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順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1 17 山本 晃平 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 御前崎市 浜岡ＬＤＣ 1:10:19
2 2 枝村 高輔 ｴﾀﾞﾑﾗ ｺｳｽｹ 島田市 1:11:01
3 12 渡邉 祐二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 1:11:10
4 13 平野 純也 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 ＨｏｎｄａーＲＣ 1:12:42
5 18 影山 貴大 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 東京学芸大学陸上同好会 1:12:46
6 55 榊原 聡太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 磐田市 ハグマアスリ 1:13:25
7 40 杉山 晃聖 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｾｲ 掛川市 杏林堂薬局 1:14:18
8 31 岩口 周平 ｲﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 富士宮市 1:14:33
9 35 山本 雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 神奈川県 和枝福祉会・愛▫支援員 1:14:41

10 10 熊岡 寛訓 ｸﾏｵｶ ﾑﾈﾄｷ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:15:16
11 7 古田 尚太郎 ﾌﾙﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 磐田市 磐田第一中学教員 1:15:32
12 50 松原 誠 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｺﾄ 島田市 中部電力 1:16:32
13 60 片山 大貴 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 掛川市 1:16:58
14 29 富井 一仁 ﾄﾐｲ ｶｽﾞﾋﾄ 菊川市 岳洋中教員 1:19:20
15 48 深津 祐司 ﾌｶﾂ ﾕｳｼﾞ 袋井市 1:20:14
16 45 鈴木 敬太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 磐田市 掛川工業高校自動車部 1:20:34
17 42 渡邊 俊貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 浜松市 浜松磐田信用金庫 1:20:42
18 57 荒瀬 郁実 ｱﾗｾ ｲｸﾐ 浜松市 1:22:49
19 188 潮 明良 ｳｼｵ ｱｷﾗ 浜松市 1:22:59
20 405 鈴木 詳輝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｷ 浜松市 浜名湖バナナ 1:23:25
21 52 高橋 広 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 袋井市 チーム財閥 1:24:26
22 82 岩本 征大 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 袋井市 1:24:33
23 176 小林 尚貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 焼津市 流星 1:25:24
24 5271 竹内 勇人 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 浜松市 1:25:51
25 380 國井 大輔 ｸﾆｲ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 はまいちＯＢ 1:26:23
26 201 阿井 新大 ｱｲ ｱﾗﾀ 浜松市 1:26:44
27 341 神田 良太 ｶﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 三重県 1:26:49
28 1142 南雲 健 ﾅｸﾞﾓ ｹﾝ 浜松市 Ｂｌａｃｋｅｒ‘ｓ 1:26:50
29 322 茂呂 彰 ﾓﾛ ｱｷﾗ 浜松市 浜松ホトニクス 1:27:05
30 200 風間 康佑 ｶｻﾞﾏ ｺｳｽｹ 磐田市 1:27:09
31 66 横山 雅人 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾄ 静岡市 見次クラブ 1:27:30
32 333 藤尾 知輝 ﾌｼﾞｵ ﾄﾓｷ 浜松市 浜松磐田信用金庫 1:28:17
33 46 堀尾 卓矢 ﾎﾘｵ ﾀｸﾔ 磐田市 1:28:21
34 509 武井 孝祐 ﾀｹｲ ｺｳｽｹ 静岡市 キレッソ静岡 1:28:39
35 305 寺井 智哉 ﾃﾗｲ ﾄﾓﾔ 袋井市 1:28:40
36 5722 前川 守 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏﾓﾙ 愛知県 前原外科整形外科 1:28:49
37 418 吉本 真人 ﾖｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 静岡市 1:29:00
38 385 古木 将裕 ﾌﾙｷ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:29:19
39 5297 浜田 滉己 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｷ 磐田市 1:29:35
40 654 榎田 薫 ｴﾀﾞ ｶｵﾙ 磐田市 1:29:36
41 771 鈴木 広樹 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 清水町 1:29:49
42 421 松田 健汰 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀ 三島市 東健生保 1:30:06
43 1503 奥谷 明大 ｵｸﾔ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:30:35
44 501 田中 健太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 静岡市 1:30:43
45 148 鈴木 義征 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 磐田市 スマイリーエンジェル 1:30:49
46 86 寺岡 颯人 ﾃﾗｵｶ ﾊﾔﾄ 島田市 島田陸協 1:31:01
47 576 松尾 幸祐 ﾏﾂｵ ｺｳｽｹ 埼玉県 1:31:28
48 5192 土谷 亮 ﾂﾁﾀﾆ ﾘｮｳ 愛知県 1:31:43
49 416 宮崎 徳成 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｸﾅﾘ 藤枝市 ＳＳＫＦ 1:32:24
50 710 外山 皓基 ﾄﾔﾏ ﾋﾛｷ 湖西市 1:32:28
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51 1223 松山 侑樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｷ 浜松市 1:32:50
52 452 岩本 直也 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ 袋井市 1:33:24
53 859 鈴木 将太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 焼津市 走るの大好き 1:33:26
54 335 菅沼 悠太 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾀ 三島市 ハシルーズ 1:33:27
55 1693 牛丸 洋海 ｳｼﾏﾙ ﾋﾛﾐ 静岡市 1:33:39
56 1228 新村 洋平 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 浜松市 1:33:41
57 209 中村 直人 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾄ 磐田市 1:33:43
58 646 竹内 大 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾙ 静岡市 ＬＯＶＥＣＡＮ 1:33:53
59 1772 松井 龍之介 ﾏﾂｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 磐田市 1:34:00
60 5648 窪野 将也 ｸﾎﾞﾉ ﾏｻﾔ 袋井市 1:34:05
61 5067 岡村 駿 ｵｶﾑﾗ ｼｭﾝ 静岡市 1:34:25
62 851 伊藤 義記 ｲﾄｳ ﾖｼｷ 愛知県 1:34:31
63 1027 渡邉 勇太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 三島市 1:34:38
64 3278 高橋 勇人 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田農業高校 1:34:41
65 1156 鵜飼 航希 ｳｶﾞｲ ｺｳｷ 浜松市 1:34:55
66 3224 塚本 陸斗 ﾂｶﾓﾄ ﾘｸﾄ 静岡市 藤枝明誠高校 1:35:35
67 5700 高木 紘平 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ 袋井市 1:35:36
68 856 樋田 佳古 ﾄｲﾀﾞ ｹｲｺﾞ 浜松市 1:35:38
69 2320 原田 悠汰 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 浜松市 1:35:39
70 572 原田 頌太 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳﾀ 三島市 1:36:05
71 1531 田村 拓也 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京都 1:36:09
72 5661 野田 広大 ﾉﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 磐田市 コーケン工業 1:36:36
73 514 鈴木 大輝 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ 磐田市 1:36:42
74 499 鈴木 崚馬 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾏ 浜松市 1:36:43
75 1034 村澤 史也 ﾑﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 浜松市 浜松うましか 1:36:46
76 307 影山 栄治 ｶｹﾞﾔﾏ ｴｲｼﾞ 浜松市 ニコニコキッチン 1:36:48
77 1952 大塚 翔太 ｵｵﾂｶ ｼｮｳﾀ 静岡市 常葉大学 1:36:51
78 521 齋藤 司 ｻｲﾄｳ ﾂｶｻ 静岡市 1:36:52
79 1117 深澤 康太 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 静岡市 静岡市立高校 1:37:16
80 5635 大石 伊織 ｵｵｲｼ ｲｵﾘ 掛川市 1:37:19
81 5772 村瀬 敬介 ﾑﾗｾ ｹｲｽｹ 岐阜県 1:37:28
82 772 甲村 尚也 ｺｳﾑﾗ ﾅｵﾔ 愛知県 1:37:37
83 222 軽部 皓充 ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛﾐﾂ 大阪府 1:37:59
84 51 岩田 侑馬 ｲﾜﾀ ﾕｳﾏ 浜松市 1:38:07
85 170 鈴木 航 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 富士市 1:38:21
86 359 白澤 領亮 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京都 1:38:23
87 1895 鈴木 優也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 菊川市 1:38:33
88 120 中島 庸平 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 牧之原市 1:38:44
89 977 山口 裕晃 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 伊豆の国市 1:39:01
90 246 池ヶ谷 達輝 ｲｹｶﾞﾔ ﾀﾂｷ 静岡市 1:39:09
91 1412 廣瀬 正樹 ﾋﾛｾ ﾏｻｷ 掛川市 1:39:29
92 1690 後藤 壮登 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾄ 愛知県 1:39:32
93 3358 白山 陽大 ｼﾗﾔﾏ ﾖｳﾀﾞｲ 磐田市 キャタラーＣＲＣ 1:39:33
94 1642 勝又 裕一 ｶﾂﾏﾀ ﾕｳｲﾁ 沼津市 1:39:38
95 796 榛村 祐人 ｼﾝﾑﾗ ﾕｳﾄ 掛川市 キャタラーＲＣ 1:39:43
96 3522 髙橋 祐貴哉 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾔ 湖西市 1:40:05
97 1217 田和 大和 ﾀﾜ ﾔﾏﾄ 愛知県 デンソー 1:40:06
98 683 布目 英之 ﾇﾉﾒ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 1:40:13
99 2278 坂輪 泰輔 ｻｶﾜ ﾀｲｽｹ 浜松市 1:40:30

100 2851 永田 淳也 ﾅｶﾞﾀ ｱﾂﾔ 静岡市 静岡鉄道株式会社 1:40:41
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101 645 折井 義多郎 ｵﾘｲ ﾖｼﾀﾛｳ 磐田市 1:41:08
102 1813 亀井 宏明 ｶﾒｲ ﾋﾛｱｷ 掛川市 1:41:13
103 686 奥平 健二 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:41:20
104 2226 鈴木 雅人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 愛知県 1:41:21
105 963 中村 賢人 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 愛知県 1:41:46
106 1501 小井 佑真 ｺｲ ﾕｳﾏ 磐田市 1:41:47
107 1192 堀内 一生 ﾎﾘｳﾁ ｲｯｾｲ 袋井市 1:41:51
108 1320 竹腰 響輔 ﾀｹｺｼ ｷｮｳｽｹ 東京都 チームマインシュロス 1:42:16
109 1736 稲森 健太 ｲﾅﾓﾘ ｹﾝﾀ 掛川市 キャタラーランニングクラブ 1:42:36
110 1652 太田 拓実 ｵｵﾀ ﾀｸﾐ 磐田市 チームブルーアイランド 1:42:55
111 1711 大島 修平 ｵｵｼﾏ ｼｭｳﾍｲ 愛知県 1:43:15
112 483 鈴木 貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 ＨＥＲＯ 1:43:24
113 1176 中川 敬太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 愛知県 ＴＫＤ小牧 1:43:41
114 802 早川 達也 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ 浜松市 1:43:46
115 1102 山下 裕司 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼ 埼玉県 森紙販売 1:43:54
116 1451 渡邊 智之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 三島市 1:43:54
117 5503 山田 修太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 静岡市 1:44:32
118 5717 飯田 悠太郎 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 1:44:33
119 5342 小木 大和 ｵｷﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 1:44:34
120 1959 山本 陽平 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 岐阜県 三友工業（株） 1:44:36
121 1679 内山 明人 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾋﾄ 浜松市 1:44:41
122 820 岡田 康嗣 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 浜松市 1:44:44
123 9 佐藤 健斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 掛川市 サカタのタネ 1:44:47
124 1723 本田 剛士 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 浜松市 ＳＰＣ長鶴遠足会 1:44:56
125 5775 中山 桂太 ﾅｶﾔﾏ ｹｲﾀ 浜松市 1:45:17
126 87 沖田 浩輝 ｵｷﾀ ﾋﾛｷ 浜松市 1:45:24
127 1708 杢屋 貴士 ﾓｸﾔ ﾀｶｼ 東京都 1:45:36
128 5557 平野 勇次朗 ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛知県 愛知ベースボール倶楽部 1:45:49
129 2316 石原 正規 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 1:45:55
130 1726 照屋 タダシ ﾃﾙﾔ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 キャタラーＲＣ 1:46:08
131 2208 久保 圭佑 ｸﾎﾞ ｹｲｽｹ 沼津市 1:46:13
132 877 古田 卓 ﾌﾙﾀ ｽｸﾞﾙ 浜松市 浜松ホトニクス 1:46:17
133 1826 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 磐田市 1:46:22
134 5287 望月 祐希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 静岡市 1:46:22
135 529 平井 秀樹 ﾋﾗｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 1:46:23
136 5246 沖 一馬 ｵｷ ｶｽﾞﾏ 磐田市 磐田南高校 1:46:30
137 388 池宮 昌司 ｲｹﾐﾔ ｼｮｳｼﾞ 湖西市 浜名湖電装 1:46:33
138 1543 高橋 知士 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 浜松市 郵便局 1:46:35
139 528 鈴木 博康 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:46:39
140 5418 林田 晃侑 ﾊﾔｼﾀﾞ ｱｷﾕｷ 浜松市 うましか 1:47:19
141 1381 堀川 貴紀 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 1:47:29
142 792 山形 晃弘 ﾔﾏｶﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 磐田市 新居中学校 1:47:48
143 1830 岩村 俊明 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 袋井市 1:48:19
144 5254 牧野 真大 ﾏｷﾉ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 1:48:22
145 1005 小林 陸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 藤枝市 高洲中 1:48:31
146 5300 松永 和也 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 磐田市 1:48:35
147 1960 高田 賢志 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:48:41
148 1279 市川 篤 ｲﾁｶﾜ ｱﾂｼ 愛知県 1:49:09
149 1204 福井 将人 ﾌｸｲ ﾏｻﾄ 浜松市 チームかげやま 1:49:16
150 3324 井上 風太 ｲﾉｳｴ ﾌｳﾀ 浜松市 1:49:19

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

ハーフ男子高校生～29歳

Print: 2019/11/10 14:42:47 4 / 11 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

151 2055 富永 伸人 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉﾌﾞﾄ 磐田市 1:49:20
152 2256 斉藤 三四郎 ｻｲﾄｳ ｻﾝｼﾛｳ 河津町 1:49:24
153 5432 大和 康弘 ﾔﾏﾄ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 1:49:28
154 5467 坂口 尚希 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵｷ 磐田市 1:49:28
155 1467 鈴木 亮平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県 1:49:32
156 972 関塚 貴一 ｾｷﾂﾞｶ ｷｲﾁ 神奈川県 ＪＲ東日本 1:49:47
157 4902 齋藤 瑛 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 磐田市 西貝の郷 1:49:52
158 4776 松下 弘樹 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｷ 浜松市 1:50:13
159 5150 河合 佑樹 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 浜松市 1:50:23
160 1183 佐藤 拓磨 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 浜松市 ヤマハ発動機 1:50:32
161 860 梶田 直樹 ｶｼﾞﾀ ﾅｵｷ 浜松市 1:50:33
162 5737 村松 良太 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 浜松市 1:50:41
163 1702 高橋 友樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 磐田市 1:50:45
164 5377 相羽 祇亮 ｱｲﾊﾞ ﾔｽｱｷ 磐田市 ゼンウェルオーダード株式会社 1:50:50
165 1061 上野 紘平 ｳｴﾉ ｺｳﾍｲ 浜松市 大和証券 1:50:57
166 5633 鈴木 佑輔 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 東京都 静岡銀行 1:51:05
167 1368 山田 匠吾 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 1:51:08
168 2389 岩崎 亘 ｲﾜｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 静岡市 1:51:12
169 1898 辛川 司 ｶﾗｶﾜ ﾂｶｻ 愛知県 オーエスジー株式会社 1:51:15
170 3590 曽根 潤一 ｿﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ 焼津市 キレッソ静岡 1:51:17
171 2373 兼子 貴志 ｶﾈｺ ﾀｶｼ 浜松市 1:51:22
172 2297 増田 義樹 ﾏｽﾀﾞ ﾖｼｷ 掛川市 1:51:26
173 5726 大林 佑輔 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浜松市 健脚促進部磐田支部 1:51:41
174 2704 村松 良亮 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 袋井市 ユニチャームプロダクツ 1:51:50
175 3241 林 達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 愛知県 1:52:27
176 1940 ハリス 竜海 ﾊﾘｽ ﾀﾂﾐ 愛知県 1:52:57
177 699 中村 洸友 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄﾓ 静岡市 静岡県立大学 1:53:03
178 2145 大村 岳志 ｵｵﾑﾗ ｶﾞｸｼ 静岡市 1:53:04
179 659 大戸 崇伸 ｵｵﾄ ﾀｶﾉﾌﾞ 岐阜県 1:53:21
180 494 原口 翔 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｮｳ 掛川市 1:53:26
181 1470 鈴木 悠之介 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾉｽｹ 愛知県 1:53:26
182 5502 藤波 大輔 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾀﾞｲｽｹ 湖西市 ＦＤＫ 1:53:37
183 5752 秋山 翔太 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 浜松市 スズキ（株） 1:53:52
184 5191 平野 健太 ﾋﾗﾉ ｹﾝﾀ 浜松市 1:54:00
185 5767 沼野 岳 ﾇﾏﾉ ｶﾞｸ 焼津市 日本平病院 1:54:03
186 2305 土屋 裕葵 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｷ 袋井市 公務員 1:55:00
187 1937 瀧口 大貴 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 浜松市 1:55:07
188 504 八木 貴広 ﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 掛川市 カネショウ農薬 1:55:22
189 1174 石津 誠人 ｲｼﾂﾞ ﾏｻﾋﾄ 掛川市 遠州楽走会 1:55:51
190 5487 岩崎 広大 ｲﾜｻｷ ｺｳﾀﾞｲ 静岡市 1:56:03
191 1502 野村 佳孝 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 愛知県 1:56:20
192 3568 髙木 登生 ﾀｶｷﾞ ﾄｳｲ 愛知県 1:56:34
193 1730 大手 陽 ｵｵﾃ ﾖｳ 磐田市 日本大学 1:56:49
194 2567 吉田 光輝 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 愛知県 1:56:55
195 5615 阿井 敬佑 ｱｲ ｹｲｽｹ 浜松市 フロイント産業（株） 1:56:55
196 3396 岩崎 理人 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ 静岡市 1:57:01
197 5582 喜畑 萌人 ｷﾊﾀ ﾓｴﾄ 磐田市 1:57:02
198 5430 吉岡 正義 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾖｼ 茨城県 1:57:06
199 3451 田村 暢之 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 1:57:12
200 2958 大橋 樹記 ｵｵﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 袋井市 1:57:27
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201 1647 杉浦 慧 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾄｼ 磐田市 ｗｉｔｈＣ 1:57:29
202 5583 吉川 謙信 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｼﾝ 磐田市 ヤマハ発動機 1:57:34
203 742 荒川 響 ｱﾗｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 愛知県 1:57:37
204 4604 佐藤 密 ｻﾄｳ ﾋｿｶ 浜松市 1:57:38
205 487 中村 昭弘 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 浜松市 1:57:47
206 4811 辻本 敬斗 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾄ 磐田市 1:58:13
207 4489 寺田 俊樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾄｼｷ 袋井市 ミネベアミツミ 1:58:35
208 5611 筒井 芳明 ﾂﾂｲ ﾖｼｱｷ 浜松市 1:58:46
209 3949 安藤 滉貴 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 藤枝市 1:58:46
210 1537 浅原 宏基 ｱｻﾊﾗ ﾋﾛｷ 掛川市 1:58:49
211 5512 芝野 裕斗 ｼﾊﾞﾉ ﾕｳﾄ 埼玉県 株式会社 小澤建材 1:58:51
212 2689 中野 晴仁 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾋﾄ 浜松市 1:58:51
213 3741 大石 雅人 ｵｵｲｼ ﾏｻﾄ 袋井市 1:58:56
214 549 小野崎 勇人 ｵﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 島田市 1:59:02
215 3533 川床 翔平 ｶﾜﾄｺ ｼｮｳﾍｲ 磐田市 1:59:14
216 5646 平岡 拓也 ﾋﾗｵｶ ﾀｸﾔ 浜松市 ＳＴＣ 1:59:14
217 1742 橋本 宗明 ﾊｼﾓﾄ ﾑﾈｱｷ 焼津市 1:59:16
218 118 稲垣 竜弥 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 愛知県 （株）オノコム 1:59:24
219 3387 向井 優太 ﾑｶｲ ﾕｳﾀ 袋井市 1:59:30
220 698 堀 倖輔 ﾎﾘ ｺｳｽｹ 愛知県 エンジン生技 1:59:36
221 1727 大倉 和也 ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾔ 磐田市 1:59:40
222 5656 平松 俊哉 ﾋﾗﾏﾂ ﾄｼﾔ 磐田市 1:59:49
223 2326 安永 拓矢 ﾔｽﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 神奈川県 2:00:00
224 2169 影山 篤志 ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 浜松市 2:00:04
225 2573 須賀 翔太郎 ｽｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知県 角文株式会社 2:00:05
226 2777 加藤 弘往 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 亀の子クラブ 2:00:14
227 4497 鈴木 智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 2:00:25
228 2644 横田 彬彦 ﾖｺﾀ ｱｷﾋｺ 島田市 2:00:29
229 3359 富永 真平 ﾄﾐﾅｶﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 浜松市 2:00:33
230 3381 長谷川 侑輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 磐田市 2:00:33
231 2923 青島 孝章 ｱｵｼﾏ ﾀｶｱｷ 磐田市 チームブルーアイランド 2:00:36
232 4954 神村 航平 ｶﾐﾑﾗ ｺｳﾍｲ 浜松市 2:00:41
233 3984 兼子 大樹 ｶﾈｺ ﾀﾞｲｷ 袋井市 2:00:49
234 3754 岡嶋 佑太 ｵｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 藤枝市 2:01:01
235 5399 渥美 景介 ｱﾂﾐ ｹｲｽｹ 磐田市 ヤマハ発動機 2:01:10
236 5180 角田 重也 ﾂﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾔ 岐阜県 2:01:15
237 1753 沢柳 直人 ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾅｵﾄ 浜松市 2:01:22
238 4904 田口 智也 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 浜松市 2:01:25
239 3370 島津 潤也 ｼﾏﾂﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 三島市 2:01:30
240 5564 白川 薫 ｼﾗｶﾜ ｶｵﾙ 牧之原市 相良清風園マラソン部 2:01:32
241 3402 宮本 篤弥 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂﾔ 御前崎市 健康まにあ 2:01:55
242 4681 菅原 一真 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 浜松市 2:01:56
243 2065 渥美 貴弘 ｱﾂﾐ ﾀｶﾋﾛ 岐阜県 2:02:00
244 2132 横須賀 聖太 ﾖｺｽｶ ｼｮｳﾀ 静岡市 2:02:05
245 5326 水口 幸祐 ﾐﾅｸﾁ ｺｳｽｹ 静岡市 2:02:06
246 3528 山中 祥生 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 東京都 2:02:33
247 5573 北島 量彬 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ 掛川市 2:03:01
248 2889 白幡 昭久 ｼﾗﾊﾀ ｱｷﾋｻ 島田市 2:03:09
249 2688 中谷 駿太 ﾅｶﾀﾆ ﾊﾔﾀ 大阪府 2:03:18
250 2191 寺田 文哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾌﾐﾔ 掛川市 ＳＴＯＯＧＥＳ 2:03:24
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251 2966 近藤 雄哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 磐田市 2:03:32
252 5755 諸井 海斗 ﾓﾛｲ ｶｲﾄ 袋井市 2:03:37
253 3137 白石 尚也 ｼﾗｲｼ ﾅｵﾔ 磐田市 ローリングスマラソン部 2:03:41
254 5514 山本 一斗 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾄ 東京都 株式会社 小澤建材 2:03:43
255 3464 小川 皓亮 ｵｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:03:49
256 1330 岡田 峻輔 ｵｶﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 2:03:50
257 5606 久保田 佑介 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｽｹ 吉田町 2:03:51
258 3206 渡邉 起陸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾘｸ 静岡市 2:03:52
259 3588 根本 渓太 ﾈﾓﾄ ｹｲﾀ 磐田市 2:04:01
260 5601 大場 康弘 ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 清水町 2:04:06
261 2081 高林 将考 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 浜松市 2:04:26
262 2138 松下 智紀 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ 静岡市 2:05:04
263 5277 入屋 洸平 ｲﾘﾔ ｺｳﾍｲ 静岡市 2:05:09
264 4282 扇田 裕士 ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:05:15
265 4980 大坪 和将 ｵｵﾂﾎﾞ ｶｽﾞﾏｻ 岐阜県 アドベンジャーズ 2:05:21
266 3344 森田 剛生 ﾓﾘﾀ ｺﾞｳｷ 三島市 東レ 2:05:27
267 5337 嶋村 浩直 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾅｵ 磐田市 2:05:32
268 5260 稲葉 光 ｲﾅﾊﾞ ﾋｶﾙ 富士宮市 2:05:36
269 1677 オオエ ユタカ ｵｵｴ ﾕﾀｶ 浜松市 2:05:41
270 5445 武内 涼一郎 ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 静岡市 株式会社新海畳店 2:05:48
271 3223 笹木 将行 ｻｻｷ ﾏｻﾕｷ 磐田市 浜松特別支援学校磐田分校 2:06:00
272 3487 松下 真大 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 掛川市 ＹＡＭＲ 2:06:01
273 4428 山口 康太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 愛知県 2:06:02
274 3239 間渕 脩人 ﾏﾌﾞﾁ ｼｭｳﾄ 浜松市 2:06:10
275 5517 内野 一馬 ｳﾁﾉ ｶｽﾞﾏ 磐田市 ヤマハ発動機株式会社 2:06:26
276 5681 大場 浩資 ｵｵﾊﾞ ｺｳｽｹ 磐田市 ほやこげ 2:06:51
277 2927 水谷 彰孝 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｷﾀｶ 愛知県 2:06:54
278 5622 中島 周平 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 2:07:05
279 3416 権田 崇大 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:07:12
280 3182 友岡 毅 ﾄﾓｵｶ ﾂﾖｼ 磐田市 蟬丸 2:07:27
281 5730 久保 博海 ｸﾎﾞ ﾋﾛｳﾐ 菊川市 2:07:35
282 3351 渡邊 雅弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 天竜森林管理署 2:07:39
283 5182 野田 啓介 ﾉﾀﾞ ｹｲｽｹ 岐阜県 2:07:44
284 5414 渡辺 育之介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸﾉｽｹ 愛知県 株式会社デンソー 2:07:46
285 5572 佐々木 哲郎 ｻｻｷ ﾃﾂﾛｳ 磐田市 2:07:47
286 3716 清野 登志樹 ｷﾖﾉ ﾄｼｷ 袋井市 ほやこげ 2:07:50
287 3632 タノームサクチャーン ノッパクン ﾀﾉｰﾑｻｸﾁｬｰﾝ ﾉｯﾊﾟｸﾝ 磐田市 2:07:56
288 3521 草田 昂汰 ｸｻﾀﾞ ｺｳﾀ 愛知県 2:07:57
289 1618 上田 将成 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾅﾘ 神奈川県 2:08:00
290 4410 岩田 龍馬 ｲﾜﾀ ﾘｮｳﾏ 伊豆の国市 2:08:07
291 5734 小林 悠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 掛川市 2:08:07
292 3413 平井 稔晃 ﾋﾗｲ ﾄｼｱｷ 静岡市 2:08:16
293 5685 若尾 広夢 ﾜｶｵ ﾋﾛﾑ 袋井市 2:08:17
294 2994 平川 陽 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳ 掛川市 2:08:20
295 3534 島村 隼平 ｼﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 磐田市 三島市立錦田中学校 2:08:35
296 1224 完山 道信 ｶﾝﾔﾏ ﾐﾁﾉﾌﾞ 湖西市 ＦＤＫ 2:08:43
297 3802 太田 悠介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 静岡市 2:08:47
298 5098 松井 貴大 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:08:57
299 5547 小澤 宥太 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 愛知県 株式会社ＮＴＴデータＭＳＥ 2:08:59
300 5437 村越 敬太 ﾑﾗｺｼ ｹｲﾀ 磐田市 2:09:14
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301 5639 松下 良香 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼｶ 掛川市 2:09:16
302 5387 山崎 崇斗 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾄ 袋井市 岩田小学校 2:09:36
303 4220 大石 一貴 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｷ 焼津市 2:09:38
304 2709 鈴木 雅久 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｻ 三島市 2:09:53
305 5450 山本 航太 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 静岡市 2:10:03
306 944 坂野 太研 ｻｶﾉ ﾀｲｹﾝ 菊川市 東海物産 2:10:14
307 2898 上甲 周 ｼﾞｮｳｺｳ ｼｭｳ 沼津市 沼津工業高等学校 2:10:15
308 5176 牧野 誠 ﾏｷﾉ ﾏｺﾄ 静岡市 2:10:26
309 5486 有ヶ谷 幸汰 ｱﾘｶﾞﾔ ｺｳﾀ 藤枝市 先生精機株式会社 2:10:27
310 5447 樫本 敬亮 ｶｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 磐田市 2:10:27
311 5050 中山 裕貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 愛知県 静岡産業社 2:10:31
312 4425 竹内 浩太 ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀ 浜松市 2:10:51
313 3221 植田 智希 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｷ 愛知県 2:10:54
314 3489 水野 敬斗 ﾐｽﾞﾉ ｹｲﾄ 袋井市 ＹＡＭＲ 2:11:12
315 5584 石松 貴純 ｲｼﾏﾂ ﾀｶｽﾞﾐ 磐田市 2:11:41
316 5679 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡市 2:11:58
317 2270 野田 涼 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 浜松市 2:11:59
318 5677 丸山 悟史 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 神奈川県 三菱ケミカル株式会社 2:12:19
319 3209 木村 勇太 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 愛知県 2:12:21
320 2776 中村 仁 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 浜松市 ヤマハ発動機 2:12:34
321 3127 岩間 歩夢 ｲﾜﾏ ｱﾕﾑ 掛川市 2:12:49
322 1481 藤塚 郁馬 ﾌｼﾞﾂｶ ｲｸﾏ 三重県 そよ風の会 2:12:56
323 5358 水野 拓也 ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾔ 磐田市 2:13:04
324 5480 江神 徹也 ｴｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ 静岡市 2:13:12
325 5524 田代 晃 ﾀｼﾛ ｱｷﾗ 浜松市 2:13:21
326 3505 新貝 恭平 ｼﾝｶﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 磐田市 2:13:37
327 2989 ＲＩＡＮ ＨＡＲＩ ＷＩＪＡＹＡ ﾘｱﾝ ﾊﾘ ｳｨｼﾞｬﾔｰ 愛知県 2:13:38
328 4916 西山 陽貴 ﾆｼﾔﾏ ﾊﾙｷ 伊豆の国市 2:13:41
329 726 南 哲平 ﾐﾅﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡市 草薙激走会 2:13:46
330 2638 加藤 直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 浜松市 2:13:51
331 5247 河原崎 巧也 ｶﾜﾗｻｷ ﾀｸﾔ 御前崎市 株式会社ベルクス 2:13:59
332 2196 肥田 愛斗 ﾋﾀﾞ ﾏﾅﾄ 南伊豆町 2:14:04
333 3681 鈴木 耀介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 磐田市 2:14:06
334 4844 下村 祐太 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾀ 愛知県 南海コークス 2:14:13
335 5751 チンヴァン ラム ﾁﾝｳﾞｧﾝ ﾗﾑ 茨城県 2:14:22
336 3717 渡邊 健斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 磐田市 ほやこげ 2:14:26
337 3003 生形 和哉 ｳﾌﾞｶﾀ ｶｽﾞﾔ 浜松市 大和証券 2:14:26
338 4723 大西 晴樹 ｵｵﾆｼ ﾊﾙｷ 富山県 2:14:35
339 4161 大竹 友章 ｵｵﾀｹ ﾄﾓｱｷ 掛川市 キャタラーＲＣ 2:14:42
340 4465 杉山 洋右 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｽｹ 静岡市 2:15:11
341 4211 糟谷 知弘 ｶｽﾔ ﾁﾋﾛ 浜松市 キャタラーＲＣ 2:15:34
342 4084 薗部 健 ｿﾉﾍﾞ ﾀｹﾙ 掛川市 ＳＩＳＴ 音研 2:15:38
343 5653 清水 隆太 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾀ 磐田市 2:15:38
344 3552 大矢 優 ｵｵﾔ ﾕｳ 静岡市 2:15:45
345 5179 伊代田 浩太 ｲﾖﾀﾞ ｺｳﾀ 浜松市 2:15:53
346 5705 吉田 一葵 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 磐田市 2:16:05
347 5658 瀬谷 健太 ｾﾔ ｹﾝﾀ 浜松市 2:16:10
348 5286 竹輪 大志郎 ﾀｹﾜ ﾀﾞｲｼﾛｳ 愛知県 リゾートトラスト株式会社 2:16:16
349 5485 宇山 真史 ｳﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 2:16:20
350 5670 鈴木 達朗 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 大阪府 2:16:27
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351 5716 中川 裕貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 袋井市 2:16:27
352 4364 星川 大輔 ﾎｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:17:21
353 5276 鈴木 健史 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 浜松市 エネジン 2:17:21
354 2916 東 征宏 ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:17:28
355 2998 伊藤 秀矩 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 浜松市 大和証券 2:17:30
356 3472 小玉 悠介 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｽｹ 磐田市 2:17:31
357 2679 高岡 友裕 ﾀｶｵｶ ﾄﾓﾋﾛ 三島市 2:17:33
358 4871 宮川 諒 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾘｮｳ 浜松市 2:17:36
359 5750 レニュ ヒェップ ﾚﾆｭ ﾋｪｯﾌﾟ 茨城県 2:17:36
360 5537 芦田 大樹 ｱｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県 2:17:50
361 5237 前田 卓也 ﾏｴﾀﾞ ﾀｸﾔ 静岡市 2:18:07
362 5471 武藤 貴大 ﾑﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 沼津市 2:18:08
363 4590 大野 健太 ｵｵﾉ ｹﾝﾀ 浜松市 磐田市役所 2:18:19
364 5463 村松 遼 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 静岡市 2:18:22
365 3904 堀野 雄太 ﾎﾘﾉ ﾕｳﾀ 愛知県 2:18:35
366 5529 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 浜松市 2:18:39
367 4067 橘 友和 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 2:19:07
368 3564 小沢 啓太郎 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀﾛｳ 東京都 2:19:08
369 2984 ＦＩＲＭＡＮ ＳＹＡＨ ﾌｨﾙﾏﾝ ｼｬｰ 愛知県 2:19:12
370 2113 村松 蒼介 ﾑﾗﾏﾂ ｿｳｽｹ 浜松市 2:19:39
371 2390 飯田 祐 ｲｲﾀﾞ ﾕｳ 東京都 2:19:41
372 544 佐藤 俊貴 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 牧之原市 2:19:42
373 5281 鈴木 勇太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 静岡市 2:19:46
374 3057 佐藤 篤志 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 浜松市 ＮＯ－ＰＡＮライダー 2:20:12
375 5255 土屋 群 ﾂﾁﾔ ｸﾞﾝ 静岡市 2:20:22
376 3940 近藤 優 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 磐田市 壱ラン 2:20:40
377 2177 山中 健太郎 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 2:20:46
378 3154 菊地 隼杜 ｷｸﾁ ﾊﾔﾄ 沼津市 2:20:58
379 5607 宮崎 祐輔 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:21:47
380 1776 土屋 圭佑 ﾂﾁﾔ ｹｲｽｹ 浜松市 2:21:48
381 5383 山田 哲幹 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯｶﾝ 浜松市 2:22:11
382 5692 池谷 謙太 ｲｹﾔ ｹﾝﾀ 磐田市 2:22:14
383 3459 加藤 航 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛知県 2:22:17
384 4014 下地 達朗 ｼﾓｼﾞ ﾀﾂﾛｳ 磐田市 2:22:31
385 4740 佐藤 瑞騎 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 掛川市 2:23:15
386 58 横原 啓太 ﾖｺﾊﾗ ｹｲﾀ 浜松市 2:23:31
387 5693 高橋 周三 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｿﾞｳ 愛知県 2:23:41
388 5688 齋藤 紘汰 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 浜松市 2:24:29
389 2255 土屋 航季 ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 愛知県 メリープ 2:24:37
390 5239 望月 理未 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾐ 静岡市 2:24:46
391 2516 菅田 太公 ｽｶﾞﾀ ﾀｸ 清水町 2:24:48
392 2803 長谷川 太朗 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾛｳ 静岡市 山梨整形外科 2:24:57
393 5148 広川 将也 ﾋﾛｶﾜ ﾏｻﾔ 沼津市 2:25:00
394 5316 原木 尚哉 ﾊﾗｷ ﾅｵﾔ 牧之原市 2:25:02
395 4449 窪田 智也 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:25:07
396 5696 杉山 秀之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 2:25:09
397 4787 田澤 翔平 ﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 2:25:11
398 3740 水野 翔也 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳﾔ 藤枝市 2:25:19
399 4951 中山 雄太 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 掛川市 2:25:28
400 5453 岩崎 裕幸 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 2:25:31
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401 4416 中井 力也 ﾅｶｲ ﾘｷﾔ 浜松市 2:25:39
402 5349 久米 將大 ｸﾒ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:25:41
403 4232 前田 良太 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 2:25:45
404 3317 有馬 博紀 ｱﾘﾏ ﾋﾛｷ 浜松市 2:25:45
405 4570 佐久間 貴大 ｻｸﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:25:54
406 5515 グエン スアン トゥアン ｸﾞｴﾝｽｱﾝ ﾄｩｱﾝ 東京都 株式会社 小澤建材 2:26:05
407 4418 安達 隆之介 ｱﾀﾞﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 浜松市 細江 2:26:24
408 3486 中村 公映 ﾅｶﾑﾗ ｷﾐｱｷ 三島市 2:26:25
409 2057 神田 尚斗 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾄ 富士宮市 咸宜寮 2:26:59
410 5062 中川原 誓 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｾｲ 磐田市 2:27:00
411 1804 和泉 佑甫 ｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 愛知県 2:27:00
412 5643 吉岡 裕亮 ﾖｼｵｶ ﾕｳｽｹ 掛川市 2:27:01
413 4359 杉浦 和弥 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾔ 静岡市 2:27:27
414 3460 川村 晃正 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｾｲ 磐田市 2:27:47
415 4152 石上 弘道 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛﾐﾁ 藤枝市 2:28:12
416 2624 青山 貴裕 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 湖西市 デンソー 2:28:29
417 5472 香田 篤志 ｺｳﾀﾞ ｱﾂｼ 袋井市 2:28:41
418 5749 チンヴァン アイン ﾁﾝｳﾞｧﾝ ｱｲﾝ 茨城県 2:29:03
419 3382 中平 達也 ﾅｶﾋﾗ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:29:57
420 5425 村瀬 進祐 ﾑﾗｾ ｼﾝｽｹ 磐田市 メイツ走遊会 2:30:00
421 4772 飯田 紳司 ｲｲﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 牧之原市 2:30:27
422 2014 宗賀 央訓 ｿｳｶﾞ ﾋｻﾉﾘ 浜松市 2:30:40
423 3449 澤根 広 ｻﾜﾈ ﾋﾛｼ 大阪府 2:30:43
424 5351 川島 敏樹 ｶﾜｼﾏ ﾄｼｷ 磐田市 2:30:55
425 5660 石川 雄 ｲｼｶﾜ ﾂﾖｼ 磐田市 2:31:05
426 4704 山本 貴之 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 磐田市 2:31:26
427 5357 上田 健太 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 浜松市 2:31:31
428 5759 木下 希 ｷﾉｼﾀ ﾉｿﾞﾐ 静岡市 2:31:32
429 5413 五十嵐 弦 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾞﾝ 静岡市 ＪＯＧ 2:31:32
430 4245 平松 宏二郎 ﾋﾗﾏﾂ ｺｳｼﾞﾛｳ 浜松市 2:31:34
431 5771 大石 勇樹 ｵｵｲｼ ﾕｳｷ 袋井市 2:31:46
432 5226 ナバラ ジョハル ﾅﾊﾞﾗ ｼﾞｮﾊﾙ 愛知県 2:32:05
433 5516 ホアン ゴック クォン ﾎｱﾝｺﾞｯｸ ｸｫﾝ 東京都 株式会社 小澤建材 2:32:07
434 4561 菅原 祐馬 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ 磐田市 遠州中央農協 2:32:13
435 5474 藤平 悠太 ﾌｼﾞﾋﾗ ﾕｳﾀ 浜松市 ヤマハ株式会社 2:32:38
436 3365 桑山 潤也 ｸﾜﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 三島市 2:32:40
437 5678 荒木 政輝 ｱﾗｷ ﾏｻﾃﾙ 浜松市 2:32:56
438 2337 松下 大和 ﾏﾂｼﾀ ﾔﾏﾄ 御前崎市 キャタラーＲＣ 2:33:13
439 3264 川口 陽太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 静岡市 ネクサス 2:33:31
440 5684 上村 駿太 ｳｴﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 静岡市 2:33:52
441 4923 河邉 明 ｶﾜﾍﾞ ｱｷﾗ 愛知県 2:34:03
442 3433 加藤 賢人 ｶﾄｳ ｹﾝﾄ 磐田市 2:34:06
443 4901 齋藤 優弥 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 静岡市 2:34:31
444 5225 川田 貴久 ｶﾜﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 愛知県 2:34:34
445 3001 竹口 周佑 ﾀｹｸﾞﾁ ｼｭｳｽｹ 浜松市 大和証券 2:34:42
446 5082 金田 崇佑 ｶﾈﾀ ｼｭｳｽｹ 浜松市 遠州病院ＪＣ 2:35:07
447 4650 後藤 裕樹 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 愛知県 2:35:10
448 4719 韓 富栄 ｶﾝ ﾌｴｲ 静岡市 小池弥太郎商店 2:35:16
449 5754 柳澤 博輝 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｷ 浜松市 2:35:17
450 5400 斉藤 諒 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 愛知県 2:35:31
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451 4726 山本 価 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾀｲ 掛川市 シケメンＺ 2:35:45
452 1616 青山 拓未 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 磐田市 2:36:14
453 3066 山梨 雄大 ﾔﾏﾅｼ ﾕｳﾀﾞｲ 湖西市 ＨＡＭＡＮＡ 2:36:30
454 3067 藤本 真介 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｽｹ 湖西市 ＨＡＭＡＮＡ 2:36:30
455 5697 柴田 拳輝 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｷ 浜松市 2:36:32
456 3364 京 希 ｷｮｳ ﾉｿﾞﾑ 三島市 2:36:50
457 5458 宮島 直也 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 愛知県 2:37:18
458 3695 志岐 亮輔 ｼｷ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 2:37:28
459 3510 高良 泰男 ｺｳﾗ ﾔｽｵ 沼津市 2:37:30
460 4239 鳥居 亮平 ﾄﾘｲ ﾘｮｳﾍｲ 磐田市 2:38:22
461 4781 渡辺 勇磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 磐田市 2:38:22
462 5571 安藤 智仁 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾄ 愛知県 株式会社デンソー 2:38:46
463 4273 加地 裕考 ｶｼﾞ ﾋﾛﾀｶ 掛川市 2:38:51
464 5712 柴田 元気 ｼﾊﾞﾀ ｹﾞﾝｷ 静岡市 2:39:12
465 3079 イルハム ヌルジャニ ｲﾙﾊﾑ ﾇﾙｼﾞｬﾆ 浜松市 ゴトー理研 2:39:14
466 5043 袴田 幸佑 ﾊｶﾏﾀ ｺｳｽｹ 浜松市 公務員 2:39:47
467 4759 梅島 正貴 ｳﾒｼﾏ ﾏｻｷ 浜松市 2:39:47
468 3829 野口 裕矢 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 掛川市 掛川東病院 2:39:55
469 4469 荒川 恭平 ｱﾗｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 埼玉県 2:40:04
470 5748 池田 翔太 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 茨城県 2:40:26
471 5322 石野 皓太 ｲｼﾉ ｺｳﾀ 掛川市 ＭＭＣ 2:41:23
472 3937 伊村 和輝 ｲﾑﾗ ｶｽﾞｷ 吉田町 ＭＭＣ 2:41:24
473 5324 岡 武輝 ｵｶ ﾀｹｷ 浜松市 ＭＭＣ 2:41:24
474 3678 池ヶ谷 瑞貴 ｲｹｶﾞﾔ ﾐｽﾞｷ 島田市 ＭＭＣ 2:41:24
475 2802 遠藤 慎吾 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 静岡市 山梨整形外科 2:41:47
476 5419 松下 兼悟 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｺﾞ 静岡市 2:41:48
477 5055 中本 伊織 ﾅｶﾓﾄ ｲｵﾘ 静岡市 さくらんぼ 2:42:20
478 5505 伊藤 晃慎 ｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ 磐田市 2:42:21
479 5436 河合 俊明 ｶﾜｲ ﾄｼｱｷ 浜松市 浜松市リハビリテーション病院 2:42:22
480 3994 梅原 健人 ｳﾒﾊﾗ ｹﾝﾄ 富士市 富士中央マラソン部 2:42:39
481 4658 皆木 雄太郎 ﾐﾅｷ ﾕｳﾀﾛｳ 三島市 2:43:03
482 5045 河島 亘 ｶﾜｼﾏ ﾜﾀﾙ 浜松市 2:43:14
483 4741 大原 裕大 ｵｵﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 静岡市 小池弥太郎商店 2:43:18
484 5723 森 信也 ﾓﾘ ｼﾝﾔ 愛知県 前原外科整形外科 2:43:37
485 4745 寺田 匠吾 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 袋井市 2:43:49
486 5238 栗田 隼 ｸﾘﾀ ﾊﾔﾄ 静岡市 2:43:53
487 5744 ヴォーヴァン グェン ｳﾞｫｰｳﾞｧﾝ ｸﾞｪﾝ 茨城県 2:44:22
488 1728 青木 悠斗 ｱｵｷ ﾕｳﾄ 浜松市 細江 2:44:42
489 5388 高橋 正行 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 袋井市 2:44:53
490 5501 西川 友章 ﾆｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 清水町 2:44:55
491 5718 柘植 歩夢 ﾂｹﾞ ｱﾕﾑ 静岡市 2:45:03
492 5541 遠藤 直人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 静岡市 2:45:46
493 4002 吉村 将志 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｼ 静岡市 アールアンドオー 2:45:46
494 5617 大石 結基 ｵｵｲｼ ﾕｳｷ 沼津市 2:45:46
495 3237 中嶋 俊作 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｻｸ 愛知県 2:45:48
496 502 石上 温大 ｲｼｶﾞﾐ ﾊﾙﾄ 静岡市 2:45:49
497 5605 北澤 雅弥 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 浜松市 2:45:52
498 4905 加藤 謙治 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 浜松市 陸王 2:46:01
499 5011 大滝 亮太 ｵｵﾀｷ ﾘｮｳﾀ 磐田市 2:46:50
500 4227 寺田 直人 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾄ 磐田市 まちの保健室 2:47:07
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501 3938 中山 王雅 ﾅｶﾔﾏ ｵｳｶﾞ 牧之原市 ＭＭＣ 2:47:25
502 4383 片山 航一郎 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 磐田市 ヤマハ発動機 2:48:49
503 3428 出雲 彪我 ｲｽﾞﾓ ﾋｮｳｶﾞ 静岡市 2:49:44
504 5542 平栗 弘貴 ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾀｶ 磐田市 2:49:44
505 5298 藤田 啓太 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀ 静岡市 2:49:49
506 3362 三浦 拓也 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 三島市 2:50:54
507 3447 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 中部電力健脚促進部 2:51:51
508 4914 鈴木 隆太郎 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 健脚促進部 2:51:51
509 4976 野中 舜也 ﾉﾅｶ ｼｭﾝﾔ 静岡市 観客促進部 2:51:52
510 2988 ＡＬＤＩ ＩＦＡＬＤＩ ｱﾙﾃﾞｨ ｲﾌｧﾙﾃﾞｨ 愛知県 2:52:12
511 3400 秋本 厚樹 ｱｷﾓﾄ ｱﾂｷ 御前崎市 健康まにあ 2:52:14
512 5706 蒲原 好貴 ｶﾓﾊﾗ ﾖｼﾀｶ 浜松市 2:52:23
513 3386 井元 達也 ｲﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:53:22
514 5724 岡本 凌典 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 健脚促進部磐田支部 2:53:48
515 5768 鈴木 爽生 ｽｽﾞｷ ｻﾜｷ 浜松市 大和証券 2:53:52
516 5727 大石 将也 ｵｵｲｼ ﾏｻﾔ 浜松市 健脚促進部磐田支部 2:54:04
517 4493 柴田 慧 ｼﾊﾞﾀ ｹｲ 掛川市 2:54:21
518 5492 望月 健太 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝﾀ 富士宮市 2:54:50
519 4879 佐貝 拓郎 ｻｶﾞｲ ﾀｸﾛｳ 浜松市 遠州病院ＪＣ 2:54:52
520 4660 村田 大地 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 2:55:00
521 5338 嶋村 郁哉 ｼﾏﾑﾗ ﾌﾐﾔ 磐田市 2:55:53
522 5686 越川 匠 ｺｼｶﾜ ﾀｸﾐ 浜松市 2:56:07
523 5090 川畑 智拓 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 袋井市 2:57:10
524 5188 大庭 唯弘 ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 磐田市 2:57:52
525 4762 大村 亮輔 ｵｵﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 静岡市 2:58:13
526 4825 櫻井 利紀 ｻｸﾗｲ ﾄｼｷ 藤枝市 2:59:41
527 5241 鈴木 規仁 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾄ 愛知県 3:01:15
528 5666 小倉 康晶 ｵｸﾞﾗ ﾔｽｱｷ 焼津市 3:02:03
529 4812 川合 宏季 ｶﾜｲ ﾋﾛｷ 磐田市 ＳＩＳＴ 音研 3:03:39
530 4742 林 克紀 ﾊﾔｼ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 健脚促進部 3:03:41
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1 8 上田 泰輔 ｳｴﾀﾞ ﾀｲｽｹ 愛知県 1:08:32
2 21 加藤 広貴 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 富士市 東伊豆ＴＦＣ 1:11:55
3 111 田中 真人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 浜松市 1:12:07
4 14 末次 悠人 ｽｴﾂｸﾞ ﾋｻﾄ 磐田市 ヤマハ発動機ＲＣ 1:12:18
5 22 石上 裕康 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ 静岡市 ラウンド５ 1:12:49
6 27 井原 瑞貴 ｲﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 浜松市 1:17:39
7 98 鈴木 拓己 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 吉田町 ＴＭＲＣ 1:18:33
8 124 加藤 和秀 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 静岡市 1:18:54
9 56 秋山 和也 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 島田市 1:18:57

10 19 久米 正史 ｸﾒ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 1:19:22
11 109 神谷 亮輔 ｶﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 宮の会 1:19:37
12 83 鈴木 祐児 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 磐田市 1:19:51
13 97 川西 淳司 ｶﾜﾆｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 ＹＵＴ 1:20:05
14 70 堀井 智史 ﾎﾘｲ ｻﾄｼ 富士市 1:20:06
15 179 黒田 眞生 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 神奈川ＢＢ小隊 1:20:16
16 16 梶田 拓弥 ｶｼﾞﾀ ﾀｸﾔ 愛知県 1:20:35
17 134 南牟禮 潤 ﾐﾅﾐﾑﾚ ｼﾞｭﾝ 磐田市 磐田消防 1:20:43
18 141 伊藤 彰英 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 浜松市 和日呂工業 1:21:02
19 90 松本 潤 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 島田市 Ｂ～ＤＡＳＨ 1:21:42
20 75 丸野 裕介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 袋井市 シカサマー！！ 1:21:44
21 68 明村 将知 ｱｹﾑﾗ ﾏｻﾄﾓ 愛知県 1:22:01
22 126 大石 大介 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 浜松うましか 1:22:04
23 88 高間 充 ﾀｶﾏ ﾐﾂﾙ 愛知県 名古屋市役所 1:22:12
24 4 足立 怜史 ｱﾀﾞﾁ ｻﾄｼ 磐田市 天龍製鋸（株） 1:22:28
25 196 梅木 裕三 ｳﾒｷ ﾕｳｿﾞｳ 浜松市 1:22:50
26 155 山内 隆誠 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶｽﾞﾐ 愛知県 セレッソ大阪ＢＲＩＳＡ 1:23:09
27 76 川島 直輝 ｶﾜｼﾏ ﾅｵｷ 静岡市 速楽走会 1:23:23
28 218 森下 広樹 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｷ 浜松市 1:23:50
29 434 西田 一貴 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 東京都 ＴＤＦ 1:23:51
30 43 岸本 薫 ｷｼﾓﾄ ｶｵﾙ 沖縄県 沖縄陸協 1:24:14
31 160 串田 好宏 ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 長泉町 1:24:35
32 294 笹原 準 ｻｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 浜松市 美薗ＲＣーＦＵＮ 1:24:49
33 157 大野 悟 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 愛知県 1:25:16
34 306 鳥居 武史 ﾄﾘｲ ﾀｹｼ 愛知県 1:25:26
35 267 谷澤 知章 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 浜松市 浜松ホトニクス 1:25:30
36 775 菊田 悦史 ｷｸﾀ ﾖｼﾌﾐ 静岡市 菊田瓦店 1:25:48
37 159 袴田 翔太 ﾊｶﾏﾀ ｼｮｳﾀ 東京都 1:25:59
38 330 渡邊 健人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾄ 静岡市 1:26:26
39 1016 宮地 俊晴 ﾐﾔﾁ ﾄｼﾊﾙ 浜松市 ティーバックセクシーズ 1:26:36
40 597 藤井 豊 ﾌｼﾞｲ ﾕﾀｶ 千葉県 1:26:46
41 404 永島 清成 ﾅｶﾞｼﾏ ｷﾖﾅﾘ 御前崎市 1:26:59
42 290 加藤 佑輔 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 浜松市 べべラン 1:27:03
43 37 中村 太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 磐田市 ＮＴＮ 1:27:30
44 281 下里 周平 ｼﾓｻﾄ ｼｭｳﾍｲ 伊豆の国市 1:27:37
45 376 坂田 淳 ｻｶﾀ ｼﾞｭﾝ 浜松市 みつは薬局 1:27:51
46 4476 望月 慶博 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 1:28:07
47 510 辻 政嗣 ﾂｼﾞ ﾏｻｼ 磐田市 1:28:24
48 258 古谷 佳貴 ﾌﾙﾀﾆ ﾖｼｷ 御前崎市 ＥＲＦ 1:28:32
49 553 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 磐田市 1:28:54
50 69 西谷 辰也 ﾆｼﾀﾆ ﾀﾂﾔ 浜松市 1:28:55
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51 259 平野 貴之 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 東京都 Ｒ＆Ｊ 1:28:57
52 116 神尾 洸一 ｶﾐｵ ｺｳｲﾁ 三島市 1:28:59
53 2459 鈴木 直臣 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 島田市 1:29:03
54 166 伊熊 信八 ｲｸﾏ ｼﾝﾔ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:29:28
55 352 澤木 隆輔 ｻﾜｷ ﾘｭｳｽｹ 浜松市 スイラン 1:29:29
56 525 松尾 俊作 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｻｸ 埼玉県 1:29:35
57 158 池尻 巧 ｲｹｼﾞﾘ ﾀｸﾐ 浜松市 菱和ランニングクラブ 1:29:36
58 784 山田 意 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 浜松市 ＴＯＭＯＲＡＮ 1:29:39
59 437 西川原 尚史 ﾆｼｶﾜﾗ ﾋｻｼ 沼津市 1:29:42
60 849 加茂 隆彦 ｶﾓ ﾀｶﾋｺ 焼津市 1:30:14
61 394 古畑 健太 ｺﾊﾀ ｹﾝﾀ 静岡市 ラングリット 1:30:24
62 165 氏家 紘平 ｳｼﾞｲｴ ｺｳﾍｲ 静岡市 1:30:33
63 214 福田 貴仁 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 浜松市 1:30:52
64 398 青木 孝道 ｱｵｷ ﾀｶﾐﾁ 静岡市 1:30:56
65 1197 藤田 陽也 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾔ 愛知県 1:31:08
66 356 岩田 悟 ｲﾜﾀ ｻﾄﾙ 愛知県 1:31:10
67 540 川合 勇毅 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 磐田市 1:31:12
68 318 有馬 秀幸 ｱﾘﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 浜松医大整形 1:31:19
69 20008 月島 竜童 ﾂｷｼﾏ ﾘｭｳﾄﾞｳ 静岡市 スマイリー 1:31:24
70 353 杉山 竜祐 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 磐田市 磐田市役所 1:31:24
71 1189 鈴木 浩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 たみやん 1:31:24
72 303 鈴木 貴則 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 掛川市 東海物産 1:31:33
73 309 昼間 信彦 ﾋﾙﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京都 リオン 1:31:36
74 623 和泉 勧 ｲｽﾞﾐ ﾀｽｸ 浜松市 1:31:50
75 348 高橋 保敬 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾀｶ 磐田市 磐南中央病院 1:31:56
76 147 鈴木 卓 ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ 焼津市 現地集合現地解散 1:31:56
77 382 岸山 大輔 ｷｼﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 焼津市 1:32:13
78 146 中尾 靖 ﾅｶｵ ｷﾖｼ 愛知県 1:32:16
79 442 床井 祐二朗 ﾄｺｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 静岡市 1:32:19
80 5054 黒田 慎也 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾔ 愛知県 1:32:32
81 664 渡邉 聖吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 愛知県 名大病院 1:32:33
82 410 前山 雄弘 ﾏｴﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 1:32:51
83 1084 赤堀 進介 ｱｶﾎﾘ ｼﾝｽｹ 菊川市 1:32:52
84 371 戸田 純平 ﾄﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 浜松市 えんや 1:32:58
85 1353 一與 修平 ｲﾁｸﾐ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 1:33:12
86 678 鈴木 基之 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾕｷ 浜松市 鈴木会計事務所 1:33:30
87 229 久慈 直樹 ｸｼﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 橋本走友会 1:33:36
88 992 小松 賢司 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 静岡市 1:33:46
89 3218 小出 翔 ｺｲﾃﾞ ｶｹﾙ 浜松市 ＭＩＹＡＺＡＰ 1:33:54
90 80 山田 勝矢 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾔ 袋井市 御前崎体協陸上部 1:33:56
91 1701 笠原 慎也 ｶｻﾊﾗ ｼﾝﾔ 浜松市 1:34:51
92 696 石塚 智章 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｱｷ 磐田市 ＹＭＳＬＡＣ 1:34:55
93 929 新田 資展 ﾆｯﾀ ｽｹﾉﾌﾞ 浜松市 1:34:58
94 5 鈴木 貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 1:35:06
95 328 藤原 俊一 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼｶｽﾞ 掛川市 トランコム 1:35:10
96 885 内村 翼 ｳﾁﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 浜松市 浜松工業高校 1:35:15
97 882 森下 道元 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾞｳｹﾞﾝ 浜松市 1:35:15
98 456 澤田 雄作 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｻｸ 磐田市 コーニング 1:35:19
99 1630 根岸 徹 ﾈｷﾞｼ ﾄｵﾙ 浜松市 浜松健走会 1:35:37

100 865 田中 敏行 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ 御前崎市 （株）千尋工業 1:35:41
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101 533 西村 惟人 ﾆｼﾑﾗ ｺﾚﾋﾄ 島田市 フリー 1:35:44
102 329 平賀 忍 ﾋﾗｶﾞ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 ゴトー理研 1:35:47
103 527 林本 竜暁 ﾊﾔｼﾓﾄ ﾀﾂｱｷ 浜松市 1:35:53
104 3786 成田 洋行 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:35:56
105 708 杉山 直登 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵﾄ 富士市 1:36:08
106 862 木村 圭佑 ｷﾑﾗ ｹｲｽｹ 静岡市 チームかえで 1:36:23
107 902 坂本 一哉 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 島田市 ハンター協会 1:36:27
108 5776 高田 卓紀 ﾀｶﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 沼津市 1:36:31
109 1190 加藤 和直 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾅｵ 磐田市 1:36:33
110 374 井上 晶博 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 袋井市 1:36:40
111 119 宮城 和明 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 1:36:43
112 20 牧野 真司 ﾏｻｼ ﾏｻｼ 磐田市 メタリート 1:36:49
113 685 河野 良和 ｺｳﾉ ﾖｼｶｽﾞ 島田市 1:36:58
114 1395 松山 岳史 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 浜松市 クロモリ松山 1:37:04
115 2266 塚本 絢也 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 袋井市 1:37:08
116 543 袴田 充哉 ﾊｶﾏﾀ ﾐﾂﾔ 藤枝市 1:37:29
117 439 後藤 進吾 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 1:37:37
118 486 榊原 正晃 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻｱｷ 浜松市 1:37:44
119 734 小田木 修平 ｵﾀﾞｷﾞ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 1:37:47
120 1007 山本 浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 袋井市 浜松うましか 1:37:51
121 894 小泉 旭都 ｺｲｽﾞﾐ ｱｻﾄ 浜松市 矢崎 天竜 1:37:55
122 507 松風 圭亮 ﾏﾂｶｾﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 チームくまこ 1:37:59
123 607 後藤 雅幸 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 静岡市 ランジョグ中部 1:37:59
124 547 伊藤 智道 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐﾁ 浜松市 キャタラーＣＲＣ 1:38:16
125 5262 伊東 善人 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 磐田市 ＩＴＯふぁくとりー 1:38:24
126 624 佐野 裕樹 ｻﾉ ﾕｳｷ 焼津市 エスペランサ 1:38:37
127 847 家入 ロベルト ｲｴｲﾘ ﾛﾍﾞﾙﾄ 愛知県 1:38:40
128 971 八木 和紀 ﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ 磐田市 浜松うましか 1:39:01
129 1709 鳥居 剛行 ﾄﾘｲ ﾏｻﾕｷ 磐田市 走ＲＵＮ・ＲＯＩＫＥＲＳ 1:39:02
130 560 岸本 直記 ｷｼﾓﾄ ﾅｵｷ 浜松市 都田ＳＳＳ 1:39:06
131 3147 四ノ宮 進 ｼﾉﾐﾔ ｽｽﾑ 静岡市 ＳＭＣ 1:39:07
132 817 藤田 勇介 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｽｹ 焼津市 1:39:09
133 1760 吉田 歩 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 三島市 ニート量 1:39:11
134 557 佐藤 史健 ｻﾄｳ ﾌﾐﾀｹ 愛知県 1:39:11
135 665 歌代 孝亮 ｳﾀｼﾛ ﾀｶｱｷ 浜松市 1:39:13
136 231 金原 達人 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀﾂﾋﾄ 浜松市 浜松医科大学 1:39:13
137 1030 高畑 学之 ﾀｶﾊﾀ ｻﾄｼ 浜松市 ＡＡＯ 1:39:21
138 915 中村 真生 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ 浜松市 1:39:28
139 78 川崎 健太 ｶﾜｻｷ ｹﾝﾀ 浜松市 スマイリー 1:39:37
140 346 上田 雄一 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 大阪府 1:39:41
141 618 平田 康 ﾋﾗﾀ ｺｳ 神奈川県 株式会社神戸製鋼所 1:39:49
142 869 西島 槙哉 ﾆｼｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 静岡市 1:39:58
143 1265 黒田 紘生 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:40:11
144 1220 今井 亨 ｲﾏｲ ﾄｵﾙ 浜松市 ＡＲＢ 1:40:11
145 960 川井 拓也 ｶﾜｲ ﾀｸﾔ 磐田市 1:40:12
146 67 矢島 渚人 ﾔｼﾞﾏ ﾅｷﾞﾄ 静岡市 1:40:19
147 744 角皆 智史 ﾂﾉｶﾞｲ ｻﾄｼ 掛川市 1:40:35
148 2190 村松 孝哉 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾔ 静岡市 1:40:45
149 2611 岩倉 広通 ｲﾜｸﾗ ﾋﾛﾐﾁ 掛川市 ＣＯＲＮＩＮＧ 1:40:55
150 3211 宮崎 将英 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 浜松市 ＭＩＹＡＺＡＰ 1:40:57
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151 154 古山 昌和 ｺﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 1:40:59
152 1331 尾城 裕一 ｵｼﾛ ﾕｳｲﾁ 浜松市 パナソニック 1:41:05
153 1507 中村 諭史 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 袋井市 1:41:15
154 846 外岡 優也 ﾄﾉｵｶ ﾕｳﾔ 掛川市 1:41:33
155 490 桑原 武大 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｹﾋﾛ 磐田市 アラフォー婚活男児 1:41:57
156 536 河合 直弥 ｶﾜｲ ﾅｵﾔ 浜松市 Ｂｌａｃｋｅｒ‘ｓ 1:42:01
157 3101 名倉 眞伍 ﾅｸﾞﾗ ｼﾝｺﾞ 浜松市 ジレサゥン 1:42:14
158 1447 坂 和馬 ｻｶ ｶｽﾞﾏ 浜松市 1:42:14
159 780 功刀 雅人 ｸﾇｷﾞ ﾏｻﾄ 磐田市 ＳＤＬ 1:42:19
160 791 三輪 樹生 ﾐﾜ ﾐｷｵ 磐田市 1:42:31
161 666 石村 友 ｲｼﾑﾗ ﾄﾓ 静岡市 1:42:32
162 911 岩崎 良治 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳｼﾞ 藤枝市 速楽走会 1:42:33
163 1421 成田 重治 ﾅﾘﾀ ｼｹﾞﾊﾙ 愛知県 東亜エレクトロニクス株式会社 1:42:56
164 979 小田 祐史 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 焼津市 1:42:58
165 1398 平野 晴彦 ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾋｺ 磐田市 1:43:08
166 927 片橋 誉嘉 ｶﾀﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 第一工業ＡＣ 1:43:34
167 446 寺田 雄彦 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 磐田市 1:43:36
168 1462 小柳 卓也 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾔ 磐田市 1:43:40
169 1387 石井 幸司 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 静岡市 ＴＦＳ 1:43:42
170 1240 金子 浩 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ 磐田市 1:43:46
171 555 田代 勝良 ﾀｼﾛ ｶﾂﾖｼ 愛知県 だいずくらぶ 1:43:49
172 1835 中山 明彦 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋｺ 静岡市 1:43:56
173 1471 山縣 天望 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾃﾝﾎﾞｳ 山梨県 1:44:01
174 887 田代 諒 ﾀｼﾛ ﾘｮｳ 神奈川県 1:44:04
175 248 松井 健 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 磐田市 1:44:04
176 1164 加藤 龍雄 ｶﾄｳ ﾀﾂｵ 鳥取県 1:44:04
177 830 原山 純 ﾊﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 三重県 1:44:12
178 753 冨永 裕希 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｷ 浜松市 辰巳ランニングサークル 1:44:32
179 1060 中村 淳 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:44:43
180 964 中村 聡仁 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 焼津市 スマイリー 1:44:46
181 1361 砂川 友吾 ｽﾅｶﾜ ﾕｳｺﾞ 浜松市 大和証券 1:44:48
182 5640 平岡 祐介 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｽｹ 愛知県 1:44:51
183 319 井口 貴旦 ｲｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 浜松市 浜松市役所 1:44:57
184 568 児玉 千 ｺﾀﾞﾏ ｾﾝ 浜松市 1:45:02
185 1509 河口 洋平 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 浜松市 河口精機株式会社 1:45:04
186 823 勝浦 史弥 ｶﾂｳﾗ ﾌﾐﾔ 掛川市 1:45:05
187 2174 若狭 俊弥 ﾜｶｻ ﾄｼﾔ 浜松市 チームマインシュロス 1:45:06
188 1171 石川 直輝 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 掛川市 遠州楽走会 1:45:10
189 933 村松 大輔 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 チーム加藤 1:45:13
190 2064 大鐘 能伸 ｵｵｶﾞﾈ ﾀｶﾉﾌﾞ 牧之原市 1:45:23
191 476 木下 元徳 ｷﾉｼﾀ ﾓﾄﾉﾘ 浜松市 遊闘會 1:45:24
192 1214 人見 瑛一 ﾋﾄﾐ ｴｲｲﾁ 浜松市 1:45:32
193 866 山岡 雄哉 ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾔ 浜松市 山岡医新整体 1:45:35
194 23 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 磐田市 阿部家＠磐田 1:45:36
195 2482 岩田 浩孝 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾀｶ 磐田市 1:45:47
196 1213 森田 浩基 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｷ 浜松市 1:45:50
197 1149 佐藤 静 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 浜松市 1:46:01
198 814 山田 銀次 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾞﾝｼﾞ 磐田市 1:46:14
199 1439 矢木 公大 ﾔｷﾞ ｺｳﾀ 御前崎市 中部電力 1:46:24
200 1065 山田 貴弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 コーニング 1:46:25
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201 1784 松岡 直紀 ﾏﾂｵｶ ﾅｵｷ 藤枝市 静岡銀行 1:46:29
202 2280 西澤 昌希 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｷ 静岡市 1:46:36
203 112 富川 賢一 ﾌｶﾜ ｹﾝｲﾁ 小山町 シモンズ株 1:46:57
204 2182 石原 冬馬 ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾏ 浜松市 1:47:04
205 3100 前橋 俊介 ﾏｴﾊｼ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 ジレサゥン 1:47:07
206 2030 藪内 航平 ﾔﾌﾞｳﾁ ｺｳﾍｲ 磐田市 ヤマ発ＲＣ 1:47:11
207 1820 小塩 宏平 ｺｼｵ ｺｳﾍｲ 浜松市 ランナー 1:47:12
208 1786 鶴田 征伯 ﾂﾙﾀ ﾕｷﾉﾘ 埼玉県 自衛隊 1:47:17
209 2615 岡 達朗 ｵｶ ﾀﾂｱｷ 御前崎市 1:47:23
210 1719 真坂 祐太 ﾏｻｶ ﾕｳﾀ 浜松市 1:47:28
211 108 井出 匡弥 ｲﾃﾞ ﾏｻﾔ 富士市 1:47:37
212 453 大石 隆芳 ｵｵｲｼ ﾀｶﾖｼ 磐田市 ショーワＲＣ 1:47:38
213 243 西森 久高 ﾆｼﾓﾘ ﾋｻﾀｶ 袋井市 磐田中部小 1:47:41
214 3962 岡野 宏範 ｵｶﾉ ﾋﾛﾉﾘ 浜松市 1:47:42
215 641 加藤 裕 ｶﾄｳ ﾕｳ 浜松市 1:47:56
216 4730 藤田 泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 浜松市 1:48:02
217 2398 太田 充洋 ｵｵﾀ ﾐﾂﾋﾛ 菊川市 中部電力 1:48:12
218 2096 高田 淳平 ﾀｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 吉田町 1:48:12
219 1175 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 浜松市 ふじたや走遊会 1:48:18
220 766 前森 隆年 ﾏｴﾓﾘ ﾀｶﾄｼ 浜松市 ＭＩＹＡＺＡＰ 1:48:18
221 2330 天野 仁登 ｱﾏﾉ ﾏｻﾄ 浜松市 1:48:19
222 743 竹内 敬紀 ﾀｹｳﾁ ｹｲｷ 静岡市 1:48:22
223 1653 南條 信人 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ 静岡市 1:48:23
224 2257 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 静岡市 1:48:39
225 2488 五十嵐 敏之 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾕｷ 磐田市 1:48:44
226 2348 原 圭祐 ﾊﾗ ｹｲｽｹ 浜松市 1:48:44
227 2407 大庭 計二 ｵｵﾊﾞ ｹｲｼﾞ 袋井市 1:48:55
228 2494 高嶋 浩嗣 ﾀｶｼﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 浜松市 1:49:02
229 2061 岩倉 直輝 ｲﾜｸﾗ ﾅｵｷ 掛川市 1:49:03
230 631 菅谷 洋介 ｽｶﾞﾔ ﾖｳｽｹ 愛知県 1:49:04
231 1469 田代 匡憲 ﾀｼﾛ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 1:49:09
232 857 宮内 宏典 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 1:49:21
233 2357 大須賀 悟 ｵｵｽｶ ｻﾄﾙ 浜松市 1:49:22
234 1014 渡瀬 将嗣 ﾜﾀｾ ｼｮｳｼﾞ 袋井市 チーム わたせ 1:49:30
235 1172 清水 将利 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ 掛川市 遠州楽走会 1:49:32
236 1734 森下 大輔 ﾓﾘｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 キャタラーＲＣ 1:49:35
237 2118 岡田 英範 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 愛知県 エース（株） 1:49:43
238 627 村瀬 昌広 ﾑﾗｾ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:49:50
239 1740 堀 裕基 ﾎﾘ ﾕｳｷ 愛知県 1:49:59
240 2184 神武 亮太 ｺｳﾀｹ ﾘｮｳﾀ 磐田市 1:50:07
241 1307 佐々木 順一 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 1:50:12
242 3909 黄木 和人 ｵｵｷﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 愛知県 1:50:13
243 1363 佐藤 暢一 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 茨城県 1:50:18
244 1689 市川 亮 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 浜松市 1:50:27
245 2251 古橋 草平 ﾌﾙﾊｼ ｿｳﾍｲ 浜松市 1:50:32
246 3435 伊藤 優孝 ｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 磐田市 共栄製作所 1:50:34
247 2108 中西 弘樹 ﾅｶﾆｼ ﾋﾛｷ 島田市 1:50:46
248 1053 尾藤 俊平 ﾋﾞﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 浜松市 1:50:58
249 3378 市川 隆久 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋｻ 浜松市 1:50:59
250 2155 鈴木 勝己 ｽｽﾞｷ ｶﾂｷ 南伊豆町 1:51:09
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251 2549 伊野 庸介 ｲﾉ ﾖｳｽｹ 浜松市 1:51:11
252 3427 澤入 文洋 ｻﾜｲﾘ ﾌﾐﾋﾛ 御前崎市 ヤマハ発動機 1:51:13
253 1902 河井 勇希 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 藤枝市 チョビ会 1:51:17
254 2637 松村 圭亮 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲｽｹ 掛川市 浜松南病院リハビリ 1:51:19
255 2216 立花 裕也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾔ 静岡市 ＩＴＯ 1:51:23
256 1922 柴田 憲彦 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋｺ 磐田市 1:51:24
257 1151 通畠 尚人 ﾄｵﾘﾊﾞﾀ ﾖｼﾄ 袋井市 1:51:27
258 4943 鈴木 崇永 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｶﾞ 浜松市 1:51:38
259 658 山白 紘大 ﾔﾏﾊｸ ｺｳﾀ 袋井市 株式会社キャップ 1:51:47
260 1210 中島 拓夢 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾑ 静岡市 1:51:52
261 4738 宮内 泰寛 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 掛川市 1:51:55
262 858 片山 達也 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾂﾔ 掛川市 1:51:56
263 1533 古田 悠樹 ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 磐田市 1:52:04
264 5230 宮武 良輔 ﾐﾔﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 1:52:09
265 3058 石橋 直之 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾕｷ 伊東市 おぎの鍼灸整骨院 1:52:10
266 2755 小林 壮 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳ 藤枝市 やいま整骨院 1:52:12
267 793 太田 直孝 ｵｵﾀ ﾅｵﾀｶ 浜松市 美容室アウリィ 1:52:12
268 3415 荻野 秀岳 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞﾀｹ 浜松市 1:52:18
269 1710 鳥居 洋介 ﾄﾘｲ ﾖｳｽｹ 浜松市 1:52:22
270 2885 間渕 樹生 ﾏﾌﾞﾁ ﾐｷｵ 浜松市 1:52:25
271 1700 福平 真人 ﾌｸﾋﾗ ﾏｻﾄ 静岡市 ＲＣＡ 1:52:31
272 2333 渡辺 翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 袋井市 共和レザー 1:52:31
273 1020 西村 孔宏 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 カルピス８３２ 1:52:32
274 3187 宇井 伸栄 ｳｲ ﾉﾌﾞｼｹﾞ 吉田町 1:52:32
275 1557 平野 裕祐 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 磐田市 1:52:39
276 2742 杉本 輝彦 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙﾋｺ 御前崎市 1:52:53
277 1372 中嶋 健一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 静岡市 ○しゅうと○ 1:52:54
278 1442 川合 秀之 ｶﾜｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 ジョギン部 1:52:57
279 3441 足立 渉 ｱﾀﾞﾁ ﾜﾀﾙ 浜松市 1:53:06
280 2417 橋爪 徹 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｵﾙ 長野県 ニッパツＲＣ 1:53:08
281 2144 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 磐田市 共和レザー株式会社 1:53:10
282 2619 冨田 勝 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾙ 浜松市 1:53:11
283 934 近藤 達也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 磐田市 1:53:13
284 2857 小澤 翔平 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 1:53:14
285 1404 堀野 剛由 ﾎﾘﾉ ﾀｶﾖｼ 袋井市 石川建設 1:53:16
286 3512 向山 貴祥 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 静岡市 1:53:17
287 462 齋藤 史和 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｶｽﾞ 浜松市 1:53:22
288 765 荻野 達也 ｵｷﾞﾉ ﾀﾂﾔ 磐田市 らくらんくらぶ 1:53:22
289 485 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 湖西市 1:53:22
290 1896 平野 隆行 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 浜松市 1:53:22
291 1458 服部 宏平 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 浜松市 ローランド 1:53:24
292 3469 平川 寛 ﾋﾗｶﾜ ﾕﾀｶ 静岡市 1:53:25
293 5531 田澤 直也 ﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 浜松市 1:53:25
294 3454 坂東 晃文 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｱｷﾌﾐ 神奈川県 1:53:44
295 5347 加藤 貴俊 ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ 静岡市 1:53:49
296 2292 種野 雄基 ﾀﾈﾉ ﾕｳｷ 浜松市 1:53:56
297 1114 山崎 裕一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 菊川市 ＫーＦＩＴ 1:53:59
298 2124 村松 勲 ﾑﾗﾏﾂ ｲｻｵ 袋井市 1:54:03
299 2072 土屋 壮登 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾄ 埼玉県 1:54:05
300 3606 佐藤 浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 愛知県 1:54:12

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

ハーフ男子30歳～39歳

Print: 2019/11/10 14:43:26 7 / 19 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

301 1286 佐伯 高志 ｻｴｷ ﾀｶｼ 浜松市 1:54:26
302 3770 小池 謙太 ｺｲｹ ｹﾝﾀ 埼玉県 1:54:27
303 1767 桑原 大貴 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 浜松市 1:54:34
304 3213 松尾 淳史 ﾏﾂｵ ｱﾂｼ 浜松市 ジレサゥン 1:54:38
305 467 足立 一起 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ 袋井市 浜松ホトニクス 1:54:39
306 5153 平 直拓 ﾀｲﾗ ﾅｵﾋﾛ 東京都 1:54:48
307 997 松本 昌幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 掛川市 1:54:53
308 2264 天野 拓也 ｱﾏﾉ ﾀｸﾔ 磐田市 ファイト一発 1:55:08
309 522 岸 大樹 ｷｼ ﾀｲｷ 湖西市 勝竹走友会 1:55:13
310 1125 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 イカ 1:55:21
311 1208 藤 晋亮 ﾄｳ ｼﾝｽｹ 愛知県 ＡＧＣグリーンテック 1:55:24
312 2306 大亀 七海 ｵｵｶﾞﾒ ﾅﾅﾐ 磐田市 学研二ツ池 1:55:34
313 2671 原田 佳秀 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾋﾃﾞ 浜松市 1:55:38
314 1748 櫻井 雄介 ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ 愛知県 チーム梅村 1:55:39
315 1705 国上 弘之 ｸﾆｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 藤枝市 1:55:42
316 1722 大和田 昌利 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 磐田市 1:55:46
317 1995 川村 優太 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳﾀ 袋井市 長鶴遠足会 1:55:47
318 1806 清川 篤志 ｷﾖｶﾜ ｱﾂｼ 愛知県 やもじょあ 1:55:49
319 244 前波 芳周 ﾏｴﾊﾞ ﾖｼｶﾈ 東京都 浜松医療センター 1:55:49
320 3267 手島 祥吾 ﾃｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 1:55:55
321 1594 大庭 研二 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 磐田市 浜松南病院リハビリ 1:55:58
322 2563 鈴木 悠也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 浜松市 サンショウ 1:56:09
323 2219 奥山 直樹 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｷ 浜松市 ショーワ ランニングクラブ 1:56:12
324 1226 石川 敏也 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾔ 富士宮市 1:56:17
325 2143 鈴木 隆由 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 愛知県 まるよし鍼灸接骨院 1:56:21
326 2213 小堀 幹生 ｺﾎﾞﾘ ﾐｷｵ 愛知県 1:56:21
327 2973 鈴木 邦彦 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ 浜松市 ＭＹＳＴ 1:56:24
328 2328 田中 康友 ﾀﾅｶ ﾔｽﾄﾓ 浜松市 1:56:25
329 1219 袴田 哲靖 ﾊｶﾏﾀ ﾉﾘﾔｽ 浜松市 1:56:40
330 426 菊岡 寛恭 ｷｸｵｶ ﾄﾓﾔｽ 浜松市 サクラ工業 1:56:49
331 3097 荒木 聡介 ｱﾗｷ ｿｳｽｹ 浜松市 ジレサゥン 1:56:59
332 1673 鈴木 政光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ 袋井市 1:56:59
333 3214 松尾 祐作 ﾏﾂｵ ﾕｳｻｸ 浜松市 ジレサゥン 1:57:02
334 2374 増田 有正 ﾏｽﾀﾞ ｱﾘﾏｻ 掛川市 大東文化研究会 1:57:02
335 5218 加藤 武 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 御前崎市 1:57:05
336 2252 高橋 聖明 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 浜松市 デセイム 1:57:06
337 1012 大橋 旭 ｵｵﾊｼ ｱｷﾗ 浜松市 天竜厚生会 1:57:13
338 2434 片岡 圭士郎 ｶﾀｵｶ ｹｲｼﾛｳ 磐田市 1:57:19
339 3292 堀内 智幸 ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓﾕｷ 掛川市 1:57:21
340 1691 赤堀 成昭 ｱｶﾎﾘ ﾅﾘｱｷ 静岡市 1:57:33
341 5104 村井 宏光 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾐﾂ 静岡市 1:57:37
342 2534 鈴木 良実 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 浜松市 1:57:41
343 2276 鈴木 基文 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾌﾐ 袋井市 1:57:44
344 5499 三国 亮 ﾐｸﾆ ﾘｮｳ 千葉県 ブリヂストンタイヤジャパン 1:58:01
345 2764 鈴木 智文 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾌﾐ 森町 1:58:01
346 2911 増田 智久 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 浜松市 ＭＩＹＡＺＡＰ 1:58:17
347 538 大高 将徳 ｵｵﾀｶ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 1:58:21
348 1520 山本 裕介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:58:23
349 3053 森下 敦 ﾓﾘｼﾀ ｱﾂｼ 島田市 1:58:27
350 2821 菅野 誠俊 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ 静岡市 静岡南高２軍 1:58:30
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351 2538 元山 忠 ﾓﾄﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 1:58:33
352 3216 北岡 圭史 ｷﾀｵｶ ｹｲｼﾞ 浜松市 ＭＩＹＡＺＡＰ 1:58:33
353 689 岡本 俊也 ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾔ 浜松市 1:58:37
354 4442 白井 洋志 ｼﾗｲ ﾋﾛｼ 浜松市 1:58:39
355 2766 外所 伸崇 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 浜松市 1:58:41
356 2415 長崎 聡 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾄｼ 埼玉県 ＩＮＦ２００４ＲＣ 1:58:42
357 988 志知 紀 ｼﾁ ｵｻﾑ 静岡市 福永会 1:58:46
358 1927 川口 哲司 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄｼ 愛知県 かんぴょ～うクラブ 1:58:50
359 2737 嶋田 貴宏 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 ソミックｒｃ 1:58:52
360 2179 鈴木 隼人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 磐田市 1:58:55
361 2457 山内 大樹 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｷ 神奈川県 1:58:57
362 5428 原田 貴弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 1:58:59
363 2317 山本 一成 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ 湖西市 1:59:00
364 2236 遠藤 恵介 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 静岡市 丸子トレラン部 1:59:03
365 4335 鈴木 厚多 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 磐田市 1:59:07
366 3383 方堂 和彦 ﾎｳﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｺ 磐田市 1:59:07
367 5554 内山 英樹 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 1:59:09
368 3647 青木 佑丞 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 静岡市 1:59:17
369 343 中川 真宏 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 ＮＢＡ 1:59:17
370 5549 杉山 敏夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｼｵ 愛知県 1:59:21
371 2577 稲垣 博文 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 静岡市 絆走友会 1:59:22
372 2300 神部 有紀 ｼﾞﾝﾌﾞ ﾕｳｷ 浜松市 1:59:23
373 1695 坂 勇一 ﾊﾞﾝ ﾕｳｲﾁ 岐阜県 1:59:31
374 3520 諸星 吉伸 ﾓﾛﾎｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 静岡市 1:59:41
375 2240 下野 正太 ｼﾓﾉ ｼｮｳﾀ 愛知県 ＧーＭＡＸ 1:59:51
376 2296 平尾 顕正 ﾋﾗｵ ｹﾝｼｮｳ 磐田市 満徳寺 2:00:07
377 3302 松本 辰典 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ 川根本町 2:00:10
378 1087 横溝 一樹 ﾖｺﾐｿﾞ ｶｽﾞｷ 静岡市 いずみ熱血陸上部 2:00:12
379 5602 塩澤 昌吾 ｼｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 2:00:13
380 1912 大村 研二 ｵｵﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 浜名病院 2:00:18
381 2401 川喜田 誠 ｶﾜｷﾀ ﾏｺﾄ 浜松市 2:00:24
382 5063 ＬＥ ＯＬＩＶＥＩＲＡ ＩＮＡＭＩＮＥ ＦＡＢＩＯ ﾚ･ｵﾘﾍﾞｲﾗ･ｲﾅﾐﾈ ﾌｧﾋﾞｵ 袋井市 2:00:33
383 3074 榊原 徹 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 愛知県 2:00:34
384 1878 有村 拓哉 ｱﾘﾑﾗ ﾀｸﾔ 浜松市 2:00:46
385 5587 山田 晋 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾑ 浜松市 2:00:48
386 3186 若井 正人 ﾜｶｲ ﾏｻﾄ 三島市 2:00:49
387 3149 廣谷 剛 ﾋﾛﾀﾆ ﾀｹｼ 磐田市 2:00:49
388 2474 渡邊 慎悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 千葉県 2:00:50
389 2008 山下 和哉 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 袋井市 ＩＲＳ 2:00:55
390 1432 早川 恭平 ﾊﾔｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 愛知県 アイシン・エィ・ダブリュ 2:00:56
391 5548 松山 周平 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 2:00:57
392 956 岡村 俊哉 ｵｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 御前崎市 西静岡ヤクルト販売 2:01:00
393 1946 山中 浩司 ﾔﾏﾅｶ ｺｳｼﾞ 東京都 2:01:01
394 3979 阿南 大輔 ｱﾅﾝ ﾀﾞｲｽｹ 広島県 2:01:05
395 1662 牧野 力也 ﾏｷﾉ ﾘｷﾔ 掛川市 2:01:08
396 5401 丹羽 宏寿 ﾆﾜ ﾋﾛﾄｼ 浜松市 2:01:11
397 5420 宮谷 昌希 ﾐﾔﾔ ﾏｻｷ 森町 2:01:13
398 3261 西田 直樹 ﾆｼﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡市 2:01:13
399 2693 中川 陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 磐田市 マスカ 2:01:14
400 3392 小野 雄貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 岐阜県 2:01:15
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401 3630 西牧 達弥 ﾆｼﾏｷ ﾀﾂﾔ 磐田市 ＩＲＳ 2:01:18
402 2584 市川 元揮 ｲﾁｶﾜ ｹﾞﾝｷ 静岡市 ルネ太郎 2:01:20
403 1686 藤島 達矢 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:01:26
404 1762 笠原 聡志 ｶｻﾊﾗ ｻﾄｼ 長野県 2:01:26
405 2707 飯塚 卓朗 ｲｲﾂｶ ﾀｸﾛｳ 浜松市 2:01:28
406 2739 芝 真英 ｼﾊﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 2:01:28
407 3333 杉山 広大 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳﾀ 掛川市 2:01:29
408 3732 岩渕 雄飛 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳﾋ 浜松市 2:01:34
409 2304 松下 賢二 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｼﾞ 磐田市 2:01:38
410 2912 水口 将史 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ 磐田市 2:01:38
411 2794 鈴木 仁士 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 浜松市 山岡医新整体 2:01:41
412 1178 辻山 寛和 ﾂｼﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 磐田市 2:01:41
413 2011 加藤 裕二 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:01:42
414 4920 久米 克英 ｸﾒ ｶﾂﾋﾃﾞ 浜松市 2:01:42
415 5536 鈴木 謙介 ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ 浜松市 2:01:47
416 2685 野中 成記 ﾉﾅｶ ﾅﾙｷ 浜松市 エネジン 2:01:48
417 3639 金子 和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡市 2:01:49
418 3268 伊奈 良平 ｲﾅ ﾘｮｳﾍｲ 浜松市 チーム鳥山 2:01:52
419 1545 一溝 浩貴 ｲﾁﾐｿﾞ ｺｳｷ 神奈川県 2:02:04
420 2956 田中 裕輔 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 栃木県 磐南野球部ＯＢ 2:02:07
421 457 鈴木 光輝 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 浜松市 こまつ 2:02:13
422 2446 武田 翔 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳ 湖西市 ３Ｅマラソン部 2:02:13
423 2234 竹内 健 ﾀｹｳﾁ ｹﾝ 浜松市 2:02:15
424 2592 乗松 隆 ﾉﾘﾏﾂ ﾀｶｼ 浜松市 2:02:16
425 5709 清塚 航 ｷﾖﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 浜松市 2:02:18
426 5141 上川 剛 ｶﾐｶﾜ ｺﾞｳ 山梨県 2:02:20
427 2068 廣瀬 剛史 ﾋﾛｾ ﾂﾖｼ 愛知県 2:02:23
428 1931 袴田 直毅 ﾊｶﾏﾀ ﾅｵｷ 茨城県 2:02:23
429 2528 徳永 裕真 ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳﾏ 磐田市 2:02:28
430 3185 梅原 亮宏 ｳﾒﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 伊豆の国市 2:02:29
431 2963 満留 仁 ﾐﾂﾄﾒ ﾋﾄｼ 磐田市 2:02:30
432 1551 都築 功樹 ﾂﾂﾞｷ ｺｳｷ 愛知県 チームオレンジ 2:02:36
433 5167 山下 祐司 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:02:37
434 3385 小池 匠 ｺｲｹ ﾀｸﾐ 磐田市 2:02:42
435 2322 平川 俊 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝ 掛川市 菊川市 2:02:46
436 3176 小林 智之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 菊川市 こなもん小吉 2:02:47
437 1971 川上 耕平 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 浜松市 2:02:55
438 2633 長谷川 悟 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 島田市 2:02:59
439 1993 増田 学暁 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｱｷ 島田市 2:03:05
440 4122 前田 佳宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 2:03:11
441 1589 伊藤 直晋 ｲﾄｳ ﾅｵﾕｷ 浜松市 2:03:15
442 1317 白井 宏明 ｼﾗｲ ﾋﾛｱｷ 浜松市 ＴＸ．ＶＥＧＡ 2:03:16
443 1129 濱本 健太 ﾊﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 愛知県 ＣＡＬＭＡ 2:03:23
444 3139 石上 祐輔 ｲｼｶﾞﾐ ﾕｳｽｹ 静岡市 2:03:29
445 2181 坂井 研斗 ｻｶｲ ｹﾝﾄ 浜松市 2:03:29
446 5396 望月 隆行 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｶﾕｷ 静岡市 2:03:31
447 3222 疋田 泰規 ﾋｷﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 湖西市 2:03:32
448 3010 江塚 大輔 ｴﾂﾞｶ ﾀｲｽｹ 磐田市 2:03:43
449 3456 林 淳一 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 2:03:46
450 5263 松村 卓郎 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 菊川市 2:03:56
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451 1011 森本 敏照 ﾓﾘﾓﾄ ﾄｼｱｷ 愛知県 三井住友カード 2:03:57
452 2458 野島 由雄 ﾉｼﾞﾏ ﾖｼｵ 磐田市 2:04:00
453 1996 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 静岡市 大東文化研究会 2:04:02
454 5659 横田 正則 ﾖｺﾀ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 ヤマハ発動機 2:04:04
455 3161 鈴木 智康 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 藤枝市 魚国総本社 2:04:04
456 3172 大石 大輔 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:04:06
457 667 碓井 瑞生 ｳｽｲ ﾐｽﾞｵ 愛知県 2:04:10
458 5130 山下 義雄 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｵ 愛知県 2:04:12
459 5074 岡崎 真司 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 浜松市 2:04:16
460 2738 森下 宰 ﾓﾘｼﾀ ﾂｶｻ 愛知県 2:04:21
461 2748 浅井 孝介 ｱｻｲ ｺｳｽｹ 浜松市 ちゅうさんず 2:04:21
462 5107 舘柳 悟 ﾀﾃﾔﾅｷﾞ ｻﾄﾙ 愛知県 2:04:23
463 2114 生熊 孝光 ｲｸﾏ ﾀｶﾐﾂ 愛知県 2:04:24
464 1006 山浦 資智 ﾔﾏｳﾗ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 2:04:28
465 3020 石山 隆康 ｲｼﾔﾏ ﾀｶﾔｽ 浜松市 チーム低燃費 2:04:31
466 5422 奥山 吏維 ｵｸﾔﾏ ﾘｲ 浜松市 2:04:33
467 2404 小林 正典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 2:04:36
468 531 柴田 秀幸 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 2:04:38
469 3532 曽我 和毅 ｿｶﾞ ｶｽﾞｷ 三重県 2:04:44
470 2661 松本 将俊 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 袋井市 2:04:51
471 3822 中野 恵一 ﾅｶﾉ ｹｲｲﾁ 静岡市 2:04:52
472 3831 山本 明徳 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 浜松市 2:04:57
473 973 長田 春輝 ｵｻﾀﾞ ﾊﾙｷ 浜松市 ＮＡＣ 2:04:59
474 3480 河合 泰裕 ｶﾜｲ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:05:02
475 1578 笹ヶ瀬 徹 ｻｻｶﾞｾ ﾄｵﾙ 浜松市 2:05:06
476 2570 木根 潤兵 ｷﾈ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 焼津市 キネラボ 2:05:08
477 5371 神谷 宏和 ｶﾐﾔ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 2:05:08
478 2658 宮崎 達夫 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾂｵ 磐田市 2:05:10
479 4480 中谷 竜也 ﾅｶﾀﾆ ﾀﾂﾔ 吉田町 2:05:11
480 1157 平野 一樹 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞｷ 愛知県 2:05:16
481 3654 岡野 大樹 ｵｶﾉ ﾀﾞｲｷ 東京都 2:05:25
482 1822 菊地 譲 ｷｸﾁ ﾕｽﾞﾙ 愛知県 ロイカーズ 2:05:26
483 3088 鎌田 将智 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 浜松市 2:05:42
484 3036 秋本 諒 ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳ 磐田市 2:05:47
485 1638 伊藤 慎一 ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 袋井市 チーム生 2:06:07
486 5157 犬塚 正男 ｲﾇﾂﾞｶ ﾏｻｵ 浜松市 イカまらそん部 2:06:16
487 2340 澤口 慎司 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 愛知県 2:06:21
488 3112 小野 翔 ｵﾉ ｶｹﾙ 静岡市 サクランボ 2:06:24
489 1608 鶴 佳文 ﾂﾙ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 ＡＡＯ 2:06:29
490 2284 瀬戸 マシュー ｾﾄ ﾏｼｭｰ 東京都 大型ネコ 2:06:32
491 5224 行弘 孝平 ﾕｸﾋﾛ ｺｳﾍｲ 愛知県 2:06:37
492 3932 吉田 啓 ﾖｼﾀﾞ ｹｲ 藤枝市 バニラビーンズ 2:06:45
493 1991 服部 祥平 ﾊｯﾄﾘ ｼｮｳﾍｲ 東京都 2:06:49
494 3792 深沢 翔太 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 静岡市 日本郵便株式会社 2:06:50
495 508 奈良 裕樹 ﾅﾗ ﾕｳｷ 藤枝市 富士フイルム 2:06:52
496 4470 君島 充朗 ｷﾐｼﾞﾏ ｱﾂﾛｳ 浜松市 2:06:54
497 2319 鈴木 祐二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 磐田市 2:06:54
498 1203 川合 友明 ｶﾜｲ ﾄﾓｱｷ 浜松市 2:06:59
499 5478 岩本 良幸 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 森町 2:07:00
500 4937 鈴木 拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 浜松市 2:07:07
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501 3422 大谷 和正 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾏｻ 掛川市 2:07:12
502 3343 草刈 健吾 ｸｻｶﾘ ｹﾝｺﾞ 浜松市 2:07:20
503 3318 川村 康之 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 浜松市 2:07:22
504 2162 犬塚 貴志 ｲﾇﾂﾞｶ ﾀｶｼ 浜松市 あばんちゅーる 2:07:25
505 3244 北嶋 元 ｷﾀｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 長野県 諏訪湖マラソン事務局 2:07:32
506 2903 松尾 俊宏 ﾏﾂｵ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 2:07:33
507 3648 大林 弘周 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾁｶ 愛知県 チームバヤシ 2:07:35
508 2227 平井 龍太郎 ﾋﾗｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 セルコ株式会社 2:07:41
509 3272 井田 賢宏 ｲﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 浜松磐田信用金庫 2:07:41
510 4219 鈴木 崇文 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 2:07:42
511 5683 田中 亮 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 掛川市 2:07:48
512 4574 髙橋 達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 三島市 2:07:49
513 2602 中野 聡 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ 愛知県 2:07:52
514 3791 井上 達則 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾉﾘ 長泉町 2:07:52
515 3753 長澤 瑞希 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 吉田町 2:07:55
516 669 藤本 悟史 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 磐田市 2:08:00
517 5408 鷲山 広治 ﾜｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:08:00
518 3571 横畑 和哉 ﾖｺﾊﾀ ｶｽﾞﾔ 川根本町 川根本町役場 2:08:13
519 3340 中西 真也 ﾅｶﾆｼ ｼﾝﾔ 愛知県 2:08:15
520 1085 横田 道徳 ﾖｺﾀ ﾐﾁﾉﾘ 静岡市 大和証券 2:08:17
521 2826 佐々木 健人 ｻｻｷ ﾀｹﾄ 富士市 静岡地方裁判所 2:08:18
522 1039 吉田 真 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 2:08:19
523 5092 山本 誠 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 菊川市 2:08:23
524 5732 石田 圭吾 ｲｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 湖西市 2:08:25
525 3166 神谷 遼太郎 ｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀﾛｳ 吉田町 ヤマザキ 2:08:27
526 3410 村松 利久 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｼﾋｻ 磐田市 2:08:29
527 2141 鈴木 優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 磐田市 2:08:34
528 1278 平松 智之 ﾋﾗﾏﾂ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 2:08:35
529 2792 坂井 良介 ｻｶｲ ﾘｮｳｽｹ 愛知県 2:08:37
530 3713 石川 琢人 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾄ 磐田市 2:08:42
531 2599 高田 悠 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 東京都 ｉｎｆ２００４ 2:08:45
532 5314 坂大 靖 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾔｽｼ 掛川市 アース環境サービス株式会社 2:08:49
533 2351 斎藤 千馬 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾏ 浜松市 2:08:50
534 2313 眞田 直祐 ｻﾅﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:08:52
535 1625 平出 基己 ﾋﾗﾃﾞ ﾓﾄｷ 静岡市 2:08:59
536 4339 渡邊 卓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 吉田町 2:09:02
537 4205 佐藤 俊広 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 御前崎市 2:09:07
538 5116 多田 隼輔 ﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 2:09:10
539 2981 浅井 光貴 ｱｻｲ ﾐﾂｷ 磐田市 ＤＧＣ 2:09:18
540 464 高塚 年広 ﾀｶﾂｶ ﾄｼﾋﾛ 御前崎市 しろわ 2:09:20
541 2128 鈴木 紘 ｽｽﾞｷ ｺｳ 愛知県 2:09:24
542 4134 大石 幸由 ｵｵｲｼ ﾕｷﾖｼ 浜松市 ＡＲＭ 2:09:24
543 3096 小井 直人 ｵｲ ﾅｵﾄ 浜松市 2:09:30
544 4060 竹本 洋平 ﾀｹﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 浜松市 2:09:35
545 2134 増田 哲也 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ 御前崎市 2:09:37
546 2836 白石 健介 ｼﾗｲｼ ｹﾝｽｹ 湖西市 2:09:39
547 2268 菅沼 潤 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾞｭﾝ 浜松市 ソミックＲＣ 2:09:47
548 3355 新村 陽介 ｼﾝﾑﾗ ﾖｳｽｹ 浜松市 ソミックＲＣ 2:09:48
549 3739 服部 直也 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵﾔ 愛知県 2:09:53
550 3689 山本 健祐 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｽｹ 浜松市 チームＪＯＢ 2:10:00
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551 5080 田辺 浩章 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 焼津市 2:10:06
552 2823 谷川 貴紀 ﾀﾆｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 静岡市 2:10:06
553 2303 田中 諒 ﾀﾅｶ ﾘｮｳ 磐田市 2:10:09
554 2321 小川 剛史 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 愛知県 2:10:14
555 1668 杉本 貴亮 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶｱｷ 愛知県 2:10:18
556 3265 内村 友崇 ｳﾁﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 浜松市 内村組 2:10:20
557 2891 稲葉 浩嗣 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛｼ 磐田市 2:10:21
558 5630 出口 敦士 ﾃﾞｸﾞﾁ ｱﾂｼ 浜松市 2:10:30
559 3714 鈴木 秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 浜松市 2:10:31
560 1832 望月 英希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 静岡市 2:10:45
561 895 松井 貴史 ﾏﾂｲ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 2:10:45
562 5293 最所 治 ｻｲｼｮ ｵｻﾑ 愛知県 2:11:01
563 3380 川島 裕也 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾔ 磐田市 2:11:04
564 1640 中村 圭吾 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｺﾞ 浜松市 ＮＡＣ 2:11:12
565 4486 白濱 博幸 ｼﾗﾊﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 カエル工房 2:11:14
566 3482 大塚 崇広 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾋﾛ 富士市 2:11:24
567 3277 鈴木 隆太郎 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 磐田市 ヤコビッチ 2:11:28
568 4228 岡本 一伸 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 浜松市 2:11:39
569 2125 古屋 賢一 ﾌﾙﾔ ｹﾝｲﾁ 浜松市 チームマインシュロス 2:11:43
570 3444 白谷 祐史 ｼﾗﾔ ﾕｳｼ 愛知県 2:11:45
571 5366 竺原 陽平 ｼﾞｸﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 愛知県 2:11:48
572 5124 土屋 翔 ﾂﾁﾔ ｼｮｳ 東京都 2:11:52
573 2586 岩崎 貴弘 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:11:57
574 5317 荻野 好史 ｵｷﾞﾉ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 2:11:59
575 5403 水上 智哉 ﾐｽﾞｶﾐ ﾄﾓﾔ 愛知県 2:12:00
576 3005 山川 淳平 ﾔﾏｶﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岐阜県 2:12:03
577 3440 高田 由紀彦 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷﾋｺ 浜松市 2:12:06
578 3941 萩原 和紀 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:12:09
579 2700 成田 拓也 ﾅﾘﾀ ﾀｸﾔ 磐田市 2:12:18
580 3305 伊藤 哲雄 ｲﾄｳ ﾃﾂｵ 愛知県 りんご 2:12:18
581 4395 坂本 紘一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 静岡市 2:12:24
582 3757 佐々木 裕一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 浜松市 2:12:26
583 3041 内田 伸吾 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 静岡市 2:12:31
584 3409 久保木 哲平 ｸﾎﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 袋井市 朝日インテック 2:12:36
585 4433 小崎 力生 ｺｻﾞｷ ﾘｷｵ 掛川市 2:12:38
586 2646 村越 俊彦 ﾑﾗｺｼ ﾄｼﾋｺ 焼津市 ＮＤＳＲＣ 2:12:38
587 1617 藤原 涼 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 磐田市 2:12:45
588 5543 紅林 綾人 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ 掛川市 2:12:57
589 2628 服部 寿彦 ﾊｯﾄﾘ ﾄｼﾋｺ 愛知県 2:13:05
590 3266 浅野 博明 ｱｻﾉ ﾋﾛｱｷ 愛知県 2:13:07
591 1581 川井 太朗 ｶﾜｲ ﾀﾛｳ 浜松市 オープラス 2:13:13
592 3659 丸山 賢一 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 浜松市 こうべや 2:13:15
593 4149 森 宏和 ﾓﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 えん屋 2:13:17
594 3013 河原 将人 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾄ 焼津市 2:13:20
595 3589 花田 晃一 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:13:22
596 3098 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 磐田市 ジレサゥン 2:13:26
597 4680 向島 裕太 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 静岡市 2:13:37
598 4712 小池 一之 ｺｲｹ ｺｽﾞﾕｷ 静岡市 小池弥太郎商店 2:13:39
599 4494 中村 彰文 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾌﾐ 岐阜県 2:13:45
600 3702 横田 壮太郎 ﾖｺﾀ ｿｳﾀﾛｳ 埼玉県 2:13:49

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

ハーフ男子30歳～39歳

Print: 2019/11/10 14:43:26 13 / 19 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

