｺ  1:18:09東京都168
5813 杉田　智子 ｽｷﾞﾀ ﾄﾓｺ  1:18:11静岡市169
5108 大橋　高乃 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾉ  1:18:21磐田市170
5603 小原　純子 ｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ  1:18:26浜松市171
5700 清水　潤子 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝｺ  1:20:56焼津市172
5651 井戸田　郁代 ｲﾄﾞﾀ ｲｸﾖ  1:22:44磐田市173
5533 杉浦　ひと美 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ  1:23:44袋井市174
4691 長谷川　幸代 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷﾖ  1:25:16牧之原市175
5623 望月　美樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｷ  1:26:16静岡市176
5749 由利　恭子 ﾕﾘ ｷｮｳｺ  1:40:00藤枝市177
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7001 森　勇基 ﾓﾘ ﾕｳｷ  0:17:03浜松市1
7019 内野　広大 ｳﾁﾉ ｺｳﾀﾞｲ  0:17:13磐田市2
7025 中川　裕貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ  0:17:33袋井市3
7029 平田　哲朗 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾛｳ  0:17:34裾野市4
7022 太田　信哉 ｵｵﾀ ｼﾝﾔ  0:17:39裾野市5
7026 鶴橋　正悟 ﾂﾙﾊｼ ｾｲｺﾞ  0:17:49焼津市6
7023 原田　勇輔 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ  0:17:50袋井市9
7008 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ  0:17:54菊川市10
7017 久保田　光博 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ  0:18:00焼津市11
7012 澤田　祥希 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼｷ  0:18:06浜松市12
7006 中村　晃大 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾗ  0:18:32浜松市13
7049 小相沢　洋介 ｺｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ  0:18:41浜松市14
7036 伊藤　勇哉 ｲﾄｳ ﾕｳﾔ  0:18:47磐田市15
7024 西井　良 ﾆｼｲ ﾘｮｳ  0:19:13愛知県16
7066 三郷　大輝 ｻﾝｺﾞｳ ﾀﾞｲｷ  0:19:14森町17
7088 鈴木　誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ  0:19:21浜松市18
7027 友田　英行 ﾄﾓﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:19:27焼津市19
7032 大村　圭 ｵｵﾑﾗ ｹｲ  0:19:33静岡市20
7005 松藤　久 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾋｻｼ  0:19:39島田市21
7048 本間　竜雄 ﾎﾝﾏ ﾀﾂｵ  0:19:42静岡市22
7957 小池　駿 ｺｲｹ ﾀｹﾙ  0:19:46磐田市23
7946 坂部　勇希 ｻｶﾍﾞ ﾕｳｷ  0:19:54掛川市24
7113 山口　晃 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ  0:19:57愛知県25
7045 塩平　圭吾 ｼｵﾋﾗ ｹｲｺﾞ  0:20:02菊川市26
7071 杉本　和生 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ  0:20:04森町27
7038 金原　有弥 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｳﾔ  0:20:07磐田市28
7068 中村　紀博 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ  0:20:26浜松市29
7953 久永　崇宏 ﾋｻﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:20:44磐田市30
7165 尾崎　将 ｵｻﾞｷ ｼｮｳ  0:20:48磐田市31
7085 石原　勇太 ｲｼﾊﾗ ﾕｳﾀ  0:20:55湖西市32
7041 寺田　健太 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ  0:21:00袋井市33
7105 本田　博義 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾖｼ  0:21:14磐田市34
7109 井戸田　義男 ｲﾄﾞﾀ ﾖｼｵ  0:21:19磐田市35
7231 朝比奈　拓郎 ｱｻﾋﾅ ﾀｸﾛｳ  0:21:25静岡市36
7081 中野　慎也 ﾅｶﾉ ｼﾝﾔ  0:21:27浜松市37
7104 山下　和哉 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ  0:21:31袋井市38
7096 中村　誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ  0:21:37浜松市39
7947 坂部　竜仁 ｻｶﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ  0:21:52掛川市40
7090 鈴木　一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ  0:22:05浜松市41
7082 向井　岳夫 ﾑｶｲ ﾀｹｵ  0:22:08浜松市42
7178 梅崎　善成 ｳﾒｻﾞｷ ﾖｼﾅﾘ  0:22:21裾野市43
7139 酒井　高史 ｻｶｲ ﾀｶｼ  0:22:24島田市44
7140 中安　辰夫 ﾅｶﾔｽ ﾀﾂｵ  0:22:26浜松市45
7035 袴田　俊介 ﾊｶﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ  0:22:28浜松市46
7094 原　健太 ﾊﾗ ｹﾝﾀ  0:22:38静岡市47
7111 鳥山　真也 ﾄﾘﾔﾏ ｼﾝﾔ  0:22:42浜松市48
8114 杉山　直康 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵﾔｽ  0:22:50森町49
7258 和久田　翔馬 ﾜｸﾀﾞ ｼｮｳﾏ  0:22:52浜松市50
7158 市川　広己 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｷ  0:22:53御前崎市51
7098 岩下　翼 ｲﾜｼﾀ ﾂﾊﾞｻ  0:23:00浜松市52
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7502 丸山　玄太 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ  0:23:02浜松市53
7102 高氏　真昇 ﾀｶｳｼﾞ ﾏｻﾉﾘ  0:23:04浜松市54
8109 永田　大佑 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ  0:23:07菊川市55
7264 岡本　光平 ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ  0:23:28浜松市56
8384 鈴木　優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ  0:23:30磐田市57
7132 三宅　良樹 ﾐﾔｹ ﾖｼｷ  0:23:35磐田市58
7224 神谷　朋亜 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾂｸﾞ  0:23:43浜松市59
7652 須山　覚 ｽﾔﾏ ｻﾄﾙ  0:23:47神奈川県60
7170 中野　学 ﾅｶﾉ ｶﾞｸ  0:23:48浜松市61
7281 木村　悦規 ｷﾑﾗ ﾖｼｷ  0:23:50掛川市62
7107 岡田　真吉 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｷﾁ  0:24:01浜松市63
8113 杉山　久志 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋｻｼ  0:24:04島田市64
7307 山口　輝人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾙﾄ  0:24:05磐田市65
7342 榊原　瑞起 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｽﾞｷ  0:24:06浜松市66
7203 太田　雄二 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ  0:24:09浜松市67
7134 矢田　尋嗣 ﾔﾀﾞ ﾋﾛﾂｸﾞ  0:24:09浜松市68
7895 八木　フアンカル ﾔｷﾞ ﾌｱﾝｶﾙﾛｽ  0:24:16三島市69
7501 米田　誠 ﾖﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ  0:24:21浜松市70
8290 中谷　祥彦 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾋｺ  0:24:30浜松市71
7358 小池　正祥 ｺｲｹ ﾏｻﾖｼ  0:24:30焼津市72
7267 堀川　健太 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝﾀ  0:24:31浜松市73
7169 土戸　哲行 ﾂﾁﾄﾞ ﾃﾂﾕｷ  0:24:32浜松市74
8210 鈴木　慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ  0:24:32磐田市75
7630 浜田　旭人 ﾊﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾄ  0:24:33浜松市76
7271 井熊　勇介 ｲｸﾏ ﾄｼﾕｷ  0:24:36袋井市77
7602 井坂　利史 ｲｻｶ ﾄｼﾌﾐ  0:24:37磐田市78
8099 村松　達弥 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂﾔ  0:24:40磐田市79
7218 吉田　浩二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ  0:24:48浜松市80
8479 松尾　憲一 ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ  0:24:52浜松市81
7656 馬場　英彰 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:24:54磐田市82
7181 河合　真吾 ｶﾜｲ ｼﾝｺﾞ  0:24:55浜松市83
7503 天野　伸一 ｱﾏﾉ ｼﾝｲﾁ  0:24:57浜松市84
8135 佐々木　武司 ｻｻｷ ﾀｹｼ  0:25:08磐田市85
7591 佐々木　陽 ｻｻｷ ｱｷﾗ  0:25:15藤枝市86
7232 菅野　誠俊 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ  0:25:16静岡市87
7654 佐野　達昭 ｻﾉ ﾀﾂｱｷ  0:25:16磐田市88
8323 山田　昌史 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ  0:25:22磐田市89
7620 中安　優介 ﾅｶﾔｽ ﾕｳｽｹ  0:25:24浜松市90
8173 井畑　浩章 ｲﾊﾀ ﾋﾛｱｷ  0:25:31磐田市91
7229 松島　利典 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾉﾘ  0:25:33浜松市92
8231 栗田　幸将 ｸﾘﾀ ﾕｷﾏｻ  0:25:34浜松市93
7186 松田　茂晴 ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ  0:25:47浜松市94
7164 浅田　忠幸 ｱｻﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:25:51袋井市95
7321 片岡　智 ｶﾀｵｶ ｻﾄｼ  0:25:52焼津市96
8428 浅枝　優太 ｱｻｴﾀﾞ ﾕｳﾀ  0:25:56袋井市97
7309 久保田　康雅 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾏｻ  0:25:57御前崎市98
7522 中嶋　隼人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ  0:25:59掛川市99
7505 天野　宗親 ｱﾏﾉ ﾑﾈﾁｶ  0:26:03浜松市100
7099 柴田　泰佑 ｼﾊﾞﾀ ﾀｲｽｹ  0:26:03浜松市101
8022 川島　健司 ｶﾜｼﾏ  0:26:05磐田市102
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7272 山本　幸司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ  0:26:06磐田市103
8259 名倉　健太 ﾅｸﾗ ｹﾝﾀ  0:26:16焼津市104
7120 山下　雅士 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｼ  0:26:22磐田市105
8386 藤本　佑一 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｲﾁ  0:26:26掛川市106
7353 榑林　宏紀 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾘ  0:26:30浜松市107
7242 江本　大地 ｴﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ  0:26:32沼津市108
7265 園田　浩平 ｿﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ  0:26:34浜松市109
7018 内山　ショウ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳ  0:26:38浜松市110
7347 袴田　健吾 ﾊｶﾏﾀ ｹﾝｺﾞ  0:26:43浜松市111
7390 浅利　功次 ｱｻﾘ ｺｳｼﾞ  0:26:43磐田市112
8283 伊賀　智徳 ｲｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ  0:26:44島田市113
7777 石田　琢人 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾄ  0:26:48浜松市114
8569 三田村　聡 ﾐﾀﾑﾗ ｻﾄｼ  0:26:50静岡市115
8042 中村　恭久 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋｻ  0:26:53袋井市116
7339 富永　安信 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ  0:26:54磐田市117
8432 平野　柊 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ  0:26:55磐田市118
7149 杉本　雅駿 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄｼ  0:26:56静岡市119
7517 村松　幹郎 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｷｵ  0:26:56浜松市120
7645 大久保　和久 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｻ  0:26:57浜松市121
8426 八木　俊樹 ﾔｷﾞ ﾄｼｷ  0:27:04磐田市122
8078 森下　剛至 ﾓﾘｼﾀ ﾀｹｼ  0:27:06磐田市123
7665 小出　翔平 ｺｲﾃﾞ ｼｮｳﾍｲ  0:27:11三島市124
8264 鈴木　遼 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ  0:27:14浜松市125
8097 中岫　敬晴 ﾅｶｸｷ ﾀｶﾊﾙ  0:27:15浜松市126
7234 安間　一彦 ﾔｽﾏ ｶｽﾞﾋｺ  0:27:17東京都127
7592 田中　進 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ  0:27:18焼津市128
8427 吉野　有紀 ﾖｼﾉ ﾕｳｷ  0:27:18磐田市129
7328 栗田　佳昭 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ  0:27:20浜松市130
8272 松本　和弘 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  0:27:26浜松市131
7014 匂坂　裕一郎 ｻｷﾞｻｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:27:27菊川市132
7183 黒柳　貴彦 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾋｺ  0:27:33愛知県133
8100 川瀬　誠 ｶﾜｾ ﾏｺﾄ  0:27:34磐田市134
8555 寺田　知史 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾄｼ  0:27:38浜松市135
8230 鈴木　教靖 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾔｽ  0:27:39浜松市136
8532 大場　淳平 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:27:40浜松市137
8045 山下　聡 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ  0:27:44磐田市138
8354 若松　奨太 ﾜｶﾏﾂ ｼｮｳﾀ  0:27:48磐田市139
7375 木村　真悟 ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ  0:27:48島田市140
8375 小澤　英史 ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ  0:27:49磐田市141
7513 田中　常幸 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾕｷ  0:27:50浜松市142
7112 新井　直樹 ｱﾗｲ ﾅｵｷ  0:27:55浜松市143
7382 中村　浩右 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ  0:27:58浜松市144
8120 小澤　大輔 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ  0:27:59掛川市145
7310 附田　翔平 ﾂｸﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  0:28:01御前崎市146
7174 溝口　信哉 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾔ  0:28:03藤枝市147
7050 曽布川　信秀 ｿﾌﾞｶﾜ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ  0:28:04浜松市148
7504 伊藤　遼 ｲﾄｳ ﾘｮｳ  0:28:07磐田市149
8236 青島　崇 ｱｵｼﾏ ﾀｶｼ  0:28:08浜松市150
8213 土井　敦雄 ﾄﾞｲ ｱﾂｵ  0:28:13愛知県151
8396 浅井　慎吾 ｱｻｲ ｼﾝｺﾞ  0:28:14磐田市152
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7293 原田　真介 ﾊﾗﾀﾞ  0:28:15御前崎市153
8583 森下　陽平 ﾓﾘｼﾀ ﾖｳﾍｲ  0:28:23静岡市154
8551 住川　彰吾 ｽﾐｶﾜ ｼｮｳｺﾞ  0:28:25浜松市155
8081 三浦　勝己 ﾐｳﾗ ｶﾂﾐ  0:28:27磐田市156
7954 栗原　侑資 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｽｹ  0:28:29磐田市157
8153 間渕　元章 ﾏﾌﾞﾁ ﾓﾄｱｷ  0:28:30浜松市158
8429 桑原　達也 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ  0:28:30袋井市159
8589 神村　頼政 ｶﾐﾑﾗ ﾖﾘﾏｻ  0:28:32160
7220 稲垣　良祐 ｲﾅｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ  0:28:33磐田市161
8352 小池　逸 ｺｲｹ ｽｸﾞﾙ  0:28:35磐田市162
8431 伊藤　健悟 ｲﾄｳ ｹﾝｺﾞ  0:28:35磐田市163
8588 長谷川　陽亮 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ  0:28:36164
7514 田中　智徳 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ  0:28:36浜松市165
8205 駒井　敏彦 ｺﾏｲ ﾄｼﾋｺ  0:28:36磐田市166
7297 馬塚　武 ﾏﾂﾞｶ ﾀｹｼ  0:28:37浜松市167
8147 石上　恭平 ｲｼｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ  0:28:38静岡市168
7127 永島　充巳 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾐ  0:28:42愛知県169
7544 大野　努 ｵｵﾉ ﾂﾄﾑ  0:28:45浜松市170
7885 新村　宏太 ｼﾝﾑﾗ ｺｳﾀ  0:28:45浜松市171
7606 大崎　貴雄 ｵｵｻｷ ﾀｶｵ  0:28:49菊川市172
7520 山下　恭平 ﾔﾏｼﾀ ｷｮｳﾍｲ  0:28:51磐田市173
7563 内山　智信 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾉﾌﾞ  0:28:51浜松市174
7314 南城　俊輔 ﾅﾝｼﾞｮｳ ｼｭﾝｽｹ  0:28:51浜松市175
7212 アリフ　ジャヤ ｱﾘﾌ ｼﾞｬﾔ  0:28:51浜松市176
7411 齋藤　航 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ  0:28:57焼津市177
8552 今村　充利 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ  0:28:58浜松市178
8193 竹原　悠 ﾀｹﾊﾗ  0:29:00磐田市179
7704 野美山　晃 ﾉﾐﾔﾏ ｱｷﾗ  0:29:01磐田市180
8430 安間　敦也 ｱﾝﾏ ｱﾂﾔ  0:29:01袋井市181
8367 小林　大郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ  0:29:02磐田市182
7343 杉本　健太郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ  0:29:06浜松市183
8037 中野　章吾 ﾅｶﾉ ｼｮｳｺﾞ  0:29:10浜松市184
7941 小倉　大和 ｵｸﾞﾗ ﾋﾛｶｽﾞ  0:29:10浜松市185
8433 鈴木　克己 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ  0:29:19磐田市186
8183 新貝　仁 ｼﾝｶｲ ﾋﾄｼ  0:29:19磐田市187
8406 佐々木　友大 ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ  0:29:20焼津市188
7590 藤村　真大 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ  0:29:22浜松市189
8160 矢部　洋孝 ﾔﾍﾞ ﾋﾛﾀｶ  0:29:23浜松市190
8194 原田　祐太朗 ﾊﾗﾀﾞ  0:29:23浜松市191
7462 兵頭　輝昭 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ  0:29:25愛知県192
8533 賴母木　俊輔 ﾀﾉﾓｷﾞ ｼｭﾝｽｹ  0:29:26浜松市193
8376 今村　憲太朗 ｲﾏﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  0:29:27静岡市194
8478 粟屋　紘介 ｱﾜﾔ ｺｳｽｹ  0:29:30磐田市195
7808 山崎　輝央 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾙｵ  0:29:32浜松市196
7532 石川　寛泰 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ  0:29:35磐田市197
8263 向井　孝宜 ﾑｶｲ ﾀｶﾉﾘ  0:29:36浜松市198
7766 小井　佑真 ｺｲ ﾕｳﾏ  0:29:44磐田市199
7125 谷川　晃太郎 ﾀﾆｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ  0:29:45浜松市200
7939 大橋　慶裕 ｵｵﾊｼ ﾖｼﾋﾛ  0:29:46磐田市201
8047 荻原　尚 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋｻｼ  0:29:47袋井市202
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8516 梅田　拓郎 ｳﾒﾀﾞ ﾀｸﾛｳ  0:29:51掛川市203
7574 大石　一寿 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾋｻ  0:29:53浜松市204
7677 干場　純 ﾎｼﾊﾞ ｼﾞｭﾝ  0:29:53浜松市205
7422 福田　卓哉 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ  0:29:54浜松市206
7515 沖田　聡史 ｵｷﾀ ｻﾄｼ  0:29:54浜松市207
8014 鈴木　祥裕 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ  0:29:55浜松市208
7346 島影　建 ｼﾏｶｹﾞ ﾀﾂﾙ  0:29:58浜松市209
7619 丸野　直也 ﾏﾙﾉ ﾅｵﾔ  0:30:00愛知県210
8550 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ  0:30:02袋井市211
7655 河合　忍則 ｶﾜｲ ﾓﾄﾐﾂ  0:30:03磐田市212
7876 横澤　巧 ﾖｺｻﾞﾜ ﾀｸﾐ  0:30:03浜松市213
7372 藤田　竜司 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ  0:30:03浜松市214
7757 夏目　勇 ﾅﾂﾒ ｲｻﾑ  0:30:04浜松市215
8450 高橋　幹也 ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾔ  0:30:06浜松市216
7963 熱田　洋平 ｱﾂﾀ ﾖｳﾍｲ  0:30:08磐田市217
7305 井林　宏多 ｲﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ  0:30:10浜松市218
8549 山下　晃宏 ﾔﾏｼﾀ ｱｷﾋﾛ  0:30:11浜松市219
7404 榊原　浩晃 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ  0:30:11浜松市220
8529 二俣　大祐 ﾌﾀﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ  0:30:23掛川市221
7254 和久田　大智 ﾜｸﾀﾞ ﾋﾛﾄﾓ  0:30:28浜松市222
8451 寺田　達哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾀﾂﾔ  0:30:38袋井市223
8452 中山　和弥 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾔ  0:30:38掛川市224
7519 上田　隆之 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ  0:30:42浜松市225
7329 日下部　聡 ｸｻｶﾍﾞ ｻﾄｼ  0:30:43浜松市226
7539 渡瀬　智則 ﾜﾀｾ ﾄﾓﾉﾘ  0:30:43浜松市227
7384 中村　達哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ  0:30:44浜松市228
8084 酒井　雄一郎 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:30:44磐田市229
7647 清水　聖亜 ｼﾐｽﾞ ｾｲｱ  0:30:45掛川市230
8417 床原　篤史 ﾄｺﾊﾗ ｱﾂｼ  0:30:46藤枝市231
7335 柴田　祐希 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｷ  0:30:46島田市232
7251 三浦　隆 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ  0:30:47磐田市233
8425 島崎　和彦 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ  0:30:47掛川市234
7614 印南　友裕 ｲﾝﾅﾝ ﾄﾓﾋﾛ  0:30:48浜松市235
8444 中村　圭佑 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ  0:30:53浜松市236
7827 松村　邦久 ﾏﾂﾑﾗ ｸﾆﾋｻ  0:30:53磐田市237
8355 小柳　美彦 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾋｺ  0:30:54浜松市238
7569 荒井　卓 ｱﾗｲ ﾀｸ  0:30:55愛知県239
8179 石津　賢一 ｲｼﾂﾞ ｹﾝｲﾁ  0:30:57浜松市240
7631 赤堀　央幸 ｱｶﾎﾘ ﾄﾓﾕｷ  0:31:02菊川市241
7400 今泉　亮輔 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ  0:31:04浜松市242
8561 渡辺　啓司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｶ  0:31:05磐田市243
7923 中野　荘介 ﾅｶﾉ ｿｳｽｹ  0:31:13浜松市244
8362 松元　康記 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ  0:31:18浜松市245
7815 木下　大地 ｷｼﾀ ﾀﾞｲﾁ  0:31:19磐田市246
7445 岡田　祐輔 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ  0:31:21浜松市247
7627 神谷　尚嗣 ｶﾐﾔ ﾅｵﾂｸﾞ  0:31:23磐田市248
8560 渡辺　英利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  0:31:28磐田市249
8315 竹下　真臣 ﾀｹｼﾀ ﾏｻｵﾐ  0:31:34袋井市250
8489 山口　洋平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ  0:31:36浜松市251
8547 松下　公彦 ﾏﾂｼﾀ ｷﾐﾋｺ  0:31:37磐田市252
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8368 日比　康雅 ﾋﾋﾞ ﾔｽﾏｻ  0:31:43磐田市253
8520 小川　高志 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ  0:31:47磐田市254
7791 金指　嘉彦 ｶﾅｻｼ ﾖｼﾋｺ  0:31:50磐田市255
7296 平野　暢洋 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:31:55浜松市256
8030 月村　洋介 ﾂｷﾑﾗ ﾖｳｽｹ  0:31:55磐田市257
8553 鈴木　崇史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ  0:32:01愛知県258
7518 長谷川　忠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ  0:32:01掛川市259
7542 村上　弘樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｷ  0:32:01袋井市260
7340 村田　達則 ﾑﾗﾀ ﾀﾂﾉﾘ  0:32:08磐田市261
8073 白倉　大河 ｼﾗｸﾗ ﾀｲｶﾞ  0:32:10島田市262
7884 望月　克彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾂﾋｺ  0:32:12静岡市263
7280 井戸田　仁志 ｲﾄﾞﾀ ﾋﾄｼ  0:32:21静岡市264
8556 桜井　崇 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ  0:32:21湖西市265
8542 深水　保 ﾌｶﾐｽﾞ ﾀﾓﾂ  0:32:25浜松市266
7330 杉山　崇 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ  0:32:26浜松市267
7996 鈴木　達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ  0:32:28焼津市268
7713 伊藤　貴弘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  0:32:29磐田市269
8215 佐藤　稔幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ  0:32:32宮城県270
8587 岡田　一輝 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ  0:32:37浜松市271
8395 松下　司 ﾏﾂｼﾀ ﾂｶｻ  0:32:41御前崎市272
8165 林　守 ﾊﾔｼ ﾏﾓﾙ  0:33:00浜松市273
7366 安間　康博 ｱﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ  0:33:01磐田市274
8481 高林　亨仁 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾄ  0:33:05浜松市275
8258 前田　仁志 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾄｼ  0:33:06藤枝市276
7549 三輪　光司 ﾐﾜ ｺｳｼﾞ  0:33:07浜松市277
7538 寺田　智紀 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓｷ  0:33:12磐田市278
7423 落合　健治 ｵﾁｱｲ ｹﾝｼﾞ  0:33:14浜松市279
7649 倉田　敬利 ｸﾗﾀ ﾀｶﾄｼ  0:33:17愛知県280
8443 浅岡　大典 ｱｻｵｶ ﾄﾓﾉﾘ  0:33:17磐田市281
8016 内山　司世 ｳﾁﾔﾏ ｼﾖ  0:33:17浜松市282
8411 藤田　聡 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ  0:33:18東京都283
7557 近野　文保 ｺﾝﾉ ﾌﾐﾔｽ  0:33:23浜松市284
8460 杉林　博之 ｽｷﾞﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ  0:33:24磐田市285
7925 神田　貴将 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾏｻ  0:33:25磐田市286
8424 二橋　一樹 ﾆﾊｼ ｶｽﾞｷ  0:33:28浜松市287
8564 斉藤　聖貴 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ  0:33:28御殿場市288
8531 佐藤　碧 ｻﾄｳ ｱｵｲ  0:33:28浜松市289
8517 郷　雄太 ｺﾞｳ ﾕｳﾀ  0:33:29磐田市290
8024 神谷　康裕 ｶﾐﾔ ﾔｽﾋﾛ  0:33:30愛知県291
7556 原田　寛弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾔ  0:33:34静岡市292
8391 松本　高明 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｱｷ  0:33:35磐田市293
7524 安間　洋人 ｱﾝﾏ ﾋﾛﾄ  0:33:38浜松市294
8422 大城　康徳 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾉﾘ  0:33:40磐田市295
7670 遠山　裕紀 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｷ  0:33:47浜松市296
8335 加藤　宏之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  0:33:49掛川市297
7521 原田　佳秀 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ  0:34:13浜松市298
8155 尾藤　宗俊 ﾋﾞﾄｳ ﾑﾈﾄｼ  0:34:18浜松市299
8220 竹ノ内　柊磨 ﾀｹﾉｳﾁ ｼｭｳﾏ  0:34:21磐田市300
7917 品川　英治 ｼﾅｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ  0:34:22浜松市301
7571 堀　哲史 ﾎﾘ ﾃﾂｼﾞ  0:34:25袋井市302
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7608 内藤　亮太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ  0:34:30浜松市303
8503 今坂　隆 ｲﾏｻｶ ﾀｶｼ  0:34:37磐田市304
7477 根頃　雄亮 ﾈｺﾞﾛ ﾕｳｽｹ  0:34:40浜松市305
7790 佐久間　要 ｻｸﾏ ｶﾅﾒ  0:34:46静岡市306
7617 小泉　高樹 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶｷ  0:34:46静岡市307
8494 松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ  0:34:53掛川市308
8088 金子　博明 ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ  0:34:59磐田市309
8333 山内　崇聖 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾏｻ  0:35:08浜松市310
7613 森下　雅史 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｼ  0:35:08浜松市311
7984 山本　尚寛 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ  0:35:10浜松市312
8467 増井　将人 ﾏｽｲ ﾏｻﾄ  0:35:22浜松市313
8293 戸田　和幸 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ  0:35:35吉田町314
8526 秋田　誠也 ｱｷﾀ ｾｲﾔ  0:35:49静岡市315
8077 平野　晃司 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ  0:35:50磐田市316
8085 杉森　信吾 ｽｷﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ  0:35:57浜松市317
8075 大谷　典克 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘｶﾂ  0:35:57浜松市318
8106 俵山　英樹 ﾋｮｳﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ  0:36:00浜松市319
7364 沖　和彦 ｵｷ ｶｽﾞﾋｺ  0:36:02磐田市320
8563 村松　大寿 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾞｲｼﾞｭ  0:36:09浜松市321
7862 澤木　秀行 ｻﾜｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:36:14浜松市322
7659 渥美　透 ｱﾂﾐ ﾄｵﾙ  0:36:17磐田市323
7661 太田　健一 ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ  0:36:30磐田市324
8586 真木　克昌 ﾏｷ ｶﾂﾏｻ  0:36:32湖西市325
8337 岡本　祐介 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ  0:36:34掛川市326
7716 櫻井　和彦 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾋｺ  0:36:36静岡市327
7480 川村　貴志 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ  0:36:38愛知県328
7710 加藤　洋和 ｶﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  0:36:58浜松市329
7405 平野　裕 ﾋﾗﾉ ﾕﾀｶ  0:37:07静岡市330
7754 茅野　貴仁 ｶﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ  0:37:12磐田市331
8487 渡辺　交司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ  0:37:18磐田市332
7687 三枝　賢太 ｻｴｸﾞｻ ｹﾝﾀ  0:37:42浜松市333
7692 原口　智康 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾄﾓﾔｽ  0:37:44静岡市334
7928 山本　将孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾀｶ  0:37:55浜松市335
8143 勝又　雅人 ｶﾂﾏﾀ ﾏｻﾄ  0:37:56浜松市336
8554 鈴木　亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ  0:38:30磐田市337
8286 平井　秀輔 ﾋﾗｲ ｼｭｳｽｹ  0:38:49浜松市338
7935 高橋　将 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ  0:39:02湖西市339
8334 小川　勝弘 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  0:39:11浜松市340
8336 山内　将矢 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ  0:39:11磐田市341
8279 小笠原　大亮 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ  0:39:15浜松市342
8158 高井　厚典 ﾀｶｲ ｱﾂﾉﾘ  0:39:33浜松市343
8017 奥橋　勇斗 ｵｸﾊｼ ﾕｳﾄ  0:39:52浜松市344
8543 宮本　寛太 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ  0:39:56浜松市345
7799 古井　健一 ﾌﾙｲ ｹﾝｲﾁ  0:40:10静岡市346
8070 川島　大和 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ  0:40:15磐田市347
7961 三井　琢史 ﾐﾂｲ ﾀｸｼ  0:40:26磐田市348
7386 清原　敬人 ｷﾖﾊﾗ ﾀｶﾄ  0:40:35掛川市349
7662 市川　真吾 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｺﾞ  0:40:36袋井市350
7506 小出　健太郎 ｺｲﾃﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  0:41:15浜松市351
7949 佐籐　昌志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ  0:41:16浜松市352
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５ｋｍ男子３９歳以下
7891 村松　剛史 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹｼ  0:41:50浜松市353
8545 長谷川　和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ  0:41:56浜松市354
8528 大島　崇史 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾌﾐ  0:42:30磐田市355
8582 坂口　弘祐 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ  0:42:32磐田市356
7494 島田　賢一 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  0:42:50静岡市357
7312 村松　亮 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ  0:43:44浜松市358
8095 新庄　真佳 ｼﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ  0:44:56浜松市359
7866 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  0:45:42沼津市360
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５ｋｍ男子４０歳以上
7004 石上　真吾 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ  0:16:37藤枝市1
7013 牧野　誠三 ﾏｷﾉ ｾｲｿﾞｳ  0:17:15磐田市2
7028 鈴木　一喜 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ  0:17:41湖西市3
8137 大橋　正義 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾖｼ  0:17:59吉田町4
7021 内藤　武正 ﾅｲﾄｳ ﾀｹﾏｻ  0:18:02富士宮市5
7031 高橋　俊明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ  0:18:26袋井市6
7037 高橋　雅季 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ  0:18:36富士市7
7040 藤田　佳将 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾏｻ  0:18:51牧之原市8
7030 名古　真拓 ﾅｺﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:19:08浜松市9
7063 青柳　貴之 ｱｵﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾕｷ  0:19:28浜松市10
7124 寺岡　均 ﾃﾗｵｶ ﾋﾄｼ  0:20:10富士宮市11
7073 上村　高久 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ  0:20:33浜松市12
7126 川上　博史 ｶﾜｶ ﾐﾋﾛｼ  0:20:38静岡市13
7020 室町　律雄 ﾑﾛﾏﾁ ﾘﾂｵ  0:20:49三重県14
7065 里和　孝幸 ｻﾄﾜ ﾀｶﾕｷ  0:21:03富士市15
7146 古田　晶寛 ﾌﾙﾀ ｱｷﾋﾛ  0:21:15浜松市16
7053 諏訪　元昭 ｽﾜ ﾓﾄｱｷ  0:21:27浜松市17
7079 山本　博史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ  0:21:37愛知県18
7171 遠藤　慎弥 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ  0:21:39焼津市19
7075 松浦　愼一 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｲﾁ  0:22:29浜松市20
7054 松井　孝介 ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ  0:22:30掛川市21
7118 坂田　敏彦 ｻｶﾀ ﾄｼﾋｺ  0:22:37浜松市22
7144 花村　秀樹 ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ  0:23:03湖西市23
8171 向山　茂 ﾑｶｲﾔﾏ ｼｹﾞﾙ  0:23:15浜松市24
7167 中津山　豊 ﾅｶﾂﾔﾏ ﾕﾀｶ  0:23:24静岡市25
7182 岩渕　渡 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾜﾀﾙ  0:23:36神奈川県26
7136 中重　宏 ﾅｶｼｹﾞ ﾋﾛｼ  0:23:44袋井市27
7355 鈴木　敏文 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾌﾐ  0:24:13磐田市28
7101 土橋　利一 ﾂﾁﾊｼ ﾄｼｲﾁ  0:24:16浜松市29
7187 秋田　泰宏 ｱｷﾀ ﾔｽﾋﾛ  0:24:19浜松市30
7904 秋山　恭延 ｱｷﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ  0:24:29掛川市31
7166 一柳　雅司 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ  0:24:35袋井市32
7589 上野　高広 ｳｴﾉ ﾀｶﾋﾛ  0:24:45浜松市33
7334 丸尾　浩治 ﾏﾙｵ ｺｳｼﾞ  0:24:51袋井市34
7216 米山　四洲男 ﾖﾈﾔﾏ ｼｽﾞｵ  0:24:56磐田市35
7168 稲垣　勝俊 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂﾄｼ  0:24:56浜松市36
8124 山内　秀仁 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞﾋﾄ  0:25:05磐田市37
7369 岩崎　史典 ｲﾜｻｷ ﾌﾐﾉﾘ  0:25:10浜松市38
7188 西尾　仁志 ﾆｼｵ ﾋﾄｼ  0:25:14磐田市39
7252 小出　政孝 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾀｶ  0:25:19浜松市40
8001 川合　隆司 ｶﾜｲ ﾀｶｼ  0:25:20袋井市41
7298 岡本　和之 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ  0:25:23浜松市42
7177 吉山　新吉 ﾖｼﾔﾏ ｼﾝｷﾁ  0:25:33浜松市43
7466 鈴木　正晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ  0:25:34浜松市44
7190 鈴木　秀明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ  0:25:35浜松市45
7247 北嶋　規好 ｷﾀｼﾞﾏ ﾉﾘﾖｼ  0:25:42磐田市46
7359 小林　智茂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｼｹﾞ  0:25:43浜松市47
7259 長谷川　仁 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝ  0:25:43森町48
7189 三井　鉄司 ﾐﾂｲ ﾃﾂｼﾞ  0:25:45浜松市49
7388 長尾　一史 ﾅｶﾞｵ ﾋﾄｼ  0:26:05富士市50
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５ｋｍ男子４０歳以上
7042 山下　丈一 ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｮｳｲﾁ  0:26:10浜松市51
8068 増田　繁 ﾏｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  0:26:11焼津市52
8573 高橋　義也 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾔ  0:26:14静岡市53
7440 池ヶ谷　健司 ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｼﾞ  0:26:16静岡市54
7424 神谷　俊樹 ｶﾐﾔ ﾄｼｷ  0:26:21浜松市55
8191 原田　幸弘 ﾊﾗﾀﾞ  0:26:21袋井市56
8050 水野　康弘 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ  0:26:22磐田市57
8172 夏目　能宏 ﾅﾂﾒ ﾖｼﾋﾛ  0:26:29湖西市58
7277 佐藤　逸男 ｻﾄｳ ｲﾂｵ  0:26:29浜松市59
7103 佐藤　好是 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ  0:26:30浜松市60
8317 吉永　優 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｻﾙ  0:26:35袋井市61
7629 四方　茂樹 ﾖﾓ ｼｹﾞｷ  0:26:39磐田市62
7225 松下　靖 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽｼ  0:26:42掛川市63
7952 池田　昭 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ  0:26:46磐田市64
7213 酒井　六新 ｻｶｲ ﾑﾂﾖｼ  0:26:47磐田市65
8312 金原　憲 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀﾀﾞｼ  0:26:48袋井市66
7230 鈴木　貴光 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐﾂ  0:27:07浜松市67
7333 飯田　晋也 ｲｲﾀﾞ ｼﾝﾔ  0:27:07浜松市68
7303 村松　昭仁 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋﾄ  0:27:08浜松市69
7257 松島　康二 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽｼﾞ  0:27:10浜松市70
7313 平野　光邦 ﾋﾗﾉ ﾐﾂｸﾆ  0:27:20浜松市71
8003 石野　啓二 ｲｼﾉ ｹｲｼﾞ  0:27:25磐田市72
7476 澤田　周治 ｻﾜﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ  0:27:27湖西市73
7262 松下　康英 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ  0:27:32愛知県74
7327 鈴木　幸夫 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ  0:27:32磐田市75
7086 前島　道秀 ﾏｴｼﾏ ﾐﾁﾋﾃﾞ  0:27:33浜松市76
7256 井口　定義 ｲｸﾞﾁ  0:27:34浜松市77
7406 大石　喜巳 ｵｵｲｼ ﾖｼﾐ  0:27:36磐田市78
8096 鈴木　昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ  0:27:39浜松市79
7371 神谷　幸紀 ｶﾐﾔ ｺｳｷ  0:27:41掛川市80
7980 内田　健次 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  0:27:50浜松市81
7344 横田　政行 ﾖｺﾀ ﾏｻﾕｷ  0:27:50浜松市82
7214 加賀山　茂 ｶｶﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ  0:27:51愛知県83
8294 今泉　久司 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋｻｼ  0:27:52島田市84
7184 鈴木　純夫 ｽｽﾞｷ ｽﾐｵ  0:27:56浜松市85
7316 吉田　和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  0:27:57浜松市86
7360 田中　晃 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ  0:27:59浜松市87
7119 名久井　功 ﾅｸｲ ｲｻｵ  0:28:04掛川市88
8408 鈴木　潮人 ｽｽﾞｷ ｼｵﾄ  0:28:07浜松市89
8169 矢部　克彦 ﾔﾍﾞ ｶﾂﾋｺ  0:28:09磐田市90
7260 大場　英司 ｵｵﾊﾞ ｴｲｼﾞ  0:28:10袋井市91
7412 萩原　真 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ  0:28:11浜松市92
7964 小宮　敬 ｺﾐﾔ ﾀｶｼ  0:28:12浜松市93
8187 久野　成夫 ﾋｻﾉ ｼｹﾞｵ  0:28:25磐田市94
7361 山口　一馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ  0:28:26浜松市95
7392 山田　正樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ  0:28:28浜松市96
7470 大石　正直 ｵｵｲｼ ﾏｻﾅｵ  0:28:35浜松市97
7322 松本　達美 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾐ  0:28:36牧之原市98
8324 井坂　義治 ｲｻｶ ﾖｼﾊﾙ  0:28:39磐田市99
7439 岡田　道典 ｵｶﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ  0:28:41磐田市100
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５ｋｍ男子４０歳以上
7226 水谷　智也 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾔ  0:28:43三重県101
7367 竹内　康記 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｷ  0:28:45袋井市102
7185 鳥居　貞文 ﾄﾘｲ ｻﾀﾞﾌﾐ  0:28:48磐田市103
7998 後藤　孝成 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾅﾘ  0:28:50浜松市104
7301 浅井　利夫 ｱｻｲ ﾄｼｵ  0:28:51浜松市105
8104 石川　俊次 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｼﾞ  0:28:53焼津市106
7959 金原　明則 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱｷﾉﾘ  0:29:01磐田市107
7650 花園　晃 ﾊﾅｿﾞﾉ ｱｷﾗ  0:29:02磐田市108
7268 辻　民男 ﾂｼﾞ ﾀﾐｵ  0:29:05焼津市109
7248 石原　一郎 ｲｼﾊﾗ ｲﾁﾛｳ  0:29:09兵庫県110
7760 平谷　均 ﾋﾗﾀﾆ ﾋﾄｼ  0:29:10磐田市111
7985 鈴木　博徳 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ  0:29:10磐田市112
8416 井上　雅夫 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ  0:29:11磐田市113
7246 松島　智則 ﾏﾂｼﾏ ﾄﾓﾉﾘ  0:29:14浜松市114
8282 高柳　浩久 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾋｻ  0:29:14浜松市115
7987 佐藤　賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  0:29:16磐田市116
8123 木下　晴夫 ｷｼﾀ ﾊﾙｵ  0:29:18磐田市117
7535 鈴木　浩彦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋｺ  0:29:18浜松市118
8054 野末　智宏 ﾉｽﾞｴ ﾄﾓﾋﾛ  0:29:20浜松市119
7391 増田　俊次 ﾏｽﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ  0:29:20焼津市120
7486 大塚　洋和 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｶｽﾞ  0:29:22浜松市121
7664 杉山　剛也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹﾔ  0:29:24磐田市122
8318 林　秀樹 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ  0:29:25袋井市123
8418 加茂　雅雄 ｶﾓ ﾏｻｵ  0:29:29浜松市124
8311 関　康弘 ｾｷ ﾔｽﾋﾛ  0:29:29袋井市125
7215 大石　光利 ｵｵｲｼ ﾐﾂﾄｼ  0:29:31浜松市126
8119 酒井　基成 ｻｶｲ ﾓﾄﾅﾘ  0:29:33掛川市127
7219 占野　政善 ｼﾒﾉ ﾏｻﾖｼ  0:29:36静岡市128
7995 鈴木　和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ  0:29:38静岡市129
7612 石川　祥宣 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:29:38焼津市130
7381 髙柳　正悟 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｮｳｺﾞ  0:29:42浜松市131
7250 古橋　誠 ﾌﾙﾊｼ ﾏｺﾄ  0:29:44浜松市132
7409 柴田　佳明 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｱｷ  0:29:48静岡市133
7338 田中　勝規 ﾀﾅｶ ｶﾂﾉﾘ  0:29:49静岡市134
8203 寺田　展章 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ  0:29:50磐田市135
8538 伊藤　耕一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ  0:29:54浜松市136
7759 間渕　秀幸 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:29:54浜松市137
7363 永島　秀彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ  0:29:54浜松市138
8207 中野　勝明 ﾅｶﾉ ｶﾂｱｷ  0:29:57磐田市139
7852 仲村　文弘 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾋﾛ  0:29:59磐田市140
7482 芹野　洋介 ｾﾘﾉ ﾖｳｽｹ  0:30:03磐田市141
7266 本田　勉 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾄﾑ  0:30:03浜松市142
7578 尾崎　博一 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｲﾁ  0:30:06静岡市143
7798 長谷川　浩由 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  0:30:08浜松市144
7447 八木　勇 ﾔｷﾞ ｲｻﾑ  0:30:11焼津市145
8221 石塚　泰彦 ｲｼﾂﾞｶ ﾔｽﾋｺ  0:30:11浜松市146
7222 鈴木　三千夫 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ  0:30:13浜松市147
8314 高田　剛志 ﾀｶﾀﾞ ﾀｹｼ  0:30:13袋井市148
7691 野栗　康光 ﾉｸﾞﾘ ﾔｽﾐﾂ  0:30:19浜松市149
8527 清水　貴彦 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋｺ  0:30:22袋井市150
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５ｋｍ男子４０歳以上
8065 黒柳　学 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾏﾅﾌﾞ  0:30:24磐田市151
8130 吉田　好男 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｵ  0:30:34袋井市152
8043 新間　晴彦 ｼﾝﾏ ﾊﾙﾋｺ  0:30:36浜松市153
7483 桜井　利昭 ｻｸﾗｲ ﾄｼｱｷ  0:30:38浜松市154
7276 関谷　富男 ｾｷﾔ ﾄﾐｵ  0:30:40焼津市155
8044 永井　久雄 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｵ  0:30:41磐田市156
8383 蝦名　勝 ｴﾋﾞﾅ ﾏｻﾙ  0:30:49磐田市157
8488 村松　佳春 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾊﾙ  0:30:58浜松市158
7263 足立　和也 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾔ  0:30:59静岡市159
8026 塩澤　博 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ  0:31:00磐田市160
7533 西山　豊彦 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾖﾋｺ  0:31:02磐田市161
7399 森　映 ﾓﾘ ｱｷﾗ  0:31:11浜松市162
7968 杉山　修一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ  0:31:13浜松市163
7785 鈴木　守 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ  0:31:19磐田市164
7320 黒島　秀拡 ｸﾛｼﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ  0:31:21浜松市165
7403 加藤　裕一 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ  0:31:26浜松市166
8086 兼子　明典 ｶﾈｺ ｱｷﾉﾘ  0:31:29磐田市167
7534 和田　和夫 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ  0:31:30磐田市168
8423 天野　悟 ｱﾏﾉ ｻﾄﾙ  0:31:33焼津市169
8190 菊田　松徳 ｷｸﾀ ﾏﾂﾉﾘ  0:31:45浜松市170
7910 竹田　信市 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  0:31:48浜松市171
8087 石上　達也 ｲｼｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ  0:31:49袋井市172
7897 久保　克己 ｸﾎﾞ ｶﾂﾐ  0:31:50焼津市173
8009 片桐　栄二 ｶﾀｷﾞﾘ ｴｲｼﾞ  0:31:55浜松市174
7421 鈴木　彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ  0:31:57浜松市175
8186 吉井　規之 ﾖｼｲ ﾉﾘﾕｷ  0:31:57焼津市176
8298 増田　高茂 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｼｹﾞ  0:32:01静岡市177
7492 藤岡　新一 ﾌｼﾞｵｶ ｼﾝｲﾁ  0:32:07浜松市178
7326 藤江　修 ﾌｼﾞｴ ｵｻﾑ  0:32:12森町179
7850 鈴木　實 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ  0:32:14浜松市180
7552 暮林　一行 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ  0:32:24島田市181
7913 永田　健治 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  0:32:30愛知県182
8008 森松　義博 ﾓﾘﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ  0:32:31浜松市183
8316 杉山　和範 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  0:32:33袋井市184
7315 石田　邦彦 ｲｼﾀﾞ ｸﾆﾋｺ  0:32:37磐田市185
7594 友田　和一 ﾄﾓﾀﾞ ﾜｲﾁ  0:32:40浜松市186
7129 藤田　進 ﾌｼﾞﾀ ｽｽﾑ  0:32:41愛知県187
8327 長谷川　良行 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾕｷ  0:32:41湖西市188
8579 斉藤　宏和 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  0:32:44藤枝市189
7763 伊藤　一隆 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ  0:32:47菊川市190
7805 鈴木　勝博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ  0:32:57三重県191
8126 伊藤　伸 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾙ  0:32:58磐田市192
7616 室谷　修 ﾑﾛﾀﾆ ｵｻﾑ  0:33:01浜松市193
8373 岡本　一史 ｵｶﾓﾄ ﾋﾄｼ  0:33:05浜松市194
7436 稲野　浩康 ｲﾅﾉ ﾋﾛﾔｽ  0:33:12浜松市195
7176 平野　克己 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾐ  0:33:16牧之原市196
8504 鳥居　勤 ﾄﾘｲ ﾂﾄﾑ  0:33:16磐田市197
7130 清水　一雄 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｵ  0:33:20浜松市198
7658 村瀬　雄一 ﾑﾗｾ ﾕｳｲﾁ  0:33:20磐田市199
7325 石松　征弘 ｲｼﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ  0:33:20浜松市200
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7697 内藤　潔 ﾅｲﾄｳ ｷﾖｼ  0:33:20浜松市201
8372 松本　直士 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｼ  0:33:20浜松市202
8278 清水　文由 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾖｼ  0:33:24浜松市203
7490 岸本　達雄 ｷｼﾓﾄ ﾀﾂｵ  0:33:30浜松市204
8313 工藤　宏 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ  0:33:31袋井市205
8499 杉浦　拓生 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸｵ  0:33:37浜松市206
7488 鈴木　正弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ  0:33:41愛知県207
7408 斉藤　幸雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ  0:33:44藤枝市208
7448 二橋　尚史 ﾆﾊｼ ﾋｻｼ  0:33:46浜松市209
8002 尾高　利典 ｵﾀﾞｶ ﾄｼﾉﾘ  0:33:47磐田市210
8329 小林　宏明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ  0:33:49磐田市211
7565 山本　幸弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ  0:33:50浜松市212
7093 鈴木　彰宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ  0:33:55磐田市213
8019 内田　光 ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ  0:33:57浜松市214
7695 鈴木　正光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ  0:33:57磐田市215
7999 三ツ谷　憲二 ﾐﾂﾔ ｹﾝｼﾞ  0:34:00磐田市216
8297 西村　経治 ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｼﾞ  0:34:07静岡市217
7511 田中　常和 ﾀﾅｶ ﾂﾈｶｽﾞ  0:34:08浜松市218
7527 江原　友二 ｴﾊﾗ ﾄﾓｼﾞ  0:34:09浜松市219
7776 次広　功一 ﾂｷﾞﾋﾛ ｺｳｲﾁ  0:34:16浜松市220
8580 ダレン　コジマ ﾀﾞﾚﾝ ｺｼﾞﾏ  0:34:20藤枝市221
7457 大場　政之 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾕｷ  0:34:21浜松市222
8219 竹ノ内　時彦 ﾀｹﾉｳﾁ ﾄｷﾋｺ  0:34:21磐田市223
8389 佐野　隆弘 ｻﾉ ﾀｶﾋﾛ  0:34:32磐田市224
8239 渡辺　晋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ  0:34:32浜松市225
7969 今村　秀和 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  0:34:34浜松市226
8585 牧田　正之 ﾏｷﾀ ﾏｻﾕｷ  0:34:41静岡市227
7416 小粥　良和 ｵｶﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ  0:34:49浜松市228
7487 鈴木　信隆 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾀｶ  0:34:52磐田市229
7324 西尾　俊彦 ﾆｼｵ ﾄｼﾋｺ  0:34:53東京都230
8151 中安　朋之 ﾅｶﾔｽ ﾄﾓﾕｷ  0:34:56浜松市231
8484 野崎　正蔵 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ  0:35:00磐田市232
8485 金原　孝夫 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀｶｵ  0:35:06磐田市233
7623 藤原　光太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ  0:35:09磐田市234
7789 金田　憲治 ｶﾈﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  0:35:12浜松市235
8445 今村　吉宏 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ  0:35:14磐田市236
7729 清水　重一 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ  0:35:20袋井市237
7172 中村　雅輝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ  0:35:22浜松市238
7402 津島　尚史 ﾂｼﾏ ﾋｻｼ  0:35:31藤枝市239
7828 伊藤　正道 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ  0:35:32三重県240
7725 館山　博 ﾀﾃﾔﾏ ﾋﾛｼ  0:35:35愛知県241
8118 大石　修次 ｵｵｲｼ ｼｭｳｼﾞ  0:35:38磐田市242
8196 青嶌　孝芳 ｱｵｼﾏ ｶﾀﾖｼ  0:35:42磐田市243
7770 杉山　公和 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾐｶｽﾞ  0:35:45静岡市244
7694 山本　力嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｷｼﾞ  0:35:51浜松市245
7401 杉原　久雄 ｽｷﾞﾊﾗ ﾋｻｵ  0:35:51藤枝市246
7752 廣瀬　賢典 ﾋﾛｾ  0:35:54三重県247
8574 平田　清文 ﾋﾗﾀ ｷﾖﾌﾐ  0:35:55静岡市248
7395 市原　勇次 ｲﾁﾊﾗ ﾕｳｼﾞ  0:35:57浜松市249
7491 川上　盛衛 ｶﾜｶﾐ ﾓﾘｴ  0:35:57焼津市250
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8234 中村　敦一 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ  0:35:59浜松市251
7854 影山　直隆 ｶｹﾞﾔﾏ ﾅｵﾀｶ  0:36:04袋井市252
8347 梶山　統生 ｶｼﾞﾔﾏ ﾓﾄｵ  0:36:05静岡市253
8237 秋山　浩規 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾉﾘ  0:36:06清水町254
7747 天満　勝之進 ﾃﾝﾏ ｶﾂﾉｼﾝ  0:36:07藤枝市255
7981 石川　修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ  0:36:15磐田市256
7934 岡林　成行 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ  0:36:15浜松市257
7853 山柄　長誠 ﾔﾏｶﾞﾗ ﾅｶﾞﾏｻ  0:36:23磐田市258
7765 原　英男 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ  0:36:30浜松市259
7443 飯田　恭史 ｲｲﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ  0:36:35湖西市260
8138 荒木　房男 ｱﾗｷ ﾌｻｵ  0:36:36浜松市261
7332 太田良　和弘 ｵｵﾀﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  0:36:39焼津市262
7955 大石　康智 ｵｵｲｼ ﾔｽﾄﾓ  0:36:46浜松市263
8020 水野　修一 ﾐｽﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ  0:36:58愛知県264
7601 石川　正雄 ｲｼｶﾜ ﾏｻｵ  0:37:04沼津市265
8536 中村　光宏 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ  0:37:16磐田市266
7639 村松　雅弘 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ  0:37:22藤枝市267
7528 槌本　幸雄 ﾂﾁﾓﾄ ﾕｷｵ  0:37:24磐田市268
7573 越川　浩二 ｺｼｶﾜ ｺｳｼﾞ  0:37:38浜松市269
8409 杉浦　範義 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘﾖｼ  0:37:40磐田市270
8309 胸組　正夫 ﾑﾈｸﾞﾐ ﾏｻｵ  0:37:46静岡市271
7730 佐藤　博光 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ  0:38:02焼津市272
7683 空岡　英司 ｿﾗｵｶ ｴｲｼﾞ  0:38:23掛川市273
7698 杉田　達也 ｽｷﾞﾀ ﾀﾂﾔ  0:38:32愛知県274
8254 山下　哲 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ  0:38:54磐田市275
7820 金子　哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ  0:39:21磐田市276
7814 久保　秀夫 ｸﾎﾞ ﾋﾃﾞｵ  0:39:34磐田市277
7530 鈴木　康司 ｽｽﾞｷ ﾔｽｼﾞ  0:39:38浜松市278
8557 杉山　勝 ｽｷﾞﾔﾏ ｽｸﾞﾙ  0:39:38伊東市279
7983 田中　智規 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ  0:39:39愛知県280
8127 植田　均 ｳｴﾀﾞ ﾋﾄｼ  0:39:54藤枝市281
7864 袴田　悦司 ﾊｶﾏﾀ ｴﾂｼﾞ  0:40:10浜松市282
7933 清水　信介 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｽｹ  0:40:25浜松市283
7582 望月　宏 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｼ  0:40:53静岡市284
8477 岩本　芳明 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼｱｷ  0:41:00藤枝市285
7849 鈴木　弘幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ  0:41:26浜松市286
7745 大口　信一 ｵｵｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ  0:41:28浜松市287
8056 大橋　永幸 ｵｵﾊｼ ﾅｶﾞﾕｷ  0:41:32磐田市288
7898 八木　正弘 ﾔｷﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:41:43磐田市289
7319 植田　正史 ｳｴﾀﾞ ﾏｻｼ  0:41:59浜松市290
7905 村松　彦六 ﾑﾗﾏﾂ ﾋｺﾛｸ  0:42:15浜松市291
8308 堀内　淳 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ  0:42:16磐田市292
7886 吉田　潔 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖｼ  0:43:27浜松市293
7922 袴田　成巳 ﾊｶﾏﾀ ｼｹﾞﾐ  0:43:44浜松市294
7829 松村　光雄 ﾏﾂﾑﾗ ﾐﾂｵ  0:43:55静岡市295
7943 杉保　和夫 ｽｷﾞﾎ ｶｽﾞｵ  0:43:58浜松市296
7902 影山　芳郭 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ  0:44:41静岡市297
8117 近藤　昭 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ  0:45:27袋井市298
7823 勝又　通晴 ｶﾂﾏﾀ ﾐﾁﾊﾙ  0:45:41富士市299
7848 山田　稔 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ  0:46:23三重県300
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7916 高橋　昌也 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ  0:47:53静岡市301
7836 竹下　保 ﾀｹｼﾀ ﾀﾓﾂ  0:51:12富士市302
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7076 鈴木　愛生 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾐ  0:22:44磐田市1
7159 鈴木　弥咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ  0:23:07磐田市2
7147 片寄　由紀 ｶﾀﾖｾ ﾕｷ  0:23:34東京都3
7228 松井　絵美 ﾏﾂｲ ｴﾐ  0:23:43袋井市4
7160 熊谷　香菜子 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾅｺ  0:24:30浜松市5
7245 藤田　真由 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾕ  0:24:31袋井市6
7604 栗田　博恵 ｸﾘﾀ ﾋﾛｴ  0:24:39島田市7
7179 藤岡　緑 ﾌｼﾞｵｶ ﾐﾄﾞﾘ  0:24:42浜松市8
7135 川島　沙由香 ｶﾜｼﾏ ｻﾕｶ  0:24:55御前崎市9
7210 中津川　瑞世 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾐｽﾞﾖ  0:24:59浜松市10
7243 五十嵐　真理 ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾘ  0:25:20浜松市11
7195 鈴木　麻文 ｽｽﾞｷ ｱｻﾐ  0:25:24磐田市12
7300 小栗　みずき ｵｸﾞﾘ ﾐｽﾞｷ  0:25:31浜松市13
8462 篠原　葵 ｼﾉﾊﾗ ｱｵｲ  0:26:09島田市14
7380 久野木　麻紀 ｸﾉｷﾞ ﾏｷ  0:26:55岐阜県15
8437 上野　千佳 ｳｴﾉ ﾁｶ  0:27:21磐田市16
7211 鈴木　桃子 ｽｽﾞｷ ﾓﾓｺ  0:27:23磐田市17
8440 寺田　安曇 ﾃﾗﾀﾞ ｱｽﾞﾐ  0:27:31磐田市18
8539 中尾　礼香 ﾅｶｵ ﾚｲｶ  0:27:42磐田市19
7413 清水　麻希 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ  0:27:42磐田市20
8248 鈴木　瑞穂 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾎ  0:27:46吉田町21
7348 向山　瑛美 ﾑｶｲﾔﾏ ｴﾐ  0:27:47袋井市22
7442 川上　さつき ｶﾜｶﾐ ｻﾂｷ  0:27:49静岡市23
7357 福島　ゆうき ﾌｸｼﾏ ﾕｳｷ  0:27:56掛川市24
8035 松嶌　智代 ﾏﾂｼﾏ  0:27:59磐田市25
7977 織部　梨恵 ｵﾘﾍﾞ ﾘｴ  0:27:59菊川市26
7415 鈴木　志穂 ｽｽﾞｷ ｼﾎ  0:28:01浜松市27
8142 古山　歩 ﾌﾙﾔﾏ ｱﾕﾐ  0:28:15東京都28
7393 島津　佐織 ｼﾏﾂﾞ ｻｵﾘ  0:28:16浜松市29
7948 高橋　美貴 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ  0:28:18浜松市30
8414 池野　仁美 ｲｹﾉ ﾋﾄﾐ  0:28:20磐田市31
8034 鈴木　綾華 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ  0:28:25湖西市32
8274 鈴木　美咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ  0:28:28森町33
8092 粟倉　里衣 ｱﾜｸﾗ ﾘｴ  0:28:36磐田市34
8500 杉浦　和 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾄﾞｶ  0:28:48浜松市35
7379 岩崎　里美 ｲﾜｻｷ ｻﾄﾐ  0:28:50浜松市36
7547 佐藤　優子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ  0:28:53富士宮市37
8006 西尾　智子 ﾆｼｵ ﾄﾓｺ  0:28:55浜松市38
7632 寺岡　由佳里 ﾃﾗｵｶ ﾕｶﾘ  0:28:58島田市39
7624 岡本　律子 ｵｶﾓﾄ ﾘﾂｺ  0:29:05御前崎市40
8304 竹内　伶奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ  0:29:10静岡市41
7394 鈴木　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ  0:29:11浜松市42
7365 河合　里美 ｶﾜｲ ｻﾄﾐ  0:29:15浜松市43
7976 田邊　梓 ﾀﾅﾍﾞ ｱｽﾞｻ  0:29:23掛川市44
8265 鈴木　千保 ｽｽﾞｷ ﾁﾎ  0:29:26袋井市45
8382 林本　綾菜 ﾊﾔｼﾓﾄ ｱﾔﾅ  0:29:39浜松市46
8305 橋本　優香 ﾊｼﾓﾄ ﾕｶ  0:29:41静岡市47
7465 鈴木　由賀 ｽｽﾞｷ ﾕｶ  0:29:44藤枝市48
7541 村上　るみ ﾑﾗｶﾐ ﾙﾐ  0:29:45袋井市49
8439 中村　優花 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ  0:29:46磐田市50
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8486 野中　芙美 ﾉﾅｶ ﾌﾐ  0:29:46磐田市51
8015 竹市　弥加 ﾀｹｲﾁ ﾐｶ  0:29:47浜松市52
8156 秋山　沙織 ｱｷﾔﾏ ｻｵﾘ  0:29:48磐田市53
7642 西澤　瞳 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ  0:29:50浜松市54
7349 山本　敦美 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂﾐ  0:29:50藤枝市55
7599 森　江里子 ﾓﾘ ｴﾘｺ  0:29:51浜松市56
8217 土屋　知佳子 ﾂﾁﾔ ﾁｶｺ  0:29:53浜松市57
7449 富永　智世 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄﾓﾖ  0:30:03磐田市58
8268 鈴木　静香 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｶ  0:30:04磐田市59
7567 鈴木　晴香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ  0:30:07浜松市60
8559 加藤　さくら ｶﾄｳ ｻｸﾗ  0:30:16磐田市61
7478 小柳　京代 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶﾖ  0:30:18磐田市62
7278 西村　麻衣 ﾆｼﾑﾗ ﾏｲ  0:30:19東京都63
7451 田端　桃子 ﾀﾊﾞﾀ ﾓﾓｺ  0:30:20静岡市64
7318 落司　光穂 ｵﾄｼ ﾐﾂﾎ  0:30:20藤枝市65
7550 谷川　智佳子 ﾀﾆｶﾜ ﾁｶｺ  0:30:22浜松市66
8374 美木　美和 ﾐｷ ﾐﾜ  0:30:27静岡市67
7634 川口　梓 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ  0:30:30島田市68
7585 鈴木　麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ  0:30:34磐田市69
8275 福本　美奈子 ﾌｸﾓﾄ ﾐﾅｺ  0:30:35浜松市70
8359 榛村　ことみ ｼﾝﾑﾗ ｺﾄﾐ  0:30:38掛川市71
7637 伊藤　学美 ｲﾄｳ ﾋｻﾐ  0:30:39藤枝市72
7667 平野　里恵 ﾋﾗﾉ ﾘｴ  0:30:41山梨県73
7666 宮崎　亜紀 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｷ  0:30:42静岡市74
8285 杉岡　久子 ｽｷﾞｵｶ ﾋｻｺ  0:30:51愛知県75
7740 小松　亜佐美 ｺﾏﾂ ｱｻﾐ  0:30:51埼玉県76
7385 齋藤　香 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ  0:30:52浜松市77
8399 細井　里江子 ﾎｿｲ ﾘｴｺ  0:30:52袋井市78
7244 高山　美代子 ﾀｶﾔﾏ ﾐﾖｺ  0:30:56愛知県79
8108 天野　伶香 ｱﾏﾉ ﾚｲｶ  0:30:58掛川市80
8185 村松　久美 ﾑﾗﾏﾂ ｸﾐ  0:31:00袋井市81
8083 米山　亜希 ﾖﾈﾔﾏ ｱｷ  0:31:08浜松市82
8159 冨田　久美子 ﾄﾐﾀ ｸﾐｺ  0:31:09浜松市83
7705 内山　知子 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｺ  0:31:12浜松市84
8456 中村　梓 ﾅｶﾑﾗ ｱｽﾞｻ  0:31:15磐田市85
7633 伊藤　真奈美 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ  0:31:16島田市86
7579 池田　佳織 ｲｹﾀﾞ ｶｵﾘ  0:31:18浜松市87
8405 礒部　加奈子 ｲｿﾍﾞ ｶﾅｺ  0:31:21浜松市88
8463 根市　里美 ﾈｲﾁ ｻﾄﾐ  0:31:23浜松市89
8011 天方　舞 ｱﾏｶﾞﾀ ﾏｲ  0:31:25森町90
8508 田原　瑠奈 ﾀﾊﾗ ﾙﾅ  0:31:27磐田市91
7481 田中　文子 ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ  0:31:29浜松市92
7468 齋藤　智美 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾐ  0:31:35焼津市93
8412 石野　明日香 ｲｼﾉ ｱｽｶ  0:31:36浜松市94
8238 川島　淳子 ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ  0:31:36浜松市95
7568 地田　裕子 ﾁﾀﾞ ﾕｳｺ  0:31:36浜松市96
8571 濱村　悠 ﾊﾏﾑﾗ ﾊﾙｶ  0:31:40静岡市97
8392 小柳　美月 ｺﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾞｷ  0:31:43磐田市98
7671 榊原　葉子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｳｺ  0:31:44静岡市99
8243 金澤　恵里子 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾘｺ  0:31:47浜松市100
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8134 前田　泉美 ﾏｴﾀﾞ ｲｽﾞﾐ  0:31:49菊川市101
8400 江島　友美 ｴｼﾞﾏ ﾕﾐ  0:31:49袋井市102
8029 矢谷　仁枝 ﾔﾀﾆ ﾋﾄｴ  0:31:51浜松市103
7678 干場　弓子 ﾎｼﾊﾞ ﾕﾐｺ  0:31:52浜松市104
7693 西郷　奈津子 ｻｲｺﾞｳ ﾅﾂｺ  0:31:56静岡市105
7736 野口　晃代 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾖ  0:32:00浜松市106
8446 中嶋　千尋 ﾅｶｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ  0:32:01掛川市107
8512 福井　めぐみ ﾌｸｲ ﾒｸﾞﾐ  0:32:02愛知県108
8345 筒井　美保子 ﾂﾂｲ ﾐﾎｺ  0:32:04浜松市109
8572 山西　淳子 ﾔﾏﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ  0:32:06静岡市110
7962 永田　泰葉 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾊ  0:32:08兵庫県111
7739 香高　由美 ｺｳﾀﾞｶ ﾕﾐ  0:32:10浜松市112
8032 橋本　こずえ ﾊｼﾓﾄ ｺｽﾞｴ  0:32:16浜松市113
8256 土井　翔子 ﾄﾞｲ ｼｮｳｺ  0:32:16浜松市114
7479 大石　理恵子 ｵｵｲｼ ﾘｴｺ  0:32:18静岡市115
8540 岡田　真梨子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ  0:32:18静岡市116
8514 長沼　あきみ ﾅｶﾞﾇﾏ ｱｷﾐ  0:32:19浜松市117
7437 野口　実穂 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾎ  0:32:19浜松市118
7560 小出　祐子 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｺ  0:32:20浜松市119
7764 冨永　晴代 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾖ  0:32:24磐田市120
7914 芝田　真衣 ｼﾊﾞﾀ ﾏｲ  0:32:24袋井市121
8276 梅原　さおり ｳﾒﾊﾗ ｻｵﾘ  0:32:25磐田市122
8246 山内　あずさ ﾔﾏｳﾁ ｱｽﾞｻ  0:32:26浜松市123
8419 榑林　智子 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ  0:32:27袋井市124
8133 前田　望美 ﾏｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ  0:32:28菊川市125
7700 安富　茜 ﾔｽﾄﾐ ｱｶﾈ  0:32:28磐田市126
7699 阿部　浩子 ｱﾍﾞ ﾋﾛｺ  0:32:29浜松市127
7596 澤木　明美 ｻﾜｷ ｱｹﾐ  0:32:29浜松市128
7856 鈴木　詩織 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ  0:32:30磐田市129
8164 鈴木　舞 ｽｽﾞｷ ﾏｲ  0:32:31袋井市130
8089 鈴木　雅恵 ｽｽﾞｷ ﾏｻｴ  0:32:31浜松市131
8365 吉永　恵梨 ﾖｼﾅｶﾞ ｴﾘ  0:32:31袋井市132
8040 阿島　和 ｱｼﾞﾏ ﾉﾄﾞｶ  0:32:35磐田市133
8325 生田　愛実 ｲｸﾀ ﾒｸﾞﾐ  0:32:35千葉県134
7636 井戸田　友子 ｲﾄﾞﾀ ﾕｳｺ  0:32:36静岡市135
8570 長南　志穂 ﾁｮｳﾅﾝ ｼﾎ  0:32:36静岡市136
8039 中村　友美 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ  0:32:38浜松市137
8339 岸田　薫 ｷｼﾀﾞ ｶｵﾙ  0:32:39浜松市138
8232 田島　薫 ﾀｼﾞﾏ ｶｵﾘ  0:32:41愛知県139
7461 阿部　有紀 ｱﾍﾞ ﾕｷ  0:32:42千葉県140
7857 中谷　美奈子 ﾅｶﾀﾆ ﾐﾅｺ  0:32:43浜松市141
8436 鈴木　彩 ｽｽﾞｷ ｱｶﾘ  0:32:43浜松市142
8321 藤田　京子 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｺ  0:32:45浜松市143
8280 泉　みどり ｲｽﾞﾐ ﾐﾄﾞﾘ  0:32:49磐田市144
8457 高梨　真由 ﾀｶﾅｼ ﾏﾕ  0:32:50磐田市145
7526 本間　万貴子 ﾎﾝﾏ ﾏｷｺ  0:32:51浜松市146
8458 宮下　薫 ﾐﾔｼﾀ ｶｵﾙ  0:32:52磐田市147
8361 中川　千帆美 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁﾎﾐ  0:32:58掛川市148
7938 鈴木　花奈 ｽｽﾞｷ ｶﾅ  0:32:59袋井市149
8249 松本　蘭 ﾏﾂﾓﾄ ﾗﾝ  0:32:59牧之原市150
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7417 中嶋　淑江 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｴ  0:32:59浜松市151
8320 守屋　恵梨 ﾓﾘﾔ ｴﾘ  0:33:02浜松市152
8247 鈴木　梨香 ｽｽﾞｷ ﾘｶ  0:33:03島田市153
7646 太田　雅子 ｵｵﾀ ﾏｻｺ  0:33:06浜松市154
7801 大橋　了子 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳｺ  0:33:07浜松市155
8388 成瀬　文子 ﾅﾙｾ ﾌﾐｺ  0:33:07掛川市156
7497 石川　玲子 ｲｼｶﾜ ﾚｲｺ  0:33:08愛知県157
7988 福井　優樹 ﾌｸｲ ﾕｳｷ  0:33:09浜松市158
7626 坂上　由美 ｻｶｶﾞﾐ ﾕﾐ  0:33:15浜松市159
7628 榛村　弥生 ｼﾝﾑﾗ ﾔﾖｲ  0:33:15浜松市160
7672 木下　真奈 ｷﾉｼﾀ ﾏﾅ  0:33:16磐田市161
8299 大場　栞 ｵｵﾊﾞ ｼｵﾘ  0:33:16牧之原市162
8225 阿部　弥生 ｱﾍﾞ ﾔﾖｲ  0:33:16浜松市163
7722 浅井　宏子 ｱｻｲ ﾋﾛｺ  0:33:17磐田市164
8303 古川　裕香 ﾌﾙｶﾜ ﾕｶ  0:33:19静岡市165
7376 増田　純子 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ  0:33:21神奈川県166
8216 小林　真寿美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｽﾐ  0:33:23浜松市167
8581 梅田　千綾 ｳﾒﾀﾞ ﾁｱﾔ  0:33:24袋井市168
7888 山根　詠子 ﾔﾏﾈ ｴｲｺ  0:33:25浜松市169
7464 柳瀬　望 ﾔﾅｾ ﾉｿﾞﾐ  0:33:25浜松市170
7809 名倉　由香里 ﾅｸﾞﾗ ﾕｶﾘ  0:33:25静岡市171
8402 武村　梨加 ﾀｹﾑﾗ ﾘｶ  0:33:26岐阜県172
8055 小林　裕美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ  0:33:27浜松市173
8307 望月　彩可 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔｶ  0:33:28静岡市174
7675 戸田　智子 ﾄﾀﾞ ﾁｴｺ  0:33:29掛川市175
8287 長谷川　友子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ  0:33:30東京都176
8226 佐藤　元美 ｻﾄｳ ﾓﾄﾐ  0:33:34浜松市177
7915 河村　歩 ｶﾜﾑﾗ ｱﾕﾐ  0:33:38掛川市178
7525 安間　みよ子 ｱﾝﾏ ﾐﾖｺ  0:33:38浜松市179
7452 山本　裕紀子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｺ  0:33:39大阪府180
8537 中村　早千絵 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁｴ  0:33:40磐田市181
8397 山本　優美 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾐ  0:33:42袋井市182
8277 小関　麻里子 ｺｾｷ ﾏﾘｺ  0:33:42浜松市183
7580 藤原　美紀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾉﾘ  0:33:44掛川市184
8296 椿　ちひろ ﾂﾊﾞｷ ﾁﾋﾛ  0:33:51東京都185
8509 西島　春奈 ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾙﾅ  0:33:55静岡市186
8300 松岡　和子 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞｺ  0:33:55静岡市187
7523 村田　佳菜子 ﾑﾗﾀ ｶﾅｺ  0:33:56静岡市188
8208 速水　明日香 ﾊﾔﾐｽﾞ ｱｽｶ  0:33:56浜松市189
8261 竹山　法子 ﾀｹﾔﾏ ﾉﾘｺ  0:33:57浜松市190
8209 河合　由華 ｶﾜｲ ﾕｶ  0:33:57浜松市191
8360 小柳津　知子 ｵﾔｲﾂﾞ ﾄﾓｺ  0:34:00掛川市192
7881 池田　恵子 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺ  0:34:00浜松市193
7784 森内　さつき ﾓﾘｳﾁ ｻﾂｷ  0:34:01浜松市194
7788 大川原　千恵 ｵｵｶﾜﾗ ﾁｴ  0:34:01掛川市195
7787 塚本　枝里 ﾂｶﾓﾄ ｴﾘ  0:34:02菊川市196
7813 小河路　有里 ｺｶﾜｼﾞ ﾕﾘ  0:34:02浜松市197
7786 松本　典子 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｺ  0:34:02掛川市198
7625 川口　菜摘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ  0:34:03御前崎市199
8062 堀尾　実里 ﾎﾘｵ ﾐｻﾄ  0:34:09磐田市200
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8122 石黒　真美 ｲｼｸﾞﾛ ﾏﾐ  0:34:09磐田市201
7794 太田　智子 ｵｵﾀ ﾄﾓｺ  0:34:09浜松市202
7674 杉浦　麻美 ｽｷﾞｳﾗ ｱｻﾐ  0:34:10磐田市203
8534 杉本　文香 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾔｶ  0:34:10磐田市204
8357 伊藤　桂子 ｲﾄｳ ｹｲｺ  0:34:11磐田市205
8343 西川　麻友香 ﾆｼｶﾜ ﾏﾕｶ  0:34:11袋井市206
8270 大嶌　通代 ｵｵｼﾏ ﾐﾁﾖ  0:34:13磐田市207
8346 佐藤　真由美 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ  0:34:13浜松市208
7553 村松　由恵 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｴ  0:34:14袋井市209
7689 柿崎　有紀 ｶｷｻﾞｷ ﾕｷ  0:34:14浜松市210
7986 山崎　雅由美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾕﾐ  0:34:14掛川市211
7990 神野　茜 ｼﾞﾝﾉ ｱｶﾈ  0:34:14磐田市212
8028 大橋　亜矢加 ｵｵﾊｼ ｱﾔｶ  0:34:14磐田市213
8401 村上　智美 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾐ  0:34:14袋井市214
7603 柏木　美帆 ｶｼﾜｷﾞ ﾐﾎ  0:34:15三島市215
8449 小杉　亜希 ｺｽｷﾞ ｱｷ  0:34:17浜松市216
7600 秋山　裕子 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｺ  0:34:18長泉町217
7993 山本　恭子 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳｺ  0:34:19湖西市218
8435 青山　舞花 ｱｵﾔﾏ ﾏｲｶ  0:34:24磐田市219
7771 伊藤　光子 ｲﾄｳ ﾐﾂｺ  0:34:24浜松市220
8438 冨永　渚 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾅｷﾞｻ  0:34:24袋井市221
7572 後藤　麻依子 ｺﾞﾄｳ ﾏｲｺ  0:34:26掛川市222
8568 内村　英恵 ｳﾁﾑﾗ ﾊﾅｴ  0:34:29静岡市223
7555 小林　千絵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ  0:34:33磐田市224
8198 谷澤　妃登美 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ  0:34:33浜松市225
7562 中村　真代 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾖ  0:34:40浜松市226
7982 石川　あ紀 ｲｼｶﾜ ｱｷ  0:34:43磐田市227
7643 梅本　幸穂 ｳﾒﾓﾄ ｻﾁﾎ  0:34:45愛知県228
8093 堀　めぐみ ﾎﾘ ﾒｸﾞﾐ  0:34:45磐田市229
7644 松本　高枝 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｴ  0:34:47浜松市230
7454 山崎　里美 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾄﾐ  0:34:53菊川市231
7611 西尾　さおり ﾆｼｵ ｻｵﾘ  0:34:53東京都232
8434 川合　由真 ｶﾜｲ ﾕﾏ  0:34:55磐田市233
7793 大草　絵里名 ｵｵｸｻ ｴﾘﾅ  0:34:56浜松市234
8441 遠藤　綺香 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾔｶ  0:34:56磐田市235
7635 安間　敦美 ｱﾝﾏ ｱﾂﾐ  0:34:56御前崎市236
8223 松永　絢菜 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱﾔﾅ  0:34:57焼津市237
8269 寺田　香織 ﾃﾗﾀﾞ ｶｵﾘ  0:35:01藤枝市238
8448 武田　典子 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘｺ  0:35:02愛知県239
7837 清須美　裕子 ｷﾖｽﾐ ﾋﾛｺ  0:35:03磐田市240
8498 横山　菜津稀 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾂｷ  0:35:03掛川市241
8492 井口　智容子 ｲｸﾞﾁ ﾁﾖｺ  0:35:03森町242
7696 小栗　未紗子 ｵｸﾞﾘ ﾐｻｺ  0:35:04磐田市243
7450 戸村　香織 ﾄﾑﾗ ｶｵﾘ  0:35:13浜松市244
7775 桑山　麻美 ｸﾜﾔﾏ ﾏﾐ  0:35:14浜松市245
7598 長谷川　江梨 ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾘ  0:35:16浜松市246
7663 松本　さとみ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾐ  0:35:17浜松市247
7587 奥山　未来 ｵｸﾔﾏ ﾐｸ  0:35:20三島市248
8387 松田　佳織 ﾏﾂﾀﾞ ｶｵﾘ  0:35:21掛川市249
8351 鈴木　有希子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ  0:35:23磐田市250
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8356 大橋　杏菜 ｵｵﾊｼ ｱﾝﾅ  0:35:23磐田市251
8358 上坂　道子 ｺｳｻｶ ﾐﾁｺ  0:35:23磐田市252
8222 岩井　亜紀 ｲﾜｲ ｱｷ  0:35:26浜松市253
7595 大城　みゆき ｵｵｼﾛ ﾐﾕｷ  0:35:28浜松市254
8267 杉浦　友美 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾐ  0:35:35磐田市255
8292 戸田　結香 ﾄﾀﾞ ﾕｳｶ  0:35:35吉田町256
7734 木下　麻祐子 ｷﾉｼﾀ ﾏﾕｺ  0:35:37愛知県257
8018 村松　潤子 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ  0:35:38浜松市258
8266 山下　紙おり ﾔﾏｼﾀ ｼｵﾘ  0:35:39袋井市259
7958 松井　愛華 ﾏﾂｲ ｱｲｶ  0:35:44浜松市260
8459 柴田　百合子 ｼﾊﾞﾀ ﾕﾘｺ  0:35:45浜松市261
7992 寺田　真理 ﾃﾗﾀﾞ ﾏﾘ  0:35:45磐田市262
7878 山田　恵理香 ﾔﾏﾀﾞ ｴﾘｶ  0:35:47袋井市263
7919 齋藤　静 ｻｲﾄｳ ｼｽﾞｶ  0:35:51浜松市264
7669 曽根　凛子 ｿﾈ ﾘﾝｺ  0:35:52藤枝市265
8244 市川　美里 ｲﾁｶﾜ ﾐｻﾄ  0:35:53浜松市266
7407 赤堀　史子 ｱｶﾎﾘ ﾌﾐｺ  0:35:55浜松市267
8363 西尾　千朗 ﾆｼｵ ﾁｱｷ  0:35:55磐田市268
8235 西野　千恵美 ﾆｼﾉ ﾁｴﾐ  0:35:59袋井市269
8195 三輪　香 ﾐﾜ ｶｵﾘ  0:36:00神奈川県270
7597 佐藤　菜月 ｻﾄｳ ﾅﾂｷ  0:36:00湖西市271
8211 佐々木　絵美 ｻｻｷ ｴﾐ  0:36:04磐田市272
7834 増井　麻央 ﾏｽｲ ﾏｵ  0:36:06浜松市273
7724 榛葉　己紀子 ｼﾝﾊﾞ ﾐｷｺ  0:36:07掛川市274
8483 長谷川　裕子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｺ  0:36:08掛川市275
7345 山本　沙織 ﾔﾏﾓﾄ ｻｵﾘ  0:36:08掛川市276
7810 山本　晃子 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷｺ  0:36:08浜松市277
8562 村松　美和 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾜ  0:36:09浜松市278
8525 内藤　恵利奈 ﾅｲﾄｳ ｴﾘﾅ  0:36:12愛知県279
8567 河田　雅江 ｶﾜﾀ ﾏｻｴ  0:36:20浜松市280
8242 飛田　麻希 ﾋﾀﾞ ﾏｷ  0:36:26函南町281
7575 山本　裕香 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶ  0:36:27浜松市282
8442 永島　安希子 ﾅｶﾞｼﾏ ｱｷｺ  0:36:29磐田市283
8319 中島　真弓 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ  0:36:29浜松市284
8214 佐原　好美 ｻﾊﾗ ﾖｼﾐ  0:36:31湖西市285
8380 野寄　由佳子 ﾉﾖﾘ ﾕｶｺ  0:36:33浜松市286
8381 太田　久美子 ｵｵﾀ ｸﾐｺ  0:36:33浜松市287
8326 鳥居　真紀 ﾄﾘｲ ﾏｷ  0:36:34袋井市288
8410 中神　紋美 ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾔﾐ  0:36:37愛知県289
7622 松下　朋未 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾐ  0:36:40磐田市290
8390 山内　千賀 ﾔﾏｳﾁ ﾁｶ  0:36:41磐田市291
7802 松居　宏実 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾐ  0:36:45浜松市292
7510 太田　希 ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾐ  0:36:45浜松市293
7868 服部　真里江 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾘｴ  0:36:49掛川市294
7869 山崎　博美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ  0:36:49掛川市295
8052 大平　理恵子 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾘｴｺ  0:36:57磐田市296
7989 葛島　由輝子 ｸｽﾞｼﾏ ﾕｷｺ  0:37:00浜松市297
7561 庄司　真理子 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾘｺ  0:37:03埼玉県298
7931 田中　希美 ﾀﾅｶ ﾉｿﾞﾐ  0:37:04御前崎市299
8157 浦田　彩知子 ｳﾗﾀ ｻﾁｺ  0:37:04磐田市300
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7797 北原　路乃 ｷﾀﾊﾗ ﾐﾁﾉ  0:37:05藤枝市301
7831 小林　佐知子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｺ  0:37:06浜松市302
8199 志田　さやか ｼﾀﾞ ｻﾔｶ  0:37:06神奈川県303
7453 原田　明日香 ﾊﾗﾀﾞ ｱｽｶ  0:37:07藤枝市304
7899 岡部　紘子 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛｺ  0:37:09静岡市305
7822 香高　知佳 ｺｳﾀﾞｶ ﾁｶ  0:37:14浜松市306
7753 竹井　裕希乃 ﾀｹｲ ﾕｷﾉ  0:37:21浜松市307
8128 佐野　晃子 ｻﾉ ﾃﾙｺ  0:37:26静岡市308
8094 平野　公美 ﾋﾗﾉ ｸﾐ  0:37:27磐田市309
8116 渡辺　恵子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺ  0:37:27袋井市310
8369 瀧本　珠恵 ﾀｷﾓﾄ ﾀﾏｴ  0:37:27静岡市311
7921 長副　舞子 ﾅｶﾞｿｴ ﾏｲｺ  0:37:28浜松市312
7875 下村　江梨子 ｼﾓﾑﾗ ｴﾘｺ  0:37:28浜松市313
7668 曽根　麻矢 ｿﾈ ﾏﾔ  0:37:29藤枝市314
7657 堀野　由梨 ﾎﾘﾉ ﾕﾘ  0:37:31浜松市315
8063 窪田　由美子 ｸﾎﾞﾀ ﾕﾐｺ  0:37:32浜松市316
7880 伊東　美津子 ｲﾄｳ ﾐﾂｺ  0:37:33藤枝市317
7924 鈴木　敏子 ｽｽﾞｷ ﾄｼｺ  0:37:35磐田市318
7975 鈴木　麻友美 ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ  0:37:40磐田市319
8348 松本　華織 ﾏﾂﾓﾄ ｶｵﾘ  0:37:40浜松市320
8349 中田　尚見 ﾅｶﾀ ﾅｵﾐ  0:37:44磐田市321
7640 宮川　海香 ﾐﾔｶﾜ ﾐｶ  0:37:44浜松市322
7336 近藤　千帆里 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾎﾘ  0:37:59京都府323
8332 小川　知里 ｵｶﾞﾜ ﾁｻﾄ  0:38:02磐田市324
8398 松村　奈津美 ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾂﾐ  0:38:08袋井市325
8328 朝倉　万理 ｱｻｸﾗ ﾏﾘ  0:38:12掛川市326
8281 鈴木　里奈 ｽｽﾞｷ ﾘﾅ  0:38:12島田市327
8474 鈴木　伴美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ  0:38:15島田市328
8228 堀川　佳那 ﾎﾘｶﾜ ｶﾅ  0:38:19島田市329
8510 内藤　沙織 ﾅｲﾄｳ ｻｵﾘ  0:38:24愛知県330
7807 宇佐美　朋子 ｳｻﾐ ﾄﾓｺ  0:38:27藤枝市331
7821 黒田　彩矢佳 ｸﾛﾀﾞ ｻﾔｶ  0:38:28浜松市332
8471 三宅　いず美 ﾐﾔｹ ｲｽﾞﾐ  0:38:30浜松市333
8472 三宅　孝枝 ﾐﾔｹ ﾀｶｴ  0:38:30浜松市334
8364 横田　真美 ﾖｺﾀ ﾏﾐ  0:38:37磐田市335
8200 大熊　優里 ｵｵｸﾏ ﾕﾘ  0:38:38浜松市336
7653 堀　智絵 ﾎﾘ ﾄﾓｴ  0:38:52岐阜県337
8496 鈴木　沙耶子 ｽｽﾞｷ ｻﾔｺ  0:38:53藤枝市338
8501 石川　恵理 ｲｼｶﾜ ｴﾘ  0:38:53掛川市339
7715 中根　麻衣 ﾅｶﾈ ﾏｲ  0:39:04静岡市340
8546 菅沼　京子 ｽｶﾞﾇﾏ ｷｮｳｺ  0:39:07浜松市341
8523 佐々木　史織 ｻｻｷ ｼｵﾘ  0:39:16愛知県342
7838 佐藤　光沙 ｻﾄｳ ﾐｻ  0:39:25浜松市343
7684 坂部　美帆 ｻｶﾍﾞ ﾐﾎ  0:39:25菊川市344
8473 宮崎　恵梨 ﾐﾔｻﾞｷ ｴﾘ  0:39:27浜松市345
8353 遠藤　麻友 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾕ  0:39:33浜松市346
7861 太田　公美 ｵｵﾀ ｸﾐ  0:39:37掛川市347
8490 笹子　真梨 ｻｻｺﾞ ﾏﾘ  0:39:41浜松市348
7720 北島　有希 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｷ  0:39:46浜松市349
7840 荒川　友香里 ｱﾗｶﾜ ﾕｶﾘ  0:39:49浜松市350
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7841 松本　留美 ﾏﾂﾓﾄ ﾙﾐ  0:39:49愛知県351
7842 斎藤　美沙子 ｻｲﾄｳ ﾐｻｺ  0:39:49浜松市352
7839 柴田　綾香 ｼﾊﾞﾀ ｱﾔｶ  0:39:50浜松市353
8175 内野　富士子 ｳﾁﾉ ﾌｼﾞｺ  0:39:50磐田市354
7896 佐伯　美久 ｻｴｷ ﾐｸ  0:39:53沼津市355
8010 衣笠　美穂 ｷﾇｶﾞｻ ﾐﾎ  0:40:06森町356
8340 村松　美沙記 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｻｷ  0:40:19磐田市357
8403 中村　汐美 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾐ  0:40:19浜松市358
7803 伊勢　葉子 ｲｾ ﾖｳｺ  0:40:30浜松市359
8469 竹内　美咲 ﾀｹｳﾁ ﾐｻｷ  0:40:34袋井市360
8229 片山　涼子 ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳｺ  0:40:37静岡市361
8284 岸本　裕香 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｶ  0:40:46浜松市362
8502 飯田　弥生 ｲｲﾀﾞ ﾔﾖｲ  0:40:46磐田市363
8495 名波　恵理 ﾅﾅﾐ ｴﾘ  0:40:47掛川市364
7583 久田　亜有美 ﾋｻﾀﾞ ｱﾕﾐ  0:40:53静岡市365
8262 吉田　真理 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾘ  0:40:57島田市366
7796 小柳津　梓沙 ｵﾔｲﾂﾞ ｱｽﾞｻ  0:41:02森町367
8468 片山　恵津子 ｶﾀﾔﾏ ｴﾂｺ  0:41:07静岡市368
7894 見城　由樹子 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾕｷｺ  0:41:07静岡市369
8511 竹田　実千乃 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾁﾉ  0:41:08愛知県370
8461 柳澤　菜摘 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅﾂﾐ  0:41:13袋井市371
7493 足立　のり子 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾘｺ  0:41:38静岡市372
7966 田辺　美佳 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ  0:41:41掛川市373
8421 梅田　奈津希 ｳﾒﾀﾞ ﾅﾂｷ  0:41:44掛川市374
8420 横井　彩香 ﾖｺｲ ｻﾔｶ  0:41:44掛川市375
7845 寺田　佳代 ﾃﾗﾀﾞ ｶﾖ  0:42:08浜松市376
8189 中崎　衣美 ﾅｶｻﾞｷ ｴﾐ  0:42:08磐田市377
7970 鈴木　歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾐ  0:42:08磐田市378
8140 原田　歩美 ﾊﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ  0:42:08磐田市379
7927 大村　洋子 ｵｵﾑﾗ ﾖｳｺ  0:42:20浜松市380
7781 斉藤　あき子 ｻｲﾄｳ ｱｷｺ  0:42:23浜松市381
7882 垣見　絵 ｶｷﾐ ﾇｲ  0:42:54浜松市382
8288 黒岩　紀子 ｸﾛｲﾜ ﾉﾘｺ  0:42:54東京都383
8289 町田　麻耶 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾔ  0:42:54東京都384
8521 今井　麗子 ｲﾏｲ ﾚｲｺ  0:43:23磐田市385
7774 石原　悠衣 ｲｼﾊﾗ ﾕｲ  0:43:36浜松市386
8524 並木　彩乃 ﾅﾐｷ ｱﾔﾉ  0:43:41愛知県387
7576 村松　佳子 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｺ  0:43:45浜松市388
7746 鵜飼　真弓 ｳｶﾞｲ ﾏﾕﾐ  0:44:09磐田市389
7685 森下　恵 ﾓﾘｼﾀ ﾒｸﾞﾐ  0:44:09浜松市390
7871 宮澤　優花 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｶ  0:44:19掛川市391
7870 深田　小百合 ﾌｶﾀﾞ ｻﾕﾘ  0:44:19掛川市392
7660 内山　浩江 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｴ  0:44:41浜松市393
7911 小林　美由紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｷ  0:46:39静岡市394
8453 吉廣　知子 ﾖｼﾋﾛ ﾄﾓｺ  0:47:14兵庫県395
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7074 高木　佳寿子 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｺ  0:21:28袋井市1
7152 寺田　喜美 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼﾐ  0:22:03磐田市2
7193 久保田　実希 ｸﾎﾞﾀ ﾐｷ  0:22:04静岡市3
7950 小久保　秀美 ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾐ  0:22:21愛知県4
7191 鈴木　ゆかり ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ  0:23:21浜松市5
7106 内山　昭代 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾖ  0:23:36浜松市6
7605 服部　ますみ ﾊｯﾄﾘ ﾏｽﾐ  0:24:27浜松市7
7221 森　恵子 ﾓﾘ ｹｲｺ  0:24:34千葉県8
7306 笠原　悦子 ｶｻﾊﾗ ｴﾂｺ  0:24:41浜松市9
7192 牧野　里江子 ﾏｷﾉ ﾘｴｺ  0:25:39磐田市10
7426 太箸　香代子 ﾌﾄﾊｼ ｶﾖｺ  0:26:15磐田市11
7207 雨宮　恵美子 ｱﾒﾐﾔ ｴﾐｺ  0:26:21浜松市12
7356 福田　のぶ ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞ  0:26:41東京都13
7396 大村　純子 ｵｵﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ  0:27:19静岡市14
7387 風間　陽子 ｶｻﾞﾏ ﾖｳｺ  0:27:52掛川市15
7255 市川　美江 ｲﾁｶﾜ ﾖｼｴ  0:28:16浜松市16
7253 外戸口　久子 ｹﾄﾞｸﾞ ﾋｻｺ  0:28:16浜松市17
7546 渥美　晃代 ｱﾂﾐ ﾃﾙﾖ  0:28:16浜松市18
7973 松田　慶子 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺ  0:28:30浜松市19
7471 小栗　祐子 ｵｸﾞﾘ ﾕｳｺ  0:28:34浜松市20
8027 伊藤　留美 ｲﾄｳ ﾙﾐ  0:28:44浜松市21
7960 青山　美奈子 ｱｵﾔﾏ ﾐﾅｺ  0:28:45磐田市22
7475 田村　眞澄 ﾀﾑﾗ ﾏｽﾐ  0:28:46浜松市23
7397 安間　佐江子 ｱﾝﾏ ｻｴｺ  0:28:58袋井市24
7435 高橋　三千乃 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾉ  0:29:09磐田市25
7621 藤田　妙子 ﾌｼﾞﾀ ﾀｴｺ  0:29:15浜松市26
7459 阿部　友恵 ｱﾍﾞ ﾄﾓｴ  0:29:22袋井市27
7586 吉田　敦子 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｺ  0:29:27清水町28
7389 松本　里美 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾐ  0:29:34神奈川県29
8079 相場　肇美 ｱｲﾊﾞ ﾊﾂﾐ  0:29:35磐田市30
7460 曽根　かよ子 ｿﾈ ｶﾖｺ  0:29:37焼津市31
7456 栗田　遊子 ｸﾘﾀ ﾕｳｺ  0:29:39静岡市32
8107 田村　智恵子 ﾀﾑﾗ ﾁｴｺ  0:29:43静岡市33
8464 八木　正恵 ﾔｷﾞ ﾏｻｴ  0:29:43焼津市34
7377 鈴木　高代 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖ  0:29:46浜松市35
7795 秋山　清美 ｱｷﾔﾏ ｷﾖﾐ  0:29:53焼津市36
7269 松浦　玲子 ﾏﾂｳﾗ ﾚｲｺ  0:29:53森町37
7378 杉山　幸子 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾁｺ  0:30:11浜松市38
8513 森　佐智代 ﾓﾘ ｻﾁﾖ  0:30:11磐田市39
7559 村松　順子 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ  0:30:18浜松市40
7209 森本　逸子 ﾓﾘﾓﾄ ｲﾂｺ  0:30:25磐田市41
7762 黒柳　久代 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾋｻﾖ  0:30:25磐田市42
7735 松崎　純子 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ  0:30:26磐田市43
7467 寺松　道子 ﾃﾗﾏﾂ ﾐﾁｺ  0:30:27浜松市44
7537 清水　桂子 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺ  0:30:28浜松市45
7688 鈴木　道子 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｺ  0:30:41浜松市46
7548 高林　敦子 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾂｺ  0:30:47浜松市47
7485 筒井　圭子 ﾂﾂｲ ｹｲｺ  0:31:02浜松市48
7496 鈴木　理恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ  0:31:05浜松市49
7472 菊地　久子 ｷｸﾁ ﾋｻｺ  0:31:14浜松市50
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7500 高塚　しげ子 ﾀｶﾂｶ ｼｹﾞｺ  0:31:15掛川市51
7419 内山　知香 ｳﾁﾔﾏ ﾁｶ  0:31:26浜松市52
7873 丹羽　弘美 ﾆﾜ ﾋﾛﾐ  0:31:27浜松市53
8455 土田　みどり ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ  0:31:28磐田市54
8176 土屋　智子 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ  0:31:28浜松市55
7965 堀　安子 ﾎﾘ ﾔｽｺ  0:31:29焼津市56
7930 山本　智美 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ  0:31:30浜松市57
8241 李　まなみ ﾘ ﾏﾅﾐ  0:31:31浜松市58
7728 森分　幸子 ﾓﾘﾜｹ ｻﾁｺ  0:31:34静岡市59
8101 亀家　ゆかり ｶﾒｲｴ ﾕｶﾘ  0:31:44磐田市60
7906 村松　律子 ﾑﾗﾏﾂ ﾘﾂｺ  0:31:46浜松市61
7551 藤巻　由美 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕﾐ  0:31:53静岡市62
8152 中安　登巳子 ﾅｶﾔｽ ﾄﾐｺ  0:31:54浜松市63
8301 伊藤　由紀子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ  0:31:58静岡市64
8206 吉田　訓世 ﾖｼﾀﾞ ｸﾆﾖ  0:31:58浜松市65
8110 落合　美子 ｵﾁｱｲ ﾖｼｺ  0:32:00菊川市66
8558 加藤　康子 ｶﾄｳ ﾔｽｺ  0:32:00磐田市67
8111 堀　好美 ﾎﾘ ﾖｼﾐ  0:32:00菊川市68
7410 中村　香 ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ  0:32:06磐田市69
7469 門奈　通子 ﾓﾝﾅ ﾐﾁｺ  0:32:07浜松市70
7512 田中　恭子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ  0:32:08浜松市71
7676 坪井　秋子 ﾂﾎﾞｲ ｱｷｺ  0:32:14焼津市72
7879 秋山　和美 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾐ  0:32:19藤枝市73
8260 伊佐地　百合子 ｲｻｼﾞ ﾕﾘｺ  0:32:22静岡市74
7708 横井　明美 ﾖｺｲ ｱｹﾐ  0:32:38浜松市75
7294 加藤　裕子 ｶﾄｳ ﾕｳｺ  0:32:40磐田市76
8407 大杉　千春 ｵｵｽｷﾞ ﾁﾊﾙ  0:32:46磐田市77
7566 松井　登志子 ﾏﾂｲ ﾄｼｺ  0:32:49掛川市78
7767 清水　奈美絵 ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｴ  0:32:55浜松市79
7768 中尾　佳代子 ﾅｶｵ ｶﾖｺ  0:33:00静岡市80
7540 黒田　京子 ｸﾛﾀﾞ ｷｮｳｺ  0:33:12浜松市81
7495 小出　和美 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾐ  0:33:15浜松市82
7832 榊原　久子 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋｻｺ  0:33:18浜松市83
7370 斉藤　久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ  0:33:19藤枝市84
8519 西田　京子 ﾆｼﾀﾞ ｷｮｳｺ  0:33:22東京都85
8541 川口　洋美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ  0:33:26沼津市86
7865 大塚　佳子 ｵｵﾂｶ ｹｲｺ  0:33:27磐田市87
8182 後藤　直美 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾐ  0:33:27浜松市88
7758 大杉　賀代 ｵｵｽｷﾞ ｶﾖ  0:33:31磐田市89
8506 上野　晶子 ｳｴﾉ ｼｮｳｺ  0:33:33神奈川県90
8291 大石　加奈子 ｵｵｲｼ ｶﾅｺ  0:33:40浜松市91
7463 金指　ミチ子 ｶﾅｻｼ ﾐﾁｺ  0:33:53磐田市92
7750 横原　明子 ﾖｺﾊﾗ ｱｷｺ  0:33:54浜松市93
7908 一瀬　由美子 ｲﾂｾ ﾕﾐｺ  0:33:59浜松市94
7744 山本　環 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾏｷ  0:34:01藤枝市95
8295 今泉　泰美 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾔｽﾐ  0:34:02島田市96
8060 鈴木　栄子 ｽｽﾞｷ ｴｲｺ  0:34:08浜松市97
8447 片山　典子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ  0:34:16浜松市98
7772 榊原　雅乃 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾉ  0:34:21浜松市99
7484 本山　久美子 ﾓﾄﾔﾏ ｸﾐｺ  0:34:31磐田市100
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7867 鈴木　克江 ｽｽﾞｷ ｶﾂｴ  0:34:32浜松市101
7978 柿澤　菊美 ｶｷｻﾞﾜ ｷｸﾐ  0:34:34浜松市102
7712 大石　節代 ｵｵｲｼ ｾﾂﾖ  0:34:35磐田市103
7507 佐藤　富久栄 ｻﾄｳ ﾌｸｴ  0:34:40浜松市104
8584 牧田　久世 ﾏｷﾀ ﾋｻﾖ  0:34:41静岡市105
7531 内山　みさほ ｳﾁﾔﾏ ﾐｻﾎ  0:34:43浜松市106
7588 白鳥　夫佐子 ｼﾗﾄﾘ ﾌｻｺ  0:34:44静岡市107
8031 佐原　直美 ｻﾊﾗ ﾅｵﾐ  0:34:44磐田市108
8233 鈴木　久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ  0:34:44浜松市109
7830 佐久間　美津子 ｻｸﾏ ﾐﾂｺ  0:34:46静岡市110
7733 鈴木　美津子 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｺ  0:34:55磐田市111
7723 大石　友美 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾐ  0:34:56熱海市112
8476 小木曽　美奈 ｵｷﾞｿ ﾐﾅ  0:34:56浜松市113
7618 稲益　みのぶ ｲﾅﾏｽ ﾐﾉﾌﾞ  0:35:00愛知県114
8404 松下　千代美 ﾏﾂｼﾀ ﾁﾖﾐ  0:35:04浜松市115
7717 加藤　千晶 ｶﾄｳ ﾁｱｷ  0:35:04磐田市116
7826 鈴木　貴巳子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ  0:35:12焼津市117
7673 粟田　千嘉 ｱﾜﾀ ﾁｶ  0:35:19浜松市118
7441 内山　明美 ｳﾁﾔﾏ ｱｹﾐ  0:35:22浜松市119
7499 種茂　和子 ﾀﾈﾓ ｶｽﾞｺ  0:35:23磐田市120
7932 大場　祐紀子 ｵｵﾊﾞ ﾕｷｺ  0:35:26磐田市121
7748 向　嘉子 ﾑｶｲ ﾖｼｺ  0:35:30浜松市122
7890 津島　陽子 ﾂｼﾏ ﾖｳｺ  0:35:31藤枝市123
7792 藤田　美也子 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾔｺ  0:35:57浜松市124
7721 小林　優子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ  0:35:58浜松市125
7706 澤柳　晴子 ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｺ  0:36:13浜松市126
7726 胸組　いすず ﾑﾈｸﾞﾐ ｲｽｽﾞ  0:36:23静岡市127
7755 田村　朝代 ﾀﾑﾗ ｱｻﾖ  0:36:29掛川市128
7737 坂田　真理子 ｻｶﾀ ﾏﾘｺ  0:36:34浜松市129
7558 山内　光代 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾖ  0:36:38磐田市130
8394 浅井　千加子 ｱｻｲ ﾁｶｺ  0:36:40磐田市131
8470 中田　統子 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾘｺ  0:36:40静岡市132
8129 増田　公子 ﾏｽﾀﾞ ｷﾐｺ  0:36:48藤枝市133
8178 名倉　洋子 ﾅｸﾞﾗ ﾖｳｺ  0:36:51磐田市134
7742 松本　和巳 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾐ  0:36:51浜松市135
7609 西島　ゆかり ﾆｼｼﾞﾏ ﾕｶﾘ  0:36:52伊豆の国市136
7887 松本　ゆみこ ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐｺ  0:36:58浜松市137
8252 富田　薫 ﾄﾐﾀ ｶｵﾙ  0:37:07藤枝市138
7711 山本　やちよ ﾔﾏﾓﾄ ﾔﾁﾖ  0:37:09浜松市139
7824 藤田　浩子 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｺ  0:37:17神奈川県140
7701 宇井　美香子 ｳｲ ﾐｶｺ  0:37:17浜松市141
7727 小粥　ゆかり ｵｶﾞｲ ﾕｶﾘ  0:37:30浜松市142
7855 鳩野　美奈子 ﾊﾄﾉ ﾐﾅｺ  0:37:31三島市143
7909 槌本　恵子 ﾂﾁﾓﾄ ｹｲｺ  0:37:33磐田市144
7844 平野　よし子 ﾋﾗﾉ ﾖｼｺ  0:37:35藤枝市145
7751 久保田　春美 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾐ  0:37:44浜松市146
7756 末田　忍 ｽｴﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ  0:37:44浜松市147
8112 倉本　君子 ｸﾗﾓﾄ ｷﾐｺ  0:37:47浜松市148
7570 伊藤　真澄 ｲﾄｳ ﾏｽﾐ  0:37:52愛知県149
7825 杉山　立子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾂｺ  0:37:58浜松市150
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

