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1 4 茂原 大悟 ﾓﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 群馬県 ＡＢＣＲ 1:07:15
2 2 池上 秀志 ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 京都府 ウェルビーイングライオンズ 1:07:22
3 3 四辻 剛 ﾖｯﾂｼﾞ ﾂﾖｼ 愛知県 トヨタＳＣ 1:08:37
4 29 大村 祐史 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｼ 島田市 島田高校 1:11:52
5 20 茂原 將悟 ﾓﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 群馬県 1:14:28
6 9 國松 士 ｸﾆﾏﾂ ｱｷﾗ 磐田市 学習院大学 1:15:11
7 46 高橋 広 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 袋井市 サッソウペンギン 1:15:23
8 57 榊原 聡太 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｿｳﾀ 東京都 1:16:08
9 60 以西 昭海 ｲｻｲ ﾊﾙﾐ 袋井市 ＴＯＭＯＲＵＮ 1:16:26

10 238 神原 幸士郎 ｶﾐﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ 浜松市 エディオン 1:19:57
11 119 小林 隼人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 磐田市 1:20:51
12 140 影山 栄治 ｶｹﾞﾔﾏ ｴｲｼﾞ 浜松市 ＧｌａｎｚＲＣ 1:21:07
13 406 大谷 英輝 ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ 袋井市 日立Ａｓｔｅｍｏ 1:21:09
14 3862 宍倉 隆浩 ｼｼｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 京都府 1:21:31
15 33 宍倉 康浩 ｼｼｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 富士宮市 ＳＭＡＳＨ 1:22:05
16 3467 成嶌 楓太 ﾅﾙｼﾏ ﾌｳﾀ 静岡市 1:22:07
17 105 鈴木 詳輝 ｽｽﾞｷ ﾖｼｷ 浜松市 1:24:18
18 107 戸塚 皓大 ﾄﾂｶ ｺｳﾀ 浜松市 1:25:02
19 3445 八木 琉斗 ﾔｷﾞ ﾘｭｳﾄ 藤枝市 1:25:02
20 330 鈴木 将太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 焼津市 1:25:09
21 510 牛丸 洋海 ｳｼﾏﾙ ﾋﾛﾐ 愛知県 1:25:37
22 598 石川 雄太 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀ 掛川市 1:25:50
23 100 小林 尚貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 焼津市 ＦＤＫＲＣ 1:26:16
24 438 平野 理人 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾄ 磐田市 1:27:06
25 329 樫本 敬亮 ｶｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 磐田市 スマイリー 1:27:56
26 417 長谷川 貴丸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾏﾙ 焼津市 1:28:32
27 3615 長島 綾也 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳﾔ 磐田市 1:28:35
28 480 高木 紘平 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ 袋井市 ＦＳ 1:28:51
29 968 小澤 洋樹 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 静岡市 1:28:53
30 450 宮崎 徳成 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｸﾅﾘ 藤枝市 ＧｌａｎｚＲＣ 1:29:05
31 1642 松尾 諒介 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｽｹ 牧之原市 1:29:34
32 532 池内 晶哉 ｲｹｳﾁ ｼｮｳﾔ 長泉町 1:30:39
33 3426 河原 維吹 ｶﾜﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 浜松市 1:30:44
34 25 三浦 拓也 ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ 掛川市 1:31:36
35 869 栗島 和志 ｸﾘｼﾏ ｶｽﾞｼ 浜松市 1:32:32
36 409 岡澤 理久 ｵｶｻﾞﾜ ﾘｸ 磐田市 1:33:15
37 1306 内海 雄貴 ｳﾂﾐ ﾕｳｷ 浜松市 スズキ株式会社 1:33:26
38 1252 山本 凌我 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 東京都 渋谷区役所 1:33:47
39 862 岩本 直也 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ 袋井市 1:34:45
40 335 村松 良太 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳﾀ 浜松市 1:34:47
41 1358 町田 直人 ﾏﾁﾀﾞ ﾅｵﾄ 静岡市 1:35:12
42 3817 杉山 大介 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 御殿場市 1:36:10
43 156 青山 雅史 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｼ 磐田市 名古屋外国語大学 1:36:29
44 492 服部 太一 ﾊｯﾄﾘ ﾀｲﾁ 愛知県 1:36:41
45 901 涌田 海 ﾜｸﾀﾞ ｶｲ 菊川市 菊川市役所 1:37:00
46 584 松尾 幸祐 ﾏﾂｵ ｺｳｽｹ 埼玉県 1:37:20
47 134 鈴木 義征 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 磐田市 豊田南中職員 1:37:40
48 153 熊谷 祐弥 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾔ 磐田市 1:38:15
49 874 田中 拓海 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 磐田市 1:38:32
50 3559 笠原 氷河 ｶｻﾊﾗ ﾋｮｳｶﾞ 浜松市 1:38:59
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51 847 神村 航平 ｶﾐﾑﾗ ｺｳﾍｲ 浜松市 1:39:02
52 1748 淺井 良介 ｱｻｲ ﾘｮｳｽｹ 島田市 1:39:28
53 420 鈴木 佑輔 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 東京都 1:40:33
54 3544 梶村 分平 ｶｼﾞﾑﾗ ﾌﾞﾝﾍﾟｲ 愛知県 1:40:42
55 3229 遠藤 爽馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｿｳﾏ 三島市 新潟ビジネス専門学校 1:42:42
56 1257 平野 勇次朗 ﾋﾗﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ 愛知県 名古屋地検特走部 1:43:11
57 2335 松井 映介 ﾏﾂｲ ｴｲｽｹ 神奈川県 1:43:43
58 3444 山口 青夏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙｶ 磐田市 1:43:56
59 295 古澤 隼多 ﾌﾙｻﾜ ﾊﾔﾀ 静岡市 東海整備柚木 1:44:37
60 630 瀧澤 修人 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 浜松市 元浜松市民 1:45:21
61 1404 瀧澤 友基 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 愛知県 1:45:39
62 2341 妻木 捺喜 ﾂﾏｷ ﾅﾂｷ 磐田市 工学院大学 1:45:49
63 1634 渡邉 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 遠州楽走会 1:46:17
64 2222 加賀 駿介 ｶｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 静岡市 1:46:34
65 3848 江塚 亘 ｴﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 磐田市 1:47:05
66 3484 山中 恵太郎 ﾔﾏﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ 磐田市 1:47:27
67 3658 朝比奈 雅人 ｱｻﾋﾅ ﾏｻﾄ 愛知県 1:47:37
68 3806 野嶋 啓人 ﾉｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 浜松市 1:47:55
69 103 筒井 聖也 ﾂﾂｲ ｾｲﾔ 磐田市 静岡産業大学 1:48:10
70 59 牧野 泰河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ 磐田市 1:48:13
71 1475 喜畑 萌人 ｷﾊﾀ ﾓｴﾄ 磐田市 1:48:41
72 812 堀内 一生 ﾎﾘｳﾁ ｲｯｾｲ 磐田市 1:48:47
73 1264 徳本 夏樹 ﾄｸﾓﾄ ﾅﾂｷ 磐田市 磐田第一ＪＦＳＳ 1:49:35
74 976 堀川 貴紀 ﾎﾘｶﾜ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 1:50:02
75 2323 大和 康弘 ﾔﾏﾄ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:50:27
76 3555 小澤 和真 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 浜松市 ３６２３ 1:50:46
77 807 杉浦 太 ｽｷﾞｳﾗ ﾌﾄｼ 磐田市 ｗｉｔｈＣ 1:51:01
78 3608 後藤 裕 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛ 浜松市 ３６２３ 1:51:08
79 3208 木村 哲二 ｷﾑﾗ ﾃﾂｼﾞ 磐田市 ヤマハ発動機 1:51:56
80 888 瀧 祐士 ﾀｷ ﾕｳｼﾞ 菊川市 菊川市役所 1:52:22
81 1235 落合 剛大 ｵﾁｱｲ ﾀｹﾋﾛ 長泉町 1:52:37
82 2391 浅野 拓馬 ｱｻﾉ ﾀｸﾏ 浜松市 1:52:43
83 3545 葛城 圭巳汰 ｶﾂﾗｷﾞ ｹｲﾀ 袋井市 株式会社天峰建設 1:52:59
84 1649 松村 祐太 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 静岡市 1:53:01
85 1225 柴田 晃輔 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｽｹ 磐田市 1:53:11
86 3478 鬼頭 卓良 ｷﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 愛知県 1:53:52
87 887 赤堀 祐由 ｱｶﾎﾘ ﾋﾛﾖｼ 菊川市 菊川市役所 1:54:03
88 2082 西村 彰敏 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾄｼ 掛川市 1:54:14
89 1098 杉浦 慧 ｽｷﾞｳﾗ ｻﾄｼ 磐田市 ｗｉｔｈＣ 1:54:14
90 3123 神谷 拓冬 ｶﾐﾔ ﾀｸﾄ 掛川市 1:54:16
91 3631 竹内 龍之介 ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳﾉｽｹ 掛川市 中部電力パワーグリッド 1:54:43
92 3725 松崎 友哉 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 愛知県 1:54:44
93 3768 眞田 勇樹 ｻﾅﾀﾞ ﾕｳｷ 浜松市 1:54:49
94 3385 畑 航成 ﾊﾀ ｺｳｾｲ 吉田町 東京経済大学 1:55:05
95 416 横井 悠人 ﾖｺｲ ﾊﾙﾄ 磐田市 1:55:43
96 3677 佐藤 嘉彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 浜松市 ＡＣの会 1:55:50
97 2843 伊藤 徹哉 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 愛知県 1:56:28
98 1249 山下 直也 ﾔﾏｼﾀ ﾅｵﾔ 浜松市 1:56:30
99 3832 永由 真之 ﾅｶﾞﾖｼ ﾏｻﾕｷ 浜松市 1:56:31

100 2352 前田 裕也 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾔ 静岡市 静岡ガスＲＣ 1:56:50
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101 2225 溝口 拓也 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 掛川市 1:57:10
102 3889 城下 陸 ｼﾛｼﾀ ﾘｸ 埼玉県 1:57:12
103 3432 駒形 俊太郎 ｺﾏｶﾞﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京都 日鉄物産（株） 1:57:19