601 4208 高見 勇輝 ﾀｶﾐ ﾕｳｷ 浜松市 2:13:53
602 1427 高橋 憲司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 浜松市 日本郵便浜松西郵便局 2:13:55
603 5612 鬼岩 哲也 ｵﾆｲﾜ ﾃﾂﾔ 浜松市 スズキ株式会社 2:14:01
604 5689 小林 知宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:14:02
605 2651 深澤 耕大 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 浜松ホトニクス 2:14:05
606 687 阿形 芳雄 ｱｶﾞﾀ ﾖｼｵ 御前崎市 2:14:20
607 2294 袴田 悠己 ﾊｶﾏﾀ ﾕｳｷ 浜松市 2:14:23
608 2018 出水 勇希 ﾃﾞﾐｽﾞ ﾕｳｷ 袋井市 チーム連凧 2:14:32
609 4580 村山 毅 ﾑﾗﾔﾏ ﾂﾖｼ 浜松市 2:14:32
610 2995 佐藤 正明 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 磐田市 2:14:36
611 3764 森本 光 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ 磐田市 トッサロード 2:14:39
612 3399 杉本 幸大 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 吉田町 健康まにあ 2:14:44
613 4186 武田 謙太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 ヤマハ発動機 2:14:47
614 3306 栗田 武 ｸﾘﾀ ﾀｹｼ 磐田市 ＨＲＣ 2:14:51
615 5340 岩井 弘果 ｲﾜｲ ﾋﾛｷ 愛知県 2:14:52
616 5339 大岡 敏之 ｵｵｵｶ ﾄｼﾕｷ 愛知県 2:14:53
617 3442 北岡 潤 ｷﾀｵｶ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:14:56
618 2825 石井 博幸 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 Ｇ－ＭＡＸ 2:14:57
619 5586 櫻井 健太 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 磐田市 2:14:58
620 3275 杉山 清 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾖｼ 掛川市 2:15:07
621 4690 六本木 崇弘 ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 チームつながり 2:15:07
622 4444 高柳 一樹 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｷ 袋井市 2:15:13
623 758 梅田 正幸 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 2:15:17
624 2392 鈴木 志佳 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾖｼ 御前崎市 2:15:19
625 5364 伊藤 欣司 ｲﾄｳ ｷﾝｼﾞ 磐田市 2:15:34
626 3898 成瀬 俊己 ﾅﾙｾ ﾄｼﾐ 浜松市 2:15:46
627 3978 西井 大索 ﾆｼｲ ﾀﾞｲｻｸ 磐田市 2:15:49
628 5158 後藤 貴之 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾕｷ 浜松市 2:15:55
629 3861 佐藤 裕市 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 浜松市 2:15:57
630 3703 高林 亮平 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 浜松市 2:16:04
631 2781 鈴木 敦吏 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 磐田市 2:16:04
632 3270 川本 啓 ｶﾜﾓﾄ ｹｲ 磐田市 2:16:06
633 3146 松下 智晴 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾊﾙ 磐田市 2:16:15
634 4535 鈴木 将祐 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 2:16:22
635 951 安田 広樹 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県 2:16:24
636 3807 藤原 幸太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 磐田市 2:16:26
637 2022 下村 達也 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾂﾔ 愛知県 中庸走ろう会 2:16:34
638 5608 飯盛 啓史 ｲｻｶｲ ﾋﾛﾌﾐ 浜松市 2:16:34
639 2103 小川 哲央 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾁｶ 袋井市 2:16:41
640 2250 北川 優貴 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｷ 島田市 2:16:41
641 3835 神谷 尚史 ｶﾐﾔ ﾋｻｼ 浜松市 2:16:42
642 3332 又野 和哉 ﾏﾀﾉ ｶｽﾞﾔ 愛知県 2:16:43
643 1591 小田 雄太 ｵﾀﾞ ﾕｳﾀ 御前崎市 ペコとペ 2:16:44
644 3453 戸塚 智史 ﾄﾂｶ ｻﾄｼ 磐田市 2:16:52
645 3296 熊谷 隆宏 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 紅の豚 2:16:54
646 4103 長崎 裕樹 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｷ 浜松市 2:17:00
647 3679 浅村 一樹 ｱｻﾑﾗ ｶｽﾞｷ 浜松市 あさむら整骨院 2:17:01
648 4197 関 翔馬 ｾｷ ｼｮｳﾏ 静岡市 2:17:01
649 1546 犬塚 浩章 ｲﾇﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ 浜松市 2:17:09
650 5559 松井 弘樹 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 袋井市 2:17:09
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651 2717 畠 敦志 ﾊﾀｹ ｱﾂｼ 掛川市 ポーラ内開 2:17:15
652 5629 隅田 輝 ｽﾐﾀ ｱｷﾗ 愛知県 2:17:17
653 3569 藤井 宏幸 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 おおひがし 2:17:26
654 4392 鈴木 泰 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 静岡市 2:17:32
655 3048 村岡 徳章 ﾑﾗｵｶ ﾉﾘｱｷ 浜松市 2:17:40
656 4262 川島 卓也 ｶﾜｼﾏ ﾀｸﾔ 静岡市 2:18:06
657 4987 笹川 直純 ｻｻｶﾜ ﾅｵｽﾞﾐ 静岡市 2:18:14
658 1075 山崎 健二 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:18:15
659 5493 大田 陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 東京都 2:18:15
660 1405 山根 祐 ﾔﾏﾈ ﾕｳ 愛知県 2:18:19
661 1547 犬塚 永策 ｲﾇﾂﾞｶ ｴｲｻｸ 浜松市 2:18:21
662 4765 長島 峰晃 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾈｱｷ 浜松市 2:18:24
663 1718 稲垣 佳明 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｱｷ 大阪府 2:18:34
664 2718 矢野 友嗣 ﾔﾉ ﾄﾓﾂｸﾞ 掛川市 2:18:47
665 4727 有谷 智博 ｱﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:18:47
666 4143 小林 武尊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 愛知県 磐南水球ランニングクラブ 2:18:50
667 2386 川崎 芳紀 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 2:19:01
668 3099 立井 友浩 ﾀﾃｲ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 ジレサゥン 2:19:02
669 3563 鈴木 俊光 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 静岡市 2:19:09
670 4500 山本 三友 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾝﾕｳ 掛川市 2:19:13
671 4218 岡田 憲幸 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 磐田市 株式会社オーエス機工 2:19:17
672 4630 清 智浩 ｾｲ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:19:22
673 4415 丹羽 雪晴 ﾆﾜ ﾕｷﾊﾙ 愛知県 ラック 2:19:30
674 5365 高橋 健夫 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 愛知県 2:19:32
675 4182 山本 将志 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 静岡市 （株）荘苑土地 2:19:33
676 4293 大野 賢志 ｵｵﾉ ｻﾄｼ 浜松市 2:19:39
677 3167 加納 正輝 ｶﾉｳ ﾏｻｷ 焼津市 ヤマザキ 2:19:39
678 3235 石黒 圭 ｲｼｸﾞﾛ ｹｲ 浜松市 2:19:40
679 2627 治根田 裕樹 ｼﾞﾈﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県 2:19:43
680 1139 松浦 良明 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｱｷ 焼津市 2:19:48
681 1815 石川 達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 磐田市 ＹＥＲＣ 2:19:50
682 3696 佐藤 貴大 ｻﾄｳ ｷﾘﾀ 三島市 2:19:53
683 2399 三谷 将弘 ﾐﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 スズキ 2:19:56
684 3664 石川 淳一 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 三島市 2:19:57
685 1110 仁地 規将 ﾆﾝﾁ ﾉﾘﾏｻ 浜松市 クラスト 2:19:58
686 4357 岡本 祐一 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 浜松市 2:19:59
687 4142 鎌田 真太郎 ｶﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 浜松ホトニクス 2:20:04
688 4080 山崎 茂 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ 磐田市 株式会社 山栄 2:20:09
689 1868 真子 正登 ﾏﾅｺ ﾏｻﾄ 神奈川県 紅の豚 2:20:10
690 5312 清水 記也 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾔ 浜松市 2:20:13
691 1004 勝田 紘輔 ｶﾂﾀ ｺｳｽｹ 浜松市 ＳＣＭ浜松ＲＣ 2:20:16
692 5004 村本 優 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｻﾙ 東京都 2:20:17
693 2708 磯部 光正 ｲｿﾍﾞ ﾐﾂﾏｻ 浜松市 2:20:17
694 3429 植田 素由 ｳｴﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 浜松市 2:20:19
695 5115 松下 悟る ﾏﾂｼﾀ ｻﾄﾙ 浜松市 2:20:20
696 2990 柴田 政史 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 静岡市 2:20:29
697 4200 影山 雄軌 ｶｹﾞﾔﾏ ﾕｳｷ 埼玉県 2:20:33
698 1745 渡辺 翼 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 浜松市 2:20:42
699 1897 大石 康之 ｵｵｲｼ ﾔｽﾕｷ 磐田市 2:20:44
700 5626 新藤 誠 ｼﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 菊川市 2:20:47
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701 4188 榊原 敏明 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ 静岡市 2:20:48
702 3914 廣岡 秀行 ﾋﾛｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 袋井市 2:20:50
703 545 池谷 佑介 ｲｹﾔ ﾕｳｽｹ 浜松市 袋井特別支援学校 2:20:51
704 5127 嶋村 圭悟 ｼﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 浜松市 2:20:55
705 3443 永松 秀紹 ﾅｶﾞﾏﾂ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 愛知県 半田クーゲルズ 2:20:59
706 5513 萩田 善大 ﾊｷﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 東京都 株式会社 小澤建材 2:21:06
707 2232 中澤 幸太 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳﾀ 埼玉県 2:21:09
708 4018 松川 紘樹 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾛｷ 浜松市 2:21:19
709 4398 坪井 一平 ﾂﾎﾞｲ ｲｯﾍﾟｲ 清水町 静岡医療センター 2:21:20
710 3210 渋谷 直人 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾅｵﾄ 磐田市 2:21:37
711 3367 安藤 慶彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 掛川市 2:21:42
712 4934 大石 幸久 ｵｵｲｼ ﾕｷﾋｻ 掛川市 2:21:43
713 2281 高瀬 雅史 ﾀｶｾ ﾏｻｼ 磐田市 2:22:00
714 4077 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 静岡市 2:22:01
715 5758 小林 拓也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 磐田市 2:22:01
716 4429 松浦 圭吾 ﾏﾂｳﾗ ｹｲｺﾞ 牧之原市 2:22:02
717 5369 鈴木 諭 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 磐田市 2:22:14
718 3345 北 憲一郎 ｷﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 愛知県 2:22:20
719 5207 山本 勢悟 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ 磐田市 2:22:27
720 4318 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 磐田市 2:22:29
721 4047 武田 光央 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾋｻ 愛知県 亀の子クラブ 2:22:37
722 5756 金札 郁弥 ｶﾈﾌﾀﾞ ﾌﾐﾔ 浜松市 2:22:41
723 3279 曽根 良介 ｿﾈ ﾘｮｳｽｹ 焼津市 キリンさん 2:22:42
724 4780 西原 一気 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ 吉田町 2:22:43
725 1861 杉本 磨知 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ 浜松市 2:22:49
726 3610 高柳 淳 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾂｼ 静岡市 2:22:57
727 4075 榑松 幹人 ｸﾚﾏﾂ ﾐｷﾋﾄ 浜松市 2:23:01
728 5252 酒井 亮太 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 浜松市 2:23:17
729 3287 漆畑 斗志雄 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾄｼｵ 静岡市 マーライオンズ 2:23:27
730 3567 齋藤 正和 ｻｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 フォーリア 2:23:29
731 3685 野中 啓示 ﾉﾅｶ ｹｲｼ 浜松市 テクノ 2:23:30
732 3501 袴田 真也 ﾊｶﾏﾀ ｼﾝﾔ 磐田市 2:23:33
733 4241 島田 卓 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸ 袋井市 2:23:33
734 4076 髙瀨 悠多 ﾀｶｾ ﾕｳﾀ 浜松市 2:23:44
735 3027 堀内 大嗣 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｼ 静岡市 2:23:52
736 4419 古川 智也 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ 掛川市 2:24:05
737 3353 松野 竜二 ﾏﾂﾉ ﾘｭｳｼﾞ 浜松市 2:24:23
738 5099 金岡 博基 ｶﾅｵｶ ﾋﾛｷ 浜松市 2:24:32
739 3247 久保 良和 ｸﾎﾞ ﾖｼｶｽﾞ 兵庫県 2:24:40
740 3961 大倉 利文 ｵｵｸﾗ ﾄｼﾌﾐ 袋井市 ほらあな 2:25:00
741 5694 岡本 鷹洸 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:25:02
742 2501 柏野 駿平 ｶｼﾜﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 湖西市 2:25:04
743 4280 高田 祐輔 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 ホンダ運送 2:25:06
744 5452 澤村 岳 ｻﾜﾑﾗ ﾀｹｼ 愛知県 2:25:06
745 4689 三島 孝朗 ﾐｼﾏ ﾀｶｵ 岐阜県 2:25:20
746 3693 北澤 康弘 ｷﾀｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 2:25:32
747 4749 鈴木 洋平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 浜松市 オノコム 2:25:41
748 3403 田邊 耕治 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 磐田市 2:25:45
749 1807 四條 桂吾 ｼｼﾞｮｳ ｹｲｺﾞ 磐田市 デセイム 2:25:56
750 5455 小林 和哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 掛川市 2:26:12
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751 1464 永田 大佑 ﾅｶﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 菊川市 スズキサポート 2:26:14
752 5570 柴田 七雄 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｳ 浜松市 2:26:19
753 3352 エバンへリスタ マクスロイ ｴﾊﾞﾝﾍﾘｽﾀ ﾏｸｽﾛｲ 浜松市 2:26:21
754 2914 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 山本電設株式会社 2:26:23
755 5240 若杉 訓正 ﾜｶｽｷﾞ ﾉﾘﾏｻ 静岡市 2:26:34
756 3334 草川 敬可 ｸｻｶﾜ ﾀｶﾖｼ 焼津市 グッデンひらで 2:26:39
757 3195 石村 崇雅 ｲｼﾑﾗ ﾀｶﾏｻ 愛知県 紅の豚 2:26:48
758 1651 加藤 貴也 ｶﾄｳ ﾀｶﾔ 岐阜県 チーム笠原 2:26:53
759 5018 河村 俊秋 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 埼玉県 日本液炭株式会社 2:27:05
760 1283 長島 正明 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻｱｷ 浜松市 ちーむかさはら 2:27:07
761 2687 古田 潤一郎 ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 2:27:17
762 5363 赤平 尚男 ｱｶﾋﾗ ﾋｻｵ 神奈川県 2:27:21
763 5561 細谷 一貴 ﾎｿﾔ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:27:21
764 2017 須田 博行 ｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 袋井市 チーム連凧 2:27:21
765 4513 記田 草太 ｷﾀﾞ ｿｳﾀ 愛知県 2:27:29
766 4949 道本 泰一郎 ﾐﾁﾓﾄ ﾀｲｲﾁﾛｳ 浜松市 2:27:31
767 2757 鳥居 健太郎 ﾄﾘｲ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 中庸スプリング（株） 2:27:33
768 3928 辻 夏海 ﾂｼﾞ ﾅﾂﾐ 菊川市 ヤマハ発動機 2:27:34
769 3040 佐藤 祐也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 浜松市 2:27:56
770 5234 市古 尚大 ｲﾁｺﾞ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:27:57
771 3889 熊切 雅規 ｸﾏｷﾘ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 2:28:02
772 2261 近藤 孝祐 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 愛知県 2:28:07
773 2668 加藤 マルセル ｶﾄｳ ﾏﾙｾﾙ 浜松市 2:28:17
774 5527 名倉 義人 ﾅｸﾞﾗ ﾖｼﾄ 愛知県 2:28:36
775 5500 清水 大貴 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 愛知県 モリテックスチール マラソン部 2:28:46
776 670 井内 義典 ｲﾉｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:29:03
777 3881 蒔田 典尚 ﾏｷﾀ ﾉﾘﾋｻ 焼津市 2:29:14
778 2735 川合 正敏 ｶﾜｲ ﾏｻﾄｼ 浜松市 さやの家 2:29:19
779 3426 松野 将拓 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:29:20
780 2930 笠原 俊輔 ｶｻﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 2:29:23
781 4813 鈴木 久晃 ｽｽﾞｷ ﾋｻｱｷ 浜松市 おそっぴ会 2:29:26
782 5654 鈴木 正徳 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 2:30:28
783 5178 桂川 健寿 ｶﾂﾗｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞｭ 浜松市 2:30:37
784 3688 森下 純 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:30:48
785 5434 木村 龍明 ｷﾑﾗ ﾀﾂｱｷ 愛知県 2:30:49
786 4119 高橋 雅志 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ 島田市 2:30:52
787 5581 山野 拓郎 ﾔﾏﾉ ﾀｸﾛｳ 浜松市 2:30:57
788 2462 佐藤 隆則 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 藤枝市 2:30:58
789 3749 横山 研一郎 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 2:31:01
790 5760 沼口 良太 ﾇﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 浜松市 ヤマハ発動機 2:31:08
791 3951 澤根 弘幸 ｻﾜﾈ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:31:39
792 3667 寺田 慶一 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ 磐田市 クアトローレ静岡 2:31:56
793 3710 湯本 雅大 ﾕﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 チームエボルト 2:32:03
794 4053 園田 浩平 ｿﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 浜松市 2:32:11
795 4699 山田 陽平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 愛知県 2:32:24
796 4706 小柴 雄基 ｺｼﾊﾞ ﾕｳｷ 沼津市 アイエイアイ 2:32:32
797 4518 畑中 茂樹 ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞｷ 愛知県 2:32:42
798 1426 鈴木 源拓 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 愛知県 株式会社タカコム 2:32:53
799 2332 加藤 之教 ｶﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 湖西市 2:32:53
800 4771 柴田 幸徳 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾉﾘ 袋井市 2:33:19
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801 1161 泉山 真一 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 愛知県 ＩＺＵシステム 2:33:29
802 1606 足立 悠 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳ 神奈川県 2:33:31
803 5634 小池 真平 ｺｲｹ ｼﾝﾍﾟｲ 磐田市 遠鉄自動車学校 2:33:55
804 5128 内田 祥太 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 愛知県 2:34:07
805 4769 安永 侑司 ﾔｽﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 磐田市 2:34:14
806 5306 細澤 尚司 ﾎｿｻﾞﾜ ﾋｻｼ 静岡市 2:34:42
807 4816 井口 裕也 ｲｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 静岡市 ＢＥＥＲＲＵＮ 2:34:51
808 5740 平川 達也 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ 愛知県 2:35:08
809 2859 尾崎 正太郎 ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 愛知県 2:35:33
810 5592 神野 嵩之 ｼﾞﾝﾉ ﾀｶﾕｷ 掛川市 2:35:36
811 2791 斉藤 彰吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 こまつ 2:35:39
812 5034 黒岩 稔 ｸﾛｲﾜ ﾐﾉﾙ 掛川市 2:35:53
813 3328 出口 孝幸 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:36:24
814 4820 野尻 真英 ﾉｼﾞﾘ ﾏｻﾋﾃﾞ 静岡市 2:36:47
815 5446 増田 紘之 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:36:55
816 4722 種田 浩大 ﾀﾈﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 2:37:32
817 5160 猪俣 祐人 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾄ 東京都 2:37:36
818 5125 出野 純平 ﾃﾞﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 磐田市 2:37:42
819 4238 西口 直輝 ﾆｼｸﾞﾁ ﾅｵｷ 愛知県 おおひがし 2:37:55
820 4213 古田 翔二 ﾌﾙﾀ ｼｮｳｼﾞ 磐田市 ちーむいづみ 2:37:56
821 4703 戸塚 涼大 ﾄﾂｶ ﾘｮｳﾀ 磐田市 2:38:10
822 4725 増田 功基 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 磐田市 2:38:10
823 3320 山崎 義仁 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 東京都 2:38:22
824 3650 富田 知拡 ﾄﾐﾀ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 こまつ保護者会 2:38:29
825 5652 山田 祐輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 磐田市 2:38:43
826 5520 木下 光 ｷｼﾀ ﾋｶﾙ 浜松市 2:39:15
827 1600 横山 俊大 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 2:39:36
828 4638 向井 孝宜 ﾑｶｲ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 2:39:37
829 4608 鈴木 彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 磐田市 株式会社小林ダイヤ 2:39:50
830 3705 松田 亮治 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 2:39:55
831 5353 坂口 直哉 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 浜松市 2:40:01
832 1517 鈴木 隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:40:04
833 5421 高林 俊康 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾐﾁ 静岡市 2:40:55
834 3824 太田 達也 ｵｵﾀ ﾀﾂﾔ 浜松市 2:41:03
835 2274 後藤 誠之 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾕｷ 磐田市 2:41:04
836 3310 柴田 和宏 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 2:41:07
837 3335 平野 智久 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾋｻ 磐田市 2:41:07
838 4297 藤田 隆治 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 掛川市 2:41:14
839 3988 稲垣 隆久 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｶﾋｻ 浜松市 2:41:19
840 3936 内野 竜二 ｳﾁﾉ ﾘｭｳｼﾞ 菊川市 ＭＭＣ 2:41:23
841 2203 三井 秀人 ﾐﾂｲ ﾋﾃﾞﾄ 浜松市 ＭＭＣ 2:41:23
842 4353 安西 晋吾 ｱﾝｻﾞｲ ｼﾝｺﾞ 磐田市 2:41:35
843 5462 北川 和志 ｷﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｼ 静岡市 2:41:49
844 2161 牧田 直也 ﾏｷﾀ ﾅｵﾔ 浜松市 ＩＧランナーズ 2:41:54
845 4562 山崎 慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 掛川市 2:42:03
846 4718 王 英滔 ｵｳ ｴｲﾄｳ 静岡市 小池弥太郎商店 2:42:10
847 4311 海野 昌樹 ｳﾝﾉ ﾏｻｷ 静岡市 2:42:10
848 3107 中島 敬晃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 浜松市 2:42:16
849 2812 大谷 和弘 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 2:42:17
850 554 高橋 孝司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:42:17
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851 3490 内山 瑛司 ｳﾁﾔﾏ ｴｲｼﾞ 浜松市 2:42:17
852 2852 高野 大介 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 辰巳ランニングサークル 2:42:19
853 4682 平澤 裕章 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛｱｷ 三島市 （株）荘苑土地 2:42:36
854 2455 平松 祐一 ﾋﾗﾏﾂ ﾕｳｲﾁ 愛知県 ＧーＭＡＸ 2:42:48
855 1386 瀬古 敏邦 ｾｺ ﾄｼｸﾆ 愛知県 ＧーＭＡＸ 2:42:48
856 3390 竹本 一彦 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 ＧーＭＡＸ 2:42:48
857 3260 三宅 隆文 ﾐﾔｹ ﾀｶﾌﾐ 愛知県 ＴＫＤ小牧 2:42:56
858 4475 竹林 賢一 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 袋井市 猪突猛進部 2:42:57
859 5041 中上 竜弥 ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 掛川市 2:43:43
860 4156 森本 真輔 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｽｹ 浜松市 菱和ランニングクラブ 2:43:43
861 5675 赤堀 広樹 ｱｶﾎﾘ ﾋﾛｷ 御前崎市 相良清風園 2:43:44
862 5742 小澤 隆司 ｵｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 茨城県 2:43:45
863 5769 折尾 龍司 ｵﾘｵ ﾘｭｳｼﾞ 浜松市 大和証券 2:44:51
864 5664 太田 卓宏 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ 御前崎市 2:44:53
865 3882 竹村 顕行 ﾀｹﾑﾗ ｱｷﾕｷ 浜松市 2:44:54
866 4212 須山 雄介 ｽﾔﾏ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:45:24
867 4721 岡本 勝弘 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 浜松市 ＮＩＩ浜松 2:45:50
868 5348 重松 恭平 ｼｹﾞﾏﾂ ｷｮｳﾍｲ 浜松市 2:45:55
869 5212 辻坂 学 ﾂｼﾞｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 2:46:00
870 4960 森下 悟 ﾓﾘｼﾀ ｻﾄﾙ 磐田市 2:46:18
871 5221 杉本 一馬 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 島田市 2:46:50
872 4837 山本 峻也 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 浜松市 ＢＥＴＴ 2:47:02
873 4862 坂口 泰隆 ｻｶｸﾞﾁ ﾔｽﾀｶ 磐田市 2:47:10
874 3369 橋野 泰弘 ﾊｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:47:41
875 4778 片岡 広樹 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｷ 袋井市 2:48:04
876 5747 一木 映介 ｲｯｷ ｴｲｽｹ 茨城県 2:48:17
877 4618 大木 之永 ｵｵｷ ﾕｷﾅｶﾞ 浜松市 2:48:23
878 2694 東 貴行 ｱｽﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 磐田市 マスカ 2:48:26
879 2275 永島 優樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｷ 磐田市 2:48:27
880 2485 山田 利治 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 愛知県 2:48:46
881 5332 泉 洋輔 ｲｽﾞﾐ ﾖｳｽｹ 袋井市 三十日の車屋 2:48:53
882 4294 吉田 亮介 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 静岡市 2:49:17
883 4466 近藤 耕太 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ 愛知県 2:49:28
884 4679 麻野間 大之 ｱｻﾉﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 豊橋市役所 2:49:28
885 4414 坂下 央武 ｻｶｼﾀ ﾋﾛﾑ 愛知県 株式会社オノコム 2:49:39
886 2469 大川 貴也 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾔ 磐田市 2:50:20
887 1349 竹村 洋祐 ﾀｹﾑﾗ ﾖｳｽｹ 静岡市 2:51:07
888 4151 深澤 聡 ﾌｶｻﾜ ｻﾄｼ 浜松市 2:51:17
889 4806 野本 修二 ﾉﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 愛知県 2:51:26
890 5469 佐藤 航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 静岡市 2:52:06
891 4038 山口 純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 浜松市 2:52:14
892 4115 岡崎 慎吾 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 愛知県 超平和ランナーズ 2:52:21
893 3475 清水 大地 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 浜松市 スズキ株式会社 2:52:24
894 3900 早馬 元樹 ﾊﾔｳﾏ ﾓﾄｷ 浜松市 2:53:12
895 4628 横山 知彦 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 磐田市 2:53:15
896 4621 早川 貴人 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾄ 浜松市 2:53:44
897 1795 森島 亨 ﾓﾘｼﾏ ﾄｵﾙ 袋井市 東海精機 2:54:10
898 3405 伊藤 智 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 愛知県 2:54:19
899 4653 岩瀬 浩一 ｲﾜｾ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:54:20
900 5335 神田 俊輝 ｶﾝﾀﾞ ﾄｼｱｷ 愛知県 2:54:20
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901 5334 江頭 智 ｴｶﾞｼﾗ ｻﾄﾙ 愛知県 2:54:20
902 5381 福井 翔 ﾌｸｲ ｼｮｳ 愛知県 2:54:21
903 5249 西宮 司 ﾆｼﾉﾐﾔ ﾂｶｻ 静岡市 2:54:23
904 4711 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 小池弥太郎商店 2:54:28
905 4413 市川 佳靖 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾔｽ 浜松市 2:54:36
906 4255 榊原 正文 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 2:54:43
907 4677 須田 翔 ｽﾀﾞ ｼｮｳ 愛知県 株式会社フカツ 2:54:51
908 2672 斉藤 次郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾛｳ 磐田市 2:55:09
909 2349 野村 知幸 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 ＡＲＭ 2:55:13
910 1984 田根 雄一郎 ﾀﾈ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 半田クーゲルズ 2:56:16
911 5763 石田 陽祐 ｲｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 愛知県 2:56:17
912 5642 山中 憂斗 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾄ 浜松市 2:56:29
913 3445 坪井 佑樹 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｷ 静岡市 2:57:01
914 2338 榊原 圭亮 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 袋井市 株式会社キャタラー 2:57:13
915 5721 山本 健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 磐田市 2:57:14
916 2324 千島 京太 ﾁｼﾏ ｷｮｳﾀ 菊川市 菊川市 2:57:33
917 4101 窪野 翔太 ｸﾎﾞﾉ ｼｮｳﾀ 愛知県 2:58:53
918 5764 細田 貴寛 ﾎｿﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:59:45
919 4751 岩室 智大 ｲﾜﾑﾛ ﾄﾓﾋﾛ 袋井市 ショーワＲＣ 2:59:53
920 3384 重村 洋平 ｼｹﾞﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 磐田市 3:00:00
921 3750 澤田 拓海 ｻﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ 静岡市 3:00:21
922 4791 芝山 聖史 ｼﾊﾞﾔﾏ ｾｲｼ 掛川市 3:01:02
923 5197 高井 佑治 ﾀｶｲ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 アドベンジャーズ 3:01:36
924 2091 中村 祐貴 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 岐阜県 3:01:36
925 3259 荒居 昂介 ｱﾗｲ ｺｳｽｹ 愛知県 ＴＫＤ小牧 3:01:58
926 1871 齋藤 達彦 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 浜松市 乱丸ＷＥＳＴ 3:02:16
927 4796 永田 哲 ﾅｶﾞﾀ ｻﾄｼ 掛川市 3:02:25
928 4974 廣岡 成一 ﾋﾛｵｶ ｾｲｲﾁ 磐田市 3:02:26
929 4615 伊藤 由孝 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 愛知県 3:02:50
930 3737 小木度 クリス ｵｷﾞﾄﾞ ｸﾘｽ 磐田市 3:02:56
931 5733 菊池 聡貴 ｷｸﾁ ﾄｼﾀｶ 磐田市 3:03:44
932 4573 奥村 直之 ｵｸﾑﾗ ﾅｵﾕｷ 静岡市 3:03:47
933 4277 飯田 憲人 ｲｲﾀﾞ ｹﾝﾄ 浜松市 3:04:03
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1 1 佐藤 源信 ｻﾄｳ ﾓﾄﾉﾌﾞ 愛知県 あすたま 1:12:53
2 26 金井塚 文人 ｶﾅｲﾂﾞｶ ﾌﾐﾋﾄ 愛知県 名古屋市役所走友会 1:14:24
3 25 井上 慎一郎 ｲﾉｳｴ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 エビトラＡＣ 1:16:17
4 115 高田 大介 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 掛川市 1:16:30
5 47 鈴木 清志 ｽｽﾞｷ ｷﾖｼ 浜松市 浜松ホトニクス 1:16:33
6 113 福井 崇延 ﾌｸｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 浜松市 1:17:42
7 61 田 賢一 ﾃﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:17:49
8 564 笠井 隆二 ｶｻｲ ﾘｭｳｼﾞ 焼津市 コルデーアーレ 1:20:03
9 84 柴田 貴行 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 磐田市 1:20:11

10 71 大場 紀明 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘｱｷ 浜松市 浜松うましか 1:20:54
11 34 佐野 優 ｻﾉ ﾕｳ 掛川市 ラウンド５ 1:21:28
12 89 北川 泰史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾔｽﾌﾐ 愛知県 ハムちゃんず 1:21:32
13 54 橋本 広明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 三重県 松阪消防 1:22:08
14 92 山田 将義 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 浜松市 浜松五島ＲＣ 1:22:32
15 143 川井 延浩 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 磐田市 浜松うましか 1:22:33
16 91 岡村 正憲 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 掛川市 みずきＲＣ浜松 1:22:48
17 114 服部 欽一 ﾊｯﾄﾘ ｷﾝｲﾁ 袋井市 1:22:50
18 127 武澤 大介 ﾀｹｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 見次クラブ 1:22:55
19 185 川崎 晃弘 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋﾛ 静岡市 1:23:14
20 131 原田 昭仁 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 湖西市 1:23:29
21 168 芦川 文彦 ｱｼｶﾜ ﾌﾐﾋｺ 富士宮市 1:23:29
22 1107 田中 寛己 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 浜松市 サクラ工業 1:23:30
23 198 木下 勝之 ｷｼﾀ ｶﾂﾕｷ 浜松市 1:23:30
24 145 中森 修 ﾅｶﾓﾘ ｵｻﾑ 磐田市 ＳＭＩＬＥＹ 1:23:48
25 211 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 浜松市 ＝＝あのだって＝＝ 1:24:35
26 399 渡部 直矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 袋井市 梅山ランナーズ 1:24:44
27 199 関口 敏明 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 静岡市 1:24:45
28 207 鈴木 太 ｽｽﾞｷ ﾌﾄｼ 沼津市 1:25:16
29 283 岩本 勝好 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 焼津市 1:25:43
30 314 岡本 昌志 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 浜松市 コーニング 1:26:10
31 257 窪野 治 ｸﾎﾞﾉ ｵｻﾑ 袋井市 ＮＴＮ 1:26:13
32 279 石毛 充之 ｲｼｹﾞ ﾐﾂﾕｷ 愛知県 1:26:20
33 183 佐藤 史人 ｻﾄｳ ﾌﾐﾄ 袋井市 浜松うましか 1:26:45
34 606 小出 道明 ｺｲﾃﾞ ﾐﾁｱｷ 愛知県 1:26:49
35 293 松尾 直則 ﾏﾂｵ ﾏｻﾉﾘ 三島市 静岡銀行 1:26:50
36 263 杉山 寛 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 愛知県 1:26:50
37 440 河合 学 ｶﾜｲ ﾏﾅﾌﾞ 湖西市 ベルソニカ 1:27:07
38 360 金田 嘉介 ｶﾈﾀ ﾖｼﾕｷ 掛川市 1:27:15
39 301 大塚 信吾 ｵｵﾂｶ ｼﾝｺﾞ 静岡市 ドリーム 1:27:20
40 81 竹内 一勝 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 1:27:26
41 266 高林 重誓 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾁｶ 浜松市 ミソノイ 1:27:34
42 102 小澤 昌通 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 浜松市 1:27:40
43 308 笹瀬 大輔 ｻｻｾ ﾀﾞｲｽｹ 掛川市 1:27:44
44 377 小栗 好博 ｵｸﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ 袋井市 スマイリー 1:27:45
45 284 宮川 竜 ﾐﾔｶﾜ ﾘｭｳ 牧之原市 日本ハム静岡 1:27:46
46 673 鬼武 宏行 ｵﾆﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 幹和会 1:27:59
47 655 山下 哲 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂ 浜松市 1:28:03
48 637 生川 城亜 ﾅﾙｶﾜ ｼﾛﾂｸﾞ 愛知県 グランシエル 1:28:15
49 184 石野 安彦 ｲｼﾉ ﾔｽﾋｺ 浜松市 天竜あたごらん 1:28:18
50 443 森下 浩志 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 浜松市 浜松ホトニクス 1:28:21

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

ハーフ男子40歳～49歳

Print: 2019/11/10 14:44:11 2 / 25 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

51 375 塩川 俊博 ｼｵｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 東京都 1:28:23
52 592 今井 敦 ｲﾏｲ ｱﾂｼ 浜松市 1:28:26
53 311 田嶋 章二 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 1:28:30
54 347 峯澤 智裕 ﾐﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 名古屋ＩＧランナーズ 1:28:33
55 697 大城 泰崇 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾀｶ 浜松市 エンデパＲＣ 1:28:35
56 190 鈴木 浩和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 ＹＭＳＬ甘走会 1:28:36
57 393 平野 晃司 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 浜松市 1:28:38
58 230 板倉 宏興 ｲﾀｸﾗ ﾋﾛｵｷ 愛知県 板倉実業 1:28:41
59 339 清瀧 貴之 ｷﾖﾀｷ ﾀｶﾕｷ 浜松市 1:28:44
60 204 石村 正和 ｲｼﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 藤枝市 1:28:45
61 277 乗松 宏幸 ﾉﾘﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:28:46
62 642 松田 浩一 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｲﾁ 富士市 1:28:47
63 206 小川 実 ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 静岡市 草薙激走会 1:28:52
64 1036 酒井 伸高 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 浜松市 株式会社サカイ 1:28:53
65 296 松下 力 ﾏﾂｼﾀ ﾁｶﾗ 磐田市 まごころ薬局 1:28:57
66 408 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 浜松市 1:28:58
67 600 俵 大介 ﾀﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 ＮＩＣＥ ＲＣ 1:28:58
68 73 鈴木 昌哉 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 愛知県 名古屋市役所走友会 1:29:00
69 477 下嶋 行俊 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｷﾄｼ 静岡市 1:29:21
70 261 堀内 淳 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ 磐田市 ＡＮＴ－Ｈ２ 1:29:23
71 288 佐藤 祐一郎 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 1:29:26
72 777 芦沢 龍也 ｱｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 掛川市 1:29:40
73 406 尾池 知信 ｵｲｹ ﾄﾓﾉﾌﾞ 富士市 センコー 1:29:45
74 640 中川 昌己 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 岐阜県 1:29:52
75 187 大林 勇 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｲｻﾑ 浜松市 そうきたかい 1:29:55
76 242 森下 典栄 ﾓﾘｼﾀ ﾉﾘｼｹﾞ 浜松市 1:30:23
77 275 森下 文博 ﾓﾘｼﾀ ﾌﾐﾋﾛ 袋井市 うましか 1:30:30
78 799 山田 秀治 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 福島県 1:30:40
79 271 榛葉 寿也 ｼﾝﾊﾞ ﾄｼﾔ 静岡市 1:30:42
80 262 有賀 和彦 ｱﾘｶﾞ ｶｽﾞﾋｺ 富士宮市 草薙激走会 1:30:43
81 72 西村 丈治 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 神奈川県 第１航空団 1:30:50
82 1083 中山 和寛 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 袋井市 Ｋ－ＦＩＴ 1:30:58
83 342 近藤 公彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｷﾐﾋｺ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:31:18
84 362 萩原 慶幸 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼﾕｷ 藤枝市 オカダマン 1:31:33
85 810 村上 聡 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 茨城県 1:31:48
86 574 松澤 勇 ﾏﾂｻﾞﾜ ｲｻﾑ 袋井市 森町走友会 1:31:49
87 773 淡路 大輔 ｱﾜｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:32:12
88 59 稲葉 雅敏 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 富士市 走れゴン太！ 1:32:14
89 273 渡辺 好倫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 静岡市 用宗陸猿 1:32:17
90 350 藤本 明徳 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 磐田市 1:32:19
91 570 石井 裕也 ｲｼｲ ﾕｳﾔ 愛知県 1:32:26
92 516 杉村 晃 ｽｷﾞﾑﾗ ｱｷﾗ 静岡市 静岡走ろう会 1:32:28
93 368 森 祐治 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 1:32:37
94 616 柴田 雄亮 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 磐田市 ぽにょず 1:32:39
95 253 尾口 正樹 ｵｸﾞﾁ ﾏｻｷ 浜松市 Ｒ＆Ｆはるの 1:32:40
96 62 柴本 貴弘 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 1:32:41
97 714 清 理祥 ｾｲ ﾏｻﾖｼ 富士宮市 1:32:48
98 577 井口 敏郎 ｲｸﾞﾁ ﾄｼｵ 浜松市 ベベラン 1:32:54
99 593 竹川 清彦 ﾀｹｶﾜ ｷﾖﾋｺ 浜松市 1:33:02

100 924 鈴木 貴雅 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 愛知県 アドヴィックス 1:33:06
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101 541 鈴木 一知 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄﾓ 浜松市 1:33:11
102 617 ツカモト リョータ ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｰﾀ 掛川市 部屋とＹシャツとアフリカ 1:33:19
103 332 井澤 貞宏 ｲｻﾞﾜ ｻﾀﾞﾋﾛ 愛知県 上六名 1:33:19
104 672 植田 友和 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 浜松市 1:33:21
105 919 戸塚 浩行 ﾄﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 富士宮市 ＦＪＣ 1:33:29
106 238 鈴木 規高 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾀｶ 掛川市 ＭＢＪ 1:33:32
107 367 坂田 吉正 ｻｶﾀ ﾖｼﾏｻ 静岡市 静岡銀行 1:33:36
108 228 香山 仁 ｶﾔﾏ ｼﾞﾝ 磐田市 1:33:49
109 64 岩田 行弘 ｲﾜﾀ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 愛知陸協 1:33:57
110 816 謝 政修 ｼｪ ｾﾞﾝｼｮｳ 磐田市 ヤマハ発動機 台湾 1:34:00
111 717 小澤 旭 ｵｻﾞﾜ ｱｷﾗ 浜松市 1:34:01
112 480 坂元 信幸 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 掛川市 1:34:04
113 169 村上 吉敬 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾀｶ 浜松市 1:34:09
114 210 西村 吏司 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ 浜松市 浜松うましか軍団 1:34:12
115 1269 匂坂 真人 ｻｷﾞｻｶ ﾏｻﾄ 磐田市 1:34:24
116 481 安藤 達彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾋｺ 浜松市 1:34:35
117 961 野末 洋介 ﾉｽﾞｴ ﾖｳｽｹ 磐田市 1:34:37
118 596 荒木 聡 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 三島市 1:34:49
119 270 尾上 亮太 ｵﾉｴ ﾘｮｳﾀ 袋井市 キャタラーＲＣ 1:34:59
120 663 岡田 貴弘 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 協和工業 1:35:00
121 415 島田 直樹 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 静岡市 ち～むＳＫＹ 1:35:02
122 386 小蕎 圭祐 ｵｿﾊﾞ ｹｲｽｹ 愛知県 1:35:03
123 302 近藤 修司 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 愛知県 浜松南病院リハビリ 1:35:08
124 164 木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 富士市 1:35:13
125 466 吾妻 大輔 ｱﾂﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:35:16
126 1081 鈴木 貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 愛知県 1:35:21
127 662 石田 豪 ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 焼津市 静岡走ろう会 1:35:21
128 795 穂積 修 ﾎﾂﾞﾐ ｵｻﾑ 神奈川県 1:35:24
129 174 大脇 弘憲 ｵｵﾜｷ ﾋﾛﾉﾘ 裾野市 東海大翔洋おやじーず 1:35:36
130 900 武藤 誠志 ﾑﾄｳ ｾｲｼ 御前崎市 中部電力 1:35:37
131 351 渡部 智一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 磐田市 1:35:39
132 774 杉山 卓 ｽｷﾞﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 沼津市 ＮＣ 1:35:50
133 891 津原 明人 ﾂﾊﾗ ｱｷﾋﾄ 袋井市 上石野ＡＣ 1:36:12
134 625 鈴木 弘康 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 阿多古でんでん虫 1:36:17
135 215 大石 勤哉 ｵｵｲｼ ｷﾝﾔ 浜松市 うめモモさくら 1:36:17
136 432 藤原 次郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞﾛｳ 愛知県 1:36:41
137 970 窪野 隆将 ｸﾎﾞﾉ ﾀｶﾏｻ 掛川市 ロッカフェラーレーシング 1:36:47
138 517 辻 彰浩 ﾂｼﾞ ｱｷﾋﾛ 浜松市 浜松ホトニクス 1:36:48
139 984 牧野 智也 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾔ 清水町 ◆走遊会◆ 1:36:51
140 379 飯沼 憲一 ｲｲﾇﾏ ﾉﾘｶｽﾞ 愛知県 1:36:57
141 636 天野 淳之 ｱﾏﾉ ｱﾂｼ 掛川市 1:37:01
142 500 渡邊 信明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 浜松市 1:37:01
143 693 小倉 光博 ｵｸﾞﾗ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 1:37:03
144 249 内山 智晴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 袋井市 ＴＥＡＭ３００ 1:37:07
145 633 松永 充孝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾂﾀｶ 浜松市 浜松うましか 1:37:09
146 546 大橋 弘佳 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾖｼ 磐田市 1:37:20
147 203 寺田 芳明 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 袋井市 中東遠総合医療センター 1:37:21
148 922 丸野 祐介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 磐田市 1:37:23
149 958 山崎 亮二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ 浜松市 スマイリー 1:37:30
150 1999 大石 勝也 ｵｵｲｼ ｶﾂﾔ 清水町 1:37:31
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151 425 松下 育宏 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:37:32
152 848 高橋 紀雄 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 愛知県 鍼灸たかはし 1:37:34
153 430 望月 雄司 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｼﾞ 静岡市 財団ランナーズ 1:37:38
154 746 佐内 秀輔 ｻﾅｲ ｼｭｳｽｹ 浜松市 ●●● 1:37:41
155 675 藤森 達也 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾂﾔ 浜松市 1:37:41
156 749 山本 陽三 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｿﾞｳ 磐田市 1:37:50
157 648 小長谷 健 ｺﾅｶﾞﾔ ｹﾝ 静岡市 1:37:50
158 1373 大場 俊 ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ 浜松市 1:37:52
159 559 古川 雅英 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 浜松市 か ず ま 1:37:54
160 609 田中 一成 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾅﾙ 浜松市 1:37:55
161 1193 岩崎 康祐 ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ 静岡市 1:37:56
162 599 所 雅樹 ﾄｺﾛ ﾏｻｷ 愛知県 1:38:02
163 1048 長崎 修 ﾅｶﾞｻｷ ｵｻﾑ 清水町 1:38:11
164 1033 塚本 健二 ﾂｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 島田市 チーム１６８ 1:38:12
165 602 本田 浩一郎 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 掛川市 静岡地方法務局 1:38:18
166 121 小林 勇人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 静岡市 静岡陸協 1:38:21
167 750 吉田 智宏 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 掛川市 ケイフィット 1:38:21
168 1028 紅林 隆志 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 三島市 三島楽走会 1:38:30
169 752 小澤 司 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 浜松市 1:38:31
170 470 木下 智行 ｷｼﾀ ﾄﾓﾕｷ 掛川市 1:38:34
171 422 柘植 英明 ﾂｹﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 大垣ピストンズ 1:38:35
172 361 佐野 明則 ｻﾉ ｱｷﾉﾘ 富士市 1:38:38
173 1259 中村 真也 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾔ 袋井市 上石野ＡＣ 1:38:42
174 1051 寺島 淳也 ﾃﾗｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 1:38:44
175 478 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ 藤枝市 ＡＲＣ静岡 1:38:45
176 1001 鈴木 康一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 浜松市 ＳＣＭ浜松ＲＣ 1:38:51
177 998 渡辺 直彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋｺ 浜松市 1:38:55
178 472 高柳 賢二 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 1:39:02
179 925 荒川 智浩 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:39:03
180 461 原 洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 磐田市 ヤマハ発動機ＲＣ 1:39:06
181 142 染谷 幸典 ｿﾒﾔ ﾕｷﾉﾘ 埼玉県 1:39:10
182 526 村木 悦郎 ﾑﾗｷ ｴﾂﾛｳ 浜松市 1:39:14
183 634 寺田 成男 ﾃﾗﾀﾞ ｼｹﾞｵ 牧之原市 マニュライフ生命 1:39:15
184 505 宮本 寿崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾀｶ 御前崎市 御前崎市体協陸上部 1:39:16
185 738 本木 隆史 ﾓﾄｷ ﾀｶｼ 浜松市 聖隷駅伝部 1:39:24
186 569 杉浦 洋 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 中馬塾 1:39:25
187 1270 島 章悟 ｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 1:39:26
188 5523 三室 孝光 ﾐﾑﾛ ﾀｶﾐﾂ 浜松市 1:39:29
189 1021 仲田 道明 ﾅｶﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 函南町 1:39:32
190 946 嶋田 総 ｼﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 静岡市 1:39:34
191 1273 辻 和哉 ﾂｼﾞ ｶｽﾞﾔ 浜松市 1:39:46
192 373 日比 保 ﾋﾋﾞ ﾀﾓﾂ 愛知県 名城ＡＲＣ 1:39:47
193 930 佐藤 邦春 ｻﾄｳ ｸﾆﾊﾙ 神奈川県 1:39:47
194 779 小澤 正弘 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 袋井市 マイコレクター 1:39:49
195 621 宮本 昌俊 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 磐田市 チーム岡本 1:39:56
196 1704 鈴木 道崇 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾀｶ 浜松市 1:40:02
197 653 長坂 康弘 ﾅｶﾞｻｶ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 オーエスジー 1:40:10
198 1335 竹田 康太 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾀ 静岡市 1:40:13
199 836 町田 利朗 ﾏﾁﾀﾞ ﾄｼﾛｳ 浜松市 チームエボルト 1:40:13
200 828 藤原 和久 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡市 1:40:16
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201 1109 大橋 聡 ｵｵﾊｼ ｻﾄｼ 掛川市 新茶チャレンジ 1:40:20
202 241 大脇 和夫 ｵｵﾜｷ ｶｽﾞｵ 愛知県 海キチレンジャー 1:40:26
203 1112 岡田 陽平 ｵｶﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 藤枝市 1:40:28
204 644 秋谷 剛史 ｱｷﾔ ﾀｶｼ 埼玉県 川研ＪＣ 1:40:31
205 178 白柳 賢吾 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ｹﾝｺﾞ 磐田市 中部電力 1:40:31
206 833 浜名 康全 ﾊﾏﾅ ﾔｽﾏｻ 浜松市 浜松ホトニクス 1:40:38
207 331 右原 昌幸 ｳﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 伊豆市 1:40:38
208 715 荒波 孝仁 ｱﾗﾅﾐ ﾀｶﾋﾄ 御前崎市 ７３ｓＲＣ 1:40:59
209 2472 長濱 宏太 ﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳﾀ 函南町 静岡南郵便局 1:41:03
210 1044 石部 賢史 ｲｼﾍﾞ ｻﾄｼ 埼玉県 1:41:05
211 953 蔦保 佳伸 ﾂﾀﾎ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜松市 1:41:06
212 976 定村 勝敏 ｼﾞｮｳﾑﾗ ｶﾂﾄｼ 富山県 1:41:12
213 539 平野 朗 ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 浜松市 下百古里ＡＣ 1:41:13
214 390 田中 大輔 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 桜台ＲＴ北遠支部 1:41:16
215 1035 奥村 雄一朗 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 袋井市 1:41:18
216 908 野口 雄理 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 磐田市 ＳＡＣ磐田 1:41:20
217 104 深津 祥文 ﾌｶﾂ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 1:41:20
218 757 田中 秀幸 ﾀﾅｶ ｼｭｳｺｳ 静岡市 服織熱血陸上部 1:41:28
219 1103 小野 直輝 ｵﾉ ﾅｵｷ 御前崎市 1:41:32
220 1275 岡本 大輔 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 1:41:32
221 488 西川 慎二 ﾆｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 浜松市 なっく 1:41:32
222 1232 森上 浩和 ﾓﾘｶﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 1:41:37
223 651 西川 由明 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ 浜松市 美薗ＲＣ 1:41:50
224 1009 西山 和範 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 浜松市 スズキ 1:41:50
225 255 瀧川 典宏 ﾀｷｶﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 静岡市 1:42:00
226 1131 舟橋 真 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｺﾄ 浜松市 日販浜松さてらいと 1:42:06
227 1414 一島 弘明 ｲﾁｼﾏ ﾋﾛｱｷ 浜松市 浜松懸垂クラブ 1:42:25
228 1123 垂水 聖治 ﾀﾙﾐ ｾｲｼﾞ 磐田市 直希～ズ 1:42:32
229 2054 生熊 章吾 ｲｸﾏ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 1:42:37
230 1225 高田 敏樹 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｷ 浜松市 ＫＳＫ 1:42:41
231 130 齋藤 泰宏 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 沼津市 陸上自衛隊 1:42:44
232 718 木村 達徳 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾉﾘ 御殿場市 御殿場滝ケ原自衛隊評価支援隊 1:42:47
233 336 横井 俊彦 ﾖｺｲ ﾄｼﾋｺ 浜松市 チーム走る男 1:42:51
234 1184 名倉 孝 ﾅｸﾞﾗ ﾀｶｼ 磐田市 磐田走る男 1:42:51
235 852 勝村 弘和 ｶﾂﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 1:42:57
236 518 西尾 浩二 ﾆｼｵ ｺｳｼﾞ 静岡市 1:43:08
237 2732 久世 伸二郎 ｸｾﾞ ｼﾝｼﾞﾛｳ 愛知県 1:43:09
238 1881 塚本 晃史 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾄ 菊川市 1:43:10
239 1276 南 義高 ﾐﾅﾐ ﾖｼﾀｶ 浜松市 1:43:12
240 5477 伊藤 千聡 ｲﾄｳ ﾁｻﾄ 袋井市 1:43:12
241 903 高橋 洋樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 大阪府 1:43:13
242 1838 中村 祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 磐田市 チームブルーアイランド 1:43:15
243 1073 菅野 克俊 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ 浜松市 1:43:39
244 391 渡邉 龍一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 浜松市 Ｒｕｎｊｏｇ中部 1:43:41
245 1823 森下 勝典 ﾓﾘｼﾀ ｶﾂﾉﾘ 藤枝市 かみそひ 1:43:43
246 968 渡邉 裕一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 山梨県 1:43:46
247 1289 齋藤 英輔 ｻｲﾄｳ ｴｲｽｹ 静岡市 1:43:50
248 1409 坂田 倫昭 ｻｶﾀ ﾐﾁｱｷ 静岡市 丸子二家屋走快 1:44:03
249 1252 岡田 渉 ｵｶﾀﾞ ﾜﾀﾙ 浜松市 ポルシェ浜松 1:44:10
250 1052 羽場 大輔 ﾊﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 ＤＭＩランナーズクラブ 1:44:13
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251 745 加藤 康弘 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 1:44:14
252 1241 井上 むさし ｲﾉｳｴ ﾑｻｼ 掛川市 1:44:19
253 3262 中村 剛久 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 吉田町 中部プラントサービス 1:44:22
254 1310 松浦 伸昭 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 愛知県 1:44:22
255 878 土井 敦雄 ﾄﾞｲ ｱﾂｵ 愛知県 1:44:30
256 1341 山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川県 1:44:30
257 838 戸田 愼太郎 ﾄﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 辰巳ランニングサークル 1:44:31
258 387 吉宮 大樹 ﾖｼﾐﾔ ﾀﾞｲｷ 浜松市 1:44:32
259 1119 小柳 公伸 ｺﾔﾅｷﾞ ｷﾐﾉﾌﾞ 掛川市 1:44:37
260 910 嶋田 浩之 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 島田市 1:44:43
261 1582 伊藤 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 浜松市 1:44:43
262 212 山本 信大 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 湖西市 ラップタイム 1:44:46
263 1326 前田 彰 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 沼津市 1:44:48
264 824 山本 政和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 袋井市 磐田市立向笠小学校 1:44:53
265 707 横道 泰隆 ﾖｺﾐﾁ ﾔｽﾀｶ 袋井市 シロナガス 1:44:55
266 413 松永 忠彦 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾀﾞﾋｺ 藤枝市 まつなが耳鼻咽喉科クリニック 1:45:08
267 1631 佐野 直孝 ｻﾉ ﾅｵﾀｶ 藤枝市 石津新田 1:45:09
268 940 白尾谷 武彦 ｼﾗｵﾔ ﾀｹﾋｺ 磐田市 Ｅ．Ｘ．Ｒ 1:45:10
269 3498 長島 豊 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾀｶ 静岡市 日本理化製紙 1:45:11
270 1365 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 愛知県 小林クリエイト 1:45:16
271 2253 福島 由久 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋｻ 藤枝市 1:45:19
272 803 高橋 正樹 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 愛知県 1:45:22
273 1101 寺澤 真毅 ﾃﾗｻﾜ ﾏｻｷ 浜松市 1:45:26
274 1911 清澤 勇作 ｷﾖｻﾜ ﾕｳｻｸ 磐田市 ＡＫＲ４８ 1:45:27
275 137 高橋 幸裕 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 島田市 中部プラント 1:45:28
276 5393 新村 大輔 ｼﾝﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:45:32
277 1155 宇井 啓修 ｳｲ ｱｷﾉﾌﾞ 磐田市 サカタのタネ 1:45:33
278 1415 山本 康人 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ 磐田市 1:45:37
279 5133 杉本 亮 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 沼津市 1:45:41
280 1316 澤田 幸範 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 富士市 ブンブン 1:45:43
281 5208 河野 茂晴 ｺｳﾉ ｼｹﾞﾊﾙ 島田市 1:45:48
282 550 上野 智之 ｳｴﾉ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 チームエボルト 1:45:54
283 1777 吉田 祐教 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾉﾘ 浜松市 1:45:59
284 1212 新島 邦行 ﾆｲｼﾞﾏ ｸﾆﾕｷ 掛川市 スズキ相良 1:46:01
285 844 石岡 伸康 ｲｼｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 浜松市 1:46:08
286 2050 中野 智裕 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 1:46:10
287 1656 土石川 誠司 ﾄｲｼｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 愛知県 1:46:16
288 1899 守屋 多加志 ﾓﾘﾔ ﾀｶｼ 浜松市 浜松磐田信用金庫 1:46:18
289 1559 鈴木 景士 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 浜松市 株式会社 共和 積志事務所 1:46:20
290 652 金子 教知志 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾄｼ 浜松市 1:46:25
291 1598 鈴木 恵三 ｽｽﾞｷ ｹｲｿﾞｳ 愛知県 1:46:26
292 1312 鈴木 智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 浜松市 1:46:28
293 695 茨木 康充 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾔｽﾐﾂ 島田市 オレトレ 1:46:31
294 1236 内藤 源城 ﾅｲﾄｳ ﾓﾄｷ 湖西市 1:46:34
295 727 広地 正樹 ﾋﾛﾁ ﾏｻｷ 袋井市 1:46:34
296 5024 林 誠司 ﾊﾔｼ ｾｲｼﾞ 愛知県 1:46:40
297 2111 安藤 千博 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾋﾛ 掛川市 中部電力 1:46:41
298 161 松本 隆太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 浜松光電 1:46:43
299 287 栗坂 真弘 ｸﾘｻｶ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 軟弱者 1:46:44
300 1388 中島 勧 ﾅｶｼﾞﾏ ｽｽﾑ 湖西市 1:46:45
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301 2512 萩原 宰 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾂｶｻ 磐田市 1:46:49
302 1237 中村 幸治 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:46:50
303 383 船橋 義也 ﾌﾅﾊｼ ﾖｼﾔ 磐田市 1:46:53
304 3338 粟野 光裕 ｱﾜﾉ ﾐﾂﾋﾛ 藤枝市 チームぼっち 1:47:20
305 884 高木 寿也 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾔ 磐田市 1:47:27
306 1162 内山 正浩 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:47:30
307 5273 澁谷 順平 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 浜松市 1:47:33
308 1385 横井 正彦 ﾖｺｲ ﾏｻﾋｺ 愛知県 1:47:37
309 1550 山田 秀史 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 磐田市 1:47:37
310 468 竹下 正芳 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾖｼ 浜松市 1:47:44
311 841 磯田 進也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ 浜松市 サイコアスロン静岡 1:47:47
312 292 児玉 充 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾂﾙ 浜松市 矢崎ＥＳ天竜 1:47:48
313 5518 佐藤 慶治 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 静岡市 ＮＢ 1:47:48
314 916 鴨下 雅樹 ｶﾓｼﾀ ﾏｻｷ 愛知県 1:47:53
315 614 戸塚 孝宏 ﾄﾂｶ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 1:48:03
316 5285 柴田 健策 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｻｸ 焼津市 1:48:04
317 1274 朝倉 康人 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 浜松市 1:48:06
318 2714 加藤 秀一 ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 掛川市 掛川ケイフィット 1:48:08
319 1332 佐藤 学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 1:48:09
320 2879 松野 和宏 ﾏﾂﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 1:48:10
321 1429 松本 敬介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 浜松市 1:48:11
322 1468 荒木 大介 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:48:14
323 5525 永井 利直 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾅｵ 磐田市 1:48:16
324 1218 樋爪 一雄 ﾄｲﾂﾞﾒ ｶｽﾞｵ 浜松市 1:48:20
325 1138 黒木 友彦 ｸﾛｷ ﾄﾓﾋｺ 愛知県 ぶっと部 1:48:21
326 1663 齋藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 磐田市 ＹＥＲＣ 1:48:22
327 1492 平松 辰哉 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾂﾔ 浜松市 藤が丘 1:48:24
328 735 中村 暢秀 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:48:26
329 2265 渡邉 恒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ 磐田市 1:48:30
330 1799 金森 誠治 ｶﾅﾓﾘ ｾｲｼﾞ 三重県 1:48:34
331 4520 成島 道樹 ﾅﾙｼﾏ ﾐﾁｷ 静岡市 清水厚生病院 1:48:42
332 1459 伊藤 寿弥 ｲﾄｳ ﾄｼﾔ 静岡市 八神製作所 1:48:45
333 1263 田中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 愛知県 1:48:47
334 1875 浅川 功 ｱｻｶﾜ ｲｻｵ 静岡市 1:48:50
335 1816 城所 誉 ｷﾄﾞｺﾛ ﾎﾏﾚ 愛知県 1:48:51
336 2625 佐藤 工 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 藤枝市 1:48:53
337 3924 宮下 慎也 ﾐﾔｼﾀ ｼﾝﾔ 浜松市 機構Ｇランニングクラブ 1:48:58
338 1486 鈴木 隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 湖西市 1:49:02
339 754 新関 雄也 ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳﾔ 静岡市 ネオ工芸 1:49:08
340 2047 佐藤 秀一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 富士市 1:49:12
341 785 菊谷 輝明 ｷｸﾀﾆ ﾃﾙｱｷ 愛知県 1:49:13
342 4734 窪田 正昭 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻｱｷ 静岡市 信濃商事ＲＣ 1:49:13
343 1023 清水 利至 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾐﾁ 静岡市 清水建築設計室 1:49:14
344 1574 古川 康弘 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 1:49:15
345 2585 伊藤 昇一 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 静岡市 1:49:15
346 1944 松山 幸稔 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ 浜松市 ベルソニカ 1:49:16
347 1779 谷本 真道 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾄﾞｳ 三重県 谷本ランニングクラブＴＲＣ 1:49:21
348 980 多賀 喜彦 ﾀｶﾞ ﾖｼﾋｺ 浜松市 きんでん静岡ＲＣ 1:49:27
349 4046 吉澤 昌晃 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 焼津市 1:49:29
350 943 西澤 慶生 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼｵ 浜松市 1:49:29
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351 812 市川 晋司 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:49:30
352 1311 依田 聡 ﾖﾀﾞ ｻﾄｼ 浜松市 ワンリーフ佐鳴湖 1:49:32
353 1022 中林 聡 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 浜松市 1:49:32
354 5562 久保 慎吾 ｸﾎﾞ ｼﾝｺﾞ 愛知県 健脚促進部 1:49:43
355 1357 渥美 和久 ｱﾂﾐ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 1:49:48
356 2478 池田 智洋 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:49:48
357 1681 市川 博康 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 静岡市 1:49:48
358 1556 齋藤 明宏 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 浜松市 1:49:51
359 4288 久米 健介 ｸﾒ ｹﾝｽｹ 浜松市 1:49:55
360 1446 和田 貴則 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 1:49:55
361 489 酒井 大介 ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 すべさか会 1:49:59
362 4158 鶴見 春之 ﾂﾙﾐ ﾊﾙﾕｷ 愛知県 1:50:01
363 1056 鈴木 政明 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 磐田市 トライファイタ 1:50:02
364 1905 須網 政浩 ｽｱﾐ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 すあみ眼科 1:50:05
365 1166 新田 法男 ﾆｯﾀ ﾉﾘｵ 沼津市 日本郵便 1:50:06
366 1484 永藤 裕介 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 ＲＥＶ４６ 1:50:11
367 2031 下村 大介 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 袋井市 1:50:12
368 1227 石井 謙 ｲｼｲ ｹﾝ 浜松市 1:50:12
369 1231 藤田 剛 ﾌｼﾞﾀ ｺﾞｳ 愛知県 1:50:15
370 1763 山口 充夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 愛知県 1:50:18
371 492 岸本 修一郎 ｷｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 藤枝市 タリーズコーヒー 1:50:23
372 1367 手塚 真一 ﾃﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ 浜松市 ＩＴＡ浜松 1:50:25
373 1956 松岡 聡 ﾏﾂｵｶ ｻﾄｼ 東京都 アミノ多摩川 1:50:27
374 1376 鹿山 哲志 ｶﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ 愛知県 1:50:30
375 1207 林 友和 ﾊﾔｼ ﾄﾓｶｽﾞ 磐田市 ソミックＲＣ 1:50:32
376 1337 平野 雅之 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾕｷ 磐田市 1:50:32
377 1853 塩澤 朝彦 ｼｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 磐田市 1:50:38
378 1974 鈴木 辰矢 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 森町 1:50:42
379 1769 水野 成志 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｼﾞ 静岡市 みずのクリニック 1:50:44
380 2131 小池 一 ｺｲｹ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:50:44
381 1528 曽根 工 ｿﾈ ﾀｸﾐ 藤枝市 1:50:45
382 1397 藤森 健 ﾌｼﾞﾓﾘ ｷﾖｼ 磐田市 ショーワＲＣ 1:50:47
383 2786 望月 倫久 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐﾁﾋｻ 静岡市 井川クチミントンクラブ 1:50:49
384 2002 志村 友康 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ 磐田市 猛虎会 1:50:50
385 1318 塚本 直之 ﾂｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 湖西市 1:50:51
386 2568 柳澤 修 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｻﾑ 長野県 諏訪湖マラソン事務局 1:50:54
387 1954 都丸 淳 ﾄﾏﾙ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:50:56
388 1019 渡邊 浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 浜松市 浜松市役所 1:50:58
389 1474 池田 容一郎 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:50:58
390 2228 近藤 佳明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 磐田市 磐田市 1:51:00
391 1610 金原 新 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱﾗﾀ 磐田市 1:51:03
392 2225 柴田 武洋 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾋﾛ 袋井市 走ＲＵＮ 1:51:16
393 1329 大場 清弘 ｵｵﾊﾞ ｷﾖﾋﾛ 浜松市 1:51:21
394 1522 尾澤 秀隆 ｵｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 藤枝市 チーム広幡 1:51:22
395 454 松下 和昭 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 三重県 1:51:24
396 2880 大橋 和寿 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ 浜松市 辰巳ランニング 1:51:25
397 1443 渡部 恭弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 1:51:31
398 3637 古澤 光規 ﾌﾙｻﾜ ﾐﾂﾉﾘ 三島市 クロップス・クルー 1:51:34
399 1836 高野 剛 ﾀｶﾉ ﾂﾖｼ 湖西市 1:51:41
400 920 溝口 陽一 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 掛川市 気分走会 1:51:42
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401 2229 高村 正和 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 辰巳ランニングクラブ 1:51:45
402 1906 内山 連 ｳﾁﾔﾏ ﾑﾗｼﾞ 磐田市 1:51:46
403 1130 吉村 真樹 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻｷ 御前崎市 1:51:46
404 713 式守 啓介 ｼｷﾓﾘ ｹｲｽｹ 静岡市 カトケンカルテット 1:51:59
405 1831 原口 真文 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 1:52:00
406 3045 土屋 健吉 ﾂﾁﾔ ｹﾝｷﾁ 愛知県 1:52:03
407 1759 矢澤 朋也 ﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾅﾘ 愛知県 1:52:03
408 1122 服部 泰典 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 1:52:13
409 632 柴田 昇平 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 愛知県 トヨタジョイステイ 1:52:17
410 1163 浅羽 俊光 ｱｻﾊﾞ ﾄｼﾐﾂ 袋井市 大進堂 1:52:19
411 1031 嶋 伸夫 ｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 三重県 1:52:20
412 424 池袋 寛和 ｲｹﾌﾞｸﾛ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 チームスイハナ 1:52:22
413 2543 小澤 亮 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳ 静岡市 1:52:24
414 2520 馬渕 隆 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶｼ 浜松市 1:52:26
415 1885 大塚 栄章 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｱｷ 掛川市 秋葉路陸上部 1:52:26
416 364 武岡 成人 ﾀｹｵｶ ｼｹﾞﾄ 浜松市 ＳＩＳＴ 音研 1:52:30
417 1038 岡田 司 ｵｶﾀﾞ ﾂｶｻ 愛知県 1:52:32
418 5313 東田 和文 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 愛知県 1:52:32
419 2696 小原 隆司 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 1:52:37
420 2074 斉藤 将 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 袋井市 中部電力（株） 1:52:38
421 4546 新藤 和人 ｼﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄ 岐阜県 1:52:38
422 3669 大場 敦夫 ｵｵﾊﾞ ｱﾂｵ 磐田市 1:52:39
423 2843 玄幡 尚和 ｹﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｶｽﾞ 浜松市 1:52:44
424 1352 松岡 正展 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾉﾌﾞ 静岡市 1:52:54
425 2158 高橋 佑輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 掛川市 1:52:56
426 5079 小野 貴史 ｵﾉ ﾀｶﾌﾐ 磐田市 1:52:56
427 767 中島 唯宣 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 袋井市 矢崎天竜 1:52:57
428 511 金原 憲 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀﾀﾞｼ 袋井市 上石野ＡＣ 1:53:01
429 983 伊藤 治人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ 浜松市 ＮＡＣ 1:53:06
430 2334 榛葉 英大 ｼﾝﾊﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 掛川市 伊達方ＡＣ 1:53:07
431 2557 大塚 温久 ｵｵﾂｶ ﾊﾙﾋｻ 掛川市 中部電力 1:53:15
432 1749 伊藤 祐次 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 岐阜県 1:53:17
433 1569 篠ヶ瀬 有一郎 ｻｻｶﾞｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 ＪоｇＮоｔｅ 1:53:18
434 1360 村松 茂 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 静岡市 水曜練習会 1:53:20
435 2536 高木 紀男 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｵ 愛知県 1:53:21
436 2122 新舩 直人 ｱﾗﾌﾈ ﾅｵﾄ 埼玉県 1:53:21
437 3527 橋口 逸朗 ﾊｼｸﾞﾁ ｲﾂﾛｳ 愛知県 キカントス 1:53:22
438 2505 今井 尚樹 ｲﾏｲ ﾅｵｷ 愛知県 1:53:23
439 3575 小黒 圭三 ｵｸﾞﾛ ｹｲｿﾞｳ 愛知県 1:53:25
440 2048 石山 哲也 ｲｼﾔﾏ ﾃﾂﾔ 掛川市 1:53:36
441 1540 新貝 光範 ｼﾝｶﾞｲ ﾐﾂﾉﾘ 磐田市 壱ラン 1:53:37
442 950 菊池 真孝 ｷｸﾁ ﾏｻﾀｶ 兵庫県 1:53:39
443 889 野口 勇 ﾉｸﾞﾁ ｲｻﾑ 浜松市 アルモニコス 1:53:40
444 5211 新発田 直之 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵﾕｷ 浜松市 1:53:42
445 938 天野 高幸 ｱﾏﾉ ﾀｶﾕｷ 浜松市 あまラン 1:53:44
446 1343 井口 聡 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ 愛知県 1:53:44
447 2062 柴田 貴章 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 磐田市 1:53:46
448 1907 小林 朋博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:53:51
449 5318 山本 達史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｼ 愛知県 ストーンリバーズ 1:53:57
450 2376 青嶋 英生 ｱｵｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 1:53:57
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451 2666 嶋 秀典 ｼﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 石川県 1:54:00
452 870 相地 究三 ｱｲﾁ ｷｭｳｿﾞｳ 掛川市 丸山製茶 1:54:00
453 2546 浅野 邦夫 ｱｻﾉ ｸﾆｵ 愛知県 1:54:06
454 736 瀧澤 幸也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 浜松市 アイジー 1:54:11
455 3212 武井 聡 ﾀｹｲ ｻﾄｼ 三島市 しゃぎらーズ 1:54:17
456 1923 渡辺 心 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 静岡市 1:54:18
457 5367 竹川 澄彦 ﾀｹｶﾜ ｽﾐﾋｺ 浜松市 1:54:19
458 2170 スズキ ヒロキ ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 沼津市 1:54:21
459 445 木下 航 ｷﾉｼﾀ ﾜﾀﾙ 伊豆市 1:54:22
460 1394 久野 優樹 ｸﾉ ﾏｻｷ 焼津市 1:54:24
461 1928 松橋 亨 ﾏﾂﾊｼ ﾄｵﾙ 浜松市 1:54:24
462 1423 榎本 知久 ｴﾉﾓﾄ ﾄﾓﾋｻ 愛知県 1:54:29
463 1997 小松 裕 ｺﾏﾂ ﾕﾀｶ 愛知県 1:54:31
464 888 萩原 隆行 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 浜松市 1:54:31
465 2066 池ヶ谷 孝巳 ｲｹｶﾞﾔ ﾀｶﾐ 浜松市 ＮＡＣ 1:54:34
466 1570 草本 亮一 ｸｻﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 愛知県 ぶっと部 1:54:38
467 1180 中澤 毅 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 1:54:45
468 1202 鈴木 清隆 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾀｶ 袋井市 ＥＮＤＯ 1:54:46
469 2571 山下 浩史 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 浜松市 1:54:49
470 2555 杉村 龍二 ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 島田市 スラッシュ 1:54:56
471 2712 氏原 誠 ｳｼﾞﾊﾗ ﾏｺﾄ 浜松市 1:54:57
472 2085 大場 義文 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾌﾐ 掛川市 1:54:58
473 1870 中村 晃道 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾐﾁ 浜松市 1:54:59
474 5488 中谷 正喜 ﾅｶﾀﾆ ﾏｻｷ 静岡市 1:55:02
475 1951 山崎 勝之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 掛川市 伊達方ＡＣ 1:55:09
476 995 可知 政徳 ｶﾁ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 1:55:12
477 5361 今村 真敏 ｲﾏﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 三重県 1:55:13
478 2381 中川 善富 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾄﾐ 磐田市 ＲＥＶ４６ 1:55:17
479 5139 西田 哲実 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂﾐ 浜松市 1:55:18
480 1485 満留 拓雄 ﾐﾂﾄﾒ ﾀｸｵ 浜松市 大興金属 1:55:21
481 1752 新川 泰紀 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 富士宮市 1:55:23
482 1913 佐原 英雄 ｻﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 湖西市 1:55:23
483 2282 勝又 賢一 ｶﾂﾏﾀ ｹﾝｲﾁ 袋井市 1:55:23
484 1639 鳥山 昇吾 ﾄﾘﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 チーム鳥山 1:55:25
485 2223 井上 基貴 ｲﾉｳｴ ﾓﾄｷ 御殿場市 1:55:28
486 2601 川東 摂 ｶﾜﾋｶﾞｼ ｵｻﾑ 愛知県 1:55:29
487 1523 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 磐田市 1:55:30
488 1650 仙田 力也 ｾﾝﾀﾞ ﾘｷﾔ 愛知県 1:55:38
489 1869 松沢 慎悟 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 長野県 ニッパツＲＣ 1:55:41
490 1737 川島 久幸 ｶﾜｼﾏ ﾋｻﾕｷ 磐田市 1:55:43
491 1504 古城 文彦 ﾌﾙｼﾛ ﾌﾐﾋｺ 磐田市 1:55:46
492 3651 堀田 晃平 ﾎﾘﾀ ｺｳﾍｲ 静岡市 1:55:47
493 1670 清水 素一 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄｶｽﾞ 浜松市 1:55:49
494 948 木南 晶仁 ｷﾅﾐ ｱｷﾋﾄ 静岡市 1:55:53
495 2080 下斗米 達也 ｼﾓﾄﾏｲ ﾀﾂﾔ 浜松市 1:55:55
496 2480 鈴木 隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 ラブマリーンズ 1:55:57
497 3438 石川 哲三 ｲｼｶﾜ ﾃﾂｿﾞｳ 富士市 1:55:59
498 3841 小出 裕介 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:55:59
499 1026 内山 宗芳 ｳﾁﾔﾏ ﾑﾈﾖｼ 浜松市 1:56:00
500 1791 岩瀬 道明 ｲﾜｾ ﾐﾁｱｷ 愛知県 1:56:04
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501 5199 矢部 哲也 ﾔﾍﾞ ﾃﾂﾔ 静岡市 1:56:05
502 2409 田中 努 ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ 富士宮市 ＨＩＰＥＲＭＡＸ 1:56:14
503 2783 嶋村 健一 ｼﾏﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 富士宮市 1:56:20
504 2489 金田 直樹 ｶﾈﾀ ﾅｵｷ 浜松市 1:56:24
505 914 鈴木 宏幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:56:26
506 1041 那須田 治久 ﾅｽﾀﾞ ﾊﾙﾋｻ 浜松市 1:56:28
507 5129 増田 克幸 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 静岡市 1:56:30
508 1987 庄司 勇一郎 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 1:56:31
509 1209 服部 英典 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 1:56:32
510 1859 大久保 和久 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 Ｒ＆Ｊ 1:56:35
511 1169 望月 雄介 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ 静岡市 静岡地方検察庁 1:56:39
512 1886 小川 淳一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 1:56:40
513 932 水谷 篤史 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｼ 浜松市 ＨＡＭＡＴＯＲＡ 1:56:41
514 5415 中村 光年 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ 静岡市 1:56:44
515 1153 中川 祐介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:56:49
516 1583 西岡 洋輔 ﾆｼｵｶ ﾖｳｽｹ 御前崎市 こなもん小吉 1:56:52
517 2343 山本 佳之 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 掛川市 1:56:54
518 1825 溝畑 治樹 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ 滋賀県 1:56:55
519 737 伊池 友治 ｲｲｹ ﾄﾓﾊﾙ 袋井市 1:56:56
520 5735 仁地 英晴 ﾆﾝﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 藤枝市 1:56:57
521 3168 伊藤 勝久 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｻ 浜松市 1:56:59
522 1697 池村 功樹 ｲｹﾑﾗ ｺｳｷ 愛知県 1:57:01
523 1221 位田 大樹 ｲﾀﾞ ﾀｲｷ 愛知県 ＡＲＢ 1:57:03
524 2148 田坂 大 ﾀｻｶ ﾀﾞｲ 愛知県 1:57:03
525 1516 加藤 賢吾 ｹﾝｺﾞ ｶﾄｳ 愛知県 1:57:04
526 2215 芦沢 智明 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 浜松市 アーレスティ 1:57:05
527 1239 田山 達朗 ﾀﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ 愛知県 Ｎワゴン同好会 1:57:08
528 2827 山本 朋宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 遠州鉄道 舘山寺営業所 1:57:13
529 1379 山元 健史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 愛知県 ストーンリバーズ 1:57:16
530 2736 吉田 圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 浜松市 1:57:21
531 1024 田中 智章 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 掛川市 粟レンジャー 1:57:22
532 2309 野口 由広 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 湖西市 1:57:23
533 2353 鈴木 雅彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 浜松市 スマイリー 1:57:24
534 1620 田中 啓太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 焼津市 1:57:24
535 4441 中村 典史 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 磐田市 ハマカスＴＡＢ 1:57:27
536 278 高橋 昌博 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 ＧＦＲ 1:57:27
537 3198 剣持 竜一 ｹﾝﾓﾁ ﾘｭｳｲﾁ 浜松市 ジュビロ 1:57:29
538 5190 飯塚 真人 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 静岡市 静岡走ろう会 1:57:33
539 1876 川上 真一 ｶﾜｶﾐ ｼﾝｲﾁ 湖西市 1:57:33
540 5017 加藤 雅樹 ｶﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 デルフィンゲン・ジャパン（株） 1:57:35
541 2039 河野 晶 ｺｳﾉ ｱｷﾗ 浜松市 大和証券 1:57:36
542 1106 松下 慎一 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝｲﾁ 御前崎市 1:57:37
543 769 園田 雅章 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｱｷ 島田市 あけみーず 1:57:38
544 1833 小野 哲 ｵﾉ ﾃﾂ 浜松市 ヤマハ発動機 1:57:49
545 2626 福田 真吾 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 浜松市 1:57:49
546 1860 松浦 雅俊 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾄｼ 三重県 1:57:54
547 1216 太田 充 ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ 磐田市 高橋レーシング 1:57:58
548 1177 中右 昌邦 ﾅｶｳ ﾏｻｸﾆ 菊川市 1:57:59
549 5095 金谷 吉浩 ｶﾅﾔ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 1:57:59
550 3164 小杉 和寿 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞﾄｼ 浜松市 1:58:03
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551 1637 内藤 秀和 ﾅｲﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:58:04
552 3031 後藤 充宏 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 いわきくＴＣ 1:58:06
553 1306 竹林 克文 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 スイラン 1:58:08
554 3055 青木 利恭 ｱｵｷ ﾄｼﾔｽ 静岡市 1:58:11
555 2829 福田 輝之 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 藤枝市 1:58:15
556 1941 田端 伸章 ﾀﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞｱｷ 浜松市 1:58:15
557 2533 高田 直哉 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵﾔ 三重県 1:58:16
558 1645 相模 正人 ｻｶﾞﾐ ﾏｻﾄ 浜松市 辰巳ランニングサークル 1:58:19
559 1450 中平 勝 ﾅｶﾋﾗ ﾏｻﾙ 岐阜県 1:58:19
560 1258 出口 正悟 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 Ｊ．Ｒ．Ｔ． 1:58:21
561 202 酒井 克彦 ｻｶｲ ｶﾂﾋｺ 袋井市 てんまＡＣ 1:58:23
562 2359 上原 リカルド ｳｴﾊﾗ ﾘｶﾙﾄﾞ 浜松市 1:58:23
563 44 伴 和久 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾋｻ 磐田市 1:58:23
564 3468 阿久津 雅彦 ｱｸﾂ ﾏｻﾋｺ 浜松市 1:58:23
565 3128 上小家 健一 ｶﾐｺﾔ ｹﾝｲﾁ 磐田市 1:58:25
566 2194 松村 俊明 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｱｷ 東京都 1:58:27
567 2594 竹内 敬俊 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄｼ 磐田市 調達走友会 1:58:28
568 1500 比知屋 悟朗 ﾋｼﾞﾔ ｺﾞﾛｳ 焼津市 チームＳＡＳＹＡ 1:58:30
569 3131 神麻 郁也 ｼﾞﾝﾏ ｲｸﾔ 浜松市 1:58:35
570 2582 伊藤 良二 ｲﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 1:58:36
571 2413 白石 充 ｼﾗｲｼ ﾐﾂﾙ 掛川市 1:58:43
572 3706 長崎 秀昭 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 1:58:45
573 1076 赤根 幸広 ｱｶﾈ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 1:58:47
574 1402 髙山 淳 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ 愛知県 稲熊製作所ＲＣ 1:58:48
575 1479 山下 太久真 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ 磐田市 1:58:53
576 5123 金原 一成 ｷﾝﾊﾟﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 静岡市 1:58:58
577 5757 浅野 智大 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 1:59:10
578 2006 井上 貴至 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 静岡市 1:59:11
579 1842 鈴木 政也 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 愛知県 1:59:11
580 2511 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 島田市 1:59:13
581 586 鶴屋 陽一 ﾂﾙﾔ ﾖｳｲﾁ 浜松市 ナチュラルフーズ 1:59:18
582 20005 阿部 貴弘 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 1:59:19
583 3511 大石 健 ｵｵｲｼ ｹﾝ 掛川市 中部電力 1:59:21
584 5096 大橋 耕司 ｵｵﾊｼ ｺｳｼﾞ 浜松市 1:59:23
585 2286 福澤 浩二 ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 磐田市 1:59:24
586 463 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 愛知県 伊良湖アトムズ 1:59:25
587 2199 大石 直典 ｵｵｲｼ ﾅｵﾉﾘ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 1:59:27
588 2873 鈴木 邦和 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾔｽ 浜松市 1:59:28
589 2287 西尾 宜紀 ﾆｼｵ ﾖｼﾉﾘ 袋井市 1:59:29
590 1648 早川 敏広 ﾊﾔｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 袋井市 上石野ＡＣ 1:59:30
591 2484 小澤 達也 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 掛川市 1:59:35
592 3670 久保田 康雅 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾏｻ 菊川市 1:59:40
593 5702 鎌田 伊佐雄 ｶﾏﾀ ｲｻｵ 掛川市 中部プラントサービス 1:59:42
594 2756 大田原 明洋 ｵｵﾀﾜﾗ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:59:45
595 2920 三谷 真史 ﾐﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 掛川市 アワゾン 1:59:48
596 5576 石田 貴人 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 湖西市 1:59:48
597 2761 海野 芳隆 ｳﾝﾉ ﾖｼﾀｶ 焼津市 1:59:50
598 2723 鳥居 孝章 ﾄﾘｲ ﾀｶｱｷ 焼津市 1:59:56
599 3388 中西 健一郎 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 1:59:56
600 1181 八谷 信 ﾔﾂﾔ ﾏｺﾄ 愛知県 1:59:58
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601 3205 斎 和広 ｻｲ ｶｽﾞﾋﾛ 牧之原市 1:59:58
602 1649 柴田 匡通 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾐﾁ 袋井市 上石野ＡＣ 1:59:58
603 1713 近藤 真紀夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｷｵ 愛知県 1:59:59
604 4694 山本 貴弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:00:04
605 3463 室 昭爾 ﾑﾛ ｼｮｳｼﾞ 掛川市 2:00:06
606 1866 田中 宏昌 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 栃木県 2:00:06
607 2423 長澤 康弘 ﾅｶﾞｻﾜ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 2:00:12
608 1682 山崎 広行 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:00:15
609 1350 岩井 隆昌 ｲﾜｲ ﾀｶﾏｻ 磐田市 2:00:16
610 2509 渥美 挙幸 ｱﾂﾐ ﾀｶﾕｷ 浜松市 2:00:17
611 783 米山 和彦 ﾖﾈﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 袋井市 上石野ＡＣ 2:00:21
612 2156 丸 泰之 ﾏﾙ ﾔｽﾕｷ 浜松市 2:00:24
613 5360 大橋 泰之 ｵｵﾊｼ ﾔｽﾕｷ 磐田市 2:00:28
614 1527 近藤 宏和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 花のくに 2:00:28
615 3414 坂田 昭吾 ｻｶﾀ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 雄踏ランニングクラブ 2:00:30
616 1104 大嶋 一伯 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 浜松市 2:00:39
617 3022 野口 明 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知県 2:00:41
618 1812 田畑 直樹 ﾀﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 神奈川県 2:00:42
619 2262 若杉 秀人 ﾜｶｽｷﾞ ﾋﾃﾞﾄ 浜松市 2:00:43
620 5275 寺田 修 ﾃﾗﾀﾞ ｵｻﾑ 静岡市 2:00:47
621 2350 増田 康宏 ﾏｽﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:00:54
622 3624 梅田 秀典 ｳﾒﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 裾野市 2:00:55
623 1334 永井 祐介 ﾅｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 静岡市 2:01:01
624 1919 鈴木 毅 ｽｽｷﾞ ﾀｹｼ 浜松市 浜松オートメーション 2:01:05
625 2076 粟倉 友之 ｱﾜｸﾗ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 2:01:07
626 2197 加藤 文隆 ｶﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 2:01:08
627 2198 門奈 良則 ﾓﾝﾅ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 2:01:09
628 2089 馬渕 真吾 ﾏﾌﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 磐田市 2:01:09
629 1066 池谷 朗 ｲｹﾔ ｱｷﾗ 浜松市 2:01:14
630 1248 大城 泰秀 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾋﾃﾞ 磐田市 チームかげやま 2:01:14
631 1986 山田 聖哉 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾔ 島田市 ヤマハ（株） 2:01:24
632 1449 金原 威 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀｹｼ 島田市 月例リバティー島田 2:01:28
633 4478 佐藤 弘之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 積水ハウス 2:01:30
634 3179 米田 悟 ﾖﾈﾀﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 2:01:35
635 842 大瀬 真一 ｵｵｾ ｼﾝｲﾁ 浜松市 浜水労 2:01:36
636 4890 内山 貢一 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｲﾁ 浜松市 2:01:41
637 95 杉山 幸基 ｽｷﾞﾔﾏ ｺｳｷ 静岡市 スマイリー 2:01:43
638 2166 中村 泰幸 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 浜松市 2:01:43
639 5641 福山 健一 ﾌｸﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 浜松市 2:01:48
640 3643 成田 政敏 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知県 バレッツ 2:01:49
641 1430 加茂 寿晃 ｶﾓ ﾄｼｱｷ 磐田市 ＮＡＣ 2:01:52
642 2244 山中 英利 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 2:01:53
643 1480 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 チームやっさん 2:01:55
644 1255 荘田 倫央 ｿｳﾀﾞ ﾐﾁﾋｻ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 2:01:57
645 5766 亀井 博元 ｶﾒｲ ﾋﾛﾕｷ 袋井市 コーニング 2:02:01
646 2544 鈴木 辰治 ｽｽﾞｷ ﾀﾂｼﾞ 浜松市 2:02:01
647 3177 水野 秀俊 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 御前崎市 こなもん中吉 2:02:08
648 4146 中村 大介 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 掛川市 2:02:29
649 3523 村松 良樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ 浜松市 2:02:29
650 3986 宇山 裕章 ｳﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 掛川市 2:02:30
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651 3446 小谷 尚文 ｺﾀﾆ ﾀｶﾌﾐ 磐田市 日本コヴィディエン 2:02:34
652 3905 有馬 寛之 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:02:44
653 905 森 幹晴 ﾓﾘ ﾐｷﾊﾙ 三重県 2:02:46
654 2588 秋野 大治 ｱｷﾉ ﾀﾞｲｼﾞ 島田市 キラメイク 2:02:46
655 1963 金原 辰夫 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀﾂｵ 袋井市 2:02:51
656 2187 小西 亮輔 ｺﾆｼ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 天竜川砂利プラント（協） 2:02:58
657 2690 大橋 玲児 ｵｵﾊｼ ﾚｲｼﾞ 静岡市 2:03:00
658 2720 服部 秀詔 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 掛川市 2:03:02
659 1444 山田 崇治 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 磐田市 2:03:04
660 3271 吉江 満 ﾖｼｴ ﾐﾂﾙ 浜松市 2:03:09
661 2000 井上 晋次 ｲﾉｳｴ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 2:03:14
662 3954 寺田 憲司 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 袋井市 走ＲＵＮ 2:03:16
663 5278 小杉 圭 ｺｽｷﾞ ｹｲ 浜松市 2:03:19
664 2424 三石 学 ﾐﾂｲｼ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 2:03:31
665 1901 榊原 大介 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 ８９４ＲＣ 2:03:35
666 3178 松井 利幸 ﾏﾂｲ ﾄｼﾕｷ 掛川市 こなもん大吉 2:03:41
667 5325 佐々木 明則 ｻｻｷ ｱｷﾉﾘ 浜松市 2:03:44
668 3788 村沢 功 ﾑﾗｻﾜ ｲｻｵ 東京都 2:03:46
669 2929 松尾 直行 ﾏﾂｵ ﾅｵﾕｷ 湖西市 2:03:49
670 3011 野口 寛洋 ﾉｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 愛知県 ＫＭＳ 2:03:53
671 3939 水野 祐二 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 磐田市 法多山 2:03:53
672 3376 大井 啓吾 ｵｵｲ ｹｲｺﾞ 浜松市 2:03:53
673 1994 大石 伸章 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞｱｷ 掛川市 2:03:57
674 1264 塩野 祥弘 ｼｵﾉ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 ランジョグ中部 2:04:04
675 2421 服部 文彦 ﾊｯﾄﾘ ﾌﾐﾋｺ 磐田市 チーム鳥山 2:04:04
676 1032 山口 博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 磐田市 静岡製機 2:04:06
677 4322 山本 智生 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 浜松市 2:04:07
678 2117 ヒガ マルセル ﾋｶﾞ ﾏﾙｾﾙ 浜松市 ヒラオカ 2:04:13
679 2654 元祐 真治 ﾓﾄｽｹ ｼﾝｼﾞ 富士宮市 ＨＩＰＥＲＭＡＸ 2:04:13
680 4896 渡会 高博 ﾜﾀﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 2:04:14
681 3553 ベイカー マシュー ﾍﾞｲｶｰ ﾏｼｭｰ 静岡市 2:04:15
682 575 イクタ キワム ｲｸﾀ ｷﾜﾑ 愛知県 2:04:18
683 2800 浜田 顕吉 ﾊﾏﾀﾞ ｹﾝｷﾁ 愛知県 2:04:18
684 1069 稲垣 真悟 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:04:22
685 1348 窪田 優 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾙ 愛知県 2:04:26
686 1222 照井 高史 ﾃﾙｲ ﾀｶｼ 愛知県 ＡＲＢ 2:04:31
687 2828 加藤 将健 ｶﾄｳ ﾏｻﾀｹ 埼玉県 2:04:44
688 2372 三浦 満男 ﾐｳﾗ ﾐﾁｵ 磐田市 2:04:48
689 751 加藤 紀彦 ｶﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 静岡市 おおとみ整形 2:04:48
690 1889 窪野 恒司 ｸﾎﾞﾉ ｺｳｼﾞ 袋井市 2:04:50
691 3307 宮野 貴史 ﾐﾔﾉ ﾀｶｼ 浜松市 2:04:54
692 2189 高橋 大貴 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 浜松市 ヤマハ発動機株式会社 2:04:56
693 1935 荒尾 健司 ｱﾗｵ ｹﾝｼﾞ 愛知県 2:05:12
694 5210 渥美 将彦 ｱﾂﾐ ﾏｻﾋｺ 浜松市 2:05:15
695 3134 宮崎 好広 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 2:05:15
696 2331 山口 和之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 2:05:17
697 1453 山内 健 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ 袋井市 かぴばら～ず 2:05:20
698 3325 松村 昌広 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 袋井市 2:05:23
699 1958 崎山 貴之 ｻｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 菊川市 2:05:27
700 5701 吉村 潤 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 静岡市 2:05:34
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701 806 馬場 広行 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:05:36
702 2082 小林 隆史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾌﾐ 袋井市 ＳＮＥＣＢ 2:05:38
703 1182 須田 浩隆 ｽﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 静岡市 2:05:42
704 2680 寺田 勝久 ﾃﾗﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 藤枝市 資生堂掛川工場 2:05:51
705 2370 鈴木 直之 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾕｷ 磐田市 2:05:53
706 1148 佐々木 光弘 ｻｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 湖西市 浜名湖電装 2:05:54
707 1788 田中 仁 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 袋井市 金ゴロ～遅し 2:06:05
708 1512 石野 達士 ｲｼﾉ ﾀﾂｼ 浜松市 2:06:10
709 2550 山口 謙 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ 埼玉県 2:06:11
710 2444 濱中 隆宏 ﾊﾏﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 三島市 ＴＥＡＭ－ＰＪＲ 2:06:20
711 4967 亀田 政彦 ｶﾒﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 浜松市 小島ランニングクラブ 2:06:21
712 2142 服部 恭史 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽｼ 浜松市 2:06:21
713 1641 中山 学 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 2:06:23
714 1828 中田 隆之 ﾅｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 浜松市 2:06:25
715 3488 門田 純 ｶﾄﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 袋井市 ＹＡＭＲ 2:06:29
716 1419 福政 憲司 ﾌｸﾏｻ ｹﾝｼﾞ 愛知県 2:06:36
717 5603 山林 忠司 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 2:06:38
718 2610 吉松 恒星 ﾖｼﾏﾂ ｺｳｾｲ 焼津市 2:06:41
719 3655 牧田 和士 ﾏｷﾀ ｶｽﾞｼ 藤枝市 魚国総本社 2:06:42
720 3538 藤ヶ谷 弘道 ﾌｼﾞｶﾞﾔ ﾋﾛﾐﾁ 浜松市 2:06:44
721 5022 田中 丈晴 ﾀﾅｶ ﾀｹﾊﾙ 愛知県 ＫＱＣ 2:06:45
722 2926 宮武 宏典 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾉﾘ 袋井市 磐田化学工業（株） 2:06:46
723 1170 鈴木 俊宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 2:06:48
724 3049 鈴木 知克 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶﾂ 浜松市 青山水産ＡＣ 2:06:48
725 5200 藤本 憲二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 京都府 セブンイレブン・ジャパン 2:06:54
726 1017 鳥山 誉章 ﾄﾘﾔﾏ ﾀｶｱｷ 藤枝市 しっぺいＲＣ 2:06:58
727 4849 和泉 学 ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 静岡市 2:06:59
728 811 武田 信吾 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 東京都 2:07:05
729 4948 久保田 金苗 ｸﾎﾞﾀ ｶﾅｴ 袋井市 2:07:15
730 2358 小名 国仁 ｵﾅ ｸﾆﾋﾄ 愛知県 2:07:19
731 1685 坂口 康則 ｻｶｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 焼酎ロックス 2:07:20
732 2448 吉田 一博 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡市 2:07:24
733 1672 山下 陽介 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｽｹ 磐田市 和口 2:07:26
734 5264 梅原 剛 ｳﾒﾊﾗ ﾀｹｼ 静岡市 2:07:41
735 1147 北村 文崇 ｷﾀﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 磐田市 2:07:43
736 1532 田所 信也 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼﾝﾔ 磐田市 2:07:48
737 3653 加藤 直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 磐田市 2:07:52
738 3132 古池 聖生 ﾌﾙｲｹ ｾｲｷ 浜松市 スイフト 2:07:54
739 2620 木村 誠治 ｷﾑﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:07:55
740 1839 本間 智宏 ﾎﾝﾏ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 2:08:02
741 5328 寺口 佳成 ﾃﾗｸﾞﾁ ﾖｼﾅﾘ 三重県 2:08:04
742 2395 吉岡 利道 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾐﾁ 磐田市 松本印刷（株） 2:08:06
743 3152 藤田 浩幸 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 美薗ＲＣ 2:08:06
744 3697 鈴木 清文 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾌﾐ 浜松市 2:08:07
745 1766 神谷 洋利 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄｼ 浜松市 ワイアイケージャパン 2:08:08
746 5600 鈴木 雄輔 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 掛川市 2:08:11
747 1851 浜田 守 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 岐阜県 2:08:13
748 4045 尾原 光裕 ｵﾊﾞﾗ ﾐﾂﾋﾛ 長泉町 2:08:17
749 1783 土井 和哉 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾔ 磐田市 2:08:22
750 1614 冨田 征範 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾉﾘ 掛川市 ＳＲＣ 2:08:30
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751 2289 鈴木 章浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 愛知県 ＦＲＯＧ 2:08:31
752 5498 望月 秀俊 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 静岡市 2:08:31
753 2759 渡辺 伸明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 横浜ＣＰ 2:08:33
754 2782 中村 篤 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 島田市 2:08:37
755 3529 加藤 寛史 ｶﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 焼津市 2:08:40
756 3084 萩原 庸介 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｳｽｹ 掛川市 2:08:41
757 3183 近藤 若人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾜｶﾄ 愛知県 2:08:43
758 428 深谷 雅俊 ﾌｶﾔ ﾏｻﾄｼ 愛知県 2:08:44
759 3430 浅沼 宏充 ｱｻﾇﾏ ﾋﾛﾐﾂ 愛知県 2:08:46
760 5585 影山 正樹 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 磐田市 2:08:53
761 1841 石川 正高 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾀｶ 磐田市 2:08:57
762 2939 小川 剛 ｵｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 袋井市 2:08:58
763 2814 丸田 孝治 ﾏﾙﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:09:02
764 843 宮西 征宏 ﾐﾔﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:09:08
765 3834 堀口 憲信 ﾎﾘｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ 磐田市 法多山 2:09:15
766 3341 渡辺 一司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ 愛知県 2:09:17
767 2946 大津 福太郎 ｵｵﾂ ﾌｸﾀﾛｳ 磐田市 お茶のかねまつ 2:09:19
768 5577 青島 正和 ｱｵｼﾏ ﾏｻｶｽﾞ 磐田市 磐田タグクラブ 2:09:27
769 1930 池田 博史 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 静岡市 財団ランナーズ 2:09:28
770 2698 坂柳 文視 ｻｶﾔﾅｷﾞ ﾌﾞﾝｼﾞ 愛知県 2:09:28
771 2699 中村 交岐 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 愛知県 日本郵便 2:09:28
772 3086 中野村 明彦 ﾅｶﾉﾑﾗ ｱｷﾋｺ 浜松市 2:09:36
773 2345 浅井 洋志 ｱｻｲ ﾋﾛｼ 浜松市 ＫＡＭＩＪＩＭＡ 2:09:44
774 4097 神馬 将径 ｼﾞﾝﾏ ﾏｻﾐﾁ 磐田市 Ｊ・Ｍ・Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 2:09:45
775 2070 田中 孝輔 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 静岡市 2:09:49
776 503 知久 辰文 ﾁｷｭｳ ﾀﾂﾌﾐ 浜松市 2:09:51
777 5023 櫻井 崇 ｻｸﾗｲ ﾀｶｼ 湖西市 お茶のかねまつ 2:09:53
778 2747 沖 知之 ｵｷ ﾄﾓﾕｷ 愛知県 2:10:05
779 5569 太田 雄一朗 ｵｵﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 磐田市 2:10:09
780 3734 堀内 昭宏 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾋﾛ 浜松市 いもはん 2:10:11
781 1644 小路 達也 ｺｳｼﾞ ﾀﾂﾔ 浜松市 トッサロード 2:10:15
782 2361 本永 隆倫 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 2:10:16
783 3738 礒部 隆司 ｲｿﾍﾞ ﾀｶｼ 浜松市 2:10:17
784 2948 兼田 康次 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:10:19
785 1565 川瀬 健 ｶﾜｾ ｹﾝ 浜松市 2:10:22
786 2133 村田 敏郁 ﾑﾗﾀ ﾄｼﾌﾐ 磐田市 2:10:27
787 2456 薮下 和幸 ﾔﾌﾞｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 ＧーＭＡＸ 2:10:35
788 2740 喜田 一角 ｷﾀ ｶｽﾞｽﾐ 島田市 Ｂ～ＤＡＳＨ 2:10:45
789 3289 本田 裕之 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 藤枝市 2:10:47
790 1596 檀上 和真 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ｶｽﾞﾏ 静岡市 2:10:48
791 2860 田村 光 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 愛知県 2:10:55
792 3021 永田 和之 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 2:10:58
793 3200 辻本 隆司 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 静岡市 2:11:03
794 622 池端 英樹 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:11:10
795 2180 吉田 稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 愛知県 2:11:14
796 2749 深澤 郁夫 ﾌｶｻﾞﾜ ｲｸｵ 静岡市 2:11:15
797 2318 鈴木 孝典 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 掛川市 2:11:23
798 5109 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ 浜松市 2:11:23
799 2832 神谷 俊樹 ｶﾐﾔ ﾄｼｷ 浜松市 メランジェ 2:11:24
800 1796 喜村 卓也 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 神奈川県 淵野辺走ルネ会 2:11:25
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801 5305 堀家 佳男 ﾎﾘｹ ﾖｼｵ 磐田市 2:11:27
802 2307 飛田 英一 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 愛知県 オノコム 2:11:29
803 2291 佐藤 友春 ｻﾄｳ ﾄﾓﾊﾙ 掛川市 2:11:38
804 3875 春日 良仁 ｶｽｶﾞ ﾖｼﾋﾄ 静岡市 2:11:42
805 3090 和田 恵治 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 磐田市 トッサロード 2:11:51
806 2454 水間 公義 ﾐｽﾞﾏ ｷﾐﾖｼ 浜松市 2:11:57
807 3263 石原 守 ｲｼﾊﾗ ﾏﾓﾙ 浜松市 遠鉄 2:11:57
808 2315 新谷 善紀 ｼﾝﾔ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 ＭＯＮＤＡＹＳ 2:12:07
809 2205 小山 真司 ｺﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 愛知県 2:12:07
810 4589 岩島 猛 ｲﾜｼﾏ ﾀｹｼ 湖西市 2:12:09
811 5610 松浦 洋平 ﾏﾂｳﾗ ﾖｳﾍｲ 浜松市 2:12:10
812 2212 岩本 泰明 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽｱｷ 浜松市 浜松ミステリアスＲＣ 2:12:14
813 2967 酒井 雄一郎 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 磐田市 2:12:20
814 1894 飯田 修司 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 2:12:20
815 3301 中村 雄哉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 静岡市 ツバメ一家 2:12:24
816 1669 山室 栄一 ﾔﾏﾑﾛ ｴｲｲﾁ 愛知県 メリープ 2:12:26
817 3193 丸尾 康記 ﾏﾙｵ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 2:12:38
818 4642 村田 謙治 ﾑﾗﾀ ｹﾝｼﾞ 愛知県 2:12:39
819 1206 高梨 智志 ﾀｶﾅｼ ｻﾄｼ 浜松市 株式会社エコム 2:12:40
820 5084 伊藤 秀敏 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 2:12:40
821 2772 東 正樹 ｱｽﾞﾏ ﾏｻｷ 藤枝市 グルグルＲＣ 2:12:41
822 3836 及川 嘉照 ｵｲｶﾜ ﾖｼﾃﾙ 静岡市 ＴＯＴＯｆａｍｉｌｙ 2:12:41
823 3293 柴田 行隆 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾀｶ 浜松市 2:12:44
824 1377 三好 將之 ﾐﾖｼ ﾏｻﾕｷ 磐田市 エクセリクシ 2:12:46
825 2657 長沼 勝巳 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:12:48
826 2933 大瀧 友輔 ｵｵﾀｷ ﾕｳｽｹ 静岡市 2:12:48
827 5319 石川 悟 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾙ 島田市 2:12:49
828 1634 角替 洋文 ﾂﾉｶﾞｴ ﾋﾛﾌﾐ 掛川市 足軽親父隊 2:12:58
829 3294 池田 智仁 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 袋井市 上石野ＡＣ 2:12:59
830 3779 相田 真吾 ｱｲﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 吉田町 2:13:05
831 2263 梅原 裕 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛｼ 焼津市 2:13:06
832 4164 速水 賢史 ﾊﾔﾐ ｻﾄｼ 愛知県 2:13:09
833 2673 駒形 聡 ｺﾏｶﾞﾀ ｻﾄｼ 袋井市 田町ランニングクラブ 2:13:11
834 966 伊藤 博延 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 袋井市 杏林堂薬局 2:13:11
835 4289 土手 將義 ﾄﾞﾃ ﾏｻﾖｼ 浜松市 2:13:12
836 3012 菅沼 郁也 ｽｶﾞﾇﾏ ｲｸﾔ 静岡市 2:13:13
837 4062 福留 賢舟 ﾌｸﾄﾞﾒ ｹﾝｼｭｳ 浜松市 2:13:17
838 2097 山森 澄人 ﾔﾏﾓﾘ ｽﾐﾄ 湖西市 ミソラフーズ 2:13:18
839 2530 塚本 秀樹 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 広島県 柴犬マロン 2:13:25
840 3890 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 菊川市 あすなろ白書 2:13:31
841 2341 栗田 紀之 ｸﾘﾀ ﾉﾘﾕｷ 浜松市 ＭＯＮＤＡＹＳ 2:13:33
842 1186 杉川 信一 ｽｷﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁ 浜松市 2:13:36
843 4250 高橋 裕一郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 2:13:36
844 2099 関塚 弘敏 ｾｷﾂﾞｶ ﾋﾛﾄｼ 磐田市 2:13:43
845 4352 漆畑 力也 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾘｷﾔ 静岡市 2:13:44
846 2347 松浦 孝浩 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 浜松ホトニクス 2:13:54
847 3895 黒田 智之 ｸﾛﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡市 2:14:01
848 2525 折井 秀行 ｵﾘｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 2:14:01
849 4221 藤井 克己 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾐ 大阪府 2:14:04
850 4022 福家 崇司 ﾌｹ ﾀｶｼ 磐田市 2:14:16
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851 402 杉本 一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 焼津市 2:14:16
852 4112 喜久川 潔 ｷｸｶﾞﾜ ｷﾖｼ 焼津市 ＦＯＭＡＸ 2:14:27
853 2073 山田 昭夫 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ 愛知県 2:14:28
854 2504 二階堂 剛 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 静岡市 2:14:30
855 3629 小田 寛 ｵﾀﾞ ﾋﾛｼ 富士市 2:14:31
856 3217 村松 由治 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:14:33
857 1936 杉山 文康 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐﾔｽ 浜松市 2:14:33
858 725 藤田 光人 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾋﾄ 袋井市 チーム連凧 2:14:37
859 3833 森島 康博 ﾓﾘｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:14:38
860 4350 ラモス エベルトン ﾗﾓｽ ｴﾍﾞﾙﾄﾝ 磐田市 2:14:42
861 4551 熊本 智 ｸﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 愛知県 株式会社豊橋印刷社 2:14:45
862 3789 平間 健一 ﾋﾗﾏ ｹﾝｲﾁ 愛知県 2:14:47
863 3078 石神 和晃 ｲｼｶﾞﾐ ｶｽﾞｱｷ 藤枝市 茶町 2:14:52
864 5162 紅林 竜也 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 藤枝市 2:14:53
865 2514 吉田 亘 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県 2:14:55
866 1382 松本 亨 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ 浜松市 2:14:58
867 5669 坂口 巧 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 磐田市 2:15:02
868 5552 小林 圭 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 浜松市 2:15:04
869 3724 中村 正訓 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 南洋社ＩＲＯＮＭＡＮ 2:15:05
870 3379 近藤 悦徳 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 島田市 2:15:07
871 2308 山崎 貴富 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾄﾐ 磐田市 2:15:09
872 2558 鈴木 邦和 ｽｽﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ 磐田市 浜松ホトニクス 2:15:26
873 2119 浅野 裕基 ｱｻﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:15:33
874 3299 高木 秀樹 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 2:15:37
875 1054 松浦 範幸 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾘﾕｷ 御前崎市 千尋工業 2:15:42
876 2975 近藤 祐作 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 浜松市 新機械技術ＲＣ 2:15:46
877 3228 和久田 幸宏 ﾜｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 ＮＡＣ 2:15:47
878 2120 笠原 秀樹 ｶｻﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 ３４ＨＲ 2:15:48
879 4124 高林 一樹 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:15:49
880 2999 嶋岡 一 ｼﾏｵｶ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 大和証券 2:15:51
881 4715 飯山 修弘 ｲｲﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡市 小池弥太郎商店 2:15:52
882 3626 戸塚 良 ﾄﾂｶ ﾘｮｳ 袋井市 奥田精工株式会社 2:15:55
883 4818 鈴木 清和 ｽｽﾞｷ ｷﾖｶｽﾞ 磐田市 2:16:00
884 1571 熊谷 克利 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾄｼ 浜松市 矢崎 天竜 2:16:09
885 3826 内山 武彦 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹﾋｺ 愛知県 2:16:11
886 3967 木川田 知章 ｷｶﾜﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 静岡市 魁・坂田塾 2:16:13
887 2192 石上 恭平 ｲｼｶﾞﾐ ｷｮｳﾍｲ 静岡市 2:16:14
888 3080 竹内 勝利 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾄｼ 袋井市 2:16:28
889 4110 赤堀 倫宏 ｱｶﾎﾘ ﾐﾁﾋﾛ 静岡市 2:16:28
890 4430 荻野 二郎 ｵｷﾞﾉ ｼﾞﾛｳ 島田市 2:16:29
891 3063 濱浦 淳 ﾊﾏｳﾗ ｱﾂｼ 三島市 2:16:44
892 2713 小澤 充 ｵｻﾞﾜ ﾐﾂﾙ 浜松市 2:16:48
893 1587 新田 浩二 ﾆｯﾀ ｺｳｼﾞ 富士宮市 2:16:50
894 2972 尾崎 寿年 ｵｻﾞｷ ﾋｻﾄｼ 湖西市 湖西市消防本部 2:17:11
895 5528 井畑 浩章 ｲﾊﾀ ﾋﾛｱｷ 磐田市 2:17:13
896 4325 平田 倫寛 ﾋﾗﾀ ﾐﾁﾋﾛ 磐田市 2:17:14
897 4329 飯田 康人 ｲｲﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 愛知県 2:17:19
898 4195 浅田 英史 ｱｻﾀﾞ ｴｲｼﾞ 袋井市 サンエー化研 2:17:20
899 3998 渡辺 憲一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 浜松市 2:17:26
900 4431 辻 雅樹 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 浜松市 2:17:31
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901 5668 安浪 聖 ﾔｽﾅﾐ ｷﾖｼ 愛知県 2:17:32
902 3701 川瀬 毅 ｶﾜｾ ﾂﾖｼ 磐田市 ハートセンター磐田 2:17:32
903 2491 深田 剛誌 ﾌｶﾀﾞ ﾀｹｼ 浜松市 浜松磐田信用金庫 2:17:34
904 2214 杉本 裕章 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 富士市 2:17:35
905 4407 上地 敦 ｳｴﾁﾞ ｱﾂｼ 袋井市 おさるランラン 2:17:38
906 5465 伴 嘉之 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾕｷ 湖西市 2:17:38
907 3004 宮野 修 ﾐﾔﾉ ｵｻﾑ 愛知県 2:17:46
908 4012 松本 訓孝 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆﾀｶ 磐田市 大和ランナーズ 2:17:51
909 3276 野崎 和樹 ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 神奈川県 ＭＳＥ 2:17:57
910 2901 中安 俊裕 ﾅｶﾔｽ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 2:17:59
911 491 小沢 公一朗 ｵｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 静岡市 静岡ガスＲＣ 2:18:00
912 4154 岸本 広伸 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛知県 2:18:03
913 4181 川口 司 ｶﾜｸﾞﾁ ﾂｶｻ 沼津市 （株）荘苑土地 2:18:03
914 1883 西川 純雄 ﾆｼｶﾜ ｽﾐｵ 愛知県 向山から今晩走ろう会 2:18:03
915 1676 関 康弘 ｾｷ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 上石野ＡＣ 2:18:04
916 2618 松本 享宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:18:14
917 4051 村松 泰典 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ 菊川市 ＨＡｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｅｒｓ 2:18:15
918 2820 山内 一昭 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｱｷ 島田市 バスクリン 2:18:32
919 3474 井出 晃啓 ｲﾃﾞ ｱｷﾖｼ 愛知県 2:18:33
920 3877 堀井 彰 ﾎﾘｲ ｱｷﾗ 浜松市 2:18:36
921 3903 松嶋 孝昌 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾏｻ 浜松市 2:18:39
922 5282 澤木 利幸 ｻﾜｷ ﾄｼﾕｷ 浜松市 浜水労 2:18:50
923 4864 本井 幸介 ﾓﾄｲ ｺｳｽｹ 掛川市 静岡理工科大学 2:18:53
924 3952 北川 昌宏 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:19:08
925 2578 新谷 恒弘 ｼﾝﾀﾆ ﾂﾈﾋﾛ 静岡市 2:19:10
926 2201 松本 光司 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 浜松市 西遠労務協会 2:19:11
927 4509 岩田 拓也 ｲﾜﾀ ﾀｸﾔ 兵庫県 2:19:12
928 5283 堤 晴保 ﾂﾂﾐ ﾊﾙﾔｽ 浜松市 アールエイチ産業医事務所 2:19:15
929 444 曽川 大樹 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 浜松市 2:19:16
930 2834 片桐 哲志 ｶﾀｷﾞﾘ ﾃﾂｼ 東京都 2:19:19
931 3026 渡辺 強 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 岐阜県 2:19:21
932 2267 前島 貞之 ﾏｴｼﾏ ｻﾀﾞﾕｷ 浜松市 ユタカ 2:19:22
933 3252 近藤 大介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:19:24
934 3694 南畑 宏行 ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:19:25
935 3931 山本 諭 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 浜松市 山本林業 2:19:30
936 1160 辻村 貴之 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 三重県 2:19:35
937 3017 近藤 善春 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾊﾙ 東京都 2:19:36
938 4915 松田 淳 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 長泉町 ディーブイエックス株式会社 2:19:37
939 3794 梅田 直城 ｳﾒﾀﾞ ﾅｵｷ 愛知県 2:19:39
940 2442 岡嶋 洋平 ｵｶｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 千葉県 2:19:40
941 1137 内山 雅文 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 2:19:41
942 2842 田中 成行 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾕｷ 沼津市 2:19:43
943 474 渡瀬 進哉 ﾜﾀｾ ｼﾝﾔ 浜松市 福浜会 2:19:44
944 3311 望月 勇希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 静岡市 2:19:59
945 2591 大杉 昌弘 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 磐田市社協＊ふくぴー 2:20:06
946 2815 室内 和範 ﾑﾛｳﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 静岡市 ６４の会 2:20:09
947 289 山内 健生 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｵ 袋井市 セルフ福田ステーション 2:20:15
948 2552 岩山 真一 ｲﾜﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 磐田市 矢崎エナジー大阪 2:20:16
949 4479 鈴木 雅敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 静岡市 2:20:24
950 3309 竹中 一将 ﾀｹﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ 磐田市 2:20:26
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951 3504 鈴木 武臣 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵﾐ 静岡市 静岡南郵便局 2:20:28
952 4484 岩間 日出彦 ｲﾜﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ 掛川市 2:20:28
953 4643 板垣 豊 ｲﾀｶﾞｷ ﾕﾀｶ 磐田市 浜松小松フォークリフト（株） 2:20:29
954 2902 永田 貴寛 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 キャタラー 2:20:36
955 2983 古 真也 ﾌﾙﾊｼ ｼﾝﾔ 磐田市 2:20:37
956 5196 高橋 俊也 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 静岡市 2:20:38
957 628 田代 あきよし ﾀｼﾛ ｱｷﾖｼ 静岡市 ＲＯＵＮＤ５ 2:20:40
958 5003 藤田 哲義 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾖｼ 掛川市 2:20:59
959 1720 高橋 幹夫 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｵ 袋井市 2:21:08
960 2354 高田 幸典 ﾀｶﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 磐田市 2:21:11
961 3033 安間 俊和 ｱﾝﾏ ﾄｼｶｽﾞ 浜松市 2:21:15
962 3721 荒井 大輔 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2:21:15
963 2839 南新 秀己 ﾐﾅﾐｼﾝ ﾋﾃﾞﾐ 磐田市 2:21:18
964 4678 長谷川 達也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 愛知県 株式会社フカツ 2:21:27
965 3203 大石 好秀 ｵｵｲｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 藤枝市 よっぴ会 2:21:31
966 1134 杉山 啓太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 島田市 2:21:46
967 1660 永井 誠 ﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ 愛知県 ランナンデス 2:21:59
968 3517 竹内 正人 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ 愛知県 2:22:01
969 5729 小林 英晃 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 藤枝市 2:22:05
970 1858 吉田 樹史 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾌﾐ 愛知県 2:22:07
971 4748 田倉 健彦 ﾀｸﾗ ﾀｹﾋｺ 浜松市 2:22:13
972 3766 塩月 慎也 ｼｵﾂｷ ｼﾝﾔ 愛知県 2:22:16
973 4088 鈴木 貴詞 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 静岡市 フィズカナダ 2:22:22
974 3946 平岩 大卓 ﾋﾗｲﾜ ﾋﾛﾀｶ 掛川市 2:22:23
975 3864 市野 力 ｲﾁﾉ ﾁｶﾗ 浜松市 ＯＲＣ 2:22:24
976 4993 大野 哲也 ｵｵﾉ ﾃﾂﾔ 静岡市 清水区 2:22:35
977 5236 杉山 琴亮 ｽｷﾞﾔﾏ ｺﾄｱｷ 掛川市 2:22:35
978 2163 由川 博幸 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:22:35
979 1721 服部 泰久 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾋｻ 静岡市 2:22:40
980 2088 羽田 真介 ﾊﾀﾞ ｼﾝｽｹ 磐田市 2:22:49
981 4696 伊藤 芳典 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 ビジネスプラザ 2:22:50
982 2684 須田 一夫 ｽﾀﾞ ｶｽﾞｵ 静岡市 2:22:59
983 1729 橋本 久敬 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻﾀｶ 磐田市 チームかげやま 2:23:02
984 4634 松原 真哉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 愛知県 2:23:02
985 5522 寺田 英佳 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｶ 神奈川県 2:23:12
986 3331 天野 研次郎 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞﾛｳ 焼津市 2:23:18
987 1510 新村 将輝 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻｷ 静岡市 2:23:21
988 5089 鈴木 将高 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ 磐田市 チームＪＯＢ 2:23:25
989 1497 河村 太 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾄｼ 愛知県 ゆきりん 2:23:28
990 2779 松田 宏典 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 浜松市 2:23:46
991 2382 原口 康弘 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 掛川市 シロナガス 2:24:02
992 2778 井上 博之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:24:06
993 4279 加藤 宏和 ｶﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 2:24:06
994 4168 安栖 文裕 ﾔｽｽﾞﾐ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県 2:24:21
995 4648 岡本 章典 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 浜松市 2:24:21
996 3348 堤内 要 ﾂﾂﾐｳﾁ ｶﾅﾒ 愛知県 中部大学 2:24:22
997 4732 鈴木 貴晴 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ 磐田市 2:24:26
998 4013 渡辺 高弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 富士市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:24:32
999 4733 伊与田 紀之 ｲﾖﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 東京都 雄踏ランニングクラブ 2:24:33