５ｋｍ女子４０歳以上
7779 大倉　美智子 ｵｵｸﾗ ﾐﾁｺ  0:38:00掛川市151
7780 鈴木　孝枝 ｽｽﾞｷ ﾀｶｴ  0:38:00菊川市152
8150 深津　やよい ﾌｶﾂ ﾔﾖｲ  0:38:00掛川市153
7773 安藤　三千代 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾖ  0:38:03浜松市154
8251 岩崎　啓子 ｲﾜｻｷ ｹｲｺ  0:38:14静岡市155
7508 太田　綾子 ｵｵﾀ ｱﾔｺ  0:38:14静岡市156
7714 杉田　和代 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾖ  0:38:32愛知県157
8144 加藤　園子 ｶﾄｳ  0:38:33浜松市158
7718 岩本　浩子 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｺ  0:38:33浜松市159
7732 宮澤　智晶 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｱｷ  0:38:39磐田市160
7859 全　久代 ｾﾞﾝ ﾋｻﾖ  0:38:45神奈川県161
8240 渡辺　照美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾐ  0:38:46浜松市162
8255 山下　規子 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘｺ  0:38:54磐田市163
8505 鳥居　利代子 ﾄﾘｲ ﾘﾖｺ  0:39:00磐田市164
7761 鈴木　仁美 ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ  0:39:10磐田市165
7489 清水　真美子 ｼﾐｽﾞ ﾏﾐｺ  0:39:13静岡市166
7835 久保　真由美 ｸﾎﾞ ﾏﾕﾐ  0:39:34磐田市167
8566 小澤　詩野 ｵｻﾞﾜ ｼﾉ  0:39:37磐田市168
8033 増田　晴代 ﾏｽﾀﾞ ﾊﾙﾖ  0:39:40磐田市169
8141 村田　育代 ﾑﾗﾀ ｲｸﾖ  0:39:50焼津市170
8005 桒原　咲子 ｸﾜﾊﾗ ｻｷｺ  0:40:07磐田市171
7892 和田　由喜子 ﾜﾀﾞ ﾕｷｺ  0:40:23愛知県172
7607 小林　和恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｴ  0:40:24富士市173
7833 花崎　浜子 ﾊﾅｻﾞｷ ﾊﾏｺ  0:40:44東京都174
7731 松元　康子 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｺ  0:40:49浜松市175
8025 市川　良子 ｲﾁｶﾜ ﾖｼｺ  0:41:05浜松市176
8163 石野　由美 ｲｼﾉ ﾕﾐ  0:41:12浜松市177
7778 高橋　尚子 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ  0:41:33磐田市178
8497 杉村　典子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾉﾘｺ  0:41:54磐田市179
8578 外山　裕美子 ﾄﾔﾏ ﾕﾐｺ  0:41:55浜松市180
7863 加藤　有希 ｶﾄｳ ﾕｷ  0:41:55愛知県181
7577 松本　美奈子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅｺ  0:42:24浜松市182
7858 加藤　裕子 ｶﾄｳ ﾋﾛｺ  0:42:24浜松市183
8310 中村　桂子 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺ  0:42:32磐田市184
7971 山田　和子 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｺ  0:42:45掛川市185
8115 竹本　ルリ子 ﾀｹﾓﾄ ﾙﾘｺ  0:42:47磐田市186
7926 片山　典子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ  0:42:48東京都187
7851 新村　久美 ｼﾝﾑﾗ ｸﾐ  0:43:17浜松市188
7877 永田　保枝 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽｴ  0:43:18浜松市189
7874 平野　美峰子 ﾋﾗﾉ ﾐﾎｺ  0:43:18浜松市190
8522 今井　かおり ｲﾏｲ ｶｵﾘ  0:43:23磐田市191
8515 籾倉　洋江 ﾓﾐｸﾗ ﾋﾛｴ  0:43:33静岡市192
7912 小林　曙美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｹﾐ  0:46:39静岡市193
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