104 3687 山下 舜也 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾔ 磐田市 浜松財務事務所 1:58:10
105 3659 藤田 博彦 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾋｺ 浜松市 1:58:25
106 2020 辻本 敬斗 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾄ 磐田市 1:58:58
107 3562 鶴田 弘生 ﾂﾙﾀ ﾋﾛｷ 浜松市 ３６２３ 1:59:20
108 2368 吉田 光義 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 浜松市 1:59:59
109 2340 田中 佑治 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:00:16
110 3808 鮫島 俊樹 ｻﾒｼﾞﾏ ﾄｼｷ 浜松市 2:00:18
111 3866 宮本 和輝 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｷ 磐田市 2:00:21
112 1984 袴田 和広 ﾊｶﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 2:00:23
113 3563 新岡 拓海 ﾆｲｵｶ ﾀｸﾐ 浜松市 ３６２３ 2:00:34
114 3293 戸塚 光 ﾄﾂｶ ﾋｶﾘ 静岡市 小池弥太郎商店 2:00:47
115 2431 山中 祥生 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼｷ 磐田市 2:01:39
116 3611 中島 俊 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝ 静岡市 ルネサンス静岡 2:02:01
117 2761 渡邊 健斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 袋井市 豊北 2:02:22
118 2361 高松 真優 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾋﾛ 磐田市 2:02:27
119 3790 ダオコン ヴィン ﾀﾞｵｺﾝ ｳﾞｨﾝ 茨城県 関東創建株式会社 2:02:37
120 1043 渥美 光翔 ｱﾂﾐ ﾋﾛﾄ 浜松市 2:02:44
121 2562 上甲 周 ｼﾞｮｳｺｳ ｼｭｳ 沼津市 静岡産業技術専門学校 2:03:04
122 3396 伊藤 淳史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 浜松市 2:03:09
123 3564 野元 陸人 ﾉﾓﾄ ﾘｸﾄ 掛川市 2:03:28
124 3625 河合 一誠 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 2:03:54
125 2841 樋口 航大 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 函南町 2:03:54
126 3860 堀内 悠二朗 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾞﾛｳ 浜松市 2:04:19
127 1847 遠藤 佑弥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 浜松市 2:04:40
128 3493 山嵜 涼太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 富士市 2:05:10
129 3681 高林 将大 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 ＡＣの会 2:06:05
130 3842 松本 悠汰 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾀ 浜松市 齋藤研スポーツ研究会 2:06:05
131 3420 鶴見 健人 ﾂﾙﾐ ｹﾝﾄ 磐田市 2:06:08
132 3787 グエンカック ミン ｸﾞｴﾝｶｯｸ ﾐﾝ 茨城県 関東創建株式会社 2:06:26
133 1581 牧野 翔真 ﾏｷﾉ ｼｮｳﾏ 磐田市 2:06:52
134 3843 宮地 慶亞 ﾐﾔﾁ ﾖｼｱ 浜松市 齋藤研スポーツ研究会 2:07:13
135 3639 佐合 拓也 ｻｺﾞｳ ﾀｸﾔ 愛知県 2:07:52
136 3560 白石 正幸 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾕｷ 磐田市 2:08:27
137 2933 山崎 奬大 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ 静岡市 2:08:28
138 3565 長谷川 侑輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ 磐田市 2:08:44
139 3609 星野 比呂 ﾎｼﾉ ﾋﾛ 掛川市 2:09:20
140 3556 山本 紘暉 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 浜松市 ３６２３ 2:09:55
141 3876 高橋 竜平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 静岡市 2:09:56
142 3875 井村 貴士 ｲﾑﾗ ﾀｶｼ 浜松市 2:09:59
143 610 小高 晋也 ｺﾀﾞｶ ｼﾝﾔ 磐田市 2:09:59
144 3709 山本 佳央 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 2:10:10
145 2379 大重 厚博 ｵｵｼｹﾞ ｱﾂﾋﾛ 磐田市 2:10:54
146 3640 一ノ瀬 智仁 ｲﾁﾉｾ ﾄﾓﾋﾄ 愛知県 2:11:04
147 3581 稲葉 徹郎 ｲﾅﾊﾞ ﾃﾂﾛｳ 浜松市 2:11:06
148 2980 津谷 尚人 ﾂﾔ ﾅｵﾄ 浜松市 2:11:17
149 2848 須田 光祐 ｽﾀﾞ ｺｳｽｹ 磐田市 2:12:56
150 3872 浦口 皓丞 ｳﾗｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 袋井市 2:13:16
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151 563 南 哲平 ﾐﾅﾐ ﾃｯﾍﾟｲ 静岡市 草薙激走会 2:13:18
152 2551 鶴崎 弘晃 ﾂﾙｻｷ ﾋﾛｱｷ 浜松市 静岡大学 2:13:19
153 3647 吹田 南 ﾌｷﾀ ﾐﾅﾐ 袋井市 2:13:30
154 857 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:13:36
155 3022 佐藤 佑樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 森町 2:13:37
156 3888 中村 隆真 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾏ 東京都 2:13:39
157 2378 井指 大樹 ｲｻｼ ﾀﾞｲｷ 菊川市 2:14:01
158 881 落合 直人 ｵﾁｱｲ ﾅｵﾄ 菊川市 菊川市市役所 2:14:09
159 2603 大場 永遠 ｵｵﾊﾞ ﾄﾜ 磐田市 2:14:13
160 3603 佐々木 陽祐 ｻｻｷ ﾖｳｽｹ 浜松市 聖隷浜松病院 2:14:40
161 3867 山本 晃暉 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 愛知県 中日新聞社 2:14:42
162 2711 小野里 拓朗 ｵﾉｻﾞﾄ ﾀｸﾛｳ 森町 株式会社 小澤建材 2:14:53
163 3726 富田 大輝 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｷ 磐田市 2:15:10
164 1848 池谷 隼一 ｲｹｶﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ 藤枝市 アスリート鍼灸整骨院 2:17:00
165 3697 小峰 史弥 ｺﾐﾈ ﾌﾐﾔ 焼津市 2:17:05
166 3519 河村 愼一郎 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 2:17:35
167 3458 武野 貴大 ﾀｹﾉ ﾀｶﾋﾛ 富士宮市 テルモ株式会社 2:17:44
168 3653 川口 貴弘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:18:06
169 3627 大橋 道人 ｵｵﾊｼ ﾐﾁﾄ 静岡市 2:18:15
170 3227 下坂 豪 ｼﾓｻｶ ｺﾞｳ 磐田市 2:18:22
171 1541 増田 泰晟 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 焼津市 2:18:31
172 2247 上田 啓瑚 ｶﾐﾀﾞ ｹｲｺﾞ 静岡市 静岡大学藤井ＢＯＳＡＩＬａｂ． 2:19:08
173 3441 加賀 将斗 ｶｶﾞ ﾏｻﾄ 磐田市 ヤマハモーターソリューション 2:19:28
174 3752 深谷 拓希 ﾌｶﾔ ﾋﾛｷ 愛知県 2:19:33
175 3591 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ 愛知県 2:19:34
176 1471 大倉 和也 ｵｵｸﾗ ｶｽﾞﾔ 磐田市 2:19:36
177 2930 青島 誠人 ｱｵｼﾏ ﾏｻﾄ 磐田市 2:19:47
178 3844 飯岡 大貴 ｲｲｵｶ ﾀﾞｲｷ 浜松市 齋藤研スポーツ研究会 2:19:49
179 3831 臼井 健人 ｳｽｲ ｹﾝﾄ 磐田市 なし 2:19:56
180 3492 服部 龍樹 ﾊｯﾄﾘ ﾘｭｳｷ 掛川市 2:19:57
181 1597 浅井 優作 ｱｻｲ ﾕｳｻｸ 静岡市 2:20:06
182 3815 下川 一輝 ｼﾓｶﾜ ｲｯｷ 浜松市 2:20:10
183 3617 有ヶ谷 幸汰 ｱﾘｶﾞﾔ ｺｳﾀ 藤枝市 2:20:17
184 3558 高崎 裕樹 ﾀｶｻｷ ﾋﾛｷ 浜松市 ３６２３ 2:20:42
185 1512 河合 憲康 ｶﾜｲ ﾉﾘﾔｽ 浜松市 静岡理工科大学 生体情報計測研 2:20:59
186 2773 佐藤 篤志 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 浜松市 柴犬に挟まり隊布団所属 2:21:03
187 3836 白倉 誠也 ｼﾗｸﾗ ｾｲﾔ 浜松市 2:22:04
188 3743 大石 竜生 ｵｵｲｼ ﾘｭｳｾｲ 磐田市 2:22:08
189 2215 高林 将考 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 浜松市 2:22:29
190 3532 渡邊 恵太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 島田市 2:22:44
191 3589 今泉 富 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾌｳ 浜松市 静岡銀行 2:22:44
192 3534 沖島 祐輝 ｵｷｼﾞﾏ ﾕｳｷ 浜松市 静岡銀行 2:22:45
193 1638 山城 政暁 ﾔﾏｼﾛ ﾏｻｱｷ 浜松市 2:22:52
194 3835 内藤 正喜 ﾅｲﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 鶴巻温泉病院 2:23:24
195 2978 永田 昂陽 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾖｳ 浜松市 2:23:27
196 3838 原田 裕介 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 掛川市 2:23:39
197 3881 森 圭弘 ﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 住友生命 浜松支社 2:24:22
198 2268 中山 裕貴 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 愛知県 2:24:37
199 3610 鵜飼 勇佑 ｳｶﾞｲ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:25:00
200 3574 齋藤 圭佑 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 磐田市 2:25:33
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201 3543 岡島 慎哉 ｵｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 森町 2:26:40
202 900 川島 一斗 ｶﾜｼﾏ ｲｯﾄ 菊川市 菊川市役所 2:27:08
203 3729 内野 一馬 ｳﾁﾉ ｶｽﾞﾏ 掛川市 2:28:02
204 3810 中山 絢斗 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝﾄ 浜松市 2:28:41
205 3566 中平 達也 ﾅｶﾋﾗ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:29:17
206 3367 鳩島 宏洋 ﾊﾄｼﾏ ｺｳﾖｳ 浜松市 大和証券（株） 2:29:24
207 3417 鷲巣 光樹 ﾜｼｽﾞ ｺｳｼﾞｭ 埼玉県 2:30:02
208 3736 河野 秀幸 ｶﾜﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 湖西市 2:30:18
209 2252 鈴木 啓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 東京都 2:30:20
210 2866 中島 悠太郎 ﾅｶｼﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 愛知県 2:30:25
211 3557 若月 翔 ﾜｶﾂｷ ｶｹﾙ 浜松市 ３６２３ 2:30:41
212 3554 大野 育也 ｵｵﾉ ｲｸﾔ 浜松市 ３６２３ 2:30:41
213 904 平野 圭悟 ﾋﾗﾉ ｹｲｺﾞ 磐田市 菊川市役所 2:31:00