1000 4363 小菅 守 ｺｽｹﾞ ﾏﾓﾙ 藤枝市 2:24:37
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1001 2432 馬場 雅 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻｼ 静岡市 2:24:49
1002 4485 秋山 和重 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 藤枝市 2:24:58
1003 5530 伴 嘉人 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾄ 磐田市 浜南陸 2:24:59
1004 3668 永瀬 康亘 ﾅｶﾞｾ ﾔｽﾉﾌﾞ 浜松市 2:25:07
1005 3583 山本 純哉 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 2:25:07
1006 2043 高林 拓也 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 函南町 花王ＣＭＫ 2:25:07
1007 2895 本間 章浩 ﾎﾝﾏ ｱｷﾋﾛ 菊川市 ＴＥＡＭ ＫＩＡＩ 2:25:19
1008 584 梶 慎太郎 ｶｼﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 三重県 ＨＭＴ（ＫＪＲＣ三重支部） 2:25:27
1009 3051 伊藤 昇二 ｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 三重県 2:25:27
1010 5177 山田 純一 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 2:25:34
1011 5481 山本 祐也 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 菊川市 2:25:49
1012 2848 山田 昌史 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 2:25:54
1013 4147 吉田 尚史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 愛知県 2:25:54
1014 4571 枝村 吉泰 ｴﾀﾞﾑﾗ ﾖｼﾔｽ 浜松市 2:25:56
1015 1884 高澤 浩和 ﾀｶｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 静岡市 Ａｔｓｕｇｉ４２ＲＣ 2:25:56
1016 3478 工藤 晃 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾗ 浜松市 2:25:59
1017 4775 増山 尚俊 ﾏｽﾔﾏ ﾅｵﾄｼ 磐田市 磐田市立竜洋西小学校 2:26:07
1018 2204 大箸 道春 ｵｵﾊｼ ﾐﾁﾊﾙ 磐田市 壱ラン 2:26:09
1019 5291 榊原 直樹 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅｵｷ 袋井市 2:26:18
1020 5667 近藤 正臣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾌﾐ 愛知県 2:26:24
1021 1934 小松 秀樹 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 2:26:24
1022 3129 原 和成 ﾊﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 磐田市 2:26:27
1023 4649 齋藤 伸悟 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:26:28
1024 1683 仲間 英紀 ﾅｶﾏ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 2:26:28
1025 4786 小野 貴昭 ｵﾉ ﾀｶｱｷ 袋井市 ミネベアミツミ 2:26:30
1026 4049 沖口 久志 ｵｷｸﾞﾁ ﾋｻｼ 掛川市 2:26:39
1027 3902 渡邉 和仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 浜松市 2:26:41
1028 5674 齋藤 悟 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 秋田県 2:26:46
1029 1880 原 敬介 ﾊﾗ ｹｲｽｹ 埼玉県 広島東洋マープ 2:26:50
1030 3656 平野 貴紀 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 2:26:56
1031 4490 伊藤 規貴 ｲﾄｳ ﾉﾘﾀｶ 掛川市 加藤産業株式会社 2:26:59
1032 4746 鈴木 悠介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 袋井市 2:27:02
1033 3574 村中 利昌 ﾑﾗﾅｶ ﾄｼｱｷ 浜松市 2:27:03
1034 4863 伊藤 高義 ｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 静岡市 チームつながり 2:27:09
1035 4233 天野 徹也 ｱﾏﾉ ﾃﾂﾔ 静岡市 2:27:19
1036 3439 鈴木 祥哲 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 静岡市 2:27:28
1037 5580 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 焼津市 ＳＵＳ株式会社 2:27:41
1038 1817 金山 誠 ｶﾅﾔﾏ ﾏｺﾄ 静岡市 2:27:41
1039 2695 中村 武 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 掛川市 2:27:50
1040 1333 斎藤 聖人 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 浜松市 2:27:54
1041 3862 山崎 伸也 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝﾔ 掛川市 2:27:56
1042 5231 河島 良行 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾕｷ 浜松市 クリエイトエス・ディー 2:27:56
1043 4684 稲垣 秀隆 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 浜松市 2:28:11
1044 3911 安本 和裕 ﾔｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 2:28:17
1045 3873 松本 圭司 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｼﾞ 袋井市 ナンヨーＲ／Ｃ 2:28:22
1046 4625 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ 浜松市 2:28:30
1047 3135 山下 典芳 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘﾖｼ 磐田市 2:28:58
1048 3327 岡野 良哉 ｵｶﾉ ｶｽﾞﾔ 浜松市 松本印刷株式会社 2:29:02
1049 3375 早川 雅博 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 2:29:02
1050 5616 加藤 慎一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 愛知県 2:29:09
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1051 3870 木村 吉志 ｷﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 浜松市 2:29:19
1052 4121 本馬 正義 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾖｼ 愛知県 2:29:30
1053 2025 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 焼津市 2:29:42
1054 4584 鈴木 圭太郎 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ 浜松市 ユニコーン 2:29:51
1055 5161 鈴木 政勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻｶﾂ 磐田市 2:29:52
1056 3304 森田 圭 ﾓﾘﾀ ｹｲ 袋井市 ユニー 2:29:58
1057 4001 伊藤 崇 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 磐田市 2:30:08
1058 2037 鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:30:09
1059 4132 水口 善之 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 愛知県 ザ・ウエハーズ 2:30:23
1060 3060 村松 倫安 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾁﾔｽ 袋井市 2:30:41
1061 4708 日野原 昇 ﾋﾉﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 ダイテックス 2:30:41
1062 4549 金子 新 ｶﾈｺ ｼﾝ 長野県 諏訪湖マラソン事務局 2:30:42
1063 4225 西尾 晃一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 浜松市 ＪＲ東海 2:30:45
1064 5663 水谷 裕 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾕﾀｶ 牧之原市 2:30:45
1065 3397 増田 干城 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾃｷ 御前崎市 健康まにあ 2:30:47
1066 4717 岩下 祐介 ｲﾜｼﾀ ﾕｳｽｹ 静岡市 小池弥太郎商店 2:30:51
1067 4927 久保山 洋 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 焼津市 2:30:52
1068 5159 平野 勝彦 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｺ 三重県 2:30:58
1069 2896 小林 秀徳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 2:30:59
1070 5071 安田 篤志 ﾔｽﾀﾞ ｱﾂｼ 磐田市 東京クラブ 2:30:59
1071 3500 中野 剛志 ﾅｶﾉ ｺﾞｳｼ 浜松市 広島４８士 2:31:01
1072 4848 佐藤 弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 2:31:14
1073 4210 奈良 啓悟 ﾅﾗ ｹｲｺﾞ 浜松市 2:31:19
1074 4605 榛村 幸広 ｼﾝﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 掛川市 2:31:37
1075 4655 川嶋 一寿 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾋｻ 静岡市 2:31:49
1076 3285 村石 充 ﾑﾗｲｼ ﾐﾂﾙ 浜松市 2:31:50
1077 4265 森本 裕治 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 大阪府 2:31:51
1078 4066 高橋 淳一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 2:31:52
1079 3347 諸田 嘉人 ﾓﾛﾀ ﾖｼﾋﾄ 磐田市 2:31:58
1080 5410 大石 敏寿 ｵｵｲｼ ﾄｼﾋｻ 浜松市 2:31:59
1081 3960 瀧 篤志 ﾀｷ ｱﾂｼ 袋井市 2:32:03
1082 1515 大木 忠 ｵｵｷ ﾀﾀﾞｼ 湖西市 2:32:08
1083 3566 松浦 史紀 ﾏﾂｳﾗ ﾌﾐﾉﾘ 静岡市 静岡県社会福祉協議会 2:32:21
1084 2218 今田 伸治 ｲﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 浜松市 2:32:40
1085 4750 堤 哲八 ﾂﾂﾐ ﾃﾂﾔ 磐田市 有限会社 共伸電気工業所 2:32:46
1086 4670 小池 宗隆 ｺｲｹ ﾑﾈﾀｶ 磐田市 2:32:54
1087 4947 鷲見 明才 ﾜｼﾐ ｱｷﾏｻ 浜松市 水窪 2:33:00
1088 4644 小長谷 寛治 ｺﾅｶﾞﾔ ｶﾝｼﾞ 掛川市 矢酒会 2:33:04
1089 4617 渡辺 仁嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 静岡市 ＢＭＣ 2:33:07
1090 4613 須山 信幸 ｽﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡市 アイアンマン７ 2:33:07
1091 1018 由比藤 俊 ﾕｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 浜松市 2:33:07
1092 3600 東間 健一 ﾄｳﾏ ｹﾝｲﾁ 湖西市 2:33:07
1093 3371 大浦 亮介 ｵｵｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 2:33:15
1094 2793 中野 臣二 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 静岡市 2:33:19
1095 5373 前田 佳宏 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 2:33:26
1096 1603 天谷 和幸 ｱﾏﾔ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 あまたん 2:33:29
1097 2965 外川 秀光 ｿﾄｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐﾂ 愛知県 2:33:29
1098 4048 菊地 秀幸 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐田市 ヤマハ発動機 2:33:38
1099 3336 池田 陽介 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ 磐田市 2:33:45
1100 1383 村上 秀樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 長崎県 2:33:50
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1101 2352 大庭 宏範 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾉﾘ 浜松市 2:33:55
1102 4495 福田 秀紀 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:34:06
1103 4666 稔浩 白井 ﾄｼﾋﾛ ｼﾗｲ 愛知県 2:34:09
1104 4459 青島 慎治 ｱｵｼﾏ ｼﾝｼﾞ 磐田市 北勢運送株式会社 2:34:10
1105 3726 間杉 宗臣 ﾏｽｷﾞ ﾑﾈｵﾐ 愛知県 コモンビート４９期青大陸 2:34:18
1106 4222 田中 秀樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:34:27
1107 3888 鈴木 秀貴 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県 2:34:45
1108 5402 坪井 幸司 ﾂﾎﾞｲ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:34:57
1109 2314 林 宏佳 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾖｼ 愛知県 2:35:00
1110 2377 神保 和正 ｼﾞﾝﾎﾟ ｶｽﾞﾏｻ 静岡市 ＨＲＣ 2:35:00
1111 5509 増田 豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 株式会社 小澤建材 2:35:02
1112 4810 岩下 幸生 ｲﾜｼﾀ ﾕｷｵ 沼津市 静岡中央銀行 2:35:08
1113 808 山下 尚宏 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:35:11
1114 1756 森 康一郎 ﾓﾘ ｺｳｲﾁﾛｳ 浜松市 もり歯科クリニック 2:35:16
1115 3856 池田 真一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 磐田市 ＩＭＰ 2:35:26
1116 4399 平野 裕士 ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞ 掛川市 ケアハウス花みずき 2:35:29
1117 1133 富田 民人 ﾄﾐﾀ ﾀﾐﾄ 東京都 最狂ランナー 2:35:38
1118 4198 通銅 泰治 ﾂｳﾄﾞｳ ﾀｲｼﾞ 袋井市 2:35:50
1119 3408 青島 玄一 ｱｵｼﾏ ｹﾞﾝｲﾁ 静岡市 2:35:52
1120 3106 高田 良介 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 静岡市 2:36:07
1121 5274 増田 一憲 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 静岡市 2:36:12
1122 1476 西窪 博志 ﾆｼｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 熱海市 2:36:18
1123 5511 近藤 桂 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 東京都 株式会社 小澤建材 2:36:25
1124 2639 山田 幸亮 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京都 よっぴ会 2:36:35
1125 3996 内山 裕介 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:36:37
1126 4184 増井 将人 ﾏｽｲ ﾏｻﾄ 磐田市 アピタ磐田 2:36:46
1127 5590 山田 拓磨 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾏ 神奈川県 2:37:03
1128 4918 佐藤 直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 焼津市 2:37:06
1129 2715 竹原 康広 ﾀｹﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 2:37:06
1130 4710 鈴木 宏治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 静岡市 小池弥太郎商店 2:37:17
1131 4326 渡邊 秀明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 2:37:20
1132 3342 吉川 俊輔 ﾖｼｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 袋井市 2:37:26
1133 5618 鶴田 浩之 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 ＳＫＪ 2:37:33
1134 2849 楠野 友彦 ｸｽﾉ ﾄﾓﾋｺ 浜松市 2:37:39
1135 3181 松本 真 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ 浜松市 2:37:40
1136 3123 石村 智 ｲｼﾑﾗ ｻﾄﾙ 浜松市 2:37:42
1137 5651 鈴木 利幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:37:44
1138 5027 安達 信 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝ 静岡市 2:37:49
1139 3436 大石 裕樹 ｵｵｲｼ ﾋﾛｷ 袋井市 チームかげやま 2:37:52
1140 4462 北島 三義 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐﾂﾖｼ 浜松市 ＫＡＡＴＳＵにこにこ 2:38:08
1141 4760 牧野 茂樹 ﾏｷﾉ ｼｹﾞｷ 掛川市 2:38:19
1142 4603 佐藤 元 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 2:38:40
1143 5151 長谷 貴義 ﾊｾ ﾀｶﾖｼ 湖西市 2:38:44
1144 4020 山田 耕司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:38:48
1145 1794 守田 正善 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾖｼ 愛知県 2:39:31
1146 4593 石川 浩次 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 静岡市 2:39:36
1147 3144 森 直周 ﾓﾘ ﾅｵﾁｶ 浜松市 2:39:50
1148 3118 村越 大岳 ﾑﾗｺｼ ﾀﾞｲｶﾞｸ 島田市 2:39:51
1149 4669 鈴木 文弥 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾔ 浜松市 おそっぴ会 2:39:56
1150 3023 山田 晴夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｵ 愛知県 2:39:58
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1151 3199 中山 広樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 浜松市 2:40:08
1152 5343 大橋 正和 ｵｵﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 2:40:16
1153 2702 北井 啓介 ｷﾀｲ ｹｲｽｹ 焼津市 2:40:27
1154 4455 山下 大樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 愛知県 ＷＥＥＫＥＮＤ 2:40:27
1155 4356 宮野 和茂 ﾐﾔﾉ ｶｽﾞｼｹﾞ 掛川市 ＣＯＲＮＩＮＧ 2:40:30
1156 1249 小池 信広 ｺｲｹ ﾉﾌﾞﾋﾛ 浜松市 2:40:35
1157 4196 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 愛知県 2:40:44
1158 4663 杉浦 洋 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｼ 磐田市 2:40:44
1159 3815 前嶋 貴行 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 藤枝市 エネジンマラソン部 2:41:03
1160 4024 溝口 伸吾 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 掛川市 2:41:14
1161 5539 森 博隆 ﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 2:41:36
1162 4657 杉﨑 克美 ｽｷﾞｻｷ ｶﾂﾐ 沼津市 気分走会 2:41:38
1163 2822 葭田 智志 ｱｼﾀﾞ ｻﾄｼ 浜松市 2:41:41
1164 2874 木内 稔 ｷｳﾁ ﾐﾉﾙ 浜松市 2:41:56
1165 4263 磯部 務 ｲｿﾍﾞ ﾂﾄﾑ 浜松市 2:42:07
1166 3644 花岡 義典 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 ＳＭＢＣ日興証券 2:42:09
1167 3846 大場 義之 ｵｵﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 磐田市 2:42:14
1168 4224 坪井 将和 ﾂﾎﾞｲ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 2:42:22
1169 3432 新城 健太郎 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹﾝﾀﾛｳ 愛知県 2:42:39
1170 4559 阪上 康裕 ｻｶｳｴ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 グロウスファーマシー 2:43:12
1171 4713 櫻井 則之 ｻｸﾗｲ ﾉﾘﾕｷ 静岡市 小池弥太郎商店 2:43:18
1172 4271 松井 英利 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 湖西市 Ｎｉｔｔｏ 2:43:23
1173 2024 鈴木 智久 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 磐田市 2:43:26
1174 4482 會田 悟 ｱｲﾀﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 ウォーキング＋α 2:43:53
1175 4878 澤村 尚紀 ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾉﾘ 浜松市 2:44:24
1176 4291 寺田 直之 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 浜松市 長鶴遠足会 2:44:46
1177 93 古田 直也 ﾌﾙﾀ ﾅｵﾔ 袋井市 磐田消防 2:44:51
1178 4016 星野 智徳 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾉﾘ 磐田市 2:44:56
1179 3943 岡田 和実 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 湖西市 ４８会 2:45:05
1180 5248 佐藤 克也 ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 静岡市 2:45:50
1181 4420 八木 大介 ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 2:46:30
1182 1406 大橋 勝治 ｵｵﾊｼ ｶﾂｼﾞ 磐田市 まちの保健室 2:47:05
1183 4743 大檐 豊 ｵｵﾉｷ ﾕﾀｶ 静岡市 静岡厚生会 2:47:11
1184 3258 秋山 和弘 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 2:47:15
1185 5102 大谷 篤 ｵｵﾀﾆ ｱﾂｼ 静岡市 大和証券 2:47:23
1186 5142 出野 信明 ﾃﾞﾉ ﾉﾌﾞｱｷ 掛川市 2:47:54
1187 5013 外狩 正明 ﾄｶﾞﾘ ﾏｻｱｷ 愛知県 2:48:22
1188 5136 堀 健一 ﾎﾘ ｹﾝｲﾁ 静岡市 2:49:00
1189 5032 森下 雅史 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻｼ 浜松市 2:49:04
1190 1281 岡田 光央 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂｵ 磐田市 美酒美食 光一 2:49:18
1191 3229 金田一 雄一 ｷﾝﾀﾞｲﾁ ﾕｳｲﾁ 磐田市 2:49:34
1192 4774 上野 博司 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 掛川市 加藤産業株式会社 2:49:38
1193 3357 西川 崇史 ﾆｼｶﾜ ﾀｶﾌﾐ 磐田市 2:49:46
1194 3450 加藤 健介 ｶﾄｳ ｹﾝｽｹ 島田市 ポトラッチ 2:49:48
1195 3493 堀野 智浩 ﾎﾘﾉ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 浜松市役所ＪＣ 2:50:01
1196 5015 上田 学 ｳｴﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 静岡市 大喜産業株式会社 2:50:52
1197 3452 木根 睦文 ｷﾈ ﾑﾂﾌﾐ 袋井市 2:50:55
1198 563 勝山 純一 ｶﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡市 2:51:14
1199 3417 羽田 定生 ﾊﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 愛知県 ヒルティランニングクラブ 2:51:35
1200 5258 高橋 忠男 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｵ 愛知県 2:51:40
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1201 1597 馬渕 輝彦 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 磐田市 Ｋ－ＦＩＴ 2:52:04
1202 5444 金原 誠 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｺﾄ 磐田市 チームＪＯＢ 2:52:15
1203 4619 稲垣 博資 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 浜松市 2:52:31
1204 4924 仲 裕人 ﾅｶ ﾋﾛﾄ 富士市 歩くランナー 2:52:53
1205 4522 荒井 孝諭 ｱﾗｲ ﾀｶﾂｸﾞ 掛川市 シーアールシー 2:53:05
1206 3857 川口 雄大 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 長泉町 2:54:24
1207 2980 戸塚 一俊 ﾄﾂｶ ｶｽﾞﾄｼ 袋井市 山の手ＡＣ 2:54:30
1208 5038 西口 智博 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 サンケンハウス株式会社 2:55:23
1209 3798 新田 成 ﾆｯﾀ ｼﾞｮｳ 焼津市 2:55:26
1210 5394 浅井 寿教 ｱｻｲ ﾄｼﾉﾘ 愛知県 2:55:28
1211 4128 江間 充祐 ｴﾏ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 辰巳ランニングサークル 2:55:32
1212 4755 印南 友裕 ｲﾝﾅﾝ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:55:35
1213 4807 中居 雄一 ﾅｶｲ ﾕｳｲﾁ 愛知県 2:55:36
1214 5267 山本 輝人 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾄ 静岡市 2:55:46
1215 4268 鈴木 俊一 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 2:56:11
1216 5427 中川 洋 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 湖西市 2:56:22
1217 5164 家村 幸伸 ｲｴﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ 愛知県 2:56:34
1218 4569 鈴木 孝昌 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 磐田市 悪魔乱舞 2:56:52
1219 3485 植田 昌弘 ｳｴﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:57:05
1220 3638 竹岡 健治 ﾀｹｵｶ ｹﾝｼﾞ 藤枝市 2:57:39
1221 4130 宮本 康敬 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 なかのまち 2:57:39
1222 5362 今村 敬拡 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 三重県 2:57:58
1223 3821 木田 史士 ｷﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 浜松市 杏林堂ＲＣ 2:58:16
1224 3393 後藤 武徳 ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾉﾘ 静岡市 2:58:20
1225 3404 粂田 秀樹 ｸﾒﾀ ﾋﾃﾞｷ 藤枝市 静岡県庁 2:58:20
1226 4379 飛田 順司 ﾄﾋﾞﾀ ｼﾞｭﾝｼﾞ 沼津市 じゅん 2:58:45
1227 4938 兵頭 輝昭 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ 愛知県 2:58:46
1228 4539 福原 順平 ﾌｸﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 富士宮市 チーム・サラ坊 2:58:50
1229 4978 伊藤 祐樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 袋井市 キユアスター 2:59:15
1230 5598 野口 善行 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 岐阜県 2:59:25
1231 4457 森 健 ﾓﾘ ﾀｹｼ 愛知県 3:00:01
1232 4683 岡部 博行 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 3:00:01
1233 3780 那須田 直弘 ﾅｽﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 3:00:02
1234 5185 藤巻 洋輔 ﾌｼﾞﾏｷ ﾖｳｽｹ 沼津市 3:00:21
1235 3189 丸山 直記 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 磐田市 く～に～ず 3:00:59
1236 3188 大橋 訓之 ｵｵﾊｼ ｸﾆﾕｷ 磐田市 く～に～ず 3:00:59
1237 5194 菅沼 季昭 ｽｶﾞﾇﾏ ﾄｼｱｷ 愛知県 3:01:05
1238 4919 小泉 禎剛 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 磐田市 3:01:20
1239 5378 石井 真吾 ｲｼｲ ｼﾝｺﾞ 浜松市 3:02:03
1240 4984 牧野 玲之 ﾏｷﾉ ﾓﾄｵ 浜松市 積水ハウス 3:02:28
1241 5521 田口 旭洋 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 浜松市 3:02:58
1242 4956 古谷 充 ｺﾀﾆ ｼﾞｭｳ 浜松市 共同レース 3:03:34
1243 4306 野沢 誠 ﾉｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 浜松市 3:03:55
1244 1699 袴谷 玲二 ﾊｶﾏﾔ ﾚｲｼﾞ 森町 ショーワランニングクラブ 3:05:29
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1 125 鈴木 勝浩 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:19:17
2 128 石川 篤 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 静岡市 羽鳥Ｆランナーズ 1:20:08
3 30 扇 英樹 ｵｳｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 田原アスリートクラブ 1:20:29
4 139 上野 義教 ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ 三重県 原田自動車陸上部 1:20:43
5 123 髙田 福司 ﾀｶﾀﾞ ﾌｸｼﾞ 浜松市 浜松うましか 1:21:30
6 150 土井 伸一 ﾄﾞｲ ｼﾝｲﾁ 岐阜県 中馬塾 1:21:55
7 110 大貫 正彦 ｵｵﾇｷ ﾏｻﾋｺ 浜松市 スマイリー 1:22:35
8 99 櫻井 一郎 ｻｸﾗｲ ｲﾁﾛｳ 浜松市 信和紙工 1:22:50
9 205 佐久間 祥光 ｻｸﾏ ﾖｼｱｷ 静岡市 さくま歯科 1:23:17

10 94 鈴木 勇 ｽｽﾞｷ ｲｻﾑ 浜松市 杏林堂薬局経理部 1:23:28
11 291 鈴木 倫明 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｱｷ 愛知県 ＳＭＩＬＥＹ 1:24:42
12 129 長谷川 卓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸ 島田市 静岡県庁 1:24:53
13 189 樫本 栄司 ｶｼﾓﾄ ｴｲｼﾞ 藤枝市 スマイリー 1:25:00
14 220 栗田 好章 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ 浜松市 えむ練 1:25:40
15 138 芦川 茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 神奈川県 1:25:52
16 254 梶田 素史 ｶｼﾞﾀ ﾓﾄﾌﾐ 愛知県 1:26:02
17 193 太田 秀樹 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 浜松液化ガス（株） 1:26:04
18 65 本田 武史 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 愛知県 1:26:06
19 151 堀田 朝和 ﾎｯﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知県 ＴＢＲＣ 1:26:38
20 153 五嶋 秀之 ｺﾞｼﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 掛川市 小笠山 1:26:40
21 226 服部 直樹 ﾊｯﾄﾘ ﾅｵｷ 愛知県 名古屋市役所 1:26:50
22 227 村上 里志 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 静岡市 1:26:53
23 149 大出 泰久 ｵｵﾃﾞ ﾔｽﾋｻ 静岡市 クラブＲ２中日本 1:27:45
24 268 藤田 崇信 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ 静岡市 羽鳥Ｆランナーズ 1:28:22
25 298 横井 秀行 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 静岡市 大林組 1:28:41
26 195 長谷川 克弘 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 掛川市 掛川✳桜組 1:28:59
27 181 松本 善夫 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｵ 愛知県 蒲郡クラブ 1:29:01
28 265 川上 博己 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 磐田市 浜松ホトニクス 1:29:15
29 304 高柳 雅人 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾄ 湖西市 草薙激走会 1:29:18
30 192 石川 喜代治 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾊﾙ 愛知県 ■アイシン高丘■ 1:29:39
31 582 藁科 禎久 ﾜﾗｼﾅ ﾖｼﾋｻ 浜松市 浜松ホトニクス 1:29:42
32 132 稲垣 竹彦 ｲﾅｶﾞｷ ﾀｹﾋｺ 愛知県 1:29:44
33 427 渥美 智之 ｱﾂﾐ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 海キチレンジャー 1:29:46
34 999 永井 悟 ﾅｶﾞｲ ｻﾄﾙ 愛知県 1:29:54
35 122 山本 鎮 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ 愛知県 岡崎クラブ 1:29:57
36 338 今尾 公一 ｲﾏｵ ｺｳｲﾁ 浜松市 浜松健走会 1:30:01
37 340 杉本 幸成 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｷﾅﾘ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:30:13
38 782 泉地 繁之 ｲｽﾞﾐﾁ ｼｹﾞﾕｷ 焼津市 松崎 しげ 1:30:27
39 407 加藤 昭宏 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾛ 浜松市 天竜あたごらん 1:30:29
40 372 太田 守 ｵｵﾀ ﾏﾓﾙ 浜松市 1:30:39
41 252 一尺八寸 昇 ｶﾏﾂﾞｶ ﾉﾎﾞﾙ 富士宮市 富士宮市役所 1:30:59
42 448 樋口 正信 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ 沼津市 裾野走ろう会亀 1:31:23
43 325 土屋 一 ﾂﾁﾔ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 1:31:56
44 337 山本 隆士 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 磐田市 レゾリュート 1:32:06
45 276 奥村 茂樹 ｵｸﾑﾗ ｼｹﾞｷ 函南町 クラブＲ２中日本 1:32:16
46 397 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 浜松市 1:32:17
47 438 岩月 紀幸 ｲﾜﾂｷ ﾉﾘﾕｷ 愛知県 コープあいち 1:32:23
48 530 渡瀬 直久 ﾜﾀｾ ﾅｵﾋｻ 浜松市 1:32:30
49 237 保崎 寿伸 ﾎｻﾞｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 静岡市 東走会 1:33:00
50 740 村松 博昭 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 浜松市 1:33:10
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51 660 新村 勝利 ｼﾝﾑﾗ ｶﾂﾄｼ 浜松市 そうきたかい 1:33:16
52 180 伏見 誠 ﾌｼﾐ ﾏｺﾄ 浜松市 1:33:42
53 581 小林 孝誌 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 浜松市 ＴＲＣ春野校舎爆走会 1:33:49
54 167 丸野 正 ﾏﾙﾉ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 浜松ホトニクス 1:33:50
55 565 望月 浩司 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｼﾞ 掛川市 粟レンジャー 1:33:58
56 700 大石 良晴 ｵｵｲｼ ﾖｼﾊﾙ 浜松市 △しんせ△ 1:34:10
57 661 築地 篤之 ﾂｲｼﾞ ｱﾂｼ 岐阜県 多治見ランナーズ 1:34:13
58 286 西川 勇次 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:34:19
59 484 吉山 敦久 ﾖｼﾔﾏ ｱﾂﾋｻ 浜松市 ヤマハＲＣ 1:34:33
60 650 田中 裕 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 磐田市 1:34:35
61 578 加茂 健司 ｶﾓ ｹﾝｼﾞ 浜松市 走るのラン 1:34:38
62 1309 稲田 宏美 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛﾐ 湖西市 浜松健走会 1:34:48
63 854 山田 寿幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻﾕｷ 藤枝市 1:34:50
64 173 清水 良紀 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ 浜松市 1:34:57
65 571 萩原 知徳 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾉﾘ 焼津市 スマイリー 1:35:18
66 728 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 岡崎中総ＲＣ 1:35:19
67 409 小澤 睦司 ｵｻﾞﾜ ﾑﾂｼ 磐田市 1:35:20
68 417 花本 篤人 ﾊﾅﾓﾄ ｱﾂﾄ 浜松市 1:35:22
69 904 相庭 温臣 ｱｲﾊﾞ ｱﾂｵﾐ 沼津市 沼津市立病院 1:35:22
70 590 小永井 滋 ｺﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾙ 磐田市 1:35:29
71 321 川島 教文 ｶﾜｼﾏ ﾐﾁﾌﾐ 浜松市 白山ふ組 1:35:39
72 682 杉山 弘好 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ 森町 ポーラ化成 1:36:12
73 1144 渡邉 佳哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 島田市 1:36:14
74 595 石上 剛 ｲｼｶﾞﾐ ﾂﾖｼ 掛川市 新茶チャレンジ 1:36:39
75 223 平石 祐二 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 ＭＩＺＵＨＯ 1:36:44
76 247 小澤 弘 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 静岡市 1:36:57
77 706 千葉 幸則 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 清水町 1:37:10
78 1059 後藤 俊広 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 1:37:11
79 299 村木 剛 ﾑﾗｷ ｺﾞｳ 浜松市 1:37:16
80 594 西原 和宏 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 ＮＤｓｙｓ 1:37:18
81 216 坂元 隆文 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 1:37:21
82 493 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 笠原小 1:37:27
83 692 神村 昌利 ｶﾐﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 浜松市 1:37:43
84 378 川島 賢治 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｼﾞ 浜松市 深大寺走友会 1:37:44
85 840 松本 英之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 1:37:48
86 381 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂ 神奈川県 義勇海運 1:37:49
87 619 上尾 弘 ｶﾐｵ ﾋﾛｼ 滋賀県 1:37:53
88 583 時藤 満徳 ﾄｷﾌｼﾞ ﾐﾂﾉﾘ 磐田市 ＳＭＩＬＥＹ ＡＮＧＥＬ 1:37:55
89 871 清水 和彦 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾋｺ 御前崎市 株式会社ブリヂストンエヌテック 1:37:57
90 845 杉山 和久 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 掛川市 1:38:10
91 825 高林 宏明 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 浜松市 1:38:14
92 282 松井 茂王 ﾏﾂｲ ｼｹﾞｵ 愛知県 Ｇｒｏ－ＥＴ 1:38:19
93 681 古賀 則幸 ｺｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 福岡県 1:38:21
94 790 竹内 俊仁 ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝｼﾞ 浜松市 1:38:21
95 781 吉岡 隆道 ﾖｼｵｶ ﾀｶﾐﾁ 富士市 水曜練習会 1:38:24
96 1229 森 将人 ﾓﾘ ﾏｻﾄ 浜松市 そうきたかい 1:38:35
97 479 宇留島 昌美 ｳﾙｼﾏ ﾏｻﾐ 伊豆の国市 山田自動車 1:38:40
98 240 西村 三代次 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾖｼﾞ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:38:47
99 939 境澤 光孝 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾀｶ 浜松市 1:39:04

100 357 伊ヶ崎 泰則 ｲｶﾞｻｷ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 浜松ホトニクス 1:39:07
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101 1572 吉山 久 ﾖｼﾔﾏ ﾋｻｼ 浜松市 1:39:17
102 587 内山 昌一 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 掛川市 浜松ホトニクス 1:39:28
103 649 岡田 知幸 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 浜松ホトニクス 1:39:44
104 1082 藤田 和久 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 1:39:46
105 864 鳥居 和久 ﾄﾘｲ ｶｽﾞﾋｻ 愛知県 愛知陸連 1:39:52
106 1089 鈴木 清和 ｽｽﾞｷ ｷﾖｶｽﾞ 磐田市 1:39:53
107 952 久保田 康生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾏｻ 静岡市 静岡走ろう会 1:39:58
108 732 伊藤 悟 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 浜松市 ロト・プロセス 1:39:59
109 1342 大木 聖 ｵｵｷ ｻﾄｼ 袋井市 1:40:01
110 868 丹羽 広重 ﾆﾜ ﾋﾛｼｹﾞ 愛知県 1:40:01
111 926 安井 大助 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:40:06
112 1090 長田 雅裕 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:40:18
113 605 平野 和良 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 浜北芝本組 1:40:23
114 959 北本 晃裕 ｷﾀﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:40:23
115 1145 中川 晶夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷｵ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:40:28
116 208 坂本 寿 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ 浜松市 1:40:29
117 224 加藤 昌行 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 磐田市 ヤマハ発動機ＲＣ 1:40:32
118 630 深村 英明 ﾌｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 ＹＡＭＡＨＡ 1:40:32
119 171 秋山 泉美 ｱｷﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 浜松市 スーダラ倶楽部 1:40:40
120 5753 深田 茂利 ﾌｶﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ 磐田市 ヤマハエレクトロニクス 1:41:14
121 566 塩澤 康人 ｼｵｻﾞﾜ ﾔｽﾄ 静岡市 めざせ完走 1:41:14
122 913 伊藤 重光 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾐﾂ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 1:41:15
123 818 高柳 一寿 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾄｼ 湖西市 ＳＭＩＬＥＹ 1:41:25
124 459 村上 浩市 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ 東京都 1:41:30
125 723 夏目 隆志 ﾅﾂﾒ ﾀｶｼ 愛知県 1:41:36
126 702 石川 昌宏 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 三重県 1:41:41
127 239 河合 信治 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾊﾙ 愛知県 河合園芸 1:41:47
128 807 福留 寛人 ﾌｸﾄﾒ ﾋﾛﾄ 静岡市 1:41:58
129 804 岡田 卓治 ｵｶﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 小山町 ルパンファミリー 1:42:05
130 739 下村 満留 ｼﾓﾑﾗ ﾐﾂﾙ 愛知県 1:42:10
131 436 金辻 徳広 ｷﾝﾂｼﾞ ﾉﾘﾋﾛ 浜松市 ＣＨＡＮＧＥ 1:42:12
132 620 小林 友就 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾅﾘ 浜松市 1:42:17
133 835 望月 敏央 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾋｻ 浜松市 1:42:19
134 809 塩谷 秀行 ｼｵﾀﾆ ﾋﾃﾞﾕｷ 兵庫県 1:42:19
135 1159 中島 秀俊 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 佐賀県 ライコネン 1:42:20
136 496 細田 大二 ﾎｿﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾞ 浜松市 人生探検隊 1:42:20
137 1757 本城 之雄 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾕｷｵ 浜松市 スズキ株式会社 1:42:27
138 580 横山 昌直 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾅｵ 愛知県 1:42:31
139 1577 坂田 敏彦 ｻｶﾀ ﾄｼﾋｺ 浜松市 Ｒ ＆ Ｊ 1:42:34
140 1280 道祖 一生 ﾄﾞｳｿ ｶｽﾞｵ 愛知県 クラブＲ２中日本 1:42:35
141 345 小池 幸浩 ｺｲｹ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 デンソー豊橋 1:42:40
142 1037 岩崎 一四 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭｳｼ 浜松市 浜名湖 1:42:48
143 827 永田 俊浩 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 掛川市 小笠山 1:42:52
144 1010 寺田 一成 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 磐田市 1:43:00
145 1045 松浦 宏之 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 テキスタイル・ベガ 1:43:04
146 819 内山 直己 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 磐田市 浜松ホトニクス 1:43:09
147 473 植田 高広 ｳｴﾀ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 中部プラント 1:43:19
148 996 土谷 敏明 ﾂﾁﾔ ﾄｼｱｷ 湖西市 1:43:21
149 1300 宮城 雄一 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁ 静岡市 1:43:24
150 285 鈴木 勝則 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 磐田市 静西教育事務所 1:43:29
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151 747 川島 正久 ｶﾜｼﾏ ﾀﾀﾞﾋｻ 磐田市 あんずクリニック 1:43:31
152 690 後藤 友秀 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ 磐田市 イーストシェル 1:43:32
153 260 滝口 治 ﾀｷｸﾞﾁ ｵｻﾑ 静岡市 かすたま～ず 1:43:41
154 1364 水口 厚 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱﾂｼ 浜松市 1:43:42
155 1115 上田 祥弘 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 1:43:45
156 1230 寺田 孝臣 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｵﾐ 袋井市 1:43:46
157 1215 安倍 徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 静岡市 ヘタレ 1:43:52
158 1461 髙橋 謙二郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 袋井市 1:43:54
159 1301 平井 秀徳 ﾋﾗｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 浜松市 ＭＹＫ 1:44:00
160 647 宮澤 辰夫 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂｵ 埼玉県 ｅＡ埼玉 1:44:01
161 475 山崎 直樹 ﾔﾏｻｷ ﾅｵｷ 浜松市 ゆうとん 1:44:04
162 978 田中 康久 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ 浜松市 ＹＭＳＬ甘走会 1:44:06
163 77 天野 貴夫 ｱﾏﾉ ﾀｶｵ 静岡市 静岡走ろう会 1:44:15
164 957 松下 直己 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵﾐ 藤枝市 1:44:28
165 1187 出井 修 ﾃﾞｲ ｵｻﾑ 浜松市 1:44:31
166 1345 原田 泰宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:44:33
167 1050 川合 和之 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 1:44:42
168 2734 中山 和浩 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 沼津市 1:44:51
169 1086 森山 務 ﾓﾘﾔﾏ ﾂﾄﾑ 掛川市 1:44:52
170 613 森 智基 ﾓﾘ ﾄﾓｷ 湖西市 浜名湖ＴＲＣ 1:44:53
171 1362 岡本 浩二 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 磐田市 チーム岡本 1:44:56
172 419 鈴木 孝好 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 浜松市 アンとモナカ 1:44:56
173 465 松本 栄 ﾏﾂﾓﾄ ｻｶｴ 浜松市 ＳＫＥ００ 1:44:58
174 1518 岩田 守道 ｲﾜﾀ ﾓﾘﾐﾁ 浜松市 岩田建築 1:45:02
175 1521 山田 日好 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖｼ 南伊豆町 1:45:12
176 365 藤井 晴彦 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾋｺ 掛川市 Ｋ－ＦＩＴ 1:45:14
177 1302 木元 健司 ｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 1:45:16
178 5132 秋山 延幸 ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 三島市 1:45:18
179 762 老川 直樹 ｵｲｶﾜ ﾅｵｷ 浜松市 1:45:19
180 801 岡本 和也 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 愛知県 1:45:22
181 2150 石津 昌昭 ｲｼﾂﾞ ﾏｻｱｷ 浜松市 1:45:30
182 1322 岩間 徳光 ｲﾜﾏ ﾄｸﾐﾂ 静岡市 岩間工業所 1:45:31
183 1064 伊柳 秀次 ｲﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｼﾞ 藤枝市 1:45:33
184 2079 塚本 勝己 ﾂｶﾓﾄ ｶﾂﾐ 浜松市 １Ｋ５Ｍ 1:45:37
185 232 石山 承昊 ｲｼﾔﾏ ｼｮｳﾅﾘ 浜松市 のしゃ 1:45:42
186 1852 小柳 雅義 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾖｼ 愛知県 1:45:53
187 355 宮野 明人 ﾐﾔﾉ ｱｷﾄ 島田市 ＳＭＩＬＹ 1:45:57
188 1150 永田 秀夫 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾞﾃﾞｵ 掛川市 1:45:58
189 396 中村 元治 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾊﾙ 愛知県 1:46:02
190 1979 前島 孝通 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾁ 磐田市 1:46:05
191 1359 池谷 和昭 ｲｹﾔ ｶｽﾞｱｷ 浜松市 1:46:16
192 558 加藤 孝 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 愛知県 尾北走友会 1:46:19
193 917 石上 鉄也 ｲｼｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ 静岡市 静岡市立富士見小学校 1:46:23
194 886 大場 宏康 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾔｽ 愛知県 1:46:29
195 679 岩城 賢 ｲﾜｷ ｹﾝ 浜松市 1:46:40
196 987 山田 博史 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 1:46:43
197 2084 岩淵 由一 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 磐田市 ミネベアミツミ 1:46:46
198 1410 三浦 英基 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞﾓﾄ 愛知県 ＴＥＡＭ屯屋 1:46:48
199 1303 坂田 哲男 ｻｶﾀ ﾃﾂｵ 磐田市 1:46:53
200 1105 窪田 尚弘 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ 富士市 窪田ＬＣ 1:46:58
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201 729 杉浦 元 ｽｷﾞｳﾗ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 い組走遊会 1:47:02
202 826 久保田 等 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾄｼ 愛知県 ＤＡＩＴＯ 1:47:09
203 893 高橋 克幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 三島市 1:47:19
204 990 神谷 賢 ｶﾐﾔ ｹﾝ 静岡市 1:47:26
205 892 小松 賢二 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 磐田市 1:47:30
206 1167 大池 栄弥 ｵｵｲｹ ﾋﾃﾞﾔ 浜松市 1:47:30
207 1399 髙須 孝明 ﾀｶｽ ﾀｶｱｷ 愛知県 1:47:30
208 937 山田 敏之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 テクテククラブ 1:47:31
209 2299 鈴木 文彦 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋｺ 浜松市 1:47:33
210 5097 吉田 威 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 浜松市 1:47:35
211 392 木村 俊彦 ｷﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 焼津市 1:47:36
212 1418 寺田 啓市 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ 磐田市 1:47:38
213 556 中根 和博 ﾅｶﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 チームがぶ 1:47:40
214 993 竹田 祐一 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 磐田市 1:47:42
215 1288 岩本 裕 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 浜松市 うましか 1:47:46
216 1584 戸塚 博文 ﾄﾂｶ ﾋﾛﾌﾐ 袋井市 1:47:53
217 626 宮田 昇 ﾐﾔﾀ ﾉﾎﾞﾙ 御前崎市 ●つま恋● 1:47:53
218 2375 齊藤 信昭 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 磐田市 1:48:00
219 921 山川 誠己 ﾔﾏｶﾜ ｾｲｷ 磐田市 1:48:05
220 1758 松下 桂三 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｿﾞｳ 浜松市 ミツバ工業株式会社 1:48:06
221 5372 石川 文彦 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾋｺ 富士宮市 1:48:07
222 907 谷野 聡 ﾔﾉ ｻﾄｼ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:48:07
223 497 近藤 一秀 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 藤枝市 ＹＲＣ 1:48:09
224 1810 大澤 明人 ｵｵｻﾜ ｱｷﾄ 浜松市 丸重、田中商店 1:48:11
225 589 足立 哲也 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ 愛知県 あだちんち 1:48:13
226 1950 石田 雅実 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 焼津市 マルハチ村松 1:48:29
227 1448 天野 孝 ｱﾏﾉ ﾀｶｼ 浜松市 1:48:36
228 945 鈴木 高弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 1:48:37
229 1837 下平 誠 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｺﾄ 愛知県 1:48:44
230 1271 島田 正和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 サーラＳＣ浜松 1:48:46
231 834 松井 孝悟 ﾏﾂｲ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 愛知田原夏目会 1:48:48
232 1211 鈴木 邦彦 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:48:48
233 1390 森澤 一司 ﾓﾘｻﾜ ｶｽﾞｼ 静岡市 ダチョウ労士 1:48:51
234 1243 杉山 真二 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 愛知県 1:48:53
235 1519 大谷 素久 ｵｵﾀﾆ ﾓﾄﾋｻ 浜松市 ユタカ技研 1:48:53
236 1496 三澤 喜美男 ﾐｻﾜ ｷﾐｵ 森町 ヤマハランニングクラブ 1:48:55
237 1389 兼子 昌彦 ｶﾈｺ ﾏｻﾋｺ 愛知県 勅使会 1:48:56
238 986 村田 啓 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾑ 愛知県 ＮＥＸＣＯ 1:48:56
239 991 谷崎 誠一 ﾀﾆｻﾞｷ ｾｲｲﾁ 愛知県 麦酒走好会 1:48:59
240 5119 鈴木 祐二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 袋井市 1:49:00
241 2773 藤澤 敏巳 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄｼﾐ 愛知県 1:49:03
242 1188 伊藤 孝昭 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 浜松市 ヤマハランナーズ 1:49:05
243 1380 安間 久 ｱﾝﾏ ﾋｻｼ 袋井市 1:49:06
244 3919 竹内 幸二 ﾀｹｳﾁ ﾕｷｼﾞ 愛知県 ナイス！ランニング部 1:49:11
245 1607 竹本 純一 ﾀｹﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 1:49:12
246 912 田中 昌志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 愛知県 1:49:12
247 2641 雨堤 紀雄 ｱﾏﾂﾞﾂﾐ ﾉﾘｵ 浜松市 京セラ 1:49:21
248 1609 大石 道雄 ｵｵｲｼ ﾐﾁｵ 浜松市 スズキ株式会社 1:49:28
249 815 村田 広康 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 浜松いわた信用金庫 1:49:30
250 935 小笠原 与己 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾐ 掛川市 1:49:36
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251 1042 大橋 康明 ｵｵﾊｼ ﾔｽｱｷ 静岡市 ランジョグ中部 1:49:36
252 1942 三浦 光博 ﾐｳﾗ ﾐﾂﾋﾛ 湖西市 1:49:37
253 542 寺田 孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 袋井市 ＪＴ東海 1:49:38
254 5044 池田 司 ｲｹﾀﾞ ﾂｶｻ 藤枝市 スマイリー 1:49:43
255 1003 杉山 重人 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾄ 愛知県 1:49:45
256 676 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 静岡市 1:49:48
257 1530 松葉 秀介 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳｽｹ 藤枝市 松葉倉庫 1:49:49
258 1369 伊藤 元邦 ｲﾄｳ ﾓﾄｸﾆ 掛川市 1:49:54
259 704 見崎 信悟 ﾐｻｷ ｼﾝｺﾞ 焼津市 だえんＲＦＣ 1:50:00
260 1834 高橋 孝夫 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｵ 浜松市 阿多古 1:50:00
261 701 神田 昭彦 ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾋｺ 愛知県 ランジョグ中部 1:50:01
262 1284 吉田 明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 愛知県 ＴＥＡＭ ＥＭＥＯＳ２ 1:50:03
263 1482 熊谷 幸治 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:50:05
264 1863 河知 偉之 ｶﾜﾁ ﾀｹﾕｷ 富士市 チームあさひ 1:50:05
265 813 須藤 毅 ｽﾄﾞｳ ﾀｹｼ 東京都 サーク磐田 1:50:06
266 310 佐野 郁生 ｻﾉ ｲｸｵ 富士宮市 ｄｏｕｘ 1:50:13
267 719 石橋 一伸 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 藤枝市 1:50:14
268 471 高保 裕志 ﾀｶﾎ ﾋﾛｼ 藤枝市 1:50:19
269 1495 山口 巌 ﾔﾏｸﾞﾁ ｲﾜｵ 愛知県 1:50:23
270 2046 正田 秀樹 ﾏｻﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 デンソー 1:50:27
271 2160 高橋 太郎 ﾀｶﾊｼ ﾀﾛｳ 浜松市 1:50:29
272 1325 岡本 貴夫 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｵ 岐阜県 1:50:30
273 2063 若生 和弘 ﾜｶｲｷ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 1:50:35
274 1295 中島 尚之 ﾅｶｼﾏ ﾅｵﾕｷ 愛知県 1:50:37
275 1579 杉村 純一朗 ｽｷﾞﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:50:43
276 1356 朝倉 泰昌 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾏｻ 愛知県 1:50:46
277 604 戸田 正弘 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 1:50:50
278 1336 門川 祐士 ｶﾄﾞｶﾜ ﾕｳｼ 山梨県 長洲中学 1:50:55
279 3034 石田 匡司 ｲｼﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 愛知県 裸足ＲＣ愛知 1:50:55
280 1483 木下 智弘 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:51:00
281 2346 鹿島田 靖 ｶｼﾏﾀﾞ ﾔｽｼ 愛知県 1:51:09
282 2787 鈴木 史朗 ｽｽﾞｷ ｼﾛｳ 藤枝市 静岡県 1:51:15
283 1314 鷲巣 浩 ﾜｼｽﾞ ﾋﾛｼ 島田市 1:51:20
284 601 市川 典男 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｵ 浜松市 浜松ホトニクス 1:51:22
285 1576 夏目 佳幸 ﾅﾂﾒ ﾖｼﾕｷ 浜松市 1:51:30
286 1291 岩崎 昌昭 ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ 愛知県 1:51:36
287 2483 石川 陽一 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 掛川市 1:51:38
288 883 小杉 幸夫 ｺｽｷﾞ ﾕｷｵ 愛知県 タクマ 1:51:43
289 2078 仲秋 貴史 ﾅｶｱｷ ﾀｶｼ 浜松市 エコピスタ 1:51:45
290 5251 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 浜松市 1:51:50
291 5770 井口 浩治 ｲｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 磐田市 1:51:52
292 1393 岡村 雅夫 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｵ 湖西市 ＦＤＫ 1:51:53
293 890 上村 房男 ｶﾐﾑﾗ ﾌｻｵ 浜松市 1:52:01
294 313 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 磐田市 ヤマハ発ＲＣ 1:52:07
295 2400 田中 庸雅 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾏｻ 大阪府 1:52:11
296 1948 内田 行紀 ｳﾁﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 掛川市 1:52:12
297 863 鈴木 康浩 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 株式会社デンソー 1:52:13
298 1782 加藤 幸哉 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ 長野県 なんちゃ走会 1:52:22
299 2013 伊藤 雄彦 ｲﾄｳ ﾀｹﾋｺ 浜松市 松小池 1:52:28
300 899 町田 智洋 ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 吉田町 1:52:31
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301 1097 高柳 昌史 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 浜松市 1:52:35
302 1294 山下 義光 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾐﾂ 島田市 ランジョグ 1:52:42
303 1615 近藤 光二 ｺﾝﾄﾞｳ ﾐﾂｼﾞ 愛知県 1:52:42
304 2139 御手洗 睦 ﾐﾀﾗｲ ﾑﾂﾐ 富士市 1:52:43
305 1966 加藤 宗弘 ｶﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ 浜松市 丸宗建設ＲＣ 1:52:46
306 2069 長崎 浩 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛｼ 静岡市 1:52:48
307 975 川波 和幸 ｶﾜﾅﾐ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 1:52:48
308 1802 今泉 仁志 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾄｼ 浜松市 1:53:01
309 1561 一柳 雅司 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 袋井市 大進堂ＲＣトランキーロ 1:53:06
310 235 今井 勝幸 ｲﾏｲ ｶﾂﾕｷ 静岡市 ｐｅｌｉｄｅ ＲＣ 1:53:08
311 1879 和久田 智之 ﾜｸﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 レモンの会 1:53:12
312 1525 村松 昭仁 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋﾄ 浜松市 Ｒ ＆ Ｊ 1:53:15
313 2729 鈴木 好彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 神奈川県 1:53:15
314 1586 市川 真之 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾕｷ 浜松市 市川保険Ｓ 1:53:21
315 1694 碇 博志 ｲｶﾘ ﾋﾛｼ 磐田市 1:53:30
316 1298 栗本 正男 ｸﾘﾓﾄ ﾏｻｵ 浜松市 白山ＲＣ 1:53:34
317 1282 河野 誠一郎 ｺｳﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 愛知県 1:53:38
318 1717 松本 守弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾛ 浜松市 1:53:46
319 722 島谷 秀明 ｼﾏﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 1:53:52
320 1989 竹田 久 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ 長野県 炎のランナーズ 1:53:54
321 1904 見原 剛 ﾐﾊﾗ ﾀｹｼ 愛知県 1:54:00
322 1154 脇 晃 ﾜｷ ｱｷﾗ 浜松市 1:54:04
323 918 下山 文紀 ｼﾓﾔﾏ ﾌﾐｷ 愛知県 1:54:05
324 1877 柳澤 秀行 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 菊川市 ヘアー然ランニングクラブ 1:54:08
325 1747 増野 昌徳 ﾏｽﾉ ﾏｻﾉﾘ 島田市 1:54:12
326 1290 小林 清明 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｱｷ 浜松市 1:54:20
327 4033 鈴木 正徳 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 1:54:21
328 2049 大山 剛 ｵｵﾔﾏ ﾂﾖｼ 愛知県 ＭＳシニア 1:54:29
329 1962 小野田 政宏 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 御前崎市 ｍｉｚｕｎｏ．ｅ 1:54:34
330 1764 土屋 貴義 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾖｼ 浜松市 1:54:36
331 2403 岡本 広巳 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:54:49
332 2355 森田 勇 ﾓﾘﾀ ｲｻﾑ 静岡市 檄珍 1:54:53
333 1926 河合 信二 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞｼﾞ 浜松市 ＶＥＧＡ 1:54:55
334 1407 田中 英二 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 愛知県 1:54:56
335 881 青島 一弘 ｱｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 磐田西高校教諭 1:54:58
336 1487 吉村 秀文 ﾖｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾌﾐ 千葉県 ケーフィット 1:54:58
337 1567 吉田 仁志 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 浜松市 1:55:00
338 1488 山田 成展 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 静岡市 1:55:01
339 1914 斉藤 昭雄 ｻｲﾄｳ ｱｷｵ 静岡市 1:55:02
340 1580 塚本 昭宏 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:55:03
341 1970 澤田 正勝 ｻﾜﾀﾞ ﾏｻｶﾂ 愛知県 谷川真理ＦＲＣ 1:55:07
342 1920 渥美 光哲 ｱﾂﾐ ﾐﾂﾉﾘ 浜松市 河合楽器 1:55:15
343 3043 上田 信司 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 静岡市 さくらんぼ 1:55:16
344 2003 海江田 誠二 ｶｲｴﾀﾞ ｾｲｼﾞ 浜松市 1:55:19
345 2731 内山 尚行 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾕｷ 浜松市 猿山ランナーズ 1:55:20
346 1247 江間 俊之 ｴﾏ ﾄｼﾕｷ 湖西市 1:55:20
347 2850 大久保 浩 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 1:55:31
348 598 木村 哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 磐田市 ヤマハ発動機ＲＣ 1:55:32
349 2498 坂本 定行 ｻｶﾓﾄ ｻﾀﾞﾕｷ 愛知県 1:55:34
350 2016 鈴木 郷 ｽｽﾞｷ ｺﾞｳ 浜松市 1:55:44
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351 873 勝野 充生 ｶﾂﾉ ﾐﾂｵ 浜松市 1:55:50
352 1849 大洞 義久 ｵｵﾎﾞﾗ ﾖｼﾋｻ 愛知県 1:55:54
353 2164 竹内 浩之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 1:55:54
354 5290 鈴木 昭彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 浜松市 1:55:59
355 2004 久野 智浩 ｸﾉ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 1:55:59
356 831 小山 幸夫 ｺﾔﾏ ﾕｷｵ 掛川市 1:56:06
357 1562 宮下 昭久 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋｻ 長野県 1:56:11
358 2909 伊藤 孝良 ｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 愛知県 1:56:13
359 1968 渡辺 秀明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 1:56:16
360 1491 垂井 裕幹 ﾀﾙｲ ﾋﾛｷ 愛知県 1:56:18
361 3284 青木 成生 ｱｵｷ ｼｹﾞｵ 静岡市 1:56:21
362 1328 木村 俊春 ｷﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 牧之原市 1:56:21
363 441 横田 祐志 ﾖｺﾀ ﾕｳｼﾞ 静岡市 1:56:26
364 2077 齊藤 聖一 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 磐田市 1:56:27
365 1955 山田 哲朗 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 愛知県 1:56:30
366 2356 長坂 好洋 ﾅｶﾞｻｶ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 チーム虎命 1:56:31
367 5448 澤入 敬 ｻﾜｲﾘ ﾀｶｼ 御前崎市 1:56:44
368 3082 小嶋 正吾 ｺｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 菊川市 チームＫ 1:56:48
369 974 石野 敬 ｲｼﾉ ｹｲ 浜松市 キーサイト 1:56:53
370 1400 吉川 卓 ｷｯｶﾜ ﾀｸ 磐田市 1:56:55
371 615 戸田 央志 ﾄﾀﾞ ﾋｻｼ 磐田市 1:56:58
372 2741 松島 康浩 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:56:59
373 1599 宇佐美 秀之 ｳｻﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 1:57:00
374 1511 三木 一敏 ﾐｷ ｶｽﾞﾄｼ 愛知県 1:57:08
375 1818 山下 賢司 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 島田市 1:57:10
376 1199 河本 吉広 ｶﾜﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 浜松健走会 1:57:12
377 1882 鈴木 正彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 湖西市 株式会社デンソー 1:57:15
378 3570 千村 年秀 ﾁﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 掛川市 1:57:17
379 874 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 愛知県 夏目組山本塾 1:57:17
380 2540 青柳 茂丈 ｱｵﾔｷﾞ ｼｹﾞﾀｹ 愛知県 オーエスジー 1:57:18
381 1549 渡邊 桂三 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｿﾞｳ 静岡市 静岡清水折戸体育会 1:57:20
382 2605 外山 雅文 ﾄﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 1:57:25
383 1593 鈴木 正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 浜松市 1:57:25
384 764 渋谷 友次 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｼﾞ 愛知県 トヨタ自動車＿愛知池クラブ 1:57:28
385 2104 西山 幸男 ﾆｼﾔﾏ ﾕｷｵ 浜松市 1:57:28
386 1646 杉浦 秀治 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ 磐田市 ｗｉｔｈＣ 1:57:31
387 2463 丹羽 愛武 ﾆﾜ ﾖｼﾀｹ 愛知県 1:57:32
388 1575 西川 勝俊 ﾆｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 焼津市 三菱電機 1:57:35
389 2561 岡本 直記 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ 磐田市 1:57:36
390 2767 水野 義徳 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 愛知県 1:57:36
391 3484 落合 崇央 ｵﾁｱｲ ﾀｶﾅｶ 掛川市 東海サイエンス 1:57:47
392 1857 藤田 鉱治 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 磐田市 ＢＢれもんず 1:57:49
393 2342 高田 利幸 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 浜松市 ジャパネッツ 1:57:50
394 3103 久保田 茂男 ｸﾎﾞﾀ ｼｹﾞｵ 静岡市 1:57:53
395 2600 高橋 輝充 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙﾐﾂ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:57:55
396 1864 竹下 登 ﾀｹｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 掛川市 細谷新田西組 1:57:55
397 1714 山内 麻琴 ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ 磐田市 神明野球クラブ 1:57:58
398 1965 浅山 靖 ｱｻﾔﾏ ﾔｽｼ 浜松市 ＹＰＯＯＬ 1:57:58
399 2235 松村 卓明 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｱｷ 静岡市 株式会社ちかく堂 1:57:59
400 1168 浅井 邦彦 ｱｻｲ ｸﾆﾋｺ 菊川市 エビス倶楽部 1:58:00
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401 3657 稲垣 和秀 ｲﾅｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 藤枝市 1:58:04
402 3046 村松 靖 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼ 浜松市 ＢＢＳアゼリアクラブ 1:58:07
403 1068 江間 利明 ｴﾏ ﾄｼｱｷ 浜松市 スイラン 1:58:09
404 1297 谷川 和正 ﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 イーコム 1:58:12
405 2153 小林 大介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 まりこトレラン部 1:58:17
406 1657 大杉 晃正 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾏｻ 磐田市 ＮＲＣ 1:58:21
407 2545 鈴木 秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 附属浜松中 1:58:22
408 965 坪井 知司 ﾂﾎﾞｲ ｻﾄｼ 浜松市 1:58:23
409 760 寒川 隆幸 ｶﾝｶﾜ ﾀｶﾕｷ 浜松市 ＫＡＮＫＡＮ 1:58:23
410 2476 馬渕 孝史 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 浜スポ 1:58:29
411 3497 田中 敏郎 ﾀﾅｶ ﾄｼﾛｳ 浜松市 たなか小児科 1:58:32
412 1344 松並 淳 ﾏﾂﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 掛川市 1:58:32
413 798 渡辺 昌英 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 1:58:38
414 49 藤田 義夫 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｵ 愛知県 ｅＡ愛知 1:58:39
415 1750 秋山 明史 ｱｷﾔﾏ ｱｷﾌﾐ 愛知県 1:58:40
416 2056 一藤木 亨 ｲｯﾄｳｷﾞ ｱｷﾗ 静岡市 1:58:40
417 2416 下浦 信博 ｼﾓｳﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大阪府 1:58:43
418 2378 Ｓｏｌｔｉｓ Ｃａｒｌ ｿﾙﾃｨｽ ｶｰﾙ 浜松市 1:58:45
419 1743 嶋 義弘 ｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 湖西市 キョウデンシステム 1:58:47
420 1976 村田 雅行 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾕｷ 浜松市 デンソー湖西 1:58:51
421 1292 大島 保彦 ｵｵｼﾏ ﾔｽﾋｺ 愛知県 デンソー 1:58:56
422 1612 岩森 広高 ｲﾜﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 藤枝市 1:58:57
423 1498 安達 和正 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 藤枝市 1:58:57
424 2719 高柳 正弘 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 鈴木楽器 1:58:57
425 4854 高羽 啓一 ﾀｶﾊﾞ ｹｲｲﾁ 浜松市 ヤマハ発動機 1:58:58
426 1513 宮崎 勉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 浜松市 ユタカ技研 1:59:01
427 1120 内藤 義比呂 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 1:59:03
428 1773 滝井 勝寿 ﾀｷｲ ｶﾂﾄｼ 焼津市 1:59:04
429 3303 菊池 祐介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:59:22
430 1417 織田 敦 ｵﾀﾞ ｱﾂｼ 磐田市 ＴＲＣ 1:59:23
431 2701 熊谷 隆則 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 1:59:34
432 1918 伊藤 学 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 愛知県 丸敬ランナーズ 1:59:39
433 1152 青山 和正 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 1:59:45
434 2861 鈴木 一隆 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾀｶ 浜松市 必笑ランキング俱楽部 1:59:49
435 2012 村松 誠司 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｼﾞ 焼津市 1:59:50
436 300 山本 源宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄﾋﾛ 福井県 1:59:58
437 2904 齋藤 祥彰 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 浜松市 ちょこぼーる 2:00:01
438 2298 竹内 収 ﾀｹｳﾁ ｵｻﾑ 浜松市 2:00:06
439 2580 伊藤 久仁俊 ｲﾄｳ ｸﾆﾄｼ 浜松市 浜松郵便局 2:00:06
440 1659 尾畑 裕史 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:00:07
441 1801 竹島 洋一郎 ﾀｹｼﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 よつば倶楽部 2:00:08
442 2524 鈴木 昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 牧之原市 2:00:12
443 2242 内藤 隆一郎 ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 袋井市 スラッシュ 2:00:16
444 2005 都田 智則 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 静岡市 2:00:19
445 3233 松林 健太郎 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 掛川市 ジュビロ会 2:00:23
446 1949 矢部 貴之 ﾔﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 浜松市 2:00:27
447 1100 長倉 正弘 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 日進電機 2:00:28
448 2127 高橋 宏昭 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 焼津市 2:00:29
449 2467 藤田 強 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾖｼ 袋井市 三甲（株）東海工場 2:00:30
450 2724 久保 克己 ｸﾎﾞ ｶﾂﾐ 焼津市 2:00:31
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451 458 平野 清明 ﾋﾗﾉ ｷﾖｱｷ 浜松市 2:00:35
452 4432 定丸 智文 ｻﾀﾞﾏﾙ ﾄﾓﾌﾐ 御殿場市 2:00:36
453 1327 内藤 孝比呂 ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:00:39
454 1067 和田 昌彦 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 浜松市 都田建設 2:00:42
455 2676 望月 邦生 ﾓﾁﾂﾞｷ ｸﾆｵ 藤枝市 2:00:43
456 1093 富田 忠嗣 ﾄﾐﾀ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 浜スポＲＣ 2:00:45
457 1435 辻 俊司 ﾂｼﾞ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県 2:00:47
458 1903 益子 尊臣 ﾏｽｺ ﾀｶｵﾐ 牧之原市 2:00:48
459 2173 野田 雄彦 ﾉﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 2:00:50
460 1057 青木 和人 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋﾄ 焼津市 2:00:51
461 3071 牧野 哲也 ﾏｷﾉ ﾃﾂﾔ 愛知県 2:00:52
462 1667 園田 昌彦 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 島田市 2:00:58
463 2678 野田 豊 ﾉﾀﾞ ﾕﾀｶ 浜松市 2:01:01
464 2751 山口 剛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 愛知県 2:01:02
465 2907 木全 清 ｷﾏﾀ ｷﾖｼ 愛知県 2:01:02
466 3586 石川 賀一 ｲｼｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ 静岡市 2:01:02
467 1055 加藤 正人 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 浜松市 Ｋ．Ｂ－ＡＣ 2:01:06
468 1715 藤井 光広 ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ 湖西市 2:01:14
469 2009 加藤 伸介 ｶﾄｳ ｼﾝｽｹ 浜松市 相生堂 2:01:15
470 2529 益子 茂 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ 磐田市 2:01:16
471 2503 野中 俊也 ﾉﾅｶ ﾄｼﾔ 埼玉県 2:01:16
472 1062 酒井 宏樹 ｻｶｲ ﾋﾛｷ 浜松市 スイランブ 2:01:16
473 1827 寺野 峰雄 ﾃﾗﾉ ﾐﾈｵ 愛知県 2:01:19
474 2881 岡村 雅之 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 藤枝市 西益津中学同級生おやじ組 2:01:34
475 2813 本多 正典 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 よつば運動部 2:01:35
476 1924 中西 佐太郎 ﾅｶﾆｼ ｻﾀﾛｳ 川根本町 2:01:39
477 2431 永井 久雄 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｵ 磐田市 イワタックス 2:01:40
478 2302 高田 幸二 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:01:46
479 1716 鈴木 章宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 浜松市 ハマフラ 2:01:48
480 2882 長谷 和義 ﾊｾ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 2:01:50
481 3015 児玉 真和 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 スマイリーａｃ 2:01:54
482 2711 小泉 浩蔵 ｺｲｽﾞﾐ ｺｳｿﾞｳ 焼津市 2:01:56
483 2977 森下 一 ﾓﾘｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 2:02:03
484 2603 掛川 俊樹 ｶｹｶﾞﾜ ﾄｼｷ 浜松市 住友生命保険相互会社 2:02:03
485 1268 太平 周作 ｵｵﾋﾗ ｼｭｳｻｸ 愛知県 半田クーゲルズ 2:02:05
486 1116 宮下 和郎 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾛｳ 愛知県 ＮＥＳ 2:02:08
487 2974 小林 英夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 新機械技術ＲＣ 2:02:10
488 1977 柴田 修 ｼﾊﾞﾀ ｵｻﾑ 愛知県 2:02:14
489 1538 加藤 丈志朗 ｶﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾛｳ 湖西市 ち～む大倉戸 2:02:14
490 3598 長谷 正明 ﾊｾ ﾏｻｱｷ 浜松市 フルタ・エンネツ株式会社 2:02:19
491 1508 二見 肇 ﾌﾀﾐ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 菊川病院 2:02:24
492 2807 竹若 雅文 ﾀｹﾜｶ ﾏｻﾌﾐ 焼津市 2:02:32
493 2388 石原 毅 ｲｼﾊﾗ ﾂﾖｼ 静岡市 静岡聖母学園 2:02:33
494 2790 大石 俊也 ｵｵｲｼ ｼｭﾝﾔ 浜松市 2:02:34
495 1118 北村 昭平 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 走るのラン 2:02:36
496 3117 夏目 裕明 ﾅﾂﾒ ﾋﾛｱｷ 磐田市 磐田市役所 2:02:37
497 2129 加藤 真也 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 藤枝市 富士フイルム 2:02:38
498 1988 藤田 智也 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ 袋井市 2:02:41
499 2940 石川 裕 ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:02:44
500 3008 小川 和哉 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 藤枝市 2:02:46
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501 5105 伊藤 直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 静岡市 2:02:47
502 1434 大村 博 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛｼ 静岡市 2:03:04
503 1029 新井 幸則 ｱﾗｲ ﾕｷﾉﾘ 浜松市 ２大 2:03:05
504 1925 佐々木 直樹 ｻｻｷ ﾅｵｷ 愛知県 メトロ電気工業 2:03:10
505 5165 町田 和之 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 藤枝市 2:03:10
506 2669 沢崎 晴紀 ｻﾜｻﾞｷ ﾊﾙｷ 菊川市 ＫＭＣ 2:03:14
507 3115 三浦 稔 ﾐｳﾗ ﾐﾉﾙ 掛川市 ＫーＦＩＴ 2:03:15
508 2165 和田 尚幸 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 掛川市 ＳＣ 2:03:18
509 2539 諏訪 秀明 ｽﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 島田市 2:03:22
510 2466 川井 浩自 ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 浜松市 天龍土建工業 2:03:23
511 2604 岸本 幸久 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋｻ 藤枝市 2:03:26
512 3503 鈴木 マサオ ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 浜松市 雪友金型 2:03:28
513 2367 鈴木 茂 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 藤枝市 2:03:33
514 1555 三輪 栄二 ﾐﾜ ｴｲｼﾞ 愛知県 ＮＩＴＴＯＲＣ 2:03:33
515 1096 杉田 智 ｽｷﾞﾀ ｻﾄｼ 磐田市 天宿ＲＣ 2:03:40
516 1544 外岡 学 ﾄﾉｵｶ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 2:03:40
517 3816 楠木 公一 ｸｽｷ ｺｳｲﾁ 沼津市 （株）荘苑土地 2:03:56
518 5047 仲秋 喜代志 ﾅｶｱｷ ｷﾖｼ 磐田市 磐田ＴＲＣ 2:03:57
519 1712 岩永 憲明 ｲﾜﾅｶﾞ ﾄｼｱｷ 神奈川県 よこはま月例 2:03:58
520 1536 藤井 勲 ﾌｼﾞｲ ｲｻｵ 磐田市 ＹＥＣＡＣ 2:03:59
521 2962 山中 博幸 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 川根本町 コスモス 2:04:05
522 3513 田中 章信 ﾀﾅｶ ｱｷﾉﾌﾞ 浜松市 2:04:08
523 3075 三浦 茂樹 ﾐｳﾗ ｼｹﾞｷ 愛知県 三浦屋 2:04:15
524 2420 中島 英樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:04:19
525 822 芳川 敬一 ﾖｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 掛川市 2:04:21
526 1266 下山 賢一 ｼﾓﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 吉田町 2:04:24
527 2616 渥美 直久 ｱﾂﾐ ﾅｵﾋｻ 浜松市 Ｄ＇ｓレーシング 2:04:29
528 3245 道久 学 ﾐﾁﾋｻ ﾏﾅﾌﾞ 菊川市 2:04:30
529 5460 岩貞 勢生 ｲﾜｻﾀﾞ ｾｲｷ 静岡市 2:04:35
530 2862 小林 久人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾄ 浜松市 西部走りの会 2:04:39
531 3793 杉浦 博 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 ナイス！ランニング部 2:04:40
532 2473 佐野 和彦 ｻﾉ ｶｽﾞﾋｺ 大阪府 ナイス！ランニング部 2:04:41
533 3627 袴田 豪 ﾊｶﾏﾀ ﾂﾖｼ 浜松市 Ｓ・Ｒ・Ｃ 2:04:42
534 548 湯原 幸雄 ﾕﾊﾗ ﾕｷｵ 袋井市 コーニング 2:04:42
535 2831 山田 健四 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 北海道 ちぃむＫ 2:04:54
536 3747 寺田 洋文 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 磐田市 2:04:58
537 1790 豊田 晴義 ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ 袋井市 浜松ホトニクス 2:04:59
538 1191 神保 昌志 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾏｻｼ 焼津市 2:05:06
539 3170 谷川 博紀 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 ＮＴＴＣＯＭ 2:05:11
540 2311 石田 欽哉 ｲｼﾀﾞ ｷﾝﾔ 磐田市 2:05:11
541 2710 木下 繁 ｷｼﾀ ｼｹﾞﾙ 浜松市 2:05:15
542 3622 中村 マキス ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｽ 浜松市 2:05:20
543 4839 岡 俊明 ｵｶ ﾄｼｱｷ 浜松市 聖隷浜松病院 2:05:23
544 969 河合 康文 ｶﾜｲ ﾔｽﾌﾐ 浜松市 白山ＲＣ 2:05:25
545 4073 清水 直浩 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾋﾛ 愛知県 ＡＣＴｅｃ 2:05:30
546 2581 天野 成美 ｱﾏﾉ ｼｹﾞﾐ 島田市 2:05:32
547 3768 廣野 昭 ﾋﾛﾉ ｱｷﾗ 浜松市 2:05:33
548 2052 倉本 孝司 ｸﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ 浜松市 浜松ホトニクス 2:05:42
549 2726 仲井 愼治 ﾅｶｲ ｼﾝｼﾞ 愛知県 みのりん 2:05:42
550 2496 鈴木 伸彦 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 菊川市 2:05:44
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551 3330 小川 正信 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 磐田市 西貝の郷 2:05:45
552 1433 新海 亘広 ｼﾝｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡市 株式会社新海畳店 2:05:48
553 2499 村松 雅浩 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 ＹＥＣ－ＡＣ 2:05:49
554 2970 金原 明則 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱｷﾉﾘ 磐田市 2:06:01
555 800 藤井 秀理 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 裾野市 ヤクルト 2:06:09
556 2780 村上 修司 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 2:06:18
557 2883 大林 克彦 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 浜松市 2:06:19
558 3957 鈴木 伸一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 焼津市 2:06:26
559 2272 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 浜松市 2:06:27
560 1684 佐々木 幸司 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 磐田市 らっきー１ＲＣ 2:06:31
561 2394 阿井 稔晴 ｱｲ ﾄｼﾊﾙ 浜松市 2:06:40
562 3190 梅木田 光 ｳﾒｷﾀﾞ ﾐﾂﾙ 磐田市 2:06:46
563 2397 松尾 誠 ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ 愛知県 豊橋設計陸上部 2:06:49
564 680 山岸 俊則 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼﾉﾘ 浜松市 日本生命浜松支社 2:06:50
565 3641 馬場 清一 ﾊﾞﾊﾞ ｾｲｲﾁ 愛知県 2:06:53
566 3805 門奈 哲也 ﾓﾝﾅ ﾃﾂﾔ 静岡市 2:06:54
567 1846 元村 又雄 ﾓﾄﾑﾗ ﾏﾀｵ 岐阜県 多治見ランナーズ 2:06:54
568 1887 小澤 一芳 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 島田市 2:07:06
569 3065 仲村 治之 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 浜松市 北部中みどり学級 2:07:07
570 1127 石黒 三雅 ｲｼｸﾞﾛ ﾐﾂﾏｻ 愛知県 2:07:11
571 2427 三岡 良行 ﾐﾂｵｶ ﾖｼﾕｷ 浜松市 2:07:13
572 794 森本 剛央 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹﾋｻ 三重県 横浜ゴム 2:07:21
573 2877 原田 雅紳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県 2:07:21
574 2788 中村 勝彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 浜松市 2:07:22
575 2500 南後 修 ﾅﾝｺﾞ ｵｻﾑ 福井県 2:07:26
576 1945 村木 智士 ﾑﾗｷ ｻﾄｼ 浜松市 2:07:37
577 2653 池上 忠志 ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 山善 2:07:37
578 967 古澤 俊一 ﾌﾙｻﾜ ｼｭﾝｲﾁ 浜松市 成子坂陸上部 2:07:37
579 4426 伊東 利倫 ｲﾄｳ ﾄｼﾐﾁ 藤枝市 2:07:40
580 2728 中村 収一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 湖西市 2:07:41
581 5344 榊原 哲哉 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ 愛知県 2:07:44
582 5206 池野谷 章弘 ｲｹﾉﾔ ｱｷﾋﾛ 磐田市 2:07:49
583 3465 杉山 治樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ 袋井市 静岡製機ＲＣ 2:07:50
584 1074 坂本 光隆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ 磐田市 瑛太、じいじ応援してね 2:07:51
585 1814 高橋 秀幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 2:07:54
586 1124 澤木 雅史 ｻﾜｷ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 2:08:02
587 4079 増田 哲士 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾂｼ 菊川市 増田会計事務所 2:08:11
588 3645 鈴木 弘 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 磐田市 2:08:11
589 1602 加藤 昌宏 ｶﾄｳ ｶﾖ 浜松市 2:08:13
590 3130 池谷 典弘 ｲｹﾔ ﾉﾘﾋﾛ 浜松市 2:08:14
591 2095 中道 雅之 ﾅｶﾐﾁ ﾏｻﾕｷ 浜松市 2:08:16
592 2564 土井 良高 ﾄﾞｲ ﾖｼﾀｶ 磐田市 磐田スキーＣ 2:08:18
593 1257 晴山 哲彦 ﾊﾚﾔﾏ ﾃﾂﾋｺ 愛知県 サンヨーホームズ株式会社 2:08:19
594 3236 唐笠 宏司 ﾄｶﾞｻ ﾋﾛｼ 愛知県 2:08:20
595 5222 楢崎 輝美 ﾅﾗｻﾞｷ ﾃﾙﾐ 東京都 とちまるくん 2:08:30
596 3863 小黒 俊夫 ｵｸﾞﾛ ﾄｼｵ 神奈川県 2:08:35
597 4632 小川 弘文 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 浜松市 佐川急便 2:08:37
598 2523 佐藤 信行 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 富士市 酒ＲＵＮ 2:08:39
599 3466 恋水 寿夫 ｺｲﾐｽﾞ ﾄｼｵ 藤枝市 2:08:40
600 1635 瀧澤 和重 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞｼｹﾞ 浜松市 ＮＡＣ 2:08:41
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601 280 藤田 雅彦 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 なめがわ陸上クラブ 2:08:54
602 3708 稲垣 克典 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 袋井市 2:08:54
603 3993 松本 仁宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 藤枝市 2:08:56
604 2631 嶋田 裕司 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 愛知県 トヨタ自動車＿愛知池クラブ 2:09:13
605 2608 神谷 友弘 ｶﾐﾔ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 2:09:16
606 3029 西村 親秀 ﾆｼﾑﾗ ﾁｶﾋﾃﾞ 掛川市 キャタラー 2:09:18
607 1472 内田 博之 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 羽根井町ソフトボール部 2:09:21
608 2464 野口 敦 ﾉｸﾞﾁ ｱﾂｼ 浜松市 河合楽器 2:09:21
609 5228 小川 芳寛 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 2:09:26
610 3840 鈴木 宏之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 袋井市 お気楽次男坊 2:09:34
611 3368 伊藤 寿浩 ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 ヤマハ株式会社 2:09:39
612 1070 富樫 幸信 ﾄｶﾞｼ ﾕｷﾉﾌﾞ 磐田市 2:09:46
613 1938 横山 利治 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ 愛知県 安城ＩＡＲＣ 2:09:48
614 4591 伊藤 健晴 ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 袋井市 2:09:56
615 2824 浅脇 智秋 ｱｻﾜｷ ﾄﾓｱｷ 掛川市 旭テック 2:09:59
616 2635 髙山 雅昭 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 浜松市 ブラッツ 2:10:01
617 3054 佐柳 公洋 ｻﾅｷﾞ ｷﾐﾋﾛ 磐田市 2:10:02
618 512 吉永 優 ﾖｼﾅｶﾞ ﾏｻﾙ 袋井市 上石野ＡＣ 2:10:12
619 2587 宝迫 元彰 ﾎｳｻｺ ﾓﾄｱｷ 牧之原市 2:10:17
620 2866 増田 英樹 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 御前崎市 2:10:26
621 2493 児林 文男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｵ 浜松市 住友生命 2:10:30
622 4003 市野 智一 ｲﾁﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡市 静岡県 2:10:37
623 3974 杉浦 茂る ｽｷﾞｳﾗ ｼｹﾞﾙ 浜松市 2:10:39
624 3722 中村 重知 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾄﾓ 浜松市 2:10:52
625 3573 杉村 保幸 ｽｷﾞﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 静岡市 静岡エスパラス 2:11:09
626 3243 伊藤 勝裕 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 菊川市 掛スポ 2:11:19
627 2878 加藤 知己 ｶﾄｳ ﾄﾓﾐ 岐阜県 多治見ランナーズ 2:11:28
628 2412 松井 洋治 ﾏﾂｲ ﾖｳｼﾞ 掛川市 2:11:31
629 1845 仲田 政良 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 島田市 バタンＱ 2:11:32
630 3273 杉山 和範 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 静岡市 上石野ＡＣ 2:11:47
631 2126 川村 智明 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 東京都 2:11:54
632 4855 鈴木 良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 焼津市 2:12:04
633 1893 鈴木 利之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 浜松市 2:12:05
634 3745 清水 辰秋 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂｱｷ 静岡市 2:12:08
635 2470 原 稔行 ﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 静岡市 朝日生命 2:12:16
636 1664 鳥居 達彦 ﾄﾘｲ ﾀﾂﾋｺ 藤枝市 静鉄タクシー 2:12:17
637 2422 土屋 祥郎 ﾂﾁﾔ ﾖｼｵ 湖西市 2:12:18
638 5217 栗田 仁一 ｸﾘﾀ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 聖浜Ｘ－ｒａｙｓ 2:12:29
639 4177 堀川 正紀 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 細江郵便局 2:12:30
640 3559 木村 真也 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ 浜松市 附属浜松小 2:12:31
641 1980 松浦 孝尚 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶﾋｻ 島田市 鎌田急送 2:12:32
642 2655 宇佐見 康 ｳｻﾐ ﾔｽｼ 愛知県 2:12:35
643 1751 原口 忠典 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾉﾘ 浜松市 走るのラン 2:12:41
644 3256 廣岡 正史 ﾋﾛｵｶ ﾏｻｼ 袋井市 2:12:41
645 2312 竹内 利明 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｱｷ 浜松市 （株）ＭＲＫ 2:12:49
646 1071 梨本 学 ﾅｼﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 2:12:54
647 4599 日野原 健二 ﾋﾉﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:12:58
648 3784 小栗 健嗣 ｵｸﾞﾘ ｹﾝｼﾞ 静岡市 2:13:00
649 4116 稲葉 誠 ｲﾅﾊﾞ ﾏｺﾄ 浜松市 2:13:01
650 3295 原 隆弘 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 やまだら山岳部 2:13:08
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651 1961 岡田 洋介 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 2:13:09
652 2936 増田 直行 ﾏｽﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 御前崎市 しろわ 2:13:10
653 2038 原田 幸弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 袋井市 2:13:10
654 5698 澤本 幸伸 ｻﾜﾓﾄ ﾕｷﾉﾌﾞ 静岡市 2:13:11
655 3076 山田 敦 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 藤枝市 2:13:26
656 3373 加藤 直寿 ｶﾄｳ ﾅｵﾄｼ 愛知県 2:13:29
657 2273 中川 秀次 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 東京都 2:13:31
658 4964 藤内 裕之 ﾄｳﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:13:31
659 1891 新本 義浩 ﾆｲﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 掛川市 2:13:32
660 3073 古川 優 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾙ 浜松市 2:13:33
661 2681 岡部 哲也 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂﾔ 静岡市 日本ベーリンガー 2:13:36
662 2451 板垣 武彦 ｲﾀｶﾞｷ ﾀｹﾋｺ 浜松市 アルモニコス 2:13:43
663 3159 花田 智 ﾊﾅﾀﾞ ｻﾄｼ 浜松市 2:13:48
664 1964 須藤 実 ｽﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 奈良県 2:13:52
665 3625 四方 健司 ｼｶﾀ ｹﾝｼﾞ 富士市 2:13:56
666 2033 木下 晴夫 ｷｼﾀ ﾊﾙｵ 磐田市 2:13:57
667 3699 山本 正吾 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 島田市 2:13:59
668 1703 安間 康浩 ｱﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 ＴＯＴＯ 2:14:05
669 4903 栗田 豊 ｸﾘﾀ ﾕﾀｶ 静岡市 2:14:19
670 3119 吉住 浩 ﾖｼｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 掛川市 粟ヶ岳 2:14:24
671 1590 丸尾 浩治 ﾏﾙｵ ｺｳｼﾞ 袋井市 せいぎけん 2:14:30
672 2579 松本 徳一 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 湖西市 大倉戸ランニングクラブ 2:14:41
673 3150 久米 秀幸 ｸﾒ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 浜松市役所 2:14:42
674 4728 大橋 邦英 ｵｵﾊｼ ｸﾆﾋﾃﾞ 浜松市 2:14:45
675 4506 渡邊 講二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 袋井市 日本郵便株式会社 2:14:49
676 5244 今井 健一 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁ 沼津市 2:14:51
677 3525 川井 徹也 ｶﾜｲ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:14:53
678 3758 池田 貴之 ｲｹﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 静岡市 2:14:54
679 3572 有西 達哉 ｱﾘﾆｼ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:15:01
680 5114 大橋 厚之 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:15:07
681 3671 松本 俊之 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:15:13
682 4922 望月 幹 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾝ 磐田市 2:15:23
683 2430 前田 英雄 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 （株）ツカサ 2:15:32
684 5295 西田 好広 ﾆｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 2:15:32
685 3085 渡辺 勉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 浜松市 2:15:33
686 2107 寺西 正一 ﾃﾗﾆｼ ｼｮｳｲﾁ 愛知県 チーム・ウメザワ 2:15:37
687 1939 岡崎 勝彦 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ 静岡市 掛川郵便局 2:15:42
688 3843 澤入 義仁 ｻﾜｲﾘ ﾖｼﾋﾄ 御前崎市 2:15:42
689 2942 田中 静彦 ﾀﾅｶ ｼｽﾞﾋｺ 浜松市 2:15:43
690 3604 神田 義之 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 磐田市 2:15:48
691 3406 花咲 光宏 ﾊﾅｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 中部プラント 2:15:48
692 1568 宮木 勝之 ﾐﾔｷ ｶﾂﾕｷ 浜松市 矢崎 天竜 2:16:09
693 2429 加藤 真康 ｶﾄｳ ﾏｻﾔｽ 掛川市 ＴーＭＡＲＵＪＩＮ 2:16:13
694 3354 小楠 哲也 ｵｸﾞｽ ﾃﾂﾔ 浜松市 ソニー浜松ＯＢ 2:16:22
695 2996 奈女田 充洋 ﾅﾒﾀ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 ＨＬＩ 2:16:25
696 3684 上田 好則 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 ＮＢＩ 2:16:31
697 3686 三輪 健二 ﾐﾜ ｹﾝｼﾞ 静岡市 管理部積算課 2:16:32
698 3712 油井 克之 ﾕｲ ｶﾂﾕｷ 浜松市 2:16:34
699 4514 矢嶋 亮太 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 愛知県 2:16:37
700 5479 小原 頼行 ｵﾊﾗ ﾖﾘﾕｷ 湖西市 2:16:55
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701 3551 葛西 真 ｶｻｲ ﾏｺﾄ 磐田市 2:16:56
702 1595 菊地 広保 ｷｸﾁ ﾋﾛﾔｽ 東京都 マリントリートメント整骨院 2:17:00
703 4114 林田 久司 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋｻｼ 掛川市 2:17:03
704 4157 鈴木 知久 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 愛知県 2:17:04
705 2569 濱川 浩司 ﾊﾏｶﾜ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:17:09
706 4126 佐藤 雅寛 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:17:11
707 3683 藤森 英友 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄﾓ 掛川市 2:17:24
708 4031 増井 弘樹 ﾏｽｲ ﾋﾛｷ 浜松市 2:17:26
709 2835 渡辺 哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 2:17:30
710 4144 矢元 正俊 ﾔﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 焼津市 2:17:40
711 4323 伊代田 和孝 ｲﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 浜松市 2:17:40
712 2991 油井 由隆 ﾕｲ ﾖｼﾀｶ 焼津市 三度笠 2:17:45
713 2441 大田 薫 ｵｵﾀ ｶｵﾙ 兵庫県 ＳＭＢＣ日興証券 2:18:06
714 4538 菅沼 一裕 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 タケコプター 2:18:08
715 4691 古郡 義弘 ﾌﾙｺﾞｵﾘ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 チームつながり 2:18:12
716 2986 大石 信行 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 磐田市 2:18:12
717 2036 鈴木 洋克 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶﾂ 牧之原市 2:18:12
718 2075 倉見 義彦 ｸﾗﾐ ﾖｼﾋｺ 浜松市 2:18:16
719 4243 竹澤 聡 ﾀｹｻﾞﾜ ｻﾄｼ 静岡市 ドコモＣＳ東海静岡支店 2:18:18
720 2105 佐藤 由典 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 2:18:20
721 3148 榊原 正彦 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ 島田市 2:18:28
722 3635 鹿島 信一郎 ｶｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 住友生命 2:18:31
723 4278 鶴田 毅 ﾂﾙﾀ ﾂﾖｼ 愛知県 2:18:37
724 4581 伊石 智宏 ｲｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 2:18:43
725 3047 柴田 英俊 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 2:18:47
726 4516 山本 高義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 浜松市 フォレスターズ 2:18:48
727 2519 漆畑 利和 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾄｼｶｽﾞ 静岡市 ＳｈｉｚＨＳ 2:18:53
728 5087 青山 直親 ｱｵﾔﾏ ﾅｵﾁｶ 磐田市 2:19:04
729 2867 市川 浩勝 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｶﾂ 愛知県 2:19:09
730 2154 中西 敦 ﾅｶﾆｼ ｱﾂｼ 静岡市 まりこトレラン部 2:19:11
731 3980 坂本 弘行 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 ハチロクだよん 2:19:15
732 3849 滝沢 修治 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 チームＹＳＤ 2:19:19
733 3692 砂川 久明 ｽﾅｶﾜ ﾋｻｱｷ 磐田市 2:19:29
734 3530 佐藤 弘明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 浜松市 ＳＰＣ長鶴遠足会 2:19:37
735 3032 戸澤 兵吾 ﾄｻﾞﾜ ﾋｮｳｺﾞ 愛知県 2:19:38
736 2993 平川 高弘 ﾋﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 掛川市 神田中１組 2:19:39
737 1233 林 光彦 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 磐田市 ヤマハ発ラン 2:19:50
738 5147 新井田 岸 ﾆｲﾀﾞ ｷｼ 湖西市 2:19:53
739 3458 平野 明 ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 袋井市 ＹＥＪＰ 2:20:00
740 2220 安藤 一郎 ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾁﾛｳ 磐田市 2:20:01
741 5379 長坂 宏 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｼ 愛知県 2:20:08
742 1855 小脇 進 ｺﾜｷ ｽｽﾑ 千葉県 2:20:08
743 2053 浦 浩行 ｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ちょこぼーる 2:20:13
744 2697 瀬崎 孝 ｾｻﾞｷ ﾀｶｼ 東京都 隅田川工務店 2:20:14
745 2900 飯田 郷司 ｲｲﾀﾞ ｻﾄｼ 牧之原市 ３６かけっこ部 2:20:15
746 4498 石田 政美 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾐ 静岡市 2:20:15
747 3089 石川 英一 ｲｼｶﾜ ｴｲｲﾁ 浜松市 2:20:20
748 3892 高羽 孝成 ﾀｶﾊﾞ ﾀｶｼｹﾞ 浜松市 三方原動物病院 2:20:23
749 3395 岩崎 清隆 ｲﾜｻｷ ｷﾖﾀｶ 静岡市 2:20:29
750 3508 前田 京司 ﾏｴﾀﾞ ｷｮｳｼﾞ 磐田市 2:20:35
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751 4108 川崎 定徳 ｶﾜｻｷ ｻﾀﾞﾉﾘ 滋賀県 2:20:38
752 3028 小野 嘉久 ｵﾉ ﾖｼﾋｻ 岐阜県 2:20:45
753 3959 知久 典和 ﾁｷｭｳ ﾉﾘｶｽﾞ 磐田市 2:20:52
754 5111 宮田 悟志 ﾐﾔﾀ ｻﾄｼ 浜松市 2:21:12
755 2589 田上 裕章 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾛｱｷ 静岡市 2:21:13
756 1136 野田 智明 ﾉﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 愛知県 安助ファミリー 2:21:14
757 3180 池田 琢 ｲｹﾀﾞ ﾀｸ 藤枝市 田沼狂走部 2:21:16
758 4117 中山 和志 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｼ 静岡市 2:21:21
759 3880 河本 和彦 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 静岡市 日本郵便 2:21:26
760 4256 渡邉 一史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 山梨県 常葉走ろう会 2:21:39
761 3631 河合 宏始 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ 愛知県 2:22:04
762 4452 松井 正之 ﾏﾂｲ ﾏｻﾕｷ 菊川市 2:22:05
763 4302 村上 透 ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ 磐田市 2:22:17
764 2010 横村 良治 ﾖｺﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 掛川市 2:22:30
765 3579 山﨑 伶巳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾐ 掛川市 松浦梱包輸送 2:22:31
766 3366 山本 英樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 静岡市 2:22:31
767 3374 角田 浩一 ｽﾐﾀ ｺｳｲﾁ 浜松市 わくわく 2:22:33
768 2288 加藤 宣隆 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾀｶ 愛知県 2:22:59
769 4310 村瀬 雄一 ﾑﾗｾ ﾕｳｲﾁ 磐田市 阿多古 でんでん虫 2:22:59
770 3965 岩尾 健司 ｲﾜｵ ｹﾝｼﾞ 掛川市 2:23:03
771 4349 白谷 智之 ｼﾗﾀﾆ ﾁﾕｷ 掛川市 ドーピー 2:23:19
772 4843 佐伯 佳陽 ｻｴｷ ﾖｼｱｷ 東京都 ＴＡＣ楽走会 2:23:23
773 5497 岡谷 賢一 ｵｶﾔ ｹﾝｲﾁ 焼津市 2:23:24
774 2583 神ノ門 裕之 ｶﾐﾉｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:23:27
775 3145 國井 勝弥 ｸﾆｲ ｶﾂﾔ 浜松市 2:23:31
776 3859 村瀬 茂夫 ﾑﾗｾ ｼｹﾞｵ 愛知県 シジマヤランナー 2:23:34
777 4217 齊藤 誠司 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 浜松市 2:23:39
778 3748 増元 光 ﾏｽﾓﾄ ｱｷﾗ 磐田市 美味しいお米は遠州米穀 2:24:00
779 4545 新保 斉 ｼﾝﾎﾞ ﾋﾄｼ 浜松市 2:24:07
780 4065 向島 康眞 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾔｽﾏｻ 藤枝市 藤枝北 2:24:11
781 3981 金澤 一正 ｶﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ 牧之原市 2:24:12
782 3612 徳留 敏幸 ﾄｸﾄﾞﾒ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:24:17
783 1272 佐藤 伸弥 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾔ 浜松市 2:24:24
784 1843 高橋 徳次 ﾀｶﾊｼ ﾄｸｼﾞ 掛川市 2:24:27
785 3603 前田 直樹 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 浜松市 2:24:34
786 3291 鈴木 景佑 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 浜松市 2:24:45
787 5184 尾田 茂 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 静岡市 2:24:50
788 2094 山田 穂高 ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 磐田市 2:24:50
789 3136 大上 智之 ｵｵｳｴ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 2:24:57
790 4085 野末 清 ﾉｽﾞｴ ｷﾖｼ 浜松市 佐川急便 2:24:58
791 5140 木村 勝彦 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 浜松市 小島ランニングクラブ 2:25:03
792 3759 高木 今朝治 ﾀｶｷﾞ ｹｻｼﾞ 浜松市 ドロフィーズ 2:25:05
793 524 佐藤 尚巳 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 浜松市 2:25:15
794 1633 長田 雅孝 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 静岡市 ツナちゃんズ 2:25:18
795 3515 松永 康裕 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 森町 2:25:23
796 2490 小田木 広征 ｵﾀﾞｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:25:27
797 4287 仁井田 守 ﾆｲﾀﾞ ﾏﾓﾙ 浜松市 ＹＭＳＬ甘走会 2:25:30
798 5553 山下 博敏 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾄｼ 袋井市 2:25:35
799 4087 松本 英明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 2:25:41
800 2809 藤田 建吾 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 愛知県 2:25:52