５ｋｍ男子中学生
7039 水口　裕斗 ﾐﾅｸﾁ ﾕｳﾄ  0:17:43函南町1
7070 京極　直紀 ｷｮｳｺﾞｸ ﾅｵｷ  0:17:47浜松市2
7059 平松　颯馬 ﾋﾗﾏﾂ  0:17:55袋井市3
7083 田中　琢登 ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ  0:18:19浜松市4
7015 一木　謙樹 ｲｯｷ ｱｷｼｹﾞ  0:18:22袋井市5
7128 加納　頼弥 ｶﾉｳ ﾗｲﾔ  0:19:35浜松市6
7067 青木　拓己 ｱｵｷ ﾀｸﾐ  0:19:46浜松市7
7092 今川　和馬 ｲﾏｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏ  0:19:49袋井市8
7151 鈴木　健心 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾝ  0:19:49浜松市9
8074 小桐　丈範 ｵｷﾞﾘ ﾀｹﾉﾘ  0:19:51浜松市10
7311 西尾　虹之助 ﾆｼｵ ｺｳﾉｽｹ  0:20:11浜松市11
7200 水野　翔太 ﾐｽﾞﾉ  0:20:15袋井市12
7044 高部　健太 ﾀｶﾍﾞ ｹﾝﾀ  0:20:29浜松市13
7034 市川　宗拓 ｲﾁｶﾜ ﾑﾈﾋﾛ  0:20:31浜松市14
7080 山本　崇史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ  0:21:15愛知県15
7352 佐藤　諒弥 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ  0:21:40掛川市16
8049 高畑　星弥 ﾀｶﾊﾀ ｾｲﾔ  0:21:47川根本町17
7944 吉留　歩夢 ﾖｼﾄﾒ ｱﾕﾑ  0:21:48湖西市18
7202 村川　凌一 ﾑﾗｶﾜ  0:21:50袋井市19
8415 峯邑　淳生 ﾐﾈﾑﾗ ｱﾂｷ  0:22:05浜松市20
7123 前田　貴大 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:22:10神奈川県21
7121 松下　臣 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞﾝ  0:22:16浜松市22
7095 附田　浩太郎 ﾂｸﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ  0:22:18藤枝市23
7564 永田　健将 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼｮｳ  0:22:46愛知県24
8413 山下　敦也 ﾔﾏｼﾀ ｱﾂﾔ  0:22:50浜松市25
7680 長谷川　輝人 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾄ  0:22:55浜松市26
7201 鳥居　寛人 ﾄﾘｲ  0:23:00袋井市27
7154 大脇　凱志 ｵｵﾜｷ ｶｲｼﾞ  0:23:02裾野市28
7951 野末　典聖 ﾉｽﾞｴ ﾃﾝｼｮｳ  0:23:04浜松市29
8058 松永　大和 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔﾏﾄ  0:23:09湖西市30
8071 豊田　卓磨 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾏ  0:23:13湖西市31
7180 山下　修人 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳﾄ  0:24:08浜松市32
8105 赤塚　優樹 ｱｶﾂｶ ﾕｳｷ  0:24:13磐田市33
8131 榎尾　朋己 ｴﾉｵ ﾄﾓｷ  0:24:15浜松市34
7206 市川　陽就 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾅﾘ  0:24:18浜松市35
7545 坪井　俊樹 ﾂﾎﾞｲ ﾄｼｷ  0:24:18浜松市36
7967 山下　大輝 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ  0:24:29浜松市37
7543 土屋　弘明朗 ﾂﾁﾔ  0:24:42袋井市38
7283 金刺　大樹 ｶﾈｻﾞｼ ﾀｲｷ  0:24:53西伊豆町39
7241 伊藤　幹人 ｲﾄｳ ｶﾝﾄ  0:25:04静岡市40
7341 川瀬　寛人 ｶﾜｾ ｶﾝﾄ  0:25:07浜松市41
8149 太民　逸人 ﾀﾀﾐ ﾊﾔﾄ  0:25:16富士市42
7997 水野　哲伸 ﾐｽﾞﾉ ﾃｯｼﾝ  0:25:17浜松市43
7282 鈴木　幹人 ｽｽﾞｷ ﾐｷﾄ  0:25:21袋井市44
8180 出石　涼太 ﾃﾞｲｼ ﾘｮｳﾀ  0:25:51磐田市45
8162 佐藤　大明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ  0:25:58函南町46
7648 溝口　睦望 ﾐｯｿﾞｸﾞﾁ ﾑﾂﾐ  0:26:00函南町47
8057 三谷　拓登 ﾐﾀﾆ ﾀｸﾄ  0:26:47湖西市48
8379 竹内　悠真 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ  0:26:57伊豆の国市49
8378 秋田　竜宏 ｱｷﾀ ﾀﾂﾋﾛ  0:26:57伊豆の国市50
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５ｋｍ男子中学生
7175 奥津　幹也 ｵｸﾂ ﾐｷﾔ  0:27:22浜松市51
7205 坂元　亮太 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾀ  0:27:47浜松市52
7331 櫻井　光太郎 ｻｸﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ  0:27:49磐田市53
8090 中野　健太 ﾅｶﾉ ｹﾝﾀ  0:27:58磐田市54
8148 石上　温大 ｲｼｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ  0:27:59静岡市55
8051 中村　海 ﾅｶﾑﾗ ｶｲ  0:28:10静岡市56
8530 二俣　勇輝 ﾌﾀﾏﾀ ﾕｳｷ  0:29:05掛川市57
8076 石島　朋弥 ｲｼｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ  0:30:12函南町58
7302 吉田　健太 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀ  0:30:12函南町59
8000 川合　智哉 ｶﾜｲ ﾄﾓﾔ  0:30:25袋井市60
8177 吉川　侑汰 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾀ  0:30:45磐田市61
7444 稲益　涼 ｲﾅﾏｽ ﾘｮｳ  0:32:08愛知県62
7860 三輪　香月 ﾐﾜ ｶｽﾞｷ  0:33:07浜松市63
8212 小黒　巧太郎 ｵｸﾞﾛ ｺｳﾀﾛｳ  0:33:11神奈川県64
7420 佐藤　海千 ｻﾄｳ ｶｲﾁ  0:33:14焼津市65
7956 大石　耕太郎 ｵｵｲｼ ｺｳﾀﾛｳ  0:35:48浜松市66
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順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名
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５ｋｍ市内男子中学生
7052 菅沼　椋介 ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ  0:17:47磐田市1
7058 中嶋　利騎 ﾅｶｼﾞﾏ  0:18:26磐田市2
7060 山本　凌我 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ  0:19:17磐田市3
7069 熊谷　祐弥 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ  0:19:29磐田市4
7055 牧野　泰河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ  0:19:50磐田市5
7057 伊能　一樹 ｲﾉｳ ｶｽﾞｷ  0:20:03磐田市6
7016 小澤　太護 ｵｻﾞﾜ ﾀｲｺﾞ  0:20:10磐田市7
7150 鈴木　岳 ｽｽﾞｷ ｶﾞｸ  0:20:20磐田市8
7084 山下　優音 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾄ  0:20:42磐田市9
7062 松浦　史晃 ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐｱｷ  0:20:57磐田市10
8161 服部　弘也 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾔ  0:21:03磐田市11
7115 伊藤　遼平 ｲﾄｳ  0:21:04磐田市12
8154 永田　涼介 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ  0:21:13磐田市13
7114 内田　創真 ｳﾁﾀﾞ  0:21:18磐田市14
7061 井垣　守 ｲｶﾞｷ ﾏﾓﾙ  0:22:28磐田市15
7116 幸田　康一郎 ｺｳﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:22:31磐田市16
7354 鈴木　拓深 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ  0:22:33磐田市17
7196 大石　光希 ｵｵｲｼ  0:22:37磐田市18
7261 榊原　聡太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿｳﾀ  0:22:41磐田市19
7161 石丸　航 ｲｼﾏﾙ ﾜﾀﾙ  0:22:47磐田市20
7078 鈴木　崇斗 ｽｽﾞｷ  0:23:01磐田市21
7425 赤堀　航 ｱｶﾎﾘ ﾜﾀﾙ  0:23:01磐田市22
7046 伊藤　玄記 ｲﾄｳ ﾊﾙｷ  0:23:03磐田市23
7077 鈴木　崚真 ｽｽﾞｷ  0:23:17磐田市24
8048 原田　夏海 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾐ  0:23:17磐田市25
7162 石橋　勇作 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｻｸ  0:23:18磐田市26
7286 新井　優月 ｱﾗｲ  0:23:27磐田市27
8507 田原　瑠紀 ﾀﾊﾗ ﾘｭｳｷ  0:23:27磐田市28
7432 松村　厚亮 ﾏﾂﾑﾗ  0:23:33磐田市29
8145 安間　浩輝 ｱﾝﾏ ｺｳｷ  0:24:00磐田市30
7289 内山　幸大 ｳﾁﾔﾏ  0:24:10磐田市31
7284 大石　航暉 ｵｵｲｼ  0:24:11磐田市32
7428 林　瑞貴 ﾊﾔｼ  0:24:18磐田市33
7942 鈴木　隼人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ  0:24:20磐田市34
7235 鈴木　光信 ｽｽﾞｷ  0:24:27磐田市35
7089 柴田　晃宏 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ  0:24:29磐田市36
7434 望月　達郎 ﾓﾁﾂﾞｷ  0:24:34磐田市37
7427 熊谷　実来彦 ｸﾏｶﾞｲ  0:24:39磐田市38
7641 吉田　凌一 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ  0:24:43磐田市39
7142 熊谷　英明 ｸﾏｶﾞﾔ　ﾋﾃﾞｱｷ  0:24:54磐田市40
7138 青島　大地 ｱｵｼﾏ ﾀﾞｲﾁ  0:25:01磐田市41
7431 小野田　拓 ｵﾉﾀﾞ  0:25:25磐田市42
8168 鈴木　皓仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋﾄ  0:25:43磐田市43
7285 福井　涼太 ﾌｸｲ  0:25:57磐田市44
8465 後藤　大智 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲﾁ  0:26:23磐田市45
7429 大杉　涼太 ｵｵｽｷﾞ  0:26:27磐田市46
7290 村松　滉太 ﾑﾗﾏﾂ  0:26:27磐田市47
7438 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ  0:26:43磐田市48
7173 橋本　樹 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂｷ  0:26:47磐田市49
7287 伊藤　孝将 ｲﾄｳ  0:27:12磐田市50
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５ｋｍ市内男子中学生
7430 三尾　玲緒斗 ﾐｵ  0:27:56磐田市51
7433 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ  0:28:18磐田市52
8466 新倉　工 ﾆｲｸﾗ ﾀｸﾐ  0:29:14磐田市53
8535 北川　雄規 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ  0:30:14磐田市54
7679 浅井　瞭太 ｱｻｲ ﾘｮｳﾀ  0:32:59磐田市55
8174 廣若　優 ﾋﾛﾜｶ ﾕｳ  0:34:10磐田市56
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５ｋｍ女子中学生
7133 齊藤　共香 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶ  0:19:35浜松市1
7137 水野　結佳 ﾐｽﾞﾉ  0:20:24袋井市2
7097 櫻井　麻緒 ｻｸﾗｲ ﾏｵ  0:21:15袋井市3
7292 前川　美咲 ﾏｴｶﾜ  0:22:02袋井市4
7291 朝枝　未来 ｱｻｴﾀﾞ  0:22:29袋井市5
7473 小鷹　綾実 ｵﾀﾞｶ  0:23:27袋井市6
7474 森　清奈 ﾓﾘ  0:23:27袋井市7
8072 谷町　唯那 ﾀﾆﾏﾁ ﾕｲﾅ  0:23:53湖西市8
7233 匂坂　真菜 ｻｷｻｶ ﾏﾅ  0:25:16磐田市9
7350 藤原　光 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｶﾘ  0:25:16袋井市10
7122 前田　佳乃 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾉ  0:25:35神奈川県11
8059 佐原　かな実 ｻﾊﾗ ｶﾅﾐ  0:25:52湖西市12
7351 後藤　梨乃 ｺﾞﾄｳ ﾘﾉ  0:27:05袋井市13
8181 大石　理咲子 ｵｵｲｼ ﾘｻｺ  0:29:28浜松市14
8493 望月　愛加 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｲｶ  0:29:58焼津市15
7929 三浦　江梨花 ﾐｳﾗ ｴﾘｶ  0:29:59愛知県16
8342 梶山　沙記 ｶｼﾞﾔﾏ ｻｷ  0:30:17静岡市17
7936 鈴木　郁奈 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾅ  0:31:25掛川市18
8132 鈴木　さくら ｽｽﾞｷ ｻｸﾗ  0:31:59磐田市19
7937 鈴木　遥奈 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ  0:33:40掛川市20
7509 田中　幸枝 ﾀﾅｶ ｻﾁｴ  0:34:08浜松市21
8197 田中　結子 ﾀﾅｶ ﾕｳｺ  0:37:41浜松市22
7940 亀田　絵理香 ｶﾒﾀﾞ ｴﾘｶ  0:46:32山梨県23
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５ｋｍ市内女子中学生
8012 鈴木　麗鈴 ｽｽﾞｷ ﾘﾘ  0:20:26磐田市1
8393 田中　ひかる ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ  0:20:50磐田市2
7157 糴川　礼菜 ﾃｷｶﾜ  0:22:34磐田市3
7204 鈴木　日菜 ｽｽﾞｷ ﾋﾅ  0:23:25磐田市4
7979 齋藤　麻実 ｻｲﾄｳ ﾏﾐ  0:23:31磐田市5
8608 百鬼　妙 ﾅｷﾘ　ﾀｴ  0:23:356
7236 青山　春奈 ｱｵﾔﾏ  0:23:38磐田市7
7237 橋本　実春 ﾊｼﾓﾄ  0:23:58磐田市8
7197 江塚　晃葉 ｴﾂｶ  0:24:40磐田市9
8046 石野　莉子 ｲｼﾉ ﾘｺ  0:25:00磐田市10
8576 有賀　真唯 ｱﾙｶﾞ ﾏｲ  0:25:03磐田市11
8053 小田　詩乃 ｵﾀﾞ ｼﾉ  0:25:14磐田市12
8066 金原　綾香 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱﾔｶ  0:25:33磐田市13
7239 安間　朱里 ｱﾝﾏ  0:25:36磐田市14
8103 岩本　亜理子 ｲﾜﾓﾄ ｱﾘｽ  0:25:53磐田市15
7238 金本　菜乃花 ｶﾈﾓﾄ  0:26:00磐田市16
8136 鈴木　風香 ｽｽﾞｷ ﾌｳｶ  0:26:29磐田市17
7198 土井　咲穂 ﾄﾞｲ  0:26:37磐田市18
8102 岩原　茉以 ｲﾜﾊﾗ ﾏｲ  0:26:39磐田市19
7972 鈴木　美紀 ｽｽﾞｷ ﾐｷ  0:27:04磐田市20
7131 小関　朋美 ｵｾﾞｷ ﾄﾓﾐ  0:29:21磐田市21
7199 青島　華音 ｱｵｼﾏ  0:30:09磐田市22
8021 梅原　美咲 ｳﾒﾊﾗ ﾐｻｷ  0:32:13磐田市23