214 2579 安田 貴好 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 浜松市 浜松市役所 2:31:18
215 3858 武政 勇哉 ﾀｹﾏｻ ﾕｳﾔ 愛知県 2:32:03
216 2321 望月 悠太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 袋井市 2:32:22
217 2309 菅澤 滉大 ｽｶﾞｻﾜ ｺｳﾀﾞｲ 袋井市 2:32:43
218 3580 杉本 諒一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｮｳｲﾁ 静岡市 2:32:52
219 3369 松宮 大智 ﾏﾂﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ 浜松市 大和証券（株） 2:34:14
220 2498 織田 海秀 ｵﾀﾞ ｶｲｼｭｳ 浜松市 2:34:18
221 3673 羽切 太聖 ﾊｷﾘ ﾀｲｾｲ 磐田市 浜松ホトニクス 2:34:31
222 3818 小林 謙太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 藤枝市 2:35:23
223 3700 塩澤 広大 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 ヤマハ発動機株式会社 2:35:48
224 3788 カオゴック トゥエン ｶｵｺﾞｯｸ ﾄｩｴﾝ 茨城県 関東創建株式会社 2:35:56
225 3841 大村 光翼 ｵｵﾑﾗ ﾋｶﾙ 浜松市 2:36:13
226 3825 根木 明日希 ﾈｷﾞ ｱｽｷ 東京都 2:36:14
227 3834 秋山 大地 ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 浜松市 遠州病院 2:37:09
228 3655 田中 一輝 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:38:20
229 3295 那須野 翔太 ﾅｽﾉ ｼｮｳﾀ 磐田市 ワックス 2:38:21
230 3682 鈴木 魁人 ｽｽﾞｷ ｶｲﾄ 浜松市 ＡＣの会 2:38:53
231 3789 グエンティエン ズン ｸﾞｴﾝﾃｨｴﾝ ｽﾞﾝ 茨城県 関東創建株式会社 2:39:30
232 3418 加藤 光希 ｶﾄｳ ｺｳｷ 岐阜県 2:39:38
233 3090 伊藤 良樹 ｲﾄｳ ﾖｼｷ 袋井市 2:40:25
234 2965 吉田 拓司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 磐田市 2:40:57
235 3870 栩木 一樹 ﾄﾁｷﾞ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:42:10
236 3847 レーディン チュン ﾚｰﾃﾞｨﾝ ﾁｭﾝ 東京都 2:42:28
237 2051 青島 孝章 ｱｵｼﾏ ﾀｶｱｷ 磐田市 2:42:44
238 2991 下嶋 健太 ｼﾓｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 浜松市 2:42:52
239 3854 田淵 心 ﾀﾌﾞﾁ ｺｺﾛ 浜松市 遠州病院ＪＣ 2:43:39
240 3584 杉田 健吾 ｽｷﾞﾀ ｹﾝｺﾞ 菊川市 菊川市 2:44:03
241 3475 大庭 颯人 ｵｵﾊﾞ ﾊﾔﾄ 浜松市 2:44:38
242 3667 建部 克弥 ﾀﾃﾍﾞ ｶﾂﾔ 磐田市 2:45:25
243 3501 望月 悠佑 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ 静岡市 静岡理工科大学 生体情報計測研 2:47:59
244 2976 大西 蒼平 ｵｵﾆｼ ｿｳﾍｲ 愛知県 2:50:15
245 3890 山田 康太 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 浜松市 2:50:37
246 3454 鳥居 亮平 ﾄﾘｲ ﾘｮｳﾍｲ 磐田市 2:50:46
247 3521 渡辺 勇磨 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 磐田市 2:50:47
248 3456 米澤 広太郎 ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 浜松市 2:50:47
249 3294 内野 龍次 ｳﾁﾉ ﾘｭｳｼﾞ 静岡市 小池弥太郎商店 2:53:07
250 3292 齋藤 大気 ｻｲﾄｳ ｵｵｷ 静岡市 小池弥太郎商店 2:53:10
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251 3807 大石 一樹 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:53:21
252 2262 村山 大介 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 静岡市 静岡大学藤井ＢＯＳＡＩＬａｂ． 2:54:49
253 3786 グエンホアン アイン ｸﾞｴﾝﾎｱﾝ ｱｲﾝ 茨城県 関東創建株式会社 2:57:05
254 3368 権田 真毅 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 浜松市 大和証券（株） 2:58:13
255 2290 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 3:02:43
256 3783 榊原 裕隆 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ 茨城県 関東創建株式会社 3:06:22
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1 10 近並 郷 ｺﾝﾅﾐ ｱｷﾗ 愛知県 1:11:18
2 15 井澤 一平 ｲｻﾞﾜ ｲｯﾍﾟｲ 焼津市 1:13:11
3 24 山内 英昭 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 袋井市 浜松ホトニクス 1:15:22
4 45 佐藤 裕人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 愛知県 1:15:47
5 17 若松 弘善 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾖｼ 浜松市 1:16:25
6 18 平野 純也 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 Ｈｏｎｄａ－ＲＣ 1:16:28
7 168 足立 誠 ｱﾀﾞﾁ ﾏｺﾄ 愛知県 1:17:09
8 28 河内 陽介 ｶﾜｳﾁ ﾖｳｽｹ 愛知県 1:17:10
9 88 大石 将之 ｵｵｲｼ ﾏｻﾕｷ 浜松市 1:17:22

10 49 高林 達実 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾐ 浜松市 1:18:47
11 82 山本 圭介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ 京都府 1:18:54
12 131 岡本 雄也 ｵｶﾓﾄ ﾕｳﾔ 浜松市 1:20:34
13 36 大塚 桂一郎 ｵｵﾂｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 藤枝市 焼津市立焼津西小学校 1:20:46
14 42 泉地 平良 ｲｽﾞﾐﾁ ﾀｲﾗ 掛川市 1:21:05
15 91 有田 龍平 ｱﾘﾀ ﾘｭｳﾍｲ 愛知県 愛知陸協 1:21:14
16 200 加藤 光成 ｶﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ 菊川市 小笠掛川陸協 1:21:40
17 207 大谷 雄一郎 ｵｵﾀﾆ ﾕｳｲﾁﾛｳ 愛知県 1:22:38
18 84 鈴木 祐児 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 磐田市 いわふく 1:22:39
19 97 鈴木 要 ｽｽﾞｷ ｶﾅﾒ 浜松市 1:22:46
20 138 木林 達也 ｷﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 大阪府 ｆｏｒｅｓｔ 1:23:01
21 139 岩森 悠希 ｲﾜﾓﾘ ﾕｳｷ 磐田市 1:23:10
22 130 星川 真也 ﾎｼｶﾜ ｼﾝﾔ 浜松市 1:23:30
23 7 中島 庸平 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｳﾍｲ 東京都 1:23:36
24 202 杉山 竜祐 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｭｳｽｹ 袋井市 磐田市役所 1:23:37
25 348 角皆 智史 ﾂﾉｶﾞｲ ｻﾄｼ 掛川市 1:24:00
26 56 木村 竜希 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｷ 浜松市 浜松医科大学医学部附属病院 1:24:17
27 213 坂田 淳 ｻｶﾀ ｼﾞｭﾝ 浜松市 みつは薬局 1:24:29
28 327 神尾 洸一 ｶﾐｵ ｺｳｲﾁ 三島市 1:24:44
29 413 和田 こうすけ ﾜﾀﾞ ｺｳｽｹ 小山町 陸上自衛隊 1:24:51
30 31 富井 一仁 ﾄﾐｲ ｶｽﾞﾋﾄ 掛川市 菊川東中教員 1:24:56
31 1930 加藤 マルセル ｶﾄｳ ﾏﾙｾﾙ 浜松市 1:25:07
32 934 深津 祐司 ﾌｶﾂ ﾕｳｼﾞ 袋井市 1:25:27
33 673 松野 央 ﾏﾂﾉ ﾋﾛｼ 磐田市 ＹＥＣ 1:25:32
34 72 長縄 知晃 ﾅｶﾞﾅﾜ ﾄﾓｱｷ 掛川市 1:26:34
35 166 スズキ ケイタ ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 神奈川県 静岡県庁 1:26:38
36 1810 鶴田 真浩 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:26:40
37 305 高橋 保敬 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾀｶ 磐田市 1:26:41
38 92 渡邉 将弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 浜松うましか 1:27:22
39 101 久野 祐平 ｸﾉ ﾕｳﾍｲ 河津町 1:28:02
40 231 池谷 理 ｲｹﾔ ｻﾄﾙ 浜松市 ＴＬＭ 1:28:08
41 611 柳井 崇秀 ﾔﾅｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 浜松市 1:28:11
42 201 山下 益也 ﾔﾏｼﾀ ﾏｽﾔ 磐田市 1:28:16
43 441 鈴木 将太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 焼津市 1:28:19
44 373 鈴木 優也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 菊川市 1:28:30
45 195 髙谷 慎一郎 ﾀｶﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 三島市 1:28:33
46 179 谷 直也 ﾀﾆ ﾅｵﾔ 沼津市 1:28:40
47 381 澤田 雄作 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳｻｸ 磐田市 ◽️◽️こーにゃん◽️◽️ 1:28:49
48 223 久田 照喬 ﾋｻﾀﾞ ﾃﾙﾀｶ 愛知県 1:28:50
49 387 丸野 裕介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 袋井市 鹿王 1:29:00
50 93 岩本 征大 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 掛川市 1:29:00
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51 601 藤本 昌樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 熊本県 1:29:07
52 446 岸本 直記 ｷｼﾓﾄ ﾅｵｷ 浜松市 都田ＳＳＳ 1:29:10
53 619 小泉 旭都 ｺｲｽﾞﾐ ｱｻﾄ 浜松市 矢崎天竜 1:29:22
54 587 野中 淳 ﾉﾅｶ ｼﾞｭﾝ 磐田市 1:29:48
55 493 平田 康 ﾋﾗﾀ ｺｳ 福岡県 株式会社神戸製鋼所 1:29:55
56 206 川合 勇毅 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 磐田市 1:29:58
57 543 増田 学暁 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｱｷ 島田市 1:30:14
58 856 吉村 仁兵 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 浜松市 1:30:17
59 637 吉岡 賢治 ﾖｼｵｶ ｹﾝｼﾞ 掛川市 ＦＵＫＵ消 1:30:31
60 12 中川 学 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 ＨｏｎｄａＲＣ 1:30:58
61 392 澤木 隆輔 ｻﾜｷ ﾘｭｳｽｹ 浜松市 スイラン 1:31:03
62 352 吉本 真人 ﾖｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 静岡市 1:31:22
63 362 斧 祐治 ｵﾉ ﾕｳｼﾞ 熱海市 熱海の畳屋 1:31:34
64 76 山田 勝矢 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾂﾔ 袋井市 御前崎体協陸上部 1:32:02
65 396 佐藤 直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 磐田市 1:32:03
66 662 デロスサントス アルジエイ ﾃﾞﾛｽｻﾝﾄｽ ｱﾙｼﾞｴｲ 袋井市 ビバエース 1:32:09
67 421 川合 貴也 ｶﾜｲ ﾀｶﾔ 磐田市 1:32:14
68 73 中村 太一 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲﾁ 磐田市 エヌティエヌ株式会社 1:32:19