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

ハーフ男子50歳～59歳

Print: 2019/11/10 14:45:06 17 / 20 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

801 1605 武田 成章 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼｱｷ 静岡市 ハウスメンテ静岡 2:25:53
802 5765 倭島 雅人 ﾜｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾄ 愛知県 2:25:58
803 2622 澤井 康 ｻﾜｲ ﾔｽ 浜松市 2:25:59
804 5507 荒木 リカルド ｱﾗｷ ﾘｶﾙﾄﾞ 東京都 2:26:07
805 3143 鈴木 喫 ｽｽﾞｷ ｲｻﾑ 浜松市 チーム長上 2:26:08
806 4290 奥野 正典 ｵｸﾉ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 ＪＰ 2:26:17
807 3997 大橋 正仁 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾋﾄ 愛知県 2:26:20
808 1436 安田 修 ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ 袋井市 チームＹＳＤ 2:26:27
809 1262 角田 透 ﾂﾉﾀﾞ ﾄｵﾙ 東京都 埼京印刷 2:26:30
810 4523 片山 示 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｼ 藤枝市 2:26:32
811 3615 山崎 晃一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 広島県 2:26:36
812 3879 柴田 治彦 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾋｺ 浜松市 2:26:51
813 4508 八木 直道 ﾔｷﾞ ﾅｵﾐﾁ 静岡市 スマイリーエンジェル 2:26:56
814 5489 佐久間 浩吾 ｻｸﾏ ｺｳｺﾞ 磐田市 2:27:13
815 778 大関 潤 ｵｵｾｷ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:27:27
816 3796 上牧 務 ｶﾐﾏｷ ﾂﾄﾑ 静岡市 清水病衣 2:27:29
817 1440 西垣 正孝 ﾆｼｶﾞｷ ﾏｻﾀｶ 愛知県 2:27:47
818 4966 松木 昌也 ﾏﾂｷ ﾏｻﾔ 島田市 シーダーズ 2:28:13
819 3901 太田 剛 ｵｵﾀ ﾂﾖｼ 袋井市 2:28:33
820 2937 松尾 隆之 ﾏﾂｵ ﾀｶﾕｷ 岐阜県 2:28:34
821 3972 倉島 茂見 ｸﾗｼﾏ ｼｹﾞﾐ 磐田市 2:28:57
822 2171 片岡 良明 ｶﾀｵｶ ﾖｼｱｷ 熱海市 2:29:00
823 5033 岡本 光久 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾋｻ 磐田市 エンドレスサービス 2:29:01
824 5397 谷口 達郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾂｵ 浜松市 2:29:21
825 3755 石川 邦宏 ｲｼｶﾜ ｸﾆﾋﾛ 愛知県 2:29:35
826 5174 山下 好孝 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾀｶ 静岡市 2:29:35
827 3448 大岡 豊治 ｵｵｵｶ ﾄﾖﾊﾙ 愛知県 2:29:46
828 4230 細見 隆夫 ﾎｿﾐ ﾀｶｵ 愛知県 2:29:46
829 4240 安永 和寿 ﾔｽﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 ボア・ソルチ 2:29:46
830 2041 内田 秀人 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県 グロウス 2:29:48
831 2649 北岡 康徳 ｷﾀｵｶ ﾔｽﾉﾘ 愛知県 2:29:55
832 4259 遠藤 道寿 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾄｼ 藤枝市 2:30:00
833 2439 山﨑 昌司 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 2:30:03
834 100 岩崎 資久 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾋｻ 沼津市 サッカーボールマン 2:30:06
835 3746 洞口 養一 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 磐田市 2:30:25
836 4194 土井 貞彦 ﾄﾞｲ ｻﾀﾞﾋｺ 浜松市 トラのすけ 2:30:33
837 4464 小松 悟 ｺﾏﾂ ｻﾄﾙ 浜松市 2:30:41
838 2721 丸山 雅樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｷ 群馬県 放送大学陸上部 2:30:44
839 3471 小玉 浩 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｼ 秋田県 秋田国際ラン 2:30:45
840 4832 溝口 能規 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 掛川市 2:31:03
841 3158 坂田 統治 ｻｶﾀ ﾓﾄﾊﾙ 浜松市 2:31:10
842 4131 青木 宏吉 ｱｵｷ ﾋﾛﾖｼ 静岡市 2:31:23
843 4309 石川 尚弘 ｲｼｶﾜ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:31:24
844 3314 山下 克也 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾔ 愛知県 2:31:27
845 4702 鈴木 朋之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 2:31:28
846 4305 長谷川 哲也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 浜松市 2:31:43
847 5040 高野 幸規 ﾀｶﾉ ﾕｷﾉﾘ 藤枝市 2:32:01
848 4187 黒川 宏和 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 2:32:02
849 4672 塚本 巧 ﾂｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 浜松市 2:32:03
850 4009 中安 秀夫 ﾅｶﾔｽ ﾋﾃﾞｵ 磐田市 磐田市役所 2:32:14
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851 2510 佐藤 彰秀 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 愛知県 豊田自動織機 2:32:17
852 5061 森茂 利明 ﾓﾘｼｹﾞ ﾄｼｱｷ 森町 2:32:18
853 1621 尾関 達也 ｵｾﾞｷ ﾀﾂﾔ 愛知県 2:32:20
854 2969 宮島 靖夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾔｽｵ 磐田市 2:32:25
855 3280 大塚 洋和 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 2:32:35
856 5551 岡村 恒久 ｵｶﾑﾗ ﾂﾈﾋｻ 掛川市 2:33:00
857 3767 平野 力三 ﾋﾗﾉ ﾘｷｿﾞｳ 浜松市 平野医院 2:33:12
858 2667 池田 裕一 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 愛知県 2:33:33
859 5110 米澤 章 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ 静岡市 2:33:42
860 4015 中嶋 香津彦 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾞﾋｺ 浜松市 中嶋ファーム 2:33:45
861 2945 當間 英敬 ﾄｳﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 はまＲＵＮ 2:33:54
862 4795 神谷 久 ｶﾐﾔ ﾋｻｼ 愛知県 2:34:01
863 2908 数原 正行 ｶｽﾞﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 掛川市 新茶チャレンジ 2:34:04
864 1534 宮副 優三 ﾐﾔｿﾞｴ ﾕｳｿﾞｳ 愛知県 2:34:10
865 4096 増田 利也 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼﾔ 静岡市 ｍａｓｕ 2:34:13
866 4840 石川 智基 ｲｼｶﾜ ｻﾄｷ 藤枝市 2:34:35
867 3593 時田 博行 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 富士市 とりんちゅ 2:34:37
868 4505 大石 正司 ｵｵｲｼ ﾏｻｼﾞ 磐田市 ポンのコツ五十代親父 2:34:40
869 4064 新村 俊明 ｼﾝﾑﾗ ﾄｼｱｷ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 2:34:42
870 3658 竹原 順二 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 袋井市 やまなみ会 2:34:45
871 2042 鈴木 淳美 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾐ 愛知県 ももいろ庭球部 2:35:05
872 4463 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 袋井市 2:35:08
873 4140 中野 克哉 ﾅｶﾉ ｶﾂﾔ 静岡市 2:35:22
874 4674 永井 雅己 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾐ 袋井市 2:35:35
875 4434 植松 孝悦 ｳｴﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 長泉町 静岡がんセンター 2:35:44
876 4852 恒吉 典幸 ﾂﾈﾖｼ ﾉﾘﾕｷ 東京都 2:35:48
877 3787 児玉 幸次 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:35:48
878 4511 鈴木 治和 ｽｽｷ ﾊﾙｶｽﾞ 福井県 2:35:53
879 3868 中澤 正巳 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 浜松市 2:35:53
880 3554 長沼 勤 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾂﾄﾑ 富士市 2:36:05
881 4659 杉本 憲治 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 吉田町 はいなん自動車学校 2:36:23
882 2769 武藤 隆是 ﾑﾄｳ ﾀｶﾕｷ 浜松市 2:37:05
883 5773 藤永 一弥 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 三重県 ＡＫＨ７５ 2:37:21
884 2362 中島 宏敏 ﾅｶｼﾏ ﾋﾛﾄｼ 岐阜県 2:37:21
885 4662 山田 崇博 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 亀の子クラブ 2:37:33
886 5028 小林 義孝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｶ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:37:45
887 4336 東山 朋広 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 2:37:54
888 3801 櫻井 順之助 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 磐田市 日本郵便 2:38:28
889 3595 小野 裕司 ｵﾉ ﾋﾛｼ 三島市 小野不動産 2:38:49
890 3985 髙橋 幸志 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼ 宮城県 2:39:11
891 1844 唐木 孝則 ｶﾗｷ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 Ｒｕｎｕｐ 2:39:15
892 4510 大石 哲也 ｵｵｲｼ ﾃﾂﾔ 掛川市 2:39:21
893 4368 小澤 富穂 ｵｻﾞﾜ ﾄﾐﾎ 静岡市 静岡市役所 2:39:23
894 4881 岡村 秀和 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 静岡市 2:40:03
895 4631 東 邦治 ﾋｶﾞｼ ｸﾆﾊﾙ 岐阜県 2:40:13
896 4069 二宮 光司 ﾆﾉﾐﾔ ｺｳｼﾞ 湖西市 ミネベアミツミ 2:40:33
897 3799 長倉 剛 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀｹｼ 三重県 2:40:45
898 2425 遠藤 睦史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶｼ 岐阜県 アドベンジャーズ 2:40:50
899 5195 森谷 紀之 ﾓﾘﾔ ﾉﾘﾕｷ 浜松市 2:41:03
900 4845 長谷川 一裕 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 2:41:07
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901 3806 大橋 一巳 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾐ 浜松市 2:41:11
902 5304 尾坂 昌彦 ｵｻｶ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 2:41:15
903 3661 廣瀬 康広 ﾋﾛｾ ﾔｽﾋﾛ 岐阜県 2:41:56
904 3246 望月 久徳 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｻﾉﾘ 静岡市 清水みなと会 2:41:59
905 2176 南出 寿宏 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 凛ちゃんクラブ 2:42:16
906 4861 森田 展三 ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞﾐﾂ 静岡市 2:42:35
907 4111 磯部 雄一 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 愛知県 ＯＫＳ 2:42:45
908 4317 鳥居 正倫 ﾄﾘｲ ﾏｻﾐﾁ 磐田市 2:42:50
909 4930 加藤 敦則 ｶﾄｳ ｱﾂﾉﾘ 富士市 酒ＲＵＮ 2:42:54
910 1797 土肥 義博 ﾄﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 東京都 プノンペン走友会 2:43:05
911 4521 橋本 光也 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾔ 浜松市 パブリックサービス 2:43:09
912 4438 松井 康則 ﾏﾂｲ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 2:43:10
913 3623 生田 健介 ｲｸﾀ ｹﾝｽｹ 愛知県 心配ないさ～ズ 2:43:17
914 2101 高塚 直彦 ﾀｶﾂｶ ﾅｵﾋｺ 浜松市 2:43:24
915 4667 青木 隆幸 ｱｵｷ ﾀｶﾕｷ 愛知県 2:44:01
916 3690 黒川 広勝 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｶﾂ 静岡市 ＫＵＲＯＰＯＮ 2:44:11
917 4396 遠藤 昌宏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 岐阜県 2:45:07
918 3872 立花 啓三 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｿﾞｳ 愛知県 2:45:25
919 4600 今井 健二 ｲﾏｲ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:45:30
920 4793 雨宮 重樹 ｱﾒﾐﾔ ｼｹﾞｷ 浜松市 2:45:33
921 4829 芦川 雅礼 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 静岡市 東洋冷蔵 2:45:39
922 1438 八島 武 ﾔｼﾏ ﾀｹｼ 愛知県 2:45:57
923 4693 平野 眞彦 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾋｺ 静岡市 2:46:01
924 1632 島村 浩人 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 富士市 ラップタイム 2:46:07
925 2106 中矢 文昭 ﾅｶﾔ ﾌﾐｱｷ 浜松市 2:46:07
926 4753 鈴木 浩彦 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋｺ 浜松市 2:46:13
927 3092 清水 勝 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 袋井市 2:46:14
928 4042 秦 英世 ﾊﾀ ﾋﾃﾞﾖ 愛知県 2:46:17
929 4676 高岡 史幸 ﾀｶｵｶ ｼｺｳ 愛知県 株式会社フカツ 2:46:29
930 3851 齋藤 友則 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 2:47:07
931 5579 別府 良人 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾖｼﾋﾄ 東京都 メディカルリソース名古屋支店 2:47:11
932 4004 鈴木 渚 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞｻ 愛知県 2:47:19
933 1892 田中 克浩 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 たなかん家 2:48:09
934 5030 渡部 勲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｻｵ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:48:11
935 4804 川添 和之 ｶﾜｿﾞｴ ｶｽﾞﾕｷ 岐阜県 2:48:12
936 3 山崎 好夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ 袋井市 ＥＫＩＤＳ袋井 2:48:14
937 4597 平松 修一 ﾋﾗﾏﾂ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 2:48:30
938 4898 平塚 博之 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:48:32
939 4859 松浦 和樹 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞｷ 浜松市 ＴＨＫリズム 2:48:33
940 1746 中野 義博 ﾅｶﾉ ﾖｼﾋﾛ 湖西市 菅沼製作 2:48:45
941 4782 今泉 文孝 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾌﾐﾀｶ 浜松市 2:49:03
942 4616 市橋 章宏 ｲﾁﾊｼ ｱｷﾋﾛ 東京都 2:49:39
943 5510 萩田 宗太郎 ﾊｷﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 東京都 株式会社 小澤建材 2:50:15
944 3546 谷本 至善 ﾀﾆﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ 神奈川県 2:50:35
945 3839 小河原 道夫 ｺｶﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ 藤枝市 ＦＡＭ 2:50:36
946 1731 和田 靖司 ﾜﾀﾞ ﾔｽｼ 神奈川県 2:50:58
947 3091 遠藤 大介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 藤枝市 2:51:25
948 4039 村田 昌弘 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:51:44
949 3605 佐藤 光太郎 ｻﾄｳ ﾐﾂﾀﾛｳ 静岡市 2:52:05
950 5029 山本 益広 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾋﾛ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:52:10
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951 5052 藤沢 友弘 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:52:19
952 4579 江藤 裕司 ｴﾄｳ ﾕｳｼﾞ 富士市 酒ＲＵＮ 2:52:22
953 3491 伊藤 善久 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 愛知県 2:52:31
954 2590 青木 光春 ｱｵｷ ﾐﾂﾊﾙ 浜松市 2:52:33
955 4159 高柳 正博 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:52:35
956 4203 羽石 剛 ﾊﾈｲｼ ﾂﾖｼ 裾野市 2:52:41
957 4705 鈴木 孝弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 2:53:09
958 4167 鳥居 裕 ﾄﾘｲ ﾋﾛｼ 愛知県 2:53:16
959 4166 小川 光晴 ｵｶﾞﾜ ﾐﾂﾊﾙ 愛知県 2:53:16
960 3052 北野谷 保 ｷﾀﾉﾔ ﾀﾓﾂ 浜松市 2:53:46
961 4887 伏見 武真 ﾌｼﾐ ﾀｹﾏｻ 静岡市 2:53:57
962 4577 大石 康浩 ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 2:54:24
963 3869 榧根 尚之 ｶﾔﾈ ﾀｶﾕｷ 掛川市 トキコ 2:54:40
964 5491 望月 暢彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 富士宮市 北山小 2:54:49
965 2954 鈴木 良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 浜松市 ＣＰＡＣ 2:54:51
966 3160 石川 英律 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 藤枝市 田沼狂走部 2:54:54
967 5189 河野 好志 ｶﾜﾉ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:55:27
968 4873 大城 浩二 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ 御殿場市 Ｎワゴン同好会 2:56:41
969 4397 堀内 俊介 ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 2:57:09
970 4467 廣野 圭一 ﾋﾛﾉ ｹｲｲﾁ 浜松市 ほっちゃんとあっちのおとうさん 2:57:38
971 2938 岡本 芳之 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 愛知県 2:57:49
972 4393 村松 雅樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻｷ 浜松市 天竜浜北建築組合 2:58:27
973 5144 乘本 智弘 ﾉﾘﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 八草会 2:59:04
974 4390 納堂 幹根 ﾉｳﾄﾞｳ ﾐｷﾈ 愛知県 2:59:10
975 5005 岩科 豪 ｲﾜｼﾅ ｺﾞｳ 静岡市 矢崎狂走会 2:59:53
976 1092 稲垣 豊 ｲﾅｶﾞｷ ﾄﾖﾑ 愛知県 チーム３３５ 2:59:59
977 3847 中村 研司 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 浜松市 大和証券 3:00:05
978 4971 三林 英俊 ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 安久路 3:00:48
979 5565 鈴木 隆臣 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵﾐ 三島市 3:01:20
980 4856 寺澤 法弘 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 3:02:26
981 4935 山本 学 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 磐田市 3:02:43
982 4834 一杉 耕市 ﾋﾄｽｷﾞ ｺｳｲﾁ 静岡市 3:03:29
983 2419 新井 一 ｱﾗｲ ﾊｼﾞﾒ 東京都 3:03:50
984 4665 佐藤 勝彦 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 浜松市 すきもとミート販売 3:04:10
985 3019 藤野 剛士 ﾌｼﾞﾉ ﾀｹｼ 浜松市 ＹＭＳＬ甘走会 3:04:21
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1 245 青田 英行 ｱｵﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:26:55
2 269 平野 茂 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾙ 浜松市 一条工務店 1:31:20
3 63 大杉 忠夫 ｵｵｽｷﾞ ﾀﾀﾞｵ 磐田市 らくらんくらぶ 1:31:20
4 447 萩原 昌弘 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 シャミセンズ 1:34:40
5 579 飯田 道夫 ｲｲﾀﾞ ﾐﾁｵ 東京都 1:35:52
6 354 池田 順任 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 磐田市 いわた楽走会 1:35:57
7 324 臼井 伸夫 ｳｽｲ ﾉﾌﾞｵ 愛知県 あいち健康の森 1:36:53
8 635 大林 秀成 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾅﾘ 浜松市 1:37:17
9 1305 山田 健吾 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 磐田市 ＪＲ東海陸上ク 1:37:56

10 395 大藤 勝美 ｵｵﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 掛川市 小笠山ＲＣ 1:38:45
11 875 藤部 茂則 ﾌｼﾞﾍﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 岐阜県 1:39:18
12 1313 河村 勲 ｶﾜﾑﾗ ｲｻｵ 島田市 1:40:40
13 694 原田 正司 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 磐田市 武友館 1:40:53
14 482 藤津 新児 ﾌｼﾞﾂ ｼﾝｼﾞ 愛知県 ＪＡあいちエネルギー 1:40:56
15 691 平川 好己 ﾋﾗｶﾜ ﾖｼﾐ 愛知県 ＹＹＹ変な爺 1:41:33
16 674 千葉 松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ 東京都 町田いだ天クラブ 1:42:48
17 1088 山﨑 貞雄 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾀﾞｵ 袋井市 ６度目の沖縄 1:43:04
18 1079 加藤 寛治 ｶﾄｳ ｶﾝｼﾞ 三島市 三島楽走会 1:43:11
19 787 山田 定幸 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 磐田市 ヤマラン 1:43:47
20 334 齋藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 静岡市 魔法の黄色い靴 1:43:48
21 876 山本 昇 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 浜松市 道楽。 1:44:21
22 1943 平野 啓二 ﾋﾗﾉ ｹｲｼﾞ 浜松市 ヤマハランナーズ 1:44:35
23 74 林 一寛 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 ＪＡ遠州中央 1:44:53
24 879 青木 秀人 ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾄ 群馬県 桐生朝錬会 1:45:14
25 1374 乾 哲郎 ｲﾇｲ ﾃﾂﾛｳ 浜松市 1:46:27
26 2045 中島 好隆 ﾅｶｼﾏ ﾖｼﾀｶ 山梨県 1:46:57
27 1611 安間 薫 ｱﾝﾏ ｶｵﾙ 袋井市 マイロードＲＣ 1:47:02
28 638 鈴木 俊幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 藤枝市 藤枝マスターズ 1:47:21
29 520 八木 英夫 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 島田市 カネショウ農薬 1:47:29
30 603 キング ロン ｷﾝｸﾞ ﾛﾝ 浜松市 ゾエカフェ英会話学校 1:47:36
31 994 木河 聡 ｷｶﾜ ｻﾁｼ 愛知県 愛知県建築住宅センタ 1:47:38
32 1141 安井 一 ﾔｽｲ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 ＴＥＡＭ，ＳＡＣ 1:47:43
33 162 寺田 勝美 ﾃﾗﾀﾞ ｶﾂﾐ 静岡市 アラジンＴＲ部 1:47:50
34 1972 太田 衞 ｵｵﾀ ﾏﾓﾙ 静岡市 ＭＦランニング 1:47:59
35 1099 神谷 道雄 ｶﾐﾔ ﾐﾁｵ 浜松市 野口染工 1:48:07
36 1078 片山 謙朗 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝﾛｳ 愛知県 小田鐵工 1:48:35
37 788 西田 孝之 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 磐田市 豊岡ＲＣ 1:48:39
38 1008 雨宮 弘 ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 浜松市 サージセンター 1:49:08
39 1445 西川 徹 ﾆｼｶﾜ ﾄｵﾙ 浜松市 1:49:12
40 1493 山口 喜代治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼﾞ 愛知県 土地家屋調査士 1:49:20
41 1135 大石 久夫 ｵｵｲｼ ﾋｻｵ 浜松市 浜松健走会 1:49:20
42 954 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 菊川市 ミクニＲＣ 1:49:27
43 1324 高野 義信 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 湖西市 明陽クリニック 1:49:33
44 1558 寳明 昭夫 ﾎｳﾐｮｳ ｱｷｵ 浜松市 半田山ＲＣ 1:49:40
45 163 今尾 哲正 ｲﾏｵ ﾃﾂﾏｻ 岐阜県 1:50:00
46 1775 松本 芳昭 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ 袋井市 下山梨フリーランナー 1:50:08
47 1463 加藤 不二夫 ｶﾄｳ ﾌｼﾞｵ 磐田市 1:50:16
48 901 星川 薫 ﾎｼｶﾜ ｶｵﾙ 袋井市 1:50:42
49 2465 大橋 一夫 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｵ 焼津市 1:50:46
50 989 足立 和隆 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾀｶ 浜松市 1:51:02
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51 449 戸塚 保行 ﾄﾂｶ ﾔｽﾕｷ 袋井市 Ｏｌｄ ｂｏｙ 1:51:08
52 955 川合 隆則 ｶﾜｲ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 1:51:27
53 1296 八木 務 ﾔｷﾞ ﾂﾄﾑ 菊川市 中部プラント 1:51:39
54 1755 堀 曉 ﾎﾘ ｱｷﾗ 静岡市 1:51:44
55 1413 河村 静男 ｶﾜﾑﾗ ｼｽﾞｵ 神奈川県 1:51:47
56 671 兵庫 光彦 ﾋｮｳｺﾞ ﾐﾂﾋｺ 静岡市 1:51:47
57 2437 田中 昌利 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ 愛知県 1:51:52
58 1126 林 晃一 ﾊﾔｼ ｺｳｲﾁ 長野県 1:51:59
59 1457 高瀬 吉晴 ﾀｶｾ ﾖｼﾊﾙ 静岡市 闇よ棚 1:51:59
60 724 杉田 知己 ｽｷﾞﾀ ﾄﾓｷ 浜松市 岩屋病院 1:52:06
61 1392 佐々木 忠男 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｵ 浜松市 スマイリー 1:52:18
62 1315 荒木 俊治 ｱﾗｷ ｼｭﾝｼﾞ 愛知県 1:52:24
63 1293 高野 一幸 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 治衛門走友会 1:52:24
64 3141 市川 信幸 ｲﾁｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡市 気分走会 1:52:34
65 1792 鈴木 忠志 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 マスターズ磐田 1:52:42
66 1043 成松 秀司 ﾅﾘﾏﾂ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 ありんこ 1:53:32
67 2745 鈴木 秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐田市 青城小学校 1:53:32
68 2495 池谷 松太郎 ｲｹｶﾞﾔ ﾏﾂﾀﾛｳ 焼津市 すっとこどっ恋 1:53:34
69 643 丸山 勝美 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾐ 静岡市 1:53:38
70 144 小杉 友久 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾋｻ 浜松市 メイブルズ浜松 1:53:39
71 805 小沢 克己 ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 焼津市 ＳＳＨＲＣ 1:53:40
72 5075 根本 博彦 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾋｺ 静岡市 1:53:44
73 2019 堀尾 俊博 ﾎﾘｵ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 1:53:46
74 2617 鈴木 正登 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 藤枝市 藤枝マスターズ 1:53:48
75 730 時田 克彰 ﾄｷﾀ ｶﾂｱｷ 磐田市 1:54:14
76 1143 大場 信弘 ｵｵﾊﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 藤枝市 1:54:38
77 1366 山本 千二 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾝｼﾞ 浜松市 半田山縦走部 1:54:41
78 1780 伊藤 英雄 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 フリー 1:54:45
79 1339 野口 陵一 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 浜松市 1:54:46
80 2365 前田 裕 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 焼津市 焼津 石津岡青連会 1:55:44
81 2574 杉浦 和美 ｽｷﾞｳﾗ ｶｽﾞﾐ 静岡市 1:55:46
82 2028 清水 彰 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 浜松市 1:55:53
83 2402 小林 茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 牧之原市 後原 1:56:19
84 1113 村松 祐 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 袋井市 静岡大学 1:56:23
85 1957 佐藤 逸男 ｻﾄｳ ｲﾂｵ 浜松市 チーム伊吹 1:56:23
86 1358 海野 文雄 ｳﾝﾉ ﾌﾐｵ 焼津市 1:56:54
87 1431 村上 良雄 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼｵ 愛知県 1:57:13
88 1529 酒井 正彦 ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ 磐田市 1:57:17
89 4945 藤井 常宏 ﾌｼﾞｲ ﾂﾈﾋﾛ 富士市 富士市立中央病院 1:57:19
90 495 後藤 清一 ｺﾞﾄｳ ｾｲｲﾁ 愛知県 カテックス 1:57:27
91 2098 三城 慎介 ｻﾝｼﾞｮｳ ｼﾝｽｹ 愛知県 チームカラス 1:57:38
92 2652 山本 宜靖 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾔｽ 浜松市 ＲＣ黄熊 1:57:47
93 1573 有ヶ谷 裕美 ｱﾘｶﾞﾔ ﾋﾛﾐ 静岡市 彩香 1:57:48
94 1287 桑原 巌 ｸﾜﾊﾞﾗ ｲﾜｵ 藤枝市 藤色東風ＡＣ 1:57:48
95 1046 芳賀 清文 ﾊｶﾞ ｷﾖﾌﾐ 兵庫県 1:58:09
96 2167 野中 藤雄 ﾉﾅｶ ﾌｼﾞｵ 富士宮市 1:58:19
97 588 高橋 邦典 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾉﾘ 浜松市 1:58:54
98 1865 神谷 和伸 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 浜松市 ドンガメクラブ 1:59:03
99 2665 太田 武郎 ｵｵﾀ ﾀｹｵ 藤枝市 1:59:12

100 1698 原山 雅光 ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻﾐﾂ 静岡市 ＤＯＤＯ倶楽部 1:59:24
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101 197 加藤 信之 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 掛川市 有）豆太郎 1:59:27
102 2426 祖父江 育夫 ｿﾌﾞｴ ｲｸｵ 浜松市 1:59:33
103 761 有村 正嗣 ｱﾘﾑﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 掛川市 飛鳥走遊会 1:59:37
104 2593 近藤 浩 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 浜松市 静銀ＪＣ 1:59:43
105 2435 澤田 富夫 ｻﾜﾀﾞ ﾄﾐｵ 神奈川県 ８０緩走会 1:59:43
106 5623 榎本 高明 ｴﾉﾓﾄ ﾀｶﾊﾙ 静岡市 1:59:46
107 156 後藤 篤夫 ｺﾞﾄｳ ｱﾂｵ 藤枝市 シーダーズ 2:00:01
108 1978 嶋口 郊巳 ｼﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 浜松市 2:00:10
109 931 花田 佳彦 ﾊﾅﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 磐田市 静岡理工科大学 2:00:33
110 2607 片山 昇 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 藤枝市 チーム のんべ 2:01:02
111 2414 長谷川 昭洋 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 愛知県 ＲＣ＠ａｋｉ 2:01:08
112 3477 望月 茂樹 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｹﾞｷ 静岡市 2:01:21
113 573 渡辺 仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 袋井市 ＰＰＭ 2:01:24
114 1108 元川 寛治 ﾓﾄｶﾜ ｶﾝｼﾞ 島田市 笹間ＲＣ 2:01:36
115 2675 藤巻 哲男 ﾌｼﾞﾏｷ ﾃﾂｵ 静岡市 走って飲もう会 2:01:52
116 1655 安田 修三 ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 湖西市 2:01:56
117 2922 石山 久貢 ｲｼﾔﾏ ﾋｻﾂｸﾞ 磐田市 コアラ～ズ 2:01:58
118 2438 大岩 武司 ｵｵｲﾜ ﾀｹｼ 愛知県 2:01:59
119 5066 佐藤 英二 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 掛川市 2:02:09
120 3785 鈴木 孝尚 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｻ 浜松市 トモラン 2:02:10
121 1473 西野 康雄 ﾆｼﾉ ﾔｽｵ 磐田市 2:02:11
122 853 榊原 政己 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾐ 袋井市 2:02:14
123 2985 鈴木 勝博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 森町 2:02:16
124 1915 五條 健利 ｺﾞｼﾞｮｳ ﾀｹﾄｼ 島田市 2:02:33
125 2443 川口 省式 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 御前崎市 気分走会 2:02:49
126 2157 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 袋井市 でんでん虫 2:02:57
127 2175 杉山 正行 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 浜松市 ここだけ会 2:03:24
128 1770 有馬 清明 ｱﾘﾏ ｷﾖｱｷ 浜松市 2:03:26
129 2774 田中 昌之 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 浜松市 2:03:34
130 4150 望月 治 ﾓﾁﾂﾞｷ ｵｻﾑ 静岡市 おーちゃんず 2:03:50
131 2116 大谷 嘉明 ｵｵﾀﾆ ﾖｼｱｷ 浜松市 ｏｌｃ 2:03:50
132 4555 曽我 卓生 ｿｶﾞ ﾀｸｵ 磐田市 2:04:02
133 3964 吉田 行緒 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 浜松市 株式会社ヨシダ 2:04:17
134 2840 中村 富士夫 ﾅｶﾑﾗ ﾌｼﾞｵ 沼津市 2:04:32
135 2596 西岡 昌寛 ﾆｼｵｶ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 2:04:42
136 2102 中村 定雄 ﾅｶﾑﾗ ｻﾀﾞｵ 湖西市 2:04:43
137 2408 白木沢 敏郎 ｼﾛｷｻﾜ ﾄｼﾛｳ 愛知県 ランですかい 2:04:46
138 2621 松島 則雄 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾘｵ 浜松市 浜北芝本 2:04:46
139 2884 樋詰 靖範 ﾋﾂﾞﾒ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 ＨＭＷＵ 2:04:56
140 315 坂口 健司 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 浜松市 聖隷駅伝部 2:04:58
141 3242 上山 祐司 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 藤枝市 チームかず坊 2:04:59
142 2643 村野 秀雄 ﾑﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ 沼津市 気分走快 2:05:03
143 136 小薮 貴志男 ｺﾔﾌﾞ ｷｼｵ 三重県 2:05:13
144 1973 鈴木 貴彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 磐田市 2:05:19
145 3108 小泉 克彦 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂﾋｺ 藤枝市 2:05:20
146 3614 山本 克巳 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ 磐田市 2:05:28
147 1624 齊藤 和良 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 森林公園－ＡＣ 2:05:31
148 5172 関塚 壽惠彦 ｾｷﾂﾞｶ ｽｴﾋｺ 磐田市 天方・飯田幼稚園 2:05:33
149 3059 佐原 啓二 ｻﾊﾗ ｹｲｼﾞ 静岡市 2:05:35
150 3319 永田 弘 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 掛川市 2:05:40
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151 2436 平良 朝雄 ﾀｲﾗ ﾄﾓｵ 磐田市 2:05:42
152 1201 春田 万次 ﾊﾙﾀ ﾏﾝｼﾞ 掛川市 一生青春 2:05:42
153 2468 長山 幹雄 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾐｷｵ 袋井市 2:06:04
154 1370 山下 靖 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ 浜松市 奈女田家 2:06:10
155 1819 片山 克哉 ｶﾀﾔﾏ ｶﾂﾔ 浜松市 猿山ランナーズ 2:06:40
156 2763 加藤 俊宏 ｶﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 愛知県 2:06:43
157 1666 杉山 哲夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂｵ 森町 2:06:47
158 2475 村上 茂 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 愛知県 2:06:50
159 2869 新貝 守正 ｼﾝｶﾞｲ ﾓﾘﾏｻ 森町 掛川ゴルフガーデン 2:06:55
160 2868 茂木 孝之 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 ネポン 2:06:59
161 821 鈴木 昌晴 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 森町 2:07:29
162 3044 蟹江 靖 ｶﾆｴ ﾔｽｼ 掛川市 県民厚生会 2:07:33
163 2110 蒔田 富士弥 ﾏｷﾀ ﾌｼﾞﾔ 焼津市 2:07:36
164 1990 高柳 正勝 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻｶﾂ 浜松市 2:07:47
165 2648 鈴木 一彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 亀吉 2:07:59
166 2682 清水 博 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 2:08:22
167 2502 匂坂 滋 ｻｷﾞｻｶ ｼｹﾞﾙ 磐田市 2:08:24
168 2137 遠藤 和幸 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 富士市 2:08:32
169 2623 山下 元 ﾔﾏｼﾀ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 2:08:47
170 1909 長尾 悦治 ﾅｶﾞｵ ｴﾂｼﾞ 沼津市 走遊会 2:08:49
171 2269 大石 真弥 ｵｵｲｼ ｼﾝﾔ 浜松市 チームブローチ 2:08:50
172 2547 寺田 整 ﾃﾗﾀﾞ ｾｲ 袋井市 萬松の里 2:09:10
173 1628 高田 弘己 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛﾐ 静岡市 鈴与セキュリテイ 2:09:23
174 4272 山本 俊次 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 チーム山本 2:09:25
175 4565 木下 孝尚 ｷｼﾀ ﾀｶﾅｵ 浜松市 2:09:34
176 2371 萩原 久義 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋｻﾖｼ 島田市 チームリバティ 2:09:55
177 4544 古橋 孝敏 ﾌﾙﾊｼ ﾀｶﾄｼ 浜松市 よんろく倶楽部 2:10:02
178 2185 窪野 浩義 ｸﾎﾞﾉ ﾋﾛﾖｼ 袋井市 ジュビロクラブ 2:10:12
179 3175 高橋 久信 ﾀｶﾊｼ ﾋｻﾉﾌﾞ 磐田市 2:10:19
180 2968 小室 智 ｺﾑﾛ ｻﾄｼ 埼玉県 福中２５回卒業生 2:10:23
181 1850 蓮見 廣史 ﾊｽﾐ ﾋﾛｼ 神奈川県 ポコレーシング 2:10:35
182 2123 渡邉 正尋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 三島市 2:10:53
183 4331 村田 守 ﾑﾗﾀ ﾏﾓﾙ 浜松市 かげやまクリニック 2:11:06
184 4093 山崎 達夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｵ 沼津市 2:11:34
185 2364 山道 宏美 ﾔﾏﾐﾁ ﾋﾛﾐ 沼津市 2:11:37
186 3735 浦山 利幸 ｳﾗﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 静岡市 2:11:50
187 2897 袴田 勝巳 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾐ 浜松市 浜松江之島 2:11:58
188 1058 安形 利彦 ｱｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 磐田市 2:12:02
189 3896 中川 勝夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂｵ 浜松市 2:12:05
190 2976 小沢 英治郎 ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞﾛｳ 掛川市 掛川五明ＲＣ 2:12:07
191 1975 袴田 克典 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 ちょこぼーる 2:12:15
192 3662 富坂 雅秀 ﾄﾐｻｶ ﾏｻﾋﾃﾞ 静岡市 気分走会 2:12:36
193 3230 葛西 勝彦 ｶｻｲ ｶﾂﾋｺ 静岡市 林モータース 2:12:44
194 4109 森 良和 ﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ 滋賀県 2:12:45
195 1548 宮島 直久 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾅｵﾋｻ 浜松市 技研測量 2:13:15
196 3153 中神 竜之 ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾕｷ 愛知県 2:13:27
197 3556 吉積 幸克 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｷｶﾂ 掛川市 2:13:28
198 2960 内藤 重男 ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 浜松市 ヤマハＲＣ 2:13:33
199 369 横田 健 ﾖｺﾀ ﾀｹｼ 埼玉県 鴻巣たのしく走る会 2:13:48
200 3858 櫻井 弘 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼ 浜松市 サーラスポーツ 2:13:55
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201 3795 吉田 雅行 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 浜松市 聖隷浜松病院 いかまい検診浜松 2:13:59
202 3038 滝井 智 ﾀｷｲ ｻﾄｼ 藤枝市 2:14:00
203 2811 榎本 吉宏 ｴﾉﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 ＳＰＪＣ 2:14:21
204 2613 鈴木 義雄 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 浜松市 赤穂義士 2:14:23
205 5077 黒田 昭夫 ｸﾛﾀﾞ ｱｷｵ 菊川市 2:14:31
206 1785 岡村 道夫 ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｵ 島田市 2:14:50
207 3526 木野 浩志 ｷﾉ ﾋﾛｼ 浜松市 ＫＲＣ 2:15:08
208 3751 水島 忠夫 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀﾀﾞｵ 御前崎市 エイケン工業 2:15:12
209 2818 野中 詠一郎 ﾉﾅｶ ｴｲｲﾁﾛｳ 浜松市 浜北芝本組 2:15:23
210 1921 上甲 晃 ｼﾞｮｳｺｳ ｱｷﾗ 沼津市 ランランラン 2:15:32
211 5216 大石 明夫 ｵｵｲｼ ｱｷｵ 磐田市 2:15:33
212 2750 福井 昌弘 ﾌｸｲ ﾏｻﾋﾛ 藤枝市 2:15:36
213 2950 向井 啓雄 ﾑｶｲ ﾋﾛｵ 島田市 2:15:46
214 3194 杉森 保雄 ｽｷﾞﾓﾘ ﾔｽｵ 浜松市 2:15:51
215 2231 森下 晴行 ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾕｷ 菊川市 正圭会カルガモ 2:16:02
216 2910 内山 知之 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 静岡市 2:16:21
217 2576 鵜野 森一 ｳﾉ ﾓﾘｲﾁ 磐田市 チーム４７ 2:16:24
218 1401 佐野 正憲 ｻﾉ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 佐野医院 2:16:26
219 5214 大坪 信夫 ｵｵﾂﾎﾞ ﾉﾌﾞｵ 岐阜県 2:16:41
220 2674 宇木 隆司 ｳｷ ﾀｶｼ 掛川市 2:16:44
221 450 新野 正仁 ﾆｲﾉ ﾏｻﾋﾄ 磐田市 ランニーノ 2:16:57
222 3621 後藤 好男 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ 神奈川県 磐南２８のブタ 2:17:07
223 4223 高野 義幸 ﾀｶﾉ ﾖｼﾕｷ 愛知県 2:17:26
224 2931 栗田 久 ｸﾘﾀ ﾋｻｼ 磐田市 西原ＲＣ 2:17:42
225 2949 小笹 真樹 ｺｻﾞｻ ｼﾝｼﾞｭ 磐田市 ＴＴＣ 2:17:56
226 1403 近藤 博之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 牧之原市 2:18:24
227 2872 伊藤 実 ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 浜松市 フラワーパーク 2:18:25
228 3174 飯田 晋也 ｲｲﾀﾞ ｼﾝﾔ 浜松市 2:18:30
229 5186 伊藤 衛佐 ｲﾄｳ ｴｲｽｹ 袋井市 2:18:36
230 4176 内野 和臣 ｳﾁﾉ ｶｽﾞｵﾐ 磐田市 2:18:42
231 3560 佐久間 厚海 ｻｸﾏ ｱﾂｳﾐ 静岡市 2:18:57
232 1778 猪飼 泰三 ｲｶｲ ﾀｲｿﾞｳ 愛知県 天白川月例マラソン記録会 2:19:00
233 4315 長岡 要 ﾅｶﾞｵｶ ｶﾅﾒ 愛知県 2:19:19
234 4375 松野 正比呂 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 2:19:20
235 1040 伊藤 譲 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 磐田市 水掘 2:19:25
236 3545 小木曽 祥二 ｺｷﾞｿ ｼｮｳｼﾞ 岐阜県 2:19:26
237 4034 土屋 隆司 ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ 三島市 2:19:42
238 5473 岡本 明浩 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 浜松市 2:19:44
239 4153 鈴木 佳明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 袋井市 ひまじん倶楽部 2:19:53
240 748 内田 秀明 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 西伊豆町 夢未来 2:20:02
241 2597 齋藤 利彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 東京都 2:20:07
242 3125 田中 等 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 埼玉県 2:20:12
243 1566 菊地 洋輝 ｷｸﾁ ﾋﾛｷ 伊豆の国市 2:20:14
244 3113 苅谷 裕二 ｶﾘﾔ ﾕｳｼﾞ 静岡市 ＣＡＮＯＮ 2:20:34
245 3777 次木 稔 ﾂｷﾞｷ ﾐﾉﾙ 浜松市 2:20:42
246 1998 大場 悟 ｵｵﾊﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 おおば小児科 2:20:50
247 4028 星野 金彦 ﾎｼﾉ ｶﾈﾋｺ 愛知県 ホシケン 2:21:32
248 2817 松山 博次 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｼﾞ 浜松市 浜松市 2:21:33
249 2486 鈴木 敏 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 浜松市 ヤマハ（株） 2:21:40
250 2955 山野井 実 ﾔﾏﾉｲ ﾐﾉﾙ 静岡市 2:21:42
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251 2020 高橋 善亮 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 愛知県 2:21:48
252 2642 多田 立美 ﾀﾀﾞ ﾀﾂﾐ 浜松市 2:22:15
253 3191 嶋尻 雅壽 ｼﾏｼﾞﾘ ﾏｻﾄｼ 浜松市 東海ビル管理 2:22:34
254 1665 竹内 正美 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ 森町 2:22:52
255 2121 大穀 圭介 ﾀﾞｲｺｸ ｹｲｽｹ 浜松市 2:22:53
256 2477 赤堀 和一 ｱｶﾎﾘ ｶｽﾞｲﾁ 菊川市 赤土ランナーズ 2:23:05
257 4061 井上 孝男 ｲﾉｳｴ ﾀｶｵ 浜松市 浜松佐鳴台中 2:23:20
258 3165 清水 智之 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾕｷ 静岡市 フリッパーＳＣ 陸上部 2:23:30
259 3006 望月 章 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾗ 愛知県 2:23:32
260 2670 望月 正 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 静岡市 2:23:36
261 3157 藤井 良彦 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋｺ 藤枝市 2:23:39
262 3823 皆川 英明 ﾐﾅｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 藤枝市 2:23:49
263 4113 鈴木 秀治 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 チーム影山クリニック 2:23:50
264 3775 半田 俊一 ﾊﾝﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 愛知県 2:23:54
265 4640 寺田 行宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 磐田市 福寿荘 2:24:02
266 4063 鈴木 敬 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 富士市 2:24:05
267 861 宮内 豊文 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾖﾌﾐ 焼津市 司法書士ＲＳ 2:24:07
268 4043 鈴木 良隆 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 浜松市 2:24:14
269 4346 西森 輝茂 ﾆｼﾓﾘ ﾃﾙｼｹﾞ 掛川市 2:24:17
270 3061 杉田 秀夫 ｽｷﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 掛川市 2:24:25
271 4216 尾崎 秀司 ｵｻﾞｷ ﾋﾃﾞｼ 埼玉県 ＴＴＲ 2:24:26
272 4354 宮本 聖治 ﾐﾔﾓﾄ ｾｲｼﾞ 愛知県 三祐コンサルタンツ 2:24:28
273 1854 小笹 以久男 ｵｻﾞｻ ｲｸｵ 浜松市 山路クラブ 2:24:53
274 6 京極 二郎 ｷｮｳｺﾞｸ ｼﾞﾛｳ 愛知県 2:25:00
275 2890 林 亮介 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 2:25:02
276 2532 栗島 正利 ｸﾘｼﾏ ﾏｻﾄｼ 浜松市 2:25:11
277 1953 工藤 隆雄 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｵ 菊川市 共栄企業 2:25:28
278 1299 香川 恭広 ｶｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 無所属 香川 2:25:32
279 3925 堀内 和弘 ﾎﾘｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 三島市 しゃぎらーズ 2:25:59
280 3762 梶原 清孝 ｶｼﾞﾊﾗ ｷﾖﾀｶ 島田市 ホンダエフワン 2:26:00
281 5307 田代 久紀 ﾀｼﾛ ﾋｻﾉﾘ 沼津市 2:26:18
282 1441 海野 実 ｳﾝﾉ ﾐﾉﾙ 磐田市 2:26:37
283 2853 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 豊橋設計陸上部 2:26:46
284 3926 今田 雅明 ｲﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 浜松市 2:27:36
285 3709 根本 達也 ﾈﾓﾄ ﾀﾂﾔ 浜松市 浜田の風 2:27:43
286 2609 横山 富美夫 ﾖｺﾔﾏ ﾌﾐｵ 焼津市 藤枝マスターズ 2:27:58
287 4343 葭川 新一 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 浜松市 2:28:20
288 5143 長谷川 智 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 浜松市 2:28:47
289 4226 今井 学 ｲﾏｲ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 静岡エフエム 2:28:59
290 4258 杉浦 陽一郎 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 静岡市 末広ランニング部 2:29:05
291 4330 高柳 節夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻﾀﾞｵ 神奈川県 2:29:57
292 4091 堀内 正見 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾐ 袋井市 2:30:08
293 3983 都築 拓樹 ﾂﾂﾞｷ ﾀｸｷ 愛知県 2:30:21
294 4394 朝倉 功 ｱｻｸﾗ ｲｻｵ 藤枝市 2:30:24
295 3251 髙橋 務 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 愛知県 中庸走ろう会 2:30:42
296 4664 小野田 雄一 ｵﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 静岡市 走れ！Ｙ－１ 2:30:47
297 3672 中村 浩章 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知県 走団ひとり 2:30:54
298 3837 増田 明彦 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾋｺ 藤枝市 静鉄タクシー藤枝 2:31:07
299 2260 三輪 孝 ﾐﾜ ﾀｶｼ 浜松市 ふじたや走遊会 2:31:09
300 2752 大橋 文宏 ｵｵﾊｼ ﾌﾐﾋﾛ 磐田市 2:31:16
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301 3810 北島 靖夫 ｷﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 浜松市 ＴＯＭＯ ＲＵＮ 2:31:30
302 3852 加古 長治 ｶｺ ﾅｶﾞﾊﾙ 愛知県 ちたの里 2:31:45
303 4070 天野 治郎 ｱﾏﾉ ｼﾞﾛｳ 磐田市 2:31:59
304 4554 村松 雅彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾋｺ 袋井市 ＴＨＫリズム 2:32:08
305 3769 鈴木 洋三 ｽｽﾞｷ ﾖｳｿﾞｳ 藤枝市 2:32:11
306 3845 村木 喜一郎 ﾑﾗｷ ｷｲﾁﾛｳ 浜松市 2:32:17
307 1552 鈴木 正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 浜松市 2:32:18
308 2058 伊藤 昭 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 福井県 2:32:27
309 2844 萩原 基広 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾓﾄﾋﾛ 浜松市 2:33:03
310 3973 鳥井 慎二 ﾄﾘｲ ｼﾝｼﾞ 浜松市 ひまじん倶楽部 2:33:27
311 2159 原崎 博司 ﾊﾗｻﾞｷ ﾋﾛｼ 藤枝市 大新島 2:33:31
312 4027 神谷 孝雄 ｶﾐﾔ ﾀｶｵ 愛知県 チーム真孝 2:34:05
313 2517 村上 正一 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳｲﾁ 愛知県 2:34:28
314 4895 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 磐田市 2:34:56
315 5359 若山 大輔 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 2:35:14
316 3535 村谷 行信 ﾑﾗﾀﾆ ﾕｷﾉﾌﾞ 袋井市 飛脚走遊会 2:35:24
317 2978 牧田 幸雄 ﾏｷﾀ ﾕｷｵ 磐田市 ドラゴンＲＣ 2:35:33
318 4906 樋口 治樹 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 神奈川県 2:35:36
319 3842 鈴木 悦郎 ｽｽﾞｷ ｴﾂﾛｳ 藤枝市 森組おおいがわ 2:35:56
320 5266 清水 篤 ｼﾐｽﾞ ｱﾂｼ 静岡市 2:36:06
321 4030 贄 謙次 ﾆｴ ｹﾝｼﾞ 愛知県 佐奈川ランナーズ 2:36:46
322 4614 小野 暢晴 ｵﾉ ﾉﾌﾞﾊﾙ 掛川市 2:36:53
323 3828 伊藤 尚 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 三重県 2:36:58
324 3039 加納 要一 ｶﾉｳ ﾖｳｲﾁ 浜松市 2:37:10
325 5088 山田 進 ﾔﾏﾀﾞ ｽｽﾑ 磐田市 2:37:21
326 5076 中村 英夫 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 掛川市 桜木ＲＣ 2:37:30
327 4094 塚本 勇 ﾂｶﾓﾄ ｲｻﾑ 愛知県 2:38:14
328 4981 多田 嘉典 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 2:38:50
329 4050 松永 達也 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 静岡市 城北ＴＮＳ 2:38:51
330 2059 堀井 猛成 ﾎﾘｲ ﾀｹﾏｻ 静岡市 ＢＥＥＲＵＮ 2:40:11
331 3608 鈴木 康照 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾃﾙ 磐田市 2:40:52
332 4685 寺田 伸一郎 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 浜松倉庫 2:40:53
333 3700 宮嶋 武夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｵ 愛知県 2:41:13
334 1094 川辺 貢一 ｶﾜﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 愛知県 名古屋刑務所 2:41:32
335 4254 岩井 正次 ｲﾜｲ ﾏｻｼﾞ 浜松市 浜松まちづくり公社 2:41:50
336 4576 伊藤 信男 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 アクトス浜松 2:42:23
337 4056 岡本 吉行 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 浜松市 杏林堂薬局 2:42:30
338 5064 永岡 徹志 ﾅｶﾞｵｶ ﾃﾂｼ 静岡市 2:44:40
339 4530 小林 努 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 島田市 2:44:43
340 3536 田中 康夫 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 磐田市 ＴＥＡＭ４７ 2:45:28
341 4532 真船 勉 ﾏﾌﾈ ﾂﾄﾑ 浜松市 しおりＲＣ 2:46:04
342 4534 藪内 良章 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾖｼｱｷ 磐田市 2:46:40
343 2575 中野 敬史 ﾅｶﾉ ｹｲｼﾞ 浜松市 2:46:53
344 4017 齋藤 信泰 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾔｽ 富士市 静岡陸協 2:47:49
345 4008 長谷川 学 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 焼津市 八興造園 2:48:18
346 4436 中小路 正敬 ﾅｶｺｳｼﾞ ﾏｻﾕｷ 浜松市 中小路鍼灸整骨院 2:49:18
347 4828 小栗 秀保 ｵｸﾞﾘ ﾋﾃﾞﾔｽ 磐田市 2:49:23
348 5094 髙林 重久 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾋｻ 磐田市 2:49:29
349 4260 渋川 竹夫 ｼﾌﾞｶﾜ ﾀｹｵ 磐田市 2:49:29
350 3030 矢口 重治 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞﾊﾙ 菊川市 2:49:40
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351 4736 石川 修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ 掛川市 2:50:21
352 3025 高野 利行 ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ 磐田市 未来塾高野 2:50:26
353 5131 上野 武夫 ｳｴﾉ ﾀｹｵ 浜松市 2:52:31
354 4071 土川 一司 ﾂﾁｶﾜ ｶｽﾞｼ 島田市 2:52:43
355 2961 堀内 敏晴 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼﾊﾙ 磐田市 ＴＥＮＲＹＵ 2:53:52
356 4253 四十万谷 宏一 ｼｼﾞﾏﾔ ｺｳｲﾁ 愛知県 2:54:45
357 4857 石田 忠男 ｲｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｵ 磐田市 マイコレクター 2:56:37
358 4784 内山 征之 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 浜松市 2:56:38
359 3281 森下 昭弘 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾋﾛ 浜松市 保険のセレクト 2:58:10
360 3963 松本 重雄 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞｵ 磐田市 日研フード 2:59:45
361 4366 松浦 知之 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾕｷ 掛川市 3:00:15
362 4333 柴谷 幸秀 ｼﾊﾞﾔ ﾕｷﾋﾃﾞ 浜松市 3:02:35
363 3731 加藤 常吉 ｶﾄｳ ﾂﾈﾖｼ 浜松市 3:04:05
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1 370 西尾 元治 ﾆｼｵ ﾓﾄﾊﾙ 浜松市 ほなみ会南風 1:46:40
2 759 田中 紘行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 山田金属（株） 1:48:01
3 5057 中野 美知生 ﾅｶﾉ ﾐﾁｵ 焼津市 1:48:09
4 140 岡崎 正次郎 ｵｶｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 三重県 鈴鹿ランニングクラブ 1:48:25
5 1304 榑松 實 ｸﾚﾏﾂ ﾐﾉﾙ 磐田市 エンデパＲＣ 1:49:26
6 1478 松本 勝 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾙ 磐田市 磐田ファンラン 1:50:22
7 344 石野 晃 ｲｼﾉ ｱｷﾗ 浜松市 1:54:09
8 1391 新倉 勝日児 ｼﾝｸﾗ ｶﾂﾋｺ 浜松市 ハリマオ 1:54:31
9 5691 河原崎 豊 ｶﾜﾗｻﾞｷ ﾕﾀｶ 静岡市 1:55:19

10 1900 山田 敏夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｵ 埼玉県 上福岡走る会 1:56:25
11 1091 渡辺 義明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ 湖西市 ２３５走志会 1:56:47
12 2032 佐野 利明 ｻﾉ ﾄｼｱｷ 島田市 波田ランナー 1:57:25
13 2090 八木 博 ﾔｷﾞ ﾋﾛｼ 静岡市 小糸陸上部ＯＢ 1:57:28
14 2513 髙栁 進 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 浜松市 1:57:34
15 2027 平田 八朗 ﾋﾗﾀ ﾊﾁﾛｳ 伊豆の国市 1:58:56
16 1809 仲村 淳二 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浜松市 チーム駈 1:59:16
17 5065 宮城 茂 ﾐﾔｼﾛ ｼｹﾞﾙ 静岡市 2:01:17
18 1490 三島 文一 ﾐｼﾏ ﾌﾞﾝｲﾁ 東京都 コガネイコウエンＲＣ 2:02:36
19 1465 大城 静夫 ｵｵｼﾛ ｼｽﾞｵ 浜松市 チーム浜北森林 2:02:55
20 2789 寺田 公嘉 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾐﾖｼ 袋井市 ＨｏｎｄａＯＢ 2:03:16
21 1890 大道 武儀 ｵｵﾐﾁ ﾀｹﾉﾘ 藤枝市 ナイスランクラブ 2:03:28
22 3124 佐藤 政美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 藤枝市 チーム錦野クリニック 2:04:46
23 2906 河西 友一 ｶﾜﾆｼ ﾄﾓｲﾁ 菊川市 浜松ハロークリーニング 2:06:04
24 2507 遠藤 幸夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷｵ 藤枝市 藤枝マスターズ 2:06:42
25 1967 不破 高保 ﾌﾜ ﾀｶﾔｽ 愛知県 2:07:56
26 1739 中村 悦次 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｼﾞ 浜松市 波網打物 2:08:40
27 5059 猪股 明 ｲﾉﾏﾀ ｱｷﾗ 下田市 2:15:08
28 4316 中谷 至男 ﾅｶﾔ ﾕｷｵ 浜松市 2:15:48
29 4537 海野 芳郎 ｳﾝﾉ ﾖｼﾛｳ 静岡市 静岡松野走友会 2:15:59
30 716 山本 則行 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 磐田市 2:16:25
31 2870 鈴木 国彦 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ 浜松市 2:19:45
32 2245 野崎 繁男 ﾉｻﾞｷ ｼｹﾞｵ 藤枝市 静鉄タクシー 2:20:08
33 3729 鶴見 友昭 ﾂﾙﾐ ﾄﾓｱｷ 浜松市 浜スポ 2:20:15
34 1063 後藤 健介 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｽｹ 岐阜県 2:20:30
35 534 寺田 典生 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾘｵ 静岡市 さくらランニングクラブ 2:21:08
36 3509 鈴木 新一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 浜松市 楊子ランニング 2:21:36
37 4445 大石 收 ｵｵｲｼ ｵｻﾑ 磐田市 2:23:37
38 3226 齋藤 順治 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 島田市 掛川歩こう会 2:23:47
39 1277 宮本 剛一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ 浜松市 メイプルズ浜松 2:24:40
40 5072 田辺 一志 ﾀﾅﾍﾞ ｲﾁｼ 三島市 2:25:29
41 4405 藤森 英孝 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 浜松市 森林公園浜北 2:25:50
42 3800 長谷川 明広 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 浜松市 2:26:27
43 4292 柴田 久美彦 ｼﾊﾞﾀ ｸﾐﾋｺ 袋井市 2:26:46
44 4567 山田 明彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 愛知県 2:30:58
45 4474 原田 憲道 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾘﾐﾁ 磐田市 2:34:35
46 2285 中山 恒男 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾈｵ 磐田市 2:34:38
47 4477 成田 博示 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｼ 愛知県 2:36:12
48 832 森田 孝 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ 浜松市 ホリデイ 2:36:29
49 2893 水野 利幸 ﾐｽﾞﾉ ﾄｼﾕｷ 磐田市 永久平社員 2:38:28
50 5370 數田 久 ｶｽﾞﾀ ﾋｻｼ 磐田市 2:38:34
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51 4125 大場 久充 ｵｵﾊﾞ ﾋｻﾐﾂ 愛知県 2:40:12
52 4443 柴谷 俊行 ｼﾊﾞﾔ ﾄｼﾕｷ 浜松市 2:40:42
53 4296 鈴木 正弘 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 チームみやした 2:40:53
54 4866 田尾 紀男 ﾀｵ ﾉﾘｵ 浜松市 2:41:06
55 2026 宮地 春洋 ﾐﾔﾁ ﾊﾙﾅﾐ 磐田市 2:42:06
56 1793 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 清水区・西久保 2:43:33
57 4564 仲村 武夫 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｵ 浜松市 サーラスポーツ 2:43:34
58 4355 青島 義秋 ｱｵｼﾏ ﾖｼｱｷ 磐田市 2:43:42
59 4563 岡本 茂 ｵｶﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 静岡市 静岡銀行ＪＣ 2:44:32
60 4880 西川 富雄 ﾆｼｶﾜ ﾄﾐｵ 静岡市 2:46:57
61 3499 川島 祝 ｶﾜｼﾏ ｲﾜｲ 浜松市 2:48:25
62 3883 墨 宇一郎 ｽﾐ ｳｲﾁﾛｳ 愛知県 2:50:18
63 4170 米田 淳一 ﾏｲﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:52:55
64 4531 三間屋 純一 ﾐﾏﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡市 ＭＲＣ静岡 2:54:15
65 4931 渡辺 義利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄｼ 浜松市 2:56:50
66 4139 相羽 勝義 ｱｲﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 三島市 チーム・アイ 3:02:39
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1 152 小野 千愛 ｵﾉ ﾁｴ 神奈川県 横浜市陸協 1:24:16
2 349 袴田 綾子 ﾊｶﾏﾀ ｱﾔｺ 東京都 1:28:19
3 297 馬込 千帆 ﾏｺﾞﾒ ﾁﾎ 静岡市 静岡県立大学 1:28:31
4 585 斉藤 明日佳 ｻｲﾄｳ ｱｽｶ 浜松市 1:29:42
5 5546 鈴木 麗鈴 ｽｽﾞｷ ﾘﾘ 磐田市 磐田陸上 1:30:04
6 412 伊藤 すみえ ｲﾄｳ ｽﾐｴ 浜松市 1:35:52
7 611 海蔵 しおり ｶｲｿﾞｳ ｼｵﾘ 静岡市 1:36:54
8 420 星野 咲季 ﾎｼﾉ ｻｷ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:37:54
9 506 高林 理沙子 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾘｻｺ 浜松市 1:40:45

10 5794 片山 望 ｶﾀﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 愛知県 1:41:33
11 1454 井坂 裕美 ｲｻｶ ﾕﾐ 三重県 1:43:30
12 460 村上 みなみ ﾑﾗｶﾐ ﾐﾅﾐ 東京都 1:44:26
13 2384 吉田 千恵 ﾖｼﾀﾞ ﾁｴ 掛川市 ケーフィット 1:46:40
14 1235 江塚 千尋 ｴﾂﾞｶ ﾁﾋﾛ 磐田市 1:47:55
15 1910 長坂 利依 ﾅｶﾞｻｶ ﾘｴ 愛知県 1:48:07
16 1015 岩堀 純子 ｲﾜﾎﾘ ｼﾞｭﾝｺ 島田市 1:48:44
17 5620 小磯 直美 ｺｲｿ ﾅｵﾐ 掛川市 1:49:25
18 3425 西尾 春奈 ﾆｼｵ ﾊﾙﾅ 袋井市 1:49:49
19 2418 沖田 友美 ｵｷﾀ ﾄﾓﾐ 埼玉県 1:50:26
20 5209 澤木 翔子 ｻﾜｷ ｼｮｳｺ 愛知県 1:50:38
21 1049 水谷 藍 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱｲ 湖西市 浜松うましか 1:51:20
22 2277 小原 恵津子 ｵﾊﾗ ｴﾂｺ 掛川市 キャタラーＲＣ 1:51:20
23 2686 辻 友唯 ﾂｼﾞ ﾕｲ 浜松市 1:51:48
24 1840 三宅 里奈 ﾐﾔｹ ﾘﾅ 沼津市 1:51:53
25 5494 大田 希美 ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾐ 東京都 1:52:31
26 3250 本間 未来 ﾎﾝﾏ ﾐｸ 静岡市 1:54:29
27 1735 伊藤 弓恵 ｲﾄｳ ﾕﾐｴ 愛知県 1:54:47
28 2452 疋田 文枝 ﾋｷﾀﾞ ﾌﾐｴ 浜松市 1:55:12
29 1535 山田 翔子 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳｺ 浜松市 Ｒ＆Ｊ 1:56:12
30 3878 竹内 こずえ ﾀｹｳﾁ ｺｽﾞｴ 伊東市 1:56:53
31 2387 佐藤 直美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 磐田市 1:56:58
32 4598 佐藤 保江 ｻﾄｳ ﾔｽｴ 浜松市 1:57:38
33 5743 森井 渚 ﾓﾘｲ ﾅｷﾞｻ 茨城県 1:57:50
34 1947 加藤 さくら ｶﾄｳ ｻｸﾗ 磐田市 1:57:58
35 1098 吉口 ゆき ﾖｼｸﾞﾁ ﾕｷ 浜松市 1:58:24
36 2553 深澤 多恵 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀｴ 静岡市 静岡中学校 1:58:33
37 256 櫻井 香織 ｻｸﾗｲ ｶｵﾘ 浜松市 1:59:07
38 2664 鈴木 真美子 ｽｽﾞｷ ﾏﾐｺ 浜松市 1:59:07
39 4199 影山 加菜 ｶｹﾞﾔﾏ ｶﾅ 埼玉県 1:59:10
40 20006 阿部 央彩 ｱﾍﾞ ﾋｲﾛ 磐田市 1:59:19
41 1696 坂 文 ﾊﾞﾝ ｱﾔ 岐阜県 1:59:33
42 5589 鈴木 杏奈 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 袋井市 1:59:40
43 2186 渥美 文也奈 ｱﾂﾐ ｱﾔﾅ 磐田市 2:00:01
44 2838 鈴木 真里菜 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾅ 富士市 2:00:08
45 3897 松下 藍子 ﾏﾂｼﾀ ｱｲｺ 浜松市 2:00:25
46 3555 望月 あゆみ ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾐ 磐田市 2:00:27
47 2887 北島 幸枝 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｷｴ 静岡市 ジブラルタ生命 2:00:48
48 3249 尾野 裕美 ｵﾉ ﾋﾛﾐ 藤枝市 2:01:18
49 4823 高橋 沙織 ﾀｶﾊｼ ｻｵﾘ 掛川市 2:02:01
50 3594 武居 亜由美 ﾀｹｲ ｱﾕﾐ 愛知県 亀の子クラブ 2:02:03
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51 3660 廣谷 知美 ﾋﾛﾀﾆ ﾄﾓﾐ 磐田市 2:02:19
52 2934 藤田 一華 ﾌｼﾞﾀ ｲﾂｶ 大阪府 2:02:32
53 3915 五條 あすか ｺﾞｼﾞｮｳ ｱｽｶ 島田市 2:02:33
54 2554 手塚 友紀子 ﾃﾂﾞｶ ﾕｷｺ 神奈川県 2:02:56
55 2656 宇佐見 遥 ｳｻﾐ ﾊﾙｶ 愛知県 2:03:14
56 2492 大村 和歌子 ｵｵﾑﾗ ﾜｶｺ 静岡市 有度山ＴＲＣ 2:03:27
57 2556 浅井 朋香 ｱｻｲ ﾄﾓｶ 愛知県 2:03:36
58 5173 米田 友里恵 ﾖﾈﾀ ﾕﾘｴ 浜松市 2:03:41
59 5795 松井 美代子 ﾏﾂｲ ﾐﾖｺ 愛知県 2:04:10
60 1416 松岡 亜沙美 ﾏﾂｵｶ ｱｻﾐ 愛知県 2:04:18
61 3918 西坂 バネッサ ﾆｼｻｶ ﾊﾞﾈｯｻ 愛知県 ｔｒｉ４ｆｕｎ 2:04:24
62 3467 藤田 かなこ ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ 磐田市 2:04:40
63 1824 田中 陽子 ﾀﾅｶ ﾖｳｺ 焼津市 2:05:02
64 1242 安間 恵未 ｱﾝﾏ ｴﾐ 森町 2:05:02
65 5625 山下 明恵 ﾔﾏｼﾀ ｱｷｴ 菊川市 2:05:07
66 2705 ウリエルガリード ガデア ｳﾘｴﾙｶﾞﾘｰﾄﾞ ｶﾞﾃﾞｱ 愛知県 オノコム 2:05:22
67 5261 山口 優依 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｲ 愛知県 2:05:58
68 3140 細澤 佳保里 ﾎｿｻﾞﾜ ｶﾎﾘ 静岡市 2:06:09
69 3225 山下 美樹 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷ 浜松市 2:06:28
70 3711 諏訪 はるか ｽﾜ ﾊﾙｶ 浜松市 2:06:39
71 3867 笹瀬 敬代 ｻｻｾ ﾀｶﾖ 湖西市 2:06:51
72 4284 天野 美希 ｱﾏﾉ ﾐｷ 磐田市 袋井みつかわ病院 2:07:04
73 2271 小楠 麻里菜 ｵｸﾞｽ ﾏﾘﾅ 浜松市 2:07:06
74 2753 亀島 明香 ｶﾒｼﾏ ｻﾔｶ 愛知県 高浜走友会 2:07:09
75 4911 小山 こはる ｺﾔﾏ ｺﾊﾙ 浜松市 2:07:14
76 5120 小川 実穂 ｵｶﾞﾜ ﾐﾎ 藤枝市 2:07:30
77 5046 加藤 真貴子 ｶﾄｳ ﾏｷｺ 岐阜県 2:07:38
78 4041 田中 なつの ﾀﾅｶ ﾅﾂﾉ 袋井市 2:07:44
79 3207 西山 純子 ﾆｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 静岡市 2:07:51
80 2858 浅田 祥子 ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺ 静岡市 ＢＥＥＲＵＮ 2:08:07
81 3542 武井 六華 ﾀｹｲ ﾘﾂｶ 磐田市 2:08:12
82 5327 松崎 里恵 ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾄｴ 愛知県 2:08:13
83 4267 佐藤 琴美 ｻﾄｳ ｺﾄﾐ 静岡市 2:08:13
84 2806 通畠 芳恵 ﾄｵﾘﾊﾞﾀ ﾖｼｴ 袋井市 2:08:30
85 1754 鈴木 深幸 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 磐田市 アクトス磐田 2:08:33
86 5204 石川 泰葉 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾊ 磐田市 2:08:53
87 3506 西尾 和美 ﾆｼｵ ｶｽﾞﾐ 浜松市 浜松ホトニクス 2:09:17
88 1196 柳本 空美 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｸﾐ 浜松市 2:09:37
89 2924 三浦 サユリ ﾐｳﾗ ｻﾕﾘ 浜松市 2:09:42
90 3728 大基 さやか ｵｵﾓﾄ ｻﾔｶ 静岡市 2:09:46
91 4133 池田 奈美 ｲｹﾀﾞ ﾅﾐ 浜松市 2:10:09
92 2015 夏目 尚美 ﾅﾂﾒ ﾅｵﾐ 浜松市 2:10:12
93 1768 別府 奈奈 ﾍﾟｯﾌﾟ ﾅﾅ 鹿児島県 2:10:21
94 2086 永田 智美 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾐ 袋井市 2:10:32
95 4675 松井 絵美 ﾏﾂｲ ｴﾐ 袋井市 いはらクリニック 2:10:32
96 4553 石田 萌美 ｲｼﾀﾞ ﾓｴﾐ 愛知県 2:10:41
97 2659 吉永 恵梨 ﾖｼﾅｶﾞ ｴﾘ 袋井市 2:10:43
98 3992 矢部 純子 ﾔﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 2:10:43
99 3220 植田 弘子 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｺ 愛知県 2:10:54

100 2660 高山 望 ﾀｶﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 袋井市 2:10:57
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101 3611 下里 翠 ｼﾓｻﾄ ﾐﾄﾞﾘ 伊豆の国市 2:11:03
102 2645 川久保 依美 ｶﾜｸﾎﾞ ｴﾐ 掛川市 2:11:05
103 2115 田代 ユミ ﾀｼﾛ ﾕﾐ 静岡市 2:11:16
104 3922 小澤 里奈 ｵｻﾞﾜ ﾘﾅ 森町 Ｋ－ｆｉｔ 2:11:22
105 5205 酒井 映里奈 ｻｶｲ ｴﾘﾅ 浜松市 2:11:28
106 4421 林 鮎子 ﾊﾔｼ ｱﾕｺ 磐田市 2:11:29
107 2894 袴田 早紀 ﾊｶﾏﾀ ｻｷ 静岡市 2:11:36
108 1654 大村 蒼 ｵｵﾑﾗ ｱｵｲ 浜松市 2:11:57
109 2447 守田 美咲 ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ 磐田市 2:11:59
110 3431 小川 知佐奈 ｵｶﾞﾜ ﾁｻﾅ 島田市 2:12:08
111 3204 吉田 里咲 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻｷ 愛知県 2:12:21
112 3592 松本 有里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 湖西市 2:12:24
113 4543 川合 希 ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾐ 浜松市 大和証券 2:12:30
114 5597 大石 真菜 ｵｵｲｼ ﾏﾅ 浜松市 浜松ホトニクス 2:12:39
115 5715 鈴木 春菜 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾅ 袋井市 2:12:56
116 5475 中田 里穂 ﾅｶﾀﾞ ﾘﾎ 富士市 2:13:03
117 3315 高橋 侑里 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘ 袋井市 まなゆり 2:13:04
118 3719 村田 悠里子 ﾑﾗﾀ ﾕﾘｺ 兵庫県 2:13:12
119 5053 大坪 有美 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾐ 岐阜県 2:13:41
120 4083 大久保 彩夏 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾔｶ 千葉県 2:13:51
121 5346 鈴木 菜那 ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 浜松市 2:13:55
122 4661 鈴木 ひかる ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 静岡市 2:13:55
123 4877 小澤 亜弓 ｵｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 掛川市 2:14:04
124 5650 竹田 汐織 ﾀｹﾀﾞ ｼｵﾘ 浜松市 2:14:19
125 4700 天野 なな恵 ｱﾏﾉ ﾅﾅｴ 浜松市 2:14:32
126 2663 鈴木 香澄 ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ 掛川市 ＴＧＳ 2:15:10
127 1425 赤堀 友美 ｱｶﾎﾘ ﾄﾓﾐ 掛川市 ＡＮＴーＨ２ 2:15:16
128 2928 江端 由梨 ｴﾊﾞﾀ ﾕﾘ 浜松市 2:15:29
129 4237 小楠 明美 ｵｸﾞｽ ｱｹﾐ 浜松市 2:15:50
130 4052 永井 三香子 ﾅｶﾞｲ ﾐｶｺ 磐田市 2:16:05
131 2453 後藤 明日美 ｺﾞﾄｳ ｱｽﾐ 浜松市 サンカラマラソン部 2:16:18
132 5341 澤 まゆみ ｻﾜ ﾏﾕﾐ 愛知県 2:16:40
133 5417 北野 凪紗 ｷﾀﾉ ﾅｷﾞｻ 浜松市 2:16:43
134 4206 田和 衣理 ﾀﾜ ｴﾘ 愛知県 2:16:55
135 3423 田邊 江里子 ﾀﾅﾍﾞ ｴﾘｺ 磐田市 ミズノ 2:17:21
136 5713 伊東 千賀子 ｲﾄｳ ﾁｶｺ 静岡市 2:17:37
137 4826 鈴木 雪乃 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾉ 磐田市 2:17:48
138 2888 杉澤 綾子 ｽｷﾞｻﾜ ｱﾔｺ 静岡市 2:17:52
139 4695 田中 里奈 ﾀﾅｶ ﾘﾅ 磐田市 2:18:21
140 3196 竹林 佐枝子 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｻｴｺ 静岡市 2:18:28
141 3649 大林 未来 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 愛知県 チームバヤシ 2:18:35
142 4404 松下 美紀 ﾏﾂｼﾀ ﾐｷ 磐田市 2:19:17
143 5535 山田 理恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｴ 磐田市 2:19:17
144 5655 梅林 美穂 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾐﾎ 愛知県 2:19:26
145 2845 津村 裕美 ﾂﾑﾗ ﾋﾛﾐ 浜松市 あまラン 2:19:35
146 4100 牧野 かおり ﾏｷﾉ ｶｵﾘ 浜松市 2:19:38
147 2391 飯田 奈々 ｲｲﾀﾞ ﾅﾅ 東京都 2:19:41
148 3866 加茂 恵里菜 ｶﾓ ｴﾘﾅ 浜松市 2:20:15
149 2941 北井 瑠美 ｷﾀｲ ﾙﾐ 三島市 2:20:15
150 4402 高畑 葵 ﾀｶﾊﾀ ｱｵｲ 袋井市 チーム連凧 2:20:24
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151 3227 シータワン パッチャリン ｼｰﾀﾜﾝ ﾊﾟｯﾁｬﾘﾝ 愛知県 2:20:29
152 2178 山中 華歩 ﾔﾏﾅｶ ｶﾎ 浜松市 2:20:46
153 3730 大岡 ビビ ｵｵｵｶ ﾋﾞﾋﾞ 浜松市 2:20:49
154 5083 髙柳 典子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｺ 浜松市 遠州病院ＪＣ 2:21:06
155 5594 金原 沙紀 ｷﾝﾊﾟﾗ ｻｷ 袋井市 オークラアクトシティホテル浜松 2:21:49
156 4244 松浦 美帆 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾎ 掛川市 2:21:52
157 5665 滝井 美有姫 ﾀｷｲ ﾐﾕｷ 焼津市 2:21:53
158 3733 水野 亜美 ﾐｽﾞﾉ ｱﾐ 愛知県 2:22:05
159 5233 梨本 苺 ﾅｼﾓﾄ ﾏｲ 磐田市 2:22:06
160 5259 八木 瞳 ﾔｷﾞ ﾋﾄﾐ 磐田市 2:22:06
161 3760 望月 彩乃 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾔﾉ 静岡市 2:22:13
162 4707 中元 麻菜美 ﾅｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ 磐田市 2:22:15
163 5392 稲葉 さひな ｲﾅﾊﾞ ｻﾋﾅ 磐田市 2:22:23
164 5504 田中 えりか ﾀﾅｶ ｴﾘｶ 浜松市 2:22:44
165 5470 大矢 由里彩 ｵｵﾔ ﾕﾘｻ 三島市 2:22:58
166 4382 藤崎 聖子 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｺ 浜松市 2:23:05
167 3891 村上 繭子 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾕｺ 浜松市 2:23:20
168 4936 大場 麻由 ｵｵﾊﾞ ﾏﾕ 浜松市 2:23:27
169 4620 栄 はるか ｻｶｴ ﾊﾙｶ 浜松市 2:24:15
170 3991 柳原 奈保美 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾅｵﾐ 袋井市 2:24:59
171 5201 大庭 歩 ｵｵﾊﾞ ｱﾕﾐ 浜松市 2:25:09
172 5202 栗本 佳奈 ｸﾘﾓﾄ ｶﾅ 浜松市 2:25:11
173 5719 大亀 汐 ｵｵｶﾞﾒ ﾅｷﾞｻ 静岡市 2:25:12
174 5145 林 花菜子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 湖西市 聖隸クリストファー大学 2:25:13
175 1744 福山 知佳 ﾌｸﾔﾏ ﾁｶ 浜松市 2:25:14
176 2246 川島 亜美 ｶﾜｼﾏ ｱﾐ 浜松市 2:25:19
177 2247 奥村 美春 ｵｸﾑﾗ ﾐﾊﾙ 浜松市 2:25:19
178 4344 古賀 ビアンカ ｺｶﾞ ﾋﾞｱﾝｶ 磐田市 2:25:25
179 4358 本田 モニケ ﾎﾝﾀﾞ ﾓﾆｹ 磐田市 2:25:26
180 3825 梶 華実 ｶｼﾞ ﾊﾙﾐ 三重県 ＨＭＴ（ＫＪＲＣ三重支部） 2:25:27
181 5374 大城 真知子 ｵｵｼﾛ ﾏﾁｺ 磐田市 2:25:28
182 3492 影山 完枝 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｴ 浜松市 2:25:29
183 5441 松尾 真希 ﾏﾂｵ ﾏｷ 森町 2:25:34
184 5544 原山 あす華 ﾊﾗﾔﾏ ｱｽｶ 静岡市 2:25:49
185 3855 松井 稚奈 ﾏﾂｲ ﾜｶﾅ 浜松市 2:25:54
186 797 大原 京子 ｵｵﾊﾗ ｷｮｳｺ 浜松市 天竜すずかけ 2:26:21
187 4155 辻田 詩織 ﾂｼﾞﾀ ｼｵﾘ 愛知県 ちもザップ 2:26:29
188 3817 青野 沙萌 ｱｵﾉ ｻﾎ 焼津市 ホリデイスポーツ 2:26:44
189 5405 加藤 恵子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 磐田市 2:26:53
190 5609 飯田 桜子 ｲｲﾀﾞ ｻｸﾗｺ 静岡市 2:26:53
191 5398 大野 史織 ｵｵﾉ ｼｵﾘ 愛知県 2:27:17
192 5604 中村 綾香 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 愛知県 2:27:45
193 2471 河野 綾音 ｶﾜﾉ ｱﾔﾈ 浜松市 2:28:05
194 2932 松下 よし美 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾐ 磐田市 2:28:07
195 5411 石島 里絵 ｲｼｼﾞﾏ ﾘｴ 磐田市 2:28:17
196 3455 古橋 美穂 ﾌﾙﾊｼ ﾐﾎ 浜松市 2:29:20
197 5294 山本 沙也香 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ 牧之原市 2:29:31
198 5368 丹下 紗希 ﾀﾝｹﾞ ｻｷ 愛知県 2:29:39
199 4737 佐藤 可奈子 ｻﾄｳ ｶﾅｺ 三島市 2:29:51
200 5426 村瀬 あかね ﾑﾗｾ ｱｶﾈ 磐田市 2:30:00
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201 4939 松村 美里 ﾏﾂﾑﾗ ﾐｻﾄ 磐田市 菱和ランニングクラブ 2:30:23
202 4089 片橋 捺々美 ｶﾀﾊｼ ﾅﾅﾐ 浜松市 遠州病院ＪＣ 2:30:23
203 5614 宗賀 仁美 ｿｳｶﾞ ﾋﾄﾐ 浜松市 2:30:41
204 5352 川島 美緒 ｶﾜｼﾏ ﾐｵ 磐田市 2:30:56
205 5035 デロスサントス アレイン ﾃﾞﾛｽｻﾝﾄｽ ｱﾚｲﾝ 袋井市 2:31:02
206 5761 白井 千花 ｼﾗｲ ﾁｶ 磐田市 2:31:06
207 3990 宇佐美 恵美 ｳｻﾐ ｹｲﾐ 静岡市 （株）朝陽薬局 2:31:06
208 4827 黒柳 有菜 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾅ 湖西市 2:31:17
209 4261 中森 寛子 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾛｺ 静岡市 2:31:24
210 5356 鈴木 詩織 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 浜松市 2:31:30
211 4550 中嶋 翠 ﾅｶｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 磐田市 2:31:30
212 5135 安東 れいか ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｶ 湖西市 2:31:38
213 4941 渥美 愛子 ｱﾂﾐ ｱｲｺ 袋井市 2:31:43
214 4496 松本 定巳 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾀﾞﾐ 掛川市 2:31:44
215 5673 粟飯原 りりか ｱｲﾊﾗ ﾘﾘｶ 静岡市 2:31:46
216 5672 砂川 由香理 ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｶﾘ 静岡市 静岡県立大学 2:31:48
217 5731 長谷川 歩惟 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ 静岡市 静岡県立大学ＪＯＧ部 2:31:48
218 4377 小倉 佑子 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｺ 浜松市 2:31:53
219 1592 片山 裕佳 ｶﾀﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 2:32:18
220 5708 井口 和華 ｲｸﾞﾁ ｱｲｶ 静岡市 2:32:40
221 4830 山下 みなみ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ 磐田市 2:32:43
222 4312 内山 麻衣子 ｳﾁﾔﾏ ﾏｲｺ 静岡市 2:32:45
223 4172 渡口 スージー ﾄｸﾞﾁ ｽｰｼﾞｰ 磐田市 2:32:46
224 4768 大場 美華 ｵｵﾊﾞ ﾐｶ 浜松市 2:32:57
225 2706 安井 美枝 ﾔｽｲ ﾐｴ 袋井市 2:33:00
226 5021 柳澤 麻子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻｺ 袋井市 2:33:05
227 3282 東 美希 ﾋｶﾞｼ ﾐｷ 愛知県 2:33:06
228 5563 加藤 杏実 ｶﾄｳ ｱﾐ 浜松市 2:33:12
229 4988 寺田 美帆 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾎ 静岡市 2:33:19
230 4453 稲木 智美 ｲﾅｷﾞ ﾄﾓﾐ 沼津市 2:33:24
231 5532 土井 静香 ﾄﾞｲ ｼｽﾞｶ 静岡市 2:33:25
232 5534 林 千晴 ﾊﾔｼ ﾁﾊﾙ 静岡市 2:33:25
233 4072 渡辺 亜裕美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾐ 掛川市 2:33:42
234 5296 小野 真由 ｵﾉ ﾏﾕ 御前崎市 2:33:49
235 5704 杉本 美紗季 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｻｷ 静岡市 2:33:52
236 4994 小出 沙奈美 ｺｲﾃﾞ ｻﾅﾐ 掛川市 2:33:57
237 4082 栃木 菜穂美 ﾄﾁｷﾞ ﾅｵﾐ 静岡市 2:34:04
238 4423 杉山 舞 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｲ 湖西市 2:34:14
239 3116 橋本 佳名子 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅｺ 磐田市 2:34:14
240 5593 加藤 美有 ｶﾄｳ ﾐﾕ 磐田市 2:34:25
241 4701 天野 沙織 ｱﾏﾉ ｻｵﾘ 浜松市 2:34:29
242 2368 小栗 みずき ｵｸﾞﾘ ﾐｽﾞｷ 浜松市 あ走会 2:34:35
243 4541 横田 みどり ﾖｺﾀ ﾐﾄﾞﾘ 浜松市 2:34:39
244 3907 岡田 理紗子 ｵｶﾀﾞ ﾘｻｺ 浜松市 2:35:09
245 4391 清水 沙紀 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 御前崎市 おにぎりＲＣ 2:35:28
246 2518 軽部 茜 ｶﾙﾍﾞ ｱｶﾈ 大阪府 2:35:33
247 2632 治根田 梨花 ｼﾞﾈﾀﾞ ﾘｶ 愛知県 2:35:49
248 5461 高塚 清香 ﾀｶﾂｶ ｻﾔｶ 磐田市 2:35:53
249 3970 村井 涼子 ﾑﾗｲ ﾘｮｳｺ 袋井市 2:35:56
250 3947 槌田 詩織 ﾂﾁﾀﾞ ｼｵﾘ 愛知県 2:35:57
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251 3070 牧野 友香 ﾏｷﾉ ﾕｶ 浜松市 ＨＡＭＡＮＡ 2:36:07
252 5086 青山 春奈 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 磐田市 2:36:18
253 3809 菅家 好恵 ｶﾝｹ ﾖｼｴ 袋井市 ＫＲＣ 2:36:19
254 4735 篠崎 加江子 ｼﾉｻﾞｷ ｶｴｺ 東京都 2:36:21
255 4202 彦坂 真希 ﾋｺｻｶ ﾏｷ 磐田市 2:36:21
256 5631 安田 真琴 ﾔｽﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 2:36:24
257 5331 梅田 知里 ｳﾒﾀﾞ ﾁｻﾄ 袋井市 2:36:57
258 5644 安藤 早紀 ｱﾝﾄﾞｳ ｻｷ 千葉県 2:37:12
259 4446 齋藤 沙樹 ｻｲﾄｳ ｻｷ 袋井市 2:37:25
260 4639 山本 和香奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶﾅ 浜松市 2:37:39
261 5117 堀池 沙織 ﾎﾘｲｹ ｻｵﾘ 静岡市 2:37:39
262 5126 出野 かおり ﾃﾞﾉ ｶｵﾘ 磐田市 2:37:42
263 4910 關 麻里絵 ｾｷ ﾏﾘｴ 浜松市 2:37:46
264 5613 川原 小冬 ｶﾜﾊﾗ ｺﾌﾕ 島田市 2:38:22
265 4815 鵜飼 瞳 ｳｶﾞｲ ﾋﾄﾐ 浜松市 2:38:23
266 4424 清水 美奈子 ｼﾐｽﾞ ﾐﾅｺ 掛川市 2:38:34
267 451 犬塚 梓早 ｲﾇﾂﾞｶ ｱｽﾞｻ 愛知県 岡崎ラン！ 2:38:37
268 5203 牧野 莉子 ﾏｷﾉ ﾘｺ 浜松市 2:38:53
269 4525 望月 夏希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅﾂｷ 静岡市 2:38:57
270 5406 遠藤 仁美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ 静岡市 2:39:10
271 5019 高橋 史 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐ 宮城県 2:39:11
272 4611 篠田 清香 ｼﾉﾀﾞ ｻﾔｶ 磐田市 チームＪＯＢ 2:39:23
273 4552 名倉 美穂 ﾅｸﾞﾗ ﾐﾎ 掛川市 2:39:28
274 5042 井出 晴菜 ｲﾃﾞ ﾊﾙﾅ 浜松市 公務員 2:39:47
275 4758 鈴木 清香 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 浜松市 2:39:48
276 4606 本間 美香 ﾎﾝﾏ ﾐｶ 浜松市 株式会社小林ダイヤ 2:39:50
277 4607 藤田 麻貴 ﾌｼﾞﾀ ﾏｷ 浜松市 株式会社小林ダイヤ 2:39:50
278 2522 鈴木 夏菜子 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 愛知県 2:40:04
279 4814 原崎 瞳 ﾊﾗｻｷ ﾋﾄﾐ 静岡市 テレビ静岡 2:40:12
280 3945 伊藤 舞海 ｲﾄｳ ﾏｲﾐ 愛知県 ＷＥＥＫＥＮＤ 2:40:27
281 4025 大村 紗織 ｵｵﾑﾗ ｻｵﾘ 浜松市 2:40:53
282 4286 田中 文子 ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 浜松市 あ走会 2:41:17
283 3989 稲垣 奈々 ｲﾅｶﾞｷ ﾅﾅ 浜松市 2:41:19
284 4883 大野 紋加 ｵｵﾉ ｱﾔｶ 浜松市 メガロス 2:41:20
285 2854 堀井 知穂 ﾎﾘｲ ﾁﾎ 富士市 2:41:31
286 4996 吉田 梓 ﾖｼﾀﾞ ｱｽﾞｻ 愛知県 2:41:59
287 4963 岩田 千奈 ｲﾜﾀ ﾁﾅ 浜松市 浜松市リハビリテーション病院 2:42:21
288 4162 永田 有里恵 ﾅｶﾞﾀ ﾕﾘｴ 静岡市 2:42:24
289 4285 細井 里江子 ﾎｿｲ ﾘｴｺ 袋井市 2:42:30
290 4560 片桐 有美子 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:43:09
291 3783 パメラ ゴメス ﾊﾟﾒﾗ ｺﾞﾒｽ 磐田市 2:43:36
292 4403 奥山 佳奈恵 ｵｸﾔﾏ ｶﾅｴ 浜松市 聖隷浜松病院 2:43:45
293 4365 山本 ほのか ﾔﾏﾓﾄ ﾎﾉｶ 袋井市 2:44:03
294 5149 遠藤 貴和子 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾜｺ 岐阜県 アドベンジャーズＵ２０ 2:44:10
295 4917 村松 佑美 ﾑﾗﾏﾂ ﾕﾐ 磐田市 2:44:39
296 5538 森 美結 ﾓﾘ ﾐﾕｳ 磐田市 2:44:59
297 4332 佐伯 悠里香 ｻｴｷ ﾕﾘｶ 千葉県 2:45:46
298 5588 丹生 眞沙美 ﾆｵ ﾏｻﾐ 磐田市 2:45:55
299 3597 師岡 弥生 ﾓﾛｵｶ ﾔﾖｲ 伊豆の国市 2:46:14
300 4747 田倉 由貴 ﾀｸﾗ ﾕｷ 浜松市 2:46:22
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301 4799 菅野 玉青 ｶﾝﾉ ﾀﾏｵ 東京都 2:46:52
302 5739 須和部 愛歩 ｽﾜﾍﾞ ｱｲﾎ 磐田市 2:46:53
303 3736 東 ダニエラ ﾋｶﾞｼ ﾀﾞﾆｴﾗ 浜松市 2:47:18
304 3068 小川 菜穂子 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｺ 湖西市 ＨＡＭＡＮＡ 2:47:21
305 5265 山本 千裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾋﾛ 浜松市 浜松南病院リハビリ 2:47:33
306 5638 青嶌 彩果 ｱｵｼﾏ ｻｲｶ 磐田市 2:47:34
307 5533 山田 万智 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾁ 磐田市 2:47:36
308 5146 矢部 鞠実 ﾔﾍﾞ ﾂｸﾞﾐ 静岡市 2:47:38
309 3562 濱中 那月 ﾊﾏﾅｶ ﾅﾂｷ 愛知県 2:47:46
310 5213 西岡 璃子 ﾆｼｵｶ ﾘｺ 愛知県 2:47:47
311 5637 丸山 愛理 ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾘ 静岡市 2:48:00
312 3912 吉川 博子 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｺ 岐阜県 2:48:13
313 4451 西垣 香織 ﾆｼｶﾞｷ ｶｵﾘ 愛知県 2:48:20
314 4754 内山 佳子 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｺ 浜松市 2:49:04
315 4308 鈴木 沙智絵 ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ 浜松市 2:49:08
316 4697 佐野 愛美 ｻﾉ ﾏﾅﾐ 袋井市 2:49:35
317 4790 袴田 菜々子 ﾊｶﾏﾀ ﾅﾅｺ 浜松市 2:49:55
318 4647 佐山 ひかり ｻﾔﾏ ﾋｶﾘ 富士市 2:50:04
319 4836 花井 有子 ﾊﾅｲ ﾕｳｺ 愛知県 レモン橋 2:50:50
320 5001 津村 真弓 ﾂﾑﾗ ﾏﾕﾐ 静岡市 2:51:07
321 5100 山本 美希 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｷ 浜松市 2:51:16
322 5270 鈴木 千晶 ｽｽﾞｷ ﾁｱｷ 浜松市 2:51:38
323 5483 鈴木 悠記子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 袋井市 2:52:18
324 5736 坂本 恵 ｻｶﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 2:52:26
325 4821 鈴木 みひろ ｽｽﾞｷ ﾐﾋﾛ 浜松市 2:52:46
326 5682 篠原 靖弥 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾐ 静岡市 2:54:24
327 5311 平松 光 ﾋﾗﾏﾂ ﾋｶﾘ 浜松市 2:54:35
328 5567 北浦 優子 ｷﾀｳﾗ ﾕｳｺ 掛川市 サカタのタネ 2:54:38
329 3808 市川 聖子 ｲﾁｶﾜ ｾｲｺ 浜松市 2:54:43
330 5796 伊藤 瞳 ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ 浜松市 2:54:48
331 5464 新原 光子 ｼﾝﾊﾞﾗ ﾐﾂｺ 静岡市 2:55:09
332 4926 喜田 千歳 ｷﾀ ﾁﾄｾ 島田市 Ｂ～ＤＡＳＨ 2:56:02
333 5152 柴田 世都子 ｼﾊﾞﾀ ｾﾂｺ 静岡市 2:56:14
334 5292 榮 多佳音 ｻｶｴ ﾀｶﾈ 兵庫県 2:56:19
335 5163 宮崎 あさみ ﾐﾔｻﾞｷ ｱｻﾐ 愛知県 2:56:35
336 5687 榊原 南美 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐﾅﾐ 袋井市 2:57:13
337 4558 長岐 歩 ﾅｶﾞｷ ｱﾕﾐ 浜松市 2:58:30
338 4865 高野 恵美子 ﾀｶﾉ ｴﾐｺ 浜松市 2:58:35
339 4889 平間 歩未 ﾋﾗﾏ ｱﾕﾐ 浜松市 2:58:46
340 4953 青嶌 凪子 ｱｵｼﾏ ﾅｷﾞｺ 磐田市 2:59:42
341 4234 鈴木 志奈 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾅ 掛川市 丸山製茶 3:00:12
342 4989 坂本 枝理加 ｻｶﾓﾄ ｴﾘｶ 静岡市 3:00:23
343 4032 徳永 フラビア ﾄｸﾅｶﾞ ﾌﾗﾋﾞｱ 浜松市 3:02:56
344 4975 橘内 ひとみ ｷﾂﾅｲ ﾋﾄﾐ 磐田市 3:03:19
345 4409 岩田 真実 ｲﾜﾀ ﾏﾐ 伊豆の国市 3:03:21
346 4999 武内 公美 ﾀｹｳﾁ ｸﾐ 浜松市 3:04:10
347 4623 相曽 いずみ ｱｲｿ ｲｽﾞﾐ 浜松市 かば記念病院 3:04:55
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1 177 小長井 祐美子 ｺﾅｶﾞｲ ﾕﾐｺ 静岡市 1:29:12
2 431 加藤 玲子 ｶﾄｳ ﾚｲｺ 愛知県 百花繚・ＲＵＮ 1:34:44
3 400 後藤 充代 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁﾖ 愛知県 1:35:14
4 657 石川 浩代 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾖ 愛知県 ＡＮＴ－Ｈ２ 1:35:22
5 896 大屋 富美子 ｵｵﾔ ﾌﾐｺ 浜松市 1:35:28
6 1146 櫻井 ゆかり ｻｸﾗｲ ﾕｶﾘ 御前崎市 1:35:44
7 684 錦織 久美 ﾆｼｺｵﾘ ｸﾐ 御前崎市 1:35:59
8 629 石上 栄美子 ｲｼｶﾞﾐ ｴﾐｺ 掛川市 新茶チャレンジ 1:36:41
9 942 土岐 聖子 ﾄｷﾞ ｼｮｳｺ 愛知県 ＦＩＮＤＯＵＴ 1:37:45

10 880 村松 美紀 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｷ 愛知県 1:37:52
11 1267 中山 美江 ﾅｶﾔﾏ ﾐｴ 浜松市 そうきたかい 1:38:25
12 786 岩崎 倫子 ｲﾜｻﾞｷ ﾄﾓｺ 静岡市 1:38:44
13 981 鈴木 美穂子 ｽｽﾞｷ ﾐﾎｺ 愛知県 中馬塾 1:40:28
14 936 鈴木 節子 ｽｽﾞｷ ｾﾂｺ 磐田市 1:40:57
15 455 古橋 美どり ﾌﾙﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 浜松市 よんろく倶楽部 1:41:36
16 552 鈴木 みどり ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 静岡市 1:41:53
17 923 三浦 都子 ﾐｳﾗ ﾐﾔｺ 掛川市 1:43:15
18 515 迫 千奈美 ｻｺ ﾁﾅﾐ 浜松市 1:43:44
19 1411 鈴木 恭子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 浜松市 うましか浜松 1:43:51
20 1238 山田 陽子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 浜松市 オンリーワントラベル 1:44:55
21 1821 中島 聖子 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖｺ 浜松市 1:45:03
22 1499 森 明美 ﾓﾘ ｱｹﾐ 浜松市 健走会 1:45:37
23 316 藤田 統子 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘｺ 浜松市 風～ 1:45:51
24 1323 永田 千恵 ﾅｶﾞﾀ ﾁｴ 磐田市 1:46:54
25 1080 江間 季春 ｴﾏ ｷﾊﾙ 浜松市 1:47:45
26 1917 大石 佳子 ｵｵｲｼ ｹｲｺ 浜松市 1:47:47
27 1351 吉宮 しおり ﾖｼﾐﾔ ｼｵﾘ 浜松市 1:47:51
28 423 池袋 佑子 ｲｹﾌﾞｸﾛ ﾕｳｺ 東京都 チームスイハナ 1:48:05
29 1319 大田 理恵 ｵｵﾀ ﾘｴ 愛知県 1:48:56
30 1013 杉山 美代江 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾖｴ 浜松市 ありんこＲＣ 1:49:07
31 1077 前田 祐美 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ 藤枝市 1:49:30
32 5382 鈴木 賀子 ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ 焼津市 1:49:55
33 1811 竹崎 裕子 ﾀｹｻﾞｷ ﾕｳｺ 愛知県 1:50:01
34 1933 西尾 みどり ﾆｼｵ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県 1:50:33
35 1687 鈴木 さゆり ｽｽﾞｷ ｻﾕﾘ 浜松市 1:50:47
36 1308 村田 聡子 ﾑﾗﾀ ｻﾄｺ 神奈川県 1:50:48
37 1981 鈴木 佐代子 ｽｽﾞｷ ｻﾖｺ 愛知県 チーム３４５ 1:50:59
38 1428 平出 雅子 ﾋﾗﾃﾞ ﾏｻｺ 浜松市 矢崎 天竜 1:51:16
39 1002 竹田 静子 ﾀｹﾀﾞ ｼｽﾞｺ 御前崎市 福中２５回卒業生 1:51:21
40 1422 吉井 久美子 ﾖｼｲ ｸﾐｺ 埼玉県 さいたま走友会 1:51:45
41 2380 田島 和美 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 岐阜県 1:52:20
42 1132 小林 静 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｶ 静岡市 トモラン静岡 1:52:29
43 1932 大石 智子 ｵｵｲｼ ﾄﾓｺ 焼津市 気分走会 1:52:41
44 1460 滝沢 章子 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷｺ 袋井市 ＡＲＣ静岡 1:52:50
45 1985 川村 和子 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｺ 磐田市 1:53:02
46 591 武藤 愛 ﾑﾄｳ ｱｲ 藤枝市 らくらんくらぶ 1:53:22
47 872 長岡 壽代 ﾅｶﾞｵｶ ﾋｻﾖ 磐田市 1:53:27
48 2001 田光 亜子 ﾀｺｳ ｱｺ 湖西市 浜松健走会 1:53:54
49 2383 後藤 美智子 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁｺ 愛知県 1:53:58
50 1256 増井 かほる ﾏｽｲ ｶｵﾙ 浜松市 ドンガメクラブ 1:54:07

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

ハーフ女子40歳以上

Print: 2019/11/10 14:47:29 2 / 11 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