Print : 2012/11/28 23:07:14 150 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日
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9006 広瀬　友人 ﾋﾛｾ ﾕｳﾄ  0:10:42湖西市1
9007 桑山　稔隆 ｸﾜﾔﾏ ﾄｼﾀｶ  0:10:44浜松市2
9004 落合　亮太 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ  0:11:09静岡市3
9002 黒川　睦 ｸﾛｶﾜ ﾏｺﾄ  0:11:25磐田市4
9220 澤田　啓 ｻﾜﾀﾞ ｹｲ  0:11:28浜松市5
9010 柘植　航太 ﾂｹﾞ ｺｳﾀ  0:11:32浜松市6
9185 黒田　樹 ｸﾛﾀﾞ ｲﾂｷ  0:11:48浜松市7
9029 大久保　信哉 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝﾔ  0:11:49浜松市8
9198 中道　大暉 ﾅｶﾐﾁ ﾀｲｷ  0:11:53浜松市9
9293 伊藤　陸 ｲﾄｳ ﾘｸ  0:11:55浜松市10
9319 伊藤　大和 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ  0:12:00浜松市11
9012 増井　宏紀 ﾏｽｲ ﾋﾛｷ  0:12:02浜松市12
9011 石塚　侑久 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｽｸ  0:12:05浜松市13
9020 木村　優作 ｷﾑﾗ ﾕｳｻｸ  0:12:06浜松市14
9015 平松　翼 ﾋﾗﾏﾂ ﾂﾊﾞｻ  0:12:07袋井市15
9018 木村　竜也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ  0:12:09静岡市16
9021 鈴木　颯人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ  0:12:11愛知県17
9111 山本　雄飛 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋ  0:12:12浜松市18
9013 村松　俊哉 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾔ  0:12:12袋井市19
9036 塚本　陸斗 ﾂｶﾓﾄ ﾘｸﾄ  0:12:31静岡市20
9005 高橋　来好 ﾀｶﾊｼ ｸｽｷ  0:12:31浜松市21
9023 鈴木　遼平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ  0:12:36浜松市22
9087 吉田　彬 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ  0:12:39函南町23
9035 伊藤　佑斗 ｲﾄｳ ﾕｳﾄ  0:12:42菊川市24
9155 飯田　英年 ｲｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  0:12:43湖西市25
9028 安松　希明 ﾔｽﾏﾂ ﾉｱ  0:12:43浜松市26
9026 杉山　陽祐 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾕｳ  0:12:47袋井市27
9027 迫坪　舞斗 ｻｺﾂﾎﾞ ﾏｲﾄ  0:12:50浜松市28
9024 三谷　楓 ﾐﾀﾆ ｶｴﾃﾞ  0:12:51浜松市29
9328 西田　爽克 ﾆｼﾀﾞ ｻｸ  0:12:53東京都30
9272 松井　博慶 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾖｼ  0:12:53浜松市31
9290 鈴木　陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ  0:12:54浜松市32
9234 渡邉　航来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ  0:12:56袋井市33
9025 三岡　拓実 ﾐﾂｵｶ ﾀｸﾐ  0:12:57浜松市34
9077 大庭　龍和 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾏ  0:13:03菊川市35
9061 内山　潤 ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝ  0:13:04浜松市36
9183 成嶌　涼介 ﾅﾙｼﾏ ﾘｮｳｽｹ  0:13:05静岡市37
9031 小栗　義大 ｵｸﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ  0:13:08浜松市38
9102 松浦　幹太 ﾏﾂｳﾗ ｶﾝﾀ  0:13:08吉田町39
9084 宮下　輝 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙ  0:13:09静岡市40
9003 伊藤　秀悟 ｲﾄｳ ｼｭｳｺﾞ  0:13:09愛知県41
9008 村松　泰地 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｲﾁ  0:13:10浜松市42
9056 石井　潤也 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝﾔ  0:13:16浜松市43
9239 堀川　嵩矢 ﾎﾘｶﾜ ｼｭｳﾔ  0:13:18浜松市44
9222 横山　隼飛 ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝﾄ  0:13:19菊川市45
9211 峯山　友吾 ﾐﾈﾔﾏ ﾕｳｺﾞ  0:13:19浜松市46
9030 保坂　龍ノ介 ﾎｻｶ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:13:21浜松市47
9191 田口　蒼太 ﾀｸﾞﾁ ｿｳﾀ  0:13:23浜松市48
9037 桒原　練也 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾚﾝﾔ  0:13:24浜松市49
9041 横井　颯大 ﾖｺｲ ﾄｼｵ  0:13:27静岡市50
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9278 安間　丈紘 ｱﾝﾏ ﾀｹﾋﾛ  0:13:27掛川市51
9047 桑山　誠隆 ｸﾜﾔﾏ ﾏｻﾀｶ  0:13:27浜松市52
9307 柳原　勇志 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳｼﾞ  0:13:30浜松市53
9146 宮城　穂波 ﾐﾔｼﾛ ﾎﾅﾐ  0:13:31静岡市54
9242 栗田　尊 ｸﾘﾀ ﾀｹﾙ  0:13:32浜松市55
9096 木下　和真 ｷｼﾀ ｶｽﾞﾏ  0:13:32浜松市56
9315 田旗　耕成 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ  0:13:35掛川市57
9266 川合　夏裕 ｶﾜｲ ｶﾕｳ  0:13:36浜松市58
9229 伊藤　克毅 ｲﾄｳ ｶﾂｷ  0:13:38浜松市59
9253 池田　亮介 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ  0:13:38御前崎市60
9216 伊藤　颯汰 ｲﾄｳ  0:13:39浜松市61
9022 足立　一真 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏ  0:13:39愛知県62
9206 柴田　陽平 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ  0:13:41静岡市63
9322 中西　巧巳 ﾅｶﾆｼ ﾀｸﾐ  0:13:41焼津市64
9249 川涯　駿之介 ｶﾜｷﾞﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ  0:13:42静岡市65
9299 上田　蓮 ｳｴﾀﾞ ﾚﾝ  0:13:44浜松市66
9078 松宮　弘訓 ﾏﾂﾐﾔ ﾋﾛﾄｷ  0:13:44三重県66
9040 山崎　裕生 ﾔﾏｻｷ ﾕｳｾｲ  0:13:47浜松市67
9267 太田　尚希 ｵｵﾀ ﾅｵｷ  0:13:49浜松市68
9060 川上　恵生 ｶﾜｶﾐ ﾖｼｷ  0:13:50浜松市69
9106 高林　直人 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ  0:13:52浜松市70
9049 池谷　蓮 ｲｹﾔ ﾚﾝ  0:13:53浜松市71
9341 菱沼　雄太 ﾋｼﾇﾏ ﾕｳﾀ  0:13:54浜松市72
9163 佐藤　岬太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ  0:13:55掛川市73
9017 大脇　皐聖 ｵｵﾜｷ ｺｳｾｲ  0:13:56裾野市74
9080 馬場　悠太 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ  0:13:59浜松市75
9196 山下　隼佑 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝｽｹ  0:14:00浜松市76
9237 江藤　陸真 ｴﾄｳ ﾘｸﾏ  0:14:00袋井市77
9280 佐々木　悠真 ｻｻｷ ﾕｳﾏ  0:14:00磐田市78
9073 水野　皓介 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｽｹ  0:14:01浜松市79
9100 安藤　祥馬 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ  0:14:01浜松市80
9156 飯田　敦哉 ｲｲﾀﾞ ｱﾂﾔ  0:14:02湖西市81
9042 野末　翔太 ﾉｽﾞｴ ｼｮｳﾀ  0:14:02浜松市82
9058 大野　峻輔 ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ  0:14:03浜松市83
9316 石橋　尚之 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾕｷ  0:14:05袋井市84
9104 森　大成 ﾓﾘ ﾀｲｾｲ  0:14:05千葉県85
9195 加藤　壱基 ｶﾄｳ ｲｯｷ  0:14:05浜松市86
9085 藤田　優輝 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ  0:14:06浜松市87
9188 大石　嵐士 ｵｵｲｼ ｱﾗｼ  0:14:06掛川市88
9325 中村　洸晴 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ  0:14:08藤枝市89
9258 金子　圭吾 ｶﾈｺ ｹｲｺﾞ  0:14:08浜松市90
9160 山田　翔也 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾔ  0:14:09焼津市91
9180 小野　一輝 ｵﾉ ｶｽﾞｷ  0:14:09浜松市92
9045 河辺　旺佳 ｶﾜﾍﾞ ｵｳｶ  0:14:10浜松市93
9092 藤城　隼也 ﾌｼﾞｼﾛ ｼｭﾝﾔ  0:14:11静岡市94
9332 黒石　惇一朗 ｸﾛｲｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  0:14:11静岡市95
9161 内山　優大 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ  0:14:13浜松市96
9158 岡村　将希 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｷ  0:14:14沼津市97
9053 伊藤　優真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ  0:14:14掛川市98
9194 嶋野　海 ｼﾏﾉ ｶｲ  0:14:15浜松市99
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9103 大島　幹輝 ｵｵｼﾏ ﾓﾄｷ  0:14:19浜松市100
9233 神田　知希 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓｷ  0:14:19浜松市101
9113 鈴木　奏瑛 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾃﾞ  0:14:20静岡市102
9287 永島　嵩士 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ  0:14:21愛知県103
9306 櫻井　龍之介 ｻｸﾗｲ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:14:22浜松市104
9136 栗田　大夢 ｸﾘﾀ ﾋﾛﾑ  0:14:24掛川市105
9246 小林　弘武 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾑ  0:14:26袋井市106
9055 伊藤　大晴 ｲﾄｳ ｽﾊﾞﾙ  0:14:28御前崎市107
9268 村木　悠星 ﾑﾗｷ ﾕｳｾｲ  0:14:29浜松市108
9044 小楠　陸斗 ｵｸﾞｽ ﾘｸﾄ  0:14:30浜松市109
9329 久野　凰良 ｸﾉ ｵｳﾗ  0:14:30袋井市110
9175 鈴木　耕太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ  0:14:30浜松市111
9243 衞藤　大貴 ｴﾄｳ ﾋﾛｷ  0:14:31浜松市112
9130 伴野　悠斗 ﾄﾓﾉ ﾕｳﾄ  0:14:32静岡市113
9330 近藤　来樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾗｲｷ  0:14:33袋井市114
9039 山崎　陽生 ﾔﾏｻｷ ﾖｳｾｲ  0:14:33浜松市115
9129 津田　稜大 ﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾞｲ  0:14:34浜松市116
9184 成嶌　楓太 ﾅﾙｼﾏ ﾌｳﾀ  0:14:36静岡市117
9065 竹下　柚稀 ﾀｹｼﾀ ﾕｽﾞｷ  0:14:36島田市118
9321 森西　研太 ﾓﾘﾆｼ ｹﾝﾀ  0:14:38焼津市119
9224 小粥　涼 ｵｶﾞｲ ﾘｮｳ  0:14:39浜松市120
9109 大岡　飛翔 ｵｵｵｶ ﾂﾊﾞｻ  0:14:40袋井市121
9181 大久保　慶信 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:14:40浜松市122
9230 金澤　祐馬 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾏ  0:14:40藤枝市123
9338 森下　航 ﾓﾘｼﾀ ｺｳ  0:14:40浜松市124
9333 小野　航輝 ｵﾉ ｺｳｷ  0:14:41静岡市125
9247 前堀　聖 ﾏｴﾎﾘ ﾋｼﾞﾘ  0:14:41袋井市126
9254 池田　流星 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ  0:14:42御前崎市127
9038 青野　大志 ｱｵﾉ ﾀｲｼ  0:14:43浜松市128
9223 鈴木　龍眞 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾏ  0:14:43浜松市129
9095 鈴木　幹汰 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ  0:14:44磐田市130
9282 村松　嵩太 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾀ  0:14:44湖西市131
9051 内藤　魁士 ﾅｲﾄｳ ｶｲｼ  0:14:45浜松市132
9071 内山　凌吾 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳｺﾞ  0:14:49浜松市133
9232 藤原　駿希 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼｷ  0:14:49浜松市134
9091 小野田　大輝 ｵﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ  0:14:50愛知県135
9279 平野　貴敬 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾄｼ  0:14:52浜松市136
9273 松本　ジョフリー ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｮﾌﾘｰ  0:14:55浜松市137
9314 松本　陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ  0:14:56浜松市138
9033 佐野　琢磨 ｻﾉ ﾀｸﾏ  0:14:57岐阜県139
9069 小平　空汰 ｺﾀﾞｲﾗ ｿﾗﾀ  0:15:00森町140
9240 向山　純平 ﾑｶｲﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:15:01浜松市141
9225 清水　佑介 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ  0:15:02菊川市142
9108 石川　悠日 ｲｼｶﾜ ﾕｳｶﾞ  0:15:05浜松市143
9317 渡瀬　昂 ﾜﾀｾ ｺｳ  0:15:06浜松市144
9150 山本　迅杜 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾔﾄ  0:15:07浜松市145
9255 小川　稜平 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ  0:15:08浜松市146
9050 新島　聖也 ﾆｲｼﾞﾏ ｾｲﾔ  0:15:08掛川市147
9075 高倉　玲音 ﾀｶｸﾗ ﾚｵﾝ  0:15:10浜松市148
9327 大村　友紀 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｷ  0:15:10浜松市149
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9294 神村　颯伍 ｶﾐﾑﾗ ｿｳｺﾞ  0:15:11浜松市150
9323 北出　悠馬 ｷﾀﾃﾞ ﾕｳﾏ  0:15:11浜松市151
9118 内田　直希 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ  0:15:11浜松市152
9097 古井　康介 ﾌﾙｲ ｺｳｽｹ  0:15:12浜松市153
9257 坂元　奏太 ｻｶﾓﾄ ｿｳﾀ  0:15:13浜松市154
9209 鈴木　雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ  0:15:14菊川市155
9101 市川　千太 ｲﾁｶﾜ ｾﾝﾀ  0:15:16愛知県156
9079 内山　剛 ｳﾁﾔﾏ ｺﾞｳ  0:15:17浜松市157
9309 安西　拓真 ﾔｽﾆｼ ﾀｸﾏ  0:15:18磐田市158
9046 大村　周雅 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳｶﾞ  0:15:18浜松市159
9283 内山　凌 ｳﾁﾔﾏ ﾘｮｳ  0:15:18浜松市160
9144 古谷　和大 ﾌﾙﾔ ｶｽﾞﾋﾛ  0:15:20静岡市161
9137 横山　玄空 ﾖｺﾔﾏ ｹﾞﾝｸｳ  0:15:21静岡市162
9227 佐々木　大 ｻｻｷ  0:15:22富士市163
9054 野中　颯太 ﾉﾅｶ ｿｳﾀ  0:15:23浜松市164
9202 内藤　凌太 ﾅｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ  0:15:24浜松市165
9187 大西　志有太 ｵｵﾆｼ ｼｭｳﾀ  0:15:24浜松市166
9070 山下　翔大 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾀﾞｲ  0:15:26浜松市167
9210 松本　隼 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔﾃ  0:15:29浜松市168
9090 安藤　源人 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾞﾝﾄ  0:15:29浜松市169
9128 津田　悠大 ﾂﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ  0:15:29浜松市170
9226 山下　峻平 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ  0:15:30浜松市171
9112 大坪　由来 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾗｲ  0:15:30浜松市172
9114 佐藤　祐弥 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ  0:15:31浜松市173
9215 野末　悠豪 ﾉｽﾞｴ ﾕｳｺﾞｳ  0:15:31浜松市174
9093 島田　凌典 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ  0:15:33浜松市175
9120 鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ  0:15:34浜松市176
9262 寺田　龍之介 ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾕｳﾉｽｹ  0:15:34磐田市177
9132 永橋　光一郎 ﾅｶﾞﾊｼ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:15:35浜松市178
9304 中津川　幸哉 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｺｳﾔ  0:15:37浜松市179
9062 赤堀　充樹 ｱｶﾎﾘ ﾐﾂｷ  0:15:37浜松市180
9082 森重　佑介 ﾓﾘｼｹﾞ ﾕｳｽｹ  0:15:39浜松市181
9219 竹中　柊太 ﾀｹﾅｶ ｼｭｳﾀ  0:15:40静岡市182
9318 近藤　大夢 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾑ  0:15:40浜松市183
9300 上田　快 ｳｴﾀﾞ ｶｲ  0:15:41浜松市184
9159 利根川　陸 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾘｸ  0:15:41愛知県185
9088 松島　理矩 ﾏﾂｼﾏ ﾘｸ  0:15:42静岡市186
9067 林　巧人 ﾊﾔｼ ﾀｸﾄ  0:15:42磐田市187
9105 酒井　瑛仁 ｻｶｲ ｴｲﾄ  0:15:46浜松市188
9127 八木　優太郎 ﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ  0:15:49藤枝市189
9200 大橋　勇輝 ｵｵﾊｼ ﾕｳｷ  0:15:50浜松市190
9261 寺田　凜之介 ﾃﾗﾀﾞ ﾘﾝﾉｽｹ  0:15:50磐田市191
9072 玉川　拓海 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾀｸﾐ  0:15:52浜松市192
9068 野末　陸斗 ﾉｽﾞｴ ﾘｸﾄ  0:15:54浜松市193
9143 赤井　慎太郎 ｱｶｲ ｼﾝﾀﾛｳ  0:15:56藤枝市194
9276 森田　隼太朗 ﾓﾘﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ  0:15:59浜松市195
9334 清水　健斗 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ  0:16:00袋井市196
9238 中村　優士 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼ  0:16:00浜松市197
9178 金子　颯杜 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ  0:16:01浜松市198
9116 寺田　到真 ﾃﾗﾀﾞ ﾄｳﾏ  0:16:04浜松市199
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9221 田中　康生 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ  0:16:05愛知県200
9331 鈴木　直洋 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾋﾛ  0:16:06袋井市201
9203 内藤　太賀 ﾅｲﾄｳ ﾀｲｶﾞ  0:16:07浜松市202
9115 新谷　紘平 ｼﾝﾀﾆ ｺｳﾍｲ  0:16:08浜松市203
9162 村松　功介 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ  0:16:08藤枝市204
9179 清水　一輝 ｼﾐｽﾞ ｲﾂｷ  0:16:10袋井市205
9231 船井　惇仁 ﾌﾅｲ ﾏｺﾄ  0:16:13浜松市206
9176 山中　凛太郎 ﾔﾏﾅｶ ﾘﾝﾀﾛｳ  0:16:13浜松市207
9064 佐藤　拓斗 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ  0:16:13富士宮市208
9320 伊藤　康介 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ  0:16:13浜松市209
9138 吉田　渉 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ  0:16:15函南町210
9099 小森　朝陽 ｺﾓﾘ ｱｻﾋ  0:16:19磐田市211
9241 渡辺　悠太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ  0:16:21浜松市212
9260 青木　康太郎 ｱｵｷ ｺｳﾀﾛｳ  0:16:25浜松市213
9302 堤　永至郎 ﾂﾂﾐ ｴｲｼﾛｳ  0:16:25浜松市214
9145 安藤　侑馬 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ  0:16:26浜松市215
9086 井桁　遼亮 ｲｹﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ  0:16:27浜松市216
9303 村松　莉久真 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｸﾏ  0:16:27浜松市217
9171 雪島　颯太 ﾕｷｼﾏ ｿｳﾀ  0:16:33浜松市218
9141 宮木　栄彰 ﾐﾔｷ ﾋﾃﾞｱｷ  0:16:35浜松市219
9286 伊藤　礼大 ｲﾄｳ ﾚｵ  0:16:36浜松市220
9339 竹原　龍清 ﾀｹﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ  0:16:36浜松市221
9301 飯尾　優翔 ｲｲｵ ﾏｻﾄ  0:16:37浜松市222
9305 峯邑　朝陽 ﾐﾈﾑﾗ ｱｻﾋ  0:16:39浜松市223
9133 嶋田　僚太 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ  0:16:41島田市224
9324 西川　翔馬 ﾆｼｶﾜ ｼｮｳﾏ  0:16:41浜松市225
9189 大石　琉人 ｵｵｲｼ ﾘｭｳﾄ  0:16:41掛川市226
9174 杉本　亘 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳ  0:16:42焼津市227
9308 平井　晴也 ﾋﾗｲ ｾｲﾔ  0:16:42浜松市228
9110 水崎　浩輔 ﾐｽﾞｻｷ ｺｳｽｹ  0:16:42浜松市229
9310 加藤　由希也 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ  0:16:43磐田市230
9094 高塚　陽生 ﾀｶﾂｶ ﾀｶﾋﾛ  0:16:43浜松市231
9186 大石　裕二郎 ｵｵｲｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ  0:16:44浜松市232
9165 伊藤　佑真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ  0:16:48浜松市233
9340 竹原　鷲清 ﾀｹﾊﾗ ｼｭｳｾｲ  0:16:48浜松市234
9170 内山　裕士郎 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ  0:16:51掛川市235
9284 菊池　創太 ｷｸﾁ ｿｳﾀ  0:16:52浜松市236
9335 二俣　直樹 ﾌﾀﾏﾀ ﾅｵｷ  0:16:53掛川市237
9164 村松　優哉 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾔ  0:16:54浜松市238
9124 田中　大翔 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ  0:16:54浜松市239
9122 鈴木　空莉 ｽｽﾞｷ ｿﾗﾘ  0:16:57浜松市240
9134 岡本　八仁 ｵｶﾓﾄ ﾊﾁｼﾞﾝ  0:16:59浜松市241
9288 永島　立也 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾂﾔ  0:17:02愛知県242
9201 御手洗　優斗 ﾐﾀﾗｼ ﾕｳﾄ  0:17:04浜松市243
9285 松浦　光汰郎 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀﾛｳ  0:17:05菊川市244
9337 二俣　篤基 ﾌﾀﾏﾀ ｱﾂｷ  0:17:08掛川市245
9281 栗原　幸希 ｸﾘﾊﾗ ｺｳｷ  0:17:12浜松市246
9259 水谷　祐一朗 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:17:13三重県247
9019 山本　星 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲ  0:17:16愛知県248
9270 神村　怜太 ｶﾐﾑﾗ ﾚｲﾀ  0:17:19浜松市249
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9313 藤森　玄 ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾞﾝ  0:17:20浜松市250
9142 渥美　憲人 ｱﾂﾐ ｹﾝﾄ  0:17:22湖西市251
9336 二俣　博紀 ﾌﾀﾏﾀ ﾋﾛｷ  0:17:23掛川市252
9218 後藤　優司郎 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞﾛｳ  0:17:23浜松市253
9212 島田　開伸 ｼﾏﾀﾞ ｶｲｼﾝ  0:17:23浜松市254
9271 山崎　葵生 ﾔﾏｻｷ ｱｵｲ  0:17:25浜松市255
9205 中平　皓介 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｺｳｽｹ  0:17:25島田市256
9275 中村　圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ  0:17:26浜松市257
9119 赤井　謙太 ｱｶｲ ｹﾝﾀ  0:17:28藤枝市258
9197 松本　広海 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐ  0:17:31愛知県259
9123 北村　直也 ｷﾀﾑﾗ ﾅｵﾔ  0:17:35浜松市260
9251 夏目　聖也 ﾅﾂﾒ ｾｲﾔ  0:17:36浜松市261
9121 石川　蒼馬 ｲｼｶﾜ ｿｳﾏ  0:17:40浜松市262
9131 細田　健生 ﾎｿﾀﾞ ﾀｹｷ  0:17:42袋井市263
9169 内山　晋一 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  0:17:43掛川市264
9063 赤堀　譲樹 ｱｶﾎﾘ ﾕｽﾞｷ  0:17:48浜松市265
9125 宇藤　圭吾 ｳﾄｳ ｹｲｺﾞ  0:17:52愛知県266
9236 西川　竜生 ﾆｼｶﾜ ﾘｭｳｷ  0:17:52焼津市267
9312 清川　和真 ｷﾖｶﾜ ｶｽﾞﾏ  0:17:53静岡市268
9250 吉井　悠真 ﾖｼｲ ﾕｳﾏ  0:17:53焼津市269
9204 中平　大翔 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾄ  0:17:56島田市270
9326 高橋　晃汰 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ  0:17:58浜松市271
9167 小取　優輝 ｺﾄﾘ ﾕｳｷ  0:17:58磐田市272
9107 田村　猛 ﾀﾑﾗ ﾀｹﾙ  0:17:59静岡市273
9208 中村　颯汰 ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ  0:18:02浜松市274
9076 高倉　琉偉 ﾀｶｸﾗ ﾙｲ  0:18:09浜松市275
9245 贄　充希 ﾆｴ ｱﾂｷ  0:18:10愛知県276
9172 小島　千裕 ｺｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ  0:18:23浜松市277
9248 前堀　蓮 ﾏｴﾎﾘ ﾚﾝ  0:18:24袋井市278
9173 山下　空良 ﾔﾏｼﾀ ｿﾗ  0:18:31浜松市279
9207 中村　勇斗 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ  0:18:34浜松市280
9149 松田　脩 ﾏﾂﾀﾞ ｵｻﾑ  0:18:37三重県281
9277 重野　航輝 ｼｹﾞﾉ ｺｳｷ  0:18:45掛川市282
9154 松島　圭利 ﾏﾂｼﾏ ｹｲﾄ  0:18:51静岡市283
9147 細羽　涼介 ﾎｿﾊﾞ ﾘﾖｳｽｹ  0:18:56浜松市284
9265 杉本　潤哉 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ  0:19:15浜松市285
9256 榊原　巧大 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｺｳﾀ  0:19:17愛知県286
9126 鈴木　郁毅 ｽｽﾞｷ ｲｸｷ  0:19:33浜松市287
9217 谷口　竜平 ﾔｸﾞﾁ ﾘｭｳﾍｲ  0:19:34浜松市288
9139 神本　侑汰 ｶﾐﾓﾄ ﾕｳﾀ  0:19:58愛知県289
9244 生末　爽亮 ｲｸｽｴ ｿｳｽｹ  0:20:28神奈川県290
9168 戸田　裕海 ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾐ  0:21:02磐田市291
9264 杉山　敦規 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾂｷ  0:21:04浜松市292
9135 松下　玲於 ﾏﾂｼﾀ ﾚｵ  0:21:04浜松市293
9199 酢山　拓郎 ｽﾔﾏ ﾀｸﾛｳ  0:21:05浜松市294
9182 野末　燎之介 ﾉｽﾞｴ ﾘｮｳﾉｽｹ  0:21:12浜松市295
9157 加藤　嵩也 ｶﾄｳ ｼｭｳﾔ  0:21:26島田市296
9140 川島　陸 ｶﾜｼﾏ ﾘｸ  0:21:38浜松市297
9274 松本　ハリー ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾘｰ  0:21:51浜松市298
9263 金原　晴 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾊﾙ  0:22:53浜松市299
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３ｋｍ男子小学生
9344 藤代 大翔 ﾌｼﾞｼﾛ ﾀｲｶﾞ  0:23:17300
9153 岩辺　春輝 ｲﾜﾅﾍﾞ ｼｭﾝｷ  0:23:32牧之原市301
9343 名波 繋人 ﾅﾅﾐ ｹｲﾄ  0:24:15302
9192 藤牧　好汰 ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳﾀ  0:24:57浜松市303