69 607 高橋 元 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 浜松市 浜松基地 1:32:21
70 115 小杉 新太郎 ｺｽｷﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 1:32:34
71 321 辻 政嗣 ﾂｼﾞ ﾏｻｼ 袋井市 1:32:37
72 992 鈴木 智久 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 掛川市 1:32:48
73 39 菅沼 智也 ｽｶﾞﾇﾏ ﾄﾓﾔ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:32:55
74 212 望月 慶博 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 1:32:57
75 355 村澤 史也 ﾑﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 浜松市 浜松うましか 1:33:02
76 629 松井 理仁 ﾏﾂｲ ﾏｻﾋﾄ 島田市 1:33:36
77 3733 米山 修平 ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 静岡市 1:33:59
78 383 木山 裕太郎 ｷﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 袋井市 1:34:55
79 709 藤原 俊一 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼｶｽﾞ 掛川市 トランコム 1:34:56
80 1204 杉原 将吾 ｽｷﾞﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 1:35:10
81 400 徳増 幸士 ﾄｸﾏｽ ｺｳｼﾞ 湖西市 湖西消防 1:35:19
82 411 平野 健太 ﾋﾗﾉ ｹﾝﾀ 浜松市 1:35:21
83 375 福本 将士 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻｼ 愛知県 1:35:44
84 468 加藤 和直 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾅｵ 磐田市 1:36:16
85 111 鈴木 洸哉 ｽｽﾞｷ ｺｳﾔ 浜松市 1:36:34
86 3031 江原 正幸 ｴﾊﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 浜松市 1:36:41
87 798 原田 貴弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 1:36:49
88 378 鈴木 広樹 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 清水町 1:36:54
89 594 小田木 修平 ｵﾀﾞｷﾞ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 1:37:01
90 502 赤堀 進介 ｱｶﾎﾘ ｼﾝｽｹ 菊川市 1:37:07
91 426 斉藤 三四郎 ｻｲﾄｳ ｻﾝｼﾛｳ 沼津市 1:37:11
92 712 新田 資展 ﾆｯﾀ ｽｹﾉﾌﾞ 浜松市 1:37:16
93 112 鈴木 卓 ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ 焼津市 現地集合現地解散 1:37:22
94 252 軽部 皓充 ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 1:37:52
95 715 志知 紀 ｼﾁ ｵｻﾑ 静岡市 前泊宴会走ろう会 1:37:56
96 667 岩岡 巧 ｲﾜｵｶ ﾀｸﾐ 焼津市 1:38:06
97 1191 石原 冬馬 ｲｼﾊﾗ ﾄｳﾏ 浜松市 聖隷浜松病院 1:38:12
98 765 川手 洋之 ｶﾜﾃ ﾋﾛﾕｷ 袋井市 1:38:36
99 391 国上 弘之 ｸﾆｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 藤枝市 1:38:48

100 1033 久米 克英 ｸﾒ ｶﾂﾋﾃﾞ 浜松市 1:38:54
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101 796 大鐘 能伸 ｵｵｶﾞﾈ ﾀｶﾉﾌﾞ 牧之原市 1:39:06
102 1454 通畠 尚人 ﾄｵﾘﾊﾞﾀ ﾖｼﾄ 袋井市 1:39:09
103 779 田窪 直也 ﾀｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 愛知県 1:39:13
104 802 松原 一樹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 長泉町 1:39:15
105 560 荻原 広一郎 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 1:39:25
106 577 野々村 直人 ﾉﾉﾑﾗ ﾅｵﾄ 愛知県 1:39:43
107 848 川床 翔平 ｶﾜﾄｺ ｼｮｳﾍｲ 袋井市 1:39:45
108 1292 八木 悠介 ﾔｷﾞ ﾕｳｽｹ 藤枝市 1:39:56
109 614 鵜飼 航希 ｳｶﾞｲ ｺｳｷ 浜松市 1:40:15
110 767 寺田 雅喜 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 浜松市 1:40:24
111 1439 大木 圭介 ｵｵｷ ｹｲｽｹ 藤枝市 1:40:27
112 1262 鈴木 直忠 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾀﾀﾞ 浜松市 1:40:58
113 558 八木 和紀 ﾔｷﾞ ｶｽﾞｷ 磐田市 浜松うましか 1:41:18
114 469 太平 篤宏 ﾀｲﾗ ｱﾂﾋﾛ 磐田市 1:41:22
115 1300 山田 哲幹 ﾔﾏﾀﾞ ﾃｯｶﾝ 浜松市 ＡＤＲＣ、ＶＲＣ 1:41:37
116 1187 山下 大貴 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｷ 焼津市 1:41:57
117 1474 松平 渉 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾜﾀﾙ 浜松市 1:42:07
118 385 西森 久高 ﾆｼﾓﾘ ﾋｻﾀｶ 袋井市 山名小学校 1:42:09
119 2691 斉藤 次郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾛｳ 千葉県 1:42:22
120 1444 中野 聡 ﾅｶﾉ ｻﾄﾙ 愛知県 1:42:28
121 379 松尾 俊作 ﾏﾂｵ ｼｭﾝｻｸ 埼玉県 1:42:28
122 170 小池 陽通 ｺｲｹ ﾊﾙﾐﾁ 愛知県 セカンドウィンド 1:42:29
123 687 藤澤 雄太 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 磐田市 1:42:37
124 1502 二橋 慶光 ﾆﾊｼ ﾉﾘﾐﾂ 湖西市 1:42:47
125 842 富川 賢一 ﾌｶﾜ ｹﾝｲﾁ 小山町 1:43:02
126 1401 竹下 惠一朗 ﾀｹｼﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ 袋井市 1:43:09
127 1114 荒巻 寿成 ｱﾗﾏｷ ﾋｻﾅﾘ 袋井市 シンコースポーツ株式会社 1:43:17
128 1209 高橋 豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 浜松市 1:43:26
129 1369 竹内 健太 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 湖西市 1:43:30
130 995 大村 亮太 ｵｵﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 静岡市 1:43:30
131 727 石橋 直之 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾕｷ 伊東市 1:43:35
132 1428 鈴木 亮平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 愛知県 1:43:40
133 528 榎木 裕介 ｴﾉｷ ﾕｳｽｹ 三重県 鈴鹿市役所 1:43:44
134 220 久慈 直樹 ｸｼﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 橋本走友会 1:43:46
135 347 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 湖西市 1:44:07
136 309 井口 貴旦 ｲｸﾞﾁ ﾀｶｱｷ 浜松市 浜松市役所 1:44:34
137 3573 榊原 彰宏 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱｷﾋﾛ 森町 1:44:48
138 1463 瀧口 大貴 ﾀｷｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 浜松市 1:45:02
139 2304 山下 義雄 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｵ 愛知県 1:45:11
140 1744 二宮 龍斗 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｭｳﾄ 島田市 1:45:16
141 1330 林 達也 ﾊﾔｼ ﾀﾂﾔ 愛知県 1:45:21
142 1263 山田 健司 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 愛知県 1:45:22
143 579 廣瀬 正樹 ﾋﾛｾ ﾏｻｷ 掛川市 1:45:25
144 1182 平野 裕祐 ﾋﾗﾉ ﾕｳｽｹ 磐田市 1:45:36
145 172 伊熊 信八 ｲｸﾏ ｼﾝﾔ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:45:39
146 2162 小井 佑真 ｺｲ ﾕｳﾏ 磐田市 1:45:47
147 1365 鷲山 泰弘 ﾜｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:45:50
148 1058 杉山 徹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 静岡市 1:45:55
149 3645 大村 幸一郎 ｵｵﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 御前崎市 1:46:06
150 1934 大場 康弘 ｵｵﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 清水町 1:46:31
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151 3600 三宅 良樹 ﾐﾔｹ ﾖｼｷ 磐田市 1:46:31
152 1489 犬飼 将成 ｲﾇｶｲ ﾏｻﾅﾘ 磐田市 1:46:33
153 113 池端 孝仁 ｲｹﾊﾀ ﾀｶﾋﾄ 浜松市 1:47:12
154 1051 山田 浩貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 浜松市 1:47:13
155 867 松下 裕作 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｻｸ 浜松市 1:47:15
156 2211 鈴木 裕章 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 長野県 1:47:18
157 3598 吉野 嘉弘 ﾖｼﾉ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 1:47:23
158 155 古山 昌和 ｺﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 1:47:41
159 1136 中谷 友輝 ﾅｶﾀﾆ ﾕｳｷ 浜松市 1:47:47
160 3619 石川 大貴 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 静岡市 1:47:54
161 915 猪原 祐宣 ｲﾊﾗ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 1:47:56
162 2067 小林 剛 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 浜松市 大和証券（株） 1:47:56
163 3850 鈴木 翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾞｲ 浜松市 1:48:09
164 708 関塚 貴一 ｾｷﾂﾞｶ ｷｲﾁ 宮城県 1:48:09
165 3692 若尾 昂司 ﾜｶｵ ｺｳｼﾞ 藤枝市 1:48:10
166 1692 桂 祐樹 ｶﾂﾗ ﾕｳｷ 浜松市 1:48:12
167 846 佐藤 静 ｻﾄｳ ｼｽﾞｶ 浜松市 1:48:18
168 1615 斎藤 勝也 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 浜松市 1:48:49
169 3359 水野 清人 ﾐｽﾞﾉ ｷﾖﾄ 磐田市 磐田市消防署 1:48:53
170 1002 長崎 聡 ﾅｶﾞｻｷ ｻﾄｼ 埼玉県 1:49:03
171 3763 穂刈 猛 ﾎｶﾘ ﾀｹｼ 磐田市 1:49:08
172 2276 榑林 聖太 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 浜松市 スズキファイナンス 1:49:27
173 1665 石牧 徹哉 ｲｼﾏｷ ﾃﾂﾔ 浜松市 1:49:32
174 926 辻 匡人 ﾂｼﾞ ﾏｻﾄ 浜松市 1:49:35
175 3506 中山 平大 ﾅｶﾔﾏ ﾍｲﾀ 浜松市 1:49:36
176 1416 立花 裕也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳﾔ 静岡市 葵山学園 1:49:54