51 2130 小池 みのり ｺｲｹ ﾐﾉﾘ 神奈川県 1:54:21
52 639 野澤 元美 ﾉｻﾞﾜ ﾓﾄﾐ 愛知県 1:54:26
53 2760 松井 由恵 ﾏﾂｲ ﾖｼｴ 浜松市 1:54:56
54 1626 織田 佳代子 ｵﾀﾞ ｶﾖｺ 島田市 1:55:27
55 2461 岩本 美幸 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕｷ 愛知県 1:55:50
56 1874 村田 真弓 ﾑﾗﾀ ﾏﾕﾐ 磐田市 1:55:52
57 1244 吉山 万智子 ﾖｼﾔﾏ ﾏﾁｺ 浜松市 ありんこ 1:55:53
58 3077 中山 亜希子 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｺ 浜松市 1:56:55
59 2369 谷川 美紀 ﾀﾆｶﾜ ﾐｷ 愛知県 コクール 1:57:00
60 1848 花田 智子 ﾊﾅﾀﾞ ﾄﾓｺ 浜松市 1:57:18
61 3539 鈴木 麻里子 ｽｽﾞｷ ﾏﾘｺ 東京都 1:57:24
62 3628 市野 えつ子 ｲﾁﾉ ｴﾂｺ 長泉町 1:57:26
63 2810 高川 しおり ﾀｶｶﾞﾜ ｼｵﾘ 愛知県 1:57:28
64 1340 鈴木 幸子 ｽｽﾞｷ ｻﾁｺ 森町 1:57:39
65 2460 森 江津子 ﾓﾘ ｴﾂｺ 静岡市 1:57:44
66 1929 勝野 有紀子 ｶﾂﾉ ﾕｷｺ 浜松市 ありんこ 1:57:52
67 1908 横沢 千絵美 ﾖｺｻﾜ ﾁｴﾐ 浜松市 浜松ホトニクス 1:58:02
68 3037 内藤 祐子 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｺ 浜松市 ジョギン部 1:58:23
69 2744 手塚 朋江 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓｴ 浜松市 ＩＴＡ浜松 1:58:33
70 1808 高橋 澄子 ﾀｶﾊｼ ｽﾐｺ 愛知県 1:58:42
71 3014 児玉 理江 ｺﾀﾞﾏ ﾘｴ 浜松市 スマイリーａｃ 1:58:43
72 1872 春川 和恵 ﾊﾙｶﾜ ｶｽﾞｴ 焼津市 1:58:50
73 1371 金原 恵 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾒｸﾞﾐ 袋井市 ベルファーム株式会社 1:59:01
74 1983 矢部 裕子 ﾔﾍﾞ ﾋﾛｺ 袋井市 ヤマハ発動機 1:59:11
75 1378 遠藤 佳代子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾖｺ 富士市 1:59:19
76 2683 須田 早苗 ｽﾀﾞ ｻﾅｴ 静岡市 1:59:31
77 3642 荘北村 恵奈 ｿｳｷﾀﾑﾗ ｴﾅ 浜松市 台丸俱樂部 1:59:37
78 2758 栗山 起代美 ｸﾘﾔﾏ ｷﾖﾐ 静岡市 1:59:42
79 3269 松田 久美子 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐｺ 浜松市 1:59:47
80 2450 納堂 晴美 ﾉｳﾄﾞｳ ﾊﾙﾐ 愛知県 2:00:05
81 2919 秋山 貴子 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｺ 浜松市 2:00:45
82 2541 二村 ひとみ ﾆﾑﾗ ﾋﾄﾐ 掛川市 新茶チャレンジ 2:00:51
83 3083 下野 美佐 ｼﾓﾉ ﾐｻ 愛知県 2:00:52
84 2855 鈴木 陽子 ｽｽﾞｷ ﾖｳｺ 島田市 2:00:53
85 2100 鈴木 公美 ｽｽﾞｷ ｸﾐ 湖西市 2:01:00
86 2830 岡田 智恵 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｴ 浜松市 チーム岡半 2:01:00
87 2775 市川 亜希世 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾖ 磐田市 2:01:05
88 2785 石原 紀子 ｲｼﾊﾗ ﾉﾘｺ 愛知県 2:01:07
89 3576 吉田 千躍美 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾔﾐ 掛川市 朱舞 2:01:18
90 1800 西澤 桂子 ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲｺ 藤枝市 2:01:18
91 1623 寺野 幸枝 ﾃﾗﾉ ｻﾁｴ 愛知県 2:01:18
92 3617 岡村 真砂 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｺﾞ 静岡市 2:01:26
93 3640 古林 千夏 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾁﾅﾂ 磐田市 パートタイマー 2:01:34
94 2035 田端 明子 ﾀﾊﾞﾀ ｱｷｺ 静岡市 ＯＺＡＴＯ－Ｅ 2:01:34
95 3192 藤原 祐子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺ 御前崎市 浜岡ＬＤＣ 2:01:36
96 3899 鈴木 由美 ｽｽﾞｷ ﾕﾐ 島田市 2:01:39
97 1619 小林 明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 藤枝市 2:01:59
98 1805 高橋 みつ子 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｺ 藤枝市 藤枝ＡＣ 2:02:03
99 3470 柳津 直子 ﾔﾅｷﾞﾂﾞ ﾅｵｺ 東京都 2:02:03

100 2606 深澤 充子 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐﾂｺ 静岡市 仰峰 2:02:09
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101 3255 福田 千鶴子 ﾌｸﾀﾞ ﾁｽﾞｺ 掛川市 2:02:10
102 2805 牧 知代 ﾏｷ ﾄﾓﾖ 愛知県 2:02:14
103 3850 大山 伸江 ｵｵﾔﾏ ﾉﾌﾞｴ 兵庫県 2:02:22
104 1514 中村 眞弓 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕﾐ 藤枝市 トモラン藤枝 2:02:46
105 3050 中澤 昌子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｺ 浜松市 2:02:49
106 2481 山下 久美 ﾔﾏｼﾀ ｸﾐ 浜松市 2:03:01
107 3202 寺田 久美子 ﾃﾗﾀﾞ ｸﾐｺ 浜松市 2:03:19
108 3620 若松 敬子 ﾜｶﾏﾂ ｹｲｺ 袋井市 2:03:44
109 2146 松尾 麗 ﾏﾂｵ ｳﾗﾗ 湖西市 2:03:49
110 2692 池田 希歩 ｲｹﾀﾞ ｷﾎ 浜松市 2:04:01
111 3462 池谷 宏恵 ｲｹﾔ ﾋﾛｴ 磐田市 エスポ袋井 2:04:08
112 2875 増田 真弓 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾕﾐ 焼津市 2:04:09
113 3781 清水 かづ美 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾞﾐ 静岡市 2:04:26
114 2290 高橋 希代子 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｺ 静岡市 魁！坂田塾 2:04:33
115 3496 山田 みゆき ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾕｷ 北海道 ちぃむＫ 2:04:53
116 2211 伊藤 飛鳥 ｲﾄｳ ｱｽｶ 浜松市 2:05:13
117 3016 小川 康子 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｺ 藤枝市 2:05:14
118 3234 荘司 奈緒 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵ 富士宮市 2:05:18
119 2677 朝倉 紀子 ｱｻｸﾗ ﾉﾘｺ 藤枝市 2:05:24
120 2662 平田 真澄 ﾋﾗﾀ ﾏｽﾐ 静岡市 2:05:48
121 4040 古山 理恵子 ｺﾔﾏ ﾘｴｺ 浜松市 2:05:48
122 2449 松本 麻理子 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾘｺ 浜松市 2:06:04
123 3633 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 富士市 2:06:05
124 3184 ふじしろ ちはる ﾌｼﾞｼﾛ ﾁﾊﾙ 愛知県 スーパーサニーず 2:06:07
125 3619 川島 美智子 ｶﾜｼﾏ ﾐﾁｺ 磐田市 チーム岡本 2:06:19
126 3516 伊藤 由美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 愛知県 豊橋市役所 2:06:20
127 2023 渡部 千佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶ 浜松市 2:06:31
128 3024 荒川 真弓 ｱﾗｶﾜ ﾏﾕﾐ 静岡市 2:06:38
129 2092 海老 愛 ｴﾋﾞ ｱｲ 愛知県 2:06:44
130 5484 柴田 浩美 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐ 浜松市 2:06:48
131 2770 八木 彩子 ﾔｷﾞ ｱﾔｺ 藤枝市 2:06:48
132 2971 秋山 典子 ｱｷﾔﾏ ﾉﾘｺ 藤枝市 チーム鹿鳴渡 2:06:49
133 3790 宮原 りえ ﾐﾔﾊﾗ ﾘｴ 浜松市 ペペマリーンズ 2:06:56
134 2837 川田 香織 ｶﾜﾀﾞ ｶｵﾘ 藤枝市 しっぺいＲＣ 2:06:58
135 4361 濱邉 信江 ﾊﾏﾍﾞ ﾉﾌﾞｴ 静岡市 2:07:02
136 3704 肥後 好美 ﾋｺﾞ ﾖｼﾐ 静岡市 2:07:27
137 2795 村沢 順子 ﾑﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 2:07:29
138 2630 鈴木 信子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 静岡市 ＡＲＣ静岡 2:07:31
139 2259 高田 素三子 ﾀｶﾀﾞ ｽﾐｺ 掛川市 2:07:35
140 3948 杉山 恵 ｽｷﾞﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 島田市 気分走会 2:07:49
141 2801 松澤 明希 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷ 袋井市 森町走友会 2:07:54
142 3514 小泉 享子 ｺｲｽﾞﾐ ｷｮｳｺ 焼津市 2:07:58
143 5519 松井 幸実 ﾏﾂｲ ﾕｷﾐ 袋井市 2:08:08
144 3548 小泉 香菜子 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾅｺ 磐田市 2:08:11
145 4454 岩山 千亜紀 ｲﾜﾔﾏ ﾁｱｷ 磐田市 2:08:20
146 1420 谷口 香 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｵﾘ 愛知県 2:08:22
147 2548 岡村 敬子 ｵｶﾑﾗ ｹｲｺ 島田市 プラスワン 2:08:25
148 2959 新田 祐美 ﾆｯﾀ ﾕﾐ 焼津市 2:08:27
149 3818 浅沼 智江 ｱｻﾇﾏ ﾁｴ 愛知県 2:08:44
150 2913 竹内 恵美 ﾀｹｳﾁ ｴﾐ 愛知県 2:08:48
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151 3687 内山 友香 ｳﾁﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 ちゅうさんず 2:08:50
152 4135 御手洗 潔乃 ﾐﾀﾗｲ ｷﾖﾉ 富士市 2:08:50
153 2366 竹内 美佐 ﾀｹｳﾁ ﾐｻ 愛知県 2:08:55
154 3133 明村 一枝 ｱｹﾑﾗ ｶｽﾞｴ 愛知県 2:09:29
155 2021 松下 優美 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾐ 浜松市 みずきＲＣ 2:09:43
156 1542 鈴木 智美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 浜松市 2:09:45
157 3109 小高 由紀子 ｺﾀﾞｶ ﾕｷｺ 浜松市 2:10:00
158 3910 小栗 智子 ｵｸﾞﾘ ﾄﾓｺ 浜松市 2:10:20
159 3104 川東 美穂子 ｶﾜﾋｶﾞｼ ﾐﾎｺ 愛知県 2:10:21
160 2410 黒田 祐加 ｸﾛﾀﾞ ﾕｶ 御前崎市 2:10:27
161 3811 玉田 晴恵 ﾀﾏﾀﾞ ﾊﾙｴ 浜松市 松田病院 2:10:36
162 4757 吉田 佳世 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 愛知県 2:10:44
163 1526 村松 順子 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 Ｒ ＆ Ｊ 2:11:00
164 3844 寺田 和子 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞｺ 袋井市 2:11:14
165 4400 内田 麗 ｳﾁﾀﾞ ﾚｲ 静岡市 2:11:17
166 3356 喜村 真美 ｷﾑﾗ ﾏﾐ 神奈川県 淵野辺走ルネ会 2:11:25
167 1829 駒井 佑子 ｺﾏｲ ﾕｳｺ 磐田市 2:11:28
168 3519 高柳 佳代 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾖ 愛知県 2:11:29
169 2140 石川 理恵子 ｲｼｶﾜ ﾘｴｺ 愛知県 ■ランナンデス■ 2:11:31
170 3966 松岡 朋子 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｺ 焼津市 2:11:32
171 2951 モライス リリアン ﾓﾗｲｽ ﾘﾘｱﾝ 浜松市 2:11:46
172 3502 大谷 淳子 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 ポニー＆ラブ 2:11:48
173 3876 小嶋 由紀 ｺｼﾞﾏ ﾕｷ 菊川市 チームＫ 2:11:50
174 2112 丸野 愛子 ﾏﾙﾉ ｱｲｺ 磐田市 2:11:55
175 1601 加藤 佳世 ｶﾄｳ ｶﾖ 浜松市 2:12:04
176 4456 一木 泰乃 ｲﾁｷ ﾔｽﾉ 磐田市 2:12:10
177 3995 ひらつか はるか ﾋﾗ ﾊﾙ 浜松市 2:12:12
178 2733 三浦 恵美子 ﾐｳﾗ ｴﾐｺ 愛知県 2:12:21
179 3240 後藤 弥栄子 ｺﾞﾄｳ ﾔｴｺ 愛知県 2:12:36
180 3727 青嶌 美智子 ｱｵｼﾏ ﾐﾁｺ 磐田市 2:12:37
181 2816 大木 瞳 ｵｵｷ ﾋﾄﾐ 島田市 グルグルＲＣ 2:12:41
182 4251 長谷川 実穂 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾎ 藤枝市 2:12:42
183 3094 石田 弘子 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｺ 掛川市 2:12:44
184 4179 藤森 美樹 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐｷ 掛川市 2:12:50
185 2841 前川 貴子 ﾏｴｶﾜ ﾀｶｺ 焼津市 2:12:53
186 4846 長谷部 直子 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵｺ 藤枝市 2:13:01
187 3832 村沢 亜紀子 ﾑﾗｻﾜ ｱｷｺ 東京都 2:13:01
188 2479 高橋 律子 ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｺ 愛知県 亀幼マラソン部 2:13:08
189 1867 小林 幸恵 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾁｴ 富士宮市 2:13:18
190 1643 中林 恵美 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｴﾐ 浜松市 2:13:23
191 4582 伊石 由香 ｲｾｷ ﾕｶ 静岡市 2:13:28
192 2808 藤田 妙子 ﾌｼﾞﾀ ﾀｴｺ 愛知県 2:13:28
193 3743 佐々木 弘美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 浜松市 2:13:34
194 2819 神谷 理恵 ｶﾐﾔ ﾘｴ 愛知県 2:13:35
195 2537 野田 めぐみ ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 2:14:04
196 4247 寺下 稚代 ﾃﾗｼﾀ ﾜｶﾖ 袋井市 ＥＳ ＴＮＲ 2:14:16
197 2221 牧田 芽久美 ﾏｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 静岡市 ＡＲＣ静岡 2:14:21
198 5068 髙柳 典子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｺ 磐田市 ノースマミーズ 2:14:24
199 3584 足立 恵理 ｱﾀﾞﾁ ｴﾘ 愛知県 あだちんち 2:14:29
200 3636 三木 美和 ﾐｷ ﾐﾜ 滋賀県 2:14:29
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201 3674 尾形 明美 ｵｶﾞﾀ ｱｹﾐ 愛知県 美酒ＲＵＮ 2:14:31
202 3673 村瀬 奈津子 ﾑﾗｾ ﾅﾂｺ 愛知県 美酒ＲＵＮ 2:14:32
203 4595 稲垣 美之 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾕｷ 藤枝市 2:14:38
204 2798 國井 禎子 ｸﾆｲ ｻﾀﾞｺ 浜松市 2:14:40
205 4351 増田 紗江 ﾏｽﾀﾞ ｻｴ 島田市 2:14:52
206 4389 望月 和子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞｺ 焼津市 2:14:57
207 4037 佐久間 晶子 ｻｸﾏ ｱｷｺ 静岡市 2:15:17
208 2598 鈴木 朱美 ｽｽﾞｷ ｱｹﾐ 磐田市 2:15:28
209 3298 高木 記子 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｺ 神奈川県 2:15:37
210 4540 山本 千栄子 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｴｺ 磐田市 2:15:43
211 2428 浦 圭子 ｳﾗ ｹｲｺ 浜松市 ちょこぼーる 2:15:46
212 3778 川口 真美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾐ 伊豆の国市 2:15:48
213 3162 遠藤 花菜子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 静岡市 キリンビール 2:15:59
214 3618 加藤 美佐江 ｶﾄｳ ﾐｻｴ 掛川市 ＴーＭＡＲＵＪＩＮ 2:16:12
215 3765 滝塚 ふみ子 ﾀｷﾂﾞｶ ﾌﾐｺ 愛知県 2:16:18
216 3056 林 由恵 ﾊﾔｼ ﾖｼｴ 湖西市 2:16:20
217 4081 中島 友美子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐｺ 湖西市 2:16:37
218 4372 竹下 智子 ﾀｹｼﾀ ﾄﾓｺ 焼津市 2:17:11
219 2921 小林 明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 静岡市 2:17:22
220 4055 鈴木 加代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 2:17:27
221 5223 楢崎 明子 ﾅﾗｻﾞｷ ｱｷｺ 東京都 つば九郎 2:17:32
222 3771 山本 津弥子 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾔｺ 島田市 プラスワン 2:17:38
223 3772 吉野 いづみ ﾖｼﾉ ｲﾂﾞﾐ 浜松市 2:17:39
224 3549 山村 千登勢 ﾔﾏﾑﾗ ﾁﾄｾ 浜松市 2:17:39
225 4360 熊谷 恵里 ｸﾏｶﾞｲ ｴﾘ 浜松市 2:17:39
226 3350 秋山 眞佐子 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｺ 浜松市 2:17:41
227 4884 松浦 佐代子 ﾏﾂｳﾗ ｻﾖｺ 菊川市 ＳＡＹＯクラブ 2:17:43
228 3776 中村 節子 ﾅｶﾑﾗ ｾﾂｺ 掛川市 2:18:00
229 3803 河野 紀子 ｶﾜﾉ ﾉﾘｺ 愛知県 2:18:05
230 4035 瀧口 幸子 ﾀｷｸﾞﾁ ｻﾁｺ 浜松市 メイキングスリムさち 2:18:14
231 1873 藤澤 陽子 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｳｺ 菊川市 2:18:27
232 5621 竹内 淑子 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｺ 静岡市 2:18:41
233 4214 老川 通子 ｵｲｶﾜ ﾐﾁｺ 静岡市 2:18:52
234 4044 遠藤 純世 ｴﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾖ 掛川市 ウェルシア 2:18:53
235 5466 小桐 香織 ｵｷﾞﾘ ｶｵﾘ 浜松市 2:19:04
236 2508 河合 里美 ｶﾜｲ ｻﾄﾐ 浜松市 あ走会 2:19:17
237 4276 磯部 敦子 ｲｿﾍﾞ ｱﾂｺ 磐田市 2:19:25
238 3599 玄幡 ゆかり ｹﾞﾝﾊﾞ ﾕｶﾘ 浜松市 2:19:27
239 5321 辻村 由起子 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｷｺ 三重県 2:19:35
240 2440 杉田 奈央巳 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 浜松市 2:19:43
241 3819 森田 記代美 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾐ 静岡市 大和証券 2:19:46
242 3062 杉田 康子 ｽｷﾞﾀ ﾔｽｺ 掛川市 2:19:47
243 4327 齊藤 由佳子 ｻｲﾄｳ ﾕｶｺ 静岡市 2:19:48
244 3613 鈴木 伴美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 静岡市 美津子ＪＰＮ 2:19:53
245 5016 水谷 和美 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｽﾞﾐ 掛川市 2:19:54
246 2892 堀田 貴子 ﾎｯﾀ ﾀｶｺ 愛知県 安城快足ＡＣ 2:19:56
247 3923 平井 幸子 ﾋﾗｲ ｻﾁｺ 菊川市 2:19:58
248 4592 徳田 賀子 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼｺ 静岡市 2:19:59
249 4460 吉村 明子 ﾖｼﾑﾗ ｱｷｺ 藤枝市 翻訳業 2:19:59
250 4059 青木 直子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 磐田市 藤枝駿府病院 2:20:00
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251 4058 川口 玉枝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾏｴ 神奈川県 2:20:06
252 4104 松下 貴予 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾖ 愛知県 2:20:12
253 3126 田中 幸代 ﾀﾅｶ ｻﾁﾖ 埼玉県 2:20:12
254 3865 加茂 友里 ｶﾓ ﾕﾘ 浜松市 2:20:15
255 3042 新谷 沙知 ｼﾝﾀﾆ ｻﾁ 静岡市 2:20:16
256 5449 金原 由恵 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾖｼｴ 浜松市 2:20:40
257 3495 益田 千晴 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾊﾙ 磐田市 いわふく組 2:20:43
258 4324 中島 真弓 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾕﾐ 浜松市 2:20:46
259 3814 平岩 三菜子 ﾋﾗｲﾜ ﾐﾅｺ 愛知県 2:20:48
260 3725 メロ リア ﾒﾛ ﾘｱ 浜松市 2:20:49
261 3958 知久 裕乃 ﾁｷｭｳ ﾋﾛﾉ 磐田市 2:20:52
262 2363 村松 久美子 ﾑﾗﾏﾂ ｸﾐｺ 静岡市 ＡＲＣ静岡 2:20:56
263 2871 原川 理香 ﾊﾗｶﾜ ﾘｶ 静岡市 スカイラン１１１ 2:21:03
264 3773 伊東 由美 ｲﾄｳ ﾕﾐ 愛知県 2:21:13
265 4800 田畑 穂積 ﾀﾊﾞﾀ ﾎﾂﾞﾐ 長野県 2:21:19
266 3254 石田 さくら ｲｼﾀﾞ ｻｸﾗ 森町 2:21:22
267 4099 後藤 福 ｺﾞﾄｳ ﾌｸ 愛知県 2:21:23
268 2093 山崎 有紀 ﾔﾏｻｷ ﾕｷ 愛知県 2:21:30
269 4118 中山 祐子 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺ 静岡市 2:21:37
270 3163 藤原 和美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾐ 静岡市 2:21:54
271 1246 宮沢 有季 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷ 浜松市 2:22:00
272 3541 下村 早苗 ｼﾓﾑﾗ ｻﾅｴ 愛知県 2:22:02
273 2943 長谷川 智子 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 焼津市 2:22:05
274 3723 北山 浩子 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛｺ 愛知県 2:22:25
275 3942 田村 忍 ﾀﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 藤枝市 2:22:29
276 4185 河合 明美 ｶﾜｲ ｱｹﾐ 浜松市 2:22:31
277 4411 高橋 康代 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾖ 牧之原市 2:22:42
278 4264 石川 玲子 ｲｼｶﾜ ﾚｲｺ 愛知県 2:22:50
279 4673 塚本 有加 ﾂｶﾓﾄ ﾕｶ 浜松市 2:22:51
280 4955 小黒 ゆかり ｵｸﾞﾛ ﾕｶﾘ 愛知県 2:22:53
281 2727 玉越 こず恵 ﾀﾏｺｼ ｺｽﾞｴ 愛知県 2:22:59
282 4102 安井 千晴 ﾔｽｲ ﾁﾊﾙ 磐田市 掛スポ 2:23:00
283 4528 青山 文 ｱｵﾔﾏ ｱﾔ 磐田市 2:23:06
284 2847 大池 恵子 ｵｵｲｹ ｹｲｺ 浜松市 2:23:06
285 3581 中川 絢子 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔｺ 磐田市 2:23:21
286 4529 榊原 祐恵 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾁｴ 磐田市 2:23:25
287 3288 小林 浩美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐ 静岡市 マーライオンズ 2:23:27
288 3286 漆畑 佳菜子 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｶﾅｺ 静岡市 マーライオンズ 2:23:27
289 3007 竹島 みどり ﾀｹｼﾏ ﾐﾄﾞﾘ 愛知県 2:23:32
290 3976 杢屋 孝代 ﾓｸﾔ ﾀｶﾖ 浜松市 2:23:40
291 5070 太田 蘭子 ｵｵﾀ ﾗﾝｺ 湖西市 2:23:43
292 4499 中島 里実 ﾅｶｼﾏ ｻﾄﾐ 岐阜県 2:23:47
293 4236 中山 隆子 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｺ 掛川市 丸山製茶 2:23:52
294 4191 澤崎 忍 ｻﾜｻﾞｷ ｼﾉﾌﾞ 菊川市 2:23:55
295 4908 山崎 美千代 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾁﾖ 掛川市 富士工業 2:24:03
296 2964 安形 恵子 ｱｶﾞﾀ ｹｲｺ 磐田市 2:24:03
297 4023 佐藤 彰子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 浜松市 ありんこＲＣ 2:24:19
298 2634 石村 美幸 ｲｼﾑﾗ ﾐﾕｷ 藤枝市 2:24:24
299 3977 土井 若代 ﾄﾞｲ ﾜｶﾖ 浜松市 2:24:26
300 5113 永田 典江 ﾅｶﾞﾀ ﾉﾘｴ 兵庫県 2:24:39
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301 3587 大平 智美 ｵｵﾋﾗ ﾄﾓﾐ 愛知県 美酒ＲＵＮ 2:24:49
302 3676 森本 時子 ﾓﾘﾓﾄ ﾄｷｺ 愛知県 美酒ＲＵＮ 2:24:50
303 2722 山田 きよみ ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾐ 磐田市 2:24:50
304 3072 田中 なかよ ﾀﾅｶ ﾅｶﾖ 浜松市 2:24:55
305 2925 黒木 高美 ｸﾛｷ ﾀｶﾐ 磐田市 2:25:07
306 3782 平野 ともえ ﾋﾗﾉ ﾄﾓｴ 浜松市 チーム 2:25:15
307 1456 長田 真奈美 ｵｻﾀﾞ ﾏﾅﾐ 静岡市 ツナちゃんズ 2:25:18
308 3691 神谷 智子 ｶﾐﾔ ﾄﾓｺ 浜松市 2:25:23
309 4850 稲垣 佳美 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾐ 愛知県 2:25:24
310 4348 古賀 ミユキ ｺｶﾞ ﾐﾕｷ 磐田市 2:25:25
311 3114 苅谷 由美 ｶﾘﾔ ﾕﾐ 静岡市 2:25:34
312 4242 萩原 裕子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｺ 牧之原市 2:25:35
313 4120 新間 まゆみ ﾆｲﾏ ﾏﾕﾐ 静岡市 服織水泳 2:25:54
314 4851 恒吉 裕子 ﾂﾈﾖｼ ﾋﾛｺ 東京都 2:26:00
315 4207 前田 英里 ﾏｴﾀﾞ ｴﾘ 沼津市 2:26:04
316 3437 浅田 順子 ｱｻﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:26:05
317 4266 鈴木 瑞江 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｴ 浜松市 2:26:05
318 3219 高橋 聡子 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｺ 浜松市 2:26:10
319 4764 数野 さつき ｶｽﾞﾉ ｻﾂｷ 磐田市 2:26:27
320 4450 大崎 玲子 ｵｵｻｷ ﾚｲｺ 愛知県 2:26:28
321 4439 角田 良子 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼｺ 東京都 2:26:30
322 4387 松﨑 道代 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾁﾖ 愛知県 ＡＫＨ７５ 2:26:42
323 3874 中川 綾乃 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 神奈川県 2:26:46
324 5506 平井 可奈美 ﾋﾗｲ ｶﾅﾐ 東京都 2:26:58
325 3682 浅川 千鶴子 ｱｻｶﾜ ﾁﾂﾞｺ 浜松市 チーム３３ 2:27:45
326 3339 関 和美 ｾｷ ｶｽﾞﾐ 袋井市 上石野ＡＣ 2:28:08
327 5645 飯田 志保 ｲｲﾀﾞ ｼﾎ 浜松市 2:28:10
328 3929 桜井 裕子 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｺ 磐田市 美味しい贈り物 2:28:11
329 4435 中山 恵子 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｺ 清水町 2:28:11
330 4557 原 由美 ﾊﾗ ﾕﾐ 愛知県 2:28:27
331 4192 大矢 奈穂子 ｵｵﾔ ﾅｵｺ 滋賀県 2:28:35
332 1140 前田 里美 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾐ 掛川市 2:28:45
333 3930 森野 克恵 ﾓﾘﾉ ｶﾂｴ 浜松市 2:28:53
334 4189 古田 友美 ﾌﾙﾀ ﾄﾓﾐ 磐田市 青城小学校 2:28:53
335 5138 黒澤 育世 ｸﾛｻﾜ ｲｸﾖ 東京都 2:28:54
336 3774 村上 由美子 ﾑﾗｶﾐ ﾕﾐｺ 浜松市 2:29:01
337 3550 日髙 裕子 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｺ 浜松市 2:29:11
338 5333 岩崎 美佐子 ｲﾜｻｷ ﾐｻｺ 浜松市 2:29:27
339 3323 山本 千賀 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶ 浜松市 2:29:29
340 3956 落合 浩美 ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾐ 掛川市 2:29:30
341 4629 齋藤 貴子 ｻｲﾄｳ ﾀｶｺ 浜松市 2:29:31
342 5175 柳川 早苗 ﾔﾅｶﾞﾜ ｻﾅｴ 浜松市 2:29:35
343 4408 岩田 妙子 ｲﾜﾀ ﾐｮｳｺ 伊豆の国市 2:29:36
344 5649 鈴木 真理 ｽｽﾞｷ ﾏﾘ 浜松市 2:29:37
345 3987 石井 紀子 ｲｼｲ ﾉﾘｺ 湖西市 2:29:52
346 4313 谷脇 朋江 ﾀﾆﾜｷ ﾄﾓｴ 浜松市 スーパのろのろ 2:29:53
347 4010 ターナー 洋子 ﾀｰﾅｰ ﾋﾛｺ 愛知県 2:29:54
348 3253 江坂 由紀 ｴｻﾞｶ ﾕｷ 愛知県 2:30:07
349 4788 竹内 真由美 ﾀｹｳﾁ ﾏﾕﾐ 磐田市 さわあきなるズ 2:30:08
350 5134 柏原 典子 ｶｼﾊﾗ ﾉﾘｺ 磐田市 2:30:13
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351 4526 新城 恵子 ｼﾝｼﾞｮｳ ｹｲｺ 愛知県 2:30:14
352 4965 吉田 明美 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ ＡＮＧＥＬ 2:30:25
353 4944 三岡 亜紀子 ﾐﾂｵｶ ｱｷｺ 浜松市 2:30:40
354 2762 榊原 弘美 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛﾐ 湖西市 2:30:44
355 4645 藤森 悦子 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾂｺ 湖西市 2:30:44
356 4808 三家本 美保 ﾐｶﾓﾄ ﾐﾎ 浜松市 2:30:47
357 4378 上岡 恵志 ｳｴｵｶ ｴｼ 浜松市 2:30:57
358 4566 上村 江里子 ｶﾐﾑﾗ ｴﾘｺ 静岡市 2:31:09
359 3854 梨本 敬子 ﾅｼﾓﾄ ｹｲｺ 浜松市 2:31:10
360 5495 宮下 友子 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｺ 東京都 2:31:15
361 4074 吉田 美穂 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾎ 岐阜県 2:31:47
362 4107 石井 絹子 ｲｼｲ ｷﾇｺ 愛知県 2:31:50
363 4175 土屋 智子 ﾂﾁﾔ ﾄﾓｺ 浜松市 まちの保健室 2:32:23
364 4178 本田 博子 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｺ 浜松市 はまＲＵＮ 2:32:37
365 5031 大竹 美紀 ｵｵﾀｹ ﾐｷ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:32:38
366 5315 白旗 宏美 ｼﾗﾊﾀ ﾋﾛﾐ 御前崎市 2:32:43
367 3935 井野 裕子 ｲﾉ ﾕｳｺ 愛知県 ランカフェ 2:32:44
368 3540 澤木 利恵子 ｻﾜｷ ﾘｴｺ 静岡市 2:32:46
369 4283 東郷 恵子 ﾄｳｺﾞｳ ｹｲｺ 浜松市 みずきＲＣ 2:32:47
370 2379 西山 貴子 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｺ 磐田市 齋藤居宅 2:32:51
371 3906 岡田 洋子 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｺ 浜松市 2:32:54
372 4171 鈴木 理恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 浜松市 2:33:14
373 5429 吉田 千佳代 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾖ 浜松市 株式会社ヨシダ 2:33:40
374 5091 鈴木 ちとせ ｽｽﾞｷ ﾁﾄｾ 磐田市 2:33:42
375 3208 柴田 明美 ｼﾊﾞﾀ ｱｹﾐ 浜松市 2:33:43
376 4942 小林 真弓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 静岡市 2:33:49
377 5624 鈴木 久美子 ｽｽﾞｷ ｸﾐｺ 焼津市 2:33:52
378 4789 塩崎 晴美 ｼｵｻﾞｷ ﾊﾙﾐ 掛川市 2:33:59
379 5703 山内 こずえ ﾔﾏｳﾁ ｺｽﾞｴ 磐田市 2:34:00
380 2572 伊豆川 奈穂子 ｲｽﾞｶﾜ ﾅｵｺ 静岡市 静岡走ろう会 2:34:49
381 5627 川合 光 ｶﾜｲ ﾋｶﾙ 浜松市 2:35:08
382 3838 山下 直美 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾐ 浜松市 2:35:11
383 2614 小澤 美奈子 ｵｻﾞﾜ ﾐﾅｺ 静岡市 2:35:11
384 4141 安田 淳子 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 湖西市 2:35:40
385 4985 原田 忍 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 静岡市 2:35:52
386 3893 安宅 加奈 ｱﾀｶ ｶﾅ 藤枝市 2:35:52
387 4519 市川 初江 ｲﾁｶﾜ ﾊﾂｴ 浜松市 2:35:58
388 2209 濃野 永貢子 ﾉｳﾉ ｴｸｺ 愛知県 2:36:39
389 3507 都築 千景 ﾂﾂﾞｷ ﾁｶｹﾞ 愛知県 2:36:39
390 2876 磯村 祥子 ｲｿﾑﾗ ｼｮｳｺ 愛知県 チーム野菜 2:36:39
391 3742 岩岡 寛子 ｲﾜｵｶ ﾋﾛｺ 愛知県 ペルー産？アルパカ 2:36:40
392 3652 齋藤 明代 ｻｲﾄｳ ｱｷﾖ 東京都 2:37:01
393 4295 井上 美江 ｲﾉｳｴ ﾖｼｴ 長泉町 2:37:03
394 4798 中村 宏美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 静岡市 2:37:12
395 4169 宮島 久美子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾐｺ 御前崎市 2:37:13
396 4587 兼古 朋美 ｶﾈｺ ﾄﾓﾐ 浜松市 2:37:16
397 4503 五嶋 典子 ｺﾞｼﾏ ﾉﾘｺ 掛川市 2:37:21
398 4314 清水 寿子 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｺ 磐田市 2:37:31
399 4337 東山 紫子 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｶﾘｺ 愛知県 2:37:54
400 4794 山下 千津子 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾂﾞｺ 磐田市 磐田北小学校 2:38:03
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401 4842 尾崎 尚子 ｵｻﾞｷ ﾅｵｺ 浜松市 2:38:06
402 4304 鈴木 泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 浜松市 こうべや 2:38:07
403 4461 本田 尚美 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵﾐ 浜松市 ＫＡＡＴＳＵにこにこ 2:38:08
404 5025 坪井 美子 ﾂﾎﾞｲ ﾖｼｺ 焼津市 2:38:23
405 4269 伊藤 瑞恵 ｲﾄｳ ﾐｽﾞｴ 浜松市 2:38:23
406 3607 平井 信代 ﾋﾗｲ ﾉﾌﾞﾖ 静岡市 ＳＫＹＲＵＮ１１１ 2:38:25
407 4824 鈴木 香予 ｽｽﾞｷ ｶﾖ 磐田市 2:38:26
408 4792 木田 桃子 ｷﾀﾞ ﾓﾓｺ 愛知県 2:38:34
409 4483 藤井 和美 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾐ 磐田市 2:38:35
410 5215 内野 順子 ｳﾁﾉ ｼﾞｭﾝｺ 磐田市 2:38:35
411 4057 神谷 真弓 ｶﾐﾔ ﾏﾕﾐ 愛知県 チーム真孝 2:38:39
412 4381 野田 真里江 ﾉﾀﾞ ﾏﾘｴ 静岡市 清水港會 2:38:45
413 3543 鎌谷 弘子 ｶﾏﾀﾆ ﾋﾛｺ 磐田市 2:38:46
414 4021 平松 敏子 ﾋﾗﾏﾂ ﾄｼｺ 愛知県 2:38:46
415 2886 長谷川 里奈 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾅ 東京都 2:39:14
416 4320 加藤 ひとみ ｶﾄｳ ﾋﾄﾐ 浜松市 ビジネスプラザ 2:39:19
417 3110 石川 美希子 ｲｼｶﾜ ﾐｷｺ 磐田市 しっぺい応援団 2:39:21
418 4488 杉浦 敦子 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾂｺ 掛川市 2:39:24
419 4374 西村 由美子 ﾆｼﾑﾗ ﾕﾐｺ 浜松市 チーム３３ 2:39:26
420 4892 尾崎 友美 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾐ 掛川市 2:39:31
421 3813 大穀 恭子 ﾀﾞｲｺｸ ｷｮｳｺ 島田市 2:39:40
422 4512 小畑 奈々 ｵﾊﾞﾀ ﾅﾅ 兵庫県 2:39:52
423 4610 田中 淳子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:40:22
424 4098 加藤 まり子 ｶﾄｳ ﾏﾘｺ 浜松市 2:40:37
425 4588 本馬 瞳 ﾎﾝﾏ ﾋﾄﾐ 愛知県 2:40:48
426 4507 小野 聡子 ｵﾉ ｿｳｺ 富士市 2:40:49
427 4833 三宅 知子 ﾐﾔｹ ﾄﾓｺ 磐田市 2:41:14
428 4458 井上 亜希子 ｲﾉｳｴ ｱｷｺ 神奈川県 2:41:15
429 4868 代田 美幸 ﾀﾞｲﾀ ﾐﾕｷ 愛知県 2:41:22
430 4145 小島 有子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 愛知県 2:41:32
431 1675 大石 成美 ｵｵｲｼ ﾅﾐ 浜松市 2:41:33
432 4656 杉﨑 ひろ子 ｽｷﾞｻｷ ﾋﾛｺ 沼津市 気分走会 2:41:44
433 4875 片山 亜希子 ｶﾀﾔﾏ ｱｷｺ 静岡市 2:41:48
434 5599 鈴木 記子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 掛川市 2:41:52
435 5093 播磨 直江 ﾊﾘﾏ ﾅｵｴ 磐田市 2:42:00
436 3087 徳増 智香 ﾄｸﾏｽ ﾁｶ 湖西市 2:42:19
437 5007 鈴木 いづみ ｽｽﾞｷ ｲﾂﾞﾐ 磐田市 2:42:25
438 4756 兼田 美幸 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾕｷ 愛知県 2:42:59
439 4417 坂井 美加 ｻｶｲ ﾐｶ 磐田市 2:43:01
440 4303 志村 圭子 ｼﾑﾗ ｹｲｺ 浜松市 2:43:19
441 5456 近藤 千賀子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁｶｺ 磐田市 2:43:38
442 4668 周藤 梢 ｽﾄｳ ｺｽﾞｴ 愛知県 2:44:00
443 4583 井浪 知子 ｲﾅﾐ ﾄﾓｺ 袋井市 2:44:50
444 4334 津原 里恵 ﾂﾊﾗ ﾘｴ 袋井市 上石野ＡＣ 2:44:55
445 4822 鈴木 史子 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｺ 愛知県 2:45:41
446 4542 本巣 典子 ﾓﾄｽ ﾉﾘｺ 浜松市 2:45:59
447 2172 石川 知子 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｺ 愛知県 2:46:15
448 5227 二村 真以子 ﾆﾑﾗ ﾏｲｺ 愛知県 2:46:32
449 4281 高橋 節子 ﾀｶﾊｼ ｾﾂｺ 神奈川県 2:46:37
450 4502 渡邉 有利枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｴ 愛知県 2:46:45
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451 4907 森田 美和子 ﾓﾘﾀ ﾐﾜｺ 静岡市 2:47:46
452 5424 佐藤 恵美 ｻﾄｳ ｴﾐ 静岡市 2:48:02
453 4274 加藤 京 ｶﾄｳ ﾐﾔｺ 静岡市 2:48:05
454 5269 中野 愛子 ﾅｶﾉ ｱｲｺ 磐田市 2:48:07
455 4515 田中 京子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 神奈川県 たなかん家 2:48:09
456 4092 田力 実千代 ﾀﾁﾞｶﾗ ﾐﾁﾖ 磐田市 2:48:11
457 3155 内山 亜矢子 ｳﾁﾔﾏ ｱﾔｺ 浜松市 2:48:15
458 3578 市川 美智子 ｲﾁｶﾜ ﾐﾁｺ 島田市 2:48:18
459 4897 北谷 きく江 ｷﾀﾔ ｷｸｴ 磐田市 2:48:32
460 4524 渡邊 紀香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｶ 浜松市 2:48:59
461 2987 大石 とも子 ｵｵｲｼ ﾄﾓｺ 磐田市 2:49:12
462 4998 浅野 京子 ｱｻﾉ ｷｮｳｺ 愛知県 2:49:21
463 2527 内山 雅佐代 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾖ 浜松市 2:49:30
464 2915 中山 ひろ子 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｺ 静岡市 山梨整形外科 2:49:41
465 4300 廣永 明子 ﾋﾛﾅｶﾞ ｱｷｺ 愛知県 メナードサロンひろなが 2:50:07
466 4858 川本 智子 ｶﾜﾓﾄ ﾄﾓｺ 東京都 2:50:09
467 2982 古 由美 ﾌﾙﾊｼ ﾕﾐ 磐田市 2:50:15
468 4801 宮崎 メルセデス ﾐﾔｻﾞｷ ﾒﾙｾﾃﾞｽ 愛知県 2:51:20
469 4720 根方 みさ生 ﾈｶﾞﾀ ﾐｻｵ 浜松市 2:51:34
470 3018 増田 智恵 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｴ 磐田市 2:51:37
471 4602 梅田 美代子 ｳﾒﾀﾞ ﾐﾖｺ 裾野市 2:52:03
472 4641 岩森 貴子 ｲﾜﾓﾘ ﾀｶｺ 藤枝市 2:52:04
473 2087 赤堀 晴美 ｱｶﾎﾘ ﾊﾙﾐ 浜松市 2:52:33
474 4338 中村 幸代 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁﾖ 東京都 2:52:47
475 4860 鈴木 千佳 ｽｽﾞｷ ﾁｶ 浜松市 2:53:07
476 2207 大久保 陽子 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｳｺ 愛知県 2:53:16
477 2206 小川 明子 ｵｶﾞﾜ ｱｷｺ 愛知県 2:53:16
478 4817 鈴木 麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ 愛知県 2:53:19
479 3827 高谷 えにわ ﾀｶﾔ ｴﾆﾜ 愛知県 2:53:33
480 4328 飯田 絵理 ｲｲﾀﾞ ｴﾘ 愛知県 2:53:40
481 4249 前島 ひさ子 ﾏｴｼﾞﾏ ﾋｻｺ 愛知県 ＴＫＲ 2:54:05
482 4215 大橋 明美 ｵｵﾊｼ ｱｹﾐ 愛知県 2:54:06
483 4601 今井 裕美 ｲﾏｲ ﾕﾐ 浜松市 2:54:31
484 5069 石川 加佐美 ｲｼｶﾜ ｶｻﾐ 磐田市 2:54:58
485 4940 岡崎 かおる ｵｶｻﾞｷ ｶｵﾙ 藤枝市 2:55:05
486 4929 石井 綾子 ｲｼｲ ｱﾔｺ 磐田市 2:55:24
487 5395 浅井 洋江 ｱｻｲ ﾋﾛｴ 愛知県 2:55:28
488 4847 笹木 ともみ ｻｻｷ ﾄﾓﾐ 焼津市 ティップホップス 2:55:49
489 5112 宮田 千尋 ﾐﾔﾀ ﾁﾋﾛ 浜松市 2:56:02
490 3069 中川 千絵子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾁｴｺ 湖西市 ＨＡＭＡＮＡ 2:56:22
491 3398 増田 祐子 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｺ 御前崎市 2:56:34
492 4869 谷口 智子 ﾔｸﾞﾁ ﾄﾓｺ 浜松市 2:56:40
493 4371 土屋 理恵子 ﾂﾁﾔ ﾘｴｺ 浜松市 2:56:50
494 4982 田村 千恵 ﾀﾑﾗ ﾁｴ 磐田市 悪魔乱舞 2:56:51
495 4870 鈴木 美佳 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 浜松市 ライザッパー 2:56:51
496 4556 諏訪 満由美 ｽﾜ ﾏﾕﾐ 袋井市 悪魔乱舞 2:56:51
497 4698 里森 千代美 ｻﾄﾓﾘ ﾁﾖﾐ 富士宮市 2:57:05
498 3884 池戸 久美子 ｲｹﾄﾞ ｸﾐｺ 愛知県 2:57:07
499 4876 近藤 和代 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾖ 愛知県 2:57:40
500 3666 岡田 まり子 ｵｶﾀﾞ ﾏﾘｺ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 2:58:17
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501 4388 出口 由香 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｶ 三重県 2:58:27
502 4437 川村 淑江 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼｴ 焼津市 2:59:00
503 4635 鎌田 直江 ｶﾏﾀ ﾅｵｴ 焼津市 鎌接ラン 2:59:17
504 4491 長瀬 恵美 ﾅｶﾞｾ ｴﾐ 岐阜県 2:59:25
505 4627 紅林 百合子 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕﾘｺ 牧之原市 2:59:25
506 4235 伊藤 直美 ｲﾄｳ ﾅｵﾐ 掛川市 丸山製茶 2:59:30
507 2195 松村 祐子 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 2:59:35
508 4501 山下 優子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ 磐田市 2:59:39
509 4961 小原 純子 ｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:59:40
510 4686 笠原 雅美 ｶｻﾊﾗ ﾏｻﾐ 磐田市 2:59:43
511 5384 田口 和代 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 御殿場市 2:59:47
512 4687 笠原 明子 ｶｻﾊﾗ ｱｷｺ 磐田市 2:59:48
513 4874 佐藤 幸代 ｻﾄｳ ｻﾁﾖ 愛知県 2:59:59
514 5566 鈴木 弘美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 三島市 3:00:08
515 5308 田代 いずみ ﾀｼﾛ ｲｽﾞﾐ 沼津市 3:00:26
516 3035 岡本 美恵子 ｵｶﾓﾄ ﾐｴｺ 愛知県 3:00:57
517 4970 正田 美穂 ｼｮｳﾀﾞ ﾐﾎ 浜松市 3:01:07
518 4995 湯口 小雪 ﾕｸﾞﾁ ｻﾕｷ 東京都 3:01:18
519 4925 萩田 光美 ﾊｷﾞﾀ ﾐﾂﾐ 静岡市 3:01:32
520 5051 林 直子 ﾊﾔｼ ﾅｵｺ 愛知県 3:01:36
521 3349 辻 綾子 ﾂｼﾞ ｱﾔｺ 浜松市 3:01:49
522 4106 尾鷲 愛子 ｵﾜｼ ｱｲｺ 和歌山県 なごみ薬局 3:02:13
523 5193 山本 静江 ﾔﾏﾓﾄ ｼｽﾞｴ 藤枝市 3:02:53
524 4517 平野 茂子 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞｺ 磐田市 掛川てくてく 3:03:31
525 4671 小野田 かをる ｵﾉﾀﾞ ｶｦﾙ 浜松市 ＲＯＳＥＳ 3:03:55
526 4548 藤野 美穂子 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾎｺ 浜松市 3:04:22
527 3999 北川 友美 ｷﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 磐田市 3:04:22
528 5008 村松 三樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｷ 磐田市 3:04:39
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1 7013 南出 悠希 ﾐﾅﾐﾃﾞ ﾕｳｷ 浜松市 0:16:12
2 7003 石井 初樹 ｲｼｲ ﾊﾂｷ 磐田市 常葉大学菊川高校 0:16:30
3 7059 高林 達実 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾐ 浜松市 0:16:35
4 7026 足立 愛斗 ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾄ 山梨県 0:17:28
5 7085 徳本 夏樹 ﾄｸﾓﾄ ﾅﾂｷ 磐田市 磐田南高校 0:17:34
6 7057 成嶌 涼介 ﾅﾙｼﾏ ﾘｮｳｽｹ 静岡市 0:17:35
7 7061 深澤 斗希也 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄｷﾔ 浜松市 フロイント産業 0:17:44
8 7173 久松 昴琉 ﾋｻﾏﾂ ｽﾊﾞﾙ 富士市 富士特支 0:18:22
9 7053 竹口 修平 ﾀｹｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 愛知県 0:18:52

10 7033 中村 勝之 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 浜松市 0:19:10
11 7101 小池 飛竜 ｺｲｹ ﾋﾘｭｳ 愛知県 0:19:23
12 7015 土井 啓嗣 ﾄﾞｲ ﾖｼﾂｸﾞ 磐田市 0:19:38
13 8325 山下 拓也 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 磐田市 0:20:11
14 7433 黒沢 祐吾 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｺﾞ 磐田市 浜松学芸高校 0:20:12
15 7324 匂坂 拓真 ｻｷﾞｻｶ ﾀｸﾏ 磐田市 0:20:37
16 7819 岡部 凌大 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 静岡市 静岡聖光学院 0:21:12
17 7034 神山 勇 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳ 東京都 メイテック 0:21:45
18 7092 小出 颯人 ｺｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 浜松市 0:22:06
19 7255 大石 海生 ｵｵｲｼ ｶｲ 磐田市 磐田農業高校 0:22:09
20 7396 湯原 奏真 ﾕﾊﾗ ｿｳﾏ 磐田市 0:22:14
21 7073 宮田 卓典 ﾐﾔﾀ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 大林組 0:22:17
22 7161 牧野 翔真 ﾏｷﾉ ｼｮｳﾏ 徳島県 福田 0:22:18
23 7302 北川 雅史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｼ 静岡市 0:22:19
24 7850 星野 比呂 ﾎｼﾉ ﾋﾛ 掛川市 0:22:30
25 7169 遠山 毅士 ﾄｵﾔﾏ ﾀｹｼ 長野県 ニッパツＲＣ 0:22:41
26 7830 神谷 拓冬 ｶﾐﾔ ﾀｸﾄ 掛川市 0:22:51
27 8693 小西 一平 ｺﾆｼ ｲｯﾍﾟｲ 磐田市 0:23:02
28 7202 山口 真人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 浜松市 0:23:04
29 7068 木村 竜也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 静岡市 常葉大学 0:23:09
30 8514 佐野 嘉輝 ｻﾉ ﾖｼﾃﾙ 磐田市 0:23:15
31 7220 藤田 真伍 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 0:23:24
32 7175 日内地 亮 ﾋﾅｲﾁﾞ ﾘｮｳ 浜松市 0:23:32
33 7153 鈴木 文也 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾔ 浜松市 0:23:43
34 7386 本郷 秀樹 ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 0:23:55
35 8785 髙橋 優一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 愛知県 0:24:02
36 7017 安藤 壮哉 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾔ 磐田市 0:24:06
37 8567 鈴木 勇也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 浜松市 0:24:14
38 7079 山下 和晃 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 磐田市 ＹＲＣ 0:24:18
39 7792 大場 康平 ｵｵﾊﾞ ｺｳﾍｲ 磐田市 東海物産 0:24:31
40 8312 出口 七海 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾅﾐ 静岡市 0:24:44
41 7303 横田 直人 ﾖｺﾀ ﾅｵﾄ 東京都 0:24:46
42 7349 栗原 侑資 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:24:55
43 7348 田中 常幸 ﾀﾅｶ ﾂﾈﾕｷ 浜松市 0:25:06
44 8404 野村 成 ﾉﾑﾗ ｾｲ 浜松市 0:25:08
45 8762 中西 馨大 ﾅｶﾆｼ ｹｲﾀ 浜松市 0:25:09
46 8726 野村 公紀 ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 磐田市 岩っ子ランナーズ 0:25:22
47 8356 中村 直幹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 掛川市 0:25:23
48 8707 佐藤 泰樹 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 静岡市 静岡東海証券 0:25:24
49 7350 鈴木 智士 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 静岡市 0:25:28
50 8821 椎野 祐介 ｼｲﾉ ﾕｳｽｹ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 0:25:32
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51 7054 大脇 凱志 ｵｵﾜｷ ｶｲｼﾞ 裾野市 Ｍａｉｌｌｏｔ Ｊａｕｎｅ 0:25:38
52 7385 山崎 優也 ﾔﾏｻｷ ﾕｳﾔ 焼津市 0:25:50
53 8772 大石 竜生 ｵｵｲｼ ﾘｭｳｾｲ 磐田市 0:26:11
54 7791 吉田 賢雄 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｵ 袋井市 0:26:15
55 8690 松山 立 ﾏﾂﾔﾏ ﾀﾂﾙ 掛川市 0:26:16
56 8386 大久保 慶信 ｵｵｸﾎﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜松市 0:26:46
57 7346 齊藤 暁澄 ｻｲﾄｳ ｱｷｽﾞﾐ 浜松市 0:27:08
58 8549 川畑 翔 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼｮｳ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 0:27:10
59 8733 高橋 弘晃 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:27:19
60 7604 大信田 弘人 ｵｵｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 湖西市 0:27:36
61 8337 松本 幸記 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 袋井市 0:27:38
62 7868 牧野 泰典 ﾏｷﾉ ﾀｲｽｹ 愛知県 三機工業株式会社 0:27:45
63 7808 飯田 耕太 ｲｲﾀﾞ ｺｳﾀ 掛川市 鹿島浜松 0:27:48
64 8311 伊熊 良介 ｲｸﾏ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 浜名アスリート 0:28:18
65 8370 佐々木 宏彰 ｻｻｷ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:28:21
66 8824 松本 倫和 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 0:28:44
67 7917 渡邉 純也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 0:28:47
68 8618 鈴木 大暢 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 浜松市 浜松北病院 0:28:54
69 8293 戸田 将斗 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾄ 磐田市 浜松光電株式会社 0:29:09
70 7357 鈴木 雅俊 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 浜松市 0:29:17
71 7573 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡市 0:29:26
72 7764 鈴木 馨 ｽｽﾞｷ ｹｲ 磐田市 高砂香料工業株式会社 0:29:31
73 8709 平岡 祐希 ﾋﾗｵｶ ﾕｳｷ 静岡市 静岡東海証券 0:29:51
74 8366 山田 翔平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:30:30
75 7708 渡辺 修太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 浜松市 みかたはら介護 0:30:32
76 7679 秋山 大地 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:30:40
77 7785 高橋 怜也 ﾀｶﾊｼ ﾚｲﾔ 浜松市 菱和ランニングクラブ 0:30:41
78 8595 中村 大樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ 森町 0:30:42
79 7659 塚本 圭輔 ﾂｶﾓﾄ ｹｲｽｹ 袋井市 0:30:51
80 8819 加賀 駿介 ｶｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 静岡市 0:30:56
81 7981 高木 裕直 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾅｵ 浜松市 長鶴遠足会 0:31:00
82 8788 菊地 諒 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 御前崎市 0:31:04
83 8209 吉田 滉太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 浜松市 0:31:07
84 8372 瀧山 久伸 ﾀｷﾔﾏ ﾋｻﾉﾌﾞ 浜松市 イワタックス 0:31:22
85 7529 和久田 大智 ﾜｸﾀﾞ ﾋﾛﾄﾓ 浜松市 0:31:23
86 8588 寺田 彰宏 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 浜松市 0:31:33
87 8710 坂田 弦生 ｻｶﾀ ｹﾞﾝｷ 磐田市 0:31:37
88 7378 井上 陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ 浜松市 0:31:58
89 8364 加藤 悠真 ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:32:01
90 8775 大西 裕貴 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 愛知県 0:32:08
91 8578 齋藤 翔 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 浜松市 0:32:19
92 8774 飯田 大騎 ｲｲﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 磐田市 0:32:23
93 8612 中村 維吹 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 浜松市 0:32:31
94 7753 吹ノ戸 淳 ﾌｷﾉﾄ ｼﾞｭﾝ 浜松市 菱和ランニングクラブ 0:32:41
95 7901 永田 宏樹 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 静岡市 0:32:48
96 7898 大津 康士朗 ｵｵﾂ ｺｳｼﾛｳ 磐田市 0:32:48
97 8776 森部 峻平 ﾓﾘﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡山県 0:32:48
98 8316 安川 智浩 ﾔｽｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 スズキビジネス 0:32:56
99 8727 高木 智彬 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾀｷ 静岡市 0:33:11

100 8728 浅井 雄亮 ｱｻｲ ﾕｳｽｹ 静岡市 0:33:12
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101 8746 鳥居 泰治 ﾄﾘｲ ﾀｲﾁ 大阪府 0:33:21
102 8673 宮本 侑弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 掛川市 0:33:40
103 7752 冨田 幸 ﾄﾐﾀ ｺｳ 浜松市 菱和ランニングクラブ 0:33:45
104 8367 田口 貴弘 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:33:56
105 8247 大下 将 ｵｵｼﾀ ﾏｻｼ 静岡市 0:33:56
106 7986 中村 新太郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 0:34:17
107 8825 吉田 健太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 0:34:17
108 8708 寺尾 友希 ﾃﾗｵ ﾄﾓｷ 牧之原市 静岡東海証券 0:34:39
109 8492 宮本 肇 ﾐﾔﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 鹿島浜松 0:34:40
110 7685 佐藤 海千 ｻﾄｳ ｶｲﾁ 焼津市 0:36:39
111 8682 中川 侑相 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 掛川市 0:37:04
112 8796 赤堀 翔一朗 ｱｶﾎﾘ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 菊川市 0:38:14
113 7171 谷口 翔伍 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 0:38:27
114 8729 馬渕 将辰 ﾏﾌﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ 磐田市 0:38:28
115 7671 田中 智徳 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 0:38:29
116 8657 杉浦 剛史 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｹｼ 磐田市 0:38:42
117 8604 河井 史登 ｶﾜｲ ﾌﾐﾄ 島田市 0:38:56
118 8704 佐々木 一樹 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 静岡市 静岡東海証券 0:39:08
119 8104 鈴木 嘉人 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄ 菊川市 0:39:18
120 8267 加藤 達登 ｶﾄｳ ﾀﾂﾄ 神奈川県 0:39:32
121 8685 加藤 彗 ｶﾄｳ ｹｲ 掛川市 0:40:32
122 8806 小柳津 翔太 ｵﾔｲﾂﾞ ｼｮｳﾀ 掛川市 0:41:23
123 8533 毛井 優矢 ｹｲ ﾕｳﾔ 愛知県 0:41:56
124 8520 早川 浩人 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 大阪府 0:41:59
125 8328 三井 琢史 ﾐﾂｲ ﾀｸｼ 磐田市 あおばのさと 0:45:48
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1 7007 小松 弘一郎 ｺﾏﾂ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛知県 ＢＯＮＥＲ 0:16:07
2 7002 川南 友佑 ｶﾜﾐﾅﾐ ﾕｳｽｹ 兵庫県 0:16:10
3 7021 竹内 賢弥 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾔ 浜松市 タケヨシ 0:16:31
4 7023 長縄 知晃 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾄﾓｱｷ 掛川市 0:16:31
5 7010 山本 安志 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｼ 浜松市 スズキ 0:16:31
6 7067 佐藤 佑太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 浜松市 あきらＲＣ村櫛 0:17:29
7 7056 小梢 真弥 ｺｽﾞｴ ｼﾝﾔ 浜松市 浜松市消防局 0:17:57
8 7014 岡田 孝之 ｵｶﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 浜松市 見次クラブ 0:18:07
9 7106 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 浜松市 美薗ＲＣ 0:18:56

10 7008 新玉 賢治 ｱﾗﾀﾏ ｹﾝｼﾞ 磐田市 ＮＴＮ磐田 0:19:00
11 7126 北澤 正晃 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 愛知県 スローパス 0:19:27
12 7089 青島 直俊 ｱｵｼﾏ ﾅｵﾄｼ 磐田市 青島木工所 0:19:40
13 7127 鈴木 宏和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 掛川市 矢崎部品 0:19:42
14 7074 坂部 勇希 ｻｶﾍﾞ ﾕｳｷ 掛川市 0:19:45
15 7218 森下 康介 ﾓﾘｼﾀ ｺｳｽｹ 菊川市 0:19:48
16 7072 大村 圭 ｵｵﾑﾗ ｹｲ 静岡市 大里西小教員 0:20:11
17 7156 曽根 貴之 ｿﾈ ﾀｶﾕｷ 藤枝市 マルハチ村松 0:20:11
18 7141 酒井 裕也 ｻｶｲ ﾕｳﾔ 磐田市 0:20:13
19 7046 浅羽 慶彦 ｱｻﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 三重県 ノープランニング 0:21:10
20 7379 豊田 祥吾 ﾄﾖﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 とよだ園芸 0:21:40
21 7086 松下 豊 ﾏﾂｼﾀ ﾕﾀｶ 牧之原市 怪盗ランジェリー 0:21:44
22 7168 白河 祥一 ｼﾗｶﾜ ｼｮｳｲﾁ 長野県 ニッパツＲＣ 0:21:58
23 7246 後藤 康太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 愛知県 ＪＲ東海 0:22:04
24 7196 神野 周一郎 ｶﾝﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 0:22:17
25 7214 溝口 孝直 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾅｵ 浜松市 0:22:21
26 7844 大路 賢佑 ｵｳｼﾞ ｹﾝｽｹ 浜松市 会いに行ける筋肉 0:22:37
27 7186 森下 将幸 ﾓﾘｼﾀ ﾏｻﾕｷ 浜松市 磐田ボクシングクラブ 0:23:00
28 7249 菅田 裕介 ｽｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 磐田市 高砂香料工業株式会社 0:23:01
29 7409 小原 友也 ｺﾊﾗ ﾄﾓﾅﾘ 浜松市 地球防衛軍 0:23:16
30 7462 山崎 克明 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｱｷ 森町 岡野建設株式会社 0:23:28
31 7422 堀内 敏矢 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼﾔ 磐田市 豊田レーシング 0:23:48
32 7152 高瀬 智 ﾀｶｾ ｻﾄｼ 磐田市 はいもん 0:23:51
33 8568 中塩 大介 ﾅｶｼｵ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 0:24:21
34 7323 齋藤 功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 浜松市 浜松医療センター 0:24:23
35 7841 磯谷 和弘 ｲｿﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 会いに行ける筋肉 0:24:24
36 8496 深津 匡孝 ﾌｶﾂ ﾏｻﾀｶ 掛川市 0:24:26
37 7477 河野 幸治 ｶﾜﾉ ﾕｷﾊﾙ 掛川市 チームトレット 0:24:56
38 7514 高橋 友也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 0:25:00
39 8756 森田 準也 ﾓﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 牧之原市 0:25:11
40 7415 永島 充巳 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾐ 磐田市 三ケ日青年の家 0:25:22
41 8820 矢田 大貴 ﾔﾀﾞ ﾋﾛｷ 浜松市 0:25:32
42 8205 八木 覚 ﾔｷﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 0:25:33
43 7460 鈴木 謙吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ 磐田市 0:25:36
44 7889 片岡 尚規 ｶﾀｵｶ ﾅｵｷ 浜松市 ほやこげ 0:25:44
45 7429 前島 孝介 ﾏｴｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 浜松市 静軽 0:26:00
46 7285 梅田 拓郎 ｳﾒﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 掛川市 0:26:06
47 8301 上村 剛士 ｶﾐﾑﾗ ｺﾞｳｼﾞ 磐田市 0:26:08
48 8703 古谷 岳洋 ﾌﾙﾔ ﾀｹﾋﾛ 富士市 静岡東海証券 0:26:10
49 7600 野島 圭介 ﾉｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 浜松市 わくわく 0:26:13
50 8768 鈴木 朋弥 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 磐田市 0:26:25
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51 7091 中川 秋等 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 掛川市 三菱電機 0:26:32
52 7122 実石 大志 ｼﾞﾂｲｼ ﾋﾛｼ 焼津市 静岡陸協 0:26:33
53 7461 鈴木 盛弘 ｽｽﾞｷ ﾓﾘﾋﾛ 袋井市 ほやこげ 0:26:44
54 7741 杉山 了 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾄﾙ 浜松市 0:26:47
55 8542 室根 隼人 ﾑﾛﾈ ﾊﾔﾄ 磐田市 日本貨物検数協会 0:26:49
56 7463 太田 雄二 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 浜松市 針葉樹林 0:26:51
57 7426 平野 辰紀 ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾉﾘ 磐田市 豊田レーシング 0:26:54
58 7760 西川 典克 ﾆｼｶﾜ ﾉﾘﾖｼ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 0:27:00
59 8706 佐野 翔一 ｻﾉ ｼｮｳｲﾁ 掛川市 静岡東海証券 0:27:07
60 7507 大石 知春 ｵｵｲｼ ﾄﾓﾊﾙ 袋井市 0:27:26
61 8212 小坂 裕也 ｺｻｶ ﾕｳﾔ 浜松市 スタイルアップジム 0:27:28
62 7476 秋山 雅樹 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｷ 浜松市 0:27:35
63 7006 請田 将大 ｳｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:27:36
64 7833 平出 崇 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｶｼ 焼津市 岡本石井 0:27:46
65 7456 山本 祐太 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 磐田市 アクトス 0:27:50
66 7676 堀川 健太 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝﾀ 浜松市 新機械技術ＲＣ 0:27:52
67 7451 日吉 徹 ﾋﾖｼ ﾄｵﾙ 伊豆の国市 0:27:54
68 7274 井上 義昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 藤枝市 0:27:55
69 7526 佐藤 照盛 ｻﾄｳ ﾃﾙﾓﾘ 磐田市 磐田市立総合病院 0:28:00
70 8450 赤嶺 尚哉 ｱｶﾐﾈ ﾅｵﾔ 静岡市 0:28:05
71 7400 縣 義人 ｱｶﾞﾀ ﾖｼﾄ 浜松市 アルフレッサ 0:28:10
72 7858 井上 良太 ｲﾉｳｴ ﾘｮｳﾀ 浜松市 0:28:34
73 7542 星 順也 ﾎｼ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 スカイブルー 0:28:39
74 8551 内山 浩一 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｲﾁ 浜松市 0:28:44
75 7575 長谷川 忠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 掛川市 イワタックス 0:28:51
76 8823 佐畑 勇樹 ｻﾊﾀ ﾕｳｷ 愛知県 株式会社大林組 0:28:52
77 7826 安藤 光輝 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｷ 浜松市 0:29:02
78 7412 日高 豪大 ﾋﾀﾞｶ ﾀｹﾋﾛ 浜松市 スズキ株式会社 0:29:06
79 7723 竹下 弘介 ﾀｹｼﾀ ｺｳｽｹ 磐田市 0:29:06
80 7424 向井 俊文 ﾑｶｲ ﾄｼﾌﾐ 磐田市 豊田レーシング 0:29:09
81 7423 大橋 正典 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 袋井市 豊田レーシング 0:29:09
82 7525 永嶋 達也 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀﾂﾔ 静岡市 0:29:16
83 8804 鈴木 悠馬 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 浜松市 0:29:18
84 8797 大石 二郎 ｵｵｲｼ ｼﾞﾛｳ 富士宮市 タイ人 0:29:27
85 7897 池川 隆 ｲｹｶﾞﾜ ﾀｶｼ 浜松市 浜松市役所 0:29:29
86 8302 西村 真吾 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:29:31
87 8368 山本 幸司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 磐田市 0:29:33
88 8565 栗田 大地 ｸﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 磐田市 0:29:37
89 8407 山内 浩哉 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾔ 菊川市 0:29:56
90 8471 齋藤 裕也 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾔ 静岡市 0:30:11
91 8761 黒柳 秀治 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｼﾞ 焼津市 0:30:34
92 7430 松本 健吾 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 磐田市 0:30:44
93 8418 山登 紀明 ﾔﾏﾄ ﾉﾘｱｷ 浜松市 0:30:51
94 8759 太田 雄治 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 浜松市 0:30:53
95 8308 金原 修平 ｷﾝﾊﾟﾗ ｼｭｳﾍｲ 袋井市 0:31:12
96 7562 高橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 磐田市 矢崎部品 0:31:13
97 8374 西沢 浩一 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 掛川市 イワタックス 0:31:15
98 8039 鈴木 教靖 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾔｽ 掛川市 0:31:15
99 7824 加藤 文隆 ｶﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 袋井市 水風呂同好会 0:31:18

100 8644 袴田 翔 ﾊｶﾏﾀ ｼｮｳ 浜松市 0:31:23
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101 7856 高田 将人 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾄ 磐田市 0:31:28
102 8041 佐野 博 ｻﾉ ﾋﾛｼ 菊川市 0:31:28
103 8794 杉口 博一 ｽｷﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 磐田市 0:31:35
104 7786 鳥谷 圭佑 ﾄﾘﾔ ｹｲｽｹ 浜松市 0:31:35
105 8457 佐野 信太郎 ｻﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 静岡市 0:31:35
106 8307 鈴木 広史 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 沼津市 0:31:37
107 7447 小澤 英史 ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 磐田市 静岡東海証券 0:31:38
108 8085 尾崎 翼 ｵｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 磐田市 0:31:40
109 7855 森田 佳広 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 吉田町 0:31:50
110 7884 添田 一喜 ｿｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 浜松市 0:31:51
111 7381 杉村 祐輝 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 静岡市 0:31:51
112 8639 山田 貴弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:31:52
113 8539 片橋 寛統 ｶﾀﾊｼ ﾋﾛﾄ 浜松市 0:31:55
114 7178 谷川 雄太 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 袋井市 エンケイＲＣ 0:32:00
115 7716 木村 達也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 静岡市 0:32:02
116 7892 江間 弘昂 ｴﾏ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:32:07
117 7538 大矢 章仁 ｵｵﾔ ｱｷﾋﾄ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 0:32:12
118 8529 大石 利彦 ｵｵｲｼ ﾄｼﾋｺ 三重県 0:32:20
119 7438 中島 健一郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 トモラン 0:32:24
120 8561 尾崎 敦司 ｵｻﾞｷ ｱﾂｼ 焼津市 ＹＲＣ 0:32:28
121 7823 孫 行 ｿﾝ ｺｳ 静岡市 小池弥太郎商店 0:32:30
122 8748 奥村 洋祐 ｵｸﾑﾗ ﾖｳｽｹ 浜松市 0:32:32
123 7712 平野 暢洋 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 磐田市 0:32:52
124 7574 後藤 将仁 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 磐田市 イワタックス 0:32:59
125 8717 杉口 雄介 ｽｷﾞｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:33:09
126 8713 高橋 亨輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 磐田市 ＮＰＫ 0:33:09
127 8559 吉永 章人 ﾖｼﾅｶﾞ ｱｷﾋﾄ 静岡市 三十日の車屋 0:33:09
128 8146 茅野 貴仁 ｶﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ 磐田市 0:33:15
129 8223 渥美 透 ｱﾂﾐ ﾄｵﾙ 磐田市 株式会社アスキー 0:33:22
130 7773 山田 陽平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 浜松市 山田塗装 0:33:33
131 8455 大関 大 ｵｵｾﾞｷ ﾀﾞｲ 静岡市 0:33:37
132 8678 高橋 広大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 掛川市 0:33:40
133 8751 渥美 貴之 ｱﾂﾐ ﾀｶﾕｷ 磐田市 0:33:46
134 7863 小幡 哲也 ｵﾊﾞﾀ ﾃﾂﾔ 愛知県 ビックマン 0:33:48
135 8695 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 愛知県 株式会社大林組 0:33:50
136 7401 萩原 良昭 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼｱｷ 浜松市 0:33:57
137 8502 余語 佑哉 ﾖｺﾞ ﾕｳﾔ 岐阜県 0:34:04
138 8592 岡村 将吾 ｵｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 0:34:23
139 8406 小林 秀行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 菊川市 0:34:28
140 7592 島津 篤史 ｼﾏﾂﾞ ｱﾂｼ 浜松市 0:34:42
141 8758 茂原 明正 ﾓﾊﾗ ｱｷﾏｻ 浜松市 0:35:00
142 8525 守田 佳弘 ﾓﾘﾀ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 0:35:02
143 8468 白松 佳典 ｼﾗﾏﾂ ｹｲｽｹ 静岡市 0:35:04
144 7920 田中 潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 東京都 0:35:09
145 8463 杉山 真悟 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 静岡市 0:35:11
146 7936 奥宮 慎治 ｵｸﾐﾔ ｼﾝｼﾞ 磐田市 0:35:18
147 8139 大石 昌直 ｵｵｲｼ ﾏｻﾅｵ 浜松市 ユニー 0:35:30
148 8753 篠田 洋佑 ｼﾉﾀﾞ ﾖｳｽｹ 浜松市 0:35:40
149 8456 羽鳥 弘祐 ﾊﾄﾘ ｺｳｽｹ 静岡市 0:35:57
150 8613 鈴木 康晋 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 掛川市 0:35:58
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151 8458 筒井 一真 ﾂﾂｲ ｶｽﾞﾏ 静岡市 0:36:30
152 8466 西田 高大 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 0:36:40
153 8791 鈴木 弘実 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:36:54
154 8248 除村 拓 ﾖｹﾑﾗ ﾀｸ 浜松市 0:37:08
155 8598 中嶋 良和 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶｽﾞ 磐田市 0:37:10
156 7927 安間 郷 ｱﾝﾏ ｺﾞｳ 袋井市 0:37:11
157 8812 早川 賢 ﾊﾔｶﾜ ｻﾄｼ 浜松市 0:37:11
158 7578 佐藤 晃央 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 掛川市 0:37:19
159 8679 椎名 光 ｼｲﾅ ﾋｶﾙ 掛川市 0:37:21
160 8700 松浦 崇 ﾏﾂｳﾗ ﾀｶｼ 掛川市 静岡東海証券 0:37:26
161 8081 鈴木 文明 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｱｷ 袋井市 水風呂同好会 0:37:32
162 8136 澤西 康成 ｻﾜﾆｼ ﾔｽﾅﾘ 磐田市 豪商事有限会社 0:37:45
163 8071 鈴木 一矢 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 磐田市 株式会社電器堂 0:37:45
164 7918 松尾 隆義 ﾏﾂｵ ﾀｶﾖｼ 浜松市 0:37:46
165 8210 櫻井 良磨 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾏ 静岡市 0:37:49
166 8102 堀川 耕治 ﾎﾘｶﾜ ｺｳｼﾞ 静岡市 0:37:50
167 8283 成田 真一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 掛川市 0:37:57
168 8174 大沢 友也 ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾔ 磐田市 イワタックス 0:38:06
169 7789 安斎 忠 ｱﾝｻﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県 川口ジョギング 0:38:24
170 8004 杉浦 宏明 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｱｷ 袋井市 なごみかぜ工房 0:38:27
171 8801 加藤 恵一 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁ 磐田市 0:39:16
172 7811 阿部 匡晴 ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ 磐田市 0:39:22
173 7425 金子 博明 ｶﾈｺ ﾋﾛｱｷ 磐田市 豊田レーシング 0:39:41
174 8402 山下 征孝 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾀｶ 磐田市 0:39:55
175 8294 青島 秀隼 ｱｵｼﾏ ﾋﾃﾞﾄ 磐田市 0:41:07
176 8297 山本 良兵 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 静岡市 0:41:42
177 7919 村松 傑大 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:41:55
178 7805 石田 琢人 ｲｼﾀﾞ ﾀｸﾄ 浜松市 しなとも 0:45:26
179 8151 伊藤 晃悠 ｲﾄｳ ｱｷﾊﾙ 浜松市 0:45:30
180 8263 上田 隼人 ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 愛知県 0:45:42
181 8256 原田 博也 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛﾔ 浜松市 0:49:13
182 8305 各務 智弘 ｶｶﾑ ﾄﾓﾋﾛ 岐阜県 0:50:39
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1 7004 石上 真吾 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 藤枝市 藤枝市役所 0:15:52
2 7027 古屋 仁浩 ﾌﾙﾔ ｷﾐﾋﾛ 静岡市 ＴＫナイン 0:15:59
3 7009 西村 満 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾙ 浜松市 スマイリーエンジェル 0:16:46
4 7032 島 康晃 ｼﾏ ﾔｽｱｷ 浜松市 光明走友会 0:16:55
5 7024 森下 桂太 ﾓﾘｼﾀ ｹｲﾀ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 0:16:58
6 7037 染葉 司 ｿﾒﾊ ﾂｶｻ 磐田市 0:17:09
7 7039 生駒 裕一 ｲｺﾏ ﾕｳｲﾁ 磐田市 ＡＬＳＯＫ 0:17:31
8 7040 牧野 誠三 ﾏｷﾉ ｾｲｿﾞｳ 磐田市 袋井東小学校 0:17:35
9 7050 久保田 光博 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 焼津市 見次クラブ 0:17:52

10 7097 松浦 徹 ﾏﾂｳﾗ ﾄｵﾙ 掛川市 五明 0:18:09
11 7084 平林 稔介 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 山梨県 0:18:15
12 7088 名古 公一 ﾅｺﾞ ｺｳｲﾁ 浜松市 天竜でんでん虫 0:18:42
13 7130 藪下 靖弘 ﾔﾌﾞｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 あきらＲＣ村櫛 0:19:04
14 7063 前田 浩志 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 吉田町 見次クラブ 0:19:13
15 7094 渡辺 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 ＪＲ東海 0:19:32
16 7066 寺田 健太 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 磐田市 ヤマハ発動機ランニングクラブ 0:19:43
17 7107 鈴木 誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 浜松市 ふじたや走遊会 0:20:14
18 7149 大杉 剛史 ｵｵｽｷﾞ ﾀｹｼ 浜松市 0:20:16
19 7121 岸田 卓 ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼ 浜松市 0:20:42
20 7188 松下 貴晴 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾊﾙ 浜松市 0:20:44
21 7259 加藤 三統 ｶﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ 浜松市 0:20:49
22 7187 浜崎 純 ﾊﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 浜松市 半田山縦走部 0:20:50
23 7192 村松 亮 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 浜松市 0:20:52
24 7132 佐原 弘章 ｻﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 浜松市 浜松雪番長 0:20:59
25 7845 榑林 章二 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｼﾞ 浜松市 会いに行ける筋肉 0:21:15
26 7191 色山 順平 ｲﾛﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 磐田市 0:21:27
27 7263 山本 智 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾙ 磐田市 フェイスラボ 0:21:29
28 7212 北村 友之 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 ＮＭＢぱややーん 0:21:34
29 7180 平田 義徳 ﾋﾗﾀ ﾖｼﾉﾘ 静岡市 小糸駅伝部 0:21:38
30 7257 岡田 彰宏 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 浜松市 0:21:58
31 7795 石川 寛徳 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 0:21:59
32 7395 湯原 耕一 ﾕﾊﾗ ｺｳｲﾁ 磐田市 0:22:07
33 7485 松野 博樹 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｷ 藤枝市 遠野ＳＳ 0:22:22
34 7172 園 高明 ｿﾉ ﾀｶｱｷ 藤枝市 0:22:23
35 7243 田中 智久 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 牧之原市 ＩＴＯＥＮ 0:22:29
36 8670 松浦 由典 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾉﾘ 掛川市 株式会社ツカサ 0:22:33
37 7052 奥村 哲生 ｵｸﾑﾗ ﾃﾂｵ 浜松市 0:22:41
38 7369 市川 豊 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 浜松市 0:22:46
39 7284 小野田 幸祐 ｵﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ 掛川市 0:23:21
40 7204 長谷川 賢一 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 浜松市 浜松うましか 0:23:22
41 7500 半場 功一 ﾊﾝﾊﾞ ｺｳｲﾁ 浜松市 0:23:33
42 7801 山中 美智明 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾁｱｷ 磐田市 0:23:36
43 7238 鎌形 孝司 ｶﾏｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 浜松市 0:23:54
44 7223 辻村 昌利 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 浜松市 0:23:59
45 7244 田中 学 ﾀﾅｶ ｶﾞｸ 神奈川県 丸菱電機株式会社 0:24:12
46 7256 鈴木 一秀 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 森町 0:24:14
47 7260 金原 正樹 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｻｷ 浜松市 ＳＩＧＮＡＬＳ 0:24:26
48 7251 望月 慎也 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾔ 藤枝市 0:24:27
49 7308 澤口 誠 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 藤枝市 0:24:33
50 8650 西條 秀樹 ｻｲｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｷ 焼津市 ユリタエタクマン 0:24:35
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51 7155 向井 岳夫 ﾑｶｲ ﾀｹｵ 浜松市 0:24:37
52 7504 榎田 剛 ｴﾉｷﾀﾞ ﾂﾖｼ 静岡市 0:24:39
53 7154 杉森 光博 ｽｷﾞﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 ＰＳＲ 0:24:45
54 7268 佐野 一友 ｻﾉ ｶｽﾞﾄﾓ 静岡市 0:24:46
55 7294 田嶋 芳幸 ﾀｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 磐田市 ＮＡＣ 0:24:48
56 7206 澤田 昌平 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 0:24:50
57 8336 牧野 啓太 ﾏｷﾉ ｹｲﾀ 浜松市 0:24:51
58 7304 中村 達哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 浜松市 ココホレワンワン 0:24:52
59 8396 鈴木 真樹 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 掛川市 0:24:55
60 7358 細井 宏隆 ﾎｿｲ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 ＳＭＡＣ 0:25:04
61 7318 水谷 達也 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀﾂﾔ 浜松市 わくわく 0:25:04
62 7421 袴田 真史 ﾊｶﾏﾀ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 0:25:07
63 7596 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 袋井市 0:25:25
64 7195 前田 吉太 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼﾀﾀﾞ 静岡市 0:25:31
65 7320 松下 貴明 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｱｷ 御前崎市 Ｋスマイル 0:25:32
66 7280 藤谷 照治 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 日特人力ライダー部 0:25:45
67 7579 温井 秀明 ﾇｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 0:25:49
68 7848 近藤 正和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ 焼津市 会いに行ける筋肉 0:25:49
69 7240 高橋 由典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 0:26:00
70 7211 五十嵐 崇悦 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾖｼ 浜松市 葵西１５１５ 0:26:01
71 7437 水谷 貴志 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｼ 磐田市 0:26:08
72 7398 室井 邦雄 ﾑﾛｲ ｸﾆｵ 掛川市 ＴＣＣ 0:26:12
73 7496 植田 健介 ｳｴﾀ ｹﾝｽｹ 静岡市 0:26:17
74 7976 中嶋 峰男 ﾅｶｼﾏ ﾐﾈｵ 愛知県 0:26:27
75 7494 森 剛志 ﾓﾘ ﾀｹｼ 磐田市 ロック・フィールド 0:26:30
76 8538 中野 勝明 ﾅｶﾉ ｶﾂｱｷ 磐田市 0:26:33
77 7552 花木 朋彦 ﾊﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 愛知県 0:26:35
78 7287 新井 直樹 ｱﾗｲ ﾅｵｷ 磐田市 ＰＳＲ 0:26:40
79 7479 太田 徹 ｵｵﾀ ﾄｵﾙ 磐田市 0:26:44
80 7487 望月 康正 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾏｻ 磐田市 0:26:44
81 7439 丸井 智和 ﾏﾙｲ ﾄﾓｶｽﾞ 静岡市 0:26:47
82 7258 松野 輝功 ﾏﾂﾉ ﾐﾂｸﾞ 浜松市 新居町商工会 0:26:50
83 7510 天野 教昭 ｱﾏﾉ ﾉﾘｱｷ 磐田市 0:26:52
84 7847 原田 和幸 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 会いに行ける筋肉 0:26:54
85 7431 中村 浩之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 0:26:56
86 8601 川瀬 誠 ｶﾜｾ ﾏｺﾄ 磐田市 0:26:57
87 7362 竹上 仁紀 ﾀｹｶﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ 湖西市 0:26:57
88 7790 森田 智宏 ﾓﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ 袋井市 東海物産 0:27:01
89 8107 岩瀬 聡 ｲﾜｾ ｻﾄｼ 浜松市 0:27:04
90 7245 弓桁 昌良 ﾕﾐｹﾞﾀ ﾏｻﾖｼ 掛川市 0:27:12
91 7511 伴野 良樹 ﾊﾞﾝﾉ ﾖｼｷ 湖西市 0:27:19
92 7427 高橋 清一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 東京都 0:27:20
93 7743 坂根 篤史 ｻｶﾈ ｱﾂｼ 浜松市 0:27:25
94 7874 徳本 貴久 ﾄｸﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 磐田市 磐田第一ＪＦＳＳ 0:27:34
95 8112 平口 俊 ﾋﾗｸﾞﾁ ｼｭﾝ 浜松市 0:27:35
96 7313 高崎 裕宇 ﾀｶｻｷ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 0:27:36
97 7492 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 磐田市 イワタックス 0:27:41
98 7402 寺田 康弘 ﾃﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 藤枝市 0:27:42
99 7300 長谷川 仁 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞﾝ 袋井市 0:27:52

100 7397 鈴木 彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 浜松市 半田山縦走部 0:27:54
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101 7718 小内 孝志 ｵﾅｲ ﾀｶｼ 浜松市 0:27:56
102 7613 本田 勉 ﾎﾝﾀﾞ ﾂﾄﾑ 浜松市 0:27:58
103 8778 山崎 徳之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 浜松市 0:27:59
104 7413 野末 竜之 ﾉｽﾞｴ ﾀﾂﾕｷ 浜松市 0:28:01
105 7405 松浦 圭吾 ﾏﾂｳﾗ ｹｲｺﾞ 浜松市 0:28:06
106 7758 鈴木 一也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾅﾘ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 0:28:07
107 7757 川島 一久 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾋｻ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 0:28:07
108 8739 久嶋 吉則 ﾋｻｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 0:28:10
109 8609 下山 浩史 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ 袋井市 0:28:16
110 8378 川島 知記 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓｷ 磐田市 0:28:18
111 8355 川本 英一 ｶﾜﾓﾄ ｴｲｲﾁ 磐田市 0:28:22
112 7465 鈴木 敏記 ｽｽﾞｷ ﾄｼｷ 富士宮市 0:28:23
113 7540 左口 智也 ｻｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 磐田市 0:28:25
114 7561 米良 直樹 ﾒﾗ ﾅｵｷ 浜松市 ふみおか運動倶楽部 0:28:27
115 8600 江藤 紳吾 ｴﾄｳ ｼﾝｺﾞ 焼津市 0:28:27
116 8621 竹内 克昌 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾏｻ 磐田市 0:28:32
117 7683 飯島 保典 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 サンショウ 0:28:33
118 7761 飯田 仁 ｲｲﾀﾞ ﾋﾄｼ 島田市 島田ＭＬＲＣ 0:28:33
119 7315 村木 康宏 ﾑﾗｷ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 0:28:38
120 7727 柴田 雅幸 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 掛川市 0:28:44
121 8172 足立 浩士 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｼ 浜松市 0:28:49
122 7734 水野 秀保 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾔｽ 浜松市 0:28:53
123 8534 鈴木 貴光 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐﾂ 浜松市 0:28:57
124 7164 鈴木 利幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 磐田市 共和レザー 0:29:00
125 7478 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 三重県 0:29:01
126 7489 河村 健二 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 岐阜県 0:29:02
127 7747 前田 伸晃 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 浜松市 0:29:02
128 8541 渥美 久志 ｱﾂﾐ ﾋｻｼ 磐田市 ＮＭＢぱややーん 0:29:08
129 7903 片山 浩 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ 磐田市 0:29:11
130 7355 内田 俊和 ｳﾁﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 浜松市 0:29:17
131 7861 梶本 直宏 ｶｼﾞﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 磐田市 0:29:18
132 8784 加茂 高史 ｶﾓ ﾀｶﾌﾐ 藤枝市 0:29:24
133 7537 田宮 和則 ﾀﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 掛川市 0:29:34
134 7619 木野 能和 ｷﾉ ﾖｼｶｽﾞ 磐田市 0:29:38
135 7759 大橋 正和 ｵｵﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 0:29:45
136 8063 三浦 勝己 ﾐｳﾗ ｶﾂﾐ 磐田市 チーム てっちゃ 0:29:47
137 7695 須田 智喜 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 浜松市 大和証券 0:29:50
138 8721 片岡 信寿 ｶﾀｵｶ ﾉﾌﾞﾋｻ 静岡市 0:29:52
139 8079 伊藤 直記 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 0:29:55
140 7607 本田 達史 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂｼ 浜松市 0:30:04
141 7763 鈴木 信隆 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾀｶ 磐田市 整体隆光。 0:30:06
142 7875 青田 貴久 ｱｵﾀ ﾀｶﾋｻ 磐田市 ガスウェーブ株式会社 0:30:06
143 8659 寺田 真 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ 磐田市 デニー 0:30:17
144 7617 金原 直史 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾅｵｼ 磐田市 ＹＲＣ 0:30:23
145 7950 肥后 紀明 ﾋｺﾞ ﾉﾘｱｷ 静岡市 アオキトランス 0:30:25
146 7340 佐藤 克久 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｻ 御前崎市 0:30:27
147 8405 鈴木 伸介 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ 磐田市 0:30:29
148 8722 伊藤 清 ｲﾄｳ ｷﾖｼ 静岡市 0:30:31
149 7163 雑賀 友和 ｻｲｶﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 掛川市 だいとお 0:30:32
150 8382 渥美 勉 ｱﾂﾐ ﾂﾄﾑ 浜松市 サンショウ 0:30:48
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151 8498 馬渕 和秀 ﾏﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 磐田市 0:30:49
152 8522 松下 公彦 ﾏﾂｼﾀ ｷﾐﾋｺ 磐田市 0:30:52
153 8494 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 磐田市 0:30:54
154 8798 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 静岡市 0:31:03
155 7983 吉川 章 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ 磐田市 鳶吉川 0:31:04
156 8327 林 雅之 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ 磐田市 磐田市社協 0:31:05
157 8625 辻 雅之 ﾂｼﾞ ﾏｻﾕｷ 磐田市 0:31:07
158 7704 小杉 峰弘 ｺｽｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:31:08
159 7222 磯部 雅也 ｲｿﾍﾞ ﾏｻﾔ 愛知県 名東ゆるゆるランニング倶楽部 0:31:20
160 7756 黒澤 俊充 ｸﾛｻﾜ ﾄｼﾐﾂ 磐田市 火付盗賊改方長谷川平蔵宣以 0:31:24
161 7609 前中 美明 ﾏｴﾅｶ ﾖｼｱｷ 浜松市 0:31:27
162 7816 出口 昌義 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏｻﾖｼ 奈良県 0:31:30
163 7329 堀内 秀樹 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 0:31:32
164 7564 前田 純一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡市 0:31:35
165 7877 塚本 和幸 ﾂｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 焼津市 0:31:36
166 7894 河合 大介 ｶﾜｲ ﾀﾞｲｽｹ 袋井市 0:31:43
167 7689 鈴木 信哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 磐田市 0:31:46
168 8472 伊藤 貴弘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 コーケン工業（株） 0:31:48
169 7890 波多江 威彦 ﾊﾀｴ ﾀｹﾋｺ 磐田市 ほやこげ 0:31:50
170 8155 伊達 克彦 ﾀﾞﾃ ｶﾂﾋｺ 浜松市 0:31:55
171 8134 影山 直隆 ｶｹﾞﾔﾏ ﾅｵﾀｶ 袋井市 浅羽太鼓 0:31:56
172 8271 河野 剛 ｶﾜﾉ ﾂﾖｼ 愛知県 0:32:06
173 7651 乗松 孝好 ﾉﾘﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 磐田市 フレンズガーデン 0:32:06
174 8723 佐藤 育宏 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 0:32:11
175 7908 宮下 剛司 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹｼ 静岡市 大鵬薬品 0:32:17
176 7907 上坂 広樹 ｺｳｻｶ ﾋﾛｷ 浜松市 0:32:18
177 8073 石川 篤 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 掛川市 0:32:22
178 7754 藤見 広和 ﾌｼﾞﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 磐田市 チームＪＯＢ 0:32:25
179 8510 大塚 将幹 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾓﾄ 浜松市 技研測量 0:32:33
180 7167 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:32:43
181 7957 金子 善郎 ｶﾈｺ ﾖｼｵ 浜松市 エネジン 0:32:48
182 8128 倉沢 孝浩 ｸﾗｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 0:32:55
183 7700 鈴木 紀仁 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾄ 湖西市 スルーアローズ 0:32:58
184 7686 山崎 純一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:32:59
185 7902 加藤 仁敏 ｶﾄｳ ｷﾐﾄｼ 磐田市 0:33:09
186 7332 大塚 友則 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 0:33:31
187 8487 杉浦 範義 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘﾖｼ 袋井市 0:33:33
188 7261 平井 将晴 ﾋﾗｲ ﾏｻﾊﾙ 浜松市 ＳＮＧ！ 0:33:38
189 8672 松田 啓也 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲﾔ 島田市 0:33:39
190 8371 森 好孝 ﾓﾘ ﾖｼﾀｶ 磐田市 0:33:46
191 8656 中嶋 俊哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾔ 磐田市 0:33:50
192 7520 松下 一行 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 0:34:04
193 7772 仁藤 勝臣 ﾆﾄｳ ｶﾂｵﾐ 浜松市 0:34:16
194 8437 鈴木 友和 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｶｽﾞ 浜松市 0:34:17
195 8818 柳澤 ルイ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾙｲ 浜松市 0:34:34
196 7464 塩谷 純一 ｼｵﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 掛川市 0:34:35
197 8653 佐藤 武文 ｻﾄｳ ﾀｹﾌﾐ 清水町 0:34:36
198 8217 平吹 晃樹 ﾋﾗﾌｷ ｺｳｷ 愛知県 サンリットＢＭ 0:34:41
199 8329 伊藤 健太郎 ｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 0:34:44
200 8535 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 浜松市 健建築 0:34:44
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201 8660 神田 高男 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶｵ 浜松市 0:34:51
202 8076 大村 錠司 ｵｵﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 浜松市 チームかげやま 0:34:54
203 7133 原田 智好 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ 袋井市 0:35:15
204 7838 落合 丞次 ｵﾁｱｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 浜松市 0:35:20
205 8462 三木 達嘉 ﾐｷ ﾀﾂﾖｼ 静岡市 0:35:24
206 8057 松井 健 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 浜松市 0:35:25
207 7705 平野 健太郎 ﾋﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 藤枝市 0:35:27
208 7417 金指 嘉彦 ｶﾅｻｼ ﾖｼﾋｺ 磐田市 0:35:30
209 8558 野崎 茂樹 ﾉｻﾞｷ ｼｹﾞｷ 三重県 0:35:37
210 7457 小林 弘明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:35:38
211 8137 寺田 大介 ﾃﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 0:35:45
212 8127 塚本 晋也 ﾂｶﾓﾄ ｼﾝﾔ 静岡市 つかもと印刷 0:35:49
213 8400 金野 利昭 ｶﾈﾉ ﾄｼｱｷ 磐田市 0:35:55
214 7589 渡邉 崇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 浜松市 0:35:55
215 8413 山本 啓介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 浜松市 0:36:19
216 8485 木内 康滋 ｷｳﾁ ｺｳｼﾞ 焼津市 0:36:29
217 7277 根岸 直也 ﾈｷﾞｼ ﾅｵﾔ 浜松市 ＰＳＲ 0:36:30
218 8388 山下 祐一 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ 磐田市 0:36:37
219 8228 川瀬 洋行 ｶﾜｾ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 ＡＲＢ 0:36:48
220 8792 山崎 広樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｷ 東京都 0:37:06
221 8021 村山 智彦 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 函南町 0:37:17
222 7990 真木 克昌 ﾏｷ ｶﾂﾏｻ 湖西市 0:38:14
223 8020 鏡味 郷史 ｶｶﾞﾐ ｻﾄｼ 愛知県 0:38:28
224 7684 佐藤 博光 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ 焼津市 0:38:49
225 8318 市野 英明 ｲﾁﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 袋井市 磐田郵便局 0:38:52
226 8479 林 明 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ 磐田市 0:38:55
227 7367 倉石 晃 ｸﾗｲｼ ｱｷﾗ 磐田市 ヤマハ発動機 0:39:14
228 8322 川原 英人 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞﾄ 浜松市 天竜川砂利プラント協同組合 0:39:23
229 7872 平野 輝充 ﾋﾗﾉ ﾃﾙﾐﾂ 袋井市 0:39:53
230 8203 倉田 階 ｸﾗﾀ ｶｲ 磐田市 磐田見付郵便局 0:40:02
231 7943 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 藤枝市 0:40:10
232 8449 漆畑 真希 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 静岡市 0:40:39
233 8044 合田 勝年 ｱｲﾃﾞﾝ ﾏｻﾄｼ 静岡市 永和システム 0:41:28
234 8288 杉山 貴紀 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 静岡市 0:41:42
235 7822 前田 祐介 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 静岡市 小池弥太郎商店 0:42:00
236 8697 宗 将人 ｿｳ ﾏｻﾄ 愛知県 株式会社大林組 0:42:01
237 8260 鈴木 祥正 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 愛知県 三機工業株式会社 0:42:06
238 8401 大城 康徳 ｵｵｼﾛ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 みどり 0:42:46
239 8731 河島 一裕 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 0:42:48
240 7291 安江 太 ﾔｽｴ ﾌﾄｼ 掛川市 リベルト 0:43:26
241 8464 八木 伸行 ﾔｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 静岡市 0:43:41
242 8451 畠中 勇気 ﾊﾀﾅｶ ﾕｳｷ 静岡市 0:44:09
243 8157 河合 一廣 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 0:44:34
244 8412 田中 正宏 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:44:52
245 7748 古田 和也 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞﾔ 磐田市 楽勝ラン倶楽部 0:47:25
246 8500 青木 康訓 ｱｵｷ ﾔｽﾉﾘ 焼津市 0:48:11
247 8671 牧野 浩一 ﾏｷﾉ ｺｳｲﾁ 袋井市 株式会社ツカサ 0:48:30
248 8269 山下 孝弘 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:48:50
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1 7055 吉村 友孝 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾀｶ 焼津市 静岡県立大学 0:17:10
2 7093 北原 弘明 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 菊川市 菊川陸協 0:17:56
3 8737 加藤 金市 ｶﾄｳ ｷﾝｲﾁ 浜松市 0:17:59
4 7048 高橋 俊明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 袋井市 高橋モータース 0:18:11
5 7082 川越 健二 ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｼﾞ 浜松市 ＲＤＧ 0:18:24
6 7044 大橋 正義 ｵｵﾊｼ ﾏｻﾖｼ 吉田町 小糸製作所 0:18:36
7 7090 内藤 佳典 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 えむれん 0:18:41
8 7062 高橋 悟 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 浜松市 ＵＴエイム 0:18:43
9 7455 山下 富士夫 ﾔﾏｼﾀ ﾌｼﾞｵ 川根本町 0:19:07

10 7197 菅原 徹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 磐田市 0:19:41
11 7124 中村 邦宏 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 浜松市 亜興配管工事 0:20:49
12 7064 寺田 成利 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾙﾄｼ 磐田市 ショーワＲＣ 0:21:07
13 8257 殿岡 正美 ﾄﾉｵｶ ﾏｻﾐ 磐田市 チームトノオカ 0:21:13
14 7292 山口 和洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 いちごらんなあ 0:21:17
15 7289 鈴木 章由 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖｼ 浜松市 生産日本社（セイニチ） 0:21:58
16 7267 森 徹 ﾓﾘ ﾄｵﾙ 磐田市 0:22:20
17 7201 山口 健輔 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 浜松市 0:22:57
18 7242 佐藤 達浩 ｻﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ 焼津市 0:23:01
19 7317 米山 四州男 ﾖﾈﾔﾏ ｼｽﾞｵ 磐田市 0:23:05
20 7109 松井 孝介 ﾏﾂｲ ﾀｶﾕｷ 掛川市 掛川愛ＲＵＮ人 0:23:10
21 7189 花村 秀樹 ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 湖西市 駒忠 0:23:10
22 8658 松本 保典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 0:23:10
23 7296 内園 大輔 ｳﾁｿﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 半田山縦走部 0:23:22
24 7286 結城 昭一 ﾕｳｷ ｼｮｳｲﾁ 浜松市 ヤマハ発動機 0:23:28
25 7293 鳥居 守 ﾄﾘｲ ﾏﾓﾙ 磐田市 0:23:33
26 7696 橋本 秀樹 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 0:23:39
27 7221 福田 芳明 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼｱｷ 浜松市 0:23:56
28 7363 山本 耕一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 浜松市 半田山縦走部 0:24:07
29 7235 森下 和成 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 浜松市 0:24:20
30 7441 安藤 一行 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 0:24:34
31 7275 山内 秀仁 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞﾋﾄ 磐田市 0:24:45
32 7312 小笠原 雄次 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 掛川市 キャタラーＲＣ 0:24:57
33 7205 小杉 和英 ｺｽｷﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 浜松市 ミツワＲＣ 0:25:02
34 7001 柴田 光章 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾂｱｷ 磐田市 損保ジャパン日本興亜 0:25:05
35 7295 佐藤 達夫 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 浜松市 0:25:22
36 7216 松浦 由喜夫 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷｵ 菊川市 ひのに野球 0:25:26
37 7518 中根 巳喜男 ﾅｶﾈ ﾐｷｵ 浜松市 浜岡郵便局 0:25:28
38 7486 西岡 晋 ﾆｼｵｶ ｽｽﾑ 浜松市 ふみおか運動倶楽部 0:25:45
39 7248 秋山 弘之 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ＫＳＣ 0:25:50
40 8519 竹部 邦典 ﾀｹﾍﾞ ｸﾆﾉﾘ 浜松市 0:25:52
41 7471 渥美 孝之 ｱﾂﾐ ﾀｶﾕｷ 浜松市 0:25:55
42 7227 村石 和彦 ﾑﾗｲｼ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 0:26:06
43 7331 小林 智茂 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｼｹﾞ 浜松市 人間痛さ 0:26:06
44 7482 阿部 智仁 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾄ 浜松市 0:26:13
45 7491 今田 勝彦 ｲﾏﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 浜松市 渥美建設工業株式会社 0:26:31
46 7599 石垣 彰宏 ｲｼｶﾞｷ ｱｷﾋﾛ 静岡市 すろーパス 0:26:42
47 7393 齊藤 泰 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 愛知県 0:26:51
48 7229 青島 伸介 ｱｵｼﾏ ｼﾝｽｹ 神奈川県 ＦＥＣ－ＳＱ 0:26:53
49 8310 江間 史和 ｴﾏ ﾌﾐｶｽﾞ 磐田市 0:26:59
50 7374 大石 武宏 ｵｵｲｼ ﾀｹﾋﾛ 牧之原市 0:27:00
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51 7851 小杉 勝俊 ｺｽｷﾞ ｶﾂﾄｼ 浜松市 0:27:07
52 8219 澤口 佳宏 ｻﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 スローパス 0:27:20
53 7513 匂坂 孝夫 ｻｷﾞｻｶ ﾀｶｵ 磐田市 0:27:24
54 7550 池ヶ谷 昌之 ｲｹｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 磐田市 0:27:34
55 7530 小林 登喜雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｷｵ 菊川市 0:27:37
56 7380 松下 靖 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽｼ 掛川市 0:27:43
57 7382 山崎 浩二 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 浜松市 浜松磐田信用金庫 0:27:47
58 7699 緒方 賢 ｵｶﾞﾀ ｹﾝ 浜松市 0:27:47
59 8473 伊藤 元伸 ｲﾄｳ ﾓﾄﾉﾌﾞ 磐田市 0:27:51
60 7820 並松 篤司 ﾅﾐﾏﾂ ｱﾂｼ 磐田市 0:27:53
61 7497 小池 一興 ｺｲｹ ｶｽﾞｵｷ 浜松市 0:27:54
62 7279 杉本 達男 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ 磐田市 キンタマケルナ 0:28:00
63 7553 矢島 淳一 ﾔｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 0:28:03
64 7253 内田 健次 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 マリンシャインズ 0:28:04
65 7157 見城 敏英 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 伊豆市 本立野ＲＣ 0:28:05
66 7325 福田 宏和 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 ＬＩＦＥＷＥＬＬ 0:28:20
67 7524 木村 健志 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 磐田市 ＴＯＬＬ 0:28:20
68 7370 石川 泰弘 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 にわかＲＣ 0:28:24
69 8822 鈴木 光次 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｼﾞ 埼玉県 株式会社 小澤建材 0:28:35
70 8490 松下 真也 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ 焼津市 0:28:42
71 7512 大石 浩彰 ｵｵｲｼ ﾋﾛｱｷ 焼津市 有限会社サンエス興業 0:28:47
72 7611 大石 康浩 ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ 牧之原市 藤浦工業 0:28:49
73 8282 松浦 孝治 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｼﾞ 浜松市 0:28:57
74 7435 山口 一馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 浜松市 0:29:03
75 7166 川島 隆 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 磐田市 0:29:05
76 7442 安西 慶晃 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｱｷ 磐田市 山名小ＲＣ 0:29:09
77 7588 岩城 靖 ｲﾜｷ ﾔｽｼ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 0:29:10
78 7926 高須 博 ﾀｶｽ ﾋﾛｼ 磐田市 磐田市東原 0:29:10
79 7975 堀川 敦 ﾎﾘｶﾜ ｱﾂｼ 浜松市 0:29:14
80 7621 嶋村 宗利 ｼﾏﾑﾗ ﾑﾈﾄｼ 浜松市 0:29:18
81 7319 美濃 幸弘 ﾐﾉ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 ＯＲＣ 0:29:23
82 8321 宮崎 寿弘 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 静岡市 スローパス 0:29:42
83 8059 小松 敏幸 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 浜松市 0:29:49
84 7832 川崎 勝己 ｶﾜｻｷ ｶﾂﾐ 磐田市 山下ランナーズクラブ 0:29:58
85 7565 三木 仁 ﾐｷ ﾋﾄｼ 滋賀県 0:30:02
86 7420 池谷 慎人 ｲｹｶﾞﾔ ﾏｺﾄ 浜松市 0:30:11
87 7942 橋ヶ谷 東吾 ﾊｼｶﾞﾔ ﾄｳｺﾞ 焼津市 0:30:13
88 7582 和久田 泰 ﾜｸﾀﾞ ﾔｽｼ 浜松市 0:30:15
89 7618 小林 慎一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 浜松市 0:30:20
90 7769 阿部 克史 ｱﾍﾞ ｶﾂﾌﾐ 磐田市 0:30:21
91 8754 大場 敬晃 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｱｷ 磐田市 0:30:21
92 7110 池ヶ谷 浩希 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳｷ 静岡市 池ヶ谷タクシー 0:30:27
93 7481 芥田 敏英 ｱｸﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 磐田市 0:30:28
94 8811 小島 久典 ｺｼﾞﾏ ﾋｻﾉﾘ 磐田市 0:30:43
95 8484 松本 幸弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 半田山縦走部 0:30:45
96 7532 後藤 孝成 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾅﾘ 浜松市 名城ブラザーズ 0:30:55
97 8094 浅井 豊展 ｱｻｲ ﾄﾖﾉﾌﾞ 愛知県 0:30:56
98 7555 竹内 祐介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 浜松市 チームえぬいし 0:31:03
99 7882 飯塚 孝男 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｵ 焼津市 0:31:12