Print : 2012/11/28 23:07:14 157 / 190 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍ市内男子小学生
9406 田中　諒 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ  0:11:40磐田市1
9403 大畑　龍之介 ｵｵﾊﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ  0:12:11磐田市2
9550 佐藤　武 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ  0:12:18磐田市3
9410 大場　伊織 ｵｵﾊﾞ ｲｵﾘ  0:12:20磐田市4
9590 木下　充人 ｷｼﾀ ｼｭｳﾄ  0:12:27磐田市5
9413 鈴木　創太 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ  0:12:29磐田市6
9517 渥美　輝大 ｱﾂﾐ ｺｳﾀﾞｲ  0:12:29磐田市7
9560 村松　拓真 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾏ  0:12:30磐田市8
9411 青山　雅史 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｼ  0:12:31磐田市9
9416 川崎　敦郎 ｶﾜｻｷ ｱﾂﾛｳ  0:12:35磐田市10
9596 鈴木　大地 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ  0:12:35磐田市11
9537 木村　有佑 ｷﾑﾗ ﾕｳｽｹ  0:12:38磐田市12
9407 鈴木　壮悟 ｽｽﾞｷ ｿｳｺﾞ  0:12:39磐田市13
9401 大庭　弓右 ｵｵﾊﾞ ﾕｳ  0:12:43磐田市14
9706 藤田　佳樹 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｷ  0:12:44磐田市15
9452 糴川　智大 ﾃｷｶﾜ  0:12:44磐田市16
9540 石川　慶人 ｲｼｶﾜ ｹｲﾄ  0:12:45磐田市17
9575 大西　洋平 ｵｵﾆｼ ﾖｳﾍｲ  0:12:47磐田市18
9686 志賀　風太 ｼｶﾞ ﾌｳﾀ  0:12:50磐田市19
9431 小寺　海士 ｺﾃﾞﾗ ｶｲﾄ  0:12:50磐田市20
9421 鈴木　浩介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ  0:12:52磐田市21
9598 磯部　虹希 ｲｿﾍﾞ ｺｳｷ  0:12:54磐田市22
9426 川下　楓 ｶﾜｼﾀ ｶｴﾃﾞ  0:12:55磐田市23
9628 後藤　遥人 ｺﾞﾄｳ  0:12:55磐田市24
9531 齋藤　大夢 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾑ  0:12:56磐田市25
9553 坂下　慎之佑 ｻｶｼﾀ ｼﾝﾉｽｹ  0:12:56磐田市26
9455 水野　迅翔 ﾐｽﾞﾉ ﾊﾔﾄ  0:12:57磐田市27
9419 筬島　大智 ｵｻｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ  0:12:59磐田市28
9442 桑原　利玖 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾘｸ  0:13:02磐田市29
9439 伊藤　猛志 ｲﾄｳ ﾀｹｼ  0:13:03磐田市30
9692 森岡　大和 ﾓﾘｵｶ ﾔﾏﾄ  0:13:04磐田市31
9657 大橋　佑二郎 ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ  0:13:07磐田市32
9409 小松　勇大 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀﾞｲ  0:13:09磐田市33
9521 松木　大河 ﾏﾂｷ ﾀｲｶﾞ  0:13:10磐田市34
9635 大津　魁理 ｵｵﾂ ｶｲﾘ  0:13:10磐田市35
9430 大畑　柊馬 ｵｵﾊﾀ ｼｭｳﾏ  0:13:13磐田市36
9615 新野　利樹 ﾆｲﾉ ﾄｼｷ  0:13:14磐田市37
9458 高橋　佑太朗 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ  0:13:16磐田市38
9466 坂田　光 ｻｶﾀ ﾋｶﾙ  0:13:16磐田市39
9437 沖　一馬 ｵｷ ｶｽﾞﾏ  0:13:19磐田市40
9624 森下　歩夢 ﾓﾘｼﾀ ｱﾕﾑ  0:13:20磐田市41
9604 東浦　淳仁 ﾋｶﾞｼｳﾗ ｱﾂｼ  0:13:20磐田市42
9445 徳本　夏樹 ﾄｸﾓﾄ ﾅﾂｷ  0:13:20磐田市43
9415 松下　大輝 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｷ  0:13:21磐田市44
9585 石井　初樹 ｲｼｲ ﾊﾂｷ  0:13:21磐田市45
9424 赤堀　翔弥 ｱｶﾎﾘ ｼｮｳﾔ  0:13:22磐田市46
9612 駒形　俊樹 ｺﾏｶﾞﾀ ﾄｼｷ  0:13:24磐田市47
9542 山梨　潤平 ﾔﾏﾅｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:13:25磐田市48
9690 加藤　楓生 ｶﾄｳ ﾌｳｷ  0:13:28磐田市49
9597 赤川　巧実 ｱｶｶﾞﾜ ﾀｸﾐ  0:13:29磐田市50
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３ｋｍ市内男子小学生
9423 宮本　悠吾 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｺﾞ  0:13:31磐田市51
9572 永井　駿希 ﾅｶﾞｲ ｼｭﾝｷ  0:13:31磐田市52
9425 三浦　温隼 ﾐｳﾗ ﾊﾙﾄ  0:13:33磐田市53
9698 鈴木　颯斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ  0:13:36磐田市54
9562 鈴木　唯織 ｽｽﾞｷ ｲｵﾘ  0:13:36磐田市55
9420 岩山　享平 ｲﾜﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ  0:13:36磐田市56
9619 嶋　恭輔 ｼﾏ ｷｮｳｽｹ  0:13:37磐田市57
9691 川村　龍摩 ｶﾜﾑﾗ ﾘｭｳﾏ  0:13:40磐田市58
9557 小澤　海仁 ｵｻﾞﾜ ｶｲﾄ  0:13:43磐田市59
9637 吉田　真那斗 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾄ  0:13:43磐田市60
9605 本多　柊生 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭｳ  0:13:46磐田市61
9655 高橋　勇人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ  0:13:46磐田市62
9665 浅井　源太 ｱｻｲ ｹﾞﾝﾀ  0:13:46磐田市63
9656 鈴木　翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ  0:13:47磐田市64
9428 宇井　大海 ｳｲ ﾋﾛﾐ  0:13:48磐田市65
9629 土井　毬夢 ﾄﾞｲ  0:13:49磐田市66
9436 小川　瞭真 ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳﾏ  0:13:50磐田市67
9709 浅野　蒼紫 ｱｻﾉ ｱｵｼ  0:13:50磐田市68
9689 小栗　有翔 ｵｸﾞﾘ ﾕｳﾄ  0:13:51磐田市69
9567 森　蓮太 ﾓﾘ ﾚﾝﾀ  0:13:51磐田市70
9454 安中　優斗 ﾔｽﾅｶ ﾕｳﾄ  0:13:53磐田市71
9464 志田　薪乃介 ｼﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ  0:13:54磐田市72
9591 木下　魁人 ｷｼﾀ ｶｲﾄ  0:13:55磐田市73
9577 宮地　永 ﾐﾔﾁ ﾊﾙｶ  0:13:55磐田市74
9610 佐藤　暖 ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ  0:13:56磐田市75
9514 橋本　明樹 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙｷ  0:13:56磐田市76
9446 山田　智仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ  0:13:56磐田市77
9621 鈴木　悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ  0:13:56磐田市78
9549 加藤　大暉 ｶﾄｳ ﾊﾙｷ  0:13:58磐田市79
9702 松井　太一 ﾏﾂｲ ﾀｲﾁ  0:13:59磐田市80
9427 米澤　威斗 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｹﾄ  0:13:59磐田市81
9547 宮木　祐太 ﾐﾔｷ ﾕｳﾀ  0:14:00磐田市82
9453 黒沢　祐吾 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｺﾞ  0:14:02磐田市83
9649 松浦　玲大 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳﾀ  0:14:03磐田市84
9465 野村　一護 ﾉﾑﾗ ｲﾁｺﾞ  0:14:05磐田市85
9448 鈴木　大翔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ  0:14:05磐田市86
9539 尾高　颯太 ｵﾀﾞｶ ｿｳﾀ  0:14:07磐田市87
9671 岡田　拓海 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ  0:14:08磐田市88
9581 村瀬　掌 ﾑﾗｾ ｼｮｳ  0:14:08磐田市89
9666 浅井　遥太 ｱｻｲ ﾊﾙﾀ  0:14:09磐田市90
9523 金原　良也 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳﾔ  0:14:15磐田市91
9528 大石　健太 ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ  0:14:15磐田市92
9434 鈴木　佑磨 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ  0:14:20磐田市93
9412 岡部　直弥 ｵｶﾍﾞ ﾅｵﾔ  0:14:21磐田市94
9584 伊藤　優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ  0:14:22磐田市95
9634 金原　遼明 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｮｳﾒｲ  0:14:23磐田市96
9433 大森　寛之 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ  0:14:23磐田市97
9556 長谷川　大翔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ  0:14:23磐田市98
9414 青島　拓海 ｱｵｼﾏ ﾀｸﾐ  0:14:23磐田市99
9451 高木　瑛登 ﾀｶｷﾞ ｴｲﾄ  0:14:23磐田市100
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9579 山下　皓史 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼ  0:14:24磐田市101
9614 新野　蒼空 ﾆｲﾉ ｿﾗ  0:14:25磐田市102
9558 坂根　裕規 ｻｶﾈ ﾕｳｷ  0:14:27磐田市103
9622 太田　詩苑 ｵｵﾀ ｼｵﾝ  0:14:27磐田市104
9435 田端　健生 ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝｾｲ  0:14:27磐田市105
9704 次藤　佑樹 ｼﾄｳ ﾕｳｷ  0:14:28磐田市106
9703 中川　祐希 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ  0:14:28磐田市107
9461 松下　碧 ﾏﾂｼﾀ ｱｵｲ  0:14:28磐田市108
9582 村瀬　迅 ﾑﾗｾ ｼﾞﾝ  0:14:30磐田市109
9620 鈴木　翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ  0:14:30磐田市110
9456 八木　司 ﾔｷﾞ ﾂｶｻ  0:14:31磐田市111
9538 高松　真優 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾋﾛ  0:14:31磐田市112
9468 川島　春斗 ｶﾜｼﾏ ﾊﾙﾄ  0:14:34磐田市113
9536 鈴木　皐大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ  0:14:37磐田市114
9669 奥瀬　友太 ｵｸｾ ﾕｳﾀ  0:14:37磐田市115
9447 池田　翔太 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ  0:14:37磐田市116
9497 四方　天雅 ﾖﾓ ﾃﾝｶﾞ  0:14:37磐田市117
9707 鈴木　虹大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ  0:14:38磐田市118
9508 岡澤　大悟 ｵｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ  0:14:39磐田市119
9565 水野　凜乃介 ﾐｽﾞﾉ ﾘﾝﾉｽｹ  0:14:39磐田市120
9586 石井　柊次 ｲｼｲ ｼｭｳｼﾞ  0:14:39磐田市121
9650 松浦　戒燎 ﾏﾂｳﾗ ｶｲﾘ  0:14:40磐田市122
9509 岩見　優作 ｲﾜﾐ ﾕｳｻｸ  0:14:41磐田市123
9685 根崎　航晟 ﾈｻﾞｷ ｺｳｾｲ  0:14:41磐田市124
9580 松田　光矢 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾔ  0:14:42磐田市125
9583 大橋　巧真 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾏ  0:14:42磐田市126
9705 柴田　逸吾 ｼﾊﾞﾀ ｲﾁｺﾞ  0:14:43磐田市127
9661 浅井　悠佑 ｱｻｲ ﾕｳｽｹ  0:14:44磐田市128
9602 小杉　世津亜 ｺｽｷﾞ ｾﾂｱ  0:14:44磐田市129
9487 岩澤　賢伸 ｲﾜｻﾜ ｹﾝｼﾝ  0:14:45磐田市130
9682 池ヶ谷　輝一 ｲｹｶﾞﾔ ｷｲﾁ  0:14:47磐田市131
9600 中村　優斗 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄ  0:14:47磐田市132
9653 杉山　貴士 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾄ  0:14:49磐田市133
9422 三島　啓聖 ﾐｼﾏ ﾋﾛﾄ  0:14:51磐田市134
9449 松永　皐輝 ﾏﾂﾅｶﾞ ｺｳｷ  0:14:51磐田市135
9526 長谷川　蒼一郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ  0:14:52磐田市136
9443 平野　英大 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞﾄ  0:14:52磐田市137
9680 清水　伊織 ｼﾐｽﾞ ｲｵﾘ  0:14:55磐田市138
9482 杉本　錬矢 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚﾝﾔ  0:14:55磐田市139
9632 齋藤　祐介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ  0:14:56磐田市140
9518 五十里　龍飛 ｲｶﾘ ﾘｭｳﾋ  0:14:57磐田市141
9678 牧田　惇暉 ﾏｷﾀ ｱﾂｷ  0:14:57磐田市142
9438 鈴木　陸斗 ｽｽﾞｷ ﾘｸﾄ  0:14:58磐田市143
9483 山内　佑輔 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｽｹ  0:14:58磐田市144
9643 澤田　楓雅 ｻﾜﾀﾞ ﾌｳｶﾞ  0:14:59磐田市145
9681 山下　史紘 ﾔﾏｼﾀ ﾌﾐﾋﾛ  0:14:59磐田市146
9418 松井　悠 ﾏﾂｲ ﾕｳ  0:15:00磐田市147
9641 鈴木　開晟 ｽｽﾞｷ ｶｲｾｲ  0:15:00磐田市148
9429 服部　健世 ﾊｯﾄﾘ ｹﾝｾｲ  0:15:03磐田市149
9457 工藤　歩 ｸﾄﾞｳ ｱﾕﾑ  0:15:03磐田市150
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9529 石川　太陽 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾖｳ  0:15:04磐田市151
9631 佐口　陽飛 ｻｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ  0:15:04磐田市152
9516 江塚　翔輝 ｴﾂﾞｶ ｼｮｳｷ  0:15:04磐田市153
9485 磯辺　亮太 ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ  0:15:05磐田市154
9668 矢野　雅月 ﾔﾉ ｱﾂｷ  0:15:07磐田市155
9490 落合　瞭 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳ  0:15:08磐田市156
9525 宮本　皓寿 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾄ  0:15:09磐田市157
9642 鈴木　滉太 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ  0:15:11磐田市158
9617 柏原　健 ｶｼﾊﾗ ｹﾝ  0:15:12磐田市159
9683 栗田　奨也 ｸﾘﾀ ｼｮｳﾔ  0:15:12磐田市160
9510 太田　陽大 ｵｵﾀ ﾋﾅﾀ  0:15:12磐田市161
9710 佐々木 悠良 ｻｻｷ ﾕﾗ  0:15:13162
9475 伊藤　朱駿 ｲﾄｳ ｱﾔﾄ  0:15:13磐田市163
9588 長谷川　貴洋 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ  0:15:16磐田市164
9552 鈴木　誉也 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔ  0:15:17磐田市165
9571 佐藤　惇司 ｻﾄｳ ｱﾂｼ  0:15:18磐田市166
9570 竹内　崇允 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｲﾝ  0:15:19磐田市167
9503 佐野　蘭丸 ｻﾉ ﾗﾝﾏﾙ  0:15:19磐田市168
9576 青木　優太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ  0:15:19磐田市169
9481 天野　柊太 ｱﾏﾉ ｼｭｳﾀ  0:15:20磐田市170
9500 工藤　遼人 ｸﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ  0:15:21磐田市171
9522 松木　大和 ﾏﾂｷ ﾔﾏﾄ  0:15:23磐田市172
9639 大塚　朋樹 ｵｵﾂｶ ﾄﾓｷ  0:15:27磐田市173
9606 持永　麗矢 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾚｲﾔ  0:15:27磐田市174
9502 青島　礼 ｱｵｼﾏ ﾚｲ  0:15:28磐田市175
9473 阿竹　遼太 ｱﾀｹ ﾘｮｳﾀ  0:15:31磐田市176
9613 駒形　柾樹 ｺﾏｶﾞﾀ ﾏｻｷ  0:15:32磐田市177
9555 望月　柊吾 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳｺﾞ  0:15:32磐田市178
9524 大竹　深月 ｵｵﾀｹ ﾐｽﾞｷ  0:15:36磐田市179
9495 名倉　玄 ﾅｸﾞﾗ ｹﾞﾝ  0:15:36磐田市180
9486 佐藤　元紀 ｻﾄｳ ﾓﾄｷ  0:15:37磐田市181
9493 砥綿　蓮 ﾄﾜﾀ ﾚﾝ  0:15:38磐田市182
9574 松井　仁春 ﾏﾂｲ ﾏｻﾊﾙ  0:15:39磐田市183
9532 鈴木　伸輔 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ  0:15:40磐田市184
9519 金原　將晃 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻｱｷ  0:15:41磐田市185
9444 池田　麻那也 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾔ  0:15:42磐田市186
9684 白畑　羽翼 ｼﾗﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ  0:15:43磐田市187
9541 山梨　颯太 ﾔﾏﾅｼ ｿｳﾀ  0:15:44磐田市188
9460 中西　龍生 ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳｾｲ  0:15:45磐田市189
9594 桑原　龍 ｸﾜﾊﾗ ﾘｭｳ  0:15:45磐田市190
9688 萩原　一平 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｯﾍﾟｲ  0:15:47磐田市191
9648 瀬畑　佳寛 ｾﾊﾀ ﾖｼﾋﾛ  0:15:48磐田市192
9676 石井　鼓汰朗 ｲｼｲ ｺﾀﾛｳ  0:15:48磐田市193
9533 渡辺　優太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ  0:15:48磐田市194
9694 吉筋　聖 ﾖｼｽｼﾞ ﾋｼﾞﾘ  0:15:50磐田市195
9440 小木　寛太 ｵｷﾞ ｶﾝﾀ  0:15:51磐田市196
9511 安間　諒 ｱﾝﾏ ﾘｮｳ  0:15:53磐田市197
9530 松下　直樹 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵｷ  0:15:56磐田市198
9459 浅野　翔大 ｱｻﾉ ﾊﾔﾄ  0:15:57磐田市199
9520 中井　洸暢 ﾅｶｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ  0:15:57磐田市200
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３ｋｍ市内男子小学生
9636 宮本　康平 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳﾍｲ  0:16:00磐田市201
9618 知念　大地 ﾁﾈﾝ ﾀｲﾁ  0:16:01磐田市202
9644 石山　楓真 ｲｼﾔﾏ ﾌｳﾏ  0:16:01磐田市203
9564 藤本　隼那 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾔﾅ  0:16:02磐田市204
9545 石丸　紘 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｼ  0:16:03磐田市205
9679 牧田　惟楓 ﾏｷﾀ ｲﾌﾞｷ  0:16:05磐田市206
9589 増田　寛之 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:16:05磐田市207
9534 渡辺　翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ  0:16:08磐田市208
9627 菅原　大 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲ  0:16:10磐田市209
9599 中村　瑠良 ﾅｶﾑﾗ ﾙｲ  0:16:12磐田市210
9470 田村　真登 ﾀﾑﾗ ﾏﾅﾄ  0:16:13磐田市211
9664 山田　圭吾 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ  0:16:14磐田市212
9568 大村　紘斗 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾄ  0:16:14磐田市213
9640 伊藤　叶翔 ｲﾄｳ ｶﾅﾄ  0:16:15磐田市214
9645 川野辺　将 ｶﾜﾉﾍﾞ ｼｮｳ  0:16:20磐田市215
9561 徳本　陵汰 ﾄｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ  0:16:20磐田市216
9450 青嶌　哲也 ｱｵｼﾏ ﾃﾂﾔ  0:16:22磐田市217
9467 水上　和郁 ﾐｽﾞｶﾐ ﾜｸ  0:16:24磐田市218
9608 本田　雄亮 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ  0:16:26磐田市219
9499 袴田　洸希 ﾊｶﾏﾀ ｺｳｷ  0:16:28磐田市220
9498 吉田　優仁 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾝ  0:16:28磐田市221
9670 大石　啓龍 ｵｵｲｼ ｹｲﾀﾂ  0:16:30磐田市222
9677 石井　凜太朗 ｲｼｲ ﾘﾝﾀﾛｳ  0:16:38磐田市223
9469 田端　康生 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｾｲ  0:16:38磐田市224
9535 杉浦　啓寿 ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｼﾞｭ  0:16:39磐田市225
9569 加藤　空斗 ｶﾄｳ ｿﾗﾄ  0:16:42磐田市226
9548 吉田　和 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｼ  0:16:44磐田市227
9700 金原　誠也 ｷﾝﾊﾟﾗ ｾｲﾔ  0:16:44磐田市228
9625 小杉　竜斗 ｺｽｷﾞ ﾘｭｳﾄ  0:16:45磐田市229
9573 伊藤　太希 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ  0:16:45磐田市230
9505 鈴木　偉陽冴 ｽｽﾞｷ ｲﾋﾞｻ  0:16:46磐田市231
9697 大場　巧士 ｵｵﾊﾞ ｺｳｼ  0:16:47磐田市232
9638 村松　綜太 ﾑﾗﾏﾂ ｿｳﾀ  0:16:50磐田市233
9489 土井　淳誠 ﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝｾｲ  0:16:53磐田市234
9504 榛葉　聖也 ｼﾝﾊﾞ ｾｲﾔ  0:16:53磐田市235
9494 田中　佑樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ  0:16:54磐田市236
9432 横山　遊士 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｼ  0:16:54磐田市237
9501 黒澤　凌太 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳﾀ  0:16:55磐田市238
9480 鈴木　悠友 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ  0:16:57磐田市239
9701 村木　洸太 ﾑﾗｷ ｺｳﾀ  0:17:05磐田市240
9566 竹山　海里 ﾀｹﾔﾏ ｶｲﾘ  0:17:08磐田市241
9593 海野　頼寿 ｳﾝﾉ ﾖｼﾋｻ  0:17:11磐田市242
9462 川下　葵 ｶﾜｼﾀ ｱｵｲ  0:17:12磐田市243
9405 松崎　航汰 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾀ  0:17:15磐田市244
9543 梅原　慶元 ｳﾒﾊﾗ ﾖｼﾊﾙ  0:17:26磐田市245
9654 松本　壮司 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳｼ  0:17:29三重県246
9463 大場　敬悟 ｵｵﾊﾞ ｹｲｺﾞ  0:17:30磐田市247
9616 青山　太一 ｱｵﾔﾏ ﾀｲﾁ  0:17:32磐田市248
9551 鈴木　陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ  0:17:33磐田市249
9578 岡本　悠汰 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾀ  0:17:33磐田市250
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9513 桜井　渉 ｻｸﾗｲ ｼｮｳ  0:17:35磐田市251
9491 山口　瑛也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾙﾔ  0:17:39磐田市252
9601 金原　佑弥 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｳﾔ  0:17:40磐田市253
9696 森　大地 ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ  0:17:41磐田市254
9623 熊谷　幸大 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾀ  0:17:43磐田市255
9512 源間　柊羽 ｹﾞﾝﾏ ｼｭｳ  0:17:44磐田市256
9484 関塚　武流 ｾｷﾂﾞｶ ﾀｹﾙ  0:17:54磐田市257
9673 今利　真心人 ｲﾏﾘ ﾏｺﾄ  0:17:57磐田市258
9611 山本　裕真 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾏ  0:17:59磐田市259
9559 原田　凌甫 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ  0:17:59磐田市260
9660 鈴木　謙太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ  0:18:04磐田市261
9687 新倉　大 ﾆｲｸﾗ ﾏｻﾙ  0:18:04磐田市262
9708 渡辺　柊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ  0:18:04磐田市263
9607 鈴木　瑛仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ  0:18:06磐田市264
9587 高須　優 ﾀｶｽ ﾕｳ  0:18:09磐田市265
9651 齋藤　千斗 ｻｲﾄｳ ｾﾝﾄ  0:18:11磐田市266
9563 鈴木　冬弥 ｽｽﾞｷ ﾄｳﾔ  0:18:23磐田市267
9626 川島　優大 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ  0:18:25磐田市268
9652 齋藤　力乙 ｻｲﾄｳ ﾘｷﾄ  0:18:41磐田市269
9699 山中　遼雲 ﾔﾏﾅｶ ﾘｮｳｳﾝ  0:18:57磐田市270
9496 小栁　孟司 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ  0:19:07磐田市271
9472 福井　祐輝 ﾌｸｲ ﾕｳｷ  0:19:11磐田市272
9476 青山　剛志 ｱｵﾔﾏ ﾂﾖｼ  0:19:12磐田市273
9492 金子　滉 ｶﾈｺ ﾋｶﾙ  0:19:14磐田市274
9507 横田川　岳良 ﾖｺﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾖｼ  0:19:17磐田市275
9474 山下　秦 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝ  0:19:36磐田市276
9658 渡辺　優樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ  0:19:52磐田市277
9515 芥田　稜馬 ｱｸﾀ ﾘｮｳﾏ  0:20:10磐田市278
9488 鈴木　龍 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳ  0:20:15磐田市279
9546 川島　彗斗 ｶﾜｼﾏ ｹｲﾄ  0:20:15磐田市280
9592 海野　鳳飛 ｳﾝﾉ ﾌｳﾄ  0:20:33磐田市281
9633 袴田　逞斗 ﾊｶﾏﾀ ﾀｸﾄ  0:21:12磐田市282
9674 畑山　尚也 ﾊﾀﾔﾏ ﾅｵﾔ  0:22:33磐田市283
9477 塚本　歩 ﾂｶﾓﾄ ｱﾕﾑ  0:22:40磐田市284
9478 大村　隼斗 ｵｵﾑﾗ ﾊﾔﾄ  0:23:47磐田市285
9662 浅井　涼佑 ｱｻｲ ﾘｮｳｽｹ  0:24:44磐田市286
9675 畑山　征也 ﾊﾀﾔﾏ ｾｲﾔ  0:26:21磐田市287
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３ｋｍ女子小学生
10001 高木　唯楠 ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ  0:12:29袋井市1
10042 若狭　杏奈 ﾜｶｻ ｱﾝﾅ  0:12:46京都府2
10015 高橋　緑里 ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ  0:13:07浜松市3
10081 竹内　彩真歩 ﾀｹｳﾁ ｻﾏｱ  0:13:11浜松市4
10116 久野　桜彩 ｸﾉ ｻｱﾔ  0:13:11袋井市5
10008 河合　紋 ｶﾜｲ ｱﾔ  0:13:16浜松市6
10007 鈴木　夢乃 ｽｽﾞｷ ﾕﾒﾉ  0:13:20浜松市7
10024 森重　江里子 ﾓﾘｼｹﾞ ｴﾘｺ  0:13:23浜松市8
10034 湯野　加菜美 ﾕﾉ ｶﾅﾐ  0:13:24磐田市9
10096 岡田　彩花 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ  0:13:28袋井市10
10080 中道　萌々花 ﾅｶﾐﾁ ﾓﾓｶ  0:13:29浜松市11
10002 八幡　蓮 ﾔﾊﾀ ﾚﾝ  0:13:31浜松市12
10103 長谷川　愛花 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅｶ  0:13:35袋井市13
10102 川合　紗和 ｶﾜｲ ｻﾜ  0:13:55浜松市14
10017 佐藤　穂南 ｻﾄｳ ﾎﾅﾐ  0:13:57富士宮市15
10106 森川　ひまり ﾓﾘｶﾜ ﾋﾏﾘ  0:13:58袋井市16
10009 河合　舞 ｶﾜｲ ﾏｲ  0:14:10浜松市17
10019 瀬辺　くるみ ｾﾍﾞ ｸﾙﾐ  0:14:15富士宮市18
10037 本多　由佳 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｶ  0:14:15裾野市19
10020 内山　りな ｳﾁﾔﾏ ﾘﾅ  0:14:24浜松市20
10032 鈴木　笑美 ｽｽﾞｷ ｴﾐ  0:14:25磐田市21
10084 沼倉　夢乃 ﾇﾏｸﾗ ﾕﾒﾉ  0:14:36浜松市22
10005 佐藤　瑛梨香 ｻﾄｳ ｴﾘｶ  0:14:38浜松市23
10118 粟田　真奈 ｱﾜﾀ ﾏﾅ  0:14:47浜松市24
10030 馬塚　那実 ﾏﾂﾞｶ ﾅﾐ  0:14:47湖西市25
10112 大石　奈実希 ｵｵｲｼ ﾅﾐｷ  0:14:49磐田市26
10117 黒石　直愛 ｸﾛｲｼ ﾅｵｴ  0:14:53静岡市27
10043 久保田　華帆 ｸﾎﾞﾀ ｶﾎ  0:15:02浜松市28
10054 瀬辺　さくら ｾﾍﾞ ｻｸﾗ  0:15:04富士宮市29
10085 沼倉　小鈴 ﾇﾏｸﾗ ｺﾘﾝ  0:15:07浜松市30
10004 山崎　栞奈 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾅ  0:15:10愛知県31
10003 遠山　奈月 ﾄｵﾔﾏ ﾅﾂｷ  0:15:10愛知県32
10076 レッドフォード　望 ﾚｯﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ ﾐﾐ  0:15:18静岡市33
10018 原田　夏帆 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂﾎ  0:15:24浜松市34
10010 田村　美雨 ﾀﾑﾗ ｼｽﾞｸ  0:15:27静岡市35
10012 福井　優花 ﾌｸｲ ﾕｳｶ  0:15:31袋井市36
10022 長尾　真歩 ﾅｶﾞｵ ﾏﾎ  0:15:50富士市37
10100 鈴木　琴乃 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾉ  0:15:51浜松市38
10016 岡本　真歩 ｵｶﾓﾄ ﾏﾎ  0:15:51浜松市39
10097 大村　眞子 ｵｵﾑﾗ ﾏｺ  0:15:52吉田町40
10023 佐久間　深月 ｻｸﾏ ﾐﾂﾞｷ  0:15:53湖西市41
10072 衛藤　菜々子 ｴﾄｳ ﾅﾅｺ  0:15:53袋井市42
10065 大屋　紅葉 ｵｵﾔ ｸﾚﾊ  0:15:53浜松市43
10073 杉本　真子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｺ  0:16:01焼津市44
10014 佐藤　玲奈 ｻﾄｳ ﾚｲﾅ  0:16:04浜松市45
10093 古田　なるみ ﾌﾙﾀ  0:16:06浜松市46
10083 山森　羅乃 ﾔﾏﾓﾘ ﾗﾉ  0:16:11磐田市47
10071 袴田　真悠子 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾕｺ  0:16:18浜松市48
10086 岩崎　晏奈 ｲﾜｻｷ ｱﾝﾅ  0:16:21袋井市49
10036 市川　奈依 ｲﾁｶﾜ ﾅｴ  0:16:25愛知県50
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10040 太田　実優 ｵｵﾀ ﾐﾕ  0:16:25浜松市51
10068 永田　こうめ ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾒ  0:16:26磐田市52
10078 北村　来実 ｷﾀﾑﾗ ｸﾙﾐ  0:16:29富士宮市53
10059 平野　光沙 ﾋﾗﾉ ﾐｻ  0:16:30浜松市54
10028 森　琴子 ﾓﾘ ｺﾄﾈ  0:16:32愛知県55
10035 山崎　愛寧 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｲﾈ  0:16:32静岡市56
10089 増田　莉紗 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ  0:16:33浜松市57
10075 金子　奈々未 ｶﾈｺ ﾅﾅﾐ  0:16:35浜松市58
10119 森下　舞 ﾓﾘｼﾀ ﾏｲ  0:16:36浜松市59
10041 甚沢　百花 ｼﾞﾝｻﾞﾜ ﾓﾓｶ  0:16:36磐田市60
10013 福井　涼花 ﾌｸｲ ｽｽﾞｶ  0:16:38袋井市61
10113 清川　綾乃 ｷﾖｶﾜ ｱﾔﾉ  0:16:49静岡市62
10104 園田　真子 ｿﾉﾀﾞ ﾏｺ  0:17:00浜松市63
10074 鈴木　果穂 ｽｽﾞｷ ｶﾎ  0:17:01浜松市64
10115 森西　朱里 ﾓﾘﾆｼ ｱｶﾘ  0:17:02焼津市65
10049 鈴木　実優 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｳ  0:17:03浜松市66
10056 川島　みらい ｶﾜｼﾏ ﾐﾗｲ  0:17:06浜松市67
10109 栗原　彩綾 ｸﾘﾊﾗ ｻｱﾔ  0:17:11浜松市68
10107 金沢　咲希 ｶﾅｻﾞﾜ ｻｷ  0:17:12浜松市69
10105 稲吉　麻夏 ｲﾅﾖｼ ｱｻｶ  0:17:15湖西市70
10066 大屋　百花 ｵｵﾔ ﾓﾓｶ  0:17:16浜松市71
10064 岡田　涼那 ｵｶﾀﾞ ｽｽﾞﾅ  0:17:19浜松市72
10108 宇野　あすみ ｳﾉ ｱｽﾐ  0:17:19浜松市73
10062 山内　陽日 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾅﾀ  0:17:20島田市74
10038 土屋　咲菜 ﾂﾁﾔ ｻﾅ  0:17:20浜松市75
10111 小助川　ひかる ｺｽｹｶﾞﾜ ﾋｶﾙ  0:17:24浜松市76
10025 町田　陽南 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾅ  0:17:26浜松市77
10058 佐久間　乙葉 ｻｸﾏ ｵﾄﾊ  0:17:38湖西市78
10026 山本　美桜 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｵ  0:17:41愛知県79
10048 甚沢　桜 ｼﾞﾝｻﾞﾜ ｻｸﾗ  0:17:42磐田市80
10061 利根川　里菜 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾘﾅ  0:17:43愛知県81
10047 清水　紗悠 ｼﾐｽﾞ ｻﾕ  0:17:44浜松市82
10027 佐野　向日葵 ｻﾉ ﾋﾏﾘ  0:17:53岐阜県83
10082 田中　愛美 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ  0:17:57愛知県84
10029 前田　芽依 ﾏｴﾀﾞ ﾒｲ  0:17:59神奈川県85
10045 永井　亜弥 ﾅｶﾞｲ ｱﾔ  0:18:28焼津市86
10039 鈴木　咲菜 ｽｽﾞｷ ｻﾅ  0:18:28浜松市87
10087 水谷　美月 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾂｷ  0:18:34袋井市88
10052 石田　みなみ ｲｼﾀﾞ ﾐﾅﾐ  0:18:34焼津市89
10088 水谷　結美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾐ  0:18:37袋井市90
10046 高林　遥 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾙｶ  0:18:47浜松市91
10077 大村　旭貴 ｵｵﾑﾗ ｱｻｷ  0:19:03浜松市92
10060 西川　弥希 ﾆｼｶﾜ ﾐﾂｷ  0:19:04浜松市93
10069 山村　寧々 ﾔﾏﾑﾗ ﾈﾈ  0:19:07磐田市94
10057 湯野　静菜 ﾕﾉ ｼｽﾞﾅ  0:19:09磐田市95
10033 迫坪　優菜 ｻｺﾂﾎﾞ ﾕｳﾅ  0:19:21浜松市96
10055 中森　晴渚 ﾅｶﾓﾘ ﾊﾙﾅ  0:19:24沼津市97
10050 下尾　かりん ｼﾓｵ ｶﾘﾝ  0:19:27兵庫県98
10063 鈴木　美来 ｽｽﾞｷ ﾐｸ  0:19:42浜松市99
10031 櫻井　あかり ｻｸﾗｲ ｱｶﾘ  0:19:56磐田市100
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10092 小杉　雪菜 ｺｽｷﾞ ﾕｷﾅ  0:19:59浜松市101
10070 伊藤　愛実 ｲﾄｳ ﾏﾅﾐ  0:20:00浜松市102
10099 田中　順子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ  0:20:14浜松市103
10067 小川　結香 ｵｶﾞﾜ ﾕｲｶ  0:20:31愛知県104
10053 宇藤　未那美 ｳﾄｳ ﾐﾅﾐ  0:21:03愛知県105
10114 藤森　あい ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲ  0:21:46浜松市106
10110 菊池　芽衣 ｷｸﾁ ﾒｲ  0:21:46浜松市107
10101 岡田　弥咲季 ｵｶﾀﾞ ﾐｻｷ  0:21:53掛川市108
10079 朝倉　倖奈 ｱｻｸﾗ ﾕｷﾅ  0:22:09藤枝市109
10098 中島　美瑠 ﾅｶｼﾏ ﾐﾘ  0:22:48愛知県110
10121 藤代 乙華 ﾌｼﾞｼﾛ ｵﾄﾊ  0:23:18111
10120 名波 柚奈 ﾅﾅﾐ ﾕｽﾞﾅ  0:23:34112
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10203 大庭　里奈 ｵｵﾊﾞ ﾘﾅ  0:11:40磐田市1
10304 鈴木　夏帆 ｽｽﾞｷ ｶﾎ  0:12:13磐田市2
10303 小嶋　恵里花 ｺｼﾞﾏ ｴﾘｶ  0:12:21磐田市3
10260 渡邉　香澄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾐ  0:12:25磐田市4
10204 河合　璃乃 ｶﾜｲ ﾘﾉ  0:12:34磐田市5
10212 殿岡　りさ ﾄﾉｵｶ ﾘｻ  0:12:35磐田市6
10209 松下　侑奈 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾅ  0:12:54磐田市7
10218 横山　彩実 ﾖｺﾔﾏ ｱﾔﾐ  0:12:56磐田市8
10206 石井　愛美 ｲｼｲ ｱﾐ  0:12:56磐田市9
10210 鈴木　想 ｽｽﾞｷ ｿｳ  0:12:56磐田市10
10258 鈴木　優花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ  0:13:12磐田市11
10207 蜂須賀　凛 ﾊﾁｽｶ ﾘﾝ  0:13:47磐田市12
10250 山下　桜 ﾔﾏｼﾀ ｻｸﾗ  0:13:48磐田市13
10205 宮本　有彩 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾘｻ  0:13:49磐田市14
10286 金原　千奈 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾁﾅ  0:13:54磐田市15
10262 川井　風香 ｶﾜｲ ﾌｳｶ  0:13:59磐田市16
10255 大石　葉奈 ｵｵｲｼ ﾊﾅ  0:14:08磐田市17
10225 米澤　舞紀 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｷ  0:14:08磐田市18
10264 平野　夏帆 ﾋﾗﾉ ｶﾎ  0:14:21磐田市19
10217 青嶌　千佳 ｱｵｼﾏ ﾁｶ  0:14:23磐田市20
10219 平野　好華 ﾋﾗﾉ ｺﾉｶ  0:14:24磐田市21
10290 平井　琴美 ﾋﾗｲ ｺﾄﾐ  0:14:25磐田市22
10216 青嶌　なつ美 ｱｵｼﾏ ﾅﾂﾐ  0:14:29磐田市23
10213 鈴木　愛理 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ  0:14:33磐田市24
10202 今坂　仁美 ｲﾏｻｶ ﾋﾄﾐ  0:14:39磐田市25
10289 宮嶋　優衣 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｲ  0:14:40磐田市26
10294 松尾　菜々恵 ﾏﾂｵ ﾅﾅｴ  0:14:42磐田市27
10274 鈴木　美菜 ｽｽﾞｷ ﾐｲﾅ  0:14:42磐田市28
10300 大石　梨緒 ｵｵｲｼ ﾘｵ  0:14:48磐田市29
10221 伊藤　早那 ｲﾄｳ ｻﾅ  0:14:55磐田市30
10270 蜂須賀　來奈 ﾊﾁｽｶ ﾗﾅ  0:14:59磐田市31
10276 磯部　陽奈 ｲｿﾍﾞ ﾋﾅﾀ  0:15:06磐田市32
10305 鈴木　莉世 ｽｽﾞｷ ﾘﾖ  0:15:06磐田市33
10238 三ツ谷　明佳里 ﾐﾂﾔ ｱｶﾘ  0:15:14磐田市34
10220 伊藤　光穂 ｲﾄｳ ﾐﾎ  0:15:16磐田市35
10291 横山　奈都子 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾂｺ  0:15:19磐田市36
10272 長谷川　紗羅 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾗ  0:15:32磐田市37
10208 熊谷　侑樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷ  0:15:34磐田市38
10266 鈴木　春陽 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋ  0:15:34磐田市39
10261 佐藤　真菜 ｻﾄｳ ﾏﾅ  0:15:36磐田市40
10298 山内　梨里花 ﾔﾏｳﾁ ﾘﾘｶ  0:15:36磐田市41
10236 清須美　杏奈 ｷﾖｽﾐ ｱﾝﾅ  0:15:52磐田市42
10224 佐藤　彩乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ  0:15:56磐田市43
10297 佐藤　百夏 ｻﾄｳ ﾓﾓｶ  0:16:02磐田市44
10251 島田　瀬菜 ｼﾏﾀﾞ ｾﾅ  0:16:02磐田市45
10215 池田　紗妃 ｲｹﾀﾞ ｻｷ  0:16:03磐田市46
10271 田中　陽菜 ﾀﾅｶ ﾋﾅ  0:16:04磐田市47
10285 鈴木　綾花 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ  0:16:04磐田市48
10211 大庭　瑠奈 ｵｵﾊﾞ ﾙﾅ  0:16:06磐田市49
10229 保坂　陽 ﾎｻｶ ﾋｶﾘ  0:16:06磐田市50
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10307 松井　愛結 ﾏﾂｲ ｱﾕ  0:16:09磐田市51
10214 川井　萌音 ｶﾜｲ ﾓﾈ  0:16:30磐田市52
10277 金原　里奈 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘﾅ  0:16:34磐田市53
10234 鈴木　愛叶 ｽｽﾞｷ ｱｲｶ  0:16:36磐田市54
10273 原　萌夏 ﾊﾗ ﾓｴｶ  0:16:39磐田市55
10275 米澤　果凛 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶﾘﾝ  0:16:40磐田市56
10287 鈴木　眞露 ｽｽﾞｷ ﾏﾂﾕ  0:16:46磐田市57
10280 春名　琴葉 ﾊﾙﾅ ｺﾄﾊ  0:16:47磐田市58
10222 藤原　小歌 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ  0:16:47磐田市59
10243 花園　咲希 ﾊﾅｿﾞﾉ ｻｷ  0:16:51磐田市60
10254 鈴木　悠萌 ｽｽﾞｷ ﾕﾒ  0:17:00磐田市61
10301 岡田　葉月 ｵｶﾀﾞ ﾊﾂﾞｷ  0:17:13磐田市62
10265 小谷　真未 ｺﾀﾆ ﾏﾐ  0:17:15磐田市63
10245 平田　楓花 ﾋﾗﾀ ﾌｳｶ  0:17:19磐田市64
10231 松浦　凪穂 ﾏﾂｳﾗ ﾅｷﾞﾎ  0:17:23磐田市65
10282 青島　心萌 ｱｵｼﾏ ｺｺﾓ  0:17:28磐田市66
10227 森田　美幸 ﾓﾘﾀ ﾐﾕｷ  0:17:28磐田市67
10256 青木　美玖 ｱｵｷ ﾐｸ  0:17:43磐田市68
10223 名倉　佑香 ﾅｸﾞﾗ ﾕｳｶ  0:17:44磐田市69
10257 村田　莉子 ﾑﾗﾀ ﾘｺ  0:17:45磐田市70
10239 藤原　歌鈴 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾘﾝ  0:17:51磐田市71
10278 匂坂　明莉 ｻｷﾞｻｶ ｱｶﾘ  0:17:51磐田市72
10232 橋本　咲来 ﾊｼﾓﾄ ｻｸﾗ  0:18:03磐田市73
10226 太箸　優花里 ﾌﾄﾊｼ ﾕｶﾘ  0:18:03磐田市74
10293 瀬畑　葵 ｾﾊﾀ ｱｵｲ  0:18:04磐田市75
10230 花園　奈緒 ﾊﾅｿﾞﾉ ﾅｵ  0:18:04磐田市76
10283 太田　明里 ｵｵﾀ ｱｶﾘ  0:18:05磐田市77
10240 阿竹　蘭 ｱﾀｹ ﾗﾝ  0:18:19磐田市78
10292 橋本　美咲 ﾊｼﾓﾄ ﾐｻｷ  0:18:26磐田市79
10237 松浦　歩未 ﾏﾂｳﾗ ｱﾕﾐ  0:18:33磐田市80
10201 松本　莉音 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾉ  0:18:53磐田市81
10299 矢野　舞虹 ﾔﾉ ﾏｺ  0:18:53磐田市82
10247 神谷　佑香 ｶﾐﾔ ﾕｳｶ  0:19:02磐田市83
10252 佐藤　那南 ｻﾄｳ ﾅﾅ  0:19:02磐田市84
10284 田光　真菜 ﾀｺｳ ﾏﾅ  0:19:07磐田市85
10246 井口　ふれあ ｲｸﾞﾁ ﾌﾚｱ  0:19:08磐田市86
10233 中西　すみれ ﾅｶﾆｼ ｽﾐﾚ  0:19:08磐田市87
10228 大寺　真可 ｵｵﾃﾗ ﾏﾅｶ  0:19:10磐田市88
10259 袴田　陽香 ﾊｶﾏﾀ ﾊﾙｶ  0:19:24磐田市89
10288 朝倉　悠 ｱｻｸﾗ ﾕｳ  0:19:25磐田市90
10253 佐藤　優衣 ｻﾄｳ ﾕｲ  0:20:01磐田市91
10244 伊藤　万結佳 ｲﾄｳ ﾏﾕｶ  0:20:14磐田市92
10267 佐藤　優莉 ｻﾄｳ ﾕｳﾘ  0:20:19磐田市93
10268 高橋　つぐみ ﾀｶﾊｼ ﾂｸﾞﾐ  0:20:19磐田市94
10306 宇野　愛花 ｳﾉ ﾏﾅｶ  0:20:20磐田市95
10279 井指　佑月 ｲｻｼ ﾕﾂﾞｷ  0:20:21磐田市96
10296 小原　夏琳 ｺﾊﾗ ｶﾘﾝ  0:20:26磐田市97
10281 鈴木　遥香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ  0:20:30磐田市98
10302 寺田　伊織 ﾃﾗﾀﾞ ｲｵﾘ  0:21:44磐田市99
10242 磯辺　愛梨 ｲｿﾍﾞ ｱｲﾘ  0:21:48磐田市100
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10263 兼子　咲希 ｶﾈｺ ｻｷ  0:21:48磐田市101
10295 佐藤　桃子 ｻﾄｳ ﾓﾓｺ  0:22:10磐田市102
10269 松苗　莉子 ﾏﾂﾅｴ ﾘｺ  0:22:10磐田市103
10241 清須美　奈槻 ｷﾖｽﾐ ﾅﾂｷ  0:24:45磐田市104
10248 池田　恭子 ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｺ  0:25:24磐田市105
10249 池田　奈菜子 ｲｹﾀﾞ ﾅﾅｺ  0:25:24磐田市106
10235 福井　愛奈 ﾌｸｲ ｱｲﾅ  0:25:24磐田市107
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍファミリー

10404
伊澤　葵 伊澤　寛夫

 0:12:05浜松市1
ｲｻﾞﾜ ｱｵｲ ｲｻﾞﾜ ﾋﾛｵ

10406
尾口　大介 尾口　正樹

 0:12:28浜松市2
ｵｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｵｸﾞﾁ ﾏｻｷ

10405
小澤　大紀 小澤　弘

 0:12:29静岡市3
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ

10410
高部　和人 高部　久

 0:13:06浜松市4
ﾀｶﾍﾞ ｶｽﾞﾄ ﾀｶﾍﾞ ﾋｻｼ

10412
鈴木　翔大 鈴木　孝則

 0:13:12浜松市5
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ

10659
櫻井　結衣 櫻井　慎二

 0:13:13袋井市6
ｻｸﾗｲ ﾕｲ ｻｸﾗｲ ｼﾝｼﾞ

10430
吉原　遼 吉原　正典

 0:13:24磐田市7
ﾖｼﾊﾗ ﾊﾙｶ ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ

10428
萩原　知輝 萩原　孝昭

 0:13:29浜松市8
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓｷ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｱｷ

10687
山本　綺菜 山本　智

 0:13:31磐田市9
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾅ ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ

10686
松井　亜衣莉 松井　健吾

 0:13:32磐田市10
ﾏﾂｲ ｱｲﾘ ﾏﾂｲ ｹﾝｺﾞ

10417
大石　蒼佳 大石　佳孝

 0:13:34浜松市11
ｵｵｲｼ ﾊﾙｶ ｵｵｲｼ ﾖｼﾀｶ

10416
柘植　貫太 柘植　貴博

 0:13:42浜松市12
ﾂｹﾞ ｶﾝﾀ ﾂｹﾞ ﾀｶﾋﾛ

10422
鈴木　颯汰 鈴木　麻稔

 0:13:45富士市13
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ｽｽﾞｷ ﾌｻﾄｼ

10415
山口　結作 山口　和之

 0:13:45浜松市14
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｻｸ ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ

10411
高林　直紀 高林　典彦

 0:13:47浜松市15
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋｺ

10435
松下　航喜 松下　喜博

 0:13:47長野県16
ﾏﾂｼﾀ ｺｳｷ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋﾛ

10414
内山　悠瑠 内山　智晴

 0:14:01袋井市17
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾙ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ

10418
藤城　将馬 藤城　将秀

 0:14:15静岡市18
ﾌｼﾞｼﾛ ｼｮｳﾏ ﾌｼﾞｼﾛ ﾏｻﾋﾃﾞ

10543
鈴木　唯菜 鈴木　玉実

 0:14:19磐田市19
ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ ｽｽﾞｷ ﾀﾏﾐ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍファミリー

10508
垂水　大聖 垂水　聖治

 0:14:24磐田市20
ﾀﾙﾐ ﾀｲｾｲ ﾀﾙﾐ ｾｲｼﾞ

10774
川涯　琉之介 川涯　秀治

 0:14:38静岡市21
ｶﾜｷﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｶﾜｷﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ

10413
保坂　琉菜 保坂　明好

 0:14:39浜松市22
ﾎｻｶ ﾙﾅ ﾎｻｶ ｱｷﾖｼ

10501
戸塚　海嵐 戸塚　悠貴

 0:14:44浜松市23
ﾄﾂｶ ﾐﾗﾝ ﾄﾂｶ

10409
村松　晃成 村松　達彦

 0:14:51浜松市24
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｾｲ ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂﾋｺ

10449
太田　大翔 太田　匡人

 0:14:59浜松市25
ｵｵﾀ ﾋﾛﾄ ｵｵﾀ ﾏｻﾄ

10911
山下　洋翔 山下　洋介

 0:15:01浜松市26
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｽｹ

10654
平田　凌麻 平田　誠

 0:15:01磐田市27
ﾋﾗﾀ ﾘｮｳﾏ ﾋﾗﾀ ﾏｺﾄ

10718
内田　周佑 内田　茂徳

 0:15:02菊川市28
ｳﾁﾀﾞ ｼｭｳｽｹ ｳﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾘ

10697
古山　能惟 古山　博章

 0:15:02浜松市29
ｺﾔﾏ ﾉｲ ｺﾔﾏ ﾋﾛｱｷ

10451
赤堀　杏紗 赤堀　健

 0:15:05磐田市30
ｱｶﾎﾘ ｱｽﾞｻ ｱｶﾎﾘ ｹﾝ

10818
山下　瑠斗 山下　貴弘

 0:15:05浜松市31
ﾔﾏｼﾀ ﾘｭｳﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ

10863
澤木　晶 澤木　淳

 0:15:09磐田市32
ｻﾜｷ ｱｷﾗ ｻﾜｷ ｼﾞｭﾝ

10420
茶谷　百香 茶谷　宏枝

 0:15:14浜松市33
ﾁｬﾔ ﾓﾓｶ ﾁｬﾔ ﾋﾛｴ

10847
山下　稜介 山下　智美

 0:15:14磐田市34
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾐ

10748
望月　順平 望月　哲

 0:15:14磐田市35
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ｻﾄｼ

10456
山中　大暉 山中　和仁

 0:15:14磐田市36
ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾋﾄ

10440
木村　爽太 木村　好弘

 0:15:14浜松市37
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ ｷﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

10491
中島　悠翔 中島　治

 0:15:17磐田市38
ﾅｲｱｼﾞﾏ ﾊﾙﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ｵｻﾑ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍファミリー

10874
深澤　陸 深澤　博文

 0:15:18藤枝市39
ﾌｶｻﾜ ﾘｸ ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾌﾐ

10725
山本　翔己 山本　仁巳

 0:15:20磐田市40
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾄﾐ

10752
富永　侃資 富永　宏樹

 0:15:21磐田市41
ﾄﾐﾅｶﾞ ｶﾝｽｹ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛｷ

10447
四本　宜央 四本　貢一郎

 0:15:23御殿場市42
ﾖﾂﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾖﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ

10460
梅林　隼 梅林　浩昌

 0:15:23浜松市43
ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ

10705
柏原　裕 柏原　典子

 0:15:28磐田市44
ｶｼﾊﾗ ﾕｳ ｶｼﾊﾗ ﾉﾘｺ

10867
加藤　桃佳 加藤　視史

 0:15:29袋井市45
ｶﾄｳ ﾓﾓｶ ｶﾄｳ ﾖｼﾌﾐ

10879
勝治　拳生 勝治　篤人

 0:15:29藤枝市46
ｼｮｳｼﾞ ｹﾝｾｲ ｼｮｳｼﾞ ｱﾂﾄ

10506
伊藤　優奈 伊藤　元亮

 0:15:30浜松市47
ｲﾄｳ ﾕｳﾅ ｲﾄｳ ﾓﾄｱｷ

10461
田内　智也 田内　秀和

 0:15:31浜松市48
ﾀﾅｲ ﾄﾓﾔ ﾀﾅｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

10841
手塚　たすく 手塚　忠良

 0:15:32磐田市49
ﾃﾂﾞｶ ﾀｽｸ ﾃﾂﾞｶ ﾀﾀﾞﾖｼ

10744
鈴木　翔葵 鈴木　恒光

 0:15:36磐田市50
ｽｽﾞｷ ﾄｱ ｽｽﾞｷ ﾂﾈﾐﾂ

10880
岩井　亮舜 岩井　亮憲

 0:15:38藤枝市51
ｲﾜｲ ﾘｮｳｼｭﾝ ｲﾜｲ ﾘｮｳｹﾝ

10736
村上　幸城 村上　豊

 0:15:39袋井市52
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ ﾑﾗｶﾐ ﾕﾀｶ

10445
加藤　真崇 加藤　陽介

 0:15:41藤枝市53
ｶﾄｳ ﾏｻﾀｶ ｶﾄｳ ﾖｳｽｹ

10743
鈴木　将吾 鈴木　義和

 0:15:41磐田市54
ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ

10522
木下　晴生 木下　真弥

 0:15:42浜松市55
ｷｼﾀ ﾊﾙｷ ｷｼﾀ ｼﾝﾔ

10737
河口　猛祈 河口　南州

 0:15:42磐田市56
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾝｼｭｳ

10852
横山　陽大 横山　宣大

 0:15:48磐田市57
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍファミリー

10453
永田　圭都 永田　佳寛

 0:15:49磐田市58
ﾅｶﾞﾀ ｹｲﾄ ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ

10914
森岡　環 森岡　剛

 0:15:50磐田市59
ﾓﾘｵｶ ﾀﾏｷ ﾓﾘｵｶ ﾀｹｼ

10437
高木　瞭 高木　今朝治

 0:15:50浜松市60
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ ﾀｶｷﾞ ｹｻｼﾞ

10707
藤本　晴也 藤本　明徳

 0:15:52磐田市61
ﾌｼﾞﾓﾄ ｾｲﾔ ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾉﾘ

10423
竹村　俊 竹村　祐

 0:15:55磐田市62
ﾀｹﾑﾗ ｽｸﾞﾙ ﾀｹﾑﾗ ﾕﾀｶ

10544
勝亦　善平 勝亦　俊介

 0:15:57浜松市63
ｶﾂﾏﾀ ｾﾞﾝﾍﾟｲ ｶﾂﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ

10552
萩原　秀 萩原　宰

 0:16:03磐田市64
ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｭｳ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾂｶｻ

10436
小野寺　穂隆 小野寺　剛

 0:16:04浜松市65
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾎﾀﾞｶ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ

10424
鈴木　脩真 鈴木　慎一郎

 0:16:04沼津市66
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾏ ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ

10742
船井　陽仁 船井　和仁

 0:16:05浜松市67
ﾌﾅｲ ﾊﾙﾄ ﾌﾅｲ ｶｽﾞﾋﾄ

10746
蜂須賀　夕來 蜂須賀　結子

 0:16:07磐田市68
ﾊﾁｽｶ ﾕﾗ ﾊﾁｽｶ ﾕｲｺ

10421
水尾　太一 水尾　彰

 0:16:08裾野市69
ﾐｽﾞｵ ﾀｲﾁ ﾐｽﾞｵ ｱｷﾗ

10916
大村　良紀 秋山　友宏

 0:16:09浜松市70
ｵｵﾑﾗ ﾖｼｷ ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ

10433
内山　峻 内山　精二

 0:16:09浜松市71
ｳﾁﾔﾏ ｼｭﾝ ｳﾁﾔﾏ ｾｲｼﾞ

10651
池谷　泰芽 池谷　美鈴

 0:16:14焼津市72
ｲｹｶﾞﾔ ﾀｲｶﾞ ｲｹｶﾞﾔ ﾐｽｽﾞ

10929
藤田　綾乃 藤田　慶一

 0:16:14磐田市73
ﾌｼﾞﾀ ｱﾔﾉ ﾌｼﾞﾀ ｹｲｲﾁ

10856
片桐　和奏 片桐　徹

 0:16:15浜松市74
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾅﾃﾞ ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｵﾙ

10692
村田　一心 村田　敏郁

 0:16:19磐田市75
ﾑﾗﾀ ｲｯｼﾝ ﾑﾗﾀ ﾄｼﾌﾐ

10871
鈴木　琉聖 鈴木　隆

 0:16:20磐田市76
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ
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３ｋｍファミリー

10431
片桐　明日美 片桐　次彦

 0:16:23浜松市77
ｶﾀｷﾞﾘ ｱｽﾐ ｶﾀｷﾞﾘ ﾂｷﾞﾋｺ

10434
永井　克樹 永井　修二

 0:16:23磐田市78
ﾅｶﾞｲ ｶﾂｷ ﾅｶﾞｲ ｼｭｳｼﾞ

10869
蝦名　優 蝦名　由夏

 0:16:24磐田市79
ｴﾋﾞﾅ ﾕｳ ｴﾋﾞﾅ ﾕｶ

10883
中村　太紀 中村　敦司

 0:16:27藤枝市80
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ

10426
坂田　和香奈 坂田　吉正

 0:16:28熱海市81
ｻｶﾀ ﾜｶﾅ ｻｶﾀ ﾖｼﾏｻ

10457
鈴木　凜平 鈴木　基久

 0:16:29浜松市82
ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾍﾟｲ ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋｻ

10531
樺澤　周哉 樺澤　敦子

 0:16:29浜松市83
ｶﾊﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ ｶﾊﾞｻﾜ ｱﾂｺ

10824
松井　崇弥 松井　英利

 0:16:30浜松市84
ﾏﾂｲ ﾀｶﾔ ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾄｼ

10630
絹村　純子 白鳥　千帆

 0:16:36静岡市85
ｷﾇﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ ｼﾗﾄﾘ ﾁﾎ

10532
鈴木　竣晴 鈴木　栄祐

 0:16:37浜松市86
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｾｲ ｽｽﾞｷ ｴｲｽｹ

10857
伊東　大吾 伊東　良幸

 0:16:38三重県87
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ ｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ

10915
星川　直哉 星川　泰子

 0:16:40浜松市88
ﾎｼｶﾜ ﾅｵﾔ ﾎｼｶﾜ ﾔｽｺ

10931
安間　優太 安間　まき代

 0:16:44浜松市89
ｱﾝﾏ ﾕｳﾀ ｱﾝﾏ ﾏｷﾖ

10660
藤沢　直弥 藤沢　一暢

 0:16:47浜松市90
ﾌｼﾞｻﾜ ﾅｵﾔ ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾉﾌﾞ

10726
平岡　祥多 平岡　孝一郎

 0:16:47磐田市91
ﾋﾗｵｶ ｼｮｳﾀ ﾋﾗｵｶ ｺｳｲﾁﾛｳ

10467
小田　拓未 小田　達也

 0:16:47浜松市92
ｵﾀﾞ ﾀｸﾐ ｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ

10581
山田　知輝 山田　純一

 0:16:48浜松市93
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

10664
西村　奈那香 西村　明

 0:16:49浜松市94
ﾆｼﾑﾗ ﾅﾅｶ ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ

10925
池田　怜央 池田　明央

 0:16:51静岡市95
ｲｹﾀﾞ ﾚｵ ｲｹﾀﾞ ｱｷｵ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名
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３ｋｍファミリー

10772
生末　航平 生末　俊朗

 0:16:52神奈川県96
ｲｸｽｴ ｺｳﾍｲ ｲｸｽｴ ﾄｼﾛｳ

10738
山崎　勇輝 山崎　雅義

 0:16:53磐田市97
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ

10459
小林　陸 小林　壮

 0:16:53藤枝市98
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ

10473
鈴木　利哉 鈴木　一宏

 0:16:53浜松市99
ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ

10709
安本　幸加 安本　和裕

 0:16:54浜松市100
ﾔｽﾓﾄ ｻﾁｶ ﾔｽﾓﾄ

10900
柳原　達哉 柳原　一敏

 0:16:57浜松市101
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾄｼ

10785
金原　誠哉 金原　弓子

 0:16:57掛川市102
ｷﾝﾊﾟﾗ ｾｲﾔ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕﾐｺ

10661
太田　悠基 太田　徹

 0:16:59磐田市103
ｵｵﾀ ﾕｳｷ ｵｵﾀ ﾄｵﾙ

10865
佐々木　佑斗 佐々木　淳

 0:16:59静岡市104
ｻｻｷ ﾕｳﾄ ｻｻｷ ｱﾂｼ

10462
江塚　水優 江塚　知史

 0:17:01磐田市105
ｴﾂﾞｶ ﾐﾕ ｴﾂﾞｶ ﾄﾓﾌﾐ

10678
御手洗　優斗 富田　正和

 0:17:04埼玉県106
ﾐﾀﾗｼ ﾕｳﾄ ﾄﾐﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

10905
山下　翔平 山下　英朗

 0:17:05磐田市107
ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ

10875
松田　康則 松田　由喜子

 0:17:07藤枝市108
ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷｺ

10909
箕浦　太陽 箕浦　正則

 0:17:07愛知県109
ﾐﾉｳﾗ ﾀｲﾖｳ ﾐﾉｳﾗ ﾏｻﾉﾘ

10446
清水　利空 清水　幸一

 0:17:07浜松市110
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ

10520
青葉　隼輔 青葉　陽亮

 0:17:07浜松市111
ｱｵﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ ｱｵﾊﾞ ﾖｳｽｹ

10652
池谷　琉奈 池谷　一紀

 0:17:08焼津市112
ｲｹｶﾞﾔ ﾙﾅ ｲｹｶﾞﾔ ｶｽﾞﾉﾘ

10885
中村　三緒 中村　暁生

 0:17:09藤枝市113
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵ ﾅｶﾑﾗ ｱｷｵ

10642
平井　虎太郎 平井　貴信

 0:17:09浜松市114
ﾋﾗｲ ｺﾀﾛｳ ﾋﾗｲ ﾀｶﾉﾌﾞ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名
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３ｋｍファミリー

10474
高森　友佑 高森　秀昭

 0:17:12掛川市115
ﾀｶﾓﾘ ﾕｳｽｹ ﾀｶﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ

10464
市岡　陽和 市岡　朋美

 0:17:13浜松市116
ｲﾁｵｶ ﾋﾖﾘ ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾐ

10870
高橋　李実 高橋　正志

 0:17:14磐田市117
ﾀｶﾊｼ ﾓﾓﾐ ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ

10452
山本　稜 山本　透

 0:17:14富士宮市118
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾄｵﾙ

10482
高橋　孝輔 高橋　幸裕

 0:17:15島田市119
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ

10455
稲垣　優大 稲垣　よしみ

 0:17:15磐田市120
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾐ

10894
清水　菜央 清水　健次

 0:17:16浜松市121
ｼﾐｽﾞ ﾅｵ ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ

10674
岡本　拓馬 岡本　拓也

 0:17:17磐田市122
ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾏ ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ

10912
加藤　胡乃栞 加藤　清美

 0:17:18磐田市123
ｶﾄｳ ｺﾉｶ ｶﾄｳ ｷﾖﾐ

10835
生江　航介 生江　竜平

 0:17:20磐田市124
ﾅﾏｴ ｺｳｽｹ ﾅﾏｴ ﾘｭｳﾍｲ

10825
松井　陽輝 松井　彩子

 0:17:20浜松市125
ﾏﾂｲ ﾊﾙｷ ﾏﾂｲ ｻｲｺ

10926
加藤　陽向 加藤　史野

 0:17:22愛知県126
ｶﾄｳ ﾋﾅﾀ ｶﾄｳ ﾌﾐﾉ

10458
小野　裕太郎 小野　知佳

 0:17:27浜松市127
ｵﾉ ﾕｳﾀﾛｳ ｵﾉ ﾁｶ

10401
舟越　奏志 舟越　茂雄

 0:17:30袋井市128
ﾌﾅｺｼ ｿｳｼ ﾌﾅｺｼ ｼｹﾞｵ

10468
川瀬　萌々 川瀬　毅

 0:17:30磐田市129
ｶﾜｾ ﾓﾓ ｶﾜｾ ﾂﾖｼ

10450
藤井　翔太 藤井　隆

 0:17:31磐田市130
ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾀ ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ

10470
諸川　実季 諸川　大

 0:17:32浜松市131
ﾓﾛｶﾜ ﾐｷ ﾓﾛｶﾜ ﾀﾞｲ

10490
岩崎　圭佑 岩崎　一雄

 0:17:34浜松市132
ｲﾜｻﾞｷ ｹｲｽｹ ｲﾜｻﾞｷ ｶｽﾞｵ

10541
黒澤　奏樹 黒澤　裕隆

 0:17:34磐田市133
ｸﾛｻﾜ ｿｳｷ ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾀｶ

Print : 2012/11/28 23:09:34 406 / 440 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍファミリー

10882
牧野　遼馬 牧野　早苗

 0:17:34藤枝市134
ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾏ ﾏｷﾉ ｻﾅｴ

10477
鈴木　宗一郎 鈴木　由美子

 0:17:35磐田市135
ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ

10846
戸塚　雛乃 戸塚　裕幸

 0:17:37袋井市136
ﾄﾂｶ ﾋﾅﾉ ﾄﾂｶ ﾋﾛﾕｷ

10778
本田　和香奈 青島　史

 0:17:37磐田市137
ﾎﾝﾀﾞ ﾜｶﾅ ｱｵｼﾏ ﾌﾐ

10902
古橋　保乃加 古橋　和子

 0:17:37浜松市138
ﾌﾙﾊｼ ﾎﾉｶ ﾌﾙﾊｼ ｶｽﾞｺ

10731
鈴木　慧太 鈴木　歩

 0:17:38磐田市139
ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ

10536
宮木　雅治 宮木　孝

 0:17:38浜松市140
ﾐﾔｷ ﾏｻﾊﾙ ﾐﾔｷ ﾀｶｼ

10685
阿野　雅己 阿野　明彦

 0:17:39磐田市141
ｱﾉ ﾏｻｷ ｱﾉ ｱｷﾋｺ

10690
塩澤　航佑 牧田　英一

 0:17:40磐田市142
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳｽｹ ﾏｷﾀ ｴｲｲﾁ

10784
久保　真里亜 久保　和美

 0:17:42磐田市143
ｸﾎﾞ ﾏﾘｱ ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾐ

10704
瀧山　楓太 瀧山　哲也

 0:17:42浜松市144
ﾀｷﾔﾏ ﾌｳﾀ ﾀｷﾔﾏ ﾃﾂﾔ

10817
岡本　晃弥 岡本　洋子

 0:17:42愛知県145
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾔ ｵｶﾓﾄ ﾖｳｺ

10884
望月　光希 望月　正希

 0:17:42藤枝市146
ﾓﾁｽﾞｷ ｺｳｷ ﾓﾁｽﾞｷ ﾏｻｷ

10475
神谷　涼斗 神谷　和宏

 0:17:43浜松市147
ｶﾐﾔ ﾐﾝﾄ ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

10843
寺井　愛香 寺井　勇人

 0:17:44磐田市148
ﾃﾗｲ ｱｲｶ ﾃﾗｲ ｲｻﾄ

10809
齊藤　太智 齊藤　崇之

 0:17:44愛知県149
ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ

10443
渥美　陽向 渥美　寿信

 0:17:45浜松市150
ｱﾂﾐ ﾋﾅﾀ ｱﾂﾐ ﾄｼﾉﾌﾞ

10888
池田　航輝 池田　友昭

 0:17:46磐田市151
ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｱｷ

10693
篠崎　岬 篠崎　真

 0:17:47磐田市152
ｼﾉｻﾞｷ ﾐｻｷ ｼﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍファミリー

10454
野澤　優宇 野澤　秀和

 0:17:48浜松市153
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳ ﾉｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ

10603
大石　さくら 大石　恵美子

 0:17:48浜松市154
ｵｵｲｼ ｻｸﾗ ｵｵｲｼ ｴﾐｺ

10504
竹山　拓希 竹山　浩司

 0:17:49浜松市155
ﾀｹﾔﾏ ﾋﾛｷ ﾀｹﾔﾏ ｺｳｼﾞ

10492
金子　颯真 金子　孝幸

 0:17:52浜松市156
ｶﾈｺ ｿｳﾏ ｶﾈｺ ﾀｶﾕｷ

10878
秋山　綾佑 秋山　達宏

 0:17:52藤枝市157
ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ ｱｷﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ

10425
西原　健太 西原　慎一

 0:17:52浜松市158
ﾆｼﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾆｼﾊﾗ ｼﾝｲﾁ

10493
鈴木　蘭 鈴木　智恵子

 0:17:53浜松市159
ｽｽﾞｷ ﾗﾝ ｽｽﾞｷ ﾁｴｺ

10608
北島　周弥 北島　英正

 0:17:54浜松市160
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭｳﾔ ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾏｻ

10535
渥美　寛大 阿多　里美

 0:17:54湖西市161
ｱﾂﾐ ｶﾝﾀ ｱﾀ ｻﾄﾐ

10486
岩山　侑愛 岩山　千亜紀

 0:17:55磐田市162
ｲﾜﾔﾏ ﾕﾒ ｲﾜﾔﾏ ﾁｱｷ

10498
小池　翔貴 小池　直史

 0:17:55磐田市163
ｺｲｹ ｼｮｳｷ ｺｲｹ ﾅｵｼ

10648
久保田　稜生 久保田　秀隆

 0:17:57森町164
ｸﾎﾞﾀ ｲｽﾞｷ ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ

10469
川合　穂空 川合　清

 0:17:57掛川市165
ｶﾜｲ ﾎﾀｶ ｶﾜｲ ｷﾖｼ

10432
秋鹿　雅史 秋鹿　真一

 0:17:58菊川市166
ｱｲｶ ﾏｻｼ ｱｲｶ ｼﾝｲﾁ

10816
中田　千景 中田　桂子

 0:17:58浜松市167
ﾅｶﾀﾞ ﾁｶｹﾞ ﾅｶﾀﾞ ｹｲｺ

10921
小野　愛未 小野　千代美

 0:18:01静岡市168
ｵﾉ ﾏﾅﾐ ｵﾉ ﾁﾖﾐ

10810
土屋　優大 土屋　修

 0:18:01浜松市169
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ ﾂﾁﾔ ｵｻﾑ

10891
金田　創太 金田　賢治

 0:18:02掛川市170
ｶﾈﾀ ｿｳﾀ ｶﾈﾀ ｹﾝｼﾞ

10797
青島　唯翔 青島　理晃

 0:18:02磐田市171
ｱｵｼﾏ ﾕｲﾄ ｱｵｼﾏ ﾖｼﾃﾙ
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３ｋｍファミリー

10908
鎌田　祥行 鎌田　将行

 0:18:02磐田市172
ｶﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ

10840
堀田　幸佑 堀田　志寿子

 0:18:03磐田市173
ﾎｯﾀ ｺｳｽｹ ﾎｯﾀ ｼｽﾞｺ

10754
野村　成 播磨　直江

 0:18:03浜松市174
ﾉﾑﾗ ｾｲ ﾊﾘﾏ ﾅｵｴ

10505
下尾　あずみ 下尾　貴史

 0:18:04兵庫県175
ｼﾓｵ ｱｽﾞﾐ ｼﾓｵ ﾀｶｼ

10526
浅羽　桃子 浅羽　千里

 0:18:05袋井市176
ｱｻﾊﾞ ﾓﾓｺ ｱｻﾊﾞ ﾁｻﾄ

10484
齋藤　璃空 齋藤　聖世

 0:18:06掛川市177
ｻｲﾄｳ ﾘｸ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾖ

10523
小野　泰河 小野　高秀

 0:18:08沼津市178
ｵﾉ ﾀｲｶﾞ ｵﾉ ﾀｶﾋﾃﾞ

10408
杉山　颯汰 杉山　晃朗

 0:18:08掛川市179
ｽｷﾞﾔﾏ ｿｳﾀ ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾙｱｷ

10791
田中　美羽 田中　保嗣

 0:18:08磐田市180
ﾀﾅｶ ﾐｳ ﾀﾅｶ ﾔｽｼ

10783
大村　凛斗 大村　真一

 0:18:12磐田市181
ｵｵﾑﾗ ﾘﾝﾄ ｵｵﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

10542
三ツ谷　元希 三ツ谷　英子

 0:18:15浜松市182
ﾐﾂﾔ ｹﾞﾝｷ ﾐﾂﾔ ｴｲｺ

10471
入澤　駿多 入澤　美樹

 0:18:16千葉県183
ｲﾘｻﾜ ｼｭﾝﾀ ｲﾘｻﾜ ﾐｷ

10877
海野　健太 海野　伸昭

 0:18:17藤枝市184
ｳﾝﾉ ｹﾝﾀ ｳﾝﾉ ﾉﾌﾞｱｷ

10587
榛葉　日麻梨 榛葉　恵行

 0:18:20磐田市185
ｼﾝﾊﾞ ﾋﾏﾘ ｼﾝﾊﾞ ｼｹﾞﾕｷ

10609
西田　悠人 西田　明史

 0:18:22磐田市186
ﾆｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾉﾘ

10842
平井　陽希 平井　光生

 0:18:23磐田市187
ﾋﾗｲ ﾊﾙｷ ﾋﾗｲ ﾐﾂｵ

10502
戸塚　咲夢 戸塚　栄里

 0:18:23浜松市188
ﾄﾂｶ ｻﾕﾗ ﾄﾂｶ ｴﾘ

10773
小林　美月 小林　厚夫

 0:18:24袋井市189
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ

10679
佐藤　七菜子 佐藤　美穂

 0:18:24磐田市190
ｻﾄｳ ﾅﾅｺ ｻﾄｳ ﾐﾎ
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10684
佐久間　遥 佐久間　明子

 0:18:24磐田市191
ｻｸﾏ ﾊﾙｶ ｻｸﾏ ｱｷｺ

10864
大石　真央 大石　晃央

 0:18:25浜松市192
ｵｵｲｼ ﾏｵ ｵｵｲｼ ｱｷｵ

10466
小林　孝弘 小林　努

 0:18:27島田市193
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ

10930
阪上　真未 阪上　裕香里

 0:18:29湖西市194
ｻｶｳｴ ﾏﾐ ｻｶｳｴ ﾕｶﾘ

10565
野端　苗千乃 野端　智之

 0:18:30磐田市195
ﾉﾊﾞﾀ ﾅﾁﾉ ﾉﾊﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ

10811
羽生　亘輝 羽生　篤史

 0:18:31長野県196
ﾊﾆｭｳ ｺｳｷ ﾊﾆｭｳ ｱﾂｼ

10594
小木　海音 小木　信弥

 0:18:32磐田市197
ｵｷﾞ ｶｲﾄ ｵｷﾞ ｼﾝﾔ

10876
水澤　亮也 水澤　敏一

 0:18:32藤枝市198
ﾐｽﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ ﾐｽﾞｻﾜ ﾄｼｶｽﾞ

10583
鈴木　海斗 鈴木　真弓

 0:18:32磐田市199
ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ

10822
津山　晃士朗 津山　晃平

 0:18:33浜松市200
ﾂﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ ﾂﾔﾏ ｺｳﾍｲ

10853
山川　和真 山川　誠己

 0:18:33磐田市201
ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾏ ﾔﾏｶﾜ ｾｲｷ

10429
松下　好希 松下　季夫

 0:18:34牧之原市202
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼｷ ﾏﾂｼﾀ ﾄｼｵ

10837
稲吉　唯花 稲吉　智美

 0:18:34湖西市203
ｲﾅﾖｼ ﾕｲｶ ｲﾅﾖｼ ﾄﾓﾐ

10515
安松　希来 安松　法生

 0:18:36浜松市204
ﾔｽﾏﾂ ｷﾗ ﾔｽﾏﾂ ﾉﾘｵ

10622
大庭　冬聖 大庭　春代

 0:18:38磐田市205
ｵｵﾊﾞ ﾄｳｾｲ ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾖ

10551
喜畑　文登 喜畑　友美

 0:18:38磐田市206
ｷﾊﾀ ｱﾔﾄ ｷﾊﾀ ﾄﾓﾖｼ

10881
今江　佳晴 今江　久子

 0:18:40藤枝市207
ｲﾏｴ ﾖｼﾊﾙ ｲﾏｴ ﾋｻｺ

10740
齊藤　圭赳 齊藤　雅哉

 0:18:41磐田市208
ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ ｻｲﾄｳ ﾏｻﾔ

10819
石田　光 石田　敬一郎

 0:18:41磐田市209
ｲｼﾀﾞ ﾋｶﾙ ｲｼﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ
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10488
阿部　史希 阿部　由美子

 0:18:43磐田市210
ｱﾍﾞ ﾌﾐｷ ｱﾍﾞ ﾕﾐｺ

10907
田中　康揮 田中　康晴

 0:18:43磐田市211
ﾀﾅｶ ｺｳｷ ﾀﾅｶ ﾔｽﾊﾙ

10442
溝口　詩野 溝口　靖基

 0:18:44函南町212
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾉ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔｽﾓﾄ

10472
田中　禎浩 田中　貞裕

 0:18:45浜松市213
ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾛ ﾀﾅｶ ｻﾀﾞﾋﾛ

10898
多田　彩人 多田　幸彦

 0:18:45磐田市214
ﾀﾀﾞ ｱﾔﾄ ﾀﾀﾞ ﾕｷﾋｺ

10715
袴田　羽琉 袴田　正人

 0:18:46浜松市215
ﾊｶﾏﾀ ﾊﾙ ﾊｶﾏﾀ ﾏｻﾄ

10677
石塚　巧 石塚　規代佳

 0:18:46浜松市216
ｲｼﾂﾞｶ ﾀｸﾐ ｲｼﾂﾞｶ ｷﾖｶ

10786
鈴木　大智 鈴木　伸子

 0:18:47浜松市217
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ

10828
稲葉　遥 稲葉　千佳

 0:18:48浜松市218
ｲﾅﾊﾞ ﾊﾙｶ ｲﾅﾊﾞ ﾁｶ

10887
佐藤　凜 佐藤　真仁

 0:18:50磐田市219
ｻﾄｳ ﾘﾝ ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾄ

10631
鈴木　淳矢 鈴木　昌利

 0:18:50浜松市220
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ

10650
市川　莉玖人 市川　富崇

 0:18:51浜松市221
ｲﾁｶﾜ ﾘｸﾄ ｲﾁｶﾜ ﾄﾐﾀｶ

10798
佐口　結飛 佐口　臣吾

 0:18:51磐田市222
ｻｸﾞﾁ ﾕｲﾄ ｻｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ

10800
鈴木　杏莉 鈴木　孝之

 0:18:52浜松市223
ｽｽﾞｷ ｱﾝﾘ ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ

10645
大橋　滉陽 大橋　武史

 0:18:53磐田市224
ｵｵﾊｼ ｺｳﾖｳ ｵｵﾊｼ ﾀｹｼ

10593
塚本　大智 塚本　晋也

 0:18:53静岡市225
ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾔ

10596
黒石　亘 黒石　春美

 0:18:54磐田市226
ｸﾛｲｼ ﾜﾀﾙ ｸﾛｲｼ ﾊﾙﾐ

10427
日吉　航 日吉　正巳

 0:18:54静岡市227
ﾋﾖｼ ﾜﾀﾙ ﾋﾖｼ ﾏｻﾐ

10755
北島　満里奈 北島　純子

 0:18:56島田市228
ｷﾀｼﾞﾏ ﾏﾘﾅ ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ
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10910
飯田　いちか 飯田　嘉一