177 920 櫻井 雄介 ｻｸﾗｲ ﾕｳｽｹ 愛知県 チーム梅村 1:49:55
178 336 山下 英次郎 ﾔﾏｼﾀ ｴｲｼﾞﾛｳ 京都府 1:49:58
179 1931 大橋 樹記 ｵｵﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 袋井市 1:50:05
180 1261 原田 誠司 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｼﾞ 浜松市 1:50:12
181 1472 村松 勇佑 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:50:16
182 871 高橋 邦佳 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾖｼ 袋井市 1:50:17
183 3542 園田 和也 ｿﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 浜松市 1:50:23
184 1224 不動寺 洋介 ﾌﾄﾞｳｼﾞ ﾖｳｽｹ 浜松市 ＪＩＮＫＳ 1:50:23
185 1011 稲垣 慶 ｲﾅｶﾞｷ ｹｲ 浜松市 1:50:24
186 3718 松下 悟る ﾏﾂｼﾀ ｻﾄﾙ 浜松市 1:50:36
187 1466 松浦 辰明 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾂｱｷ 湖西市 浜松うましか 1:50:39
188 3749 今釜 優一 ｲﾏｶﾏ ﾕｳｲﾁ 浜松市 1:50:40
189 1246 笠松 賢一 ｶｻﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 愛知県 1:50:40
190 670 山岡 雄哉 ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾔ 浜松市 株式会社エルヴィータ 1:50:48
191 1833 白水 一光 ｼﾗﾐｽﾞ ｶｽﾞﾐﾂ 静岡市 ルネサンス 1:50:53
192 3853 戸崎 隆太郎 ﾄｻﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 静岡市 1:50:58
193 1210 岩村 俊明 ｲﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 袋井市 1:51:02
194 1415 長野 倫之 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ 静岡市 1:51:17
195 1236 二村 雄治 ﾌﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 静岡市 1:51:20
196 2092 石塚 智章 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾓｱｷ 磐田市 1:51:20
197 1682 武藤 亮太 ﾑﾄｳ ﾘｮｳﾀ 三島市 1:51:21
198 1840 河嶋 悠太 ｶﾜｼﾏ ﾕｳﾀ 浜松市 クレステック 1:51:23
199 1254 杢屋 貴士 ﾓｸﾔ ﾀｶｼ 埼玉県 1:51:27
200 3664 西村 孔宏 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 愛知県 カルピス８３２ 1:51:28
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201 1604 完山 道信 ｶﾝﾔﾏ ﾐﾁﾉﾌﾞ 湖西市 ＦＤＫ（株） 1:51:42
202 1825 加藤 裕 ｶﾄｳ ﾕｳ 浜松市 1:51:55
203 1573 加藤 健司 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 袋井市 1:52:00
204 1244 ヤエカシ ロドリゴタカシ ﾔｴｶｼ ﾛﾄﾞﾘｺﾞﾀｶｼ 磐田市 1:52:01
205 2303 小倉 皓介 ｵｸﾞﾗ ｺｳｽｹ 浜松市 1:52:02
206 3188 村田 憲保 ﾑﾗﾀ ﾉﾘﾔｽ 浜松市 1:52:03
207 1237 一溝 浩貴 ｲﾁﾐｿﾞ ｺｳｷ 静岡市 1:52:08
208 916 松下 賢二 ﾏﾂｼﾀ ｹﾝｼﾞ 磐田市 1:52:09
209 3138 石田 洋祐 ｲｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 1:52:22
210 688 石川 慎司 ｲｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 三重県 1:52:27
211 1240 亀井 宏明 ｶﾒｲ ﾋﾛｱｷ 掛川市 1:52:27
212 760 山本 浩司 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｼﾞ 袋井市 浜松うましか 1:52:32
213 1216 鳥居 洋介 ﾄﾘｲ ﾖｳｽｹ 磐田市 1:52:34
214 1297 設樂 尚希 ｼﾀﾞﾗ ﾅｵｷ 袋井市 ３６会 1:52:34
215 2655 山口 純平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 浜松市 1:52:34
216 1983 犬塚 永策 ｲﾇﾂﾞｶ ｴｲｻｸ 浜松市 1:52:38
217 1487 吉田 隆文 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ 菊川市 1:52:50
218 2131 藤田 泰仁 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾄ 浜松市 1:52:52
219 1992 竹本 洋平 ﾀｹﾓﾄ ﾖｳﾍｲ 浜松市 1:52:57
220 1156 袴田 大介 ﾊｶﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 あばんちゅ～る 1:52:57
221 830 竹内 敬紀 ﾀｹｳﾁ ｹｲｷ 静岡市 1:53:02
222 1410 柳沢 満栄 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾋﾃﾞ 浜松市 1:53:16
223 1811 片瀬 能力 ｶﾀｾ ﾁｶﾗ 藤枝市 1:53:16
224 1625 影山 篤志 ｶｹﾞﾔﾏ ｱﾂｼ 浜松市 1:53:23
225 878 平川 俊 ﾋﾗｶﾜ ｼｭﾝ 掛川市 菊川市役所 1:53:29
226 1015 中村 隼輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 富士市 1:53:48
227 1305 高橋 友樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 磐田市 1:53:57
228 1001 若泉 真太郎 ﾜｶｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 メットライフ生命保険 1:53:59
229 3724 若尾 広夢 ﾜｶｵ ﾋﾛﾑ 島田市 1:54:27
230 1085 箱崎 恭平 ﾊｺｻﾞｷ ｷｮｳﾍｲ 東京都 1:54:29
231 3651 鈴木 皓介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 浜松市 1:54:30
232 1740 平岡 拓也 ﾋﾗｵｶ ﾀｸﾔ 浜松市 1:54:32
233 755 平野 知孝 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾀｶ 磐田市 1:54:38
234 1247 神武 亮太 ｺｳﾀｹ ﾘｮｳﾀ 磐田市 キャタラーＲＣ 1:54:40
235 524 林 祐輝 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 磐田市 1:54:43
236 2380 吉川 亮 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 浜松市 目指せＵＴＭＦ 1:54:43
237 936 三輪 樹生 ﾐﾜ ﾐｷｵ 浜松市 1:54:50
238 3732 佐藤 晃介 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ 静岡市 キャタラーＲＣ 1:54:58
239 817 藤田 雅輝 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 袋井市 1:54:59
240 1619 松村 卓郎 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 菊川市 1:55:14
241 2223 土橋 優 ﾂﾁﾊｼ ﾕｳ 袋井市 1:55:17
242 1528 古橋 草平 ﾌﾙﾊｼ ｿｳﾍｲ 浜松市 1:55:18
243 2486 岡田 涼 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 磐田市 拳突き上げ隊 1:55:27
244 2226 安田 広樹 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛｷ 愛知県 1:55:37
245 1177 松井 章 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 袋井市 ヤマハ発動機 1:55:40
246 736 徳留 将太 ﾄｸﾄﾞﾒ ｼｮｳﾀ 愛知県 1:55:51
247 1849 松浦 太貴 ﾏﾂｳﾗ ﾀﾞｲｷ 掛川市 1:55:56
248 2889 山崎 佳紀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 1:56:00
249 408 榊原 正晃 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻｱｷ 浜松市 1:56:03
250 2046 伊藤 翔太 ｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 沼津市 静岡県庁 1:56:09
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251 2319 北島 暢斗 ｷﾀｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾄ 磐田市 ＴＥＡＭ３００ 1:56:13
252 1234 深野 圭伍 ﾌｶﾉ ｹｲｺﾞ 三島市 チーム吉川 1:56:25
253 2629 大橋 克成 ｵｵﾊｼ ｶﾂﾅﾘ 磐田市 1:56:29
254 1009 鈴木 厚多 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 磐田市 1:56:32
255 3669 山田 和寛 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 浜松ホトニクス 1:56:44
256 2672 平野 大地 ﾋﾗﾉ ﾀﾞｲﾁ 富士市 1:57:23
257 3769 横幕 浩宜 ﾖｺﾏｸ ﾋﾛﾉﾌﾞ 浜松市 1:57:26
258 3601 山下 哲平 ﾔﾏｼﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 浜松市 ヤマハ発動機 1:57:31
259 1924 鈴木 隆範 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 遠州病院 1:57:32
260 583 中村 優樹 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 浜松市 1:57:37
261 1632 中野 晴仁 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾋﾄ 浜松市 1:58:01
262 3419 戸塚 善仁 ﾄﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾄ 菊川市 1:58:03
263 2077 多田 隼輔 ﾀﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 甘走会 1:58:14
264 939 今井 亨 ｲﾏｲ ﾄｵﾙ 浜松市 ＡＲＢ 1:58:24
265 1384 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 静岡市 1:58:28
266 2057 久米 俊光 ｸﾒ ﾄｼﾐﾂ 浜松市 1:58:32
267 1976 外所 伸崇 ﾄﾄﾞｺﾛ ﾉﾌﾞﾀｶ 浜松市 1:58:34
268 3535 鈴木 祐太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 千葉県 1:58:36
269 1967 須藤 真一 ｽﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:58:38
270 3472 鹿戸 大樹 ｼｶﾄ ﾋﾛｷ 青森県 青森ＲＣ 1:58:48
271 2015 杉山 洋右 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｳｽｹ 静岡市 1:58:50
272 3482 大石 大輔 ｵｵｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:58:58
273 1089 八木 翔 ﾔｷﾞ ｼｮｳ 浜松市 浜松ホトニクス 1:58:58
274 2451 横山 研一郎 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 1:59:22
275 2314 中 浩則 ﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 愛知県 1:59:34
276 2085 綱岡 翔太郎 ﾂﾅｵｶ ｼｮｳﾀﾛｳ 浜松市 1:59:42
277 3021 星 貴之 ﾎｼ ﾀｶﾕｷ 浜松市 1:59:52
278 3167 神田 尚斗 ｶﾝﾀﾞ ﾅｵﾄ 富士宮市 富士宮市役所 1:59:54
279 1944 石川 達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 磐田市 ＹＥＲＣ 2:00:24
280 3730 和久田 康喬 ﾜｸﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 浜松市 2:00:25
281 3784 栗田 尚幸 ｸﾘﾀ ﾅｵﾕｷ 茨城県 関東創建株式会社 2:00:38