100 7594 奥田 秀雄 ｵｸﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 富士市 Ｔ－ＯＫＤ 0:31:12
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101 7288 嵯峨 正幸 ｻｶﾞ ﾏｻﾕｷ 湖西市 ドラパン 0:31:38
102 8648 吉林 清一 ﾖｼﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ 浜松市 0:31:42
103 7888 矢島 一彦 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 磐田市 ほやこげ 0:31:50
104 8637 永田 陽一 ﾅｶﾞﾀ ﾖｳｲﾁ 袋井市 0:31:55
105 8354 鈴木 光明 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｱｷ 袋井市 はしる会 0:31:55
106 7612 高柳 宏則 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ 静岡市 0:32:02
107 8516 伏木 章尋 ﾌｼｷ ｱｷﾋﾛ 磐田市 0:32:06
108 7667 塩澤 博 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 磐田市 トランキーロ会 0:32:06
109 7360 鴨 清一郎 ｶﾓ ｾｲｲﾁﾛｳ 湖西市 0:32:06
110 8701 松本 直士 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｼ 浜松市 静岡東海証券 0:32:10
111 7869 勝又 和美 ｶﾂﾏﾀ ｶｽﾞﾐ 三島市 0:32:13
112 8095 中入地 博明 ﾅｶｲﾘﾁ ﾋﾛｱｷ 愛知県 株式会社フカツ 0:32:15
113 8786 田中 弘貴 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 磐田市 静岡ＰＳゼミ 0:32:20
114 7677 大石 雅人 ｵｵｲｼ ﾏｻﾄ 静岡市 0:32:24
115 8348 佐藤 高宏 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:32:29
116 7853 溝口 賢一郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 ミゾグチ 0:32:38
117 8207 村松 孝恭 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾔｽ 浜松市 0:32:39
118 7960 柳 政彦 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋｺ 掛川市 株式会社ネップ 0:33:03
119 7767 齋藤 順三 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 掛川市 ヤマハ発動機 0:33:24
120 8062 見形 卓哉 ﾐｶﾀ ﾀｸﾔ 浜松市 大鵬薬品工業株式会社 0:33:26
121 7669 青木 稔 ｱｵｷ ﾐﾉﾙ 浜松市 （株）影良建設 0:33:32
122 7956 市川 学 ｲﾁｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 ＫＳＣ 0:33:36
123 8454 河原 光晴 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾂﾊﾙ 静岡市 0:33:37
124 7498 杉浦 拓生 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｸｵ 浜松市 0:33:39
125 8190 渡辺 基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｲ 浜松市 みかたはら介護 0:33:49
126 8562 藪崎 良夫 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾖｼｵ 藤枝市 ＹＲＣ 0:33:57
127 7138 鈴木 彰宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 磐田市 清水銀行菊川支店 0:34:14
128 7703 片山 智広 ｶﾀﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 0:34:26
129 8662 鳥居 勤 ﾄﾘｲ ﾂﾄﾑ 磐田市 0:34:28
130 7771 山下 秀人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ 磐田市 0:34:32
131 7698 鈴木 敏宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 0:34:53
132 7787 村木 健一 ﾑﾗｷ ｹﾝｲﾁ 浜松市 生産技術本部長 0:34:57
133 7717 岡崎 秀輝 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 静岡市 0:34:59
134 8000 井本 良治 ｲﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 袋井市 0:35:00
135 7733 小杉 俊徳 ｺｽｷﾞ ﾄｼﾉﾘ 浜松市 矢崎 天竜 0:35:03
136 7991 赤川 秀司 ｱｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｼ 浜松市 浜北スイミングクラブ 0:35:10
137 7646 高橋 政雄 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ 浜松市 0:35:28
138 8080 鈴木 勝博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 三重県 0:35:32
139 8563 石川 雅啓 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 焼津市 ＹＲＣ 0:35:38
140 8631 立花 鑑郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷｵ 東京都 株式会社 小澤建材 0:35:46
141 8411 清田 宏治 ｷﾖﾀ ｺｳｼﾞ 浜松市 0:35:48
142 8409 梶山 浩一 ｶｼﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 浜松市 0:35:56
143 7566 野栗 康光 ﾉｸﾞﾘ ﾔｽﾐﾂ 浜松市 アウトソーシング 0:36:05
144 8052 伊藤 友一 ｲﾄｳ ﾄﾓｲﾁ 浜松市 0:36:21
145 8235 後藤 寿仁 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋﾄ 磐田市 株式会社鈴恭組 0:36:32
146 8045 村松 照夫 ﾑﾗﾏﾂ ﾃﾙｵ 愛知県 磐田郵便局 0:36:42
147 8220 薮崎 雅行 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 藤枝市 0:36:47
148 7821 船津 敏雄 ﾌﾅﾂ ﾄｼｵ 静岡市 小池弥太郎商店 0:36:52
149 8152 岩本 浩一 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ 浜松市 0:36:56
150 8431 宇野 直人 ｳﾉ ﾅｵﾄ 浜松市 0:37:07
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151 8815 吉田 真司 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 茨城県 0:37:20
152 8362 竹下 和幸 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 島田市 0:37:20
153 7774 豊田 勲 ﾄﾖﾀﾞ ｲｻｵ 浜松市 0:37:39
154 7997 大野 泰宏 ｵｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 新機械技術ＲＣ 0:37:48
155 8025 中村 敦一 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 浜松市 0:38:16
156 8394 木下 元秀 ｷﾉｼﾀ ﾓﾄﾋﾃﾞ 磐田市 三立製菓（株） 0:38:19
157 8027 袴田 成巳 ﾊｶﾏﾀ ｼｹﾞﾐ 浜松市 0:38:36
158 7347 田中 常和 ﾀﾅｶ ﾂﾈｶｽﾞ 浜松市 0:38:43
159 8148 伊藤 英立 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾀﾂ 浜松市 0:38:43
160 8447 福井 伸明 ﾌｸｲ ﾉﾌﾞｱｷ 静岡市 0:39:01
161 8008 鈴木 浩三 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 磐田市 鈴木クリニック 0:39:05
162 7783 沢田 好孝 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 浜松市 0:39:06
163 8050 竹上 弘 ﾀｹｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 湖西市 勝竹走遊会 0:39:09
164 8142 小澤 久好 ｵｻﾞﾜ ﾋｻﾖｼ 静岡市 0:40:02
165 7177 石田 邦彦 ｲｼﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 磐田市 エンケイＲＣ 0:40:06
166 7664 坂東 廣一 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 三島市 バズハウス 0:40:29
167 8023 川崎 勝 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾙ 焼津市 0:40:44
168 7635 藤原 敬 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 浜松市 0:40:59
169 8410 藤村 昌弘 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:41:02
170 8143 鈴木 利明 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 浜松市 0:41:16
171 7354 竹下 悟 ﾀｹｼﾀ ｻﾄﾙ 沼津市 ｃａｔｔｉｖｏ 0:41:32
172 7628 富岡 孝之 ﾄﾐｵｶ ﾀｶﾕｷ 島田市 0:42:09
173 8125 大石 高淑 ｵｵｲｼ ﾀｶﾖｼ 浜松市 0:42:14
174 8033 長坂 成生 ﾅｶﾞｻｶ ｼｹﾞｵ 愛知県 0:42:28
175 8419 山崎 昇一 ﾔﾏｻｷ ｼｮｳｲﾁ 浜松市 0:43:15
176 7134 鈴木 定孝 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞﾀｶ 菊川市 市立御前崎総合病院 0:43:25
177 7732 池田 豊 ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 磐田市 矢崎 天竜 0:43:28
178 8099 川村 幸司 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 静岡市 0:44:00
179 7871 萩原 昌也 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾅﾘ 掛川市 0:44:20
180 8461 青野 智治 ｱｵﾉ ﾄﾓﾊﾙ 静岡市 0:44:28
181 8215 袴田 悦司 ﾊｶﾏﾀ ｴﾂｼﾞ 浜松市 しなとも 0:45:28
182 8527 水野 修二 ﾐｽﾞﾉ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 名城ブラザーズ 0:45:38
183 8179 岡本 哲哉 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂﾔ 浜松市 0:46:04
184 8280 阿部 広行 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 鷹丘 0:46:09
185 8185 織田 英敏 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 0:47:23
186 8188 西脇 克和 ﾆｼﾜｷ ﾖｼｶｽﾞ 菊川市 0:47:24
187 8184 小杉 光弘 ｺｽｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 0:47:25
188 7891 釈随 規道 ｼｬｸｽﾞｲ ﾉﾘﾐﾁ 浜松市 光雲寺 0:52:45

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

５kｍ男子60歳～69歳

Print: 2019/11/10 14:49:38 1 / 3 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1 7158 宮野 誠吾 ﾐﾔﾉ ｾｲｺﾞ 浜松市 浜松クラブ 0:19:33
2 7139 斎藤 史直 ｻｲﾄｳ ｼﾅｵ 東京都 夜走会・町田２５ 0:20:17
3 7071 伊藤 富士男 ｲﾄｳ ﾌｼﾞｵ 磐田市 磐田ボクシング 0:20:18
4 7080 原田 幸雄 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾁｵ 袋井市 東海物産 0:20:28
5 7123 永井 恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ 浜松市 0:20:37
6 7228 堀内 武敏 ﾎﾘｳﾁ ﾀｹﾄｼ 掛川市 掛川桜木ＲＣ 0:21:45
7 7252 奥宮 幸雄 ｵｸﾐﾔ ﾕｷｵ 袋井市 0:23:32
8 7271 中道 均 ﾅｶﾐﾁ ﾋﾄｼ 浜松市 共和レザー 0:23:33
9 7301 鈴木 一眞 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 磐田市 0:23:56

10 7232 内山 友二 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｼﾞ 浜松市 半田山縦走部 0:25:06
11 7364 影山 元康 ｶｹﾞﾔﾏ ﾓﾄﾔｽ 浜松市 0:25:10
12 7225 花平 諭 ﾊﾅﾋﾗ ｻﾄｼ 浜松市 はるの 0:25:11
13 7297 岡本 和之 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 はまほとゆうとう 0:25:29
14 7605 久留島 秀和 ｸﾙｼﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 磐田市 0:25:29
15 7183 中重 宏 ﾅｶｼｹﾞ ﾋﾛｼ 滋賀県 0:25:35
16 7199 春名 正徳 ﾊﾙﾅ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 隊友会浜松支部 0:25:39
17 7200 大久保 利武 ｵｵｸﾎﾞ ﾄｼﾀｹ 浜松市 大久保小・内科 0:25:45
18 7298 新村 藤四郎 ｼﾝﾑﾗ ﾄｳｼﾛｳ 焼津市 孤独なランナー 0:25:59
19 8145 野中 茂樹 ﾉﾅｶ ｼｹﾞｷ 菊川市 菊川走ろう会 0:26:06
20 8393 戸田 和良 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 磐田市 磐田市 0:26:08
21 7558 鈴木 一宏 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 0:26:22
22 7215 上村 高久 ｶﾐﾑﾗ ﾀｶﾋｻ 浜松市 0:26:52
23 7534 上岡 光夫 ｳｴｵｶ ﾐﾂｵ 浜松市 0:26:54
24 7333 明田 久稔 ｱｷﾀ ﾋｻﾄｼ 磐田市 0:26:59
25 8262 鈴木 克人 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾄ 愛知県 0:27:02
26 8358 辻村 貞夫 ﾂｼﾞﾑﾗ ｻﾀﾞｵ 浜松市 0:27:02
27 7603 本夛 順二 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 磐田市 0:27:25
28 7016 谷口 忠夫 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｵ 磐田市 浜磐信ビジネス 0:27:30
29 7408 山内 昭博 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 磐田市 0:27:30
30 7678 大場 繁雄 ｵｵﾊﾞ ｼｹﾞｵ 磐田市 国府台整形外科 0:27:39
31 7567 中井 義雄 ﾅｶｲ ﾖｼｵ 神奈川県 0:27:41
32 7557 鈴木 勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 焼津市 ルネサンス静岡 0:27:53
33 7344 大石 訓男 ｵｵｲｼ ﾉﾘｵ 磐田市 遠鉄アシスト 0:27:54
34 7506 吉添 繁雄 ﾖｼｿﾞｴ ｼｹﾞｵ 磐田市 0:28:11
35 7484 山村 裕司 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 浜松市 0:28:24
36 7392 田中 茂雄 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｵ 浜松市 0:28:26
37 7473 中村 英実 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 静岡市 松友会 0:28:28
38 7606 萩原 俊彦 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｼﾋｺ 藤枝市 ツカサ 0:28:29
39 7448 大石 光利 ｵｵｲｼ ﾐﾂﾄｼ 浜松市 0:28:49
40 7675 髙林 和正 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 新機械技術ＲＣ 0:28:58
41 7668 岸本 達雄 ｷｼﾓﾄ ﾀﾂｵ 浜松市 0:29:07
42 7554 松下 康英 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾃﾞ 愛知県 無所属倶楽部 0:29:12
43 7937 金子 正人 ｶﾈｺ ﾏｻﾄ 藤枝市 翔太＊頑張って走ろう会 0:29:15
44 7999 田中 美次 ﾀﾅｶ ﾐﾂｸﾞ 吉田町 0:29:20
45 8331 鈴木 昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 浜松市 0:29:22
46 7345 斉藤 寛 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 磐田市 向陽・袋商ＯＢ 0:29:27
47 7466 新村 正人 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻﾋﾄ 浜松市 ありんこ 0:29:30
48 7587 間渕 秀幸 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 0:29:33
49 7444 鈴木 利朗 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 磐田市 ヤマハランナーズ 0:29:51
50 7236 安藤 真彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 浜松市 0:29:59
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51 7368 松下 明 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾗ 藤枝市 0:30:00
52 7353 鈴木 三千夫 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 浜松市 0:30:04
53 8238 磯部 誠 ｲｿﾍﾞ ﾏｺﾄ 浜松市 0:30:09
54 7307 鈴木 芳男 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ 愛知県 蒲郡クラブ 0:30:15
55 7656 吉田 修一 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 磐田市 0:30:16
56 8351 近藤 護 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ 掛川市 0:30:29
57 8740 大倉 博光 ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾐﾂ 磐田市 0:30:42
58 8489 猪俣 光弘 ｲﾉﾏﾀ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 0:31:06
59 7595 熊切 義明 ｸﾏｷﾘ ﾖｼｱｷ 掛川市 0:31:09
60 7702 東海林 守 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾓﾙ 菊川市 0:31:11
61 7622 西田 光男 ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 浜松市 0:31:13
62 7390 米澤 宏栄 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾋﾃﾞ 浜松市 クロマト 0:31:16
63 7389 橋本 宏 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 磐田市 橋本規恵子 0:31:17
64 7928 原田 日出夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 磐田市 0:31:20
65 7680 水上 泰延 ﾐｽﾞｶﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:31:31
66 8237 小松 洋 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 磐田市 0:31:32
67 7657 落合 啓一 ｵﾁｱｲ ｹｲｲﾁ 菊川市 フリー 0:31:35
68 7864 澤田 洋二 ｻﾜﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 愛知県 0:31:41
69 7798 山田 廣 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 森町 0:31:44
70 8531 飯尾 祐次 ｲｲｵ ﾕｳｼﾞ 浜松市 0:31:51
71 7533 及川 雅彦 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 夜走会．狭山 0:31:52
72 8105 鈴木 和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 静岡市 0:31:55
73 7556 加藤 定 ｶﾄｳ ｻﾀﾞﾑ 磐田市 ＪＴＯＢ 0:32:01
74 7505 白鳥 延博 ｼﾗﾄﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ 浜松市 0:32:04
75 7115 青嶌 孝芳 ｱｵｼﾏ ｶﾀﾖｼ 磐田市 0:32:08
76 7797 友田 雅彦 ﾄﾓﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 森町 0:32:13
77 7682 野末 茂 ﾉｽﾞｴ ｼｹﾞﾙ 磐田市 イワタックス 0:32:14
78 7859 石川 藤吉 ｲｼｶﾜ ﾄｳｷﾁ 浜松市 0:32:15
79 7725 中村 雅輝 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾃﾙ 浜松市 0:32:44
80 7876 芦川 正直 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾅｵ 富士市 0:32:51
81 7690 田端 智 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 静岡市 ＯＺＡＴＯ－Ｅ 0:32:52
82 8666 鈴木 美明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 掛川市 0:32:57
83 7458 日内地 敦孝 ﾋﾅｲﾁﾞ ｱﾂﾀｶ 浜松市 0:33:00
84 7994 野田 茂 ﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 愛知県 0:33:05
85 8069 野末 利則 ﾉｽﾞｴ ﾄｼﾉﾘ 磐田市 大乃浦 0:33:06
86 8381 髙橋 佳三郎 ﾀｶﾊｼ ｹｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 浜松市 サンショウ 0:33:45
87 7932 森松 義博 ﾓﾘﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 0:33:54
88 8115 杉保 聡正 ｽｷﾞﾎ ﾄｼﾏｻ 浜松市 0:33:59
89 7721 矢野 尚立 ﾔﾉ ﾅｵﾀﾂ 磐田市 チームＮＹ 0:34:04
90 7648 中山 幹夫 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ 愛知県 ギスケクラブ 0:34:21
91 7934 松島 秀夫 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 0:34:21
92 7571 太田 勉 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 森町 0:34:30
93 7912 岩本 次峰 ｲﾜﾓﾄ ｼﾞﾎｳ 浜松市 岩本塗装 0:34:32
94 7637 池谷 年弘 ｲｹﾔ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 半田山縦走部 0:34:37
95 7610 室谷 修 ﾑﾛﾀﾆ ｵｻﾑ 浜松市 0:35:15
96 7870 松本 達美 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾐ 牧之原市 富士産業 0:35:19
97 8200 川島 寛 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛｼ 磐田市 0:35:42
98 8292 杉本 礼司 ｽｷﾞﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 浜松市 ケイ・アイ化成株式会社 0:35:57
99 8403 金野 利勝 ｶﾈﾉ ﾄｼｶﾂ 磐田市 0:36:14

100 7701 川本 辰巳 ｶﾜﾓﾄ ﾀﾂﾐ 浜松市 ドンガメクラブ 0:36:23
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101 8098 生熊 衛 ｲｸﾏ ﾏﾓﾙ 磐田市 0:37:17
102 8566 神野 弥生 ｶﾝﾉ ﾔﾖｲ 千葉県 0:38:00
103 8009 猪倉 誠治 ｲﾉｸﾗ ｾｲｼﾞ 浜松市 でめきんトライアル 0:38:09
104 8165 山室 仁 ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾄｼ 磐田市 0:38:19
105 7778 友田 和一 ﾄﾓﾀﾞ ﾜｲﾁ 浜松市 チームみやした 0:38:55
106 7419 阿部 良二 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 磐田市 0:39:25
107 8193 大須賀 禎夫 ｵｵｽｶﾞ ﾀﾀﾞｵ 藤枝市 0:39:59
108 8201 増田 等 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾄｼ 浜松市 0:40:03
109 8491 岡本 晴芳 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾖｼ 磐田市 0:40:11
110 8005 杉浦 義明 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｱｷ 袋井市 0:40:36
111 7081 松野 武 ﾏﾂ ﾀｹｼ 浜松市 0:41:18
112 7629 水野 正勝 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｶﾂ 藤枝市 0:41:41
113 8296 中坪 國雄 ﾅｶﾂﾎﾞ ｸﾆｵ 静岡市 ウィンドパートナーズ 0:42:34
114 8011 杉山 公和 ｽｷﾞﾔﾏ ｷﾐｶｽﾞ 静岡市 お茶目坊頭 0:42:37
115 7740 小楠 享司 ｵｸﾞｽ ｷｮｳｼﾞ 静岡市 東豊田ＦＣ２００１ 0:42:55
116 8816 海老原 一雄 ｴﾋﾞﾊﾗ ｲﾂｵ 茨城県 0:46:08
117 8186 鈴木 一徳 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 菊川市 0:47:24
118 8255 平野 正樹 ﾋﾗﾉ ﾏｻｷ 磐田市 0:49:11
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1 7208 山本 徳雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｸｵ 南伊豆町 静岡県伊豆半島 0:22:09
2 7137 鈴木 信行 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 ドンガメクラブ 0:22:49
3 7326 松林 高司 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 御前崎市 0:24:42
4 7490 森 裕雄 ﾓﾘ ﾋﾛｵ 袋井市 0:25:03
5 7391 渥美 哲生 ｱﾂﾐ ﾃﾂｵ 浜松市 0:26:25
6 7336 小野 貞男 ｵﾉ ｻﾀﾞｵ 浜松市 ランナーズ 0:27:10
7 7269 松下 勝司 ﾏﾂｼﾀ ｶﾂｼﾞ 浜松市 松下カラオケ 0:27:17
8 7342 西極 光雄 ﾆｼｷﾞﾜ ﾐﾂｵ 愛知県 0:27:21
9 8166 阿部 行雄 ｱﾍﾞ ﾕｷｵ 磐田市 0:28:02

10 7361 北嶋 充 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 神奈川県 古希ランナー 0:29:57
11 8475 内田 知志 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 静岡市 0:31:20
12 7807 中村 弘 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 磐田市 0:31:21
13 7673 田中 裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 0:31:21
14 7569 平野 武夫 ﾋﾗﾉ ﾀｹｵ 浜松市 0:31:26
15 8116 松下 忠史 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 ふたば会 0:31:46
16 7262 沢 昭夫 ｻﾜ ﾃﾙｵ 磐田市 磐田市 0:31:47
17 7334 中村 克己 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾐ 静岡市 香歩俱楽部 0:32:10
18 8651 小澤 壮吉 ｵｻﾞﾜ ﾀｹﾖｼ 袋井市 浅羽走友会 0:32:23
19 7989 佐々木 信仁 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾋﾄ 磐田市 いずみ３保育園 0:33:27
20 8326 吉田 建彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 磐田市 0:33:55
21 8347 松下 正男 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻｵ 静岡市 入江南遊走会 0:34:39
22 8167 大石 忠之 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾕｷ 静岡市 大石建具店 0:35:07
23 8376 山下 博千 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 0:36:35
24 8173 村田 良平 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳﾍｲ 磐田市 0:37:13
25 8002 海野 光夫 ｳﾝﾉ ﾐﾂｵ 静岡市 静岡松野走友会 0:37:31
26 8168 榎本 浩 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ 磐田市 0:38:10
27 7788 安斎 敏雄 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｼｵ 埼玉県 川口ジョギング 0:38:24
28 7666 山崎 将行 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 掛川市 飛鳥走遊会 0:38:26
29 8335 原田 昌明 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼｱｷ 静岡市 0:39:02
30 8339 古瀬 秀則 ﾌﾙｾ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 0:39:50
31 7674 芹野 洋介 ｾﾘﾉ ﾖｳｽｹ 磐田市 0:41:58
32 7474 鈴木 善次郎 ｽｽﾞｷ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ 奈良県 0:41:58
33 8330 栗田 昌治 ｸﾘﾀ ﾏｻﾊﾙ 菊川市 0:42:20
34 8170 市川 勝己 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾐ 磐田市 0:42:22
35 8349 川島 善昭 ｶﾜｼﾏ ﾖｼｱｷ 磐田市 長江みさき会 0:42:40
36 8470 平澤 力 ﾋﾗｻﾜ ﾂﾄﾑ 静岡市 0:44:06
37 8164 鈴木 早夫 ｽｽﾞｷ ﾊﾔｦ 森町 カエルがピョン 0:45:11
38 8161 川上 盛衛 ｶﾜｶﾐ ﾓﾘｴ 焼津市 0:46:58
39 8332 髙橋 有治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 袋井市 0:49:10
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1 7070 磯部 元美 ｲｿﾍﾞ ﾓﾄﾐ 浜松市 ハッピーモア 0:17:46
2 7108 松本 みなこ ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾅｺ 浜松市 0:18:55
3 7813 大城 七瀬 ｵｵｼﾛ ﾅﾅｾ 浜松市 0:20:41
4 7136 清水 千広 ｼﾐｽﾞ ﾁﾋﾛ 浜松市 0:21:24
5 7129 野上 愛加 ﾉｶﾞﾐ ｱｲｶ 静岡市 0:22:29
6 7403 中山 知奈美 ﾅｶﾔﾏ ﾁﾅﾐ 愛知県 0:23:01
7 7775 福土 南 ﾌｸﾄﾞ ﾅﾝ 静岡市 高砂香料 0:24:38
8 7051 加藤 奈津季 ｶﾄｳ ﾅﾂｷ 浜松市 ＨｏｎｄａーＲＣ 0:25:18
9 7428 瀬戸 由香子 ｾﾄ ﾕｶｺ 東京都 0:25:27

10 7339 川口 絵未 ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾐ 藤枝市 カネセイ食品 0:25:37
11 7493 石田 裕子 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｺ 湖西市 サンショウ 0:26:03
12 7450 八木 裕子 ﾔｷﾞ ﾋﾛｺ 磐田市 0:26:19
13 7614 鶴見 由佳 ﾂﾙﾐ ﾕｶ 浜松市 イブニング娘 0:26:31
14 7544 新貝 里美 ｼﾝｶﾞｲ ｻﾄﾐ 磐田市 0:26:34
15 7230 笹竹 麻衣 ｻｻﾀｹ ﾏｲ 浜松市 ハピモア 0:26:42
16 7843 太田 由夏 ｵｵﾀ ﾕｶ 浜松市 会いに行ける筋肉 0:26:44
17 7528 太田 絢香 ｵｵﾀ ｱﾔｶ 浜松市 0:26:47
18 7842 磯谷 沙智 ｲｿﾔ ｻﾁ 浜松市 会いに行ける筋肉 0:26:47
19 7865 保月 やよい ﾎﾂﾞｷ ﾔﾖｲ 浜松市 0:26:51
20 8769 山内 優香 ﾔﾏｳﾁ ﾕｶ 浜松市 0:27:01
21 7560 朝倉 順子 ｱｻｸﾗ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:27:02
22 8113 増田 鮎美 ﾏｽﾀﾞ ｱﾕﾐ 浜松市 0:27:09
23 7584 鳥居 未愛 ﾄﾘｲ ﾐｴ 浜松市 0:27:13
24 8805 鈴木 広美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 袋井市 0:27:29
25 7658 山田 典子 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｺ 磐田市 浜松北病院 0:27:51
26 8109 井元 香里 ｲﾓﾄ ｶｵﾘ 浜松市 0:28:14
27 8732 内田 百合子 ｳﾁﾀﾞ ﾕﾘｺ 浜松市 0:28:28
28 7541 星 名奈子 ﾎｼ ﾅﾅｺ 愛知県 スカイブルー 0:28:36
29 7356 手塚 幸代 ﾃﾂﾞｶ ｻﾁﾖ 浜松市 0:28:37
30 7881 寺澤 杏奈 ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾅ 浜松市 キャタラーＲＣ 0:29:04
31 7631 加藤 優 ｶﾄｳ ﾕｳ 磐田市 0:29:08
32 7602 竹内 花織 ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ 浜松市 0:29:28
33 8084 尾崎 里沙 ｵｻﾞｷ ﾘｻ 磐田市 0:29:35
34 7814 村松 静 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾂﾞｶ 浜松市 0:29:37
35 7817 仁王 智香 ﾆｵｳ ﾁｶ 浜松市 0:29:37
36 8507 足土 智紗子 ｱﾂﾞﾁ ﾁｻｺ 浜松市 0:29:37
37 7384 藤井 美紀 ﾌｼﾞｲ ﾐｷ 浜松市 0:29:41
38 8789 山下 ひかり ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾘ 袋井市 ほやこげ 0:29:45
39 8101 松井 史奈 ﾏﾂｲ ﾌﾐﾅ 磐田市 0:29:50
40 8191 髙田 まどか ﾀｶﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 東京都 ｉｎｆ２００４ 0:30:02
41 7388 石原 優満 ｲｼﾊﾗ ﾏｻﾐ 浜松市 0:30:09
42 7904 矢部 真利子 ﾔﾍﾞ ﾏﾘｺ 浜松市 大和証券 0:30:14
43 7860 藤田 希未 ﾌｼﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 浜松市 キャタラーＲＣ 0:30:18
44 8582 山本 安実果 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾐｶ 神奈川県 國學院大學 0:30:19
45 8745 杉田 千明 ｽｷﾞﾀ ﾁｱｷ 磐田市 0:30:31
46 8596 鈴木 美咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 浜松市 浜北特別支援高等学校 0:30:36
47 7691 八木 紀子 ﾔｷﾞ ﾉﾘｺ 藤枝市 0:30:39
48 8517 伏木 友菜 ﾌｼｷ ﾕｳﾅ 磐田市 0:30:50
49 8521 松下 希美 ﾏﾂｼﾀ ｷﾐ 磐田市 0:30:52
50 7693 奈女田 真名香 ﾅﾒﾀ ﾏﾅｶ 浜松市 0:30:52
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51 8049 増田 萌々香 ﾏｽﾀﾞ ﾓﾓｶ 御前崎市 0:30:53
52 8051 戸塚 碧美 ﾄﾂﾞｶ ﾀﾏﾐ 菊川市 0:30:53
53 8054 岡 千尋 ｵｶ ﾁﾋﾛ 磐田市 掛川西高校 0:30:53
54 8055 天野 優美 ｱﾏﾉ ﾕﾐ 袋井市 0:30:53
55 8569 杉浦 真緒 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｵ 掛川市 0:30:54
56 8053 松下 紗奈 ﾏﾂｼﾀ ｻﾅ 菊川市 掛川西高等学校 0:30:54
57 7399 中田 恵美 ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 エネジン株式会社 0:31:01
58 7770 川久保 知美 ｶﾜｸﾎﾞ ﾄﾓﾐ 掛川市 きたぞう 0:31:02
59 7359 原 沙也加 ﾊﾗ ｻﾔｶ 愛知県 0:31:09
60 8497 岡野 さやか ｵｶﾉ ｻﾔｶ 東京都 0:31:12
61 8638 谷部 智美 ﾔﾍﾞ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:31:13
62 8803 鈴木 美佐子 ｽｽﾞｷ ﾐｻｺ 袋井市 0:31:20
63 8583 中西 繭子 ﾅｶﾆｼ ﾏﾕｺ 東京都 明治大学 0:31:21
64 7563 高野 有香里 ﾀｶﾉ ﾕｶﾘ 浜松市 0:31:23
65 7711 中野 美名子 ﾅｶﾉ ﾐﾅｺ 浜松市 0:31:30
66 8574 岡田 佳那 ｵｶﾀﾞ ｶﾅ 掛川市 磐田 0:31:33
67 8599 佐野 亜沙美 ｻﾉ ｱｻﾐ 静岡市 0:31:33
68 8214 山中 沙耶 ﾔﾏﾅｶ ｻﾔ 磐田市 0:31:36
69 8616 加藤 香 ｶﾄｳ ｶｵﾘ 東京都 0:31:37
70 8603 原 瑞奈 ﾊﾗ ﾐｽﾞﾅ 静岡市 0:31:42
71 8738 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 掛川市 0:31:45
72 8373 柿田 裕美 ｶｷﾀ ﾕﾐ 掛川市 イワタックス 0:31:46
73 8808 鈴木 結生花 ｽｽﾞｷ ﾕｲｶ 磐田市 0:31:48
74 7776 渡辺 美佳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 浜松市 0:31:48
75 7810 多々良 吏 ﾀﾀﾗ ﾂｶｻ 焼津市 0:31:50
76 7815 吉田 莉乃 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾉ 焼津市 0:31:50
77 8512 榑松 範子 ｸﾚﾏﾂ ﾉﾘｺ 浜松市 0:31:51
78 7632 大久保 瑞絵 ｵｵｸﾎﾞ ﾐｽﾞｴ 浜松市 0:31:51
79 8338 梅村 由歌理 ｳﾒﾑﾗ ﾕｶﾘ 磐田市 0:31:53
80 8763 伊藤 智恵 ｲﾄｳ ﾁｴ 御前崎市 0:31:58
81 7724 杉浦 紗代子 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾖｺ 愛知県 0:31:58
82 7515 戸塚 恵美子 ﾄﾂﾞｶ ｴﾐｺ 磐田市 0:31:58
83 7377 寺田 敦子 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｺ 磐田市 0:31:59
84 8160 浅村 澄乃 ｱｻﾑﾗ ｽﾐﾉ 浜松市 0:32:01
85 8807 平野 成美 ﾋﾗﾉ ﾅﾙﾐ 磐田市 0:32:03
86 8369 安形 奈緒 ｱｶﾞﾀ ﾅｵ 磐田市 0:32:03
87 8089 伊藤 さや佳 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 磐田市 0:32:09
88 8580 岡本 千恵美 ｵｶﾓﾄ ﾁｴﾐ 浜松市 0:32:11
89 7958 平田 香織 ﾋﾗﾀ ｶｵﾘ 磐田市 0:32:16
90 8091 森下 麻未 ﾓﾘｼﾀ ｱｻﾐ 焼津市 中川牧場ＲＣ 0:32:16
91 7804 山下 はるな ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾅ 浜松市 0:32:19
92 8074 石川 璃央菜 ｲｼｶﾜ ﾘｵﾅ 掛川市 0:32:22
93 7647 早川 類 ﾊﾔｶﾜ ﾙｲ 袋井市 Ｋ－ＦＩＴ 0:32:23
94 7697 山田 祐穂 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾎ 袋井市 0:32:28
95 7639 岡本 麻里 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 菊川市 0:32:40
96 7179 沼倉 夢乃 ﾇﾏｸﾗ ﾕﾒﾉ 浜松市 エンケイＲＣ 0:32:40
97 8711 古山 久美子 ｺﾔﾏ ｸﾐｺ 磐田市 0:32:47
98 7834 清水 佑季子 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｺ 浜松市 0:32:54
99 8317 井上 早季子 ｲﾉｳｴ ｻｷｺ 浜松市 0:32:56

100 8665 原 ゆり子 ﾊﾗ ﾕﾘｺ 掛川市 0:32:57
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101 8345 前嶋 希望 ﾏｴｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 磐田市 0:32:59
102 7597 井上 径子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 浜松市 0:33:01
103 8499 平野 廣実 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾐ 磐田市 0:33:02
104 8333 森 晴佳 ﾓﾘ ﾊﾙｶ 磐田市 0:33:08
105 8198 岩間 みなみ ｲﾜﾏ ﾐﾅﾐ 掛川市 0:33:10
106 8724 江守 幸 ｴﾓﾘ ﾐﾕｷ 静岡市 0:33:11
107 7750 中村 恵 ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:33:13
108 8088 仲田 万里子 ﾅｶﾀﾞ ﾏﾘｺ 浜松市 0:33:15
109 7854 鈴木 絢香 ｽｽﾞｷ ｱﾔｶ 磐田市 0:33:16
110 8642 山田 りな ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾅ 愛知県 ＫＳＣ 0:33:19
111 8744 鈴木 智穂理 ｽｽﾞｷ ﾁﾎﾘ 袋井市 0:33:20
112 8213 山中 優良 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾗ 磐田市 0:33:36
113 7964 田中 翔子 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺ 東京都 0:33:39
114 8681 後藤 成未 ｺﾞﾄｳ ﾅﾙﾐ 掛川市 0:33:41
115 8291 中沢 智咲 ﾅｶｻﾞﾜ ﾁｻｷ 愛知県 0:33:42
116 7923 森岡 亜望 ﾓﾘｵｶ ｱﾐ 浜松市 0:33:42
117 8082 西川 由梨 ﾆｼｶﾜ ﾕﾘ 愛知県 0:33:42
118 7645 宮崎 孝奈 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾅ 菊川市 キャタラーＲＣ 0:33:44
119 8383 岡田 阿由実 ｵｶﾀﾞ ｱﾕﾐ 浜松市 サンショウ 0:33:45
120 8334 中川原 真希 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾏｷ 磐田市 0:33:46
121 8467 長倉 汐花 ﾅｶﾞｸﾗ ｼｵｶ 静岡市 0:33:48
122 8097 佐藤 春菜 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 三重県 0:33:59
123 7692 鈴木 千裕 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 浜松市 0:34:00
124 7539 中村 礼美 ﾅｶﾑﾗ ﾚﾐ 湖西市 ＭＳＲ静岡支部 0:34:05
125 7949 白井 香菜 ｼﾗｲ ｶﾅ 磐田市 ＭＳＲ静岡支部 0:34:06
126 7921 田邊 吏枝子 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｴｺ 菊川市 0:34:07
127 8575 伊藤 紗也佳 ｲﾄｳ ｻﾔｶ 袋井市 0:34:09
128 8694 小西 奈未 ｺﾆｼ ﾅﾐ 磐田市 0:34:19
129 7980 渡辺 美矢子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾔｺ 浜松市 0:34:20
130 8577 高木 涼 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 袋井市 0:34:24
131 8719 武富 美緒 ﾀｹﾄﾐ ﾐｵ 浜松市 0:34:32
132 8324 氏原 真菜実 ｳｼﾞﾊﾗ ﾏﾅﾐ 神奈川県 0:34:32
133 8620 嶋野 友紀 ｼﾏﾉ ﾕｷ 掛川市 0:34:34
134 8239 安藤 佑梨 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕﾘ 神奈川県 0:34:39
135 8270 村越 希 ﾑﾗｺｼ ﾉｿﾞﾐ 焼津市 0:34:39
136 7959 堀内 茜 ﾎﾘｳﾁ ｱｶﾈ 掛川市 0:34:41
137 8061 島津 恵 ｼﾏﾂﾞ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:34:43
138 8384 大石 みよ ｵｵｲｼ ﾐﾖ 浜松市 サンショウ 0:34:43
139 8560 滝浪 恵美子 ﾀｷﾅﾐ ｴﾐｺ 袋井市 三十日の車屋 0:34:44
140 7966 鈴木 智美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:34:49
141 8712 松葉 真実 ﾏﾂﾊﾞ ﾏﾐ 島田市 中川牧場ＲＣ 0:34:51
142 8528 中村 彩華 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 磐田市 0:34:52
143 8532 関 安寿佳 ｾｷ ｱｽｶ 浜松市 0:34:56
144 7005 菊地 柚香 ｷｸﾁ ﾕｽﾞｶ 御前崎市 0:34:56
145 8003 内山 玲奈 ｳﾁﾔﾏ ﾚｲﾅ 磐田市 イワタックス 0:34:58
146 8284 酒井 純子 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ 長泉町 0:35:00
147 8246 鈴木 香里 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 掛川市 0:35:08
148 8546 金原 美央 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾐｵ 磐田市 0:35:09
149 8344 加藤 菜摘 ｶﾄｳ ﾅﾂﾐ 磐田市 0:35:11
150 8767 川原 麻希 ｶﾜﾊﾗ ﾏｷ 磐田市 0:35:13
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151 7352 ＲＩＮＪＡＮＩ ＵＳＷＡＴＨＵＮ ＨＡＳＡＮＡＨ ﾘﾝｼﾞｬﾆ ｳｽﾜﾄｩﾝ ﾊｻﾅｰ 愛知県 0:35:13
152 8760 太田 杏菜 ｵｵﾀ ｱﾝﾅ 浜松市 0:35:13
153 8809 桝本 理恵 ﾏｽﾓﾄ ﾘｴ 湖西市 0:35:13
154 8787 小野田 真穂 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾎ 御前崎市 0:35:21
155 8254 野村 純子 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:35:25
156 8163 髙瀬 慈子 ﾀｶｾ ﾁｶｺ 磐田市 0:35:28
157 7546 古田 沙織 ﾌﾙﾀ ｻｵﾘ 浜松市 ケイエスシー 0:35:34
158 8286 山梨 直子 ﾔﾏﾅｼ ﾁｶｺ 静岡市 0:35:37
159 8424 大山 恵美 ｵｵﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:35:39
160 8795 小池 ひろみ ｺｲｹ ﾋﾛﾐ 静岡市 0:35:42
161 7468 池田 愛 ｲｹﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 静岡市 0:35:42
162 8314 原 未鈴 ﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 伊豆の国市 0:35:51
163 7952 西尾 早紀香 ﾆｼｵ ｻｷｶ 浜松市 ソフトウェアプロダクツ 0:35:53
164 7977 長瀨 由佳 ﾅｶﾞｾ ﾕｶ 浜松市 静軽 0:36:14
165 8175 河合 南奈 ｶﾜｲ ﾅﾅﾐ 袋井市 イワタックス 0:36:15
166 8171 石川 祐佳 ｲｼｶﾜ ﾕｳｶ 浜松市 遠州病院ＪＣ 0:36:19
167 8415 中村 茉倫 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾘﾝ 浜松市 0:36:27
168 8692 佐藤 世玲奈 ｻﾄｳ ｾﾚﾅ 掛川市 0:36:31
169 8287 後藤 仁伽 ｺﾞﾄｳ ｻﾄｶ 磐田市 0:36:33
170 7849 大井 瑛里佳 ｵｵｲ ｴﾘｶ 磐田市 大井瑛里佳税理士事務所 0:36:39
171 7938 平野 真奈美 ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾐ 浜松市 0:36:56
172 8597 中嶋 真実 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾐ 磐田市 0:37:10
173 7954 石田 小織 ｲｼﾀﾞ ｻｵﾘ 磐田市 0:37:14
174 8540 平野 公美 ﾋﾗﾉ ｸﾐ 磐田市 0:37:25
175 8593 植田 美咲 ｳｴﾀﾞ ﾐｻｷ 島田市 中川牧場ＲＣ 0:37:29
176 8086 中村 めぐみ ﾅｶﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:37:31
177 7793 當眞 陽子 ﾄｳﾏ ﾖｳｺ 愛知県 三遠メディメイツ 0:37:42
178 8689 寺田 芙美 ﾃﾗﾀﾞ ﾌﾐ 掛川市 0:37:50
179 8524 鷹巣 友加里 ﾀｶｽ ﾕｶﾘ 愛知県 0:37:51
180 8734 藤原 寿乃 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｻﾉ 磐田市 0:37:56
181 7946 本橋 友香 ﾓﾄﾊｼ ﾕｶ 焼津市 0:37:57
182 8181 薮崎 恵子 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｹｲｺ 袋井市 0:37:58
183 8814 熊切 里穂 ｸﾏｷﾘ ﾘﾎ 磐田市 0:38:14
184 8138 伊藤 友紀 ｲﾄｳ ﾕｷ 愛知県 0:38:19
185 8654 藤野 愛 ﾌｼﾞﾉ ﾏﾅ 愛知県 0:38:19
186 8218 外山 紀子 ﾄﾔﾏ ﾉﾘｺ 浜松市 0:38:20
187 8736 岩崎 みずき ｲﾜｻｷ ﾐｽﾞｷ 磐田市 0:38:21
188 8162 山中 暁子 ﾔﾏﾅｶ ｱｷｺ 磐田市 0:38:27
189 8629 松本 万実 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾐ 磐田市 0:38:28
190 8547 浅井 香織 ｱｻｲ ｶｵﾘ 磐田市 0:38:41
191 8440 杉山 彩歌 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔｶ 浜松市 0:38:42
192 7672 田中 幸枝 ﾀﾅｶ ｻﾁｴ 浜松市 0:38:43
193 8482 山梨 愛実 ﾔﾏﾅｼ ﾏﾅﾐ 島田市 0:38:43
194 8034 杉本 直子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵｺ 浜松市 0:38:54
195 8016 松本 友美 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾐ 磐田市 鈴木クリニック 0:39:05
196 8243 干場 美咲 ﾎｼﾊﾞ ﾐｻｷ 浜松市 0:39:05
197 8765 見附 未沙子 ﾐﾂｹ ﾐｻｺ 東京都 株式会社小澤建材 0:39:08
198 8319 中世古 有貴 ﾅｶｾｺ ﾕｳｷ 浜松市 0:39:10
199 8363 山下 典子 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾘｺ 磐田市 0:39:10
200 8131 山本 彩乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 浜松市 0:39:11

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

５kｍ女子高校生～39歳

Print: 2019/11/10 14:50:24 5 / 5 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

201 7766 池谷 佑美 ｲｹﾔ ﾕﾐ 浜松市 0:39:13
202 8720 菅谷 理子 ｽｶﾞﾔ ｻﾄｺ 長泉町 0:39:14
203 7548 釣谷 仁美 ﾂﾘﾀﾆ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:39:16
204 8752 鈴木 琴実 ｽｽﾞｷ ｺﾄﾐ 島田市 0:39:18
205 8749 飯原 直香 ｲｲﾊﾗ ﾅｵｶ 島田市 0:39:18
206 8750 山﨑 彩葉 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾔﾊ 島田市 0:39:18
207 8075 阿部 有紀 ｱﾍﾞ ﾕｷ 磐田市 0:39:22
208 8477 市岡 朋美 ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:39:26
209 8686 市川 理恵 ｲﾁｶﾜ ﾘｴ 掛川市 0:39:29
210 8773 高瀬 美也子 ﾀｶｾ ﾐﾔｺ 浜松市 0:39:30
211 8266 古川 栞 ﾌﾙｶﾜ ｼｵﾘ 浜松市 0:39:32
212 8103 天野 貴子 ｱﾏﾉ ﾀｶｺ 掛川市 0:39:47
213 7944 川井 恵里 ｶﾜｲ ｴﾘ 浜松市 0:39:52
214 8716 戸田 真理子 ﾄﾀﾞ ﾏﾘｺ 浜松市 0:40:13
215 7731 高瀬 史華 ﾀｶｾ ﾌﾐｶ 磐田市 はいもん 0:40:27
216 8416 名波 理絵 ﾅﾅﾐ ﾘｴ 浜松市 0:40:30
217 7893 大高 優 ｵｵﾀｶ ﾕｳ 掛川市 0:40:37
218 8579 中曽根 かんだ ﾅｶｿﾈ ｶﾝﾀﾞ 袋井市 0:40:38
219 8429 杉永 侑輝 ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾕｷ 浜松市 0:40:46
220 7608 天野 ゆり ｱﾏﾉ ﾕﾘ 浜松市 0:41:06
221 8735 鈴木 麻友 ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 掛川市 0:41:07
222 8298 杉本 美奈 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐﾅ 掛川市 0:41:07
223 8290 平松 小夜 ﾋﾗﾏﾂ ｻﾖ 静岡市 0:41:42
224 8289 桑原 里沙 ｸﾜﾊﾗ ﾘｻ 静岡市 0:41:42
225 8192 荒木 弥生 ｱﾗｷ ﾔﾖｲ 浜松市 ジレサゥン 0:41:57
226 8530 青山 博子 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛｺ 愛知県 0:41:58
227 8272 藤田 祐貴乃 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾉ 掛川市 0:42:12
228 8417 松下 ゆかり ﾏﾂｼﾀ ﾕｶﾘ 浜松市 0:42:23
229 8309 宇佐美 裕香 ｳｻﾐ ﾕｶ 菊川市 キャタラーＲＣ 0:43:05
230 8841 柳田 真紀子 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｷｺ 御前崎市 0:43:10
231 8614 茂木 美雪 ﾓﾃｷﾞ ﾐﾕｷ 菊川市 市立御前崎総合病院 0:43:24
232 8504 下牟田 美幸 ｼﾓﾑﾀ ﾐﾕｷ 浜松市 矢崎天竜 0:43:27
233 8699 小室 満弓 ｺﾑﾛ ﾏﾕﾐ 磐田市 0:43:33
234 8687 鈴木 理央菜 ｽｽﾞｷ ﾘｵﾅ 掛川市 0:43:33
235 8488 猪俣 まや ｲﾉﾏﾀ ﾏﾔ 東京都 0:43:42
236 8677 中村 詩織 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾘ 掛川市 0:43:51
237 8675 中村 優香 ﾅｶﾑﾗ ﾕｶ 掛川市 0:44:07
238 8465 渡村 美里 ﾄﾑﾗ ﾐｻﾄ 静岡市 0:44:10
239 8452 清水 こなみ ｼﾐｽﾞ ｺﾅﾐ 静岡市 0:44:10
240 7446 長縄 美春 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾐﾊﾙ 掛川市 0:44:11
241 8683 高田 早紀子 ﾀｶﾀﾞ ｻｷｺ 掛川市 0:45:02
242 8684 新田 ゆかり ﾆｯﾀ ﾕｶﾘ 掛川市 0:45:06
243 8676 山田 梨加 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｶ 掛川市 0:45:34
244 8606 山本 彩香 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔｶ 菊川市 0:45:36
245 8607 鈴木 悠記子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 静岡市 0:45:37
246 8680 坂口 亜実 ｻｶｸﾞﾁ ｱﾐ 掛川市 0:46:20
247 8691 武井 裕希子 ﾀｹｲ ﾕｷｺ 掛川市 0:46:21
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1 7098 中川 恵美 ﾅｶｶﾞﾜ ｴﾐ 浜松市 浜松うましか 0:19:14
2 7131 青島 育美 ｱｵｼﾏ ｲｸﾐ 磐田市 ＳＭＩＬＥＹ 0:19:27
3 7125 鈴木 沙恵里 ｽｽﾞｷ ｻｴﾘ 浜松市 0:19:41
4 7112 川島 悦代 ｶﾜｼﾏ ｴﾂﾖ 浜松市 ボニー＆ラブ 0:19:53
5 7128 太田 由美 ｵｵﾀ ﾕﾐ 袋井市 いわたボクシング 0:20:49
6 7213 深澤 麻央 ﾌｶｻﾜ ﾏｵ 富士市 見次クラブ 0:21:47
7 7203 杉田 美佐 ｽｷﾞﾀ ﾐｻ 浜松市 フロイント産業株式会社 0:21:59
8 7226 牧野 晶子 ﾏｷﾉ ｱｷｺ 藤枝市 0:22:01
9 7219 杉山 貴子 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｺ 掛川市 ショーワＲＣ 0:22:03

10 7217 野中 美恵子 ﾉﾅｶ ﾐｴｺ 浜松市 0:22:12
11 7142 内山 昭代 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾖ 浜松市 ★ＳＰＪ★ 0:22:44
12 7145 小久保 秀美 ｺｸﾎﾞ ﾋﾃﾞﾐ 愛知県 0:23:25
13 7234 吉山 由香 ﾖｼﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 0:23:38
14 7250 竹内 美紀 ﾀｹｳﾁ ﾐｷ 長野県 0:23:42
15 7472 中村 尚子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 浜松市 0:23:54
16 7265 鈴木 江都子 ｽｽﾞｷ ｴﾂｺ 島田市 0:24:08
17 7327 青田 晶子 ｱｵﾀ ｱｷｺ 浜松市 0:24:21
18 7224 三郷 千代子 ｻﾝｺﾞｳ ﾁﾖｺ 森町 ＴＥＡＭ３００ 0:24:28
19 7366 小杉 知見 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:24:34
20 7713 氏原 尚子 ｳｼﾞﾊﾗ ﾋｻｺ 浜松市 0:24:38
21 7502 福田 輝美 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾙﾐ 島田市 0:24:52
22 7278 望月 薫 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｵﾙ 藤枝市 0:25:02
23 7328 宮崎 明美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｹﾐ 静岡市 ＡＢＣＲ 0:25:15
24 7641 長尾 清香 ﾅｶﾞｵ ｷﾖｶ 浜松市 0:25:16
25 7276 村上 佳代 ﾑﾗｶﾐ ｶﾖ 浜松市 0:25:38
26 7568 今本 富江 ｲﾏﾓﾄ ﾄﾐｴ 焼津市 0:25:41
27 7170 高橋 靖代 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾖ 浜松市 0:25:52
28 7387 近藤 博江 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｴ 森町 ロック・フィールド 0:25:55
29 7509 増田 真弓 ﾏｽﾀﾞ ﾏﾕﾐ 焼津市 0:25:57
30 8352 小澤 由理 ｵｻﾞﾜ ﾕﾘ 磐田市 0:25:58
31 7536 大庭 容代 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾖ 浜松市 0:26:26
32 7100 山路 美幸 ﾔﾏｼﾞ ﾐﾕｷ 御前崎市 0:26:36
33 7410 サリ サンティ ｻﾘ ｻﾝﾃｨ 浜松市 0:26:50
34 7846 高木 紗綾 ﾀｶｷﾞ ｻｱﾔ 浜松市 会いに行ける筋肉 0:27:03
35 7480 影山 和子 ｶｹﾞﾔﾏ ｶｽﾞｺ 富士市 0:27:10
36 7660 森下 美香 ﾓﾘｼﾀ ﾐｶ 浜松市 ＦＵＴＡＣＹＵ 0:27:13
37 8495 深津 やよい ﾌｶﾂ ﾔﾖｲ 掛川市 0:27:20
38 7330 牧野 里江子 ﾏｷﾉ ﾘｴｺ 磐田市 豊岡北小 0:27:23
39 7572 鈴木 純子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:27:26
40 7527 松本 登美子 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾐｺ 浜松市 みずきランニングチ－ム 0:27:26
41 8035 大瀬 尚代 ｵｵｾ ﾅｵﾖ 浜松市 0:27:26
42 7586 高木 久美子 ﾀｶｷﾞ ｸﾐｺ 浜松市 0:27:27
43 7576 淵上 純子 ﾌﾁｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ 磐田市 0:27:33
44 7176 藤田 瑞世 ﾌｼﾞﾀ ﾐｽﾞﾖ 浜松市 エンケイＲＣ 0:27:37
45 7459 永井 歩見 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾐ 磐田市 0:27:45
46 7909 高橋 めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:27:47
47 7583 山本 裕子 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｺ 磐田市 0:27:48
48 7836 山本 陽子 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ 磐田市 0:27:49
49 7581 大杉 里佳 ｵｵｽｷﾞ ﾘｶ 浜松市 0:27:49
50 7376 小内 マサエ ｵﾅｲ ﾏｻｴ 浜松市 0:27:56
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51 7930 前田 恵子 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｺ 吉田町 0:28:04
52 7453 西本 恵磨 ﾆｼﾓﾄ ｴﾏ 浜松市 0:28:05
53 8594 梅林 裕見子 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 浜松市 合同ブロック製造株式会社 0:28:13
54 7467 村松 みゆき ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾕｷ 島田市 かけとくＺ４ 0:28:21
55 8555 植田 朋美 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 焼津市 0:28:28
56 7722 伊藤 真弓 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ 浜松市 0:28:30
57 7803 石橋 美奈 ｲｼﾊﾞｼ ﾐﾅ 静岡市 0:28:34
58 7321 松井 夕佳里 ﾏﾂｲ ﾕｶﾘ 御前崎市 Ｋスマイル 0:28:51
59 7407 江崎 明美 ｴｻｷ ｱｹﾐ 愛知県 0:28:55
60 7623 阿部 由美子 ｱﾍﾞ ﾕﾐｺ 磐田市 0:28:57
61 7577 外戸口 久子 ｹﾄﾞｸﾞﾁ ﾋｻｺ 浜松市 0:29:01
62 7404 成瀬 智紗 ﾅﾙｾ ﾁｻ 静岡市 虹星 0:29:02
63 7706 中嶋 祥子 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 袋井市 0:29:06
64 8725 土田 みどり ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 磐田市 岩っ子ランナーズ 0:29:12
65 7837 小杉 祐子 ｺｽｷﾞ ﾕｳｺ 磐田市 0:29:20
66 7616 加藤 康子 ｶﾄｳ ﾔｽｺ 磐田市 0:29:21
67 7634 山内 直美 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾐ 袋井市 かぴばら～ず 0:29:23
68 8434 飯島 千香子 ｲｲｼﾞﾏ ﾁｶｺ 浜松市 0:29:32
69 7779 村松 文枝 ﾑﾗﾏﾂ ﾌﾐｴ 浜松市 0:29:32
70 8087 村上 直子 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｺ 掛川市 0:29:33
71 7710 河口 記世子 ｶﾜｸﾞﾁ ｷﾖｺ 静岡市 0:29:37
72 7715 高橋 淳子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 0:29:40
73 7375 小永井 理恵子 ｺﾅｶﾞｲ ﾘｴｺ 磐田市 0:29:41
74 8036 吉田 京 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾔｺ 浜松市 0:29:43
75 7570 櫻井 仁子 ｻｸﾗｲ ｻﾄｺ 浜松市 0:29:46
76 8313 池田 邦枝 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｴ 浜松市 0:29:49
77 7737 小笠原 仲津子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅﾂｺ 掛川市 0:30:01
78 7649 岩倉 多津子 ｲﾜｸﾗ ﾀﾂﾞｺ 浜松市 0:30:02
79 7519 山村 利枝子 ﾔﾏﾑﾗ ﾘｴｺ 浜松市 0:30:04
80 7910 大石 明実 ｵｵｲｼ ｱｹﾐ 袋井市 0:30:05
81 7503 向島 かおる ﾑｺｳｼﾞﾏ ｶｵﾙ 藤枝市 0:30:07
82 7625 大村 典子 ｵｵﾑﾗ ﾉﾘｺ 静岡市 0:30:10
83 7626 鳥居 美穂 ﾄﾘｲ ﾐﾎ 磐田市 0:30:12
84 8150 羽木 香 ﾊｷﾞ ｶｵﾘ 浜松市 0:30:20
85 7630 池ヶ谷 美穂 ｲｹｶﾞﾔ ﾐﾎ 静岡市 池ヶ谷タクシー 0:30:27
86 7591 高橋 光代 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾖ 焼津市 0:30:31
87 8090 増田 峰子 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾈｺ 掛川市 0:30:32
88 7709 岡本 千夏 ｵｶﾓﾄ ﾁﾅﾂ 浜松市 みかたはら介護 0:30:32
89 8757 寺田 暁 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾋ 磐田市 0:30:33
90 7935 中村 仁美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 浜松市 0:30:37
91 8040 乙部 恵美子 ｵﾄﾍﾞ ｴﾐｺ 浜松市 0:30:40
92 7522 青山 美奈子 ｱｵﾔﾏ ﾐﾅｺ 磐田市 0:30:41
93 8017 岡本 直美 ｵｶﾓﾄ ﾅｵﾐ 浜松市 0:31:09
94 7800 杉田 和代 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 愛知県 0:31:10
95 7636 馬場 暁子 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷｺ 神奈川県 サーク磐田 0:31:11
96 7627 稲垣 三香 ｲﾅｶﾞｷ ﾐｶ 浜松市 0:31:16
97 7742 荒川 裕美 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:31:19
98 7905 鈴木 康子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 焼津市 志太建材（株） 0:31:31
99 8056 木下 重美 ｷｼﾀ ｼｹﾞﾐ 掛川市 0:31:32

100 7643 大庭 千晴 ｵｵﾊﾞ ﾁﾊﾙ 浜松市 わくわく 0:31:35
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101 7620 春山 弘美 ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:31:36
102 7924 赤堀 訓子 ｱｶﾎﾘ ﾉﾘｺ 焼津市 0:31:37
103 8590 谷口 浜美 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾊﾏﾐ 浜松市 0:31:39
104 8591 石田 理恵 ｲｼﾀﾞ ﾘｴ 浜松市 0:31:39
105 7970 宮下 真由美 ﾐﾔｼﾀ ﾏﾕﾐ 長野県 0:31:43
106 8032 鷲巣 聖美 ﾜｼｽﾞ ｷﾖﾐ 島田市 0:31:43
107 7590 内山 知香 ｳﾁﾔﾏ ﾁｶ 浜松市 0:31:45
108 8622 鈴木 七重 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｴ 静岡市 0:31:46
109 7971 仙島 泰子 ｾﾝｼﾞﾏ ﾔｽｺ 藤枝市 0:31:46
110 8306 鳥居 久美子 ﾄﾘｲ ｸﾐｺ 掛川市 0:31:48
111 8476 内田 典子 ｳﾁﾀﾞ ﾉﾘｺ 静岡市 0:31:51
112 7916 宮川 美紀 ﾐﾔｶﾜ ﾐｷ 浜松市 わくわく 0:31:54
113 8048 河原崎 亨好 ｶﾜﾗｻｷ ｷｮｳｺ 焼津市 0:31:57
114 8028 松井 登志子 ﾏﾂｲ ﾄｼｺ 掛川市 0:32:01
115 7593 奥田 由美子 ｵｸﾀﾞ ﾕﾐｺ 富士市 Ｔ－ＯＫＤ 0:32:01
116 7940 櫻井 祥子 ｻｸﾗｲ ｼｮｳｺ 焼津市 0:32:03
117 7549 青木 由美子 ｱｵｷ ﾕﾐｺ 群馬県 0:32:05
118 8083 松波 朋子 ﾏﾂﾅﾐ ﾄﾓｺ 三重県 0:32:09
119 7751 廣瀬 嘉美 ﾋﾛｾ ﾖｼﾐ 愛知県 0:32:12
120 7948 梶 美加 ｶｼﾞ ﾐｶ 浜松市 わくわく 0:32:14
121 7190 菊地 理恵子 ｷｸﾁ ﾘｴｺ 東京都 マリントリートメント整骨院 0:32:15
122 7879 平出 惠美 ﾋﾗﾃﾞ ｴﾐ 浜松市 チーム３３ 0:32:18
123 7915 馬渕 京子 ﾏﾌﾞﾁ ｷｮｳｺ 浜松市 ＦＵＴＡＣＹＵ 0:32:20
124 7969 小林 雅子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｺ 浜松市 0:32:21
125 7598 小野寺 秀美 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞﾐ 浜松市 0:32:25
126 7809 新間 晴乃 ｼﾝﾏ ﾊﾙﾉ 島田市 0:32:29
127 8503 大橋 恵美 ｵｵﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:32:30
128 7965 横山 雅代 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾖ 磐田市 0:32:31
129 7720 松浦 有紀 ﾏﾂｳﾗ ﾕｷ 浜松市 0:32:35
130 7640 神谷 江利子 ｶﾐﾔ ｴﾘｺ 浜松市 0:32:42
131 8240 井手 千津子 ｲﾃﾞ ﾁﾂﾞｺ 浜松市 0:32:43
132 8275 菅沼 寛子 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛｺ 掛川市 0:32:47
133 8206 福井 波帆 ﾌｸｲ ﾅﾐﾎ 磐田市 0:32:48
134 7653 實石 佳織 ｼﾞﾂｲｼ ｶｵﾘ 焼津市 0:32:48
135 8010 高松 真由美 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾕﾐ 神奈川県 0:32:49
136 7601 青島 史 ｱｵｼﾏ ﾌﾐ 磐田市 0:32:50
137 7829 石原 芳江 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｴ 磐田市 浜松ホトニクス 0:32:53
138 7714 筒井 圭子 ﾂﾂｲ ｹｲｺ 浜松市 みずきＲＣ 0:32:55
139 8669 塩崎 規子 ｼｵｻﾞｷ ﾉﾘｺ 磐田市 0:32:56
140 8667 山田 幸枝 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｴ 掛川市 0:32:57
141 7654 白鳥 夫佐子 ｼﾗﾄﾘ ﾌｻｺ 静岡市 0:33:20
142 8664 小原 有美子 ｵﾊﾗ ﾕﾐｺ 掛川市 0:33:21
143 8037 上尾 紀子 ｶﾐｵ ﾉﾘｺ 滋賀県 0:33:22
144 7812 鈴木 洋美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 静岡市 0:33:23
145 8178 清水 奈美絵 ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｴ 浜松市 0:33:25
146 8195 和泉 恵津子 ｲｽﾞﾐ ｴﾂｺ 静岡市 0:33:27
147 8279 後藤 有美 ｺﾞﾄｳ ﾕﾐ 静岡市 0:33:32
148 8783 伊藤 由桐子 ｲﾄｳ ﾕｷｺ 磐田市 0:33:34
149 8070 荒川 貴美子 ｱﾗｶﾜ ｷﾐｺ 浜松市 0:33:35
150 7939 原田 聡美 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄﾐ 浜松市 0:33:38
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151 8617 榑林 奈奈子 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾅﾅｺ 掛川市 0:33:40
152 7418 福地 真由美 ﾌｸﾁ ﾏﾕﾐ 掛川市 0:33:40
153 7273 山内 小百合 ﾔﾏｳﾁ ｻﾕﾘ 藤枝市 ＡＲＣ静岡 0:33:40
154 8225 高橋 温子 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｺ 浜松市 下阿多古 0:33:45
155 8077 齋能 かおり ｻｲﾉｳ ｶｵﾘ 沼津市 0:33:46
156 8030 遠藤 美智子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｺ 磐田市 0:33:47
157 7984 山崎 真弓 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏﾕﾐ 東京都 0:33:48
158 7962 森岡 洋子 ﾓﾘｵｶ ﾅﾐｺ 浜松市 0:33:51
159 8408 織部 梨恵 ｵﾘﾍﾞ ﾘｴ 菊川市 0:33:54
160 8092 竹田 佳弥 ﾀｹﾀﾞ ｶﾔ 長野県 炎のランナーズ 0:33:56
161 8202 齋藤 紀子 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｺ 磐田市 株式会社永井組 0:33:59
162 8770 増田 明日香 ﾏｽﾀﾞ ｱｽｶ 藤枝市 0:34:05
163 8766 山岸 沙織 ﾔﾏｷﾞｼ ｻｵﾘ 藤枝市 0:34:06
164 8252 有西 恵子 ｱﾘﾆｼ ｹｲｺ 磐田市 0:34:09
165 8029 横山 香里 ﾖｺﾔﾏ ｶｵﾘ 磐田市 0:34:10
166 8119 三林 理恵 ﾐﾂﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 磐田市 0:34:11
167 8064 今泉 優子 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾕｳｺ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 0:34:11
168 8399 平 奈緒子 ﾋﾗ ﾅｵｺ 磐田市 0:34:12
169 8114 杉保 浩子 ｽｷﾞﾎ ﾋﾛｺ 浜松市 0:34:14
170 8194 松島 恵子 ﾏﾂｼﾏ ｹｲｺ 浜松市 0:34:16
171 8156 影山 桂子 ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲｺ 浜松市 0:34:16
172 8222 渡辺 美代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾖｺ 浜松市 0:34:19
173 7961 鈴木 幸子 ｽｽﾞｷ ｻﾁｺ 浜松市 0:34:21
174 8543 中江 里枝 ﾅｶｴ ｻﾄｴ 三島市 0:34:27
175 8459 山田 愛 ﾔﾏﾀﾞ ｱｲ 静岡市 0:34:33
176 7922 鈴木 栄子 ｽｽﾞｷ ｴｲｺ 浜松市 お走走 0:34:35
177 8647 吉林 多恵子 ﾖｼﾊﾞﾔｼ ﾀｴｺ 浜松市 0:34:49
178 7780 山内 光代 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾖ 磐田市 0:34:50
179 8230 梶井 智代 ｶｼﾞｲ ﾄﾓﾖ 浜松市 0:34:51
180 7383 糸川 恵 ｲﾄｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 0:34:51
181 8661 神田 恵美 ｶﾝﾀﾞ ｴﾐ 浜松市 0:34:51
182 7745 デリマ クリス ﾃﾞﾘﾏ ｸﾘｽ 磐田市 みずき浜松 0:34:56
183 8096 栗田 育子 ｸﾘﾀ ｲｸｺ 菊川市 0:34:57
184 7911 吉野 紗恵子 ﾖｼﾉ ｻｴｺ 磐田市 0:35:05
185 8117 齋藤 継枝 ｻｲﾄｳ ﾂｸﾞｴ 島田市 0:35:06
186 8129 仁藤 純子 ﾆﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:35:06
187 8780 高橋 千佳 ﾀｶﾊｼ ﾁｶ 富士宮市 0:35:13
188 8515 鶴田 比呂恵 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｴ 磐田市 0:35:16
189 7955 仲塚 とし子 ﾅｶﾂｶ ﾄｼｺ 磐田市 0:35:17
190 8019 小林 久美子 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾐｺ 焼津市 0:35:19
191 8108 中道 智子 ﾅｶﾐﾁ ﾄﾓｺ 浜松市 0:35:24
192 7914 本山 久美子 ﾓﾄﾔﾏ ｸﾐｺ 磐田市 0:35:25
193 8058 間渕 由紀 ﾏﾌﾞﾁ ﾕｷ 浜松市 0:35:25
194 7806 小林 千恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ 静岡市 0:35:27
195 7941 宮木 梨圭 ﾐﾔｷ ﾘｶ 焼津市 0:35:28
196 8800 兼岩 千佐子 ｶﾈｲﾜ ﾁｻｺ 牧之原市 0:35:33
197 8573 菅野 美妃 ｽｶﾞﾉ ﾐｷ 掛川市 0:35:34
198 8576 芦川 和美 ｱｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ 磐田市 0:35:35
199 8742 渋谷 真弓 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾕﾐ 浜松市 0:35:36
200 8608 岩瀬 みさ子 ｲﾜｾ ﾐｻｺ 浜松市 0:35:41
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201 7878 高橋 久子 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｺ 袋井市 0:35:41
202 8123 村松 淳 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 磐田市 ＰＯＰ ＶＩＲＵＳ 0:35:48
203 8111 山崎 由紀子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｷｺ 愛知県 0:35:52
204 8121 長谷川 久代 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾖ 浜松市 0:35:58
205 7687 地曳 奈緒子 ｼﾞﾋﾞｷ ﾅｵｺ 千葉県 0:35:59
206 8065 久米 千穂 ｸﾒ ﾁﾎ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 0:35:59
207 7655 田村 智恵子 ﾀﾑﾗ ﾁｴｺ 静岡市 0:36:01
208 7633 深津 史織 ﾌｶﾂ ｼｵﾘ 浜松市 0:36:03
209 7974 大橋 由佳 ｵｵﾊｼ ﾕｶ 浜松市 0:36:03
210 7644 平口 洋子 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾖｳｺ 島田市 中川牧場ＲＣ 0:36:05
211 7931 金指 ミチ子 ｶﾅｻｼ ﾐﾁｺ 磐田市 0:36:06
212 8493 土田 和美 ﾂﾁﾀ ｶｽﾞﾐ 沼津市 0:36:06
213 8122 杉村 典子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾉﾘｺ 磐田市 0:36:13
214 8623 相馬 緑子 ｿｳﾏ ﾉﾘｺ 静岡市 0:36:17
215 8118 菊池 知子 ｷｸﾁ ﾄﾓｺ 浜松市 0:36:20
216 8110 相川 アンジェラ ｱｲｶﾜ ｱﾝｼﾞｪﾗ 浜松市 0:36:22
217 8380 川島 紀子 ｶﾜｼﾏ ﾉﾘｺ 磐田市 0:36:24
218 7231 鈴木 和枝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ 浜松市 0:36:24
219 8714 水野 知那美 ﾐｽﾞﾉ ﾁﾅﾐ 浜松市 0:36:26
220 7992 岩附 由佳 ｲﾜﾂｷ ﾕｶ 掛川市 0:36:28
221 8130 中村 弘美 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:36:30
222 8389 山下 正実 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐ 磐田市 0:36:37
223 8197 岩間 葉子 ｲﾜﾏ ﾖｳｺ 掛川市 0:36:40
224 8626 辻 智子 ﾂｼﾞ ﾄﾓｺ 磐田市 0:36:42
225 8550 塚本 吉子 ﾂｶﾓﾄ ﾖｼｺ 浜松市 0:36:43
226 7839 内山 淑江 ｳﾁﾔﾏ ﾖｼｴ 浜松市 0:36:45
227 8537 大石 節代 ｵｵｲｼ ｾﾂﾖ 磐田市 0:36:53
228 7913 高保 幸乃 ﾀｶﾎ ﾕｷﾉ 藤枝市 0:36:55
229 8241 岩本 浩子 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｺ 浜松市 0:36:56
230 8545 松本 さとみ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾐ 浜松市 0:36:57
231 8159 竹内 佳織 ﾀｹｳﾁ ｶｵﾘ 浜松市 0:36:57
232 8227 中山 直子 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｺ 磐田市 0:37:00
233 7735 末田 忍 ｽｴﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 しのさんず 0:37:01
234 7585 小楠 友江 ｵｸﾞｽ ﾄﾓｴ 静岡市 0:37:02
235 8007 大石 あけみ ｵｵｲｼ ｱｹﾐ 磐田市 0:37:11
236 7995 松本 彰子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 浜松市 0:37:13
237 7906 澤柳 晴子 ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｺ 浜松市 あ走会 0:37:16
238 8031 新関 八千代 ﾆｲｾﾞｷ ﾔﾁﾖ 静岡市 ネオ工芸 0:37:23
239 8782 市川 千佳 ｲﾁｶﾜ ﾁｶ 富士市 0:37:24
240 8018 山崎 智子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｺ 静岡市 0:37:26
241 7299 丹治 彩織 ﾀﾝｼﾞ ｻｵﾘ 静岡市 静岡医療福祉センター 0:37:27
242 7738 若林 孝乃 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉ 島田市 中川牧場ＲＣ 0:37:28
243 7436 増井 利枝 ﾏｽｲ ﾘｴ 浜松市 0:37:31
244 8158 鈴木 仁美 ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:37:36
245 8469 佐野 真美 ｻﾉ ﾏﾐ 静岡市 0:37:41
246 8421 大澄 美奈子 ｵｵｽﾐ ﾐﾅｺ 浜松市 0:37:42
247 8281 鈴木 佳代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 磐田市 0:37:47
248 7818 村上 幸子 ﾑﾗｶﾐ ｻﾁｺ 浜松市 0:37:49
249 8663 鳥居 利代子 ﾄﾘｲ ﾘﾖｺ 磐田市 0:38:00
250 8046 永田 芳子 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｺ 浜松市 メイプルズ浜松 0:38:03
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251 7988 大庭 利江 ｵｵﾊﾞ ﾄｼｴ 浜松市 住友生命相互会社 0:38:08
252 8741 千葉 奈美 ﾁﾊﾞ ﾅﾐ 清水町 0:38:10
253 8300 岩本 恵 ｲﾜﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 島田市 0:38:12
254 8100 高野 裕子 ﾀｶﾉ ﾕｳｺ 愛知県 0:38:14
255 8006 杉浦 ひと美 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ 袋井市 0:38:17
256 8078 池谷 さえ子 ｲｹｶﾞﾔ ｻｴｺ 浜松市 0:38:19
257 8414 中嶋 美絵 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｴ 浜松市 0:38:22
258 8236 外山 裕美子 ﾄﾔﾏ ﾕﾐｺ 浜松市 0:38:29
259 8698 畑岡 訓子 ﾊﾀｵｶ ｻﾄｺ 袋井市 0:38:30
260 8141 友田 江合子 ﾄﾓﾀﾞ ｴﾘｺ 磐田市 咲来部 0:38:30
261 8259 山中 瑞穂 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂﾞﾎ 磐田市 0:38:34
262 8304 橋本 直子 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｺ 焼津市 静岡弁当 0:38:34
263 7736 渥美 千鶴 ｱﾂﾐ ﾁﾂﾞﾙ 浜松市 0:38:40
264 8548 内山 みゆ希 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾕｷ 磐田市 0:38:41
265 8199 渋川 由美子 ｼﾌﾞｶﾜ ﾕﾐｺ 磐田市 0:38:42
266 7996 佐々木 宏子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ 磐田市 いずみ２保育園 0:38:42
267 7523 山梨 陽子 ﾔﾏﾅｼ ﾖｳｺ 島田市 0:38:44
268 8144 山下 朋代 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾖ 磐田市 0:38:47
269 8038 原田 八千代 ﾊﾗﾀﾞ ﾔﾁﾖ 焼津市 0:38:48
270 8425 大山 万里枝 ｵｵﾔﾏ ﾏﾘｴ 浜松市 0:38:52
271 8423 宮澤 しげ美 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 浜松市 0:38:58
272 8015 出口 真理子 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾏﾘｺ 磐田市 鈴木クリニック 0:39:05
273 7784 沢田 たかえ ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｴ 浜松市 0:39:07
274 7953 後藤 直美 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾐ 浜松市 0:39:09
275 8014 武井 理未 ﾀｹｲ ﾘﾐ 磐田市 鈴木クリニック 0:39:12
276 8258 中村 雅子 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 沼津市 0:39:17
277 8093 吉川 久美子 ｷｯｶﾜ ｸﾐｺ 浜松市 0:39:28
278 8570 木村 真由美 ｷﾑﾗ ﾏﾕﾐ 袋井市 0:39:32
279 7993 村松 恵美 ﾑﾗﾏﾂ ｴﾐ 菊川市 0:39:37
280 7662 牧野 恭子 ﾏｷﾉ ｷｮｳｺ 静岡市 ＳＫＹＲＵＮ 0:39:40
281 8177 太田 公美 ｵｵﾀ ｸﾐ 掛川市 0:39:48
282 8060 野上 雅恵 ﾉｶﾞﾐ ﾏｻｴ 愛知県 0:39:51
283 8226 油井 圭美 ﾕｲ ﾀﾏﾐ 焼津市 0:40:05
284 7638 山本 やちよ ﾔﾏﾓﾄ ﾔﾁﾖ 浜松市 0:40:14
285 8646 鈴木 直子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 浜松市 0:40:20
286 8342 佐野 菊美 ｻﾉ ｷｸﾐ 磐田市 0:40:24
287 8343 加藤 尚子 ｶﾄｳ ﾋｻｺ 磐田市 0:40:24
288 8253 大森 ゆかり ｵｵﾓﾘ ﾕｶﾘ 磐田市 0:40:24
289 8249 竹村 美由紀 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 磐田市 0:40:27
290 8453 中東 昌美 ﾅｶﾋｶﾞｼ ﾏｻﾐ 静岡市 0:40:32
291 7749 安藤 三千代 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾖ 浜松市 0:40:35
292 8640 山田 明子 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ 磐田市 0:40:40
293 8147 松本 明子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 浜松市 ＳＫＥ００ 0:40:41
294 8427 橋本 恵美子 ﾊｼﾓﾄ ｴﾐｺ 浜松市 0:40:46
295 8013 大野 正代 ｵｵﾉ ﾏｻﾖ 磐田市 鈴木クリニック 0:41:09
296 8718 荒澤 美智子 ｱﾗｻﾜ ﾐﾁｺ 浜松市 0:41:18
297 8433 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:41:26
298 8443 古田 浩子 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｺ 浜松市 0:41:44
299 8067 高柳 みつ子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂｺ 浜松市 お走走 0:41:45
300 8426 伊藤 里枝子 ｲﾄｳ ﾘｴｺ 浜松市 0:41:52
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301 8124 落合 身知子 ｵﾁｱｲ ﾐﾁｺ 磐田市 0:42:15
302 7979 坂本 凡子 ｻｶﾓﾄ ﾅﾐｺ 藤枝市 中川牧場ＲＣ 0:42:15
303 8180 青野 直美 ｱｵﾉ ﾅｵﾐ 掛川市 ぽちぽちいこか 0:42:19
304 8043 富田 美雪 ﾄﾐﾀ ﾐﾕｷ 静岡市 0:42:27
305 8285 村松 智子 ﾑﾗﾏﾂ ﾄﾓｺ 袋井市 ロサボニータ 0:42:36
306 8341 石井 一恵 ｲｼｲ ｶｽﾞｴ 磐田市 0:42:44
307 8634 渥美 ひとみ ｱﾂﾐ ﾋﾄﾐ 掛川市 0:42:55
308 8635 大橋 恵美 ｵｵﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 掛川市 0:42:55
309 8553 田中 芳子 ﾀﾅｶ ﾖｼｺ 焼津市 0:43:06
310 7972 鶴見 啓江 ﾂﾙﾐ ﾋﾛｴ 御前崎市 0:43:09
311 8420 松下 幸江 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷｴ 浜松市 0:43:16
312 8480 西藤 正江 ｻｲﾄｳ ﾏｻｴ 磐田市 0:43:24
313 7947 細窪 伸江 ﾎｿｸﾎﾞ ﾉﾌﾞｴ 浜松市 ＫＳＣ 0:43:26
314 8505 太田 正江 ｵｵﾀ ﾏｻｴ 浜松市 矢崎天竜 0:43:28
315 8320 森上 奈美 ﾓﾘｶﾐ ﾅﾐ 浜松市 0:43:32
316 8448 長島 美保 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾎ 静岡市 0:43:36
317 8182 大村 ひとみ ｵｵﾑﾗ ﾋﾄﾐ 浜松市 スマイリー 0:43:41
318 8422 大石 知子 ｵｵｲｼ ﾄﾓｺ 浜松市 0:44:05
319 8183 菅沼 喜代子 ｽｶﾞﾇﾏ ｷﾖｺ 浜松市 スマイリー 0:44:12
320 8817 柳澤 照美 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾃﾙﾐ 浜松市 0:44:14
321 8153 松井 有美 ﾏﾂｲ ﾕﾐ 愛知県 0:44:22
322 8357 堀 好美 ﾎﾘ ﾖｼﾐ 菊川市 0:44:24
323 7768 鈴木 朱美 ｽｽﾞｷ ｱｹﾐ 袋井市 0:44:24
324 7777 廣岡 みどり ﾋﾛｵｶ ﾐﾄﾞﾘ 掛川市 0:44:24
325 8571 八木 智子 ﾔｷﾞ ﾄﾓｺ 焼津市 0:44:25
326 7694 加藤 裕子 ｶﾄｳ ﾋﾛｺ 浜松市 0:44:37
327 8132 松浦 真美 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾐ 森町 0:45:36
328 8244 櫻谷 恵子 ｻｸﾗﾔ ｹｲｺ 浜松市 0:45:36
329 8557 市川 泰代 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾖ 浜松市 ない 0:45:41
330 8187 松井 まり子 ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ 菊川市 0:47:23
331 8189 西脇 末乃 ﾆｼﾜｷ ｽｴﾉ 菊川市 0:47:26
332 8268 高林 達枝 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｴ 浜松市 0:48:53
333 8501 青木 さつき ｱｵｷ ｻﾂｷ 焼津市 0:49:10
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1 7031 野中 恒亨 ﾉﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ 浜松市 北星中 0:16:05
2 7049 大村 祐史 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｼ 島田市 島田陸協 0:16:56
3 7012 村田 優 ﾑﾗﾀ ﾕｳ 浜松市 麁玉中学校 0:16:59
4 7160 望月 琉成 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 静岡市 籠上中学校 0:17:08
5 7029 山田 晴翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾄ 南伊豆町 0:17:20
6 7083 大城 龍之介 ｵｵｼﾛ ﾘｭｳﾉｽｹ 浜松市 笠井中学校 0:17:21
7 7042 鳥澤 圭佑 ﾄﾘｻﾜ ｹｲｽｹ 川根本町 清水ミズノＳＣ 0:17:25
8 7041 鳥澤 光佑 ﾄﾘｻﾜ ｺｳｽｹ 川根本町 清水ミズノＳＣ 0:17:59
9 7114 佐藤 有季 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 愛知県 あすたま 0:18:01

10 7022 村田 駿 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 浜松市 麁玉中学校 0:18:33
11 7020 溝辺 悠真 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾕｳﾏ 浜松市 浜松曳馬 0:18:49
12 7043 中村 晃士 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾄ 浜松市 浜松浜北北部中 0:19:09
13 7118 渡邉 充 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾙ 愛知県 名古屋市立志段味中学校 0:19:38
14 8361 竹下 柚稀 ﾀｹｼﾀ ﾕｽﾞｷ 島田市 0:19:43
15 7144 河合 春摩 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏ 袋井市 浅羽中学校 0:19:48
16 7143 中村 隼士 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 浜松市 浜松浜北北部中 0:20:01
17 7372 中根 遼太 ﾅｶﾈ ﾘｮｳﾀ 浜松市 江西中学校 0:20:01
18 7078 塚本 大智 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 静岡市 賤機中学校 0:21:15
19 7150 前田 大陽 ﾏｴﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 静岡市 0:21:58
20 7443 磯部 航 ｲｿﾍﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県 あおい中学校 0:22:10
21 7119 石丸 大夢 ｲｼﾏﾙ ﾀｲﾑ 藤枝市 藤枝ＡＣ 0:22:16
22 7782 安本 雅哉 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾔ 浜松市 0:23:04
23 7151 望月 優眞 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾏ 静岡市 0:23:26
24 7237 渡邉 俊甫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 北浜東部中学校 0:23:43
25 7728 柴田 優 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 掛川市 掛川北中学校 0:23:51
26 8397 土屋 蓮 ﾂﾁﾔ ﾚﾝ 浜松市 0:23:59
27 7272 大杉 怜央 ｵｵｽｷﾞ ﾚｵ 浜松市 浜松北星中学校 0:24:16
28 7194 服部 昂気 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｷ 磐田市 城山中学校 0:24:36
29 8387 大久保 建信 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝｼﾝ 浜松市 0:24:37
30 8730 鈴木 涼多 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 掛川市 0:25:02
31 8536 藤村 駿 ﾌｼﾞﾑﾗ ｼｭﾝ 愛知県 0:25:34
32 7341 新田 大寿 ﾆｯﾀ ﾀｲｼﾞｭ 焼津市 0:25:37
33 7311 神谷 優輝 ｶﾐﾔ ﾕｳｷ 浜松市 丸塚中学校 0:25:42
34 7440 丸井 春樹 ﾏﾙｲ ﾊﾙｷ 静岡市 0:26:47
35 8513 榑松 大智 ｸﾚﾏﾂ ﾀｲﾁ 浜松市 0:27:12
36 7895 河合 希実 ｶﾜｲ ﾉｿﾞﾐ 袋井市 0:28:34
37 8245 林 主樹 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 愛知県 0:28:40
38 7030 野上 優太 ﾉｶﾞﾐ ﾕｳﾀ 愛知県 0:29:30
39 8810 矢内 大和 ﾔﾅｲ ﾊﾙﾄ 袋井市 0:30:11
40 8398 藤本 慎矢 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 袋井市 袋井南中学 0:30:11
41 7181 鈴木 悠斗 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾄ 袋井市 袋井南中学校 0:30:11
42 8224 伊藤 優汰 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 袋井市 袋井市立袋井南中学校 0:30:11
43 8554 田中 和 ﾀﾅｶ ﾅｺﾞﾐ 焼津市 0:30:19
44 7652 成田 海斗 ﾅﾘﾀ ｶｲﾄ 愛知県 バレッツ 0:31:03
45 8649 吉林 大智 ﾖｼﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 浜松市 0:31:42
46 7076 坪根 光輝 ｳﾂﾎﾞﾈ ｺｳｷ 愛知県 0:34:15
47 7146 坂井 智哉 ｻｶｲ ﾄﾓﾔ 愛知県 0:34:37
48 8478 市岡 翼 ｲﾁｵｶ ﾂﾊﾞｻ 浜松市 0:39:26
49 8233 竹下 空 ﾀｹｼﾀ ｿﾗ 沼津市 ｃａｔｔｉｖｏ 0:41:30
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1 7028 永田 稜翔 ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳﾄ 磐田市 神明中 0:16:48
2 7058 永井 克樹 ﾅｶﾞｲ ｶﾂｷ 磐田市 竜洋中学校 0:16:57
3 8474 平岡 祥多 ﾋﾗｵｶ ｼｮｳﾀ 磐田市 向陽中学校 0:17:32
4 7069 山本 俊哉 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 磐田市 磐田市立神明中学校 0:17:46
5 7045 垂水 大聖 ﾀﾙﾐ ﾀｲｾｲ 磐田市 豊岡中学校 0:18:20
6 7113 鈴木 海登 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 磐田市 豊田南中学校 0:18:33
7 8781 増田 凌雅 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳｶﾞ 磐田市 神明中学校 0:18:50
8 7209 江塚 亘 ｴﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 磐田市 磐田市立城山中学校 0:19:23
9 7198 北村 航佑 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ 磐田市 神明中学校 0:19:37

10 7193 大石 龍太郎 ｵｵｲｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 磐田市 磐田市立城山中学校 0:19:42
11 7445 川島 優大 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 磐田市 0:19:45
12 8813 大空 夏樹 ｵｵｿﾞﾗ ﾅﾂｷ 磐田市 豊岡中学校 0:20:56
13 7322 森下 舜也 ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝﾔ 磐田市 0:21:11
14 7011 松山 航大 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾀ 磐田市 磐田市立南部中学校 0:22:06
15 7452 徳本 陵汰 ﾄｸﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 磐田市 磐田第一中学校 0:22:24
16 7469 金子 颯 ｶﾈｺ ﾊﾔﾃ 磐田市 0:23:54
17 8636 渥美 奏天 ｱﾂﾐ ｶﾅﾀ 磐田市 0:24:03
18 7207 石井 柊次 ｲｼｲ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 城山中 0:24:37
19 8340 平松 陸翔 ﾋﾗﾏﾂ ﾘｸﾄ 磐田市 城山中 0:25:03
20 8572 寺田 悠人 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙﾄ 磐田市 磐田市立城山中学校 0:25:13
21 7867 八木 唯斗 ﾔｷﾞ ﾕｲﾄ 磐田市 豊田中 0:26:05
22 8799 砂山 幸人 ｽﾅﾔﾏ ﾕｷﾄ 磐田市 ＡＰＥＸ磐田 0:26:18
23 8627 辻 絢介 ﾂｼﾞ ｹﾝｽｹ 磐田市 0:26:33
24 7802 山中 恵太郎 ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ 磐田市 豊田南中学 0:26:37
25 8743 松浦 悠真 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾏ 磐田市 0:26:48
26 8379 川島 瑛斗 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾄ 磐田市 南部中 0:27:39
27 8274 佐藤 隼靖 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 磐田市 豊田南中 0:27:41
28 8508 金原 叶翔 ｷﾝﾊﾟﾗ ｶﾅﾄ 磐田市 磐田市立向陽中学校 0:28:08
29 8506 野口 恵翔 ﾉｸﾞﾁ ｹｲﾄ 磐田市 0:28:14
30 8392 横山 光 ﾖｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 磐田市 磐田学園 0:29:13
31 7963 片山 亮 ｶﾀﾔﾏ ﾄｵﾙ 磐田市 0:30:14
32 8391 松浦 航太 ﾏﾂｳﾗ ｺｳﾀ 磐田市 磐田学園 0:35:52
33 8645 大野 福多朗 ｵｵﾉ ﾌｸﾀﾛｳ 磐田市 磐田市立豊岡中学校 0:39:02
34 8026 倉石 和真 ｸﾗｲｼ ｶｽﾞﾏ 磐田市 袋井特支 0:39:14
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1 7148 榮元 佑真 ｴｲﾓﾄ ﾕﾏ 静岡市 0:19:20
2 7116 清水 陽南 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾅ 菊川市 菊川西中 0:19:52
3 7239 久保島 彩智 ｸﾎﾞｼﾏ ｻﾁ 浜松市 開成中学 0:20:15
4 7282 内山 陽葉 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾊ 浜松市 浜松市立中郡中学校 0:20:30
5 7185 森川 花音 ﾓﾘｶﾜ ｶﾉﾝ 袋井市 浅羽中学校 0:20:54
6 7266 都田 朱音 ﾐﾔｺﾀﾞ ｱﾔﾈ 静岡市 0:21:31
7 7147 山田 朱莉 ﾔﾏﾀﾞ ｱｶﾘ 南伊豆町 0:22:10
8 7270 菊地 紗帆 ｷｸﾁ ｻﾎ 静岡市 清水ミズノ 0:24:08
9 7096 大脇 凪沙 ｵｵﾜｷ ﾅｷﾞｻ 裾野市 Ｔｅａｍ Ｃａｌｍｅ 0:24:55

10 7900 植田 菜月 ｳｴﾀ ﾅﾂｷ 浜松市 0:26:38
11 7739 小林 くるみ ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾙﾐ 藤枝市 高須中 0:30:50
12 7866 鈴木 心遥 ｽｽﾞｷ ｺﾊﾙ 三重県 成徳中学校 0:30:53
13 7755 松尾 萌叶 ﾏﾂｵ ﾓｴｶ 三島市 0:30:59
14 8544 中江 彩華 ﾅｶｴ ｱﾔｶ 三島市 0:30:59
15 7883 添田 心寧 ｿｴﾀﾞ ｺｺﾈ 浜松市 0:31:50
16 8196 和泉 えりか ｲｽﾞﾐ ｴﾘｶ 静岡市 0:33:14
17 8315 仁地 桔梗 ﾆﾝﾁ ｷｷｮｳ 浜松市 クラスト 0:35:37
18 7794 當眞 愛蓮 ﾄｳﾏ ｴﾚﾝ 愛知県 東陽中学校 0:37:07
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1 7102 中村 環菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 磐田市 豊岡中学 0:19:30
2 7184 横山 萌香 ﾖｺﾔﾏ ﾓｴｶ 磐田市 磐田市立神明中学校 0:20:32
3 7831 坂井 麻衣 ｻｶｲ ﾏｲ 磐田市 神明中 0:20:54
4 7264 鈴木 香凛 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 磐田市 神明中 0:21:16
5 7310 森 美羽音 ﾓﾘ ﾐﾊﾈ 磐田市 0:23:24
6 7886 鈴木 友菜 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾅ 磐田市 神明中学校 0:24:19
7 7335 鈴木 愛梨 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 磐田市 豊田南中学校 0:24:24
8 7432 大橋 凛 ｵｵﾊｼ ﾘﾝ 磐田市 福田中 0:25:27
9 8523 戸塚 彩珠 ﾄﾂｶ ｱﾔﾐ 磐田市 磐田南部中学校 0:26:01

10 7531 磯田 真衣 ｲｿﾀﾞ ﾏｲ 磐田市 0:27:14
11 7516 磯田 真帆 ｲｿﾀﾞ ﾏﾎ 磐田市 0:27:14
12 7434 正木 優香 ﾏｻｷ ﾕｳｶ 磐田市 磐田南部中 0:27:24
13 7373 山本 海羽 ﾔﾏﾓﾄ ﾐｳ 磐田市 0:27:49
14 7744 大場 琴心 ｵｵﾊﾞ ｺﾄﾐ 磐田市 磐田市立南部中学 0:27:53
15 7559 高須 由利 ﾀｶｽ ﾕﾘ 磐田市 豊田中学校 0:28:19
16 8350 永島 瑠依 ﾅｶﾞｼﾏ ﾙｲ 磐田市 福田中学校 0:29:14
17 8390 中島 愛佳 ﾅｶｼﾏ ｱｲｶ 磐田市 磐田学園 0:29:18
18 7862 鈴木 理央 ｽｽﾞｷ ﾘｵ 磐田市 磐田市立南部中学校 0:30:01
19 8668 夏目 愛希 ﾅﾂﾒ ｲﾂｷ 磐田市 西遠女子学園 0:31:36
20 7517 駒井 紬 ｺﾏｲ ﾂﾑｷﾞ 磐田市 城山中学校 0:31:41
21 8652 渡辺 美由香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾕｶ 磐田市 竜洋中学校 0:33:45
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1 9113 内藤 巧馬 ﾅｲﾄｳ ﾀｸﾏ 富士市 0:10:56
2 9109 漆畑 颯恭 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ｿｳｽｹ 富士市 ＦＵＪＩＲ．Ｃ 0:11:00
3 9125 高島 凛 ﾀｶｼﾏ ﾘﾝ 浜松市 佐鳴台小学校 0:11:12
4 9111 窪野 快 ｸﾎﾞﾉ ｶｲ 袋井市 袋井南小学校 0:11:13
5 9110 酒井 天雅 ｻｶｲ ﾃﾝﾏ 袋井市 てんまＡＣ 0:11:15
6 9108 佐川 旭 ｻｶﾞﾜ ｱｻﾋ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 0:11:33
7 9103 高橋 悠真 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾏ 浜松市 チーム細江 0:11:33
8 9115 酒井 瑠桜 ｻｶｲ ﾘｭｳｵ 静岡市 由比陸上クラブ 0:11:47
9 9129 櫻井 琉輝 ｻｸﾗｲ ﾘｭｳｷ 富士市 ＦＵＪＩＲ．Ｃ 0:11:49

10 9124 小池 創介 ｺｲｹ ｿｳｽｹ 浜松市 トモラン浅間ＳＳＳ 0:11:50
11 9120 川口 慶也 ｶﾜｸﾞﾁ ｹｲﾔ 浜松市 舞阪小学校 0:11:55
12 9104 溝辺 稜真 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾘｮｳﾏ 浜松市 上島小学校 0:12:02
13 9101 水野 誠太朗 ﾐｽﾞﾉ ｾｲﾀﾛｳ 袋井市 袋井東小 0:12:08
14 9114 竹下 諒 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳ 浜松市 0:12:10
15 9136 清水 一翔 ｼﾐｽﾞ ｲｯﾄ 浜松市 0:12:15
16 9126 美澤 央佑 ﾐｻﾜ ｵｳｽｹ 藤枝市 広幡小学校 0:12:15
17 9123 池田 藤一郎 ｲｹﾀﾞ ﾄｳｲﾁﾛｳ 磐田市 竜洋西小学校 0:12:16
18 9294 柴田 真太朗 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 0:12:16
19 9130 山﨑 颯太 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 浜松市 城北小学校 0:12:22
20 9145 寺田 礎生 ﾃﾗﾀﾞ ｼｮｳ 袋井市 笠原小学校 0:12:24
21 9144 中島 大翔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 掛川市 インパルスＦＣ 0:12:30
22 9138 大庭 広翔 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾄ 袋井市 浅羽東小 0:12:40
23 9228 有山 颯 ｱﾘﾔﾏ ﾊﾔﾃ 浜松市 0:12:41
24 9308 青島 琉樹 ｱｵｼﾏ ﾘｭｳｷ 磐田市 磐田南小 0:12:42
25 9102 水野 良太朗 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾀﾛｳ 袋井市 袋井東小 0:12:43
26 9177 藤原 康士朗 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾛｳ 浜松市 0:12:44
27 9240 鈴木 柊翔 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾄ 浜松市 0:12:47
28 9135 松下 翔 ﾏﾂｼﾀ ｶｹﾙ 袋井市 上石野ＡＣ 0:12:51
29 9133 涌田 健太 ﾜｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 掛川市 掛川市立西山口小学校 0:12:52
30 9268 櫻田 淳弥 ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾂﾔ 掛川市 インパルスＦＣ 0:12:55
31 9291 高橋 怜来斗 ﾀｶﾊｼ ﾚｸﾄ 浜松市 0:12:59
32 9153 田邊 恵亮 ﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 菊川市 堀之内小学校 0:13:05
33 9143 小林 端琉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 掛川市 0:13:06
34 9271 溝口 楓太 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾌｳﾀ 掛川市 インパルスＦＣ 0:13:07
35 9211 桑原 史明 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾌﾐﾊﾙ 袋井市 袋井南小 0:13:07
36 9165 鈴木 旺汰郎 ｽｽﾞｷ ｵｳﾀﾛｳ 浜松市 浜松市立中瀬小学校 0:13:07
37 9269 小澤 優太 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 掛川市 インパルスＦＣ 0:13:10
38 9224 山中 蒼真 ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾏ 静岡市 0:13:18
39 9283 村松 樹 ﾑﾗﾏﾂ ｲﾂｷ 長野県 0:13:20
40 9315 丹治 嶺 ﾀﾝｼﾞ ﾘｮｳ 静岡市 静岡市立葵小学校 0:13:23
41 9128 岡田 航弥 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾔ 浜松市 浅間小学校 0:13:24
42 9186 本多 謙斗 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝﾄ 浜松市 ＲＩＮＯＮ 0:13:27
43 9142 近藤 永佑 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｽｹ 浜松市 白脇小学校 0:13:28
44 9172 都築 永遠 ﾂﾂﾞｷ ﾄﾜ 愛知県 チームオレンジ 0:13:29
45 9149 中野 聡介 ﾅｶﾉ ｿｳｽｹ 浜松市 浜松市立双葉小学校 0:13:31
46 9139 櫻井 脩馬 ｻｸﾗｲ ｼｭｳﾏ 富士市 ＦＵＪＩ．ＲＣ 0:13:39
47 9276 齋藤 朱哩 ｻｲﾄｳ ｼｭﾘ 磐田市 大藤小 0:13:41
48 9270 二村 琉賀 ﾆﾑﾗ ﾘｭｳｶﾞ 掛川市 インパルスＦＣ 0:13:44
49 9122 小西 俊輔 ｺﾆｼ ｼｭﾝｽｹ 袋井市 0:13:44
50 9312 後藤 大揮 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 袋井市 0:13:44

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

３kｍ男子小学生

Print: 2019/11/10 14:52:33 2 / 4 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

51 9318 鈴木 悠輝 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 菊川市 小笠東小学校 0:13:47
52 9164 鈴木 脩太 ｽｽﾞｷ ｼｭｳﾀ 掛川市 千浜小 0:13:47
53 9163 中山 空 ﾅｶﾔﾏ ｿﾗ 掛川市 千浜小 0:13:49
54 9199 通銅 燿 ﾂｳﾄﾞｳ ﾖｳ 袋井市 0:13:50
55 9304 長谷川 世央 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｵ 浜松市 浜松和田東小学校 0:13:51
56 9198 名倉 慶 ﾅｸﾞﾗ ｹｲ 浜松市 0:13:54
57 9141 榎田 悠馬 ｴﾉｷﾀﾞ ﾕｳﾏ 静岡市 0:13:57
58 9196 大杉 伊武希 ｵｵｽｷﾞ ｲﾌﾞｷ 浜松市 浜松初生小学校 0:13:57
59 9281 石原 汐恩 ｲｼﾊﾗ ｼｵﾝ 浜松市 0:13:59
60 9303 石黒 蓮 ｲｼｸﾞﾛ ﾚﾝ 浜松市 浜松和田東小学校 0:13:59
61 9173 宮田 虹輝 ﾐﾔﾀ ｺｳｷ 浜松市 西都台小 0:14:00
62 9225 斉藤 波音 ｻｲﾄｳ ﾅﾐﾄ 浜松市 ＲＩＮＯＮＲＣ 0:14:00
63 9155 鈴木 大晴 ｽｽﾞｷ ﾀｲｾｲ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 0:14:02
64 9152 島 駿斗 ｼﾏ ｼｭﾝﾄ 浜松市 0:14:04
65 9307 松井 玄章 ﾏﾂｲ ｹﾞﾝｷ 浜松市 0:14:06
66 9326 井畑 光大郎 ｲﾊﾀ ｺｳﾀﾛｳ 袋井市 0:14:08
67 9176 藤原 健太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 0:14:11
68 9174 森下 昊 ﾓﾘｼﾀ ｿﾗ 藤枝市 かみそひ 0:14:11
69 9322 中西 慶 ﾅｶﾆｼ ｹｲ 袋井市 0:14:11
70 9306 袴田 樹 ﾊｶﾏﾀ ｲﾂｷ 浜松市 0:14:12
71 9266 田旗 佑羽 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾊ 掛川市 曽我小 0:14:12
72 9247 岡田 京平 ｵｶﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 浜松市 舞阪小 0:14:13
73 9324 豊田 晃大 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 舞阪 0:14:13
74 9275 齋藤 史那 ｻｲﾄｳ ｼｲﾅ 磐田市 大藤小 0:14:13
75 9296 遠山 結斗 ﾄｵﾔﾏ ﾕｲﾄ 浜松市 0:14:16
76 9156 浅羽 遼太 ｱｻﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 袋井市 浅羽東小学校 0:14:19
77 9278 青木 翔哉 ｱｵｷ ｼｮｳﾔ 伊豆の国市 大仁小学校 0:14:20
78 9194 ふるた かい ﾌﾙﾀ ｶｲ 袋井市 かめさん 0:14:21
79 9147 小出 塁也 ｺｲﾃﾞ ﾙｲﾔ 掛川市 0:14:25
80 9131 渡部 伊織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 袋井市 浅羽南小学校 0:14:25
81 9178 榎田 拓馬 ｴﾉｷﾀﾞ ﾀｸﾏ 静岡市 0:14:27
82 9162 山田 光留 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 浜松市 浜松市立南の星小 0:14:27
83 9290 堀出 悠太 ﾎﾘﾃﾞ ﾕｳﾀ 浜松市 芳川北小 0:14:29
84 9166 荒川 凱 ｱﾗｶﾜ ｶﾞｲ 愛知県 0:14:33
85 9185 北井 涼介 ｷﾀｲ ﾘｮｳｽｹ 焼津市 0:14:33
86 9279 鈴木 由侑 ｽｽﾞｷ ﾕｳ 浜松市 舞阪小学校 0:14:33
87 9311 飯田 康晴 ｲｲﾀﾞ ｺｳｾｲ 浜松市 舞阪小学校 0:14:33
88 9310 島津 奏心 ｼﾏﾂﾞ ｶﾅﾄ 浜松市 0:14:35
89 9329 増山 葵一 ﾏｽﾔﾏ ｱｵｲ 埼玉県 蓮田レックスＦＣ 0:14:36
90 9157 深村 悠真 ﾌｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 浜松市 佐鳴台小 0:14:37
91 9140 下畑 結叶 ｼﾓﾊﾀ ﾕｳﾄ 浜松市 0:14:38
92 9132 萩田 桔平 ﾊｷﾞﾀ ｷｯﾍﾟｲ 島田市 0:14:38
93 9219 菅原 康世 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｾｲ 磐田市 0:14:39
94 9218 鈴木 心之輔 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾉｽｹ 浜松市 和田小学校 0:14:41
95 9154 木場 悠希 ｺﾊﾞ ﾕｳｷ 浜松市 和田小学校 0:14:44
96 9316 牧野 嵩賢 ﾏｷﾉ ｼｭｳｹﾝ 浜松市 相生小学校 0:14:46
97 9325 豊田 陽大 ﾄﾖﾀﾞ ﾖｳﾀ 浜松市 舞阪 0:14:50
98 9289 鈴木 愛剛 ｽｽﾞｷ ｱｲｺﾞ 浜松市 0:14:51
99 9245 石橋 煌大 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀ 浜松市 浜松市立広沢小 0:14:53