 0:18:57磐田市229
ｲｲﾀﾞ ｲﾁｶ ｲｲﾀﾞ ｶｲﾁ

10889
高木　七海 高木　真澄

 0:18:58磐田市230
ﾀｶｷﾞ ﾅﾅﾐ ﾀｶｷﾞ ﾏｽﾐ

10913
川村　光紅 川村　あゆ美

 0:19:00磐田市231
ｶﾜﾑﾗ ﾐｸ ｶﾜﾑﾗ ｱﾕﾐ

10698
鈴木　結貴 鈴木　浩伸

 0:19:00菊川市232
ｽｽﾞｷ ﾕｷ ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ

10634
加藤　穂乃花 加藤　健太

 0:19:01磐田市233
ｶﾄｳ ﾎﾉｶ ｶﾄｳ ｹﾝﾀ

10919
木村　鳴 木村　秀正

 0:19:01磐田市234
ｷﾑﾗ ﾒｲ ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾏｻ

10438
伊藤　明日香 伊藤　真一

 0:19:02磐田市235
ｲﾄｳ ｱｽｶ ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ

10813
鈴木　碧斗 鈴木　愛

 0:19:05愛知県236
ｽｽﾞｷ ﾐﾝﾄ ｽｽﾞｷ ｱｲ

10611
當眞　愛蓮 當眞　陽子

 0:19:06愛知県237
ﾄｳﾏ ｴﾚﾝ ﾄｳﾏ ﾖｳｺ

10689
青島　和真 青島　明子

 0:19:07磐田市238
ｱｵｼﾏ ｶｽﾞﾏ ｱｵｼﾏ ｱｷｺ

10688
青島　秀明 青島　真一

 0:19:07磐田市239
ｱｵｼﾏ ﾋﾃﾞｱｷ ｱｵｼﾏ ｼﾝｲﾁ

10808
寺田　杏珠 寺田　幸乃

 0:19:09磐田市240
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾝｼﾞﾕ ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾉ

10761
景山　歩夢 景山　陽二

 0:19:11川根本町241
ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾕﾑ ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｳｼﾞ

10495
内田　大夢 内田　美加

 0:19:11浜松市242
ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｳﾁﾀﾞ ﾐｶ

10558
小笠原　悠心 小笠原　義剛

 0:19:12磐田市243
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｼﾝ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾖｼﾀｹ

10790
松下　隼翔 松下　直人

 0:19:14菊川市244
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾔﾄ ﾏﾂｼﾀ ﾅｵﾄ

10512
大澤　翔 中村　浜代

 0:19:14浜松市245
ｵｵｻﾜ ｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾏﾖ

10826
片山　諒也 片山　奈美

 0:19:16湖西市246
ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾔ ｶﾀﾔﾏ ﾅﾐ

10749
大谷　南帆 大谷　正巳

 0:19:16浜松市247
ｵｵﾀﾆ ﾅﾎ ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾐ
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10524
樋川　華 樋川　俊之

 0:19:18磐田市248
ﾋｶﾜ ﾊﾅ ﾋｶﾜ ﾄｼﾕｷ

10681
松下　千晶 松下　友美

 0:19:21磐田市249
ﾏﾂｼﾀ ﾁｱｷ ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾐ

10750
藁科　樹生 藁科　智章

 0:19:21焼津市250
ﾜﾗｼﾅ ﾀﾂｷ ﾜﾗｼﾅ ﾄﾓｱｷ

10872
松本　つかさ 松本　明美

 0:19:22三重県251
ﾏﾂﾓﾄ ﾂｶｻ ﾏﾂﾓﾄ ｱｹﾐ

10845
林　歩乃加 林　耕作

 0:19:22袋井市252
ﾊﾔｼ ﾎﾉｶ ﾊﾔｼ ｺｳｻｸ

10855
片桐　侑里 片桐　美穂

 0:19:23浜松市253
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾘ ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾎ

10481
中森　帆南 中森　千賀子

 0:19:24沼津市254
ﾅｶﾓﾘ ﾎﾅﾐ ﾅｶﾓﾘ ﾁｶｺ

10500
鈴木　愛梨 鈴木　健司

 0:19:25磐田市255
ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ

10836
生江　和樹 生江　扶左子

 0:19:25磐田市256
ﾅﾏｴ ｶｽﾞｷ ﾅﾏｴ ﾌｻｺ

10838
長谷　樹大 長谷　宜克

 0:19:25浜松市257
ﾊｾ ｼﾞｭﾋﾛ ﾊｾ ﾖｼｶﾂ

10635
岡本　瑛 岡本　真希子

 0:19:27磐田市258
ｵｶﾓﾄ ﾖｳ ｵｶﾓﾄ ﾏｷｺ

10745
池下　武蔵 池下　武典

 0:19:27磐田市259
ｲｹｼﾀ ﾑｻｼ ｲｹｼﾀ ﾀｹﾉﾘ

10511
山内　碧 山内　芳子

 0:19:28磐田市260
ﾔﾏｳﾁ ｱｵｲ ﾔﾏｳﾁ ﾖｼｺ

10859
榛葉　怜園 榛葉　友美

 0:19:29磐田市261
ｼﾝﾊﾞ ﾚｵﾝ ｼﾝﾊﾞ ﾄﾓﾐ

10623
杉浦　達樹 杉浦　純子

 0:19:31浜松市262
ｽｷﾞｳﾗ ﾀﾂｷ ｽｷﾞｳﾗ ｼﾞｭﾝｺ

10663
西田　瑛都 西田　行宏

 0:19:32浜松市263
ﾆｼﾀﾞ ｴｲﾄ ﾆｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ

10756
伊能　寛人 伊能　明彦

 0:19:33磐田市264
ｲﾉｳ ﾋﾛﾄ ｲﾉｳ ｱｷﾋｺ

10598
永田　真琴 永田　頼弘

 0:19:35浜松市265
ﾅｶﾞﾀ ﾏｺﾄ ﾅｶﾞﾀ ﾖﾘﾋﾛ

10563
河合　崇浩 河合　浩文

 0:19:37浜松市266
ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾛ ｶﾜｲ ﾋﾛﾌﾐ
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10669
山村　駿介 山村　直樹

 0:19:38浜松市267
ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾏﾑﾗ ﾅｵｷ

10605
山下　建 山下　博志

 0:19:38浜松市268
ﾔﾏｼﾀ ﾀｹﾙ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ

10564
渡部　希彩 渡部　千佳

 0:19:38浜松市269
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｱ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶ

10787
鈴木　椋也 鈴木　小百合

 0:19:39磐田市270
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ ｽｽﾞｷ ｻﾕﾘ

10657
永田　将也 永田　哲也

 0:19:41磐田市271
ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾔ ﾅｶﾞﾀ ﾃﾂﾔ

10519
熊川　麻由 熊川　芳剛

 0:19:41静岡市272
ｸﾏｶﾜ ﾏﾕ ｸﾏｶﾜ ﾖｼﾀｹ

10735
坂口　梨乃 坂口　由里

 0:19:44磐田市273
ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾉ ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾘ

10582
荒川　奈々 荒川　久美子

 0:19:44浜松市274
ｱﾗｶﾜ ﾅﾅ ｱﾗｶﾜ ｸﾐｺ

10549
鈴木　来実 鈴木　富士美

 0:19:47浜松市275
ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ ｽｽﾞｷ ﾌｼﾞﾐ

10917
佐野　優翔 佐野　大和

 0:19:48磐田市276
ｻﾉ ﾕｳﾄ ｻﾉ ﾋﾛｶｽﾞ

10530
川守　直輝 川守　剛靖

 0:19:48焼津市277
ｶﾜﾓﾘ ﾅｵｷ ｶﾜﾓﾘ ﾀｹﾔｽ

10534
舟久保　伊吹 舟久保　憲吾

 0:19:48浜松市278
ﾌﾅｸﾎﾞ ｲﾌﾞｷ ﾌﾅｸﾎﾞ ｹﾝｺﾞ

10897
黒瀬　椋太 黒瀬　秀樹

 0:19:49神奈川県279
ｸﾛｾ ﾘｮｳﾀ ｸﾛｾ ﾋﾃﾞｷ

10509
仲谷　幸来 仲谷　幸江

 0:19:49浜松市280
ﾅｶﾀﾆ ｻﾜﾗ ﾅｶﾀﾆ ﾕｷｴ

10782
大村　陽斗 大村　真一

 0:19:49磐田市281
ｵｵﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｵｵﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

10607
杉田　真由 山本　真緒

 0:19:50浜松市282
ｽｷﾞﾀ ﾏﾕ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｵ

10644
北原　柚奈 北原　一樹

 0:19:50焼津市283
ｷﾀﾊﾗ ﾕｽﾞﾅ ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ

10668
浅井　珠津花 浅井　慎一

 0:19:52磐田市284
ｱｻｲ ｽﾂﾞｶ ｱｻｲ ｼﾝｲﾁ

10557
磯部　陽 磯部　志保

 0:19:52浜松市285
ｲｿﾍﾞ ﾊﾙ ｲｿﾍﾞ ｼﾎ
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10521
清水　健登 大石　雅弘

 0:19:53浜松市286
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ

10662
大石　健太 大石　佐江子

 0:19:59磐田市287
ｵｵｲｼ ｹﾝﾀ ｵｵｲｼ ｻｴｺ

10586
山下　秦弥 山下　敦子

 0:19:59磐田市288
ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾔ ﾔﾏｼﾀ ｱﾂｺ

10890
鈴木　瑞人 鈴木　幸代

 0:20:00浜松市289
ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞﾄ ｽｽﾞｷ ｻﾁﾖ

10873
佐原　英真 佐原　英雄

 0:20:01湖西市290
ｻﾊﾗ ｴｲﾏ ｻﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ

10538
山下　裕大 山下　昌一

 0:20:01浜松市291
ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｲﾁ

10639
米田　早希 佐々木　勝美

 0:20:02磐田市292
ﾖﾈﾀﾞ ｻｷ ｻｻｷ ｶﾂﾐ

10733
服部　柚子 服部　紀子

 0:20:02磐田市293
ﾊｯﾄﾘ ﾕｽﾞ ﾊｯﾄﾘ ﾉﾘｺ

10779
知念　崇太 知念　由似

 0:20:02磐田市294
ﾁﾈﾝ ｿｳﾀ ﾁﾈﾝ ﾕﾆ

10805
伊藤　颯良 伊藤　統

 0:20:05愛知県295
ｲﾄｳ ｿﾗ ｲﾄｳ ｵｻﾑ

10550
鈴木　萌香 鈴木　礼子

 0:20:05浜松市296
ｽｽﾞｷ ﾓｴｶ ｽｽﾞｷ ﾚｲｺ

10727
伊藤　夢花 伊藤　和久

 0:20:06磐田市297
ｲﾄｳ ﾕﾒｶ ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ

10765
栗田　侑 栗田　幸尚

 0:20:07浜松市298
ｸﾘﾀ ｱﾂﾑ ｸﾘﾀ ﾕｷﾋｻ

10793
小林　晃大 小林　政利

 0:20:09浜松市299
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊﾞﾔｼ

10571
鈴木　凰生 鈴木　香

 0:20:12磐田市300
ｽｽﾞｷ ｺｳｷ ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ

10753
榎尾　圭登 榎尾　吉修

 0:20:12浜松市301
ｴﾉｵ ｹｲﾄ ｴﾉｵ ﾖｼﾉﾌﾞ

10682
松下　勘太 稲村　朋子

 0:20:12磐田市302
ﾏﾂｼﾀ ｶﾝﾀ ｲﾅﾑﾗ ﾄﾓｺ

10680
木口　結葉 木口　宣代

 0:20:13磐田市303
ｷｸﾞﾁ ﾕｲﾊ ｷｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾖ

10719
杉浦　菜月 杉浦　啓史

 0:20:14湖西市304
ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾂｷ ｽｷﾞｳﾗ ｹｲｼ
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10896
鈴木　大地 鈴木　直伸

 0:20:15浜松市305
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ｽｽﾞｷ ﾅｵﾉﾌﾞ

10489
吉田　だん 吉田　まなぶ

 0:20:17浜松市306
ﾖｼﾀﾞ ﾀﾞﾝ ﾖｼﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ

10708
竹内　宏太朗 竹内　和宏

 0:20:17浜松市307
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

10448
山口　竜雅 山口　園美

 0:20:17浜松市308
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾉﾐ

10641
品田　賢晋 品田　智数

 0:20:19浜松市309
ｼﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾝ ｼﾅﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

10562
大島　早陽 大島　保世

 0:20:19浜松市310
ｵｵｼﾏ ｻﾖ ｵｵｼﾏ ﾔｽﾖ

10739
大庭　拓真 大庭　紀子

 0:20:20磐田市311
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ ｵｵﾊﾞ ﾉﾘｺ

10823
津山　克頼 津山　奈美路

 0:20:22浜松市312
ﾂﾔﾏ ｶﾂﾖﾘ ﾂﾔﾏ ﾅﾐｼﾞ

10553
内藤　まゆ 内藤　弘隆

 0:20:23磐田市313
ﾅｲﾄｳ ﾏﾕ ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ

10619
田辺　一真 田辺　紀仁

 0:20:23掛川市314
ﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋﾄ

10653
冨永　結月 冨永　健吾

 0:20:23浜松市315
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕﾂﾞｷ ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｺﾞ

10525
室井　青葉 室井　邦雄

 0:20:24掛川市316
ﾑﾛｲ ｱｵﾊﾞ ﾑﾛｲ ｸﾆｵ

10666
酒井　新 酒井　裕次

 0:20:27浜松市317
ｻｶｲ ｱﾗﾀ ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ

10866
半場　悠斗 半塲　公義

 0:20:27磐田市318
ﾊﾝﾊﾞ ﾕｳﾄ ﾊﾝﾊﾞ ｷﾐﾖｼ

10604
加藤　花音 加藤　鮎美

 0:20:29磐田市319
ｶﾄｳ ｶﾉﾝ ｶﾄｳ ｱﾕﾐ

10480
二川目　鈴 二川目　仁

 0:20:29磐田市320
ﾌﾀｶﾜﾒ ﾘﾝ ﾌﾀｶﾜﾒ ﾋﾄｼ

10656
永田　桃子 永田　直美

 0:20:30磐田市321
ﾅｶﾞﾀ ﾓﾓｺ ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾐ

10721
川出　璃玖 川出　静典

 0:20:30磐田市322
ｶﾜﾃﾞ ﾘｸ ｶﾜﾃﾞ ｼｽﾞﾉﾘ

10588
伊藤　翔 伊藤　泰人

 0:20:31磐田市323
ｲﾄｳ ｶｹﾙ ｲﾄｳ ﾔｽﾄ
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10794
鈴木　湊人 鈴木　好真

 0:20:33静岡市324
ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ

10802
小宮　綜太 小宮　哲史

 0:20:35静岡市325
ｺﾐﾔ ｿｳﾀ ｺﾐﾔ ﾃﾂｼ

10814
原田　航太郎 原田　祐紀

 0:20:36浜松市326
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷ

10812
中野　希 中野　愛子

 0:20:38磐田市327
ﾅｶﾉ ﾉｿﾞﾐ ﾅｶﾉ ｱｲｺ

10771
衞藤　勇貴 衞藤　泰顕

 0:20:42浜松市328
ｴﾄｳ ﾕｳｷ ｴﾄｳ ﾔｽﾉﾘ

10927
柴田　凌伽 柴田　あずさ

 0:20:45磐田市329
ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｶﾞ ｼﾊﾞﾀ ｱｽﾞｻ

10610
伊藤　隼希 伊藤　由紀

 0:20:45磐田市330
ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ ｲﾄｳ ﾕｷ

10592
袴田　千晴 袴田　浩介

 0:20:46浜松市331
ﾊｶﾏﾀ ﾁﾊﾙ ﾊｶﾏﾀ ｺｳｽｹ

10775
竹山　恵梨 竹山　賢治

 0:20:47浜松市332
ﾀｹﾔﾏ ｴﾘ ﾀｹﾔﾏ ｹﾝｼﾞ

10554
齋藤　智嗣 齋藤　祐子

 0:20:48浜松市333
ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ ｻｲﾄｳ ﾕｳｺ

10758
富永　梨音 富永　将裕

 0:20:48浜松市334
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｵﾝ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ

10699
松村　帆夏 松村　純子

 0:20:49磐田市335
ﾏﾂﾑﾗ ﾎﾉｶ ﾏﾂﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

10696
鈴木　彗仁 鈴木　康志

 0:20:49浜松市336
ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾔｽｼ

10494
八木　茉那 八木　智恵子

 0:20:50藤枝市337
ﾔｷﾞ ﾏﾅ ﾔｷﾞ ﾁｴｺ

10478
鈴木　春香 鈴木　真弓

 0:20:50袋井市338
ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ

10833
浅井　蒼良 浅井　明美

 0:20:52浜松市339
ｱｻｲ ｿﾗ ｱｻｲ ｱｹﾐ

10732
武藤　草太郎 武藤　貴史

 0:20:53磐田市340
ﾑﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ ﾑﾄｳ ﾀｶﾌﾐ

10757
久保田　夏央 久保田　浩充

 0:20:54浜松市341
ｸﾎﾞﾀ ｶｵ ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾐﾁ

10533
阿部　亮太 阿部　典彦

 0:20:54磐田市342
ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾀ ｱﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ
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10807
天野　光一朗 天野　貴春

 0:20:55磐田市343
ｱﾏﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ ｱﾏﾉ ﾀｶﾊﾙ

10703
村松　日菜乃 村松　広昭

 0:20:56磐田市344
ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾅﾉ ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｱｷ

10496
飯田　光咲 飯田　晃久

 0:20:57浜松市345
ｲｲﾀﾞ ﾐｻｷ ｲｲﾀﾞ ｱｷﾋｻ

10439
櫻井　海咲 櫻井　律子

 0:20:59磐田市346
ｻｸﾗｲ ﾐｻｷ ｻｸﾗｲ ﾘﾂｺ

10706
桑原　祥弥 藤田　かおる

 0:20:59磐田市347
ｸﾜﾊﾞﾗ ｼｮｳﾔ ﾌｼﾞﾀ ｶｵﾙ

10844
吉谷　心花 吉谷　文香

 0:21:00愛知県348
ﾖｼﾀﾆ ｺｺﾅ ﾖｼﾀﾆ ｱﾔｶ

10893
森田　武士 森田　香

 0:21:01磐田市349
ﾓﾘﾀ ﾀｹｼ ﾓﾘﾀ ｶｵﾘ

10769
竹村　岩人 竹村　康弘

 0:21:02浜松市350
ﾀｹﾑﾗ ｲﾜﾄ ﾀｹﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ

10747
林　亮汰 林　美治

 0:21:06浜松市351
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾊﾔｼ ﾖｼﾊﾙ

10547
中嶋　遥 中嶋　祥子

 0:21:06袋井市352
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｺ

10497
植田　さくら 植田　千名美

 0:21:08磐田市353
ｳｴﾀﾞ ｻｸﾗ ｳｴﾀﾞ ﾁﾅﾐ

10849
中村　水優 中村　純

 0:21:08磐田市354
ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

10895
辻　絢介 辻　智子

 0:21:08磐田市355
ﾂｼﾞ ｹﾝｽｹ ﾂｼﾞ ﾄﾓｺ

10854
横山　薫那 横山　正俊

 0:21:09磐田市356
ﾖｺﾔﾏ ｶｵﾅ ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾄｼ

10638
岩本　純 岩本　智美

 0:21:09浜松市357
ｲﾜﾓﾄ ﾏｺﾄ ｲﾜﾓﾄ ﾄﾓﾐ

10723
西原　怜音 西原　勉

 0:21:09島田市358
ﾆｼﾊﾗ ﾚｵ ﾆｼﾊﾗ ﾂﾄﾑ

10606
岩男　桂 岩男　健一

 0:21:10磐田市359
ｲﾜｵ ｹｲ ｲﾜｵ ｹﾝｲﾁ

10918
佐野　光優 佐野　昌代

 0:21:10磐田市360
ｻﾉ ﾐﾕ ｻﾉ ﾏｻﾖ

10624
保坂　好 保坂　いくみ

 0:21:12磐田市361
ﾎｻｶ ｺﾉﾐ ﾎｻｶ ｲｸﾐ
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10923
川村　眞凜 川村　睦美

 0:21:14浜松市362
ｶﾜﾑﾗ ﾏﾘﾝ ｶﾜﾑﾗ ﾑﾂﾐ

10922
川村　花凜 川村　祥章

 0:21:14浜松市363
ｶﾜﾑﾗ ｶﾘﾝ ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｱｷ

10612
磯田　真帆 磯田　達彦

 0:21:15磐田市364
ｲｿﾀﾞ ﾏﾎ ｲｿﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ

10585
吉田　乃梨 吉田　ゆか

 0:21:16浜松市365
ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ

10476
大石　健弘 大石　美津子

 0:21:16浜松市366
ｵｵｲｼ ﾀｹﾋﾛ ｵｵｲｼ ﾐﾂｺ

10700
鈴木　貫生 鈴木　克規

 0:21:22浜松市367
ｽｽﾞｷ ｶﾝｾｲ ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ

10479
梅原　沙穂 梅原　智美

 0:21:22焼津市368
ｳﾒﾊﾗ ｻﾎ ｳﾒﾊﾗ ﾄﾓﾐ

10892
中津川　陽夢 中津川　貴紀

 0:21:23浜松市369
ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾋﾛﾑ ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ

10671
山本　若奈 山本　眞由美

 0:21:24磐田市370
ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕﾐ

10670
道下　愛生 道下　有里

 0:21:24浜松市371
ﾐﾁｼﾀ ｱﾘﾅ ﾐﾁｼﾀ ﾕﾘ

10760
石上　陽大 石上　きよ美

 0:21:25静岡市372
ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾅﾀ ｲｼｶﾞﾐ ｷﾖﾐ

10932
三浦　櫂 三浦　豊

 0:21:25磐田市373
ﾐｳﾗ ｶｲ ﾐｳﾗ ﾕﾀｶ

10724
小鷹　晴斗 小井　啓子

 0:21:27袋井市374
ｺﾀﾞｶ ﾊﾙﾄ ｺｲ ｹｲｺ

10637
大石　彩音 大石　啓子

 0:21:28浜松市375
ｵｵｲｼ ｱﾔﾈ ｵｵｲｼ ｹｲｺ

10485
畑山　知輝 畑山　勝弘

 0:21:29浜松市376
ﾊﾀﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾊﾀﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ

10537
山本　真広 山本　誠一

 0:21:29掛川市377
ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｲﾁ

10655
松代　尚貴 松代　博実

 0:21:31磐田市378
ﾏﾂｼﾛ ﾅｵｷ ﾏﾂｼﾛ ﾋﾛﾐ

10770
加茂川　輝 加茂川　陽

 0:21:33磐田市379
ｶﾓｶﾞﾜ ﾋｶﾙ ｶﾓｶﾞﾜ ｱｷﾗ

10584
吉田　禄太 吉田　真吾

 0:21:33浜松市380
ﾖｼﾀﾞ ﾛｸﾀ ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ
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10566
伊藤　朱音 伊藤　麻里子

 0:21:33御前崎市381
ｲﾄｳ ｱｶﾈ ｲﾄｳ ﾏﾘｺ

10675
福本　有希 福本　和彦

 0:21:33浜松市382
ﾌｸﾓﾄ ﾌｸﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ

10848
井坂　泰輝 井坂　藍子

 0:21:34磐田市383
ｲｻｶ ﾀｲｷ ｲｻｶ ｱｲｺ

10899
林田　武叡 林田　勝徳

 0:21:35浜松市384
ﾊﾔｼﾀﾞ ﾀｹﾄｼ ﾊﾔｼﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ

10788
高木　璃子 高木　俊彦

 0:21:40島田市385
ﾀｶｷﾞ ﾘｺ ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾋｺ

10711
鈴木　泉美 鶴牧　昭幸

 0:21:41磐田市386
ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ ﾂﾙﾏｷ ｱｷﾕｷ

10712
袴田　薫 袴田　守

 0:21:42磐田市387
ﾊｶﾏﾀ ｶｵﾙ ﾊｶﾏﾀ ﾏﾓﾙ

10832
大塚　芽衣 大塚　直美

 0:21:44磐田市388
ｵｵﾂｶ ﾒｲ ｵｵﾂｶ ﾅｵﾐ

10503
鈴木　冴佳 鈴木　浩之

 0:21:45湖西市389
ｽｽﾞｷ ｻｴｶ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

10595
村松　一輝 村松　佳子

 0:21:45磐田市390
ﾑﾗﾏﾂ ｲﾂｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｺ

10510
澤木　沙奈 澤木　ゆかり

 0:21:48浜松市391
ｻﾜｷ ｻﾅ ｻﾜｷ ﾕｶﾘ

10767
小嶋　寛太 小嶋　淳

 0:21:48磐田市392
ｺｼﾞﾏ ｶﾝﾀ ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ

10463
並松　幸太郎 並松　由見子

 0:21:50菊川市393
ﾅﾐﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ ﾅﾐﾏﾂ ﾕﾐｺ

10714
金原　光咲 金原　千晴

 0:21:51磐田市394
ｷﾝﾊﾟﾗ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾁﾊﾙ

10560
市川　綾乃 市川　博樹

 0:21:51磐田市395
ｲﾁｶﾜ ｱﾔﾉ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｷ

10713
後藤　凪緒 後藤　美佐樹

 0:21:51磐田市396
ｺﾞﾄｳ ﾅｵ ｺﾞﾄｳ ﾐｻｷ

10628
三角　優希 三角　けんじ

 0:21:52磐田市397
ｻﾝｶｺ ﾕｳｷ ｻﾝｶｺ ｹﾝｼﾞ

10762
中村　咲瑛 中村　智美

 0:21:53浜松市398
ﾅｶﾑﾗ ｻｷｴ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾐ

10617
古橋　京佳 古橋　啓稔

 0:21:54浜松市399
ﾌﾙﾊｼ ｷｮｳｶ ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛﾄｼ
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10803
岡田　真依 岡田　成弘

 0:21:54掛川市400
ｵｶﾀﾞ ﾏｲ ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ

10613
倉本　達也 倉本　圭子

 0:21:55袋井市401
ｸﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ ｸﾗﾓﾄ ｹｲｺ

10730
高松　優芽 高松　めぐみ

 0:21:55磐田市402
ﾀｶﾏﾂ ﾕﾒ ﾀｶﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ

10806
天野　朱梨 天野　麻美

 0:21:56磐田市403
ｱﾏﾉ ｱｶﾘ ｱﾏﾉ ﾏﾐ

10691
竹下　彪雅 竹下　泰弘

 0:21:56袋井市404
ﾀｹｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ ﾀｹｼﾀ ﾔｽﾋﾛ

10507
伊藤　晃雪 伊藤　小百合

 0:21:59浜松市405
ｲﾄｳ ｺｳｾﾂ ｲﾄｳ ｻﾕﾘ

10600
市川　由珠 市川　幸宏

 0:22:00浜松市406
ｲﾁｶﾜ ﾕｽﾞ ｲﾁｶﾜ ﾕｷﾋﾛ

10858
岡本　朋也 岡本　靖史

 0:22:00浜松市407
ｵｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ ｵｶﾓﾄ ﾔｽｼ

10868
平野　聖隆 平野　登志代

 0:22:01浜松市408
ﾋﾗﾉ ｷﾖﾀｶ ﾋﾗﾉ ﾄｼﾖ

10906
平賀　奏音 平賀　晶子

 0:22:02浜松市409
ﾋﾗｶﾞ ｶﾅﾄ ﾋﾗｶﾞ ｱｷｺ

10545
松本　蒼空 松本　公幸

 0:22:02浜松市410
ﾏﾂﾓﾄ ｿﾗ ﾏﾂﾓﾄ ｷﾐﾕｷ

10820
鈴木　悠月 鈴木　敦博

 0:22:03掛川市411
ｽｽﾞｷ ﾕﾂﾞｷ ｽｽﾞｷ ｱﾂﾋﾛ

10487
山口　峻矢 山口　恵実

 0:22:05磐田市412
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ

10643
渡部　さくら 渡部　智一

 0:22:09磐田市413
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻｸﾗ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ

10766
樋口　郁哉 樋口　愛美

 0:22:09磐田市414
ﾋｸﾞﾁ ｲｸﾔ ﾋｸﾞﾁ ｴﾐ

10572
古田　善孝 古田　善太郎

 0:22:10磐田市415
ﾌﾙﾀ ﾖｼﾀｶ ﾌﾙﾀ ｾﾞﾝﾀﾛｳ

10546
太田　優輝 太田　美穂

 0:22:16磐田市416
ｵｵﾀ ﾕｳｷ ｵｵﾀ ﾐﾎ

10829
稲葉　大輔 稲葉　圭介

 0:22:18浜松市417
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾅﾊﾞ ｹｲｽｹ

10821
鈴木　大智 鈴木　美樹子

 0:22:18掛川市418
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ｽｽﾞｷ ﾐｷｺ
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10579
佐藤　春菜 佐藤　千穂

 0:22:20三重県419
ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ ｻﾄｳ ﾁﾎ

10694
田村　周平 田村　麻衣子

 0:22:21浜松市420
ﾀﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ ﾀﾑﾗ ﾏｲｺ

10904
白畑　未来 白畑　友規

 0:22:26磐田市421
ｼﾗﾊﾀ ﾐﾗｲ ｼﾗﾊﾀ ﾕｷ

10850
中村　風稀 中村　妙子

 0:22:26磐田市422
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾀｴｺ

10597
薮崎　晴紀 薮崎　雅行

 0:22:26藤枝市423
ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾊﾙｷ ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ

10780
河村　莉里 高橋　礼実

 0:22:33浜松市424
ｶﾜﾑﾗ ﾘﾘ ﾀｶﾊｼ ｱﾔﾐ

10590
宇津山　こなみ 宇津山　健一

 0:22:35浜松市425
ｳﾂﾞﾔﾏ ｺﾅﾐ ｳﾂﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ

10556
並松　良亮 並松　伸幸

 0:22:37菊川市426
ﾅﾐﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ ﾅﾐﾏﾂ ﾉﾌﾞﾕｷ

10796
松浦　可奈 松浦　克行

 0:22:39磐田市427
ﾏﾂｳﾗ ｶﾅ ﾏﾂｳﾗ ｶﾂﾕｷ

10632
塚本　ゆき 塚本　直美

 0:22:40磐田市428
ﾂｶﾓﾄ ﾕｷ ﾂｶﾓﾄ ﾅｵﾐ

10518
西田　駿 西田　龍

 0:22:41菊川市429
ﾆｼﾀﾞ ｼｭﾝ ﾆｼﾀﾞ ﾘｭｳ

10483
山崎　晶代 山崎　俊勝

 0:22:42愛知県430
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｶﾂ

10851
青島　和香 青島　悦子

 0:22:46磐田市431
ｱｵｼﾏ ﾉﾄﾞｶ ｱｵｼﾏ ｴﾂｺ

10516
乗松　魁生 乗松　優

 0:22:49磐田市432
ﾉﾘﾏﾂ ｶｲｷ ﾉﾘﾏﾂ ﾏｻﾙ

10633
高橋　柊人 高橋　勉

 0:22:50磐田市433
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾄ ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ

10621
平田　透真 平田　伸吾

 0:22:53磐田市434
ﾋﾗﾀ ﾄｳﾏ ﾋﾗﾀ ｼﾝｺﾞ

10517
乗松　好誠 乗松　舞子

 0:22:54磐田市435
ﾉﾘﾏﾂ ｺｳｾｲ ﾉﾘﾏﾂ ﾏｲｺ

10527
増田　優実 鈴木　一夫

 0:22:55袋井市436
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾐ ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ

10702
塚本　すず 塚本　芳尚

 0:22:56磐田市437
ﾂｶﾓﾄ ｽｽﾞ ﾂｶﾓﾄ ﾖｼﾋｻ
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10589
中島　秀太 中島　正人

 0:22:57静岡市438
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾄ

10781
岡田　航弥 岡田　隆宏

 0:22:59袋井市439
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

10627
八木　佑恭 八木　京一

 0:23:03磐田市440
ﾔｷﾞ ｳｷｮｳ ﾔｷﾞ ｷｮｳｲﾁ

10441
小林　優太 小林　彰子

 0:23:04三重県441
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ

10776
竹山　知花 竹山　美聡

 0:23:06浜松市442
ﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｶ ﾀｹﾔﾏ ﾐｻﾄ

10759
山口　來輝 山口　智子

 0:23:10浜松市443
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾗｲｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｺ

10514
佐々木　孔明 佐々木　真紀

 0:23:13浜松市444
ｻｻｷ ｺｳﾒｲ ｻｻｷ ﾏｷ

10924
二俣　智生 二俣　志保

 0:23:17掛川市445
ﾌﾀﾏﾀ ﾄﾓｷ ﾌﾀﾏﾀ ｼﾎ

10419
梅原　直生 梅原　裕

 0:23:19焼津市446
ｳﾒﾊﾗ ﾅｵｷ ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛｼ

10575
三輪　碧生 三輪　恵美

 0:23:19浜松市447
ﾐﾜ ｱｵｲ ﾐﾜ ｴﾐ

10665
西村　萌百佳 西村　典子

 0:23:19浜松市448
ﾆｼﾑﾗ ﾓﾓｶ ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｺ

10720
川出　海理樹 川出　久美

 0:23:22磐田市449
ｶﾜﾃﾞ ﾐﾘｷ ｶﾜﾃﾞ ｸﾐ

10862
姫野　琴音 姫野　成美

 0:23:28磐田市450
ﾋﾒﾉ ｺﾄﾈ ﾋﾒﾉ ﾅﾙﾐ

10701
鈴木　汰空 鈴木　志保

 0:23:33浜松市451
ｽｽﾞｷ ﾀｸ ｽｽﾞｷ ｼﾎ

10710
大橋　朋乃佳 大橋　麻友子

 0:23:34磐田市452
ｵｵﾊｼ ﾎﾉｶ ｵｵﾊｼ ﾏﾕｺ

10591
仲子　ケニー拓 仲子　万里

 0:23:39浜松市453
ﾅｶｺ ｹﾆｰﾀｸﾔ ﾅｶｺ ﾏﾘ

10561
渥美　智尋 渥美　智寿

 0:23:43浜松市454
ｱﾂﾐ ﾁﾋﾛ ｱﾂﾐ ﾄﾓﾋｻ

10636
佐藤　瞭光 佐藤　昌典

 0:23:46浜松市455
ｻﾄｳ ｱｷﾐﾂ ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ

10601
山下　真緒 山下　睦子

 0:23:53浜松市456
ﾔﾏｼﾀ ﾏｵ ﾔﾏｼﾀ ﾑﾂｺ
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10569
佐原　樹 佐原　実佐

 0:23:55愛知県457
ｻﾊﾗ ｲﾂｷ ｻﾊﾗ ﾐｻ

10839
神村　律 神村　美保

 0:24:05浜松市458
ｶﾐﾑﾗ ﾘﾂ ｶﾐﾑﾗ ﾐﾎ

10548
鈴木　大雅 鈴木　透

 0:24:06浜松市459
ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ

10768
鈴木　秀麻 鈴木　進吾

 0:24:07磐田市460
ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾏ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

10792
梶原　大暉 梶原　知代

 0:24:10浜松市461
ｶｼﾞﾊﾗ ｶｼﾞﾊﾗ

10801
小宮　亜子 小宮　麻実

 0:24:12静岡市462
ｺﾐﾔ ｱｺ ｺﾐﾔ ｱｻﾐ

10640
井上　了輔 井上　博之

 0:24:16磐田市463
ｲﾉｳｴ ﾘｮｳｽｹ ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ

10570
吉竹　勇翔 吉竹　唯之

 0:24:28磐田市464
ﾖｼﾀｹ ﾊﾔﾄ ﾖｼﾀｹ ﾀﾀﾞﾕｷ

10629
内海　佑太 内海　将夫

 0:24:31袋井市465
ｳﾂﾐ ﾕｳﾀ ｳﾂﾐ ﾏｻｵ

10860
榛葉　萌愛 榛葉　諭史

 0:24:32磐田市466
ｼﾝﾊﾞ ﾓﾈ ｼﾝﾊﾞ ｻﾄｼ

10728
杉山　陽菜 杉山　陽子

 0:24:35袋井市467
ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾅ ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｺ

10729
高松　悠真 高松　亜希子

 0:24:38磐田市468
ﾀｶﾏﾂ ﾕｳﾏ ﾀｶﾏﾂ ｱｷｺ

10574
杉本　唯花 杉本　暁宣

 0:24:39浜松市469
ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｶ ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾉﾘ

10695
坂下　颯士郎 坂下　雄一

 0:24:41磐田市470
ｻｶｼﾀ ｿｳｼﾛｳ ｻｶｼﾀ ﾕｳｲﾁ

10540
鵜飼　悠太 鵜飼　純子

 0:24:46浜松市471
ｳｶｲ ﾕｳﾀ ｳｶｲ ｼﾞｭﾝｺ

10673
土屋　咲希 加藤　もと子

 0:24:51浜松市472
ﾂﾁﾔ ｻｷ ｶﾄｳ ﾓﾄｺ

10734
小谷　莉奈 小谷　里恵

 0:24:53磐田市473
ｺﾀﾆ ﾘﾅ ｺﾀﾆ ﾘｴ

10764
村松　龍生 村松　直季

 0:25:00浜松市474
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ ﾑﾗﾏﾂ ﾅｵｷ

10576
岡村　洋希 岡村　一之

 0:25:01沼津市475
ｵｶﾑﾗ ﾋﾛｷ ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ
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10626
岩本　真弥 岩本　貞子