282 2315 田中 宏和 ﾀﾅｶ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 2:00:49
283 793 鈴木 智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 浜松市 2:01:17
284 2351 中島 拓夢 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾑ 静岡市 2:01:19
285 1627 池部 雅俊 ｲｹﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 磐田市 キャタラーＲＣ 2:01:29
286 3347 田中 翔悟 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 2:01:32
287 2227 鈴木 隆太郎 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾀﾛｳ 磐田市 レアード 2:01:36
288 2708 沖田 憲和 ｵｷﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 愛知県 2:01:56
289 3117 鈴木 英晃 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 静岡県 2:01:58
290 1881 石井 佳祐 ｲｼｲ ｹｲｽｹ 島田市 2:01:59
291 1492 五十嵐 敏之 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:02:03
292 1662 武田 翔 ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳ 湖西市 ３Ｅマラソン部 2:02:05
293 2463 野原 健 ﾉﾊﾗ ｹﾝ 磐田市 2:02:10
294 792 前山 雄弘 ﾏｴﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 静岡市 2:02:35
295 3865 有末 芳 ｱﾘｽｴ ｶｵﾙ 磐田市 2:02:51
296 2233 高木 和也 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾔ 浜松市 2:03:15
297 2554 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡市 2:03:19
298 870 竹田 裕亮 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 大阪府 2:03:28
299 1147 戸塚 智史 ﾄﾂｶ ｻﾄｼ 磐田市 2:03:49
300 3096 高橋 諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 浜松市 2:04:08
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301 2260 岡田 泰明 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｱｷ 愛知県 2:04:10
302 3778 チャンハウ タン ﾁｬﾝﾊｳ ﾀﾝ 茨城県 関東創建株式会社 2:04:10
303 3857 堀脇 真人 ﾎﾘﾜｷ ﾏｻﾄ 浜松市 2:04:16
304 3567 方堂 和彦 ﾎｳﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｺ 磐田市 2:04:19
305 919 松下 裕輝 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛｷ 磐田市 袋井消防本部 2:04:46
306 2316 佐藤 俊貴 ｻﾄｳ ﾄｼｷ 藤枝市 2:05:08
307 2979 竹林 賢一 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 袋井市 生涯現役クラブ 2:05:11
308 2682 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 浜松市 2:05:11
309 1243 宗方 茂樹 ﾑﾈｶﾀ ｼｹﾞｷ 愛知県 2:05:23
310 1486 松下 竜太郎 ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳﾀﾛｳ 菊川市 2:05:26
311 3468 アダオ ルカス ｱﾀﾞｵ ﾙｶｽ 愛知県 2:05:28
312 3486 ヨシウラ タダシ ﾖｼｳﾗ ﾀﾀﾞｼ 愛知県 2:05:51
313 3717 串山 悠平 ｸｼﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 磐田市 2:06:07
314 3518 鈴木 一登 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 湖西市 日本貨物検数協会 2:06:28
315 1335 鈴木 政光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ 袋井市 2:06:33
316 1708 高田 悠 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳ 浜松市 ｉｎｆ２００４ 2:06:52
317 2070 中谷 竜也 ﾅｶﾀﾆ ﾀﾂﾔ 吉田町 2:06:58
318 3350 今津 宏樹 ｲﾏﾂﾞ ﾋﾛｷ 浜松市 2:07:04
319 2856 大草 悠 ｵｵｸｻ ﾋｻｼ 磐田市 2:07:09
320 2083 渡邊 卓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 吉田町 2:07:11
321 3811 渥美 健吾 ｱﾂﾐ ｹﾝｺﾞ 磐田市 2:07:37
322 2181 嶋 勇輔 ｼﾏ ﾕｳｽｹ 森町 磐田市立総合病院 2:07:50
323 1791 深沢 翔太 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 静岡市 日本郵便株式会社 2:07:53
324 1883 笹ヶ瀬 徹 ｻｻｶﾞｾ ﾄｵﾙ 浜松市 2:07:56
325 1613 中野 紘亮 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 大阪府 2:08:01
326 2500 丸山 賢一 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 浜松市 こうべや 2:08:05
327 2571 村橋 智之 ﾑﾗﾊｼ ﾄﾓﾕｷ 静岡市 2:08:18
328 851 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:08:42
329 2329 坂口 尚希 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵｷ 菊川市 2:08:54
330 2144 小笹 裕介 ｵｻﾞｻ ﾕｳｽｹ 東京都 ソーダラーズ 2:08:56
331 1505 竹内 佑太 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀ 磐田市 2:09:01
332 2360 川原 大明 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 東京都 2:09:05
333 1784 北野 竜也 ｷﾀﾉ ﾀﾂﾔ 三島市 チーム吉川 2:09:13
334 2558 紅林 綾人 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ 掛川市 2:09:15
335 873 鈴木 隆弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 2:09:27
336 604 近藤 達也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:09:31
337 1921 増田 哲也 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾂﾔ 御前崎市 2:09:37
338 2364 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 袋井市 2:09:47
339 3585 世川 朋弘 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 三菱ＵＦＪ銀行 2:09:48
340 2833 星元 大貴 ﾎｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 静岡市 2:09:55
341 1128 加藤 栄一 ｶﾄｳ ｴｲｲﾁ 磐田市 Ｍｔ．Ｆｕｊｉ．Ｂ．Ｖ 2:10:00
342 2997 田村 耕作 ﾀﾑﾗ ｺｳｻｸ 藤枝市 2:10:00
343 3674 成島 彰洋 ﾅﾙｼﾏ ｱｷﾋﾛ 浜松市 2:10:09
344 2129 原田 祐太朗 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 浜松市 浜松市役所ＪＣ 2:10:18
345 1960 鈴木 優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 磐田市 2:10:21
346 2523 松下 智晴 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾊﾙ 磐田市 2:10:35
347 3192 庄子 昌宏 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:10:38
348 2218 栗田 武 ｸﾘﾀ ﾀｹｼ 磐田市 ＨＲＣ 2:10:46
349 2370 山口 昭洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 長泉町 2:11:19
350 2170 芹澤 直樹 ｾﾘｻﾞﾜ ﾅｵｷ 静岡市 2:11:25
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351 1583 中川 陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 磐田市 2:11:27
352 1517 平井 龍太郎 ﾋﾗｲ ﾘｭｳﾀﾛｳ 浜松市 セルコ株式会社 2:11:44
353 1529 白井 宏明 ｼﾗｲ ﾋﾛｱｷ 浜松市 ＴＸ．ＶＥＧＡ 2:11:55
354 3509 渡辺 覚 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ 磐田市 2:12:01
355 1552 青山 拓未 ｱｵﾔﾏ ﾀｸﾐ 磐田市 2:12:05
356 2850 高橋 英明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 はしＲＵＮ会 2:12:12
357 3799 清水 裕矢 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 袋井市 エイチジーシステム 2:12:17
358 2214 小柳津 章允 ｵﾔｲﾂﾞ ﾀｶﾏｻ 愛知県 訪看パンダ 2:12:21
359 1101 堀野 剛由 ﾎﾘﾉ ﾀｶﾖｼ 袋井市 石川建設 2:12:30
360 2041 山下 和哉 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾔ 袋井市 2:12:32
361 3203 寺尾 昭彦 ﾃﾗｵ ｱｷﾋｺ 浜松市 2:12:41
362 3691 鈴木 優心 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 袋井市 2:12:51
363 3202 市川 将太 ｲﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 浜松市 2:12:54
364 3537 清水 智久 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾋｻ 磐田市 2:12:55
365 3443 高田 祥延 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜松市 2:12:57
366 2221 加藤 直樹 ｶﾄｳ ﾅｵｷ 浜松市 かさいランニング倶楽部 2:13:10
367 2905 大野 健太 ｵｵﾉ ｹﾝﾀ 浜松市 磐田市 2:13:42
368 3260 當山 千巌 ﾄｳﾔﾏ ﾁﾖｼ 浜松市 浜松医科大学 2:13:58
369 2097 高氏 真昇 ﾀｶｳｼﾞ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 2:13:59
370 1966 乗松 隆 ﾉﾘﾏﾂ ﾀｶｼ 浜松市 2:14:11
371 2599 森下 純 ﾓﾘｼﾀ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:14:27
372 3452 岡崎 勇治 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 磐田市 2:14:30
373 3569 井元 達也 ｲﾉﾓﾄ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:14:39
374 2756 鈴木 智康 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 藤枝市 魚国総本社 2:14:43
375 3648 大場 慧三 ｵｵﾊﾞ ｹｲｿﾞｳ 浜松市 2:14:46
376 3662 澁川 裕一 ｼﾌﾞｶﾜ ﾕｳｲﾁ 磐田市 2:14:47
377 2758 内藤 寛之 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 ＳＳＲＣ 2:14:48
378 3595 伊藤 駿弥 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 浜松市 静岡県警察 2:14:54
379 2911 松村 幸亮 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｽｹ 静岡市 ＳＢＲＣ 2:14:55
380 3774 細川 徹 ﾎｿｶﾜ ﾄｵﾙ 磐田市 2:15:04
381 1481 森田 雄大 ﾓﾘﾀ ﾀｹﾋﾛ 兵庫県 タケラヅカ歌劇団 2:15:12
382 22 浅井 孝介 ｱｻｲ ｺｳｽｹ 浜松市 2:15:14