100 9241 野中 深嶺依 ﾉﾅｶ ﾐﾚｲ 浜松市 0:14:56
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101 9209 河合 琢摩 ｶﾜｲ ﾀｸﾏ 袋井市 浅羽南小学校 0:14:56
102 9175 加藤 颯真 ｶﾄｳ ｿｳﾏ 浜松市 篠原小 0:15:03
103 9151 高崎 蒼太 ﾀｶｻｷ ｿｳﾀ 浜松市 0:15:07
104 9292 高橋 映依夢 ﾀｶﾊｼ ｴｲﾑ 浜松市 0:15:07
105 9300 小杉 陸登 ｺｽｷﾞ ﾘｸﾄ 袋井市 0:15:10
106 9288 関口 櫂矢 ｾｷｸﾞﾁ ｶｲﾔ 浜松市 0:15:10
107 9314 江藤 祥吾 ｴﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 焼津市 0:15:11
108 9235 山田 浬久 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｸ 浜松市 中ノ町小学校 0:15:12
109 9327 樋口 凌久斗 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 磐田市 磐田市立富士見小学校 0:15:14
110 9257 小林 歩生 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 藤枝市 藤枝市立岡部小学校 0:15:16
111 9203 香坂 航汰 ｺｳｻｶ ｺｳﾀ 浜松市 浜松市立東小学校 0:15:21
112 9179 高崎 佑太 ﾀｶｻｷ ﾕｳﾀ 浜松市 0:15:21
113 9250 斉藤 温人 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 浜松市 ＲＩＮＯＮＲＣ 0:15:21
114 9229 渡邉 湊太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 浜松市 0:15:22
115 9171 新関 遼太 ﾆｲｾﾞｷ ﾘｮｳﾀ 静岡市 井ノ宮小学校 0:15:26
116 9216 川嶋 遼 ｶﾜｼﾏ ﾘｮｳ 島田市 島田第一小学校 0:15:29
117 9193 鈴木 夕楽 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 浜松市 光明小 0:15:31
118 9284 岩中 悠真 ｲﾜﾅｶ ﾊﾙﾏ 三島市 0:15:32
119 9159 田邊 心之介 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾉｽｹ 菊川市 堀之内小学校 0:15:32
120 9302 千葉 梓馬 ﾁﾊﾞ ｱｽﾞﾏ 磐田市 0:15:33
121 9260 鈴木 海槻 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｷ 袋井市 0:15:34
122 9187 林 頌太 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 愛知県 0:15:37
123 9180 窪野 成 ｸﾎﾞﾉ ﾅﾙ 袋井市 袋井南小学校 0:15:38
124 9214 髙橋 秀輔 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｽｹ 掛川市 掛川市立桜木小 0:15:42
125 9158 仁後 颯太朗 ｼﾞﾝｺﾞ ｿｳﾀﾛｳ 浜松市 和田小学校 0:15:44
126 9160 石川 知樹 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｷ 磐田市 磐田北小学校 0:15:44
127 9262 相曾 進之介 ｱｲｿ ｼﾝﾉｽｹ 浜松市 0:15:46
128 9230 岡本 凌 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ 浜松市 初生小学校 0:15:47
129 9272 三室 伊央 ﾐﾑﾛ ｲｵ 浜松市 芳川北小 0:15:48
130 9190 佐藤 陸月 ｻﾄｳ ﾑﾂｷ 袋井市 袋井北小 0:15:51
131 9197 小関 美燈 ｺｾｷ ﾊﾙﾄ 浜松市 浜松市立蒲小学校 0:15:54
132 9204 岡部 拓澄 ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾄ 浜松市 0:16:00
133 9183 古川 琉偉 ﾌﾙｶﾜ ﾙｲ 静岡市 0:16:01
134 9286 矢島 琉 ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳ 静岡市 0:16:05
135 9233 那須田 琉 ﾅｽﾀﾞ ﾘｭｳ 浜松市 芳川北小 0:16:09
136 9208 伊藤 佑真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 湖西市 岡崎小学校 0:16:15
137 9244 吉田 琉倭 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲ 浜松市 雄踏小学校 0:16:17
138 9215 小関 勇醍 ｺｾｷ ﾕｳﾀﾞｲ 浜松市 浜松市立蒲小学校 0:16:17
139 9148 鈴木 颯起 ｽｽﾞｷ ｿｳｷ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 0:16:19
140 9118 瀬戸 雄大 ｾﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 島田市 0:16:21
141 9226 竹内 大和 ﾀｹｳﾁ ﾔﾏﾄ 浜松市 和田東小学校 0:16:23
142 9297 有田 雅人 ｱﾘﾀ ﾏｻﾄ 愛知県 0:16:23
143 9280 土屋 遥 ﾂﾁﾔ ﾊﾙ 浜松市 0:16:24
144 9295 藤村 聡 ﾌｼﾞﾑﾗ ｿｳ 愛知県 0:16:25
145 9167 田村 優太 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 掛川市 掛川市立第一小学校 0:16:25
146 9277 岡本 英志 ｵｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ 浜松市 東小 0:16:36
147 9210 小島 颯天 ｺｼﾞﾏ ｿﾗ 袋井市 0:16:36
148 9263 藪崎 瑛人 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｴｲﾄ 袋井市 0:16:36
149 9221 本井 柊介 ﾓﾄｲ ｼｭｳｽｹ 掛川市 掛川第二小学校 0:16:36
150 9252 澤木 一興 ｻﾜｷ ｲｯｺｳ 掛川市 0:16:37
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151 9182 金原 柚 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｽﾞｷ 浜松市 浜松コンドルズ 0:16:39
152 9242 野中 寧生路 ﾉﾅｶ ﾈｲﾛ 浜松市 0:16:39
153 9202 小野 一足 ｵﾉ ｲｯﾀ 神奈川県 0:16:40
154 9255 沢崎 翔流 ｻﾜｻﾞｷ ｶｹﾙ 浜松市 ＲＩＮＯＮＲＣ 0:16:41
155 9213 高柳 澄人 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｽﾐﾄ 浜松市 芳川北小学校 0:16:43
156 9222 和久田 康平 ﾜｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 浜松市 神久呂小学校 0:16:48
157 9301 伊藤 愛ノ介 ｲﾄｳ ｱｲﾉｽｹ 掛川市 千浜小学校 0:16:53
158 9217 多々良 勇杜 ﾀﾀﾗ ﾕｳﾄ 磐田市 豊田南小学校 0:16:53
159 9243 吉田 蓮 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 浜松市 雄踏小学校 0:17:05
160 9189 福政 稜生 ﾌｸﾏｻ ｲｽﾞｷ 愛知県 0:17:05
161 9264 堤 清十郎 ﾂﾂﾐ ｾｲｼﾞｭｳﾛｳ 磐田市 有限会社 共伸電気工業所 0:17:07
162 9184 鈴木 悠翔 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 袋井市 高南小 0:17:07
163 9236 浜名 秀輔 ﾊﾏﾅ ｼｭｳｽｹ 浜松市 北浜北小 0:17:08
164 9293 池田 有晟 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｾｲ 浜松市 新津小 0:17:08
165 9254 竹内 碧生 ﾀｹｳﾁ ｱｵｲ 浜松市 浜松市立和田東小学校 0:17:09
166 9237 構井 良 ｶﾏｲ ﾘｮｳ 浜松市 浜松市立篠原小 0:17:15
167 9248 岩﨑 善生 ｲﾜｻｷ ｾﾞﾝ 島田市 島田第五小学校 0:17:18
168 9231 上地 陽朗 ｳｴｼﾞ ﾊﾙｱｷ 袋井市 袋井東小学校 0:17:23
169 9287 岩崎 陽翔 ｲﾜｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 磐田市 豊岡北小学校 0:17:24
170 9205 杉山 湊 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾄ 浜松市 0:17:25
171 9321 渡辺 孝臣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵﾐ 磐田市 袋井東小学校 0:17:26
172 9320 西條 巧馬 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｸﾏ 焼津市 ユリタエタクマン 0:17:26
173 9206 石川 宗樹 ｲｼｶﾜ ｿｳｷ 磐田市 磐田北小学校 0:17:33
174 9323 鈴木 結人 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 島田市 島田市立島田第五小学校 0:17:44
175 9161 尾上 裕人 ｵﾉｴ ﾕｳﾄ 袋井市 山名小 0:17:51
176 9328 山崎 太智 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾁ 東京都 0:17:51
177 9298 片山 健 ｶﾀﾔﾏ ﾀｹﾙ 磐田市 0:17:52
178 9191 尾上 奏斗 ｵﾉｴ ｶﾅﾄ 袋井市 山名小 0:17:55
179 9249 猪俣 凌真 ｲﾉﾏﾀ ﾘｮｳﾏ 島田市 島田第五小学校 0:18:00
180 9220 中山 旺祐 ﾅｶﾔﾏ ｵｳｽｹ 浜松市 0:18:02
181 9253 鈴木 凛音 ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾄ 袋井市 高南小 0:18:08
182 9273 竹下 奏稀 ﾀｹｼﾀ ｿｳﾏ 島田市 0:18:14
183 9192 長井 利大 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾋﾛ 静岡市 0:18:16
184 9234 竹内 壱星 ﾀｹｳﾁ ｲｯｾｲ 浜松市 内野小学校 0:18:17
185 9887 竹林 克朗 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｶﾂｱｷ 袋井市 0:18:27
186 9238 中山 結心 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲﾄ 掛川市 千浜小 0:18:33
187 9259 竹内 銀河 ﾀｹｳﾁ ｷﾞﾝｶﾞ 浜松市 内野小学校 0:18:34
188 9227 日吉 清匡 ﾋﾖｼ ｷﾖﾏｻ 伊豆の国市 0:18:43
189 9299 木宮 諄 ｷﾉﾐﾔ ｼﾞｭﾝ 浜松市 0:18:46
190 9267 鈴木 煌大 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 0:18:47
191 9330 生田 旬 ｲｸﾀ ｼｭﾝ 埼玉県 浜松市立篠原小学校 0:18:51
192 9282 市川 琉煌 ｲﾁｶﾜ ﾙｷｱ 掛川市 千浜小学校 0:18:56
193 9265 林 芙三弥 ﾊﾔｼ ﾌﾐﾔ 愛知県 0:19:05
194 9256 浅田 晄佑 ｱｻﾀﾞ ｺｳｽｹ 静岡市 0:19:45
195 9251 瀧 綾馬 ﾀｷ ﾘｮｳﾏ 静岡市 0:20:18
196 9285 杉浦 貫太 ｽｷﾞｳﾗ ｶﾝﾀ 愛知県 0:22:37
197 9261 平野 聡汰 ﾋﾗﾉ ｿｳﾀ 掛川市 ケアハウス花みずき 0:22:47
198 9313 長島 可門 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾓﾝ 静岡市 0:24:53
199 9274 内山 湊斗 ｳﾁﾔﾏ ﾐﾅﾄ 浜松市 0:30:59
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1 9801 藤井 拓輝 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾄ 磐田市 磐田西小学校 0:11:12
2 9517 大石 日向 ｵｵｲｼ ﾋﾅﾀ 磐田市 青城小学校 0:11:28
3 9537 永田 創士 ﾅｶﾞﾀ ｿｳｼ 磐田市 磐田Ｌｉｎｋｓ 0:11:33
4 9516 大城 陽生 ｵｵｼﾛ ﾊﾙｷ 磐田市 磐田西小学校 0:11:36
5 9525 松浦 優翔 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳﾄ 磐田市 福田小 0:11:44
6 9519 糸川 俊太朗 ｲﾄｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 磐田市 大藤小学校 0:11:47
7 9746 馬渕 悠翔 ﾏﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田北小 0:11:50
8 9501 三浦 想空 ﾐｳﾗ ｿﾗ 磐田市 福田小学校 0:11:52
9 9521 茅野 一真 ｶﾔﾉ ｶｽﾞﾏ 磐田市 磐田リンクス 0:11:52

10 9513 鈴木 舞斗 ｽｽﾞｷ ﾏｲﾄ 磐田市 豊田北部小学校 0:11:55
11 9545 二川目 蓮 ﾌﾀｶﾜﾒ ﾚﾝ 磐田市 福田小 0:12:03
12 9518 山田 慶 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲ 磐田市 磐田北小学校 0:12:07
13 9630 伊藤 悠真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 磐田市 0:12:09
14 9771 市川 輝翔 ｲﾁｶﾜ ｺｳｶﾞ 磐田市 0:12:16
15 9745 大坪 磨己 ｵｵﾂﾎﾞ ﾏｺ 磐田市 0:12:21
16 9503 佐藤 颯 ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:12:21
17 9721 花島 颯空 ﾊﾅｼﾞﾏ ｿﾗ 磐田市 豊岡南小 0:12:23
18 9523 熊谷 光流 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ 磐田市 大藤小学校 0:12:24
19 9535 礒部 健吾 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 磐田市 おかずチーム 0:12:25
20 9797 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 磐田市 田原小学校 0:12:26
21 9846 前田 衛人 ﾏｴﾀﾞ ｴｲﾄ 磐田市 東部小 0:12:26
22 9530 永井 陽大 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:12:26
23 9548 山下 綾斗 ﾔﾏｼﾀ ｱﾔﾄ 磐田市 磐田中部小 0:12:35
24 9794 金原 葵 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱｵｲ 磐田市 0:12:35
25 9541 竹川 明宏 ﾀｹｶﾜ ｱｷﾋﾛ 磐田市 青城ＪＦＣ 0:12:37
26 9531 大石 絆人 ｵｵｲｼ ﾊﾝﾄ 磐田市 田原小 0:12:38
27 9645 松本 悠良 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾗ 磐田市 青城小 0:12:38
28 9775 鈴木 友也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 磐田市 磐田北小 0:12:39
29 9527 寺田 光我 ﾃﾗﾀﾞ ｺｳｶﾞ 磐田市 中部小ドラフラ 0:12:41
30 9528 前野 宏喜 ﾏｴﾉ ﾋﾛｷ 磐田市 向笠小学校 0:12:45
31 9509 外園 晴 ﾎｶｿﾞﾉ ﾊﾙ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:12:46
32 9880 後藤 大輝 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 磐田市 福田小学校 0:12:48
33 9534 猪原 夢叶 ｲﾊﾗ ﾑｳﾄ 磐田市 磐田市立豊岡北小 0:12:48
34 9743 永田 大空翔 ﾅｶﾞﾀ ﾀｸﾄ 磐田市 富士見 0:12:51
35 9546 中川 雄貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 磐田市 磐田西小学校 0:12:52
36 9542 佐野 遼太 ｻﾉ ﾘｮｳﾀ 磐田市 竜洋東小学校 0:12:52
37 9553 村松 拓実 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾐ 磐田市 磐田西小学校 0:12:56
38 9561 鈴木 千晴 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 磐田市 磐田リンクス 0:12:57
39 9549 田嶋 櫻雅 ﾀｼﾞﾏ ｵｳｶﾞ 磐田市 向笠小学校 0:12:59
40 9625 加藤 優紀也 ｶﾄｳ ﾕｷﾔ 磐田市 磐田北小学校 0:13:00
41 9796 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 磐田市 田原小学校 0:13:00
42 9854 太田 壮 ｵｵﾀ ｿｳ 磐田市 東部小学校 0:13:03
43 9544 山本 琉惟 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ 磐田市 0:13:04
44 9552 永井 優汰 ﾅｶﾞｲ ﾕｳﾀ 磐田市 竜洋西小学校 0:13:05
45 9657 秋山 大河 ｱｷﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:08
46 9515 尾崎 翔啓 ｵｻﾞｷ ｼｮｳｹｲ 磐田市 豊岡北小学校 0:13:09
47 9636 加藤 こう生 ｶﾄｳ ｺｳｷ 磐田市 豊田南小学校 0:13:09
48 9813 山田 澄海 ﾔﾏﾀﾞ ｽｶｲ 磐田市 東部小 0:13:11
49 9582 伴 亮汰 ﾊﾞﾝ ﾘｮｳﾀ 磐田市 豊田東小 0:13:11
50 9809 小池 壱星 ｺｲｹ ｲｯｾｲ 磐田市 東部小 0:13:12
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51 9543 小松 修登 ｺﾏﾂ ｼｭｳﾄ 磐田市 0:13:13
52 9793 鈴木 温翔 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾄ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:15
53 9842 大庭 翔夢 ｵｵﾊﾞ ﾄﾑ 磐田市 0:13:18
54 9869 山下 智義 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｱｷ 磐田市 磐田西小学校 0:13:19
55 9556 望月 琥生 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳ 磐田市 長野小 0:13:20
56 9638 佐伯 侑一郎 ｻｴｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 磐田市 磐田西小 0:13:20
57 9664 鈴木 涼斗 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 磐田市 0:13:21
58 9577 北村 健翔 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾄ 磐田市 田原小学校 0:13:23
59 9581 高田 桜佑 ﾀｶﾀﾞ ｵｳｽｹ 磐田市 0:13:26
60 9700 鈴木 翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 磐田市 田原小学校 0:13:28
61 9586 寺田 伊吹 ﾃﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 磐田市 中部小ドラフラ 0:13:28
62 9748 松本 柊也 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳﾔ 磐田市 東部小 0:13:29
63 9781 平山 櫂以 ﾋﾗﾔﾏ ｶｲ 磐田市 0:13:29
64 9838 中田 修羽 ﾅｶﾀﾞ ｼｭｳｳ 磐田市 磐田市立豊田南小学校 0:13:30
65 9782 大場 斗阿 ｵｵﾊﾞ ﾄｱ 磐田市 豊岡北小学校 0:13:31
66 9786 渡邊 義都 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ 磐田市 豊岡北小学校 0:13:32
67 9705 三上 唯斗 ﾐｶﾐ ﾕｲﾄ 磐田市 磐田北小 0:13:34
68 9538 松山 慶大 ﾏﾂﾔﾏ ｹｲﾀ 磐田市 磐田市立長野小学校 0:13:34
69 9855 加藤 颯太 ｶﾄｳ ｿｳﾀ 磐田市 豊浜小学校 0:13:36
70 9812 田畑 遥都 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ 磐田市 磐田市立富士見小学校 0:13:38
71 9589 松本 啓一郎 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 磐田市 磐田西 0:13:38
72 9597 金元 比呂 ｶﾅﾓﾄ ﾋﾛ 磐田市 富士見小学校 0:13:40
73 9862 袴田 健輔 ﾊｶﾏﾀ ｹﾝｽｹ 磐田市 長野小学校 0:13:41
74 9776 岡 龍乃祐 ｵｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 磐田市 0:13:42
75 9633 山田 晨陽 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾋ 磐田市 テンマＳＣ 0:13:43
76 9886 伏見 海杜 ﾌｼﾐ ｶｲﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:13:46
77 9704 塚本 琉生 ﾂｶﾓﾄ ﾙｲ 磐田市 豊田東小 0:13:47
78 9789 荒川 修大 ｱﾗｶﾜ ｼｭｳﾄ 磐田市 磐田市立長野小学校 0:13:47
79 9520 三浦 廉泰 ﾐｳﾗ ﾚﾝﾀ 磐田市 福田小学校 0:13:48
80 9529 長谷川 駿希 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｷ 磐田市 大藤小学校 0:13:49
81 9845 鈴木 隼斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ 磐田市 0:13:49
82 9868 姥 亘 ｳﾊﾞ ﾜﾀﾙ 磐田市 0:13:49
83 9829 小坂 奏斗 ｺｻｶ ｶﾅﾄ 磐田市 磐田北小 0:13:50
84 9693 金子 暖 ｶﾈｺ ﾋﾅﾀ 磐田市 0:13:51
85 9756 伊藤 遥汰 ｲﾄｳ ﾖｳﾀ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:52
86 9626 梶本 洸暉 ｶｼﾞﾓﾄ ｺｳｷ 磐田市 0:13:56
87 9595 小野 雅史 ｵﾉ ﾏｻﾁｶ 磐田市 豊田北部小 0:13:57
88 9818 茅野 和希 ｶﾔﾉ ｶｽﾞｷ 磐田市 磐田リンクス 0:13:58
89 9834 伊藤 愛翔 ｲﾄｳ ﾏﾅﾄ 磐田市 東部小 0:13:58
90 9790 河合 成瑠 ｶﾜｲ ｾﾙ 磐田市 0:14:00
91 9832 竹内 嵩真 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾏ 磐田市 0:14:00
92 9876 大石 琉可 ｵｵｲｼ ﾙｶ 磐田市 磐田北小 0:14:00
93 9752 川崎 郁斗 ｶﾜｻｷ ｲｸﾄ 磐田市 磐田西小学校 0:14:02
94 9539 色山 燿多 ｲﾛﾔﾏ ﾖｳﾀ 磐田市 東部小学校 0:14:02
95 9884 木本 拓希 ｷﾓﾄ ﾋﾛｷ 磐田市 0:14:02
96 9656 福住 一心 ﾌｸｽﾞﾐ ｲｯｼﾝ 磐田市 豊田東小 0:14:03
97 9712 大橋 侑真 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾏ 磐田市 磐田中部小 0:14:07
98 9551 山路 大貴 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛｷ 磐田市 磐田中部小 0:14:08
99 9698 土屋 亮介 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳｽｹ 磐田市 0:14:09

100 9777 石川 大葵 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 磐田市 田原小学校 0:14:09
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101 9512 村松 柊丞 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭｳｽｹ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:14:09
102 9511 八木 仁斗 ﾔｷﾞ ｼﾞﾝﾄ 磐田市 福田小学校 0:14:11
103 9631 森 飛諭 ﾓﾘ ﾋｻﾄ 磐田市 東部小学校 0:14:12
104 9559 白石 悠登 ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾄ 磐田市 東部小学校 0:14:12
105 9765 米田 赳琉 ﾖﾈﾀ ﾀｹﾙ 磐田市 磐田南小学校 0:14:15
106 9837 池田 快星 ｲｹﾀﾞ ｶｲｾｲ 磐田市 磐田南小 0:14:17
107 9708 藤井 健伍 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｺﾞ 磐田市 磐田西小 0:14:18
108 9588 鈴木 桜太 ｽｽﾞｷ ｵｳﾀ 磐田市 東部小 0:14:18
109 9769 安田 龍矢 ﾔｽﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 磐田市 磐田南小学校 0:14:18
110 9750 鈴木 蒼生 ｽｽﾞｷ ｱｵｲ 磐田市 東部小 0:14:19
111 9661 岡崎 蒼大 ｵｶｻﾞｷ ｿｳﾀﾞｲ 磐田市 豊田東小学校 0:14:19
112 9568 倉石 智輝 ｸﾗｲｼ ﾄﾓｷ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:14:20
113 9580 福澤 励 ﾌｸｻﾞﾜ ﾚｲ 磐田市 0:14:21
114 9686 荒川 理玖斗 ｱﾗｶﾜ ﾘｸﾄ 磐田市 富士見小学校 0:14:21
115 9565 山路 貴斗 ﾔﾏｼﾞ ﾀｶﾄ 磐田市 磐田中部小 0:14:21
116 9747 酒井 怜旺 ｻｶｲ ﾚｵ 磐田市 中部小 0:14:22
117 9560 松井 湧弥 ﾏﾂｲ ﾕｳﾔ 磐田市 豊田東小 0:14:23
118 9536 倉田 佑朗 ｸﾗﾀ ﾕｳﾛ 磐田市 磐田北小 0:14:23
119 9555 中村 隼 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 磐田市 テンマＳＣ 0:14:24
120 9510 井上 空嶺 ｲﾉｳｴ ｿﾚｲ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:14:26
121 9573 永井 敦仁 ﾅｶﾞｲ ｱﾂﾋﾄ 磐田市 磐田南小学校 0:14:26
122 9616 竹原 陽南 ﾀｹﾊﾗ ﾋﾅﾀ 磐田市 豊田南小学校 0:14:26
123 9570 為田 茂周 ﾀﾒﾀﾞ ｼｹﾞﾁｶ 磐田市 0:14:26
124 9831 刑部 悠斗 ｵｻｶﾍﾞ ﾕｳﾄ 磐田市 青城小 0:14:27
125 9706 塚本 理生 ﾂｶﾓﾄ ﾘｵ 磐田市 豊田東小 0:14:27
126 9619 鈴木 悠ノ介 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾉｽｹ 磐田市 豊田南小 0:14:28
127 9728 太田 千晴 ｵｵﾀ ﾁﾊﾙ 磐田市 磐田北小 0:14:29
128 9785 佐藤 眞大 ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 磐田市 豊岡南小学校 0:14:30
129 9562 石川 礼雅 ｲｼｶﾜ ﾗｲｶﾞ 磐田市 大藤小 0:14:31
130 9879 鈴木 湊人 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 磐田市 田原小学校 0:14:32
131 9731 川島 迅斗 ｶﾜｼﾏ ﾊﾔﾄ 磐田市 磐田南小 0:14:33
132 9767 古瀬 陽 ﾌﾙｾ ﾖｳ 磐田市 テンマ 0:14:36
133 9505 櫻井 大空 ｻｸﾗｲ ｿﾗ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:14:39
134 9744 永田 健翔 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝﾄ 磐田市 富士見 0:14:39
135 9688 青島 力輝 ｱｵｼﾏ ﾘｷ 磐田市 岩田小学校 0:14:39
136 9558 温井 康太 ﾇｸｲ ｺｳﾀ 磐田市 田原小学校 0:14:40
137 9682 秋山 大和 ｱｷﾔﾏ ﾔﾏﾄ 磐田市 0:14:40
138 9870 高山 琥太郎 ﾀｶﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 磐田市 0:14:43
139 9635 芝田 蒼空 ｼﾊﾞﾀ ｿﾗ 磐田市 大藤小 0:14:43
140 9856 上澤 日陽 ｶﾐｻﾜ ﾋﾅﾀ 磐田市 豊田南小学校 0:14:44
141 9761 新井 蒼右 ｱﾗｲ ｿｳｽｹ 磐田市 豊田南小学校 0:14:44
142 9719 福山 幹悠 ﾌｸﾔﾏ ﾐｷﾋｻ 磐田市 豊田南小 0:14:45
143 9639 並松 晃成 ﾅﾐﾏﾂ ｺｳｾｲ 磐田市 富士見小 0:14:47
144 9587 小川 暖仁 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:14:47
145 9605 中村 陸仁 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ 磐田市 豊田北部小 0:14:47
146 9825 伊藤 颯海 ｲﾄｳ ﾊﾔﾐ 磐田市 青城ＪＦＣ 0:14:47
147 9860 鈴木 悠生 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 磐田市 豊田南小学校 0:14:49
148 9613 酒井 泰河 ｻｶｲ ﾀｲｶﾞ 磐田市 青城小学校 0:14:49
149 9727 神谷 真海 ｶﾐﾔ ﾏﾋﾛ 磐田市 イワタミナミ 0:14:50
150 9814 山田 銀河 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾞﾝｶﾞ 磐田市 東部小 0:14:50
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151 9654 岡田 翔希 ｵｶﾀﾞ ｼｮｳｷ 磐田市 0:14:52
152 9811 仲栄真 盛瑛 ﾅｶｴﾏ ﾐﾂｷ 磐田市 0:14:53
153 9875 大石 琥斗 ｵｵｲｼ ｺﾄ 磐田市 磐田北小 0:14:54
154 9506 本多 竣晟 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｾｲ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:14:54
155 9760 鈴木 康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 磐田市 富士見町学校 0:14:56
156 9574 倉田 朗偉 ｸﾗﾀ ﾛｲ 磐田市 磐田北小 0:14:57
157 9762 布川 友翔 ﾌｶﾜ ﾕｳﾄ 磐田市 0:14:57
158 9881 鈴木 利玖 ｽｽﾞｷ ﾘｸ 磐田市 0:14:57
159 9629 木下 悠斗 ｷｼﾀ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田南小学校 0:14:58
160 9759 田中 遥斗 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:14:59
161 9763 岩堀 結人 ｲﾜﾎﾘ ﾕｲﾄ 磐田市 東部小 0:15:00
162 9508 外園 碧 ﾎｶｿﾞﾉ ｱｵ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:15:01
163 9806 鈴木 結心 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞﾝ 磐田市 0:15:01
164 9575 高橋 蒼真 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 磐田市 0:15:01
165 9779 桑田 颯涼 ｸﾜﾀ ｿｳｽｹ 磐田市 磐田北小学校 0:15:02
166 9621 松浦 巧青 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｾｲ 磐田市 富士見小 0:15:02
167 9598 石本 幸大 ｲｼﾓﾄ ｺｳﾀﾞｲ 磐田市 長野小 0:15:04
168 9773 太田 一呂 ｵｵﾀ ｲﾁﾛ 磐田市 豊田北部小学校 0:15:05
169 9637 寺田 旺志郎 ﾃﾗﾀﾞ ｵｳｼﾛｳ 浜松市 0:15:06
170 9554 住井 逞真 ｽﾐｲ ﾀｸﾏ 磐田市 長野小学校 0:15:06
171 9532 岡田 太一 ｵｶﾀﾞ ﾀｲﾁ 磐田市 豊田北部小学校 0:15:06
172 9720 大畑 倖 ｵｵﾊﾀ ｺｳ 磐田市 磐田市南小学校 0:15:06
173 9591 中川 洋輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 磐田市 磐田西小学校 0:15:07
174 9783 大石 眞士 ｵｵｲｼ ﾏｷﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:15:07
175 9563 小柳 太一 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ 磐田市 磐田北小 0:15:09
176 9824 佐野 陽一 ｻﾉ ﾖｳｲﾁ 磐田市 0:15:09
177 9640 内山 千颯 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｻ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:10
178 9723 小澤 昂大 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 磐田市 磐田北小 0:15:10
179 9666 鈴木 翔心 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:10
180 9799 松坂 祥太朗 ﾏﾂｻﾞｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 磐田市 磐田西小学校 0:15:11
181 9647 太田 知志 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 磐田市 東部小 0:15:11
182 9711 大橋 佳悟 ｵｵﾊｼ ｹｲｺﾞ 磐田市 磐田中部小 0:15:13
183 9564 伊藤 蒼太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 磐田市 富士見小 0:15:14
184 9867 渡辺 大翔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 磐田市 0:15:17
185 9576 佐々木 志温 ｻｻｷ ｼｵﾝ 磐田市 ささきぃーず 0:15:18
186 9612 服部 流和 ﾊｯﾄﾘ ﾙｶ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:19
187 9726 鈴木 光輝 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｷ 磐田市 豊岡北小 0:15:19
188 9839 西川 颯人 ﾆｼｶﾜ ﾊﾔﾄ 磐田市 長野小学校 0:15:19
189 9707 舟田 知哲 ﾌﾅﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 磐田市 磐田北小 0:15:20
190 9566 淵上 塁 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾙｲ 磐田市 磐田南小学校 0:15:20
191 9578 武田 創士郎 ﾀｹﾀﾞ ｿｳｼﾛｳ 磐田市 東部小学校 0:15:25
192 9644 宮澤 朝光 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾐﾂ 磐田市 磐田北小学校 0:15:26
193 9699 王 憲一 ﾜﾝ ｼｬﾝｲ 磐田市 磐田東部小学校 0:15:26
194 9610 武田 士門 ﾀｹﾀﾞ ｼﾓﾝ 磐田市 東部小学校 0:15:26
195 9646 松浦 佑青 ﾏﾂｳﾗ ﾕｳｾｲ 磐田市 富士見小 0:15:27
196 9730 加藤 央楽 ｶﾄｳ ﾁｶﾗ 磐田市 磐田中部小 0:15:27
197 9772 佐藤 凜太郎 ｻﾄｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 磐田市 磐田中部小学校 0:15:28
198 9733 丹野 柚輝 ﾀﾝﾉ ﾕｽﾞｷ 磐田市 磐田市立東部小 0:15:28
199 9718 田崎 春真 ﾀｻｷ ﾊﾙﾏ 磐田市 磐田富士見小 0:15:28
200 9618 下田 航太朗 ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 磐田市 テンマＳＣ 0:15:28
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201 9864 礒部 玲央 ｲｿﾍﾞ ﾚｵ 磐田市 豊田南小 0:15:29
202 9617 川島 聡太 ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 磐田市 0:15:30
203 9679 堀尾 健晴 ﾎﾘｵ ﾀｹﾊﾙ 磐田市 磐田中部小学校 0:15:30
204 9885 大橋 拓歩 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾄ 磐田市 0:15:30
205 9533 有馬 功基 ｱﾘﾏ ｺｳｷ 磐田市 磐田西小学校 0:15:31
206 9593 向井田 修介 ﾑｶｲﾀﾞ ｼｭｳｽｹ 磐田市 0:15:31
207 9540 鈴木 響 ｽｽﾞｷ ﾋﾋﾞｷ 磐田市 竜洋西 0:15:32
208 9804 牧野 智 ﾏｷﾉ ｻﾄﾙ 磐田市 磐田中部小学校 0:15:32
209 9784 伊藤 諒 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 磐田市 富士見小学校 0:15:33
210 9600 伊藤 駿 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 磐田市 田原小 0:15:33
211 9766 米田 煌平 ﾖﾈﾀ ｺｳﾍｲ 磐田市 磐田南小学校 0:15:34
212 9703 酒井 涼雅 ｻｶｲ ﾘｮｳｶﾞ 磐田市 青城小 0:15:35
213 9634 髙木 昊 ﾀｶｷﾞ ｿﾗ 磐田市 中部小ドラフラ 0:15:36
214 20004 森下 璃空 ﾓﾘｼﾀ ﾘｸｳ 磐田市 0:15:36
215 9717 髙柳 凜太朗 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 磐田市 ノースキッズ 0:15:38
216 9696 土井 篤稀 ﾄﾞｲ ｱﾂｷ 磐田市 福田小学校 0:15:41
217 9724 永田 旭 ﾅｶﾞﾀ ｱｻﾋ 磐田市 磐田南小 0:15:42
218 9791 朝比奈 快都 ｱｻﾋﾅ ｶｲﾄ 磐田市 富士見小学校 0:15:43
219 9852 森 一翔 ﾓﾘ ｲﾁﾄ 磐田市 青城小学校 0:15:44
220 9603 日比 一希 ﾋﾋﾞ ｲﾂｷ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:15:44
221 9624 鈴木 大我 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 磐田市 青城小学校 0:15:44
222 9735 磯部 佑成 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｾｲ 磐田市 磐田市立向笠小 0:15:47
223 9547 志村 直澄 ｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 磐田市 豊田南ＳＳＳ 0:15:48
224 9722 花島 凜央 ﾊﾅｼﾞﾏ ﾘｵ 磐田市 豊岡南小 0:15:48
225 9608 小林 蒼大 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 磐田市 豊岡南 0:15:48
226 9757 伊藤 駿汰 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 磐田市 豊岡南小学校 0:15:49
227 9863 野久保 塁斗 ﾉｸﾎﾞ ﾙｲﾄ 磐田市 豊田南小学校 0:15:50
228 9821 望月 結斗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲﾄ 磐田市 0:15:51
229 9690 伊藤 竣汰 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 磐田市 青城ＪＦＣ 0:15:51
230 9817 小野田 陽太 ｵﾉﾀﾞ ﾖｳﾀ 磐田市 東部小 0:15:54
231 9691 竹村 心護 ﾀｹﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 磐田市 0:15:56
232 9826 飯田 圭志 ｲｲﾀﾞ ｹｲｼ 磐田市 岩田小学校 0:15:58
233 9729 藤森 兜太 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｳﾀ 磐田市 豊岡北小 0:15:58
234 9606 廣谷 悠太 ﾋﾛﾀﾆ ﾕｳﾀ 磐田市 0:15:59
235 9676 米田 陽稀 ﾖﾈﾀ ﾊﾙｷ 磐田市 磐田北小学校 0:16:00
236 9802 仲村 拓海 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 磐田市 0:16:00
237 9522 松下 怜大 ﾏﾂｼﾀ ﾚｲﾀ 磐田市 豊岡北小学校 0:16:00
238 9572 塩澤 和貴 ｼｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 磐田市 磐田市立青城小学校 0:16:01
239 9579 小野寺 悠真 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾊﾙﾏ 磐田市 0:16:02
240 9753 横井 裕朋 ﾖｺｲ ﾋﾛﾄ 磐田市 豊岡南小学校 0:16:02
241 9732 加藤 大和 ｶﾄｳ ﾔﾏﾄ 磐田市 磐田北小 0:16:03
242 9828 箕輪 透弥 ﾐﾉﾜ ﾄｳﾔ 磐田市 0:16:03
243 9878 鈴木 純平 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 磐田市 0:16:04
244 9683 高原 征一郎 ﾀｶﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 磐田市 0:16:05
245 9622 和田 理均 ﾜﾀﾞ ﾘﾋﾄ 磐田市 長野小学校 0:16:06
246 9583 鈴木 啓斗 ｽｽﾞｷ ｹｲﾄ 磐田市 東部小学校 0:16:07
247 9648 中村 悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田市立北小学校 0:16:07
248 9858 清水 渉夢 ｼﾐｽﾞ ｱﾕﾑ 磐田市 東部小学校 0:16:08
249 9620 田中 瑛士 ﾀﾅｶ ｴｲｼﾞ 磐田市 東部小 ４年 0:16:09
250 9857 平木 康裕 ﾋﾗｷ ｺｳｽｹ 磐田市 豊岡南小学校 0:16:09
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251 9754 横井 淳飛 ﾖｺｲ ｱﾂﾄ 磐田市 豊岡南小学校 0:16:09
252 9584 濱野 蒼良 ﾊﾏﾉ ｿﾗ 磐田市 豊田北部小 0:16:10
253 9670 平野 光輝 ﾋﾗﾉ ｺｳｷ 磐田市 磐田西小学校 0:16:11
254 9798 薩川 卿吾 ｻﾂｶﾜ ｹｲｺﾞ 磐田市 0:16:12
255 9571 宮入 彰摩 ﾐﾔｲﾘ ｼｮｳﾏ 磐田市 豊岡南 0:16:12
256 9658 古澤 阿奏 ﾌﾙｻﾜ ｶﾅﾃﾞ 磐田市 南小学校 0:16:13
257 9594 森 愛翔 ﾓﾘ ﾏﾅﾄ 磐田市 0:16:13
258 9592 山下 数真 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 磐田市 東部小 0:16:14
259 9599 小楠 竜也 ｵｸﾞｽ ﾀﾂﾔ 磐田市 豊田南小 0:16:16
260 9853 山本 晴琉 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙ 磐田市 豊田北部小学校 0:16:17
261 9689 柳田 遼 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾘｮｳ 磐田市 青城小学校 0:16:17
262 9800 鈴木 駿李 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾘ 磐田市 磐田北小学校 0:16:19
263 9848 夏目 萌輝 ﾅﾂﾒ ﾓｴｷ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:16:22
264 9628 永田 空雅 ﾅｶﾞﾀ ｸｳｶﾞ 磐田市 磐田北小学校 0:16:22
265 9843 酒井 優真 ｻｶｲ ﾕｳﾏ 磐田市 0:16:24
266 9694 鈴木 楓典 ｽｽﾞｷ ｿｳｽｹ 磐田市 青城ＪＦＣ 0:16:24
267 9830 小坂 斗真 ｺｻｶ ﾄｳﾏ 磐田市 磐田北小 0:16:25
268 9874 溝口 玲夢 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾚﾝ 磐田市 0:16:26
269 9697 青木 湊人 ｱｵｷ ﾐﾅﾄ 磐田市 富士見小学校 0:16:27
270 9742 山口 碧也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｵﾔ 磐田市 0:16:27
271 9632 石神 秀真 ｲｼｶﾞﾐ ｼｭｳﾏ 磐田市 竜洋西小学校 0:16:28
272 9607 松本 朋磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾎｳﾏ 磐田市 豊田南小学校 0:16:32
273 9861 松川 龍世 ﾏﾂｶﾜ ﾘｭｳｾｲ 磐田市 富士見小学校 0:16:35
274 9788 馬場 壮吾 ﾊﾞﾊﾞ ｿｳｺﾞ 磐田市 東部小 0:16:38
275 9590 松本 航典 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ 磐田市 東部小学校 0:16:38
276 9604 佐口 冴羽 ｻｸﾞﾁ ｺﾞｳ 磐田市 豊岡北小学校 0:16:42
277 9614 川合 郁也 ｶﾜｲ ﾌﾐﾔ 磐田市 豊岡北小学校 0:16:43
278 9507 川嶋 竜玖 ｶﾜｼﾏ ﾘｸ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:16:44
279 9872 小野瀬 琉希 ｵﾉｾ ﾙｷ 磐田市 豊田東 0:16:44
280 9780 田島 脩真 ﾀｼﾞﾏ ｼｭｳﾏ 磐田市 豊田東小学校 0:16:44
281 9835 穂刈 渉 ﾎｶﾘ ﾜﾀﾙ 磐田市 0:16:46
282 9504 竹田 颯空 ﾀｹﾀﾞ ｿﾅ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:16:47
283 9557 鈴木 大翔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲﾄ 磐田市 青城小学校 0:16:49
284 9819 小出 泰蔵 ｺｲﾃﾞ ﾀｲｿﾞｳ 磐田市 0:16:50
285 9526 櫻井 晴大 ｻｸﾗｲ ﾊﾙ 磐田市 磐田南ＦＣ 0:16:51
286 9641 内山 千嘉 ｳﾁﾔﾏ ﾁﾋﾛ 磐田市 豊岡南小学校 0:16:52
287 9836 後藤 涼斗 ｺﾞﾄｳ ｽｽﾞﾄ 磐田市 長野小学校 0:16:53
288 9623 大橋 啓汰 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ 磐田市 豊岡南小 0:16:53
289 9709 大原 由朱樹 ｵｵﾊﾗ ﾕｽﾞｷ 磐田市 磐田中部小 0:16:53
290 9807 岩下 和貴 ｲﾜｼﾀ ｶｽﾞｷ 磐田市 長野小学校 0:16:54
291 9716 髙柳 力樹 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾘｷ 磐田市 ノースキッズ 0:16:55
292 9734 袴田 漱一郎 ﾊｶﾏﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 磐田市 0:16:55
293 9668 平野 航生 ﾋﾗﾉ ｺｳｷ 磐田市 豊田北部小学校 0:16:56
294 9678 堀尾 倖一朗 ﾎﾘｵ ｺｳｲﾁﾛｳ 磐田市 磐田中部小学校 0:16:56
295 9882 山本 晴喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｷ 磐田市 富士見小学校 0:16:57
296 9652 中村 夏都 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾂﾄ 磐田市 東部小学校 0:16:57
297 9596 江塚 久真 ｴﾂﾞｶ ｷｭｳﾏ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:16:58
298 9840 穗積 奏多 ﾎﾂﾞﾐ ｶﾅﾀ 磐田市 長野小学校 0:16:59
299 9642 青田 悠希 ｱｵﾀ ﾕｳｷ 磐田市 磐田北小学校 0:17:00
300 9673 楠本 佳槻 ｸｽﾓﾄ ｶﾂﾞｷ 磐田市 磐田北小学校 0:17:01
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301 9627 八木 梛月 ﾔｷﾞ ﾅﾂｷ 磐田市 豊田北部 0:17:02
302 9611 釘尾 源志 ｸｷﾞｵ ｹﾞﾝｼﾞ 磐田市 磐田南小学校 0:17:17
303 9653 早川 侑希 ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 磐田市 0:17:22
304 9649 鈴木 汰知 ｽｽﾞｷ ﾀｲﾁ 磐田市 竜洋西 0:17:24
305 9674 濱野 仁 ﾊﾏﾉ ｼﾞﾝ 磐田市 豊田北部小 0:17:24
306 9663 仲塚 櫂せい ﾅｶﾂｶ ｶｲｾｲ 磐田市 竜洋西小 0:17:25
307 9655 池ヶ谷 莉一 ｲｹｶﾞﾔ ﾘｲﾁ 磐田市 豊岡北小 0:17:25
308 9841 松下 剛士 ﾏﾂｼﾀ ﾂﾖｼ 磐田市 0:17:29
309 9662 飯田 晃生 ｲｲﾀﾞ ｺｳｷ 磐田市 豊田南小学校 0:17:33
310 9672 杉森 陽悟 ｽｷﾞﾓﾘ ﾖｳｺﾞ 磐田市 田原小学校 0:17:33
311 9871 伊藤 涼 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 磐田市 田原小学校 0:17:33
312 9815 柿原 京偉 ｶｷﾊﾗ ｹｲ 磐田市 テンマ 0:17:36
313 9659 鬼丸 凌空 ｵﾆﾏﾙ ﾘｸ 磐田市 0:17:38
314 9827 平野 改都 ﾋﾗﾉ ｶｲﾄ 磐田市 磐田西小学校 0:17:41
315 9675 竹内 爽翔 ﾀｹｳﾁ ｻﾜﾄ 磐田市 竜洋西小学校 0:17:42
316 9873 小野瀬 玲旺 ｵﾉｾ ﾚｵ 磐田市 豊田東 0:17:43
317 9758 新井 遥斗 ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 磐田市 豊田南小学校 0:17:45
318 9651 加藤 想健 ｶﾄｳ ｿｳｹﾝ 磐田市 0:17:45
319 9671 大和田 恵叶 ｵｵﾜﾀﾞ ｹｲﾄ 磐田市 0:17:48
320 9833 高岸 空澄 ﾀｶｷﾞｼ ﾗｽﾞ 磐田市 0:17:53
321 9850 袴田 健太 ﾊｶﾏﾀ ｹﾝﾀ 磐田市 0:18:00
322 9650 古田 千晴 ﾌﾙﾀ ﾁﾊﾙ 磐田市 磐田市立竜洋東小学校 0:18:00
323 9660 伊藤 陸人 ｲﾄｳ ﾘｸﾄ 磐田市 0:18:00
324 9770 加藤 新太 ｶﾄｳ ｱﾗﾀ 磐田市 0:18:01
325 9805 立花 賢太郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 東部小学校 0:18:06
326 9847 三浦 慶太 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 磐田市 東部小学校 0:18:19
327 9701 内藤 力駆 ﾅｲﾄｳ ﾘｸ 磐田市 長野小学校 0:18:23
328 9715 村上 快舟 ﾑﾗｶﾐ ｶｲｼｭｳ 磐田市 磐田北小 0:18:26
329 9755 川嶋 悠斗 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾄ 磐田市 竜洋北小 0:18:32
330 9883 酒井 陽都 ｻｶｲ ﾊﾙﾄ 磐田市 豊田北部小 0:18:32
331 9602 古林 龍空 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｱ 磐田市 磐田中部小 0:18:34
332 9787 中村 陽汰 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾀ 磐田市 豊田南小学校 0:18:39
333 9714 村上 勇誠 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｾｲ 磐田市 磐田北小 0:18:40
334 9792 伊東 歩武 ｲﾄｳ ｱﾕﾑ 磐田市 東部小学校 0:18:43
335 9669 山本 寛人 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾄ 磐田市 0:18:50
336 9749 永田 颯 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾔﾃ 磐田市 東部小 0:18:52
337 9713 太田 浩樹 ｵｵﾀ ｺｳｷ 磐田市 0:18:54
338 9667 米澤 卓弥 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 磐田市 豊岡南小学校 0:18:58
339 9692 竹村 直軌 ﾀｹﾑﾗ ﾅｵｷ 磐田市 0:19:04
340 9680 中村 信平 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 磐田市 東部小学校 0:19:07
341 9803 鈴木 寛汰 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 磐田市 0:19:08
342 9710 大原 優儀 ｵｵﾊﾗ ﾕｳｷﾞ 磐田市 磐田中部小 0:19:10
343 9865 大場 海夢 ｵｵﾊﾞ ｶｲﾑ 磐田市 0:19:12
344 9823 植里 夏己 ｳｴｻﾄ ﾅﾂｷ 磐田市 田原小学校 0:19:22
345 9725 松木 遥義 ﾏﾂｷ ﾊﾙｱｷ 磐田市 磐田西小 0:19:53
346 9695 河野 力駆 ｺｳﾉ ﾘｸ 磐田市 竜洋北小学校 0:20:34
347 9774 星野 太佑 ﾎｼﾉ ﾀｲｽｹ 磐田市 0:20:40
348 9849 盛 駿斗 ﾓﾘ ﾊﾔﾄ 磐田市 東部小学校 0:21:01
349 9737 橋ケ谷 悠 ﾊｼｶﾞﾔ ﾕｳ 磐田市 磐田学園 0:21:09
350 9524 出石 夏南太 ﾃﾞｲｼ ｶﾅﾀ 磐田市 磐田市立磐田北小学校 0:21:28
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351 9739 松浦 良太 ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳﾀ 磐田市 磐田学園 0:23:30
352 9738 川合 琉友 ｶﾜｲ ﾘｭｳﾄ 磐田市 磐田学園 0:23:56
353 9741 粟津原 龍夜 ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ 磐田市 磐田学園 0:23:56
354 9740 志田 優斗 ｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田学園 0:26:53
355 9736 山崎 誠実 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｺﾄ 磐田市 磐田学園 0:27:20
356 9643 平松 蒼逞 ﾋﾗﾏﾂ ｿｳﾀ 磐田市 磐田市立青城小学校 0:28:22
357 9764 山下 雅生 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ 磐田市 0:32:43
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1 10002 松澤 凜 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘﾝ 袋井市 森町走友会 0:11:12
2 10007 河合 柚奈 ｶﾜｲ ﾕｽﾞﾅ 浜松市 和田小 0:11:18
3 10001 加藤 希花 ｶﾄｳ ﾉﾉｶ 浜松市 トモラン 0:11:18
4 10003 和田 心 ﾜﾀﾞ ｺｺﾛ 浜松市 浜名小学校 0:11:43
5 10008 土屋 葵 ﾂﾁﾔ ｱｵｲ 静岡市 伝馬町小学校 0:11:47
6 10024 斉藤 那奈 ｻｲﾄｳ ﾅﾅ 吉田町 静岡吉田ＡＣ 0:12:09
7 10009 松澤 怜 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾚｲ 袋井市 森町走友会 0:12:20
8 10015 河合 杏璃 ｶﾜｲ ｱﾝﾘ 浜松市 和田小学校 0:12:22
9 10072 高橋 理愛 ﾀｶﾊｼ ﾘｱ 浜松市 0:12:54

10 10006 村田 陽菜 ﾑﾗﾀ ﾋﾅ 浜松市 麁玉小学校 0:12:57
11 10005 佐藤 伶 ｻﾄｳ ﾚｲ 浜松市 0:13:06
12 10038 寺澤 暖菜 ﾃﾗｻﾜ ﾊﾅ 浜松市 0:13:10
13 10013 粂田 かりん ｸﾒﾀ ｶﾘﾝ 掛川市 掛川陸上 0:13:11
14 10020 深澤 優里 ﾌｶｻﾞﾜ ﾕﾘ 静岡市 静岡市立安東小学校 0:13:13
15 10066 田旗 ゆら ﾀﾊﾞﾀ ﾕﾗ 掛川市 曽我小 0:13:28
16 10018 新保 さゆり ｼﾝﾎﾞ ｻﾕﾘ 藤枝市 青島小学校 0:13:29
17 10019 村松 桃圭 ﾑﾗﾏﾂ ﾓﾓｶ 浜松市 浜松泉小学校 0:13:29
18 10034 井本 美咲 ｲﾓﾄ ﾐｻｷ 袋井市 0:13:49
19 10088 黒澤 杏奈 ｸﾛｻﾜ ｱﾝﾅ 浜松市 浜松市立曳馬小学校 0:13:51
20 10089 牧野 華 ﾏｷﾉ ﾊﾅ 浜松市 船越小学校 0:13:52
21 10012 森下 結衣 ﾓﾘｼﾀ ﾕｲ 浜松市 中郡小学校 0:13:53
22 10014 漆畑 颯華 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾌｳｶ 富士市 ＦＵＪＩＲ．Ｃ 0:13:59
23 10021 古谷 奈夕 ﾌﾙﾔ ﾅﾕ 浜松市 みゆき連 0:14:22
24 10081 西條 多映 ｻｲｼﾞｮｳ ﾀｴ 焼津市 ユリタエタクマン 0:14:27
25 10017 村松 來夏 ﾑﾗﾏﾂ ﾗｲｶ 袋井市 0:14:46
26 10059 神谷 香羽 ｶﾐﾔ ｺﾊﾈ 掛川市 大須賀陸上 0:14:53
27 10085 浅井 京 ｱｻｲ ﾐﾔｺ 浜松市 浜松市立舞阪小学校 0:15:03
28 10076 中村 美月 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾞｷ 静岡市 0:15:05
29 10069 鈴木 永遠 ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 愛知県 0:15:09
30 10074 山内 綸 ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝ 袋井市 かぴばら～ず 0:15:12
31 10046 中村 璃桜 ﾅｶﾑﾗ ﾘｵ 浜松市 ＲＩＮＯＮＲＣ 0:15:15
32 10044 松尾 結叶 ﾏﾂｵ ﾕｲｶ 三島市 北上小学校 0:15:16
33 10073 山内 沙藍 ﾔﾏｳﾁ ｻﾗ 袋井市 かぴばら～ず 0:15:28
34 10067 中村 菜乃 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾉ 浜松市 舞阪小学校 0:15:30
35 10068 岩崎 彩音 ｲﾜｻﾞｷ ｱﾔﾈ 磐田市 豊岡北小学校 0:15:36
36 10023 高林 ゆり ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ 浜松市 0:15:37
37 10030 森田 蒼 ﾓﾘﾀ ｱｵｲ 袋井市 袋井西小 0:15:41
38 10031 和久田 菜南子 ﾜｸﾀﾞ ﾅﾅｺ 浜松市 神久呂小学校 0:15:42
39 10025 美澤 仁香 ﾐｻﾜ ﾆｶ 藤枝市 広幡小学校 0:15:45
40 10036 新美 こころ ﾆｲﾐ ｺｺﾛ 静岡市 静岡市立宮竹小 0:15:47
41 10022 古谷 実久 ﾌﾙﾔ ﾐｸ 浜松市 みゆき連 0:15:52
42 10041 白柳 璃恩 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ﾘﾉﾝ 浜松市 気賀小学校 0:15:56
43 10029 大石 幸歩 ｵｵｲｼ ﾕｷﾎ 掛川市 掛川第一小学校 0:15:59
44 10083 鶴見 花歩 ﾂﾙﾐ ｶﾎ 袋井市 0:16:01
45 10086 木下 凜杏 ｷｼﾀ ﾘｱ 浜松市 0:16:03
46 10087 野沢 虹心 ﾉｻﾞﾜ ﾆｺ 浜松市 0:16:03
47 10035 岡田 愛莉 ｵｶﾀﾞ ｱｲﾘ 浜松市 浅間小学校 0:16:07
48 10033 岡村 果歩 ｵｶﾑﾗ ｶﾎ 静岡市 静岡大学教育学部附属静岡小学校 0:16:15
49 10077 中村 朱里 ﾅｶﾑﾗ ｱｶﾘ 静岡市 0:16:18
50 10063 小林 幸永 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾅ 藤枝市 藤枝市立岡部小学校 0:16:26
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51 10057 山中 依緒 ﾔﾏﾅｶ ｲｵ 静岡市 0:16:27
52 10061 水嶋 絢乃 ﾐｽﾞｼﾏ ｱﾔﾉ 浜松市 0:16:31
53 10043 中島 小町 ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾏﾁ 浜松市 笠井小学校 0:16:34
54 10070 坂下 結衣 ｻｶｼﾀ ﾕｲ 掛川市 0:16:41
55 10071 坂下 愛衣 ｻｶｼﾀ ｱｲ 掛川市 0:16:42
56 10027 山田 莉愛 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｱ 袋井市 袋井北小 0:16:43
57 10058 荒木 心緒 ｱﾗｷ ﾐｵ 掛川市 掛川第二小学校 0:16:45
58 10039 坂元 真悠穂 ｻｶﾓﾄ ﾏﾕﾎ 掛川市 掛川第二小学校 0:16:46
59 10062 浜名 芽生 ﾊﾏﾅ ﾒｲ 浜松市 北浜北小 0:16:48
60 10026 村木 碧 ﾑﾗｷ ｱｵｲ 浜松市 0:16:51
61 10052 増田 莉音那 ﾏｽﾀﾞ ﾘｵﾅ 浜松市 0:16:55
62 10056 菅沼 小梅 ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳﾒ 掛川市 0:17:01
63 10032 石村 千晴 ｲｼﾑﾗ ﾁﾊﾙ 静岡市 0:17:08
64 10054 吉田 琳音 ﾖｼﾀﾞ ﾘｵ 浜松市 雄踏小学校 0:17:12
65 10042 大石 歩実 ｵｵｲｼ ｱﾕﾐ 掛川市 掛川第一小学校 0:17:13
66 10047 河合 萌々香 ｶﾜｲ ﾓﾓｶ 浜松市 芳川北小 0:17:25
67 10084 横井 杏南 ﾖｺｲ ｱﾝﾅ 東京都 東根ＪＳＣ 0:17:29
68 10028 吉口 あかり ﾖｼｸﾞﾁ ｱｶﾘ 浜松市 0:17:33
69 10040 神谷 美葵 ｶﾐﾔ ﾐｷ 浜松市 蒲小学校 0:17:49
70 10065 青島 琴音 ｱｵｼﾏ ｺﾄﾈ 磐田市 磐田市立田原小学校 0:18:11
71 10060 神谷 香凜 ｶﾐﾔ ｶﾘﾝ 掛川市 大須賀陸上 0:18:27
72 10016 高崎 陽葵 ﾀｶｻｷ ﾋﾏﾘ 浜松市 0:18:39
73 10048 四方山 みずき ｼﾎｳﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 浜松市 芳川北小学校 0:18:44
74 10078 酒井 凛花 ｻｶｲ ﾘﾝｶ 静岡市 0:18:51
75 10045 榊原 佐彩 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻｱﾔ 菊川市 菊川市立内田小学校 0:18:52
76 10049 石村 彩 ｲｼﾑﾗ ｱﾔ 静岡市 0:20:11
77 10079 酒井 夏月 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 静岡市 0:20:29
78 10080 酒井 璃子 ｻｶｲ ﾘｺ 静岡市 0:20:30
79 10082 河合 理々子 ｶﾜｲ ﾘﾘｺ 浜松市 浜名小学校 0:24:40
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1 10201 小林 桜空 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾗ 磐田市 長野小学校 0:11:46
2 10205 松井 彩夏 ﾏﾂｲ ｱﾔｶ 磐田市 豊田東小 0:11:51
3 10207 平野 瑞季 ﾋﾗﾉ ﾐｽﾞｷ 磐田市 0:11:52
4 10278 久嶋 藍 ﾋｻｼﾞﾏ ｱｲ 磐田市 0:12:10
5 10418 鈴木 来実 ｽｽﾞｷ ｸﾙﾐ 磐田市 磐田南小学校 0:12:33
6 10432 木本 彩夢 ｷﾓﾄ ｱﾔﾒ 磐田市 竜洋北小学校 0:12:41
7 10215 三宅 彩也音 ﾐﾔｹ ｱﾔﾈ 磐田市 豊田北部小 0:12:45
8 10319 加藤 結衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 磐田市 磐田南小 0:12:53
9 10206 山田 渚々美 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾅﾐ 磐田市 富士見小学校 0:12:57

10 10373 大津 彩葉 ｵｵﾂ ｲﾛﾊ 磐田市 磐田西小 0:13:03
11 10210 横山 七夕華 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾕｶ 磐田市 田原小学校 0:13:07
12 10441 二橋 侑香 ﾆﾊｼ ﾕｳｶ 磐田市 0:13:08
13 10208 若林 由奈 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾅ 磐田市 東部小学校 0:13:08
14 10307 川原 莉緒 ｶﾜﾊﾗ ﾘｵ 磐田市 豊田北部小学校 0:13:12
15 10318 大庭 優奈 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾅ 磐田市 豊田南小 0:13:15
16 10228 中村 菜々美 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:37
17 10220 鈴木 日菜子 ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 磐田市 豊田東小 0:13:37
18 10231 芝田 美海 ｼﾊﾞﾀ ﾐｳ 磐田市 大藤小 0:13:40
19 10330 塚本 美青 ﾂｶﾓﾄ ﾐﾊﾙ 磐田市 0:13:44
20 10223 伊藤 凪優 ｲﾄｳ ﾅﾕ 磐田市 大藤小学校 0:13:51
21 10323 佐伯 知央 ｻｴｷ ﾁﾋﾛ 磐田市 0:13:56
22 10244 望月 優里 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕﾘ 磐田市 長野小 0:13:57
23 10218 外山 恵 ﾄﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 外山ランナーズ 0:14:04
24 10217 山川 真澄 ﾔﾏｶﾜ ﾏｽﾐ 磐田市 東部小学校 0:14:06
25 10211 中村 実莉 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ 磐田市 豊岡南小 0:14:06
26 10435 井上 祐里 ｲﾉｳｴ ﾕﾘ 磐田市 0:14:09
27 10419 石川 実樹 ｲｼｶﾜ ﾐｷ 磐田市 0:14:14
28 10219 奥村 律香 ｵｸﾑﾗ ﾘﾂｶ 磐田市 磐田南小学校 0:14:17
29 10438 後藤 優歩 ｺﾞﾄｳ ﾕﾎ 磐田市 福田小学校 0:14:22
30 10442 酒井 花果 ｻｶｲ ﾊﾅｶ 磐田市 豊田北部小 0:14:25
31 10324 川瀬 優希菜 ｶﾜｾ ﾕｷﾅ 磐田市 磐田西小 0:14:27
32 10425 河合 沙奈 ｶﾜｲ ｻﾅ 磐田市 磐田西小 0:14:28
33 10428 大石 寧々 ｵｵｲｼ ﾈﾈ 磐田市 磐田北小 0:14:30
34 10320 山本 暖花 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾉﾊ 磐田市 田原小 0:14:32
35 10347 菅沼 優咲 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳｻ 磐田市 0:14:33
36 10370 田中 愛梨 ﾀﾅｶ ｱｲﾘ 磐田市 0:14:35
37 10230 川島 美沙樹 ｶﾜｼﾏ ﾐｻｷ 磐田市 0:14:35
38 10371 原 弥桜 ﾊﾗ ﾐｵ 磐田市 0:14:36
39 10301 塚本 幸那 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾅ 磐田市 磐田西小学校 0:14:36
40 10216 袴田 幸来 ﾊｶﾏﾀ ｻﾗ 磐田市 豊田南小学校 0:14:37
41 10212 袴田 真由 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾕ 磐田市 向笠小学校 0:14:40
42 10209 鈴木 菜月 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 磐田市 青城小学校 0:14:41
43 10358 佐藤 桃希 ｻﾄｳ ﾓﾈ 磐田市 大藤小学校 0:14:45
44 10391 堀江 紅美 ﾎﾘｴ ｸﾐ 磐田市 青城小学校 0:14:47
45 10312 松永 優里 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾕﾘ 磐田市 0:14:51
46 10360 伊藤 睦 ｲﾄｳ ﾑﾂﾐ 磐田市 富士見小学校 0:14:57
47 10369 金原 美咲 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾐｻｷ 磐田市 0:14:58
48 10203 松木 七星 ﾏﾂｷ ﾅﾅｾ 磐田市 磐田南小 0:14:59
49 10332 水島 美優 ﾐｽﾞｼﾏ ﾐﾕｳ 磐田市 磐田学園 0:15:03
50 10333 永田 美空 ﾅｶﾞﾀ ﾐｸ 磐田市 富士見 0:15:07
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51 10291 青島 莉奈子 ｱｵｼﾏ ﾘﾅｺ 磐田市 磐田富士見小 0:15:07
52 10226 駒井 綴 ｺﾏｲ ﾂﾂﾞﾘ 磐田市 富士見小学校 0:15:08
53 10221 山田 苺音 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｵﾝ 磐田市 磐田南小学校 0:15:12
54 10343 山本 瀬夏 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾅ 磐田市 0:15:18
55 10412 森 柚月 ﾓﾘ ﾕﾂﾞｷ 磐田市 青城小学校 0:15:19
56 10346 大澤 碧海 ｵｵｻﾜ ｱｵｲ 磐田市 竜洋西小学校 0:15:21
57 10270 池谷 優里 ｲｹﾔ ﾕｳﾘ 磐田市 豊田南小学校 0:15:23
58 10273 小杉 春陽 ｺｽｷﾞ ﾊﾙﾋ 磐田市 0:15:25
59 10222 山田 朋英 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｴ 磐田市 富士見小 0:15:26
60 10383 天野 葉月 ｱﾏﾉ ﾊﾂﾞｷ 磐田市 青城小学校 0:15:26
61 10236 岩田 理瑚 ｲﾜﾀ ﾘｺ 磐田市 東部小学校 0:15:26
62 10227 田中 結 ﾀﾅｶ ﾕｳ 磐田市 青城小 0:15:27
63 10253 古里 七海 ﾌﾙｻﾄ ﾅﾅﾐ 磐田市 0:15:30
64 10229 山本 茉紘 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾋﾛ 磐田市 磐田西小学校 0:15:31
65 10304 大石 花 ｵｵｲｼ ﾊﾅ 磐田市 磐田北小学校 0:15:32
66 10420 原田 茜梨 ﾊﾗﾀﾞ ｱｶﾘ 磐田市 青城小学校 0:15:34
67 10340 小川 桜空 ｵｶﾞﾜ ｻｸﾗ 磐田市 0:15:36
68 10345 太田 結女 ｵｵﾀ ﾕﾒ 磐田市 0:15:37
69 10327 三岡 朋笑 ﾐﾂｵｶ ﾄﾜ 磐田市 0:15:37
70 10431 木本 幸希 ｷﾓﾄ ﾕｷ 磐田市 竜洋北小学校 0:15:41
71 10342 山本 華綸 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾘﾝ 磐田市 0:15:44
72 10337 和田 梓 ﾜﾀﾞ ｱｽﾞｻ 磐田市 0:15:45
73 10235 森本 羽菜 磐田市 竜洋西小 0:15:48
74  

ﾘﾓﾄ ﾊﾅ

75 10357 佐藤 萌花 ｻﾄｳ ﾓｶ 磐田市 大藤小学校 0:15:49
76 10322 佐伯 実南 ｻｴｷ ﾐﾅﾐ 磐田市 0:15:49
77 10415 太田 二瑚 ｵｵﾀ ﾆｺ 磐田市 東部小学校 0:15:50
78 10213 礒部 怜 ｲｿﾍﾞ ﾚｲ 磐田市 おかずクラブ 0:15:50
79 10433 宇田 ひなた ｳﾀﾞ ﾋﾅﾀ 磐田市 0:15:53
80 10243 伊藤 心春 ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 磐田市 豊岡北小学校 0:15:53
81 10344 太田 留樺 ｵｵﾀ ﾙｶ 磐田市 0:15:53
82 10444 大空 咲希 ｵｵｿﾞﾗ ｻｷ 磐田市 豊岡北小学校 0:15:54
83 10424 山本 葵 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 磐田市 磐田西小学校 0:15:55
84 10245 天野 楓 ｱﾏﾉ ｶｴﾃﾞ 磐田市 青城小学校 0:15:56
85 10414 倉橋 侑那 ｸﾗﾊｼ ﾕｳﾅ 磐田市 豊田北部小学校 0:15:57
86 10436 井上 佳乃 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾉ 磐田市 0:16:01
87 10385 上村 桃那 ｶﾐﾑﾗ ﾓﾓﾅ 磐田市 0:16:02
88 10413 倉橋 くるみ ｸﾗﾊｼ ｸﾙﾐ 磐田市 豊田北部小学校 0:16:05
89 10367 早津 心純 ﾊﾔﾂ ｺｽﾞﾐ 磐田市 豊岡北小学校 0:16:06
90 10288 鈴木 想乃 ｽｽﾞｷ ｿﾉ 磐田市 磐田南小学校 0:16:07
91 10225 袴田 真由 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾕ 磐田市 豊田南小学校 0:16:07
92 10265 池ヶ谷 千菜子 ｲｹｶﾞﾔ ﾁﾅｺ 磐田市 豊岡北小 0:16:07
93 10233 駒井 結 ｺﾏｲ ﾕﾜｲ 磐田市 富士見小学校 0:16:08
94 10254 三好 杏奈 ﾐﾖｼ ｱﾝﾅ 磐田市 豊田南小学校 0:16:10
95 10261 杉本 晶 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷ 磐田市 田原小 0:16:11
96 10260 加藤 愛琉 ｶﾄｳ ｱｲﾙ 磐田市 0:16:16
97 10239 馬場 結愛 ﾊﾞﾊﾞ ﾕﾒ 磐田市 磐田南小 0:16:16
98 10440 松下 結香 ﾏﾂｼﾀ ﾕｲｶ 磐田市 向笠小 0:16:18
99 10331 磯部 里月 ｲｿﾍﾞ ﾘﾂﾞｷ 磐田市 磐田市立向笠小 0:16:18

100 10396 山内 萌衣 ﾔﾏｳﾁ ﾒｲ 磐田市 長野小学校 0:16:20
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101 10300 佐伯 美侑 ｻｴｷ ﾐﾕ 磐田市 磐田西小 0:16:20
102 10237 戸塚 心絆 ﾄﾂｶ ｺｺﾅ 磐田市 磐田南小学校 0:16:22
103 10339 安井 瑞希 ﾔｽｲ ﾐｽﾞｷ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:16:24
104 10297 大城 和希 ｵｵｼﾛ ｶｽﾞｷ 磐田市 磐田西小学校 0:16:25
105 10354 山本 莉穂 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾎ 磐田市 0:16:25
106 10234 那須 未來 ﾅｽ ﾐﾗｲ 磐田市 磐田南小学校 0:16:26
107 10214 永島 光奈子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾅｺ 磐田市 岩田小学校 0:16:27
108 10249 佐々木 柚 ｻｻｷ ﾕｽﾞ 磐田市 ささきぃーず 0:16:29
109 10252 正木 陽香 ﾏｻｷ ﾊﾙｶ 磐田市 磐田南小 0:16:32
110 10238 馬場 百花 ﾊﾞﾊﾞ ﾓﾓｶ 磐田市 磐田南小 0:16:33
111 10379 和田 美波 ﾜﾀﾞ ﾐﾅﾐ 磐田市 0:16:34
112 10242 永島 輝優 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾕｳ 磐田市 岩田小学校 0:16:36
113 20003 森下 莉央菜 ﾓﾘｼﾀ ﾘｵﾅ 磐田市 株式会社ジュビロ 0:16:36
114 10434 宇田 こなつ ｳﾀﾞ ｺﾅﾂ 磐田市 0:16:39
115 10269 堀内 星奈 ﾎﾘｳﾁ ｾｲﾅ 磐田市 0:16:42
116 10404 中嶋 結菜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｲﾅ 磐田市 0:16:43
117 10392 辻 知江 ﾂｼﾞ ﾁｴ 磐田市 0:16:48
118 10355 松下 莉子 ﾏﾂｼﾀ ﾘｺ 磐田市 0:16:48
119 10427 川端 京楓 ｶﾜﾊﾞﾀ ｷｮｳｶ 磐田市 磐田市立田原小学校 0:16:57
120 10328 郷原 茉愛 ｺﾞｳﾊﾗ ﾏﾅ 磐田市 磐田南小 0:16:59
121 10380 山田 真歩 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ 磐田市 0:17:00
122 10336 髙林 愛佳 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｲｶ 磐田市 東部小学校 0:17:00
123 10308 山下 夏穂 ﾔﾏｼﾀ ｶﾎ 磐田市 磐田市立豊田南小学校 0:17:00
124 10365 伊東 紗良 ｲﾄｳ ｻﾗ 磐田市 東部小学校 0:17:02
125 10403 青島 理桜 ｱｵｼﾏ ﾘｵ 磐田市 0:17:02
126 10305 梶本 彩菜 ｶｼﾞﾓﾄ ｻﾅ 磐田市 0:17:06
127 10284 加藤 夢乃 ｶﾄｳ ﾕﾒﾉ 磐田市 豊田南小学校 0:17:08
128 10352 藤木 知佳 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓｶ 磐田市 0:17:08
129 10264 大杉 咲樺 ｵｵｽｷﾞ ｴﾐｶ 磐田市 0:17:11
130 10251 由比藤 凛 ﾕｲﾄｳ ﾘﾝ 磐田市 磐田中部小学校 0:17:11
131 10263 山下 葉菜 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾅ 磐田市 東部小 0:17:13
132 10250 小池 真咲 ｺｲｹ ﾏｻｷ 磐田市 豊田北部小 0:17:15
133 10423 水野 葵 ﾐｽﾞﾉ ｱｵｲ 磐田市 東部小学校 0:17:15
134 10306 杉山 愛実 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏﾅﾐ 磐田市 0:17:21
135 10295 牧野 羽音 ﾏｷﾉ ｳﾀ 磐田市 豊田南小学校 0:17:23
136 10204 平野 詩依 ﾋﾗﾉ ｼｲ 磐田市 磐田市立中部小学校 0:17:23
137 10298 横井 心風 ﾖｺｲ ﾐｶｾﾞ 磐田市 磐田南小学校 0:17:23
138 10287 埋田 葵生 ｳﾒﾀ ｱｵｲ 磐田市 磐田南小学校 0:17:27
139 10279 松浦 柚葉 ﾏﾂｳﾗ ﾕｽﾞﾊ 磐田市 福田小 0:17:29
140 10281 向山 瑚々那 ﾑｶｲﾔﾏ ｺｺﾅ 磐田市 福田小 0:17:31
141 10364 江塚 心萌 ｴﾂﾞｶ ﾓﾓ 磐田市 東部小学校 0:17:31
142 10296 竹内 彩姫羽 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾊ 磐田市 竜洋西小学校 0:17:34
143 10258 飯田 優利亜 ｲｲﾀﾞ ﾕﾘｱ 磐田市 0:17:38
144 10409 田嶋 那琉 ﾀｼﾞﾏ ﾅﾙ 磐田市 向笠小学校 0:17:42
145 10283 高木 美紅 ﾀｶｷﾞ ﾐｸ 磐田市 0:17:48
146 10259 江塚 巴菜 ｴﾂﾞｶ ﾊﾅ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:17:48
147 10416 天野 桜 ｱﾏﾉ ｻｸﾗ 磐田市 磐田中部小学校 0:17:50
148 10248 松本 成未 ﾏﾂﾓﾄ ﾅﾙﾐ 磐田市 豊田南小学校 0:17:51
149 10376 小野田 夏子 ｵﾉﾀﾞ ﾅﾂｺ 磐田市 東部小 0:17:53
150 10362 松井 宥奈 ﾏﾂｲ ｳﾅ 磐田市 0:17:53
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151 10430 鈴木 心陽 ｽｽﾞｷ ﾐﾊﾙ 磐田市 田原小学校 0:17:57
152 10314 岡本 灯 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 磐田市 富士見小学校 0:18:02
153 10402 伊藤 早紀 ｲﾄｳ ｻｷ 磐田市 青城小学校 0:18:02
154 10351 岡 姫菜乃 ｵｶ ﾋﾅﾉ 磐田市 0:18:02
155 10437 砂山 琴音 ｽﾅﾔﾏ ｺﾄﾈ 磐田市 磐田市立田原小学校 0:18:03
156 10257 杉森 和葉 ｽｷﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾊ 磐田市 田原小学校 0:18:03
157 10421 上田 和可 ｳｴﾀﾞ ﾉﾄﾞｶ 磐田市 0:18:06
158 10272 鮫嶋 星来 ｻﾒｼﾞﾏ ｾﾗ 磐田市 大藤小学校 0:18:08
159 10445 松本 好未 ﾏﾂﾓﾄ ｺﾉﾐ 磐田市 青城小学校 0:18:17
160 10386 生田 碧海 ｲｸﾀ ｱｵｲ 磐田市 磐田市立竜洋北小学校 0:18:18
161 10381 内野 倖来 ｳﾁﾉ ｼｱﾗ 磐田市 福田小 0:18:19
162 10280 向山 玲那 ﾑｶｲﾔﾏ ﾚﾅ 磐田市 福田小 0:18:19
163 10321 鈴木 柚菜 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾅ 磐田市 福田小 0:18:20
164 10422 上田 万結 ｳｴﾀﾞ ﾏﾕ 磐田市 0:18:23
165 10400 坂口 優生 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｲ 磐田市 長野小学校 0:18:23
166 10299 小松 たから ｺﾏﾂ ﾀｶﾗ 磐田市 0:18:25
167 10246 清澤 果歩 ｷﾖｻﾜ ｶﾎ 磐田市 東部小 0:18:25
168 10356 松下 湖美 ﾏﾂｼﾀ ｺﾊﾙ 磐田市 0:18:27
169 10417 若月 乃咲 ﾜｶﾂｷ ﾉｴ 磐田市 0:18:27
170 10429 鈴木 紗世 ｽｽﾞｷ ｻﾖ 磐田市 0:18:27
171 10406 盛 絢香 ﾓﾘ ｱﾔｶ 磐田市 東部小学校 0:18:30
172 10309 杉浦 緒美 ｽｷﾞｳﾗ ﾂｸﾞﾐ 磐田市 磐田西小 0:18:30
173 10271 鮫嶋 莉那 ｻﾒｼﾞﾏ ﾘﾅ 磐田市 大藤小学校 0:18:35
174 10335 小幡 莉穂 ｵﾊﾞﾀ ﾏﾎ 磐田市 豊田北部小 0:18:36
175 10375 下沢 彩純 ｼﾓｻﾜ ｱｽﾐ 磐田市 磐田北小学校 0:18:37
176 10374 渡辺 杏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾝ 磐田市 磐田北小学校 0:18:38
177 10224 梁瀬 光結 ﾔﾅｾ ﾐﾕ 磐田市 磐田市北小学校 0:18:38
178 10329 神谷 悠杏 ｶﾐﾔ ﾊﾙｱ 磐田市 イワタミナミ 0:18:42
179 10407 鈴木 百々果 ｽｽﾞｷ ﾓﾓﾊ 磐田市 竜洋西小学校 0:18:45
180 10408 松島 怜愛 ﾏﾂｼﾏ ﾚｲｱ 磐田市 竜洋西小 0:18:46
181 10384 飯田 光里 ｲｲﾀﾞ ﾋｶﾘ 磐田市 岩田小学生 0:18:48
182 10274 高田 瑚々海 ﾀｶﾀﾞ ｺｺﾐ 磐田市 0:18:51
183 10313 高田 萌夏 ﾀｶﾀﾞ ﾓｶ 磐田市 0:18:54
184 10439 青島 くるみ ｱｵｼﾏ ｸﾙﾐ 磐田市 磐田市立岩田小学校 0:18:55
185 10341 白井 志織 ｼﾗｲ ｼｵﾘ 磐田市 0:18:58
186 10395 大橋 寧々 ｵｵﾊｼ ﾈﾈ 磐田市 長野小学校 0:19:00
187 10241 松本 あずさ ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾞｻ 磐田市 豊田南小学校 0:19:04
188 10268 大場 結心 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾐ 磐田市 磐田市立長野小 0:19:05
189 10366 倉田 実来乃 ｸﾗﾀ ﾐﾗﾉ 磐田市 磐田北小 0:19:06
190 10405 中嶋 仁菜 ﾅｶｼﾞﾏ ﾆｲﾅ 磐田市 0:19:09
191 10368 赤坂 康夏 ｱｶｻｶ ｼｽﾞｶ 磐田市 0:19:10
192 10294 寺田 愛姫 ﾃﾗﾀﾞ ｱｲﾋ 磐田市 大藤小学校 0:19:10
193 10267 廣谷 真帆 ﾋﾛﾀﾆ ﾏﾎ 磐田市 0:19:10
194 10338 和田 いろは ﾜﾀﾞ ｲﾛﾊ 磐田市 0:19:11
195 10378 名倉 詩乃 ﾅｸﾞﾗ ｳﾀﾉ 磐田市 富士見小学校 0:19:14
196 10387 生田 いろは ｲｸﾀ ｲﾛﾊ 磐田市 磐田市立竜洋北小学校 0:19:15
197 10426 坂口 れな ｻｶｸﾞﾁ ﾚﾅ 磐田市 竜洋東小学校 0:19:18
198 10443 山田 萌愛 ﾔﾏﾀﾞ ﾒｲ 磐田市 0:19:21
199 10326 鈴木 柑奈 ｽｽﾞｷ ｶﾝﾅ 磐田市 豊田北部小 0:19:24
200 10325 鈴木 瑠奈 ｽｽﾞｷ ﾙﾅ 磐田市 豊田北部小 0:19:28
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201 10202 松下 莉子 ﾏﾂｼﾀ ﾘｺ 磐田市 東部小 0:19:29
202 10289 松本 亜美 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾐ 磐田市 青城小 0:19:47
203 10302 大石 愛梨 ｵｵｲｼ ｱｲﾘ 磐田市 豊田南小学校 0:19:53
204 10310 河野 莉奈 ｺｳﾉ ﾚｲﾅ 磐田市 竜洋北小学校 0:19:58
205 10292 杉山 花那 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾅ 磐田市 磐田北小学校 0:20:01
206 10255 渥美 瑠香 ｱﾂﾐ ﾙｶ 磐田市 0:20:01
207 10290 青島 和奏 ｱｵｼﾏ ﾜｶﾅ 磐田市 磐田北小 0:20:02
208 10397 坂口 莉生 ｻｶｸﾞﾁ ﾘｵ 磐田市 長野小学校 0:20:08
209 10247 江端 優衣 ｴﾊﾞﾀ ﾕｲ 磐田市 磐田北小 0:20:09
210 10276 鈴木 杏那 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 磐田市 青城小学校 0:20:12
211 10275 藤田 つばき ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｷ 磐田市 0:20:13
212 10394 星野 朱音 ﾎｼﾉ ｱｶﾈ 磐田市 長野小学校 0:20:14
213 10398 星野 藍花 ﾎｼﾉ ｱｲｶ 磐田市 長野小学校 0:20:16
214 10411 大石 茜里 ｵｵｲｼ ｱｶﾘ 磐田市 0:20:18
215 10361 渡辺 琴叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾄｶ 磐田市 0:20:18
216 10410 太田 あんり ｵｵﾀ ｱﾝﾘ 磐田市 0:20:19
217 10363 山田 千紗 ﾔﾏﾀﾞ ﾁｻ 磐田市 0:20:19
218 10286 加藤 瑳姫 ｶﾄｳ ｻｷ 磐田市 0:20:23
219 10334 伊藤 百那 ｲﾄｳ ﾓﾓﾅ 磐田市 東部小 0:20:27
220 10389 鈴木 芹羽 ｽｽﾞｷ ｾﾘﾊ 磐田市 竜洋東 0:20:29
221 10377 稲葉 心蓮 ｲﾅﾊﾞ ｺﾄﾊ 磐田市 竜洋東小学校 0:20:29
222 10390 佐藤 瀬奈 ｻﾄｳ ｾﾅ 磐田市 竜洋東 0:20:29
223 10382 丹羽 里埜愛 ﾆﾜ ﾘﾉｱ 磐田市 0:20:30
224 10277 鈴木 冴那 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 磐田市 青城小学校 0:20:49
225 10353 小倉 那月 ｵｸﾞﾗ ﾅﾂｷ 磐田市 磐田南小学校 0:20:49
226 10349 鈴木 和 ｽｽﾞｷ ﾉﾄﾞｶ 磐田市 0:20:50
227 10348 鈴木 麗 ｽｽﾞｷ ｳﾗﾗ 磐田市 0:20:53
228 10399 大橋 奈々 ｵｵﾊｼ ﾅﾅ 磐田市 長野小学校 0:21:44
229 10266 三宅 陽奈子 ﾐﾔｹ ﾋﾅｺ 磐田市 磐田北小学校 0:21:45
230 10317 増井 友芽花 ﾏｽｲ ﾕﾒｶ 磐田市 東部小学校 0:21:49
231 10311 篠田 優衣 ｼﾉﾀﾞ ﾕｲ 磐田市 東部小学校 0:21:51
232 10393 中田 悠花 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｶ 磐田市 青城小学校 0:21:57
233 10350 杉山 いち花 ｽｷﾞﾔﾏ ｲﾁｶ 磐田市 0:21:57
234 10316 鈴木 美奈綺 ｽｽﾞｷ ﾐﾅｷ 磐田市 青城小 0:22:32
235 10315 伊藤 未虹 ｲﾄｳ ﾐｺ 磐田市 青城小 0:22:32

2019年11月10日



第22回ジュビロ磐田メモリアルマラソン

３kｍファミリー

Print: 2019/11/10 14:54:13 1 / 13 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏 名 ﾍﾟｱ氏名 氏名ｶﾅ ﾍﾟｱｶﾅ 県 名 記 録

1 11018 野中 信彰 野中 志貴 ﾉﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ ﾉﾅｶ ﾕｷﾀｶ 浜松市 0:11:26
2 11021 土屋 忠大 土屋 祐太 ﾂﾁﾔ ﾀﾀﾞﾋﾛ ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 浜松市 0:11:59
3 11025 宍井 一滋 宍井 颯太 ｼｼｲ ｶｽﾞｼ ｼｼｲ ｿｳﾀ 湖西市 0:12:03
4 11016 小池 則貴 小池 武琉 ｺｲｹ ﾉﾘﾀｶ ｺｲｹ ﾀｹﾙ 函南町 0:12:07
5 11015 土屋 裕也 土屋 遥稀 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾔ ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 浜松市 0:12:26
6 11011 村松 隆幸 村松 優真 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾕｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳﾏ 藤枝市 0:12:54
7 11022 森田 尚史 森田 釉月 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾁｶ ﾓﾘﾀ ﾕﾂﾞｷ 掛川市 0:12:54
8 11046 佐藤 祐一 佐藤 琉那 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ ｻﾄｳ ﾘｭｳﾅ 三重県 0:13:05
9 11002 山岡 恵美 山岡 佳 ﾔﾏｵｶ ｴﾐ ﾔﾏｵｶ ｶｲ 磐田市 0:13:08

10 11614 高橋 正治 高橋 柊音 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ ﾀｶﾊｼ ｼｵﾝ 袋井市 0:13:10
11 11017 仁多見 裕紀 仁多見 粋鳳 ﾆﾀﾐ ﾋﾛｷ ﾆﾀﾐ ｷﾖﾀｶ 藤枝市 0:13:25
12 11020 松根 陽介 松根 航太 ﾏﾂﾈ ﾖｳｽｹ ﾏﾂﾈ ｺｳﾀ 浜松市 0:13:27
13 11051 菊地 健太 菊地 幌 ｷｸﾁ ｹﾝﾀ ｷｸﾁ ﾎﾛ 掛川市 0:13:31
14 11047 松井 彩子 松井 さつき ﾏﾂｲ ｻｲｺ ﾏﾂｲ ｻﾂｷ 浜松市 0:13:37
15 11646 入江 宏和 入江 流輝 ｲﾘｴ ﾋﾛｶｽﾞ ｲﾘｴ ﾘｸ 湖西市 0:13:39
16 11603 秋山 公良 秋山 悠斗 ｱｷﾔﾏ ｷﾐﾖｼ ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾄ 浜松市 0:13:44
17 11467 中村 祐人 中村 俊成 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｾｲ 磐田市 0:13:48
18 11165 中村 通久 中村 悠之介 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾋｻ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾉｽｹ 浜松市 0:13:50
19 11095 土屋 貴裕 土屋 惺愛 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ ﾂﾁﾔ ｾﾅ 静岡市 0:13:50
20 11058 山口 直輝 山口 桜雅 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ 浜松市 0:13:51
21 11037 宮島 和己 宮島 萌衣 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞﾐ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾒｲ 掛川市 0:13:54
22 11635 姥 巧 姥 尚 ｳﾊﾞ ﾀｸﾐ ｳﾊﾞ ﾋｻｼ 磐田市 0:13:54
23 11119 伊藤 弘泰 伊藤 千紘 ｲﾄｳ ﾋﾛﾔｽ ｲﾄｳ ﾁﾋﾛ 浜松市 0:13:55
24 11030 竹島 彰吾 竹島 悠希 ﾀｹｼﾏ ｼｮｳｺﾞ ﾀｹｼﾏ ﾊﾙｷ 浜松市 0:13:56
25 11108 春日 大介 春日 空 ｶｽｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｶｽｶﾞ ｿﾗ 磐田市 0:13:57
26 11029 池田 洋一 池田 流空 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ ｲｹﾀﾞ ﾘｸ 浜松市 0:13:59
27 11062 大石 孝介 大石 奏太 ｵｵｲｼ ｺｳｽｹ ｵｵｲｼ ｶﾅﾀ 浜松市 0:14:00
28 11110 村松 嶺太 村松 紗千子 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀ ﾑﾗﾏﾂ ｻﾁｺ 浜松市 0:14:05
29 11069 小勝 英明 小勝 智弘 ｺｶﾂ ﾋﾃﾞｱｷ ｺｶﾂ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 0:14:05
30 11458 村田 直也 村田 礼陽 ﾑﾗﾀ ﾅｵﾔ ﾑﾗﾀ ﾚｵ 磐田市 0:14:06
31 11481 伊藤 孝 伊藤 拓海 ｲﾄｳ ﾀｶｼ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 磐田市 0:14:10
32 11012 柴田 匡哉 柴田 かのん ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾔ ｼﾊﾞﾀ ｶﾉﾝ 湖西市 0:14:11
33 11057 小谷 和弘 永田 敦士 ｺﾀﾆ ｶｽﾞﾋﾛ ﾅｶﾞﾀ ｱﾂｼ 埼玉県 0:14:12
34 11056 秋鹿 真一 秋鹿 伶奈 ｱｲｶ ｼﾝｲﾁ ｱｲｶ ﾚﾅ 菊川市 0:14:15
35 11061 村松 美佐 村松 杏夏 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｻ ﾑﾗﾏﾂ ｱﾝﾅ 袋井市 0:14:18
36 11088 今原 淳吾 今原 徳馬 ｲﾏﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺﾞ ｲﾏﾊﾗ ﾄｸﾏ 浜松市 0:14:19
37 11064 寺田 尚久 寺田 紗菜 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋｻ ﾃﾗﾀﾞ ｻﾅ 浜松市 0:14:21
38 11050 大石 尚紀 大石 晃生 ｵｵｲｼ ﾅｵｷ ｵｵｲｼ ｺｳｾｲ 吉田町 0:14:30
39 11098 リケルメ アラン 野末 果心路 ﾘｹﾙﾒ ｱﾗﾝ ﾉｽﾞｴ ｶﾐﾛ 浜松市 0:14:37
40 11054 森重 美沙 森重 世那 ﾓﾘｼｹﾞ ﾐｻ ﾓﾘｼｹﾞ ｾﾅ 浜松市 0:14:38
41 11263 猿渡 公隆 猿渡 隼士 ｻﾙﾜﾀﾘ ｷﾐﾀｶ ｻﾙﾜﾀﾘ ﾊﾔﾄ 浜松市 0:14:38
42 11019 石丸 智啓 石丸 柚希 ｲｼﾏﾙ ﾄﾓﾋﾛ ｲｼﾏﾙ ﾕｽﾞｷ 藤枝市 0:14:42
43 11090 後藤 一真 後藤 一汰 ｺﾞﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ ｺﾞﾄﾞｳ ｲﾁﾀ 浜松市 0:14:43
44 11634 林 邦明 林 夏輝 ﾊﾔｼ ｸﾆｱｷ ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 磐田市 0:14:43
45 11128 村尾 幸助 村尾 昊紀 ﾑﾗｵ ｺｳｽｹ ﾑﾗｵ ｺｳｷ 浜松市 0:14:46
46 11097 有山 仁 有山 知宙 ｱﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ ｱﾘﾔﾏ ﾁﾋﾛ 浜松市 0:14:51
47 11198 夏目 冠太 夏目 崇人 ﾅﾂﾒ ｶﾝﾀ ﾅﾂﾒ ﾀｶﾋﾄ 浜松市 0:14:52
48 11257 河合 将貴 河合 遥香 ｶﾜｲ ﾏｻﾀｶ ｶﾜｲ ﾊﾙｶ 浜松市 0:14:54
49 11158 小畑 伸幸 小畑 諒晟 ｵﾊﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｾｲ 磐田市 0:14:55
50 11271 松本 邦昭 松本 耀斗 ﾏﾂﾓﾄ ｸﾆｱｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾗﾄ 袋井市 0:14:55
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51 11040 筒井 優也 筒井 達也 ﾂﾂｲ ﾕｳﾔ ﾂﾂｲ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:14:57
52 11003 佐藤 篤司 佐藤 星苗 ｻﾄｳ ｱﾂｼ ｻﾄｳ ｾﾅ 袋井市 0:15:02
53 11468 平野 和也 平野 礼琥 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾔ ﾋﾗﾉ ﾗｲｸ 磐田市 0:15:04
54 11395 足立 泰司 足立 雄大 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲｼﾞ ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 浜松市 0:15:05
55 11032 落合 輝幸 落合 朝飛 ｵﾁｱｲ ﾃﾙﾕｷ ｵﾁｱｲ ｱｻﾋ 掛川市 0:15:07
56 11450 伊藤 唯史 伊藤 唯人 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ ｲﾄｳ ﾕﾋﾄ 磐田市 0:15:12
57 11406 神谷 奏斗 神谷 章乃 ｶﾐﾔ ｶﾅﾄ ｶﾐﾔ ｱｷﾉ 磐田市 0:15:17
58 11528 千葉 一樹 千葉 柚月 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｷ ﾁﾊﾞ ﾕｽﾞｷ 磐田市 0:15:21
59 11485 永津 淳 永津 慧悟 ﾅｶﾞﾂ ｼﾞｭﾝ ﾅｶﾞﾂ ｹｲｺﾞ 磐田市 0:15:24
60 11134 宮田 真実 宮田 遥輝 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾐﾁ ﾐﾔﾀ ﾊﾙｷ 浜松市 0:15:24
61 11052 渡部 真一 渡部 智也 ﾜﾀﾍﾞ ｼﾝｲﾁ ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾔ 磐田市 0:15:25
62 11028 古橋 裕 古橋 昊大 ﾌﾙﾊｼ ﾕﾀｶ ﾌﾙﾊｼ ｿﾗﾄ 浜松市 0:15:25
63 11044 石井 誠一 石井 智彬 ｲｼｲ ｾｲｲﾁ ｲｼｲ ﾁｱｷ 磐田市 0:15:28
64 11013 活洲 政敬 活洲 芽依 ｲｹｽ ﾏｻﾀｶ ｲｹｽ ﾒｲ 袋井市 0:15:28
65 11460 大塚 拓人 大塚 駿人 ｵｵﾂｶ ﾀｸﾄ ｵｵﾂｶ ｼｭﾝﾄ 磐田市 0:15:33
66 11111 伊藤 結人 伊藤 隼人 ｲﾄｳ ﾕｲﾄ ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 磐田市 0:15:35
67 11053 鈴木 朝陽 鈴木 義浩 ｽｽﾞｷ ｱｻﾋ ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 0:15:37
68 11063 古橋 広樹 古橋 優空 ﾌﾙﾊｼ ﾋﾛｷ ﾌﾙﾊｼ ﾕｳ 浜松市 0:15:38
69 11557 長島 可代子 長島 華子 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾖｺ ﾅｶﾞｼﾏ ｶｺ 静岡市 0:15:38
70 11086 高林 圭吾 高林 蓮 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 浜松市 0:15:45
71 11116 古元 真矢 古元 陸琥 ﾌﾙﾓﾄ ﾏﾔ ﾌﾙﾓﾄ ﾘｸ 湖西市 0:15:47
72 11447 海野 拓也 海野 誠斗 ｳﾝﾉ ﾀｸﾔ ｳﾝﾉ ﾏｺﾄ 焼津市 0:15:49
73 11049 鈴木 崇弘 鈴木 康汰郎 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 磐田市 0:15:51
74 11229 牛田 隆一郎 牛田 藍士 ｳｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ ｳｼﾀﾞ ｱｲﾄ 磐田市 0:15:52
75 11300 橋本 大 橋本 幹 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲ ﾊｼﾓﾄ ﾐｷ 浜松市 0:15:53
76 11563 松下 ちさと 松下 蒼生 ﾏﾂｼﾀ ﾁｻﾄ ﾏﾂｼﾀ ｱｵｲ 磐田市 0:15:53
77 11073 遠山 裕紀 遠山 櫂 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｷ ﾄｵﾔﾏ ｶｲ 浜松市 0:15:54
78 11524 石川 公朗 石川 暖 ｲｼｶﾜ ｷﾐｱｷ ｲｼｶﾜ ﾋﾅﾀ 袋井市 0:15:57
79 11082 渡邉 秀仁 渡邉 陽芽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾒ 浜松市 0:15:58
80 11555 伊藤 順二 伊藤 佑二 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 磐田市 0:15:59
81 11023 瀬戸 義一 瀬戸 海有 ｾﾄ ﾖｼｶｽﾞ ｾﾄ ﾐﾕｳ 島田市 0:16:00
82 11536 丸尾 敬 丸尾 遥 ﾏﾙｵ ｹｲ ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 浜松市 0:16:01
83 11104 金原 秀恭 金原 佑 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀｽｸ 浜松市 0:16:02
84 11171 磯部 良幸 磯部 太一 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾕｷ ｲｿﾍﾞ ﾀｲﾁ 磐田市 0:16:03
85 11169 中村 紀博 中村 璃稀 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ 浜松市 0:16:04
86 11184 猪原 絵美 猪原 千愛 ｲﾊﾗ ｴﾐ ｲﾊﾗ ｾﾅ 磐田市 0:16:05
87 11045 伊藤 啓孝 伊藤 大翔 ｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 磐田市 0:16:07
88 11315 若林 博昭 若林 玲奈 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾅ 磐田市 0:16:08
89 11401 内山 恋夏 内山 匡記 ｳﾁﾔﾏ ｺﾅﾂ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻｷ 磐田市 0:16:11
90 11501 殿村 吾貴子 殿村 颯斗 ﾄﾉﾑﾗ ｱｷｺ ﾄﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 磐田市 0:16:12
91 11508 細川 徹 細川 道成 ﾎｿｶﾜ ﾄｵﾙ ﾎｿｶﾜ ﾐﾁﾅﾘ 磐田市 0:16:16
92 11585 川口 広樹 川口 瑞樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 磐田市 0:16:18
93 11109 寺田 拓人 寺田 颯汰 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾄ ﾃﾗﾀﾞ ｿｳﾀ 磐田市 0:16:19
94 11204 伊藤 恭兵 伊藤 颯 ｲﾄｳ ｷｮｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾘｮｳ 浜松市 0:16:21
95 11329 木野戸 恵一 木野戸 陽平 ｷﾉﾄ ｹｲｲﾁ ｷﾉﾄ ﾖｳﾍｲ 浜松市 0:16:23
96 11553 安藤 竜司 安藤 璃実加 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｼﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘﾐｶ 磐田市 0:16:24
97 11492 重信 徹 重信 善 ｼｹﾞﾉﾌﾞ ﾄｵﾙ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ｾﾞﾝ 磐田市 0:16:26
98 11577 武田 和己 武田 健心郎 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾛｳ 湖西市 0:16:26
99 11117 田中 譲 田中 慈瑛 ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳ ﾀﾅｶ ｼﾞｴｲ 島田市 0:16:27