 0:25:02藤枝市476
ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾔ ｲﾜﾓﾄ ｻﾀﾞｺ

10580
中村　笑奈 伊藤　友美

 0:25:02浜松市477
ﾅｶﾑﾗ ｴﾐﾅ ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ

10647
藤牧　海斗 藤牧　利彦

 0:25:03浜松市478
ﾌｼﾞﾏｷ ｶｲﾄ ﾌｼﾞﾏｷ ﾄｼﾋｺ

10649
井口　笑美 井口　照美

 0:25:05磐田市479
ｲｸﾞﾁ ｴﾐ ｲｸﾞﾁ ﾃﾙﾐ

10577
横田川　知良 横田川　祥弘

 0:25:06磐田市480
ﾖｺﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ ﾖｺﾀｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

10763
村松　陽成 村松　由美

 0:25:21浜松市481
ﾑﾗﾏﾂ ﾖｳｾｲ ﾑﾗﾏﾂ ﾕﾐ

10615
花井　黛里 花井　純

 0:25:24浜松市482
ﾊﾅｲ ﾏﾕﾘ ﾊﾅｲ ｱﾂｼ

10616
花井　凛音 花井　円

 0:25:24浜松市483
ﾊﾅｲ ﾘｵﾝ ﾊﾅｲ ﾏﾄﾞｶ

10741
押久保　葵 押久保　由美

 0:25:26浜松市484
ｵｼｸﾎﾞ ｱｵｲ ｵｼｸﾎﾞ ﾕﾐ

10928
藤澤　実羚 藤澤　照子

 0:25:26磐田市485
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾚｲ ﾌｼﾞｻﾜ ﾃﾙｺ

10920
曽根　未来 曽根　由子

 0:25:27御前崎市486
ｿﾈ ﾐｸ ｿﾈ ﾖｼｺ

10646
朝倉　さちな 朝倉　功

 0:25:29藤枝市487
ｱｻｸﾗ ｻﾁﾅ ｱｻｸﾗ ｲｻｵ

10717
鈴木　煌弥 鈴木　健太郎

 0:25:36浜松市488
ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ

10667
山下　璃実 山下　真由美

 0:25:50浜松市489
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾏﾕﾐ

10602
越川　真悠 越川　留美

 0:25:50浜松市490
ｺｼｶﾜ ﾏﾕ ｺｼｶﾜ ﾙﾐ

10618
大野　泰輔 大野　裕哉

 0:25:53浜松市491
ｵｵﾉ ﾀｲｽｹ ｵｵﾉ ﾋﾛﾔ

10751
浅井　晴馬 浅井　かおり

 0:26:03湖西市492
ｱｻｲ ﾊﾙﾏ ｱｻｲ ｶｵﾘ

10620
平野　乃莉佳 平野　乃十美

 0:26:04磐田市493
ﾋﾗﾉ ﾉﾘｶ ﾋﾗﾉ ﾉｿﾞﾐ

10799
内藤　蒼 内藤　樹里子

 0:26:06愛知県494
ﾅｲﾄｳ ｱｵｲ ﾅｲﾄｳ ｷﾘｺ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍファミリー

10578
阿部　安奈 阿部　裕子

 0:26:08磐田市495
ｱﾍﾞ ｱﾝﾅ ｱﾍﾞ ﾕｳｺ

10795
川口　葉乃夏 川口　健

 0:26:10浜松市496
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾉｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｹｼ

10789
田中　颯 田中　ひろえ

 0:26:15浜松市497
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ ﾀﾅｶ ﾋﾛｴ

10722
永井　惠 永井　貴之

 0:26:23袋井市498
ﾅｶﾞｲ ｹｲ ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ

10555
岡田　大和 佐原　利明

 0:26:33愛知県499
ｵｶﾀﾞ ﾔﾏﾄ ｻﾊﾗ ﾄｼｱｷ

10676
福本　夏美 福本　美穂

 0:26:43浜松市500
ﾌｸﾓﾄ ﾅﾂﾐ ﾌｸﾓﾄ ﾐﾎ

10539
鵜飼　晴香 鵜飼　誠

 0:28:09浜松市501
ｳｶｲ ﾊﾙｶ ｳｶｲ ﾏｺﾄ

10403
三井　魁人 三井　鶏太

 0:30:46磐田市502
ﾐﾂｲ ｶｲﾄ ﾐﾂｲ ｹｲﾀ

10672
藤井　克大 藤井　章二

 0:31:33磐田市503
ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋﾛ ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｼﾞ

10614
若山　水麗 澤田　小百合

 0:31:47浜松市504
ﾜｶﾔﾏ ﾐﾚｲ ｻﾜﾀﾞ ｻﾕﾘ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍｶｯﾌﾟﾙ・夫婦

11010
松本　みなこ 青木　陽太

 0:12:47浜松市1
ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅｺ ｱｵｷ ﾖｳﾀ

11014
高田　卓紀 二見　友紀子

 0:13:29沼津市2
ﾀｶﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ ﾌﾀﾐ ﾕｷｺ

11242
新田　剛士 東　菜々子

 0:14:123
ﾆｯﾀ ﾀｹｼ

11031
山内　菜摘 浦野　裕貴

 0:14:19島田市4
ﾔﾏｳﾁ ﾅﾂﾐ ｳﾗﾉ ﾕｳｷ

11005
佐々木　悠喜 佐々木　ひとみ

 0:14:27浜松市5
ｻｻｷ ﾕｳｷ ｻｻｷ ﾋﾄﾐ

11013
土佐　勇 土佐　知未

 0:14:41神奈川県6
ﾄｻ ｲｻﾑ ﾄｻ ﾄﾓﾐ

11182
細田　真弓 手塚　啓之

 0:14:54袋井市7
ﾎｿﾀﾞ ﾏﾕﾐ ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ

11008
北村　和久 北村　章子

 0:15:07富士宮市8
ｷﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ ｷﾀﾑﾗ ｱｷｺ

11007
浅見　早苗 浅見　昌克

 0:15:12島田市9
ｱｻﾐ ｻﾅｴ ｱｻﾐ ﾏｻｶﾂ

11038
辻村　昌利 辻村　公子

 0:15:38浜松市10
ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾄｼ ﾂｼﾞﾑﾗ ｷﾐｺ

11017
小泉　康次 小泉　貴美子

 0:15:53浜松市11
ｺｲｽﾞﾐ ﾔｽﾂｸﾞ ｺｲｽﾞﾐ ｷﾐｺ

11012
増井　かほる 糟谷　和夫

 0:15:58浜松市12
ﾏｽｲ ｶｵﾙ ｶｽﾔ ｶｽﾞｵ

11004
鈴木　清子 長井　茂雄

 0:16:02磐田市13
ｽｽﾞｷ ｷﾖｺ ﾅｶﾞｲ ｼｹﾞｵ

11003
大原　裕史 大原　かな

 0:16:18浜松市14
ｵｵﾊﾗ ﾋﾛｼ ｵｵﾊﾗ ｶﾅ

11001
村松　ゆか 辻井　弘樹

 0:16:21磐田市15
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｶ ﾂｼﾞｲ ﾋﾛｷ

11132
鈴木　大介 鈴木　奈奈

 0:16:27浜松市16
ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ｽｽﾞｷ ﾅﾅ

11027
石川　真史 小黒　恵美

 0:16:29愛知県17
ｲｼｶﾜ ﾏｻﾌﾐ ｵｸﾞﾛ ﾒｸﾞﾐ

11015
梶原　千恵美 田原　惇

 0:16:58浜松市18
ｶｼﾞﾜﾗ ﾁｴﾐ ﾀﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

11205
山本　達也 山本　涼颯

 0:17:00掛川市19
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ ﾔﾏﾓﾄ ｽｽﾞｶ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍｶｯﾌﾟﾙ・夫婦

11164
竹下　晃生 渥美　瑠里子

 0:17:02森町20
ﾀｹｼﾀ ｱｷﾀｶ ｱﾂﾐ ﾙﾘｺ

11019
曽根　和義 曽根　朱実

 0:17:08藤枝市21
ｿﾈ ｶｽﾞﾖｼ ｿﾈ ｱｹﾐ

11016
木津　利夫 夏目　千津子

 0:17:21浜松市22
ｷﾂﾞ ﾄｼｵ ﾅﾂﾒ ﾁｽﾞｺ

11080
大島　雄三 大島　由加利

 0:17:33神奈川県23
ｵｵｼﾏ ﾕｳｿﾞｳ ｵｵｼﾏ ﾕｶﾘ

11032
鈴木　香里亜 鈴木　千尋

 0:17:50磐田市24
ｽｽﾞｷ ｶﾘｱ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ

11104
小取　秀一 小取　彩

 0:17:51磐田市25
ｺﾄﾘ ｼｭｳｲﾁ ｺﾄﾘ ｱﾔ

11050
三井　秀紀 三井　千春

 0:17:55浜松市26
ﾐﾂｲ ﾋﾃﾞｷ ﾐﾂｲ ﾁﾊﾙ

11190
松井　由美 松井　潤

 0:18:00浜松市27
ﾏﾂｲ ﾕﾐ ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝ

11218
井口　征治 藤田　真里

 0:18:20湖西市28
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾊﾙ ﾌｼﾞﾀ ﾏﾘ

11065
田北　篤史 田北　暁子

 0:18:35大阪府29
ﾀｷﾀ ｱﾂｼ ﾀｷﾀ ｱｷｺ

11122
鈴木　麻美 高橋　大生

 0:18:37浜松市30
ｽｽﾞｷ ﾏﾐ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ

11047
中村　麻希 二宮　新太郎

 0:18:41浜松市31
ﾅｶﾑﾗ ﾏｷ ﾆﾉﾐﾔ ｼﾝﾀﾛｳ

11041
鈴木　昌里 鈴木　正和

 0:18:43湖西市32
ｽｽﾞｷ ﾏﾘ ｽｽﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ

11107
伊藤　博昭 伊藤　雅紀

 0:18:44磐田市33
ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ ｲﾄｳ ﾏｻｷ

11157
田中　久裕 田中　優子

 0:18:48浜松市34
ﾀﾅｶ ﾋｻﾋﾛ ﾀﾅｶ ﾕｳｺ

11240
宇藤　綾野 石川　菜津

 0:18:48磐田市35
ｳﾄｳ ｱﾔﾉ ｲｼｶﾜ ﾅﾂ

11220
鳥羽　智史 鳥羽　絵里

 0:18:49浜松市36
ﾄﾊﾞ ｻﾄｼ ﾄﾊﾞ ｴﾘ

11210
勝山　江美子 勝山　琢都

 0:19:00静岡市37
ｶﾂﾔﾏ ｴﾐｺ ｶﾂﾔﾏ ﾀｸﾄ

11033
高野　喜明 高野　克恵

 0:19:07磐田市38
ﾀｶﾉ ﾖｼｱｷ ﾀｶﾉ ﾖｼｴ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍｶｯﾌﾟﾙ・夫婦

11052
宮末　研太郎 宮末　美和子

 0:19:08磐田市39
ﾐﾔｽｴ ｹﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｽｴ ﾐﾜｺ

11072
大島　順子 大島　貢

 0:19:10沼津市40
ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝｺ ｵｵｼﾏ ﾐﾂｸﾞ

11039
清水　文子 新井　敏生

 0:19:10浜松市41
ｼﾐｽﾞ ｱﾔｺ ｱﾗｲ ﾄｼｵ

11215
中津川　紗也佳 中津川　洋介

 0:19:12浜松市42
ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｻﾔｶ ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ

11152
塩澤　明日香 竹内　緑

 0:19:12磐田市43
ｼｵｻﾞﾜ ｱｽｶ ﾀｹｳﾁ ﾐﾄﾞﾘ

11158
川井　彩実 川井　鉄馬

 0:19:15浜松市44
ｶﾜｲ ｱﾔﾐ ｶﾜｲ ﾃﾂﾏ

11084
蜜岡　由佳 松本　清志

 0:19:15磐田市45
ﾐﾂｵｶ ﾕｶ ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｼ

11036
赤井　隆志 赤井　美也子

 0:19:17藤枝市46
ｱｶｲ ﾀｶｼ ｱｶｲ ﾐﾔｺ

11191
渡邉　一茂 栗田　麻友美

 0:19:17浜松市47
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ ｸﾘﾀ ﾏﾕﾐ

11106
廣瀬　一樹 菅　政美

 0:19:31埼玉県48
ﾋﾛｾ ｶｽﾞｷ ｽｶﾞ ﾏｻﾐ

11075
紅林　智美 石村　美千瑠

 0:19:32磐田市49
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ ｲｼﾑﾗ ﾐﾁﾙ

11184
中村　雄哉 森口　翔太

 0:19:34静岡市50
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ ﾓﾘｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ

11060
鈴木　祥太 林田　詩生

 0:19:36浜松市51
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｵ

11138
峯山　克美 松本　真由美

 0:19:40浜松市52
ﾐﾈﾔﾏ ｶﾂﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾕﾐ

11155
岡本　博彰 岡本　倫世

 0:19:42静岡市53
ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｱｷ ｵｶﾓﾄ ﾐﾁﾖ

11125
宮崎　光代 鳥居　美穂

 0:19:55磐田市54
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾖ ﾄﾘｲ ﾐﾎ

11232
伊東　美帆 伊東　主税

 0:19:58島田市55
ｲﾄｳ ﾐﾎ ｲﾄｳ ﾁｶﾗ

11202
松下　美保 古谷　綾子

 0:19:58島田市56
ﾏﾂｼﾀ ﾐﾎ ﾌﾙﾔ ｱﾔｺ

11074
後藤　浩之 倉地　雅

 0:20:01菊川市57
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ｸﾗﾁ ﾐﾔﾋﾞ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍｶｯﾌﾟﾙ・夫婦

11204
秋田　浩光 秋田　朝子

 0:20:09伊豆の国58
ｱｷﾀ ﾋﾛﾐﾂ ｱｷﾀ ﾄﾓｺ

11040
藤田　加奈子 藤田　友光

 0:20:09浜松市59
ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾐﾂ

11135
高橋　達也 高橋　史江

 0:20:10浜松市60
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｴ

11239
新村　美由紀 加藤　沙織

 0:20:15磐田市61
ｼﾝﾑﾗ ﾐﾕｷ ｶﾄｳ ｻｵﾘ

11211
山本　憲 山本　美津子

 0:20:19磐田市62
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂｺ

11228
星野　亮 星野　郁美

 0:20:22磐田市63
ﾎｼﾉ ﾘｮｳ ﾎｼﾉ ｲｸﾐ

11119
須山　愛弓 須山　洋行

 0:20:24浜松市64
ｽﾔﾏ ｱﾕﾐ ｽﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

11022
町田　寿幸 町田　友香

 0:20:25浜松市65
ﾏﾁﾀﾞ ﾄｼﾕｷ ﾏﾁﾀﾞ ﾕｶ

11105
津田　謹郎 津田　謹郎

 0:20:27浜松市66
ﾂﾀﾞ ｷﾝﾛｳ ﾂﾀﾞ ｷﾝﾛｳ

11208
高木　優 平野　朱峰

 0:20:29磐田市67
ﾀｶｷﾞ ﾕｳ ﾋﾗﾉ ｱｶﾈ

11029
大川　まゆみ 大川　拓己

 0:20:31愛知県68
ｵｵｶﾜ ﾏﾕﾐ ｵｵｶﾜ ﾀｸﾐ

11079
山下　美樹 梅田　沙希

 0:20:32浜松市69
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ ｳﾒﾀﾞ ｻｷ

11224
萩田　千ひろ 萩田　真介

 0:20:35磐田市70
ﾊｷﾞﾀ ﾁﾋﾛ ﾊｷﾞﾀ ｼﾝｽｹ

11057
岸　勝由 岸　留美

 0:20:37湖西市71
ｷｼ ｶﾂﾖｼ ｷｼ ﾙﾐ

11058
鶴川　忠章 渥美　愛子

 0:20:38島田市72
ﾂﾙｶﾜ ﾀﾀﾞｱｷ ｱﾂﾐ ｱｲｺ

11024
木下　恭秀 石塚　利江

 0:20:41磐田市73
ｷｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ ｲｼﾂﾞｶ ﾘｴ

11221
加藤　香澄 広瀬　園望

 0:20:47掛川市74
ｶﾄｳ ｶｽﾐ ﾋﾛｾ ｿﾉﾐ

11212
鈴本　幸恵 原川　和也

 0:20:47静岡市75
ｽｽﾞﾓﾄ ｻﾁｴ ﾊﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ

11042
中井　小雪 中井　小春

 0:20:48岐阜県76
ﾅｶｲ ｺﾕｷ ﾅｶｲ ｺﾊﾙ
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順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍｶｯﾌﾟﾙ・夫婦

11063
渡辺　努 渡辺　裕子

 0:20:50浜松市77
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｺ

11154
河合　かおる 高野　仁巳

 0:20:51浜松市78
ｶﾜｲ ｶｵﾙ ﾀｶﾉ ﾋﾄﾐ

11162
田中　里子 松下　和広

 0:20:52浜松市79
ﾀﾅｶ ｻﾄｺ ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ

11086
志田　久美 中村　純子

 0:20:53浜松市80
ｼﾀﾞ ｸﾐ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ

11054
永坂　英紀 永坂　希未江

 0:20:58袋井市81
ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾃﾞｷ ﾅｶﾞｻｶ ｷﾐｴ

11149
原品　啓 植平　結衣

 0:21:05浜松市82
ﾊﾗｼﾅ ﾋﾛｼ ｳｴﾋﾗ ﾕｲ

11197
鈴木　寛人 富田　亜由美

 0:21:07森町83
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ ﾄﾐﾀﾞ ｱﾕﾐ

11121
岩見　実果 岩見　豊

 0:21:07磐田市84
ｲﾜﾐ ﾐｶ ｲﾜﾐ ﾕﾀｶ

11018
三宅　俊伸 三宅　敬子

 0:21:10磐田市85
ﾐﾔｹ ﾄｼﾉﾌﾞ ﾐﾔｹ ｹｲｺ

11095
鈴木　美代子 杉森　光博

 0:21:11浜松市86
ｽｽﾞｷ ﾐﾖｺ ｽｷﾞﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ

11118
永田　ゆかり 大石　久容

 0:21:16磐田市87
ﾅｶﾞﾀ ﾕｶﾘ ｵｵｲｼ ﾋｻﾖ

11046
鈴木　初美 萩間　康智

 0:21:17袋井市88
ｽｽﾞｷ ﾊﾂﾐ ﾊｷﾞﾏ ﾔｽﾄｼ

11180
黒川　愛巳 稲垣　澄人

 0:21:19磐田市89
ｸﾛｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ｲﾅｶﾞｷ ｽﾐﾄ

11049
頼母木　実香 佐藤　仁美

 0:21:21浜松市90
ﾀﾉﾓｷ ﾐｶ ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ

11116
牧野　芙美 牧野　直樹

 0:21:21静岡市91
ﾏｷﾉ ﾌﾐ ﾏｷﾉ ﾅｵｷ

11186
今田　里穂 谷口　祐香

 0:21:23愛知県92
ｲﾏﾀﾞ ﾘﾎ ﾀﾆｸﾞﾁ ﾕｶ

11053
山本　貴之 加藤　真由美

 0:21:25磐田市93
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ｶﾄｳ ﾏﾕﾐ

11206
青島　雅彦 中村　彩花

 0:21:25藤枝市94
ｱｵｼﾏ ﾏｻﾋｺ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ

11142
久保田　七海 山下　莉子

 0:21:27浜松市95
ｸﾎﾞﾀ ﾅﾅﾐ ﾔﾏｼﾀ ﾘｺ
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11241
山本　恵子 岩本　早由里

 0:21:28磐田市96
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｺ ｲﾜﾓﾄ ｻﾕﾘ

11048
森　ゆみ子 森　克典

 0:21:30大阪府97
ﾓﾘ ﾕﾐｺ ﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ

11207
岩本　真依 岩本　真波

 0:21:31藤枝市98
ｲﾜﾓﾄ ﾏｲ ｲﾜﾓﾄ ﾏﾅﾐ

11102
寺田　隆子 寺田　豊美

 0:21:32磐田市99
ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｺ ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾖﾐ

11090
永島　文子 名倉　有美

 0:21:34磐田市100
ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔｺ ﾅｸﾞﾗ ﾕﾐ

11163
坂口　昌裕 斎藤　從子

 0:21:34磐田市101
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ ｻｲﾄｳ ﾖﾘｺ

11147
石村　友 石村　真理子

 0:21:35静岡市102
ｲｼﾑﾗ ﾄﾓ ｲｼﾑﾗ ﾏﾘｺ

11236
平松　知春 伊藤　史恵

 0:21:35浜松市103
ﾋﾗﾏﾂ ﾁﾊﾙ ｲﾄｳ ﾌﾐｴ

11021
太箸　瞳 流森　サトシ

 0:21:38磐田市104
ﾌﾄﾊｼ ﾋﾄﾐ ﾅｶﾞﾚﾓﾘ ｻﾄｼ

11139
赤堀　桂子 赤堀　智之

 0:21:39掛川市105
ｱｶﾎﾘ ｹｲｺ ｱｶﾎﾘ ﾄﾓﾕｷ

11030
佐藤　敦 野末　公祐

 0:21:39浜松市106
ｻﾄｳ ｱﾂｼ ﾉｽﾞｴ ｺｳｽｹ

11166
加藤　由姫子 大杉　拓

 0:21:39磐田市107
ｶﾄｳ ﾕｷｺ ｵｵｽｷﾞ ﾀｸ

11181
青山　繭子 青山　隼

 0:21:42浜松市108
ｱｵﾔﾏ ﾏﾕｺ ｱｵﾔﾏ ｼｭﾝ

11161
渡瀬　祐子 内山　正晴

 0:21:45浜松市109
ﾜﾀｾ ﾕｳｺ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ

11203
小林　佐予子 加藤　幸詠子

 0:21:47磐田市110
ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾖｺ ｶﾄｳ ｻｴｺ

11078
紅林　友紀 紅林　友紀

 0:21:47掛川市111
ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

11243
森山　彩香 石田　卓也

 0:21:49112
ﾓﾘﾔﾏ ｻﾔｶ

11222
上堀　美帆 近藤　千絵

 0:21:49磐田市113
ｶﾝﾎﾞﾘ ﾐﾎ ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｴ

11088
伊藤　信之 伊藤　清実

 0:21:49浜松市114
ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ ｲﾄｳ ｷﾖﾐ

Print : 2012/11/28 23:09:34 432 / 440 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ナンバー 氏　　名 ペア氏名 記　　録県　　名

第15回ジュビロ磐田メモリアルマラソン 2012年11月18日

３ｋｍｶｯﾌﾟﾙ・夫婦

11229
大場　彩加 鈴木　寿宜

 0:21:50磐田市115
ｵｵﾊﾞ ｱﾔｶ ｽｽﾞｷ ﾋｻﾉﾘ

11227
古本　絵里加 平野　拓

 0:21:52静岡市116
ｺﾓﾄ ｴﾘｶ ﾋﾗﾉ ﾀｸ

11209
箸　将史 山下　郁恵

 0:21:53菊川市117
ﾊｼ ﾏｻｼ ﾔﾏｼﾀ ｲｸｴ

11188
内山　薫 甲斐　剛

 0:21:54浜松市118
ｳﾁﾔﾏ ｶｵﾘ ｶｲ ﾂﾖｼ

11140
伊藤　里美 鈴木　真弓

 0:21:54浜松市119
ｲﾄｳ ｻﾄﾐ ｽｽﾞｷ ﾏﾕﾐ

11143
外竹　大祐 小田切　唯

 0:21:56袋井市120
ﾎｶﾀｹ ﾀﾞｲｽｹ ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｲ

11177
神原　八重美 神原　生賢

 0:22:01大阪府121
ｶﾝﾊﾞﾗ ﾔｴﾐ ｶﾝﾊﾞﾗ ｲｸｶﾀ

11035
小池　由起 小池　勝信

 0:22:02千葉県122
ｺｲｹ ﾕｷ ｺｲｹ ｶﾂﾉﾌﾞ

11082
池上　貢 池上　光代

 0:22:06富士市123
ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾂｸﾞ ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾂﾖ

11150
五十右　康行 五十右　かおり

 0:22:07浜松市124
ｲﾐｷﾞ ﾔｽﾕｷ ｲﾐｷﾞ ｶｵﾘ

11141
林　奏甫 水野　妃奈子

 0:22:08愛知県125
ﾊﾔｼ ｶﾅﾐ ﾐｽﾞﾉ ﾋﾅｺ

11130
市川　亜希 河合　瑠海

 0:22:08浜松市126
ｲﾁｶﾜ ｱｷ ｶﾜｲ ﾙﾐ

11175
金井　香織 金井　要介

 0:22:09磐田市127
ｶﾈｲ ｶｵﾘ ｶﾈｲ ﾖｳｽｹ

11133
谷津　光彦 谷津　清美

 0:22:12静岡市128
ﾔﾂ ﾐﾂﾋｺ ﾔﾂ ｷﾖﾐ

11020
西野　洋康 西野　欣美

 0:22:12大阪府129
ﾆｼﾉ ﾋﾛﾔｽ ﾆｼﾉ ﾖｼﾐ

11217
豊泉　明日香 ピタフジモト　リ

 0:22:14静岡市130
ﾄﾖｲｽﾞﾐ ｱｽｶ ﾋﾟﾀﾌｼﾞﾓﾄ ﾘﾗｶﾛﾘﾅ

11092
山田　和弘 山田　裕子

 0:22:16焼津市131
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｺ

11094
斉藤　清 斉藤　弘子

 0:22:20掛川市132
ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ

11055
村松　正規 村松　恵

 0:22:25浜松市133
ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ
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11127
杉浦　文子 杉浦　弘幸

 0:22:26浜松市134
ｽｷﾞｳﾗ ｱﾔｺ ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛﾕｷ

11153
武藤　絢美 武藤　友也

 0:22:27磐田市135
ﾑﾄｳ ｱﾔﾐ ﾑﾄｳ ﾄﾓﾔ

11167
井口　花歩里 湯野　竜右

 0:22:28磐田市136
ｲｸﾞﾁ ｶﾎﾘ ﾕﾉ ﾘｭｳｽｹ

11006
ＫＯＮＡＧＡＹＡ　Ｋ 小長谷　浩子

 0:22:29焼津市137
ｺﾅｶﾞﾔ ｶﾂﾐ ｺﾅｶﾞﾔ ﾋﾛｺ

11044
永橋　正一 永橋　智晴

 0:22:31浜松市138
ﾅｶﾞﾊｼ ｼｮｳｲﾁ ﾅｶﾞﾊｼ ﾁﾊﾙ

11213
袴田　和宏 袴田　美帆

 0:22:32浜松市139
ﾊｶﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ﾊｶﾏﾀ ﾐﾎ

11111
鈴木　清美 窪　美恵子

 0:22:32浜松市140
ｽｽﾞｷ ｷﾖﾐ ｸﾎﾞ ﾐｴｺ

11145
川岸　寿章 川岸　有紀

 0:22:35北海道141
ｶﾜｷﾞｼ ﾄｼｱｷ ｶﾜｷﾞｼ ﾕｷ

11159
小杉　彩夏 小杉　明美

 0:22:42浜松市142
ｺｽｷﾞ ｱﾔｶ ｺｽｷﾞ ｱｹﾐ

11151
野田　司 野田　章子

 0:22:44浜松市143
ﾉﾀﾞ ﾂｶｻ ﾉﾀﾞ ｱｷｺ

11134
平野　成美 平野　清美

 0:22:45磐田市144
ﾋﾗﾉ ﾅﾙﾐ ﾋﾗﾉ ｷﾖﾐ

11037
荻野　探三 鷲尾　隆弘

 0:22:46浜松市145
ｵｷﾞﾉ ﾀﾝｿﾞｳ ﾜｼｵ ﾀｶﾋﾛ

11214
石田　大貴 林　あゆみ

 0:22:46磐田市146
ｲｼﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ

11198
中西　昌彦 西田　由希子

 0:22:47兵庫県147
ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾋｺ ﾆｼﾀﾞ ﾕｷｺ

11028
鈴木　美香 長島　峰晃

 0:22:47磐田市148
ｽｽﾞｷ ﾐｶ ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾈｱｷ

11136
佐藤　和紀 佐藤　由佳里

 0:22:49藤枝市149
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ｻﾄｳ ﾕｶﾘ

11219
江塚　亀久夫 江塚　美佐子

 0:22:49磐田市150
ｴﾂﾞｶ ｷｸｵ ｴﾂﾞｶ ﾐｻｺ

11231
和久田　美保 和久田　幸秀

 0:22:51磐田市151
ﾜｸﾀﾞ ﾐﾎ ﾜｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ

11200
鈴木　遥菜 鈴木　昭彦

 0:22:53浜松市152
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ
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11199
鈴木　昭彦 鈴木　遥菜

 0:22:53浜松市153
ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ

11178
金原　千鶴 金原　吉浩

 0:22:53浜松市154
ｷﾝﾊﾟﾗ ﾁﾂﾞﾙ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾖｼﾋﾛ

11059
山本　絢香 戸塚　美幸

 0:22:58島田市155
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ ﾄﾂﾞｶ ﾐﾕｷ

11156
榊原　博司 榊原　理枝子

 0:23:06菊川市156
ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｴｺ

11110
落合　花 落合　み乃り

 0:23:09磐田市157
ｵﾁｱｲ ﾊﾅ ｵﾁｱｲ ﾐﾉﾘ

11061
市川　景子 岡田　郁美

 0:23:12浜松市158
ｲﾁｶﾜ ｹｲｺ ｵｶﾀﾞ ｲｸﾐ

11194
仲　大介 仲　佳小里

 0:23:13磐田市159
ﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶ ｶｵﾘ

11117
福原　秀一郎 福原　富美江

 0:23:14藤枝市160
ﾌｸﾊﾗ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾌｸﾊﾗ ﾄﾐｴ

11233
北川　欣二 北川　めぐみ

 0:23:16磐田市161
ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾝｼﾞ ｷﾀｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ

11179
松井　裕子 清水　絵美

 0:23:18静岡市162
ﾏﾂｲ ﾕｳｺ ｼﾐｽﾞ ｴﾐ

11235
水上　悟 水上　里美

 0:23:20愛知県163
ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾄﾙ ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾄﾐ

11025
藤本　誠 藤本　華奈

 0:23:23浜松市164
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｺﾄ ﾌｼﾞﾓﾄ ｶﾅ

11174
神谷　祐実 神谷　俊広

 0:23:25磐田市165
ｶﾐﾔ ﾕﾐ ｶﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ

11196
山田　薫 後藤　竜平

 0:23:28磐田市166
ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙ ｺﾞﾄｳ ﾀｯﾍﾟｲ

11129
石川　千賀子 山田　幸子

 0:23:30磐田市167
ｲｼｶﾜ ﾁｶｺ ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｺ

11091
妹尾　三規彦 妹尾　ゆり子

 0:23:33磐田市168
ｾｵ ﾐｷﾋｺ ｾｵ ﾐｷﾋｺ

11096
鶴川　みどり 佐原　孝彦

 0:23:35浜松市169
ﾂﾙｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ ｻﾊﾗ ﾀｶﾋｺ

11169
服部　貴大 服部　匠子

 0:23:37浜松市170
ﾊｯﾄﾘ ﾀｶﾋﾛ ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳｺ

11103
松下　貴明 釜下　明子

 0:23:37御前崎市171
ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｱｷ ｶﾏｼﾀ ｱｷｺ
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11237
鎌倉　尚子 鎌倉　理恵

 0:23:40磐田市172
ｶﾏｸﾗ ﾅｵｺ ｶﾏｸﾗ ﾘｴ

11187
大野　華子 熊谷　晋作

 0:23:41浜松市173
ｵｵﾉ ﾊﾅｺ ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝｻｸ

11073
渥美　恵子 鈴木　淑美

 0:23:43浜松市174
ｱﾂﾐ ｹｲｺ ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐ

11146
中澤　陽子 飯田　康祐

 0:23:43袋井市175
ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｳｺ ｲｲﾀﾞ ｺｳｽｹ

11165
高橋　美千子 稲道　陽子

 0:23:44磐田市176
ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｺ ｲﾅﾐﾁ ﾖｳｺ

11101
山中　哲郎 山中　由佳

 0:23:46浜松市177
ﾔﾏﾅｶ ﾃﾂﾛｳ ﾔﾏﾅｶ ﾕｶ

11168
大沢　友也 伊藤　恵里奈

 0:23:54磐田市178
ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾔ ｲﾄｳ ｴﾘﾅ

11034
寺田　節子 寺田　真康

 0:23:56静岡市179
ﾃﾗﾀﾞ ｾﾂｺ ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾔｽ

11093
村松　樹莉亜

 0:23:59島田市180
ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾘｱ

11216
増田　かな恵 増田　倫典

 0:24:04磐田市181
ﾏｽﾀﾞ ｶﾅｴ ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ

11083
大石　久美子 大石　知春

 0:24:08袋井市182
ｵｵｲｼ ｸﾐｺ ｵｵｲｼ ﾄﾓﾊﾙ

11100
清水　みどり 斎藤　祐一

 0:24:14浜松市183
ｼﾐｽﾞ ﾐﾄﾞﾘ ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ

11009
吉倉　肇 渡辺　美幸

 0:24:15磐田市184
ﾖｼｸﾗ ﾊｼﾞﾒ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｷ

11081
中川　彩 松島　有里

 0:24:17浜松市185
ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔ ﾏﾂｼﾏ ﾕﾘ

11112
竹内　幸宏 竹内　あゆみ

 0:24:20磐田市186
ﾀｹｳﾁ ﾕｷﾋﾛ ﾀｹｳﾁ ｱﾕﾐ

11230
西尾　香陽子 藤田　吏恵

 0:24:24袋井市187
ﾆｼｵ ｶﾖｺ ﾌｼﾞﾀ ﾘｴ

11238
後藤　桃子 瀧川　由佳

 0:24:29静岡市188
ｺﾞﾄｳ ﾓﾓｺ ﾀｷｶﾜ ﾕｶ

11148
鈴木　啓一 鈴木　明美

 0:24:30磐田市189
ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ ｽｽﾞｷ ｱｹﾐ

11201
葉室　光彬 葉室　亜矢

 0:24:32浜松市190
ﾊﾑﾛ ﾐﾂｱｷ ﾊﾑﾛ ｱﾔ
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11056
岡本　和江 岡本　八大

 0:24:36浜松市191
ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞｴ ｵｶﾓﾄ ﾊﾁﾀﾞｲ

11173
松浦　文乃 仲山　彩織

 0:24:38磐田市192
ﾏﾂｳﾗ ｱﾔﾉ ﾅｶﾔﾏ ｻｵﾘ

11114
森下　智美 森下　祐希

 0:24:39袋井市193
ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓﾐ ﾓﾘｼﾀ ﾕｷ

11002
粟國　奨元 譜久原　久美子

 0:24:41浜松市194
ｱｸﾞﾆ ｼｮｳｹﾞﾝ ﾌｸﾊﾗ ｸﾐｺ

11087
鈴木　隆志 鈴木　好子

 0:24:42島田市195
ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ

11113
寺田　晃清 寺田　香織

 0:24:56浜松市196
ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾃﾗﾀﾞ ｶｵﾘ

11193
鈴木　和枝 飯田　智恵子

 0:24:59浜松市197
ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ ｲｲﾀﾞ ﾁｴｺ

11099
曽布川　美登理 松本　将実

 0:25:12浜松市198
ｿﾌﾞｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾐ

11160
佐藤　美津子 山本　貴子

 0:25:34磐田市199
ｻﾄｳ ﾐﾂｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ

11170
大隅　直希

 0:25:37浜松市200
ｵｵｽﾐ

11109
西村　貴徳 井口　美香

 0:25:48磐田市201
ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ ｲｸﾞﾁ ﾐｶ

11176
平沢　英典 平沢　佑実

 0:25:57磐田市202
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ ﾋﾗｻﾜ ﾕﾐ

11026
皆田　芳己 上野　誠子

 0:26:00愛知県203
ﾐﾅﾀ ﾖｼﾐ ｳｴﾉ ｾｲｺ

11192
鈴木　加納子 相場　大幸

 0:26:03磐田市204
ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ ｱｲﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ

11076
大石　勝宏 大石　真依子

 0:26:24焼津市205
ｵｵｲｼ ｶﾂﾋﾛ ｵｵｲｼ ﾏｲｺ

11128
渡邊　圭悟 渡邊　華輪

 0:26:32浜松市206
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾘﾝ

11120
内藤　由紀 牧野　智子

 0:26:34掛川市207
ﾅｲﾄｳ ﾕｷ ﾏｷﾉ ﾄﾓｺ

11098
森　誉仁 酒井　典子

 0:27:02愛知県208
ﾓﾘ ﾀｶﾋﾄ ｻｶｲ ﾉﾘｺ

11071
小澤　秀敏 井川　博幸

 0:27:09長泉町209
ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ ｲｶﾜ ﾋﾛﾕｷ
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11223
坪井　優 坪井　久美

 0:27:11浜松市210
ﾂﾎﾞｲ ﾏｻﾙ ﾂﾎﾞｲ ｸﾐ

11085
小川　明告 小川　竜聖

 0:27:13袋井市211
ｵｶﾞﾜ ｱｷﾂｸﾞ ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ

11171
鳥居　紅美 本間　郁野

 0:27:18浜松市212
ﾄﾘｲ ｸﾐ ﾎﾝﾏ ｲｸﾉ

11089
藤田　広美 平松　正好

 0:27:22浜松市213
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾐ ﾋﾗﾏﾂ ﾏｻﾖｼ

11234
山田　史子 大田　千晴

 0:27:39磐田市214
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｺ ｵｵﾀ ﾁﾊﾙ

11069
鳥澤　哲彦 鳥澤　妃美子

 0:27:43浜松市215
ﾄﾘｻﾜ ﾃﾂﾋｺ ﾄﾘｻﾜ ｷﾐｺ

11144
加藤　康之介 加藤　通子

 0:28:15浜松市216
ｶﾄｳ ｺｳﾉｽｹ ｶﾄｳ ﾐﾁｺ

11225
鈴木　敬祐 松野　みどり

 0:28:26磐田市217
ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ ﾏﾂﾉ ﾐﾄﾞﾘ

11123
小杉　和馬 塩崎　源一郎

 0:28:29浜松市218
ｺｽｷﾞ ｶｽﾞﾏ ｼｵｻﾞｷ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ

11023
松井　智美 寺島　正裕

 0:29:40御前崎市219
ﾏﾂｲ ﾄﾓﾐ ﾃﾗｼﾏ ﾏｻﾋﾛ
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