383 2237 山崎 健二 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:15:15
384 3241 水野 圭 ﾐｽﾞﾉ ｹｲ 磐田市 2:15:51
385 1612 石田 淳 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:15:59
386 1874 内山 英樹 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:16:05
387 1889 笠松 正 ｶｻﾏﾂ ﾀﾀﾞｼ 袋井市 2:16:14
388 3593 真田 龍大 ｻﾅﾀﾞ ﾀﾂﾋﾛ 袋井市 2:16:16
389 2467 小林 佑輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 愛知県 2:16:16
390 2069 藤井 宏幸 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 おおひがし 2:16:16
391 1571 有谷 智博 ｱﾘﾔ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 2:16:20
392 3358 吉田 真 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 愛知県 2:16:26
393 1702 野田 涼 ﾉﾀﾞ ﾘｮｳ 浜松市 2:16:36
394 3742 水野 拓也 ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾔ 磐田市 2:16:54
395 3341 佐藤 真彰 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 浜松市 2:17:00
396 2477 小川 哲央 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾁｶ 袋井市 2:17:11
397 3237 竹下 弘介 ﾀｹｼﾀ ｺｳｽｹ 磐田市 2:17:22
398 2193 平松 佳宏 ﾋﾗﾏﾂ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 ヤマハ発動機 2:17:24
399 186 鈴木 光輝 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 浜松市 2:17:33
400 2447 市古 尚大 ｲﾁｺﾞ ﾅｵﾋﾛ 愛知県 2:17:36
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401 3198 村越 俊彦 ﾑﾗｺｼ ﾄｼﾋｺ 焼津市 2:17:39
402 1853 近藤 敬太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 静岡市 2:17:49
403 1845 廣谷 剛 ﾋﾛﾀﾆ ﾀｹｼ 磐田市 2:17:49
404 1211 平尾 顕正 ﾋﾗｵ ｹﾝｼｮｳ 磐田市 満徳寺 2:18:13
405 2714 長野 太介 ﾅｶﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:18:23
406 2295 川村 康之 ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 浜松市 2:18:23
407 3435 山下 康史 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽﾌﾐ 湖西市 2:18:39
408 2922 小柴 雄基 ｺｼﾊﾞ ﾕｳｷ 沼津市 アイエイアイ 2:18:39
409 1805 平川 陽 ﾋﾗｶﾜ ﾖｳ 掛川市 市役所 2:18:46
410 3711 鈴木 優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 磐田市 2:19:02
411 2326 鈴木 仁士 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 浜松市 2:19:10
412 3636 板元 智樹 ｲﾀﾓﾄ ﾄﾓｷ 兵庫県 2:19:12
413 2709 古田 大士 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｼ 愛知県 2:19:28
414 3837 石引 秀明 ｲｼﾋﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 菊川市 藤田鐵工 2:19:52
415 3383 大間 翔太 ｵｵﾏ ｼｮｳﾀ 静岡市 2:20:02
416 2359 澤根 広 ｻﾜﾈ ﾋﾛｼ 大阪府 2:20:45
417 3516 保坂 直樹 ﾎｻｶ ﾅｵｷ 磐田市 2:20:48
418 3704 澤村 慎也 ｻﾜﾑﾗ ｼﾝﾔ 藤枝市 2:20:51
419 1362 古家 智 ﾌﾙｲｴ ｻﾄｼ 浜松市 ＨＲＣ 2:21:09
420 3126 皆見 龍治 ｶｲﾐ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 2:21:10
421 1959 西牧 達弥 ﾆｼﾏｷ ﾀﾂﾔ 磐田市 ＩＲＳ 2:21:14
422 2639 佐藤 正明 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 浜松市 2:21:24
423 2657 角皆 多佳昭 ﾂﾉｶﾞｲ ﾀｶｱｷ 菊川市 2:21:36
424 2424 寺田 文哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾌﾐﾔ 掛川市 2:21:41
425 2919 窪田 智也 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ 神奈川県 2:21:50
426 3457 岩田 和也 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾔ 浜松市 2:22:14
427 1980 新村 昇平 ｼﾝﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ 浜松市 2:22:20
428 3604 加藤 将純 ｶﾄｳ ﾏｻｽﾞﾐ 袋井市 2:22:31
429 1824 犬塚 浩章 ｲﾇﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ 浜松市 2:22:41
430 3583 荒川 雄介 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:22:46
431 3612 竜馬 橋本 ﾘｮｳﾏ ﾊｼﾓﾄ 磐田市 2:23:06
432 3761 佐藤 淳哉 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 御前崎市 2:23:34
433 1735 笹森 千佳歩 ｻｻﾓﾘ ﾁｶﾎ 東京都 2:24:09
434 2245 赤間 貴文 ｱｶﾏ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 住友生命 2:24:13
435 2189 深津 誉祥 ﾌｶﾂ ﾀｶﾖｼ 愛知県 株式会社フカツ 2:24:24
436 3440 波多江 圭輔 ﾊﾀｴ ｹｲｽｹ 浜松市 ヤマハ発動機 2:24:49
437 3104 岡本 勝弘 ｵｶﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 浜松市 ＮＩＩ浜松 2:24:52
438 2122 佐藤 祐也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 浜松市 2:25:00
439 3780 池田 翔太 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 茨城県 関東創建株式会社 2:25:02
440 2302 渡邊 俊裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 2:25:20
441 3152 小野 裕哉 ｵﾉ ﾕｳﾔ 沼津市 2:25:29
442 3827 田中 慎太郎 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 磐田市 2:25:30
443 2710 岸邊 知也 ｷｼﾍﾞ ﾄﾓﾔ 森町 株式会社 小澤建材 2:25:41
444 3438 織田 智哉 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾔ 磐田市 2:26:11
445 3701 野口 亮平 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 森町 2:26:21
446 2680 山田 直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 埼玉県 ｆｏｒｅｓｔ 2:26:29
447 3340 山田 陽平 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 愛知県 2:26:35
448 2650 川口 智久 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ 藤枝市 魚国総本社 2:26:52
449 3183 大滝 亮太 ｵｵﾀｷ ﾘｮｳﾀ 浜松市 2:26:58
450 3491 堀川 健太 ﾎﾘｶﾜ ｹﾝﾀ 浜松市 2:27:16
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451 2482 野村 拓輝 ﾉﾑﾗ ﾀｸｷ 磐田市 ＮＴＮ 2:27:19
452 2947 李 浩博 ﾘ ｺｳﾊｸ 浜松市 ローランド株式会社 2:27:59
453 895 片山 達也 ｶﾀﾔﾏ ﾀﾂﾔ 掛川市 2:28:00
454 1641 長澤 瑞希 ﾅｶﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 吉田町 2:28:02
455 3741 上田 健太 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 浜松市 2:28:08
456 2759 大田 陽介 ｵｵﾀ ﾖｳｽｹ 茨城県 2:28:35
457 2849 加藤 陽介 ｶﾄｳ ﾖｳｽｹ 磐田市 2:28:47
458 2000 大庭 雄介 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ 磐田市 2:28:48
459 3337 松井 秀樹 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 2:28:49
460 2880 齋藤 孝樹 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 浜松市 2:29:04
461 2567 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾅﾘ 浜松市 2:29:42
462 2328 宇山 真史 ｳﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 袋井市 2:30:15
463 3370 小野 伸太朗 ｵﾉ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 大和証券（株） 2:30:16
464 2088 村瀬 祐大 ﾑﾗｾ ﾕｳﾀﾞｲ 浜松市 2:30:19
465 3756 大石 和也 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾔ 磐田市 2:30:26
466 2618 新貝 恭平 ｼﾝｶﾞｲ ｷｮｳﾍｲ 磐田市 2:30:58
467 2800 井澤 哲志 ｲｻﾞﾜ ｻﾄｼ 静岡市 2:31:45
468 1353 大村 研二 ｵｵﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 愛知県 2:31:47
469 3758 金原 悠 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾕｳ 袋井市 2:32:02
470 3864 栗田 純 ｸﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:32:05
471 2589 柴田 晃良 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾖｼ 愛知県 2:32:11
472 3576 夏目 晶太 ﾅﾂﾒ ｼｮｳﾀ 袋井市 2:32:41
473 3689 池垣 憲之介 ｲｹｶﾞｷ ｹﾝﾉｽｹ 浜松市 2:32:46
474 3019 大東 功 ﾀﾞｲﾄｳ ｲｻｵ 愛知県 2:33:28
475 3705 山本 遼 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳ 浜松市 航空自衛隊浜松基地 2:33:30
476 2836 園田 浩平 ｿﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 浜松市 朝日電装 2:33:50
477 2932 永田 哲 ﾅｶﾞﾀ ｻﾄｼ 掛川市 2:33:50
478 2973 落合 洋亮 ｵﾁｱｲ ﾖｳｽｹ 愛知県 2:34:04
479 2826 髙瀨 悠多 ﾀｶｾ ﾕｳﾀ 浜松市 2:34:25
480 2808 朝夷 修平 ｱｻﾋﾅ ｼｭｳﾍｲ 菊川市 2:34:45
481 3699 田子 賢輔 ﾀｺﾞ ｹﾝｽｹ 袋井市 ヤマハ発動機 2:34:56
482 3038 伊藤 由孝 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 愛知県 ＹＳＦＣ 2:36:03
483 1865 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:36:22
484 3852 山田 航 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 愛知県 2:37:02
485 2656 伊藤 貴規 ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 磐田市 2:37:22
486 3447 青山 秀平 ｱｵﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 磐田市 2:37:46
487 3785 本武 高志 ﾎﾝﾀｹ ｺｳｼﾞ 大阪府 関東創建株式会社 2:37:50
488 3620 北原 敦 ｷﾀﾊﾗ ｱﾂｼ 静岡市 2:37:57