100 11102 渡邉 豊 渡邉 陽菜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾅ 浜松市 0:16:28
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101 11009 本道 克典 本道 京香 ﾎﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾉﾘ ﾎﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｶ 浜松市 0:16:30
102 11452 やまだ だいすけ やまだ ももこ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｺ 磐田市 0:16:30
103 11083 川坂 真哉 川坂 悠真 ｶﾜｻｶ ｼﾝﾔ ｶﾜｻｶ ﾕｳﾏ 愛知県 0:16:31
104 11543 東 洋介 東 史菜 ﾋｶﾞｼ ﾖｳｽｹ ﾋｶﾞｼ ﾌﾐﾅ 浜松市 0:16:32
105 11199 林 忠治 林 勇佑 ﾊﾔｼ ﾀﾀﾞﾊﾙ ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:16:35
106 11264 永田 克己 永田 翔大 ﾅｶﾞﾀ ｶﾂｷ ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳﾀ 磐田市 0:16:37
107 11372 鈴木 寿夫 田中 晴渚 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ ﾀﾅｶ ｾﾅ 吉田町 0:16:37
108 11077 糸川 章太 糸川 あかね ｲﾄｶﾜ ｼｮｳﾀ ｲﾄｶﾜ ｱｶﾈ 磐田市 0:16:38
109 11007 永田 恭大 永田 知温 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ ﾅｶﾞﾀ ﾁｵﾝ 袋井市 0:16:39
110 11096 鈴木 一聖 鈴木 幹太 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ ｽｽﾞｷ ｶﾝﾀ 磐田市 0:16:40
111 11272 安田 友昭 安田 瑞規 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓｱｷ ﾔｽﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 湖西市 0:16:40
112 11081 山本 佑介 山本 茉奈 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾅ 磐田市 0:16:41
113 11197 上田 隼嗣 上田 隆之 ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 浜松市 0:16:41
114 11534 田代 健 田代 遥翔 ﾀｼﾛ ｹﾝ ﾀｼﾛ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:16:42
115 11033 安間 翔梧 安間 翼 ﾔｽﾏ ｼｮｳｺﾞ ﾔｽﾏ ﾂﾊﾞｻ 東京都 0:16:45
116 11412 渋谷 虹成 渋谷 浩明 ｼﾌﾞﾔ ｺｳｾｲ ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:16:46
117 11035 山路 章浩 山路 コウタロウ ﾔﾏｼﾞ ｱｷﾋﾛ ﾔﾏｼﾞ ｺｳﾀﾛｳ 御前崎市 0:16:47
118 11196 及川 莉織 中島 久男 ｵｲｶﾜ ﾘｵ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｵ 磐田市 0:16:47
119 11366 土屋 俊哉 土屋 祐介 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾔ ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:16:48
120 11333 藤見 郁恵 藤見 龍 ﾌｼﾞﾐ ｲｸｴ ﾌｼﾞﾐ ﾘｮｳ 磐田市 0:16:49
121 11602 廣岡 進哉 廣岡 征太朗 ﾋﾛｵｶ ｼﾝﾔ ﾋﾛｵｶ ｾｲﾀﾛｳ 袋井市 0:16:50
122 11437 逸見 悠翔 逸見 誠 ﾍﾝﾐ ﾊﾙﾄ ﾍﾝﾐﾏｺﾄ 磐田市 0:16:52
123 11112 袴田 慎太郎 袴田 結麻 ﾊｶﾏﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾊｶﾏﾀ ﾕﾏ 磐田市 0:16:56
124 11440 浦上 崇 浦上 訊 ｳﾗｶﾞﾐ ﾀｶｼ ｳﾗｶﾞﾐ ｼﾞﾝ 磐田市 0:16:57
125 11192 小柳津 弘 小柳津 智也 ｵﾔｲﾂﾞ ﾋﾛｼ ｵﾔｲﾂﾞ ﾄﾓﾔ 掛川市 0:16:57
126 11014 神長 崇宏 神長 曜 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ ｶﾐﾅｶﾞ ﾖｳ 焼津市 0:16:58
127 11168 佐野 明彦 佐野 千春 ｻﾉ ｱｷﾋｺ ｻﾉ ﾁﾊﾙ 富士市 0:16:59
128 11591 高橋 一誠 高橋 誠人 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏｻ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 藤枝市 0:17:00
129 11219 森下 倫江 森下 晃 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾁｴ ﾓﾘｼﾀ ﾋｶﾘ 藤枝市 0:17:01
130 11070 望月 朗久 望月 千歳 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋｻ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾁﾄｾ 浜松市 0:17:01
131 11031 北澤 有美子 北澤 輝己 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾐｺ ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ 磐田市 0:17:02
132 11574 池田 早也香 池田 爽旬 ｲｹﾀﾞ ｻﾔｶ ｲｹﾀﾞ ｿｳｼｭﾝ 磐田市 0:17:03
133 11181 濱田 祐輔 濱田 彩莉 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾊﾏﾀﾞ ｱﾘ 磐田市 0:17:05
134 11420 澤田 遥 澤田 哲 ｻﾜﾀﾞ ﾊﾙｶ ｻﾜﾀﾞ ｻﾄｼ 浜松市 0:17:07
135 11470 内田 秀樹 内田 美柊 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ｳﾁﾀﾞ ﾐﾌﾕ 浜松市 0:17:07
136 11130 谷口 成紀 谷口 明慶 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞﾉﾘ ﾔｸﾞﾁ ｱｷﾖｼ 磐田市 0:17:10
137 11374 小山 真輝 小山 廉翔 ｺﾔﾏ ﾏｷ ｺﾔﾏ ﾚﾝﾄ 浜松市 0:17:13
138 11647 岡本 真樹 岡本 陽南 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｷ ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾅ 磐田市 0:17:13
139 11375 池谷 尚彦 池谷 悠希 ｲｹﾔ ﾅｵﾋｺ ｲｹﾔ ﾕｳｷ 磐田市 0:17:15
140 11260 西村 賢治 西村 恒希 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 愛知県 0:17:17
141 11415 鈴木 大輝 鈴木 忠義 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞﾖｼ 磐田市 0:17:21
142 11378 平野 慎吾 平野 天翔 ﾋﾗﾉ ｼﾝｺﾞ ﾋﾗﾉ ｱﾏﾄ 磐田市 0:17:21
143 11072 中根 吉章 中根 千帆 ﾅｶﾈ ﾖｼｱｷ ﾅｶﾈ ﾁﾎ 浜松市 0:17:23
144 11071 石山 修暉 石山 華凜 ｲｼﾔﾏ ｼｭｳｷ ｲｼﾔﾏ ｶﾘﾝ 掛川市 0:17:24
145 11328 岡崎 純子 岡崎 希乃花 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ ｵｶｻﾞｷ ﾉﾉｶ 磐田市 0:17:27
146 11150 新間 一明 新間 一峻 ﾆｲﾏ ｶｽﾞｱｷ ﾆｲﾏ ｶｽﾞﾀｶ 静岡市 0:17:27
147 11404 鈴木 陽葵 鈴木 由有紀 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 磐田市 0:17:27
148 11514 池畑 純一 池畑 雄哉 ｲｹﾊﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｲｹﾊﾀ ﾕｳﾔ 浜松市 0:17:28
149 11573 松本 充弘 松本 侑樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 磐田市 0:17:29
150 11241 瀬崎 浩史 瀬崎 史帆 ｾｻﾞｷ ﾋﾛｼ ｾｻﾞｷ ｼﾎ 磐田市 0:17:29
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151 11429 佐藤 来飛 佐藤 泰行 ｻﾄｳ ﾗｲﾄ ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ 菊川市 0:17:30
152 11589 山中 侑香里 齋藤 杏果 ﾔﾏﾅｶ ﾕｶﾘ ｻｲﾄｳ ﾓﾓｶ 浜松市 0:17:32
153 11521 八木 杏菜 八木 孝太郎 ﾔｷﾞ ｱﾝﾅ ﾔｷﾞ ｺｳﾀﾛｳ 浜松市 0:17:33
154 11149 井上 邦一 井上 弘一 ｲﾉｳｴ ｸﾆｶｽﾞ ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 磐田市 0:17:35
155 11330 後藤 絵美 木野戸 優真 ｺﾞﾄｳ ｴﾐ ｷﾉﾄ ﾕｳﾏ 浜松市 0:17:38
156 11423 大津 伊織 大津 好人 ｵｵﾂ ｲｵﾘ ｵｵﾂ ﾖｼﾋﾄ 磐田市 0:17:38
157 11545 田畑 怜子 田畑 拓瑞 ﾀﾊﾞﾀ ﾚｲｺ ﾀﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 磐田市 0:17:39
158 11296 ふるた ひでき 古田 ゆりか ﾌﾙﾀ ﾋﾃﾞｷ ﾌﾙﾀ ﾕﾘｶ 袋井市 0:17:39
159 11179 松元 美紀 松元 一真 ﾏﾂﾓﾄ ﾐｷ ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 浜松市 0:17:40
160 11146 八木 優衣奈 八木 元基 ﾔｷﾞ ﾕｲﾅ ﾔｷﾞ ﾓﾄｷ 磐田市 0:17:40
161 11006 鈴木 正樹 鈴木 麻由 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ ｽｽﾞｷ ﾏﾕ 磐田市 0:17:40
162 11114 日比 康雅 日比 遥希 ﾋﾋﾞ ﾔｽﾏｻ ﾋﾋﾞ ﾊﾙｷ 磐田市 0:17:41
163 11094 鈴木 美樹 鈴木 翔陽 ｽｽﾞｷ ﾐｷ ｽｽﾞｷ ﾄｳﾔ 浜松市 0:17:43
164 11351 酒井 優子 酒井 山都 ｻｶｲ ﾕｳｺ ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 静岡市 0:17:43
165 11630 高橋 英生 高橋 大樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ ﾀｶﾊｼ ﾀｲｷ 掛川市 0:17:43
166 11658 若松 芳治 若松 航太郎 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾊﾙ ﾜｶﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 浜松市 0:17:44
167 11493 磯部 浩 磯部 心迪 ｲｿﾍﾞ ﾋﾛｼ ｲｿﾍﾞ ｺﾐﾁ 磐田市 0:17:45
168 11230 山下 由佳 山下 諒也 ﾔﾏｼﾀ ﾕｶ ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾔ 磐田市 0:17:45
169 11043 齋藤 禎也 齋藤 由希乃 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾔ ｻｲﾄｳ ﾕｷﾉ 磐田市 0:17:45
170 11105 井口 恵介 井口 綾菜 ｲｸﾞﾁ ｹｲｽｹ ｲｸﾞﾁ ｱﾔﾅ 浜松市 0:17:47
171 11133 本多 真一郎 本多 健真 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾝ 浜松市 0:17:48
172 11633 林 由美子 林 杏美花 ﾊﾔｼ ﾕﾐｺ ﾊﾔｼ ｱﾐｶ 磐田市 0:17:48
173 11186 岡本 高宏 岡本 結衣 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ｵｶﾓﾄ ﾕｲ 浜松市 0:17:49
174 11627 松島 麻里子 松島 新太 ﾏﾂｼﾏ ﾏﾘｺ ﾏﾂｼﾏ ｱﾗﾀ 磐田市 0:17:50
175 11201 中村 明日香 中村 依愛 ﾅｶﾑﾗ ｱｽｶ ﾅｶﾑﾗ ｲﾁｶ 掛川市 0:17:53
176 11190 近江 由美子 近江 大輝 ｵｵﾐ ﾕﾐｺ ｵｵﾐ ﾀﾞｲｷ 菊川市 0:17:53
177 11238 千葉 康功 千葉 杏樹 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ ﾁﾊﾞ ｱﾝｼﾞｭ 静岡市 0:17:55
178 11496 石田 暁久 石田 陸人 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾋｻ ｲｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 磐田市 0:17:55
179 11250 小野田 愛季美 小野田 莉瑚 ｵﾉﾀﾞ ｱｷﾐ ｵﾉﾀﾞ ﾘｺ 島田市 0:17:56
180 11162 袴田 真一 袴田 理心 ﾊｶﾏﾀ ｼﾝｲﾁ ﾊｶﾏﾀ ﾘｺ 浜松市 0:17:57
181 11443 布川 英樹 布川 遥斗 ﾌｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ﾌｶﾜ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:17:58
182 11093 森下 紗智子 森下 陽斗 ﾓﾘｼﾀ ｻﾁｺ ﾓﾘｼﾀ ﾊﾙﾄ 浜松市 0:17:59
183 11360 小出 雅也 小出 竜也 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾔ ｺｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 掛川市 0:18:00
184 11180 鈴木 美代子 鈴木 紅羽 ｽｽﾞｷ ﾐﾖｺ ｽｽﾞｷ ｸﾚﾊ 袋井市 0:18:00
185 11454 片岡 京子 片岡 洋太 ｶﾀｵｶ ｷｮｳｺ ｶﾀｵｶ ﾖｳﾀ 袋井市 0:18:01
186 11167 川嶋 充明 川嶋 はな ｶﾜｼﾏ ﾐﾂｱｷ ｶﾜｼﾏ ﾊﾅ 島田市 0:18:01
187 11626 石川 嗣己 石川 紗椰 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ｲｼｶﾜ ｻﾔ 磐田市 0:18:02
188 11107 大霜 充利 大霜 拓海 ｵｵｼﾓ ﾐﾂﾄｼ ｵｵｼﾓ ﾀｸﾐ 磐田市 0:18:02
189 11127 鈴木 英明 鈴木 悠聖 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ ｽｽﾞｷ ﾕｳｾｲ 静岡市 0:18:02
190 11421 山崎 陽生 山崎 達也 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ ﾔﾏｻｷ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:18:04
191 11502 藤井 章二 藤井 はな ﾌｼﾞｲ ｼｮｳｼﾞ ﾌｼﾞｲ ﾊﾅ 磐田市 0:18:05
192 11235 苅田 義史 苅田 悠真 ｶﾘﾀ ﾖｼﾌﾐ ｶﾘﾀ ﾕｳﾏ 磐田市 0:18:05
193 11341 杉山 祐規子 杉山 鈴華 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｺ ｽｷﾞﾔﾏ ｽｽﾞｶ 磐田市 0:18:06
194 11403 梅田 勝成 梅田 泰宜 ｳﾒﾀﾞ ｶﾂﾅﾘ ｳﾒﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 0:18:06
195 11152 安藤 亜希子 安藤 巧 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷｺ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 掛川市 0:18:07
196 11459 加藤 栄次 加藤 祐樹 ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ ｶﾄｳ ﾕｳｷ 浜松市 0:18:09
197 11227 箭木 崇広 箭木 来琉 ﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾔｷﾞ ﾗｲﾙ 掛川市 0:18:10
198 11497 野村 佳織 野村 直嵩 ﾉﾑﾗ ｶｵﾘ ﾉﾑﾗ ﾅｵﾀｶ 島田市 0:18:10
199 11535 鈴木 淳二 鈴木 花歩 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ ｽｽﾞｷ ｶﾎ 磐田市 0:18:11
200 11319 都築 哲 都築 侑飛 ﾂﾂﾞｷ ﾃﾂ ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾄ 磐田市 0:18:12
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201 11599 末木 倫子 筧 琢磨 ｽｴｷ ﾉﾘｺ ｶｹｲ ﾀｸﾏ 磐田市 0:18:13
202 11039 神谷 和宏 神谷 理仁 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋﾛ ｶﾐﾔ ﾘﾋﾄ 浜松市 0:18:13
203 11284 増田 智也 増田 新大 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾏｽﾀﾞ ｱﾗﾀ 島田市 0:18:14
204 11157 近藤 浩介 近藤 莉奈 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ﾘﾅ 磐田市 0:18:17
205 11132 木場 薫 木場 千菜都 ｺﾊﾞ ｶｵﾙ ｺﾊﾞ ﾁﾅﾂ 浜松市 0:18:18
206 11265 佐藤 芳樹 佐藤 希愛 ｻﾄｳ ﾖｼｷ ｻﾄｳ ﾉｱ 神奈川県 0:18:18
207 11402 松家 聖弥 松家 秀敏 ﾏﾂｲｴ ｾｲﾔ ﾏﾂｲｴ ﾋﾃﾞﾄｼ 袋井市 0:18:20
208 11252 小西 一彰 小西 美那 ｺﾆｼ ｶｽﾞｱｷ ｺﾆｼ ﾐﾅ 袋井市 0:18:23
209 11131 堀江 健 堀江 哲太 ﾎﾘｴ ﾀｹｼ ﾎﾘｴ ﾃｯﾀ 磐田市 0:18:26
210 11154 大杉 篤弘 大杉 駿斗 ｵｵｽｷﾞ ｱﾂﾋﾛ ｵｵｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 磐田市 0:18:27
211 11207 河合 紀代美 河合 桃花 ｶﾜｲ ｷﾖﾐ ｶﾜｲ ﾓﾓｶ 浜松市 0:18:28
212 11113 林 幹則 林 敬斗 ﾊﾔｼ ﾐｷﾉﾘ ﾊﾔｼ ｹｲﾄ 浜松市 0:18:28
213 11161 柴 博昭 柴 みなみ ｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ ｼﾊﾞ ﾐﾅﾐ 磐田市 0:18:29
214 11649 村田 崇典 村田 七隼 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾉﾘ ﾑﾗﾀ ﾅﾅﾄ 磐田市 0:18:30
215 11122 伊藤 卓宏 伊藤 綜琉 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ｲﾄｳ ｿｳﾙ 浜松市 0:18:31
216 11453 村松 夏希 村松 錬 ﾑﾗﾏﾂ ﾅﾂｷ ﾑﾗﾏﾂ ﾚﾝ 長野県 0:18:31
217 11307 長田 武 長田 岳 ｵｻﾀﾞ ﾀｹｼ ｵｻﾀﾞ ｶﾞｸ 浜松市 0:18:32
218 11226 山下 純毅 山下 遼大 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾀ 磐田市 0:18:32
219 11231 匂坂 怜太郎 匂坂 十和 ｻｷﾞｻｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｻｷﾞｻｶ ﾄﾜ 磐田市 0:18:33
220 11282 中村 栄利子 中村 悠乃 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘｺ ﾅｶﾑﾗ ﾕﾉ 浜松市 0:18:34
221 11155 服部 誠 服部 美咲 ﾊｯﾄﾘ ﾏｺﾄ ﾊｯﾄﾘ ﾐｻｷ 磐田市 0:18:34
222 11624 小林 健 小林 瑛稀 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷ 掛川市 0:18:35
223 11381 種茂 英樹 種茂 峻弥 ﾀﾈﾓ ﾋﾃﾞｷ ﾀﾈﾓ ｼｭﾝﾔ 磐田市 0:18:36
224 11584 柴田 貴幸 柴田 直 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ ｼﾊﾞﾀ ﾅｵ 磐田市 0:18:36
225 11549 渡辺 兆司 渡辺 琉叶 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｮｳｼﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙｶ 磐田市 0:18:37
226 11462 達城 俊一 達城 夢 ﾀﾂｼﾛ ｼｭﾝｲﾁ ﾀﾂｼﾛ ﾕﾒ 浜松市 0:18:38
227 11276 氏原 頌悟 氏原 直央 ｳｼﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ ｳｼﾞﾊﾗ ﾅｵ 浜松市 0:18:39
228 11295 村松 美保 村松 瑛太 ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾎ ﾑﾗﾏﾂ ｴｲﾀ 磐田市 0:18:39
229 11620 大庭 雄貴 大庭 颯斗 ｵｵﾊﾞ ﾕﾀｶ ｵｵﾊﾞ ﾊﾔﾄ 磐田市 0:18:41
230 11409 生末 成美 生末 俊朗 ｲｸｽｴ ﾅﾙﾐ ｲｸｽｴ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 0:18:45
231 11289 土屋 知寿 土屋 陽加里 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋｻ ﾂﾁﾔ ﾋｶﾘ 富士市 0:18:46
232 11466 加藤 帆海 加藤 瑛斗 ｶﾄｳ ﾎﾅﾐ ｶﾄｳ ｴｲﾄ 浜松市 0:18:48
233 11641 松下 裕貴 松下 彰真 ﾏﾂｼﾀ ﾕｷ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾏ 静岡市 0:18:48
234 11125 三好 基生 三好 莉央 ﾐﾖｼ ﾓﾄｵ ﾐﾖｼ ﾘｵ 磐田市 0:18:51
235 11382 長谷 剛 長谷 碧海 ﾊｾ ﾂﾖｼ ﾊｾ ﾐｳ 浜松市 0:18:52
236 11370 吉江 めぐみ 吉江 康之助 ﾖｼｴ ﾒｸﾞﾐ ﾖｼｴ ｺｳﾉｽｹ 浜松市 0:18:53
237 11631 井畑 陽子 井畑 颯介 ｲﾊﾀ ﾖｳｺ ｲﾊﾀ ｿｳｽｹ 袋井市 0:18:55
238 11560 奥田 智広 奥田 秀吾 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｵｸﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ 掛川市 0:18:56
239 11648 杉本 忠生 杉本 葉琉 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞｵ ｽｷﾞﾓﾄ ﾊﾙ 掛川市 0:18:57
240 11177 井口 梓 井口 瑛太 ｲｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ ｲｸﾞﾁ ｴｲﾀ 浜松市 0:18:58
241 11613 種茂 治美 種茂 凌介 ﾀﾈﾓ ﾊﾙﾐ ﾀﾈﾓ ﾘｮｳｽｹ 磐田市 0:19:00
242 11550 熊谷 真二 熊谷 柊生 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝｼﾞ ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳ 磐田市 0:19:02
243 11139 木村 真悟 木村 莉緒 ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ ｷﾑﾗ ﾘｵ 島田市 0:19:02
244 11092 富田 快 富田 くるみ ﾄﾐﾀ ｶｲ ﾄﾐﾀ ｸﾙﾐ 島田市 0:19:03
245 11129 鈴木 孝子 鈴木 麻央 ｽｽﾞｷ ﾀｶｺ ｽｽﾞｷ ﾏｵ 浜松市 0:19:03
246 11446 竹花 敬彦 竹花 悠翔 ﾀｹﾊﾅ ﾀｶﾋｺ ﾀｹﾊﾅ ﾕｳﾄ 磐田市 0:19:03
247 11407 大畑 寛 大畑 弘典 ｵｵﾊﾀ ｶﾝ ｵｵﾊﾀ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 0:19:07
248 11616 山田 佳名子 山田 理文 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅｺ ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾌﾐ 磐田市 0:19:08
249 11617 山田 基博 山田 康生 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 磐田市 0:19:09
250 11495 大石 昌哉 大石 侑奈 ｵｵｲｼ ﾏｻﾔ ｵｵｲｼ ﾕｳﾅ 掛川市 0:19:09
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251 11200 齊藤 元樹 齊藤 真歩 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ ｻｲﾄｳ ﾏﾎ 磐田市 0:19:10
252 11075 高瀬 実 高瀬 瑚々奈 ﾀｶｾ ﾐﾉﾙ ﾀｶｾ ｺｺﾅ 浜松市 0:19:10
253 11408 市川 依奈 市川 深 ｲﾁｶﾜ ｴﾅ ｲﾁｶﾜ ﾌｶｼ 浜松市 0:19:10
254 11350 青木 慶子 青木 詩乃 ｱｵｷ ｹｲｺ ｱｵｷ ｳﾀﾉ 磐田市 0:19:11
255 11642 松下 真久 松下 遥真 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾋｻ ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏ 静岡市 0:19:12
256 11638 伊藤 真人 伊藤 葵 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ ｲﾄｳ ｱｵｲ 磐田市 0:19:12
257 11089 佐々木 浩二 佐々木 真唯 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ ｻｻｷ ﾏｲ 浜松市 0:19:13
258 11655 山田 貴久 山田 翔太 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｻ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 磐田市 0:19:13
259 11579 永島 裕巳 永島 瑚子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛﾐ ﾅｶﾞｼﾏ ｺｺ 浜松市 0:19:15
260 11414 松木 美晴 松木 まさあき ﾏﾂｷ ﾐﾊﾙ ﾏﾂｷ ﾏｻｱｷ 磐田市 0:19:16
261 11621 松川 岳夫 松川 晴臣 ﾏﾂｶﾜ ﾀｹｵ ﾏﾂｶﾜ ﾊﾙｵﾐ 磐田市 0:19:16
262 11344 伊藤 桂子 伊藤 こなつ ｲﾄｳ ｹｲｺ ｲﾄｳ ｺﾅﾂ 磐田市 0:19:17
263 11124 夏目 大輔 夏目 湊登 ﾅﾂﾒ ﾀﾞｲｽｹ ﾅﾂﾒ ﾐﾅﾄ 磐田市 0:19:18
264 11600 伊藤 豪紀 伊藤 大貴 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｲﾄｳ ﾀｲｷ 磐田市 0:19:21
265 11507 磯田 達彦 磯田 真有 ｲｿﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ ｲｿﾀﾞ ﾏﾕ 磐田市 0:19:21
266 11251 磯部 奈穂 磯部 耀 ｲｿﾍﾞ ﾅﾎ ｲｿﾍﾞ ｱｷﾗ 愛知県 0:19:23
267 11419 沢辺 萌恵 沢辺 あけみ ｻﾜﾍﾞ ﾓｴ ｻﾜﾍﾞ ｱｹﾐ 磐田市 0:19:24
268 11159 丸山 裕二 丸山 波愛 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｼﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾅ 浜松市 0:19:25
269 11274 猿倉 恵梨 猿倉 陽向 ｻﾙｸﾗ ｴﾘ ｻﾙｸﾗ ﾋﾅﾀ 藤枝市 0:19:25
270 11278 永島 文子 永島 颯大 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾔｺ ﾅｶﾞｼﾏ ｿｳﾀ 磐田市 0:19:26
271 11398 里森 俊紀 里森 峰果 ｻﾄﾓﾘ ﾄｼｷ ｻﾄﾓﾘ ﾐﾈｶ 富士宮市 0:19:27
272 11048 渡辺 善 渡辺 菜々子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾞﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｺ 磐田市 0:19:28
273 11060 大谷 卓 大谷 駿 ｵｵﾀﾆ ﾀｶｼ ｵｵﾀﾆ ｼｭﾝ 浜松市 0:19:29
274 11385 鈴木 良幸 鈴木 晴翔 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:19:31
275 11208 野中 玲子 野中 通瑚斗 ﾉﾅｶ ﾚｲｺ ﾉﾅｶ ﾂｺﾞﾄ 浜松市 0:19:34
276 11373 橋ヶ谷 啓子 橋ヶ谷 真叶 ﾊｼｶﾞﾔ ｹｲｺ ﾊｼｶﾞﾔ ﾏｵﾄ 湖西市 0:19:34
277 11245 落合 文恵 落合 諒大 ｵﾁｱｲ ﾌﾐｴ ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 浜松市 0:19:36
278 11299 池田 千穂 池田 茜音 ｲｹﾀﾞ ﾁﾎ ｲｹﾀﾞ ｱｶﾈ 浜松市 0:19:37
279 11041 二橋 広輔 二橋 咲斗 ﾆﾊｼ ｺｳｽｹ ﾆﾊｼ ｻｸﾄ 浜松市 0:19:37
280 11478 西中 竜則 西中 琴音 ﾆｼﾅｶ ﾀﾂﾉﾘ ﾆｼﾅｶ ｺﾄﾈ 浜松市 0:19:42
281 11622 吉岡 聡 吉岡 壮 ﾖｼｵｶ ｻﾄｼ ﾖｼｵｶ ｿｳ 磐田市 0:19:43
282 11318 都築 絢子 都築 桜子 ﾂﾂﾞｷ ｱﾔｺ ﾂﾂﾞｷ ｻｸﾗｺ 磐田市 0:19:43
283 11316 野島 広樹 野島 小花 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ﾉｼﾞﾏ ｺﾊﾅ 磐田市 0:19:43
284 11254 鈴木 直美 鈴木 ひまり ｽｽﾞｷ ﾅｵﾐ ｽｽﾞｷ ﾋﾏﾘ 浜松市 0:19:44
285 11640 加藤 朝行 加藤 萌衣 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ ｶﾄｳ ﾒｲ 磐田市 0:19:44
286 11487 鈴木 希美 鈴木 心乃 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ ｽｽﾞｷ ｺｺﾉ 浜松市 0:19:45
287 11410 松原 巨昊 松原 利雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾅｵﾄ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｵ 磐田市 0:19:46
288 11135 藤原 千香子 藤原 瑛大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾁｶｺ ﾌｼﾞﾜﾗ ｴｲﾀ 浜松市 0:19:47
289 11297 宮内 宣幸 宮内 真歩 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ ﾐﾔｳﾁ ﾏﾎ 磐田市 0:19:49
290 11500 山本 景子 山本 いつき ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺ ﾔﾏﾓﾄ ｲﾂｷ 浜松市 0:19:49
291 11236 寺田 拓人 寺田 希姫 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｸﾄ ﾃﾗﾀﾞ ｷｷ 磐田市 0:19:49
292 11123 増田 秀紀 増田 航介 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 焼津市 0:19:50
293 11537 山岡 隆則 山岡 奈々 ﾔﾏｵｶ ﾀｶﾉﾘ ﾔﾏｵｶ ﾅﾅ 磐田市 0:19:50
294 11637 齋藤 政典 齋藤 彩有香 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾌﾐ ｻｲﾄｳ ｱﾕｶ 磐田市 0:19:51
295 11542 石橋 康裕 石橋 楓生 ｲｼﾊﾞｼ ﾔｽﾋﾛ ｲｼﾊﾞｼ ﾌｳｷ 磐田市 0:19:52
296 11519 須藤 彩奈 須藤 ひなの ｽﾄﾞｳ ｱﾔﾅ ｽﾄﾞｳ ﾋﾅﾉ 磐田市 0:19:53
297 11118 後藤 克規 後藤 聡祐 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾉﾘ ｺﾞﾄｳ ｿｳｽｹ 浜松市 0:19:54
298 11348 辻村 裕司 辻村 竹裕 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｼ ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 磐田市 0:19:54
299 11432 大城 知輝 大城 良基 ｵｵｼﾛ ﾄﾓｷ ｵｵｼﾛ ﾖｼｷ 浜松市 0:19:54
300 11393 森下 碧月 森下 忠明 ﾓﾘｼﾀ ｱﾂｷ ﾓﾘｼﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 川根本町 0:19:55
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301 11253 林 映三子 林 咲希 ﾊﾔｼ ｴﾐｺ ﾊﾔｼ ｻｷ 浜松市 0:19:56
302 11233 川嶋 正広 川嶋 さくら ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾋﾛ ｶﾜｼﾏ ｻｸﾗ 掛川市 0:19:56
303 11174 石神 真弓 石神 旬人 ｲｼｶﾞﾐ ﾏﾕﾐ ｲｼｶﾞﾐ ｼｭﾝﾄ 島田市 0:19:57
304 11005 藤井 巧 藤井 彪 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾐ ﾌｼﾞｲ ﾋｭｳ 愛知県 0:19:57
305 11256 鈴木 麻友 鈴木 舞香 ｽｽﾞｷ ﾏﾕ ｽｽﾞｷ ﾏｲｶ 磐田市 0:19:58
306 11477 伊藤 喜章 伊藤 悠真 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 磐田市 0:19:59
307 11558 長島 治雄 長島 豪 ﾅｶﾞｼﾏ ﾊﾙｵ ﾅｶﾞｼﾏ ｺﾞｳ 静岡市 0:20:01
308 11290 土屋 香織 土屋 翼 ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ ﾂﾁﾔ ﾂﾊﾞｻ 富士市 0:20:02
309 11575 塩崎 彰 塩崎 月翔 ｼｵｻﾞｷ ｱｷﾗ ｼｵｻﾞｷ ﾙｶ 藤枝市 0:20:03
310 11533 立花 亮 立花 綾子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱﾔｺ 磐田市 0:20:03
311 11027 服部 剛明 服部 竜侑 ﾊｯﾄﾘ ﾀｹｱｷ ﾊｯﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 磐田市 0:20:04
312 11187 白鷺 直 白鷺 拓弥 ｼﾗｻｷﾞ ﾀﾀﾞｼ ｼﾗｻｷﾞ ﾀｸﾔ 浜松市 0:20:04
313 11505 小出 剛 小出 徠央 ｺｲﾃﾞ ｺﾞｳ ｺｲﾃﾞ ﾗｵ 浜松市 0:20:06
314 11489 太田 和伸 太田 明希 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾉﾌﾞ ｵｵﾀ ｱｷ 磐田市 0:20:07
315 11464 兵永 理江 兵永 駿太 ﾋｮｳﾅｶﾞ ﾘｴ ﾋｮｳﾅｶﾞ ｼｭﾝﾀ 浜松市 0:20:11
316 11597 柿田 梨絵 前浦 雄介 ｶｷﾀ ﾘｴ ﾏｴｳﾗ ﾕｳｽｹ 静岡市 0:20:12
317 11431 鳥居 拓海 鳥居 達 ﾄﾘｲ ﾀｸﾐ ﾄﾘｲ ﾄｵﾙ 磐田市 0:20:15
318 11509 濱田 明日香 濱田 紗衣 ﾊﾏﾀﾞ ｱｽｶ ﾊﾏﾀﾞ ｻｲ 磐田市 0:20:15
319 11645 友田 智香 友田 虎之助 ﾄﾓﾀﾞ ﾁｶ ﾄﾓﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 磐田市 0:20:16
320 11103 鈴木 大右 鈴木 美杜 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ｽｽﾞｷ ﾐﾄ 浜松市 0:20:16
321 11595 江塚 和可子 江塚 環 ｴﾂﾞｶ ﾜｶｺ ｴﾂﾞｶ ﾀﾏｷ 磐田市 0:20:16
322 11343 廣瀬 将人 廣瀬 龍馬 ﾋﾛｾ ﾏｻﾄ ﾋﾛｾ ﾘｮｳﾏ 浜松市 0:20:19
323 11142 齋藤 由朗 齋藤 琉碧 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｱ 磐田市 0:20:19
324 11355 小山 圭 小山 咲登 ｺﾔﾏ ｹｲ ｺﾔﾏ ｻｷﾄ 浜松市 0:20:23
325 11457 神谷 華穂里 神谷 結愛 ｶﾐﾔ ｶﾎﾘ ｶﾐﾔ ﾕﾅ 浜松市 0:20:24
326 11559 水馬 瞳 水馬 駿太郎 ﾐｽﾞﾏ ﾋﾄﾐ ﾐｽﾞﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 磐田市 0:20:25
327 11391 渡瀬 めぐ美 渡瀬 隆也 ﾜﾀｾ ﾒｸﾞﾐ ﾜﾀｾ ﾘｭｳﾔ 袋井市 0:20:27
328 11510 藤村 深 藤村 香帆 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾌｶｼ ﾌｼﾞﾑﾗ ｶﾎ 愛知県 0:20:27
329 11194 磯部 佳幸 磯部 日葵 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾕｷ ｲｿﾍﾞ ﾋﾅﾀ 磐田市 0:20:28
330 11209 牧野 優太 牧野 瑛介 ﾏｷﾉ ﾕｳﾀ ﾏｷﾉ ｴｲｽｹ 浜松市 0:20:34
331 11188 法月 正裕 法月 優斗 ﾉﾘﾂﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾉﾘﾂﾞｷ ﾏｻﾄ 牧之原市 0:20:34
332 11349 兼古 真理 兼古 有理奈 ｶﾈｺ ﾏﾘ ｶﾈｺ ﾕﾘﾅ 浜松市 0:20:36
333 11308 鈴木 亮介 鈴木 萌々伽 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 磐田市 0:20:39
334 11556 後藤 紀子 後藤 修史 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘｺ ｺﾞﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 袋井市 0:20:41
335 11540 中村 智恵美 中村 心音 ﾅｶﾑﾗ ﾁｴﾐ ﾅｶﾑﾗ ｺｺﾈ 磐田市 0:20:41
336 11267 文屋 小太郎 文屋 桜子 ﾌﾞﾝﾔ ｺﾀﾛｳ ﾌﾞﾝﾔ ｻｸﾗｺ 浜松市 0:20:41
337 11434 杉山 柊磨 山内 弥世 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｭｳﾏ ﾔﾏｳﾁﾔｽﾖ 菊川市 0:20:42
338 11220 郷 美穂 郷 匠馬 ｺﾞｳ ﾐﾎ ｺﾞｳ ﾀｸﾏ 磐田市 0:20:42
339 11389 南澤 宏和 南澤 菜々香 ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾅﾅｶ 浜松市 0:20:43
340 11163 堀内 良記 堀内 遥太 ﾎﾘｳﾁ ﾖｼﾉﾘ ﾎﾘｳﾁ ﾖｳﾀ 磐田市 0:20:43
341 11400 太田 美緒 太田 浩徳 ｵｵﾀ ﾐｵ ｵｵﾀ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 0:20:43
342 11656 田中 江美華 田中 樹希 ﾀﾅｶ ｴﾐｶ ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 浜松市 0:20:43
343 11369 吉本 有美 吉本 啓希 ﾖｼﾓﾄ ﾕﾐ ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 袋井市 0:20:44
344 11055 下畑 友子 下畑 咲結 ｼﾓﾊﾀ ﾄﾓｺ ｼﾓﾊﾀ ﾕｲ 浜松市 0:20:45
345 11189 渥美 浩利 渥美 春翔 ｱﾂﾐ ﾋﾛﾄｼ ｱﾂﾐ ﾊﾙﾄ 浜松市 0:20:46
346 11356 小山 沙矢香 小山 明咲 ｺﾔﾏ ｻﾔｶ ｺﾔﾏ ﾒｲｻ 浜松市 0:20:48
347 11394 古橋 渉 古橋 馨 ﾌﾙﾊｼ ﾜﾀﾙ ﾌﾙﾊｼ ｶｵﾙ 浜松市 0:20:49
348 11185 池田 武 池田 恵祈 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ ｲｹﾀﾞ ﾒｲ 静岡市 0:20:49
349 11566 中村 美幸 中村 咲月 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｷ ﾅｶﾑﾗ ｻﾂｷ 静岡市 0:20:49
350 11281 佐塚 俊介 佐塚 陽向 ｻﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ ｻﾂﾞｶ ﾋﾅﾀ 焼津市 0:20:49
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351 11583 増田 雄己 増田 響大 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ﾏｽﾀﾞ ｷｮｳﾀ 藤枝市 0:20:50
352 11214 新村 匡代 新村 栞歩 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻﾖ ｼﾝﾑﾗ ｶﾎ 磐田市 0:20:50
353 11571 多々良 真也 多々良 海杜 ﾀﾀﾗ ｼﾝﾔ ﾀﾀﾗ ｶｲﾄ 磐田市 0:20:51
354 11612 安齋 高紀 安齋 心海 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶﾉﾘ ｱﾝｻﾞｲ ｺｺﾐ 掛川市 0:20:51
355 11141 永井 和代 永井 心 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾖ ﾅｶﾞｲ ｼﾝ 袋井市 0:20:51
356 11100 杉浦 嵩 杉浦 丞 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｼ ｽｷﾞｳﾗ ﾀｽｸ 磐田市 0:20:52
357 11623 横山 宣大 横山 倖乃 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾖｺﾔﾏ ﾕｷﾉ 磐田市 0:20:52
358 11396 本多 恵美 本多 柚一郎 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 0:20:55
359 11191 藤本 悟史 藤本 捺希 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾄｼ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅﾂｷ 磐田市 0:20:55
360 11001 山本 篤志 山本 旺典 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ ﾔﾏﾓﾄ ｵｳｽｹ 浜松市 0:20:56
361 11483 大村 真一 大村 心愛 ｵｵﾑﾗ ｼﾝｲﾁ ｵｵﾑﾗ ｺｱ 磐田市 0:20:57
362 11424 橋本 羽琉 橋本 昌哉 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙ ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 磐田市 0:20:58
363 11279 伊藤 元孝 伊藤 学惟 ｲﾄｳ ﾓﾄﾀｶ ｲﾄｳ ｶﾞｸｲ 磐田市 0:20:58
364 11143 福政 綾 福政 茉生 ﾌｸﾏｻ ｱﾔ ﾌｸﾏｻ ﾏｲ 愛知県 0:20:59
365 11156 永井 崇仁 永井 優仁 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾋﾄ ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾋﾄ 磐田市 0:20:59
366 11548 柳原 裕介 柳原 麻那 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾏﾅ 磐田市 0:21:00
367 11532 西村 政秀 西村 渓太 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾆｼﾑﾗ ｹｲﾀ 磐田市 0:21:01
368 11546 鈴木 抄穂里 鈴木 愛莉 ｽｽﾞｷ ｻﾎﾘ ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 浜松市 0:21:01
369 11607 坂下 保治 坂下 雅明 ｻｶｼﾀ ﾔｽﾊﾙ ｻｶｼﾀ ﾏｻｱｷ 袋井市 0:21:02
370 11611 堀内 将博 堀内 心愛 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾋﾛ ﾎﾘｳﾁ ﾉｱ 磐田市 0:21:02
371 11657 大關 剛史 大關 美羽 ｵｵｾﾞｷ ﾀｹｼ ｵｵｾﾞｷ ﾐｳ 茨城県 0:21:03
372 11578 岡部 泰樹 成島 桃菜 ｵｶﾍﾞ ﾔｽｷ ﾅﾙｼﾏ ﾓﾓﾅ 浜松市 0:21:03
373 11101 松岡 和子 松岡 姫菜 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞｺ ﾏﾂｵｶ ﾋﾒﾅ 静岡市 0:21:03
374 11066 鈴木 勇理 鈴木 美心 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾘ ｽｽﾞｷ ﾐｳ 浜松市 0:21:04
375 11662 ワンヨイケ ジョージナガ 大久保 パウロナガ ﾜﾝﾖｲｹ ｼﾞｮｰｼﾞﾅｶﾞ ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾟｳﾛﾅｶﾞ 磐田市 0:21:04
376 11269 山本 さくら 山本 光輝 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 静岡市 0:21:05
377 11451 白井 愛美 白井 愛理 ｼﾗｲ ﾅﾙﾐ ｼﾗｲ ｱｲﾘ 磐田市 0:21:06
378 11331 山西 隆 山西 仁美 ﾔﾏﾆｼ ﾀｶｼ ﾔﾏﾆｼ ﾋﾄﾐ 磐田市 0:21:07
379 11435 内田 果穂 内田 哲也 ｳﾁﾀﾞ ｶﾎ ｳﾁﾀﾞﾃﾂﾔ 浜松市 0:21:07
380 11352 西ヶ谷 和昭 西ヶ谷 亜季 ﾆｼｶﾞﾔ ｶｽﾞｱｷ ﾆｼｶﾞﾔ ｱｷ 静岡市 0:21:07
381 11277 杉村 早紀 杉村 海翔 ｽｷﾞﾑﾗ ｻｷ ｽｷﾞﾑﾗ ｶｲﾄ 静岡市 0:21:08
382 11364 荒井 伸明 荒井 慧都 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ ｱﾗｲ ｹｲﾄ 掛川市 0:21:08
383 11136 森 裕昭 森 健太朗 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ ﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 磐田市 0:21:09
384 11034 高橋 充伯 高橋 和月 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾉﾘ ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾞｷ 磐田市 0:21:10
385 11397 鈴木 康宏 鈴木 颯太 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 浜松市 0:21:11
386 11541 鈴木 康章 鈴木 悠斗 ｽｽﾞｷ ﾔｽｱｷ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 磐田市 0:21:11
387 11337 松本 学 松本 梨歩 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾎ 浜松市 0:21:12
388 11164 小柳津 太一 小柳津 奈々 ｵﾔｲﾂﾞ ﾀｲﾁ ｵﾔｲﾂﾞ ﾅﾅ 静岡市 0:21:13
389 11552 松浦 宏弥 松浦 佑乃葉 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾔ ﾏﾂｳﾗ ﾕﾉﾊ 掛川市 0:21:17
390 11176 太田 裕之 太田 遥 ｵｵﾀ ﾋﾛﾕｷ ｵｵﾀ ﾖｳ 袋井市 0:21:19
391 11305 森下 弘邦 森下 果奈 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｸﾆ ﾓﾘｼﾀ ｶﾅ 浜松市 0:21:20
392 11306 知久 太士 知久 友祐 ﾁｸ ﾀｶｼ ﾁｸ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:21:20
393 11598 太田 智子 太田 姫菜個 ｵｵﾀ ﾄﾓｺ ｵｵﾀ ﾋﾅｺ 磐田市 0:21:20
394 11323 古澤 博宗 古澤 もあ ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛﾑﾈ ﾌﾙｻﾜ ﾓｱ 磐田市 0:21:21
395 11527 原 貴比古 原 花帆 ﾊﾗ ﾀｶﾋｺ ﾊﾗ ｶﾎ 磐田市 0:21:22
396 11472 星野 学 星野 公佑 ﾎｼﾉ ﾏﾅﾌﾞ ﾎｼﾉ ｺｳｽｹ 磐田市 0:21:22
397 11246 鈴木 俊祐 鈴木 香蓮 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ 磐田市 0:21:23
398 11346 木下 友記 木下 遥馬 ｷｼﾀ ﾄﾓｷ ｷｼﾀ ﾊﾙﾏ 磐田市 0:21:23
399 11596 江塚 亀久夫 江塚 周 ｴﾂﾞｶ ｷｸｵ ｴﾂﾞｶ ｱﾏﾈ 磐田市 0:21:27
400 11218 大竹 正昭 大竹 千暖 ｵｵﾀｹ ﾏｻｱｷ ｵｵﾀｹ ﾁﾊﾙ 浜松市 0:21:28
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401 11526 松坂 祥吾 松坂 柚奈 ﾏﾂｻﾞｶ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂｻﾞｶ ﾕｽﾞﾅ 磐田市 0:21:29
402 11339 柴田 順子 柴田 壮琉 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｺ ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾙ 湖西市 0:21:30
403 11087 神谷 征広 戸田 旭飛 ｶﾐﾔ ﾕｷﾋﾛ ﾄﾀﾞ ｱｻﾋ 浜松市 0:21:32
404 11099 三浦 勝仁 三浦 葵 ﾐｳﾗ ｶﾂﾋﾄ ﾐｳﾗ ｱｵｲ 磐田市 0:21:33
405 11562 中村 美冴 中村 優衣菜 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻ ﾅｶﾑﾗ ﾕｲﾅ 掛川市 0:21:34
406 11317 田邉 隆太 田邉 雪華 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ ﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｶ 浜松市 0:21:34
407 11243 平川 裕充 平川 愛翔 ﾋﾗｶﾜ ﾋﾛﾐﾁ ﾋﾗｶﾜ ﾏﾅﾄ 菊川市 0:21:35
408 11430 小松 奏太 小松 伸也 ｺﾏﾂ ｶﾅﾀ ｺﾏﾂ ｼﾝﾔ 磐田市 0:21:36
409 11311 田中 誠 田中 楷人 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 磐田市 0:21:36
410 11326 佐塚 泰子 佐塚 優太 ｻﾂﾞｶ ﾔｽｺ ｻﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 焼津市 0:21:37
411 11205 田中 美佐 田中 慈音 ﾀﾅｶ ﾐｻ ﾀﾅｶ ｼﾞｵﾝ 島田市 0:21:37
412 11568 望月 裕介 望月 暖真 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙﾏ 浜松市 0:21:39
413 11262 瀧 奈々 瀧 統馬 ﾀｷ ﾅﾅ ﾀｷ ﾄｳﾏ 静岡市 0:21:41
414 11428 鈴木 凪 鈴木 淳太 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀ 浜松市 0:21:41
415 11145 髙木 優菜 髙木 さやか ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ ﾀｶｷﾞ ｻﾔｶ 磐田市 0:21:43
416 11438 武智 雅彦 武智 仁吾 ﾀｹﾁ ﾏｻﾋｺ ﾀｹﾁ ｼﾞﾝｺﾞ 浜松市 0:21:44
417 11270 平野 義久 平野 あかり ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋｻ ﾋﾗﾉ ｱｶﾘ 磐田市 0:21:46
418 11418 加藤 陽莉 加藤 禎公 ｶﾄｳ ﾋｶﾘ ｶﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ 磐田市 0:21:47
419 11499 星川 晃宏 星川 陽向 ﾎｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ ﾎｼｶﾜ ﾋﾅﾀ 湖西市 0:21:48
420 11503 池上 高弘 池上 蕗依 ｲｹｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ ｲｹｶﾞﾐ ﾛｲ 浜松市 0:21:49
421 11461 藤木 俊孝 藤木 悠斗 ﾌｼﾞｷ ﾄｼﾀｶ ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾄ 磐田市 0:21:50
422 11448 小木 伸顕 小木 正成 ｵｷﾞ ﾉﾌﾞｱｷ ｵｷﾞ ﾏｻﾅﾘ 浜松市 0:21:50
423 11313 丸山 美砂 丸山 楽波 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻ ﾏﾙﾔﾏ ﾗﾅ 浜松市 0:21:50
424 11310 高木 光浩 高木 悠一朗 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ ﾀｶｷﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 0:21:50
425 11486 成瀬 辰巳 榑松 朋花 ﾅﾙｾ ﾀﾂﾐ ｸﾚﾏﾂ ﾄﾓｶ 浜松市 0:21:52
426 11390 渡邉 藍子 渡邉 晴馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾏ 湖西市 0:21:52
427 11195 新保 愛 新保 遼介 ｼﾝﾎﾞ ｱｲ ｼﾝﾎﾞ ﾘｮｳｽｹ 藤枝市 0:21:52
428 11569 永田 千夏 永田 琉偉 ﾅｶﾞﾀ ﾁﾅﾂ ﾅｶﾞﾀ ﾙｲ 磐田市 0:21:53
429 11473 松田 好恵 松田 夏生 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼｴ ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 磐田市 0:21:54
430 11593 加賀 純子 加賀 優希 ｶｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ ｶｶﾞ ﾕｳｷ 磐田市 0:21:55
431 11153 志村 将彦 志村 佑樹 ｼﾑﾗ ﾏｻﾋｺ ｼﾑﾗ ﾕｳｷ 藤枝市 0:21:55
432 11321 佐藤 勇也 佐藤 菜々実 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ｻﾄｳ ﾅﾅﾐ 磐田市 0:21:57
433 11183 新美 りつほ 新美 健一 ﾆｲﾐ ﾘﾂﾎ ﾆｲﾐ ｹﾝｲﾁ 静岡市 0:21:59
434 11474 市川 祐也 市川 廉隼 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾔ ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾄ 磐田市 0:21:59
435 11255 奥井 悠介 奥井 理央 ｵｸｲ ﾕｳｽｹ ｵｸｲ ﾘｵ 浜松市 0:21:59
436 11494 平山 裕美 平山 こじま ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾐ ﾋﾗﾔﾏ ｺｼﾞﾏ 磐田市 0:21:59
437 11639 溝口 奈々緒 溝口 颯良 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾅﾅｵ ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿﾗ 磐田市 0:22:00
438 11353 榛葉 ひかり 榛葉 晴彦 ｼﾝﾊﾞ ﾋｶﾘ ｼﾝﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ 掛川市 0:22:04
439 11283 鈴木 有加里 鈴木 菜乃葉 ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ ｽｽﾞｷ ﾅﾉﾊ 磐田市 0:22:07
440 11211 増田 恵実 増田 恵玲奈 ﾏｽﾀﾞ ｴﾐ ﾏｽﾀﾞ ｴﾚﾅ 浜松市 0:22:08
441 11399 河合 奈緒美 河合 泰輝 ｶﾜｲ ﾅｵﾐ ｶﾜｲ ﾀｲｷ 浜松市 0:22:08
442 11411 神谷 優加 神谷 英雄 ｶﾐﾔ ﾕｳｶ ｶﾐﾔ ﾋﾃﾞｵ 磐田市 0:22:11
443 11068 笠井 聡 笠井 百珠 ｶｻｲ ｻﾄｼ ｶｻｲ ﾓﾓｼﾞｭ 磐田市 0:22:14
444 11170 栗田 廉士 栗田 陽矢 ｸﾘﾀ ﾔｽﾄ ｸﾘﾀ ﾊﾙﾔ 森町 0:22:14
445 11216 木下 一 木下 佳樹 ｷﾉｼﾀ ﾊｼﾞﾒ ｷﾉｼﾀ ﾖｼｷ 浜松市 0:22:15
446 11336 戸塚 和人 戸塚 桃華 ﾄﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾄ ﾄﾂﾞｶ ﾓﾓｶ 掛川市 0:22:15
447 11182 渡邉 花奈 渡邉 真也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔﾅ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 磐田市 0:22:16
448 11376 小井 啓子 谷部 莉桜那 ｺｲ ｹｲｺ ﾔﾍﾞ ﾘｵﾅ 磐田市 0:22:17
449 11491 米田 祐介 米田 里帆 ﾖﾈﾀ ﾕｳｽｹ ﾖﾈﾀ ﾘﾎ 磐田市 0:22:18
450 11386 太田 響子 太田 莉都 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ ｵｵﾀ ﾘﾂ 磐田市 0:22:18
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451 11298 平野 友子 平野 眞衣 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｺ ﾋﾗﾉ ﾏｲ 静岡市 0:22:18
452 11026 杉山 浩正 杉山 倖彩 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ ｽｷﾞﾔﾏ ｻｱﾔ 磐田市 0:22:19
453 11203 宮入 良彰 宮入 大騎 ﾐﾔｲﾘ ﾖｼｱｷ ﾐﾔｲﾘ ﾀｲｷ 磐田市 0:22:20
454 11511 遠山 幸穂 遠山 練斗 ﾄｵﾔﾏ ｻﾁﾎ ﾄｵﾔﾏ ﾚﾝﾄ 浜松市 0:22:21
455 11287 甚沢 由香里 甚沢 隼大 ｼﾞﾝｻﾞﾜ ﾕｶﾘ ｼﾞﾝｻﾞﾜ ﾊﾔﾀ 菊川市 0:22:21
456 11517 横山 明日香 横山 美月 ﾖｺﾔﾏ ｱｽｶ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂｷ 浜松市 0:22:21
457 11615 鈴木 美保 大野 雅 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ ｵｵﾉ ﾐﾔﾋﾞ 磐田市 0:22:22
458 11572 深澤 洋敬 深澤 真依 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾀｶ ﾌｶｻﾜ ﾏｲ 磐田市 0:22:22
459 11498 鈴木 晴美 鈴木 菜津美 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ ｽｽﾞｷ ﾅﾂﾐ 浜松市 0:22:24
460 11659 高橋 あずさ 高橋 朝陽 ﾀｶﾊｼ ｱｽﾞｻ ﾀｶﾊｼ ｱｻﾋ 磐田市 0:22:24
461 11618 橋下 沙樹 橋本 惺 ﾊｼﾓﾄ ｻｷ ﾊｼﾓﾄ ｾｲ 袋井市 0:22:26
462 11643 稲垣 あゆみ 稲垣 和香 ｲﾅｶﾞｷ ｱﾕﾐ ｲﾅｶﾞｷ ﾜｶ 磐田市 0:22:28
463 11121 坂田 里砂 坂田 蒼空 ｻｶﾀ ﾘｻ ｻｶﾀ ｿﾗ 静岡市 0:22:30
464 11065 川瀬 雄介 川瀬 あかり ｶﾜｾ ﾕｳｽｹ ｶﾜｾ ｱｶﾘ 浜松市 0:22:31
465 11079 佐藤 健治 佐藤 真治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 磐田市 0:22:32
466 11469 野間 暁裕 野間 裕 ﾉﾏ ｱｷﾋﾛ ﾉﾏ ﾕｳｼﾞﾝ 磐田市 0:22:33
467 11285 丹藤 美香 丹藤 柚希 ﾀﾝﾄﾞｳ ﾐｶ ﾀﾝﾄﾞｳ ﾕｽﾞｷ 浜松市 0:22:33
468 11449 山下 真典 山下 智史 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾉﾘ ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 磐田市 0:22:34
469 11261 太田 好彦 太田 蒼士 ｵｵﾀ ﾖｼﾋｺ ｵｵﾀ ｿｳｼ 磐田市 0:22:35
470 11067 相曾 良樹 相曾 春花 ｱｲｿ ﾖｼｷ ｱｲｿ ﾊﾙｶ 浜松市 0:22:37
471 11225 小沼 聡子 小沼 楓歩 ｵﾇﾏ ｻﾄｺ ｵﾇﾏ ｶﾎ 磐田市 0:22:39
472 11288 宮野 哲 宮野 新 ﾐﾔﾉ ｱｷﾗ ﾐﾔﾉ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 0:22:40
473 11636 太田 泰代 太田 千智 ｵｵﾀ ﾔｽﾖ ｵｵﾀ ﾁｻﾄ 磐田市 0:22:41
474 11234 金田 真介 金田 來実 ｶﾈﾀﾞ ｼﾝｽｹ ｶﾈﾀﾞ ｸﾙﾐ 浜松市 0:22:42
475 11347 青島 紀美 青島 璃々亜 ｱｵｼﾏ ｷﾐ ｱｵｼﾏ ﾘﾘｱ 磐田市 0:22:42
476 11345 村田 雄一 村田 拓音 ﾑﾗﾀ ﾕｳｲﾁ ﾑﾗﾀ ﾀｸﾄ 磐田市 0:22:43
477 11242 松岡 道徳 松岡 央太 ﾏﾂｵｶ ﾐﾁﾉﾘ ﾏﾂｵｶ ｵｳﾀ 磐田市 0:22:47
478 11445 加藤 慎也 加藤 朱莉 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ ｶﾄｳ ｼｭﾘ 磐田市 0:22:48
479 11551 西村 嘉晃 西村 俊哉 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾃﾙ ﾆｼﾑﾗ ﾄｼﾔ 浜松市 0:22:48
480 11480 川井 友里 川井 友月 ｶﾜｲ ﾕﾘ ｶﾜｲ ﾕﾂﾞｷ 磐田市 0:22:48
481 11482 清水 千春 清水 唯羽 ｼﾐｽﾞ ﾁﾊﾙ ｼﾐｽﾞ ﾕｲﾊ 磐田市 0:22:49
482 11286 鈴木 正文 鈴木 那歩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ ｽｽﾞｷ ﾅﾎ 磐田市 0:22:50
483 11215 高橋 秀幸 高橋 佳暖 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 磐田市 0:22:51
484 11377 佐藤 直也 佐藤 海羽 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ ｻﾄｳ ﾐｳ 磐田市 0:22:52
485 11304 今村 敏悠 今村 美結 ｲﾏﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕ 浜松市 0:22:56
486 11148 大場 直人 大場 琴子 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄ ｵｵﾊﾞ ｺﾄｺ 磐田市 0:22:58
487 11239 菅沼 和人 菅沼 小町 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾄ ｽｶﾞﾇﾏ ｺﾏﾁ 掛川市 0:22:59
488 11609 倉橋 秀通 倉橋 百香 ｸﾗﾊｼ ﾋﾃﾞﾐﾁ ｸﾗﾊｼ ﾓﾓｶ 磐田市 0:23:01
489 11405 鈴木 楓 鈴木 貴絵 ｽｽﾞｷ ｶｴﾃﾞ ｽｽﾞｷ ﾀｶｴ 浜松市 0:23:01
490 11138 永田 恵美 永田 優菜 ﾅｶﾞﾀ ｴﾐ ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾅ 磐田市 0:23:02
491 11660 岡田 綾香 岡田 有優香 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｶ ｵｶﾀﾞ ﾕｳｶ 磐田市 0:23:03
492 11425 馬場 祐輔 馬場 貴之 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｽｹ ﾊﾞﾊﾞ ｶﾀﾕｷ 浜松市 0:23:04
493 11175 佐藤 健 佐藤 圭佑 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 浜松市 0:23:04
494 11564 鈴木 克将 鈴木 志道 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾏｻ ｽｽﾞｷ ｼﾄﾞｳ 掛川市 0:23:07
495 11074 松井 力 松井 惇 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ ﾏﾂｲ ｱﾂﾄ 磐田市 0:23:08
496 11441 斉藤 希美 斉藤 大翔 ｻｲﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 磐田市 0:23:10
497 11232 野上 良次 野上 翔太 ﾉｶﾞﾐ ﾘｮｳｼﾞ ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ 愛知県 0:23:10
498 11490 角田 真章 角田 航晟 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｱｷ ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｾｲ 湖西市 0:23:11
499 11650 佐津川 浩司 佐津川 莉子 ｻﾂｶﾜ ｺｳｼﾞ ｻﾂｶﾜ ﾘｺ 磐田市 0:23:12
500 11444 伴野 ワンナパ 伴野 圭佑 ﾊﾞﾝﾉ ﾜﾝﾅﾊﾟ ﾊﾞﾝﾉ ｹｲｽｹ 湖西市 0:23:12
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501 11361 益子 智美 益子 大河 ﾏｽｺ ﾄﾓﾐ ﾏｽｺ ﾀｲｶﾞ 掛川市 0:23:20
502 11059 大石 圭佑 大石 柚羽 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ ｵｵｲｼ ﾕｽﾞﾊ 袋井市 0:23:21
503 11363 尾崎 拓子 尾崎 寧音 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｺ ｵｻﾞｷ ﾈﾈ 袋井市 0:23:22
504 11273 井口 純子 井口 実莉 ｲｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ ｲｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 静岡市 0:23:23
505 11484 関口 理恵子 関口 真帆 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｴｺ ｾｷｸﾞﾁ ﾏﾎ 浜松市 0:23:24
506 11601 松野 高明 松野 紅葉 ﾏﾂﾉ ﾀｶｱｷ ﾏﾂﾉ ｸﾚﾊ 浜松市 0:23:25
507 11422 武田 陽妃 武田 哲弥 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾙｷ ﾀｹﾀﾞ ﾃﾂﾔ 磐田市 0:23:25
508 11324 川島 知子 川島 杏珠 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓｺ ｶﾜｼﾏ ｱﾝｼﾞｭ 磐田市 0:23:29
509 11586 佐野 志織 佐野 雄一友 ｻﾉ ｼｵﾘ ｻﾉ ﾕｲﾄ 磐田市 0:23:29
510 11652 木下 希世子 木下 みりは ｷｼﾀ ｷﾖｺ ｷｼﾀ ﾐﾘﾊ 浜松市 0:23:30
511 11651 木下 検太 木下 羽空 ｷｼﾀ ｹﾝﾀ ｷｼﾀ ﾊｳﾛ 浜松市 0:23:30
512 11604 近持 徹平 近持 悠慎 ﾁｶﾓﾁ ﾃｯﾍﾟｲ ﾁｶﾓﾁ ﾕｳｼﾝ 浜松市 0:23:32
513 11606 田邉 美佳 田邉 花穂 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ ﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ 掛川市 0:23:34
514 11140 玉澤 弘明 玉澤 柚輝 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ ﾀﾏｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 袋井市 0:23:35
515 11506 袴田 朗士 袴田 敦斗 ﾊｶﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾄ ﾊｶﾏﾀﾞ ｱﾂﾄ 袋井市 0:23:36
516 11426 松島 輝一 松島 克浩 ﾏﾂｼﾏ ｷｲﾁ ﾏﾂｼﾏ ｶﾂﾋﾛ 磐田市 0:23:38
517 11433 加藤 颯姫 加藤 亜未 ｶﾄｳ ｻﾂｷ ｶﾄｳ ﾂｸﾞﾐ 磐田市 0:23:39
518 11340 寺岡 ちかよ 寺岡 大輝 ﾃﾗｵｶ ﾁｶﾖ ﾃﾗｵｶ ﾀﾞｲｷ 袋井市 0:23:41
519 11178 岩田 あづみ いわた あかり ｲﾜﾀ ｱﾂﾞﾐ ｲﾜﾀ ｱｶﾘ 磐田市 0:23:43
520 11166 佐野 光規 佐野 清香 ｻﾉ ﾐﾂﾉﾘ ｻﾉ ｷﾖｶ 島田市 0:23:44
521 11367 奈良 カティア 奈良 ニコラス ﾅﾗ ｶﾃｨｱ ﾅﾗ ﾆｺﾗｽ 藤枝市 0:23:44
522 11608 鈴木 圭介 鈴木 美南 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 磐田市 0:23:45
523 11644 鈴木 静江 鈴木 月子 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｴ ｽｽﾞｷ ﾂｷｺ 浜松市 0:23:46
524 11653 野沢 麻美 野沢 虹凪 ﾉｻﾞﾜ ｱｻﾐ ﾉｻﾞﾜ ﾆﾅ 浜松市 0:23:47
525 11302 猿倉 直人 猿倉 真陽 ｻﾙｸﾗ ﾅｵﾄ ｻﾙｸﾗ ﾏﾔ 藤枝市 0:23:48
526 11380 渥美 優妃 渥美 里音 ｱﾂﾐ ﾕｳｷ ｱﾂﾐ ﾘﾉ 磐田市 0:23:52
527 11362 的場 ジルベルト 的場 優乃 ﾏﾄﾊﾞ ｼﾞﾙﾍﾞﾙﾄ ﾏﾄﾊﾞ ﾕﾉ 袋井市 0:23:55
528 11465 松本 幸恵 松本 歩空 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｴ ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾀｶ 磐田市 0:23:56
529 11342 添田 寛子 添田 悠心 ｿｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ ｿｴﾀﾞ ﾕｳｼﾝ 浜松市 0:23:57
530 11223 杉浦 加織 杉浦 寧々 ｽｷﾞｳﾗ ｶｵﾘ ｽｷﾞｳﾗ ﾈﾈ 磐田市 0:23:57
531 11479 山本 詩織 山本 葵葉 ﾔﾏﾓﾄ ｼｵﾘ ﾔﾏﾓﾄ ｱｵﾊﾞ 磐田市 0:24:00
532 11280 箭木 知美 箭木 心葵 ﾔｷﾞ ｻﾄﾐ ﾔｷﾞ ｺｺｱ 掛川市 0:24:01
533 11371 小澤 亮太 小澤 奏太 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｵｻﾞﾜ ｶﾅﾀ 袋井市 0:24:03
534 11258 平松 麻美 平松 幹逞 ﾋﾗﾏﾂ ｱｻﾐ ﾋﾗﾏﾂ ｶﾝﾀ 磐田市 0:24:04
535 11379 青島 智子 青島 蓮 ｱｵｼﾏ ﾄﾓｺ ｱｵｼﾏ ﾚﾝ 磐田市 0:24:06
536 11576 橋本 はる菜 橋本 優綺 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙﾅ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 磐田市 0:24:07
537 11224 内山 雄一郎 内山 和香奈 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ 浜松市 0:24:08
538 11338 佐藤 千穂 佐藤 柚菜 ｻﾄｳ ﾁﾎ ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾅ 三重県 0:24:09
539 11357 伊藤 真弓 伊藤 舜紀 ｲﾄｳ ﾏﾕﾐ ｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 浜松市 0:24:11
540 11456 菅沼 洋介 菅沼 煌矢 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｳｽｹ ｽｶﾞﾇﾏ ｺｳﾔ 磐田市 0:24:12
541 11106 石津 彩子 石津 奏空 ｲｼﾂﾞ ｱﾔｺ ｲｼﾂﾞ ｿﾗ 浜松市 0:24:14
542 11151 安藤 辰也 安藤 舞 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｲ 掛川市 0:24:16
543 11301 會田 恵 會田 華音 ｱｲﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ ｱｲﾀﾞ ｶﾉﾝ 浜松市 0:24:17
544 11529 奥野 淑子 奥野 瑛士 ｵｸﾉ ﾖｼｺ ｵｸﾉ ｴｲﾄ 浜松市 0:24:18
545 11413 郷原 理愛 郷原 立彦 ｺﾞｳﾊﾗ ﾘﾅ ｺﾞｳﾊﾗ ﾀﾂﾋｺ 磐田市 0:24:19
546 11525 渥美 好仁 渥美 連翔 ｱﾂﾐ ﾖｼﾋﾄ ｱﾂﾐ ﾚﾝﾄ 磐田市 0:24:20
547 11581 加藤 茜 加藤 壮吾 ｶﾄｳ ｱｶﾈ ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 磐田市 0:24:23
548 11387 山内 千賀 山内 結菜 ﾔﾏｳﾁ ﾁｶ ﾔﾏｳﾁ ﾕｲﾅ 磐田市 0:24:28
549 11325 丹藤 基博 丹藤 佐梨 ﾀﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾋﾛ ﾀﾝﾄﾞｳ ｻﾘ 浜松市 0:24:31
550 11383 長屋 由紀 長屋 江茉 ﾅｶﾞﾔ ﾕｷ ﾅｶﾞﾔ ｴﾏ 浜松市 0:24:39
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551 11080 高橋 晋 高橋 なな ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ ﾀｶﾊｼ ﾅﾅ 浜松市 0:24:42
552 11085 前田 聖人 前田 聖来 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ ﾏｴﾀﾞ ｾｲﾗ 掛川市 0:24:56
553 11471 小蔦 真智子 小蔦 璃久 ｺﾂﾞﾀ ﾏﾁｺ ｺﾂﾞﾀ ﾘｸ 掛川市 0:24:57
554 11610 堀内 弥生 堀内 歩夢 ﾎﾘｳﾁ ﾔﾖｲ ﾎﾘｳﾁ ｱﾕﾑ 磐田市 0:24:58
555 11463 鈴木 智恵 鈴木 巡 ｽｽﾞｷ ﾁｴ ｽｽﾞｷ ﾒｸﾞﾙ 磐田市 0:25:01
556 11442 橋本 一郎 橋本 駿人 ﾊｼﾓﾄ ｲﾁﾛｳ ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔﾄ 掛川市 0:25:04
557 11654 田口 義明 田口 豪希 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ ﾀｸﾞﾁ ｺﾞｳｷ 愛知県 0:25:07
558 11590 藤田 千晶 藤田 塁 ﾌｼﾞﾀ ﾁｱｷ ﾌｼﾞﾀ ﾙｲ 浜松市 0:25:09
559 11332 山下 茜 山下 奈南 ﾔﾏｼﾀ ｱｶﾈ ﾔﾏｼﾀ ﾅﾅ 磐田市 0:25:10
560 11202 田中 友規 田中 遼太郎 ﾀﾅｶ ﾄﾓｷ ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 掛川市 0:25:10
561 11335 米澤 綾香 米澤 幸奈美 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱﾔｶ ﾖﾈｻﾞﾜ ｺﾅﾐ 磐田市 0:25:14
562 11358 高塚 元也 高塚 悠河 ﾀｶﾂｶ ﾓﾄﾅﾘ ﾀｶﾂｶ ﾕｳｶﾞ 磐田市 0:25:16
563 11516 杉田 淳哉 佐藤 豪 ｽｷﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ｻﾄｳ ｺﾞｳ 磐田市 0:25:18
564 11522 丸山 航 丸山 歩夢 ﾏﾙﾔﾏ ﾜﾀﾙ ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾑ 磐田市 0:25:19
565 11294 福田 圭 福田 卓哉 ﾌｸﾀﾞ ｹｲ ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 浜松市 0:25:21
566 11388 淺尾 豊隆 淺尾 ゆうな ｱｻｵ ﾄﾖﾀｶ ｱｻｵ ﾕｳﾅ 浜松市 0:25:21
567 11076 深澤 公貴 深澤 優太 ﾌｶｻﾞﾜ ｷﾐﾀｶ ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 静岡市 0:25:21
568 11547 中村 和也 中村 友香 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 磐田市 0:25:25
569 11439 武田 光弘 武田 健吾 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 浜松市 0:25:29
570 11629 高橋 未穂 高橋 航大 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 掛川市 0:25:32
571 11275 末田 明 末田 陸人 ｽｴﾀﾞ ｱｷﾗ ｽｴﾀﾞ ﾘｸﾄ 浜松市 0:25:36
572 11567 望月 美香 望月 唯瑠茉 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｶ ﾓﾁﾂﾞｷ ｲﾙﾏ 浜松市 0:25:45
573 11091 長谷川 文親 長谷川 龍 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐﾁｶ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳ 島田市 0:25:51
574 11320 内山 清晴 内山 瑛優 ｳﾁﾔﾏ ｷﾖﾊﾙ ｳﾁﾔﾏ ｴｲﾕ 東京都 0:25:52
575 11518 浅岡 貴美 浅岡 穂華 ｱｻｵｶ ﾀｶﾐ ｱｻｵｶ ﾎﾉｶ 磐田市 0:25:54
576 11247 中村 和明 中村 ひかり ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾘ 島田市 0:25:54
577 11309 堀内 潤哉 堀内 寿人 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝﾔ ﾎﾘｳﾁ ﾋｻﾄ 掛川市 0:26:07
578 11322 金田 志穂 金田 夏凛 ｶﾈﾀﾞ ｼﾎ ｶﾈﾀﾞ ｶﾘﾝ 浜松市 0:26:09
579 11539 渡辺 直 渡辺 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾅｵ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 磐田市 0:26:13
580 11538 渡辺 祐子 渡辺 莉子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 磐田市 0:26:13
581 11565 植里 真一 植里 晟己 ｳｴｻﾄ ﾏｻｶｽﾞ ｳｴｻﾄ ﾏｻｷ 磐田市 0:26:21
582 11605 伊藤 田津子 近持 心優 ｲﾄｳ ﾀﾂﾞｺ ﾁｶﾓﾁ ﾐﾕｳ 浜松市 0:26:26
583 11173 門口 優 門口 莉愛 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾕｳ ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾘｱ 磐田市 0:26:30
584 11365 渥美 鮎美 渥美 瑛音 ｱﾂﾐ ｱﾕﾐ ｱﾂﾐ ｴｲﾄ 浜松市 0:26:33
585 11476 寺田 真弥 寺田 凱翔 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝﾔ ﾃﾗﾀﾞ ｶｲﾄ 磐田市 0:26:33
586 11137 増田 詠子 増田 蒼生 ﾏｽﾀﾞ ｴｲｺ ﾏｽﾀﾞ ｱｵｲ 焼津市 0:26:38
587 11427 村上 智哉 村上 浩美 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾐ 磐田市 0:26:47
588 11455 落合 淳 落合 美琴 ｵﾁｱｲ ｱﾂｼ ｵﾁｱｲ ﾐｺﾄ 磐田市 0:26:48
589 11327 村井 啓悟 村井 優仁 ﾑﾗｲ ｹｲｺﾞ ﾑﾗｲ ﾕｳﾄ 磐田市 0:26:51
590 11221 船越 敦子 船越 和歩 ﾌﾅｺｼ ｱﾂｺ ﾌﾅｺｼ ｶｽﾞﾎ 浜松市 0:26:53
591 11475 寺田 きよみ 寺田 聖翔 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾖﾐ ﾃﾗﾀﾞ ｷﾖﾄ 磐田市 0:26:55
592 11582 袴田 麻衣子 袴田 湊悟 ﾊｶﾏﾀ ﾏｲｺ ﾊｶﾏﾀ ｿｳｺﾞ 浜松市 0:27:03
593 11488 池田 万里子 池田 和永 ｲｹﾀﾞ ﾏﾘｺ ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 磐田市 0:27:25
594 11036 杉浦 嘉彦 杉浦 奏凪 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾋｺ ｽｷﾞｳﾗ ｿﾅ 愛知県 0:27:31
595 11222 中山 淳子 中山 明姫 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ ﾅｶﾔﾏ ﾒｲ 浜松市 0:27:43
596 11515 高木 沙予 石塚 真生 ﾀｶｷﾞ ｻﾖ ｲｼﾂﾞｶ ﾏｵ 磐田市 0:27:44
597 11513 大川 敦史 大川 紗來 ｵｵｶﾜ ｱﾂｼ ｵｵｶﾜ ｻﾗ 磐田市 0:27:46
598 11354 増井 敬子 増井 咲 ﾏｽｲ ｹｲｺ ﾏｽｲ ｻｷ 藤枝市 0:27:47
599 11580 勝瀬 織美 勝瀬 佑真 ｶﾂｾ ｵﾘﾐ ｶﾂｾ ﾕｳﾏ 磐田市 0:27:49
600 11504 池田 佳澄 池田 弦音 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾐ ｲｹﾀﾞ ｹﾞﾝﾄ 浜松市 0:27:57
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601 11303 加藤 早織 岩間 莉奈 ｶﾄｳ ｻｵﾘ ｲﾜﾏ ﾘﾅ 浜松市 0:27:58
602 11628 鈴木 悠倫子 鈴木 虎之介 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｺ ｽｽﾞｷ ﾄﾗﾉｽｹ 掛川市 0:28:09
603 11570 中 あずさ 中 翔汰 ﾅｶ ｱｽﾞｻ ﾅｶ ｼｮｳﾀ 浜松市 0:28:11
604 11531 青島 直美 青島 奏汰 ｱｵｼﾏ ﾅｵﾐ ｱｵｼﾏ ｿｳﾀ 磐田市 0:28:32
605 11561 安間 稔泰 安間 崇紋 ｱﾝﾏ ﾄｼﾔｽ ｱﾝﾏ ｼﾓﾝ 磐田市 0:28:36
606 11078 杉本 享之 杉本 奏音 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｶﾕｷ ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾅﾃﾞ 浜松市 0:28:39
607 11512 石塚 博香 石塚 大和 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛｶ ｲｼﾂﾞｶ ﾔﾏﾄ 磐田市 0:28:55
608 11237 鮫嶋 眸 鮫嶋 悠至 ｻﾒｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ ｻﾒｼﾞﾏ ﾕｳｼ 磐田市 0:28:56
609 11587 古田 英生 古田 丞 ﾌﾙﾀ ﾋﾃﾞｷ ﾌﾙﾀ ﾀｽｸ 磐田市 0:29:08
610 11530 住吉 大輔 住吉 海飛 ｽﾐﾖｼ ﾀﾞｲｽｹ ｽﾐﾖｼ ｶｲﾄ 愛知県 0:29:08
611 11619 安間 果林 安間 彩紋 ｱﾝﾏ ｶﾘﾝ ｱﾝﾏ ｻﾓﾝ 磐田市 0:29:09
612 11210 都築 由佳 都築 陸斗 ﾂﾂﾞｷ ﾕｶ ﾂﾂﾞｷ ﾘｸﾄ 愛知県 0:29:10
613 11417 鈴木 愛梨 鈴木 理恵 ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ ｽｽﾞｷ ﾘｴ 浜松市 0:29:12
614 11213 深澤 美樹 深澤 奈々 ﾌｶｻﾞﾜ ﾐｷ ﾌｶｻﾞﾜ ﾅﾅ 静岡市 0:29:14
615 11314 内山 千尋 内山 明日香 ｳﾁﾔﾏ ﾁﾋﾛ ｳﾁﾔﾏ ｱｽｶ 浜松市 0:29:35
616 11268 木伏 秀典 木伏 唯斗 ｷﾌﾞｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ ｷﾌﾞｼ ﾕｲﾄ 島田市 0:29:42
617 11172 門口 香織 門口 咲愛 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｶｵﾘ ｶﾄﾞｸﾞﾁ ｻﾅ 磐田市 0:30:09
618 11392 鈴木 克江 鈴木 銀次郎 ｽｽﾞｷ ｶﾂｴ ｽｽﾞｷ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 浜松市 0:30:24
619 11588 古田 幸子 古田 芽愛 ﾌﾙﾀ ｻﾁｺ ﾌﾙﾀ ﾒｲ 磐田市 0:30:38
620 11523 本間 真弓 本間 光翔 ﾎﾝﾏ ﾏﾕﾐ ﾎﾝﾏ ﾋｶﾙ 菊川市 0:30:50
621 11384 戸塚 史帆 戸塚 空良 ﾄﾂｶ ｼﾎ ﾄﾂｶ ｿﾗ 磐田市 0:31:10
622 11334 竹下 環奈 竹下 海 ﾀｹｼﾀ ｶﾝﾅ ﾀｹｼﾀ ｶｲ 沼津市 0:32:03
623 11249 大野 雅治 大野 充輝 ｵｵﾉ ﾏｻﾊﾙ ｵｵﾉ ﾐﾂｷ 浜松市 0:34:32
624 11594 坂口 絵里子 坂口 優門 ｻｶｸﾞﾁ ｴﾘｺ ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 浜松市 0:39:20
625 11291 増田 三紀子 増田 煌征 ﾏｽﾀﾞ ﾐｷｺ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｾｲ 浜松市 0:41:40
626 11115 住井 洋平 住井 勇仁 ｽﾐｲ ﾖｳﾍｲ ｽﾐｲ ﾕｳﾄ 磐田市 0:48:02
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1 12005 宮原 剛 宮原 愛 ﾐﾔﾊﾗ ﾂﾖｼ ﾐﾔﾊﾗ ｱｲ 浜松市 0:11:22
2 12007 荒瀬 美緒 荒瀬 健太 ｱﾗｾ ﾐｵ ｱﾗｾ ｹﾝﾀ 浜松市 0:11:38
3 12002 三橋 舞子 山崎 佑斗 ﾐﾂﾊｼ ﾏｲｺ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ 三重県 0:11:54
4 12015 芹澤 俊一 芹澤 佳樹 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｭﾝｲﾁ ｾﾘｻﾞﾜ ﾖｼｷ 浜松市 0:14:04
5 12023 袴田 和広 猪又 風花 ﾊｶﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾛ ｲﾉﾏﾀ ﾌｳｶ 浜松市 0:14:17
6 12009 鈴木 広文 鈴木 貴巳子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 焼津市 0:14:53
7 12006 山内 菜摘 廣澤 敦志 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾂﾐ ﾋﾛｻﾜ ｱﾂｼ 島田市 0:15:32
8 12186 恒松 七海 大鶴 綾美 ﾂﾈﾏﾂ ﾅﾅﾐ ｵｵﾂﾙ ｱﾔﾐ 富士市 0:15:44
9 12026 鈴木 奈奈 鈴木 大介 ｽｽｷﾞ ﾅﾅ ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 0:15:54

10 12148 鈴木 教之 山嵜 智之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 0:16:04
11 12011 大原 かな 大原 裕史 ｵｵﾊﾗ ｶﾅ ｵｵﾊﾗ ﾋﾛｼ 浜松市 0:16:07
12 12188 片川 陽菜 高林 宥実子 ｶﾀｶﾞﾜ ﾊﾙﾅ ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾐｺ 浜松市 0:16:58
13 12028 氷室 明日香 角谷 洋 ﾋﾑﾛ ｱｽｶ ｶｸﾔ ﾋﾛｼ 愛知県 0:17:03
14 12010 町田 弘幸 山下 真依 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ﾔﾏｼﾀ ﾏｲ 浜松市 0:17:25
15 12116 岡本 絢子 岡本 悟 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｺ ｵｶﾓﾄ ｻﾄﾙ 磐田市 0:17:29
16 12143 青木 絵美 青木 淳 ｱｵｷ ｴﾐ ｱｵｷｼﾞｭﾝ 伊豆の国市 0:17:38
17 12056 宮﨑 ありさ 河村 美沙都 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾘｻ ｶﾜﾑﾗ ﾐｻﾄ 浜松市 0:17:42
18 12200 片山 栞 鈴木 友里恵 ｶﾀﾔﾏ ｼｵﾘ ｽｽﾞｷ ﾕﾘｴ 磐田市 0:18:13
19 12147 山田 博 山田 充貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 磐田市 0:18:30
20 12065 大石 早紀 河田 裕樹 ｵｵｲｼ ｻｷ ｶﾜﾀ ﾕｳｷ 牧之原市 0:18:35
21 12050 松本 あい子 池谷 麻里子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｲｺ ｲｹﾔ ﾏﾘｺ 磐田市 0:18:44
22 12118 田中 早知 田中 翔 ﾀﾅｶ ｻﾁ ﾀﾅｶ ｼｮｳ 吉田町 0:18:46
23 12004 安間 一彦 安間 貴代 ﾔｽﾏ ｶｽﾞﾋｺ ﾔｽﾏ ﾀｶﾖ 東京都 0:18:47
24 12029 佐藤 信稔 平野 いつき ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾄｼ ﾋﾗﾉ ｲﾂｷ 磐田市 0:18:50
25 12037 竹内 健太 竹内 瞳 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ ﾀｹｳﾁ ﾋﾄﾐ 湖西市 0:18:51
26 12038 大貫 洋一 大塚 雅代 ｵｵﾇｷ ﾖｳｲﾁ ｵｵﾂｶ ﾏｻﾖ 浜松市 0:18:57
27 12058 高田 恒徳 高田 清美 ﾀｶﾀﾞ ﾂﾈﾉﾘ ﾀｶﾀﾞ ｷﾖﾐ 磐田市 0:18:57
28 12094 小澤 和之 小澤 由典 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 0:18:58
29 12164 藤田 涼子 堀内 翼 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ ﾎﾘｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 浜松市 0:18:59
30 12173 石原 淳 石原 美紀 ｲｼﾊﾗ ｱﾂｼ ｲｼﾊﾗ ﾐｷ 磐田市 0:19:00
31 12034 小玉 さつき 本間 一輝 ｺﾀﾞﾏ ｻﾂｷ ﾎﾝﾏ ｶｽﾞｷ 沼津市 0:19:00
32 12185 山本 友香理 仁藤 麻生 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｶﾘ ﾆﾄｳ ﾏｲ 富士市 0:19:06
33 12162 杉田 佳奈枝 渥美 孝典 ｽｷﾞﾀ ｶﾅｴ ｱﾂﾐ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 0:19:07
34 12176 鈴木 千晴 石原 拓実 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 磐田市 0:19:14
35 12168 福沢 阿侑子 青島 真紗子 ﾌｸｻﾞﾜ ｱﾕｺ ｱｵｼﾏ ﾏｻｺ 磐田市 0:19:15
36 12035 鈴木 芙美 松本 里恵 ｽｽﾞｷ ﾌﾐ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｴ 磐田市 0:19:32
37 12174 池田 剛人 小泉 里美 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄﾐ 愛知県 0:19:32
38 12046 上原 美貴子 花村 昭彦 ｳｴﾊﾗ ﾐｷｺ ﾊﾅﾑﾗ ｱｷﾋｺ 磐田市 0:19:33
39 12155 望月 聖司 松下 悟子 ﾓﾁﾂﾞｷ ｾｲｼﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾉﾘｺ 御前崎市 0:19:49
40 12163 栗田 勇次 栗田 智美 ｸﾘﾀ ﾕｳｼﾞ ｸﾘﾀ ﾄﾓﾐ 袋井市 0:19:50
41 12182 河合 浩文 河合 万理 ｶﾜｲ ﾋﾛﾌﾐ ｶﾜｲ ﾏﾘ 浜松市 0:19:51
42 12048 池ヶ谷 紀子 岩﨑 絵美子 ｲｹｶﾞﾔ ﾉﾘｺ ｲﾜｻﾞｷ ｴﾐｺ 磐田市 0:19:52
43 12097 鈴木 架南 鈴木 美咲 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾝ ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 浜松市 0:19:53
44 12043 山本 伴美 松本 綾子 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾐ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾔｺ 磐田市 0:19:53
45 12025 小林 杏美 鈴木 莉世 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ ｽｽﾞｷ ﾘﾖ 磐田市 0:19:56
46 12159 片山 知恵実 永島 佑美 ｶﾀﾔﾏ ﾁｴﾐ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾐ 磐田市 0:20:00
47 12146 佐藤 智恵 鈴木 百伽 ｻﾄｳ ﾁｴ ｽｽﾞｷ ﾓﾓｶ 磐田市 0:20:01
48 12032 藤井 崇良 藤井 早紀 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾖｼ ﾌｼﾞｲ ｻｷ 浜松市 0:20:01
49 12203 長嶋 千晶 梶野 祐未 ﾅｶﾞｼﾏ ﾁｱｷ ｶｼﾞﾉﾕﾐ 浜松市 0:20:03
50 12194 田中 敢人 田中 結菜 ﾀﾅｶ ｶﾝﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳﾅ 浜松市 0:20:05
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51 12166 古谷 恵理 古谷 翔太 ﾌﾙﾔ ｴﾘ ﾌﾙﾔ ｼｮｳﾀ 静岡市 0:20:09
52 12144 髙村 美咲 鈴木 明子 ﾀｶﾑﾗ ﾐｻｷ ｽｽﾞｷｱｷｺ 島田市 0:20:11
53 12082 藤田 有紀 鈴木 育美 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷ ｽｽﾞｷ ｲｸﾐ 磐田市 0:20:13
54 12089 太田 かな 太田 康弘 ｵｵﾀ ｶﾅ ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 0:20:20
55 12051 安部 早耶 西岡 亨記 ｱﾝﾍﾞ ｻﾔ ﾆｼｵｶ ｺｳｷ 愛知県 0:20:21
56 12003 松永 樹治 茅島 晴香 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼｹﾞﾊﾙ ｶﾔｼﾏ ﾊﾙｶ 愛知県 0:20:23
57 12001 福田 征也 酒井 菜緒 ﾌｸﾀﾞ ｾｲﾔ ｻｶｲ ﾅｵ 焼津市 0:20:24
58 12018 藤原 訓享 藤原 真子 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘﾀｶ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｺ 浜松市 0:20:39
59 12112 鈴木 孝文 鈴木 友貴 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ ｽｽﾞｷ ﾕｷ 掛川市 0:20:39
60 12033 石川 雄太 増田 夢子 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ ﾏｽﾀﾞ ﾕﾒｺ 磐田市 0:20:42
61 12075 内山 真理子 伊藤 由賀利 ｳﾁﾔﾏ ﾏﾘｺ ｲﾄｳ ﾕｶﾘ 浜松市 0:20:43
62 12136 内山 和之 内山 愛 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ｳﾁﾔﾏ ｱｲ 浜松市 0:20:54
63 12008 古川 興二 古川 紀枝 ﾌﾙｶﾜ ｺｳｼﾞ ﾌﾙｶﾜ ﾉﾘｴ 静岡市 0:20:54
64 12017 嶋岡 貞雄 嶋岡 麗子 ｼﾏｵｶ ｻﾀﾞｵ ｼﾏｵｶ ﾚｲｺ 浜松市 0:21:01
65 12055 小川 美代子 出久根 悠 ｵｶﾞﾜ ﾐﾖｺ ﾃﾞｸﾈ ﾕｳ 長泉町 0:21:04
66 12129 大谷 美雪 川合 裕代 ｵｵﾀﾆ ﾐﾕｷ ｶﾜｲ ﾋﾛﾖ 磐田市 0:21:05
67 12151 宮島 千秋 緒續 亜紀子 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾁｱｷ ｵﾂﾂﾞｷ ｱｷｺ 浜松市 0:21:06
68 12169 大谷 修一 大谷 夕佳 ｵｵﾀﾆ ｼｭｳｲﾁ ｵｵﾀﾆ ﾕｶ 磐田市 0:21:15
69 12150 川合 亜矢子 川合 康晴 ｶﾜｲ ｱﾔｺ ｶﾜｲ ﾔｽﾊﾙ 浜松市 0:21:18
70 12012 中川 雅人 中川 史子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾄ ﾅｶｶﾞﾜ ﾌﾐｺ 静岡市 0:21:25
71 12183 鈴木 静香 杉本 弘 ｽｽﾞｷ ｼｽﾞｶ ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾑ 磐田市 0:21:26
72 12030 中尾 穣 中尾 佳代子 ﾅｶｵ ﾕﾀｶ ﾅｶｵ ｶﾖｺ 静岡市 0:21:36
73 12175 岡村 康史 岡村 真子 ｵｶﾑﾗ ﾔｽﾌﾐ ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｺ 静岡市 0:21:42
74 12087 湊 倫子 西尾 英実 ﾐﾅﾄ ﾉﾘｺ ﾆｼｵ ﾋﾃﾞﾐ 浜松市 0:21:45
75 12156 杉山 優奈 浦山 みなみ ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾅ ｳﾗﾔﾏ ﾐﾅﾐ 藤枝市 0:21:50
76 12114 夏目 友也 夏目 紫緒 ﾅﾂﾒ ﾕｳﾔ ﾅﾂﾒ ｼｵ 浜松市 0:21:52
77 12041 紙本 大作 紙本 歩 ｶﾐﾓﾄ ﾀﾞｲｻｸ ｶﾐﾓﾄ ｱﾕﾐ 磐田市 0:21:59
78 12165 井出 知枝子 井出 圭二 ｲﾃﾞ ﾁｴｺ ｲﾃﾞ ｹｲｼﾞ 静岡市 0:22:00
79 12020 井出 由季菜 井出 啓太 ｲﾃﾞ ﾕｷﾅ ｲﾃﾞ ｹｲﾀ 静岡市 0:22:01
80 12131 川瀬 真弓 川瀬 広明 ｶﾜｾ ﾏﾕﾐ ｶﾜｾ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:22:05
81 12192 牧野 志保 石井 佑佳 ﾏｷﾉ ｼﾎ ｲｼｲ ﾕｶ 浜松市 0:22:10
82 12071 神田 貴将 神田 文雪 ｶﾝﾀﾞ ﾀｶﾏｻ ｶﾝﾀﾞ ﾌﾕｷ 磐田市 0:22:10
83 12059 長坂 富美子 浅尾 梓 ﾅｶﾞｻｶ ﾌﾐｺ ｱｻｵ ｱｽﾞｻ 浜松市 0:22:11
84 12077 松島 利典 松島 郁子 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾉﾘ ﾏﾂｼﾏ ｲｸｺ 浜松市 0:22:19
85 12054 鈴木 統子 坂田 佳奈子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ ｻｶﾀ ｶﾅｺ 磐田市 0:22:20
86 12132 三室 良美 那須田 育代 ﾐﾑﾛ ﾖｼﾐ ﾅｽﾀﾞ ｲｸﾖ 浜松市 0:22:20
87 12152 濱田 龍之介 メネゼスロボハマダ サーラ ﾊﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾒﾈｾﾞｽﾛﾎﾞﾊﾏﾀﾞ ｻｰﾗ 磐田市 0:22:23
88 12135 園部 仙子 村田 明子 ｿﾉﾍﾞ ﾉﾘｺ ﾑﾗﾀ ｱｷｺ 愛知県 0:22:29
89 12014 鈴木 尭 米澤 菜緒 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ ﾖﾈｻﾞﾜ ﾅｵ 浜松市 0:22:35
90 12167 吉川 ひらり 近藤 憲秀 ﾖｼｶﾜ ﾋﾗﾘ ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾋﾃﾞ 愛知県 0:22:38
91 12044 木下 羊子 本田 綾子 ｷｼﾀ ﾖｳｺ ﾎﾝﾀﾞ ｱﾔｺ 磐田市 0:22:40
92 12013 佐々木 陽 鷲巣 仁実 ｻｻｷ ｱｷﾗ ﾜｼｽﾞ ﾋﾄﾐ 藤枝市 0:22:44
93 12085 大杉 由姫子 大杉 拓 ｵｵｽｷﾞ ﾕｷｺ ｵｵｽｷﾞ ﾀｸ 磐田市 0:22:45
94 12106 原木 雄二朗 原木 佐季子 ﾊﾗｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾊﾗｷ ｻｷｺ 浜松市 0:22:46
95 12119 金井 香織 金井 要介 ｶﾈｲ ｶｵﾘ ｶﾈｲ ﾖｳｽｹ 磐田市 0:22:48
96 12141 古川 沙貴 古川 裕也 ﾌﾙｶﾜ ｻｷ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳﾔ 磐田市 0:22:49
97 12113 山本 弘子 川島 由記 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｺ ｶﾜｼﾏ ﾕｷ 掛川市 0:22:54
98 12070 飯田 智恵子 鈴木 千晶 ｲｲﾀﾞ ﾁｴｺ ｽｽﾞｷ ﾁｱｷ 牧之原市 0:22:54
99 12154 片山 涼子 堀川 佳那 ｶﾀﾔﾏ ﾘｮｳｺ ﾎﾘｶﾜ ｶﾅ 静岡市 0:22:55

100 12149 小山内 しのぶ 小山内 望 ｵｻﾅｲ ｼﾉﾌﾞ ｵｻﾅｲ ﾉｿﾞﾐ 磐田市 0:22:55
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101 12121 真栄田 里加 八木澤 ゆり枝 ﾏｴﾀﾞ ﾘｶ ﾔｷﾞｻﾜ ﾕﾘｴ 袋井市 0:22:59
102 12195 安間 康博 安間 真寿美 ｱﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ ｱﾝﾏ ﾏｽﾐ 磐田市 0:22:59
103 12076 内海 美帆 堀内 いずみ ｳﾂﾐ ﾐﾎ ﾎﾘｳﾁ ｲｽﾞﾐ 掛川市 0:23:02
104 12127 阿部 まり子 阿部 剛教 ｱﾍﾞ ﾏﾘｺ ｱﾍﾞ ﾀｹﾉﾘ 磐田市 0:23:04
105 12024 石井 竜二 佐野 明彦 ｲｼｲ ﾘｭｳｼﾞ ｻﾉ ｱｷﾋｺ 島田市 0:23:04
106 12080 猿田 佳南子 氏原 万理子 ｻﾙﾀ ｶﾅｺ ｳｼﾞﾊﾗ ﾏﾘｺ 浜松市 0:23:06
107 12198 濱村 友子 河野 麻里香 ﾊﾏﾑﾗ ﾄﾓｺ ｶﾜﾉ ﾏﾘｶ 焼津市 0:23:07
108 12083 白井 郭美 白井 則行 ｼﾗｲ ﾋﾛﾐ ｼﾗｲ ﾉﾘﾕｷ 袋井市 0:23:10
109 12102 遠藤 光則 遠藤 晃子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾉﾘ ｴﾝﾄﾞｳ ﾃﾙｺ 浜松市 0:23:15
110 12084 齋藤 英子 齋藤 正樹 ｻｲﾄｳ ｴｲｺ ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 磐田市 0:23:17
111 12105 太田 恭範 宮澤 利枝子 ｵｵﾀ ﾔｽﾉﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｴｺ 磐田市 0:23:19
112 12138 袴田 千江 青木 清美 ﾊｶﾏﾀ ﾁｴ ｱｵｷ ｷﾖﾐ 磐田市 0:23:23
113 12040 松浦 早矢加 弓桁 永真子 ﾏﾂｳﾗ ｻﾔｶ ﾕﾐｹﾞﾀ ｴﾐｺ 磐田市 0:23:28
114 12098 安本 実 安本 茜 ﾔｽﾓﾄ ﾐﾉﾙ ﾔｽﾓﾄ ｱｶﾈ 焼津市 0:23:29
115 12190 山本 友里恵 青島 昌江 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾘｴ ｱｵｼﾏ ﾏｻｴ 袋井市 0:23:31
116 12189 中野 実穂 渡辺 麻友 ﾅｶﾉ ﾐﾎ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ 浜松市 0:23:31
117 12099 山崎 彰子 澤田 万里 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷｺ ｻﾜﾀﾞ ﾏﾘ 浜松市 0:23:33
118 12120 八木 ひろみ 安達 久美子 ﾔｷﾞ ﾋﾛﾐ ｱﾀﾞﾁ ｸﾐｺ 磐田市 0:23:34
119 12137 篠原 靖奈 篠原 壮一郎 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾅ ｼﾉﾊﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 袋井市 0:23:35
120 12078 村山 有希子 村山 茉帆 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｷｺ ﾑﾗﾔﾏ ﾏﾎ 函南町 0:23:39
121 12016 石橋 佳世子 石橋 永一郎 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾖｺ ｲｼﾊﾞｼ ｴｲｲﾁﾛｳ 浜松市 0:23:42
122 12069 萩原 恵美子 田邉 未希 ﾊｷﾞﾜﾗ ｴﾐｺ ﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 浜松市 0:23:42
123 12187 野中 美里 乗松 夏希 ﾉﾅｶ ﾐｻﾄ ﾉﾘﾏﾂ ﾅﾂｷ 磐田市 0:23:43
124 12193 吉村 梨佐 宮村 真友子 ﾖｼﾑﾗ ﾘｻ ﾐﾔﾑﾗ ﾏﾕｺ 静岡市 0:23:46
125 12201 本村 佐知子 松田 麻未 ﾎﾝﾑﾗ ｻﾁｺ ﾏﾂﾀﾞ ｱｻﾐ 掛川市 0:23:46
126 12139 奥田 菜月 水島 菜央 ｵｸﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾐｽﾞｼﾏ ﾅｵ 浜松市 0:23:51
127 12110 石野 由美 鈴木 真美 ｲｼﾉ ﾕﾐ ｽｽﾞｷ ﾏﾐ 浜松市 0:23:59
128 12191 木野 みさ子 長島 由紀子 ｷﾉ ﾐｻｺ ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｷｺ 浜松市 0:24:02
129 12093 深井 美代子 深井 巨人 ﾌｶｲ ﾐﾖｺ ﾌｶｲ ﾅｵﾄ 静岡市 0:24:05
130 12130 古田 朱美 沖田 友恵 ﾌﾙﾀ ｱｹﾐ ｵｷﾀ ﾄﾓｴ 浜松市 0:24:17
131 12088 金子 江美香 籾山 亮 ｶﾈｺ ｴﾐｶ ﾓﾐﾔﾏ ﾘｮｳ 浜松市 0:24:23
132 12061 木村 紀美 中村 静 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾐ ﾅｶﾑﾗ ｼｽﾞｶ 磐田市 0:24:24
133 12142 大石 里美 大石 剛宏 ｵｵｲｼ ｻﾄﾐ ｵｵｲｼﾀｶﾋﾛ 掛川市 0:24:25
134 12086 森下 真由美 森下 真輔 ﾓﾘｼﾀ ﾏﾕﾐ ﾓﾘｼﾀ ｼﾝｽｹ 浜松市 0:24:27
135 12047 平松 文子 平松 強 ﾋﾗﾏﾂ ﾌﾐｺ ﾋﾗﾏﾂ ﾂﾖｼ 吉田町 0:24:30
136 12184 安藤 美那子 中原 里花子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅｺ ﾅｶﾊﾗ ﾘｶｺ 磐田市 0:24:34
137 12074 三井 良枝 青嶌 彩織 ﾐﾂｲ ﾖｼｴ ｱｵｼﾏ ｻｵﾘ 浜松市 0:24:35
138 12202 大川原 拓身 大川原 麻美 ｵｵｶﾜﾗ ﾀｸﾐ ｵｵｶﾜﾗ ﾏﾐ 牧之原市 0:24:37
139 12027 青木 しのぶ 河崎 稔 ｱｵｷ ｼﾉﾌﾞ ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾙ 愛知県 0:24:38
140 12062 山田 航 山田 亜沙美 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾐ 愛知県 0:24:40
141 12178 鈴木 紗央里 古川 文香 ｽｽﾞｷ ｻｵﾘ ﾌﾙｶﾜ ｱﾔｶ 磐田市 0:24:41
142 12181 井上 稚那 菅沼 彩乃 ｲﾉｳｴ ﾜｶﾅ ｽｶﾞﾇﾏ ｱﾔﾉ 磐田市 0:24:42
143 12111 妹尾 三規彦 妹尾 ゆり子 ｾｵ ﾐｷﾋｺ ｾｵ ﾕﾘｺ 磐田市 0:24:42
144 12107 松浦 恭子 二川目 桂子 ﾏﾂｳﾗ ｷｮｳｺ ﾌﾀｶﾜﾒ ｹｲｺ 磐田市 0:24:45
145 12031 佐野 昌代 佐野 大和 ｻﾉ ﾏｻﾖ ｻﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 磐田市 0:24:46
146 12022 山中 義裕 山中 香里 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾋﾛ ﾔﾏﾅｶ ｶｵﾘ 静岡市 0:24:47
147 12126 鈴木 敦代 柴田 松代 ｽｽﾞｷ ｱﾂﾖ ｼﾊﾞﾀ ﾏﾂﾖ 磐田市 0:24:54
148 12079 菅沼 晴美 菅沼 小晴 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾐ ｽｶﾞﾇﾏ ｺﾊﾙ 掛川市 0:25:02
149 12096 大場 由加利 郷 美穂 ｵｵﾊﾞ ﾕｶﾘ ｺﾞｳ ﾐﾎ 磐田市 0:25:08
150 12197 西村 英恵 西村 優希 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾅｴ ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 磐田市 0:25:11
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151 12104 戸田 祐美子 岩澤 美智子 ﾄﾀﾞ ﾕﾐｺ ｲﾜｻﾜ ﾐﾁｺ 磐田市 0:25:12
152 12057 小池 由起 成 忠福 ｺｲｹ ﾕｷ ｿﾝ ﾁｭﾝﾎﾞｸ 千葉県 0:25:13
153 12199 服部 大樹 服部 莉歩 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｷ ﾊｯﾄﾘ ﾘﾎ 磐田市 0:25:15
154 12170 五十嵐 淳 笹尾 季子 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｼ ｻｻｵ ﾄｼｺ 磐田市 0:25:24
155 12180 竹中 孝枝 鈴木 なぎさ ﾀｹﾅｶ ﾀｶｴ ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞｻ 浜松市 0:25:35
156 12153 小木 嘉男 小木 正美 ｵｷﾞ ﾖｼｵ ｵｷﾞ ﾏｻﾐ 浜松市 0:25:42
157 12064 熊岡 裕希乃 福島 由実子 ｸﾏｵｶ ﾕｷﾉ ﾌｸｼﾏ ﾕﾐｺ 磐田市 0:25:43
158 12158 藤井 あゆみ 藤井 克大 ﾌｼﾞｲ ｱﾕﾐ ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋﾛ 磐田市 0:25:46
159 12063 加藤 俊一 加藤 綾花 ｶﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ ｶﾄｳ ｱﾔｶ 浜松市 0:25:48
160 12123 鈴木 紀子 山下 めぐみ ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 焼津市 0:25:56
161 12161 木根 康太 木根 里奈 ｷﾈ ｺｳﾀ ｷﾈ ﾘﾅ 愛知県 0:26:01
162 12060 眞田 健司 眞田 紗希 ｻﾅﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ｻﾅﾀﾞ ｻｷ 浜松市 0:26:03
163 12053 奥澤 悠 奥澤 友希 ｵｸｻﾞﾜ ﾕｳ ｵｸｻﾞﾜ ﾕｷ 浜松市 0:26:05
164 12108 青島 美之 永井 有香 ｱｵｼﾏ ﾐﾕｷ ﾅｶﾞｲ ﾕｶ 藤枝市 0:26:08
165 12049 若林 傑 若林 佳世 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｽｸﾞﾙ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶﾖ 裾野市 0:26:10
166 12125 齋藤 猛 中村 綾華 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｶ 浜松市 0:26:13
167 12109 五幣 晃 五幣 麻樹 ｺﾞﾍｲ ｱｷﾗ ｺﾞﾍｲ ﾏｷ 掛川市 0:26:16
168 12072 釘尾 太剛 釘尾 陽子 ｸｷﾞｵ ﾀﾞｲｺﾞ ｸｷﾞｵ ﾖｳｺ 磐田市 0:26:25
169 12140 林 昴佑 内山 翔也 ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾔ 浜松市 0:26:31
170 12179 柳川 泰子 山中 紗衣 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾔｽｺ ﾔﾏﾅｶ ｻｴ 湖西市 0:26:38
171 12073 江口 由布子 江口 元 ｴｸﾞﾁ ﾕｳｺ ｴｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 0:26:52
172 12172 鷹野 冴美 早川 有紀 ﾀｶﾉ ｻｴﾐ ﾊﾔｶﾜ ﾕｷ 森町 0:27:01
173 12117 栗林 いづみ 曽根 篤子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｲﾂﾞﾐ ｿﾈ ｱﾂｺ 焼津市 0:27:07
174 12090 村松 恒子 寺尾 紀子 ﾑﾗﾏﾂ ﾂﾈｺ ﾃﾗｵ ﾉﾘｺ 静岡市 0:27:08
175 12042 村木 純子 瀧澤 真衣 ﾑﾗｷ ｼﾞｭﾝｺ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 磐田市 0:27:10
176 12103 小林 さおり 落合 美奈子 ｺﾊﾞﾔｼ ｻｵﾘ ｵﾁｱｲ ﾐﾅｺ 磐田市 0:27:40
177 12021 佐々木 絵梨 齋藤 真奈美 ｻｻｷ ｴﾘ ｻｲﾄｳ ﾏﾅﾐ 磐田市 0:27:41
178 12177 中川 早織 鈴木 江里奈 ﾅｶｶﾞﾜ ｻｵﾘ ｽｽﾞｷ ｴﾘﾅ 袋井市 0:27:42
179 12171 髙井 潤 杉本 公祐 ﾀｶｲ ｼﾞｭﾝ ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｽｹ 磐田市 0:27:48
180 12081 松下 智恵子 戸塚 忍 ﾏﾂｼﾀ ﾁｴｺ ﾄﾂｶ ｼﾉﾌﾞ 袋井市 0:28:04
181 12067 鈴木 豊子 渡邉 好 ｽｽﾞｷ ﾄﾖｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾉﾐ 磐田市 0:28:07
182 12157 多々良 友里菜 多々良 俊哉 ﾀﾀﾗ ﾕﾘﾅ ﾀﾀﾗ ｼｭﾝﾔ 磐田市 0:28:20
183 12134 小泉 美和子 小泉 奏子 ｺｲｽﾞﾐ ﾐﾜｺ ｺｲｽﾞﾐ ｶﾅｺ 磐田市 0:28:21
184 12122 熊谷 惇夫 熊谷 真理子 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂｵ ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾘｺ 磐田市 0:28:28
185 12095 菅沼 亜子 青島 留衣 ｽｶﾞﾇﾏ ｱｺ ｱｵｼﾏ ﾙｲ 磐田市 0:28:52
186 12052 長尾 正樹 長尾 明子 ﾅｶﾞｵ ﾏｻｷ ﾅｶﾞｵ ｱｷｺ 磐田市 0:29:05
187 12039 蓮井 みなみ 蓮井 康宏 ﾊｽｲ ﾐﾅﾐ ﾊｽｲ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 0:30:08
188 12196 石田 駿介 石田 佳織 ｲｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ ｲｼﾀﾞ ｶｵﾘ 磐田市 0:30:32
189 12066 北島 美紀 井下田 謙二 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｷ ｲｹﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 0:30:34
190 12100 花木 君子 花木 成一 ﾊﾅｷ ｷﾐｺ ﾊﾅｷ ｾｲｲﾁ 浜松市 0:31:20
191 12101 太向 麻美 鈴木 真希 ﾀｲｺｳ ｱｻﾐ ｽｽﾞｷ ﾏｷ 磐田市 0:34:22
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順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

1 30028 鈴木 隆史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 磐田市立総合病院ＲＣ 1:41:01
2 30036 中村 譲治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 磐田市立総合病院ＲＣ 1:41:19
3 30042 田中 正宏 ﾀｶﾅ ﾏｻﾋﾛ 磐田市立総合病院ＲＣ 1:44:15
4 30026 大杉 正典 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 磐田市立総合病院ＲＣ 1:45:38
5 30024 山口 智彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:05:15
6 30040 織田 海秀 ｵﾀﾞ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:05:15
7 30025 松井 一樹 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:05:16
8 30003 廣瀬 和昭 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｱｷ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:05:35
9 30004 片桐 崇志 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:06:56

10 30006 田代 将貴 ﾀｼﾛ ﾏｻｷ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:07:09
11 30011 磯部 貴之 ｲｿﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:11:06
12 30013 太田 和子 ｵｵﾀ ｶｽﾞｺ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:12:11
13 30010 竹田 源 ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:13:46
14 30023 松芳 圭吾 ﾏﾂﾖｼ ｹｲｺﾞ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:14:50
15 30005 川合田 恵美 ｶﾜｲﾀﾞ ｴﾐ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:21:44
16 30034 加藤 貴史 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:22:10
17 30032 木下 拓也 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:22:10
18 30033 清水 真人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:22:39
19 30012 阿部 友恵 ｱﾍﾞ ﾄﾓｴ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:30:10
20 30029 近藤 誠人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:32:13
21 30009 朝比奈 克至 ｱｻﾋﾅ ｶﾂｼ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:34:56
22 30038 鈴木 智美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:38:07
23 30039 鈴木 友紀 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:49:29
24 30002 松原 大祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:49:57
25 30020 高橋 百合美 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾐ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:49:57
26 30007 塚本 智子 ﾂｶﾓﾄ ﾄﾓｺ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:50:43
27 30037 相羽 柚希 ｱｲﾊﾞ ﾕｽﾞｷ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:51:22
28 30035 寺田 将浩 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:51:22
29 30030 高橋 邦佳 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾖｼ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:51:23
30 30015 杉山 綾花 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔｶ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:52:44
31 30008 小畑 ひのき ｵﾊﾞﾀ ﾋﾉｷ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:54:45
32 30031 松島 紗代実 ﾏﾂｼﾏ ｷﾖﾐ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:55:09
33 30043 小野田 年美 ｵﾉﾀﾞ ﾄｼﾐ 磐田市立総合病院ＲＣ 2:56:07

2019年11月10日
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1 20001 須藤 大樹 ランニングポリス 1:47:04

2019年11月10日
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1 20002 清水 雄喜 ランニングポリス 0:27:27

2019年11月10日