489 3197 篠田 悠史 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 浜松市 アズマ工業 2:38:29
490 2892 海野 昌樹 ｳﾝﾉ ﾏｻｷ 静岡市 2:39:29
491 3058 須山 雄介 ｽﾔﾏ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:39:37
492 2780 西谷内 博明 ﾆｼﾔﾁ ﾋﾛｱｷ 岐阜県 2:39:38
493 3750 鎌田 真輔 ｶﾏﾀ ｼﾝｽｹ 浜松市 2:40:00
494 3515 榑松 啓太 ｸﾚﾏﾂ ｹｲﾀ 菊川市 2:40:14
495 3451 大場 一輝 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞｷ 磐田市 2:40:28
496 3063 内田 伸吾 ｳﾁﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 静岡市 2:40:40
497 3485 縣 知裕 ｱｶﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 ＳＤＳ 2:41:12
498 3163 矢崎 紳也 ﾔｻﾞｷ ｼﾝﾔ 磐田市 2:42:01
499 3388 藤山 賢 ﾌｼﾞﾔﾏ ｻﾄｼ 東京都 2:42:18
500 3721 佐々木 哲郎 ｻｻｷ ﾃﾂﾛｳ 磐田市 2:42:39
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501 2829 大滝 博之 ｵｵﾀｷ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:42:47
502 2989 堀内 大嗣 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛｼ 藤枝市 2:42:56
503 478 今城 允沖 ｲﾏｷﾞ ﾐﾂｵｷ 岐阜県 なし 2:43:06
504 2296 上村 晃弘 ｶﾐﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 浜松市 2:43:27
505 3125 松野 将拓 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:44:03
506 3570 堀江 宗穂 ﾎﾘｴ ｼｭｳｽｲ 磐田市 2:44:09
507 879 栗田 宏介 ｸﾘﾀ ｺｳｽｹ 菊川市 菊川市役所 2:44:35
508 3568 重村 洋平 ｼｹﾞﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 磐田市 2:45:33
509 2934 鈴木 将祐 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 2:48:09
510 3883 久保 慶晃 ｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ 愛知県 2:49:09
511 3594 鈴木 悠資 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 掛川市 2:49:26
512 3586 蛭川 和樹 ﾋﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 愛知県 2:49:39
513 3161 越川 匠 ｺｼｶﾜ ﾀｸﾐ 浜松市 2:49:53
514 3193 吉田 真吾 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 牧之原市 魚国総本社 2:50:04
515 2288 萩田 善大 ﾊｷﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ 東京都 株式会社 小澤建材 2:50:23
516 3349 大庭 唯弘 ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 磐田市 2:50:58
517 3239 櫻井 利紀 ｻｸﾗｲ ﾄｼｷ 藤枝市 2:52:36
518 3342 斉藤 太郎 ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ 磐田市 2:53:30
519 2345 高橋 友也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 2:53:30
520 3155 本村 槙一 ﾓﾄﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 熊本県 ＭＢＪ 2:54:23
521 1003 岸 哲也 ｷｼ ﾃﾂﾔ 浜松市 大和証券（株） 2:54:25
522 1990 高田 翔伍 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 ＹＥＲＣ 2:54:59
523 2385 宮口 和大 ﾐﾔｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 2:56:16
524 3286 宮森 和明 ﾐﾔﾓﾘ ｶｽﾞｱｷ 東京都 ｆｏｒｅｓｔ 2:57:29
525 3514 夏目 友也 ﾅﾂﾒ ﾕｳﾔ 浜松市 2:58:03
526 2920 新原 佑介 ﾆｲﾊﾗ ﾕｳｽｹ 磐田市 2:58:18
527 3489 松本 祥吾 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 ＳＤＳ 2:59:18
528 3824 林 真秀 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 2:59:34
529 1521 杉本 磨知 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾄ 浜松市 2:59:46
530 1837 橋野 泰弘 ﾊｼﾉ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 3:01:04
531 3661 佐野 修平 ｻﾉ ｼｭｳﾍｲ 藤枝市 3:04:30
532 3782 吉田 圭汰 ﾖｼﾀﾞ ｹｲﾀ 茨城県 関東創建株式会社 3:06:21
533 3630 水戸 隆世 ﾐｽﾞﾄ ﾘｭｳｾｲ 磐田市 3:06:25
534 2895 窪野 翔太 ｸﾎﾞﾉ ｼｮｳﾀ 浜松市 3:07:10
535 3416 渥美 悟之 ｱﾂﾐ ｻﾄｼ 浜松市 3:07:30
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1 13 曽宮 道 ｿﾐﾔ ﾄｵﾙ 島田市 見次クラブ 1:09:09
2 23 田中 真人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 浜松市 1:11:24
3 14 河合 祐介 ｶﾜｲ ﾕｳｽｹ 三重県 ＦＯＲ鈴鹿ＪＲＣ 1:14:17
4 21 石上 裕康 ｲｼｶﾞﾐ ﾋﾛﾔｽ 静岡市 草薙激走会 1:14:26
5 30 澤原 雄一 ｻﾜﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 愛知県 庄内ＲＴ 1:14:48
6 47 川島 直輝 ｶﾜｼﾏ ﾅｵｷ 静岡市 スマイリーエンジェル 1:16:23
7 37 鈴木 拓己 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 吉田町 見次クラブ 1:16:42
8 118 黒田 眞生 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 1:17:54
9 187 大橋 史佳 ｵｵﾊｼ ﾌﾐﾖｼ 菊川市 1:18:55

10 27 清 信也 ｾｲ ｼﾝﾔ 富士宮市 1:19:17
11 128 伊藤 彰英 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 浜松市 1:19:33
12 78 南牟禮 潤 ﾐﾅﾐﾑﾚ ｼﾞｭﾝ 磐田市 磐田市消防署 1:19:43
13 63 植松 正史 ｳｴﾏﾂ ﾏｻｼ 沼津市 1:20:00
14 135 川崎 晃弘 ｶﾜｻｷ ｱｷﾋﾛ 静岡市 1:21:09
15 85 松本 潤 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 島田市 Ｂ～ＤＡＳＨ 1:21:23
16 125 瀧口 哉 ﾀｷｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 ＮＴＮ磐田 1:21:26
17 67 森田 尚史 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾁｶ 掛川市 1:21:28
18 81 吉田 清治 ﾖｼﾀﾞ ｷﾖﾊﾙ 静岡市 魚と畑 1:21:49
19 16 柴田 貴行 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 磐田市 スズキ二輪技術センター 1:21:51
20 68 大場 紀明 ｵｵﾊﾞ ﾉﾘｱｷ 浜松市 浜松うましか 1:22:02
21 124 田中 新樹 ﾀﾅｶ ｼﾝｷ 岐阜県 ランハート岐阜 1:22:10
22 69 渡部 直矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 袋井市 梅山ランナーズ 1:22:42
23 71 佐野 優 ｻﾉ ﾕｳ 掛川市 1:22:49
24 164 谷澤 知章 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 浜松市 浜松ホトニクス 1:23:03
25 137 大野 悟 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 愛知県 1:23:07
26 180 大石 勝也 ｵｵｲｼ ｶﾂﾔ 清水町 1:23:39
27 171 清水 基之 ｼﾐｽﾞ ﾓﾄﾕｷ 御前崎市 御前崎市スポーツ協会陸上部 1:23:52
28 96 山田 将義 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 浜松市 浜松五島ＲＣ 1:24:19
29 163 河口 洋平 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 浜松市 河口精機（ランニング専門学校） 1:24:34
30 94 西村 拓也 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾔ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:24:39
31 262 徳増 桂一 ﾄｸﾏｽ ｹｲｲﾁ 浜松市 秀昊 1:24:41
32 90 木村 圭 ｷﾑﾗ ｹｲ 浜松市 スマイリー 1:25:12
33 194 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 浜松市 ⬛️あのだって⬛️ 1:25:15
34 142 江川 貴久 ｴｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 浜松市 1:25:34
35 258 半場 正浩 ﾊﾝﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:25:48
36 184 松本 文弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾋﾛ 吉田町 ＦＦＥＭ 1:26:01
37 169 関口 敏明 ｾｷｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 静岡市 1:26:05
38 216 磯田 武明 ｲｿﾀﾞ ﾀｹｱｷ 磐田市 1:26:19
39 288 加藤 慎也 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 浜松市 1:26:33
40 264 市川 智康 ｲﾁｶﾜ ﾄｼﾔｽ 静岡市 1:26:36
41 316 野末 洋介 ﾉｽﾞｴ ﾖｳｽｹ 磐田市 1:26:37
42 227 平賀 忍 ﾋﾗｶﾞ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 ゴトー理研 1:26:52
43 152 西山 和範 ﾆｼﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 浜松市 1:26:57
44 237 増井 孝典 ﾏｽｲ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 1:27:10
45 230 加藤 佑輔 ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 浜松市 ベベラン 1:27:11
46 286 鈴田 将也 ｽｽﾞﾀ ﾏｻﾔ 浜松市 1:27:18
47 269 森 裕介 ﾓﾘ ﾕｳｽｹ 伊豆市 伊豆市役所 1:27:44
48 98 板垣 良 ｲﾀｶﾞｷ ﾘｮｳ 東京都 タウンニュース 1:28:31
49 145 鈴木 貴雅 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾏｻ 愛知県 アドヴィックス 1:28:36
50 232 岩本 勝好 ｲﾜﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 焼津市 1:28:39
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51 430 古谷 佳貴 ﾌﾙﾀﾆ ﾖｼｷ 御前崎市 浜岡ＬＤＣ 1:28:39
52 141 児玉 充 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾂﾙ 浜松市 矢崎ＥＳ天竜 1:28:40
53 364 笠間 堅司 ｶｻﾏ ｹﾝｼﾞ 静岡市 1:28:42
54 661 奥本 治男 ｵｸﾓﾄ ﾊﾙｵ 富士宮市 1:28:46
55 254 乗松 宏幸 ﾉﾘﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:28:51
56 386 紅林 隆志 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 三島市 三島楽走会 1:28:52
57 281 松尾 直則 ﾏﾂｵ ﾏｻﾉﾘ 三島市 静岡銀行 1:28:53
58 190 石村 正和 ｲｼﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 藤枝市 1:28:55
59 282 杉浦 篤 ｽｷﾞｳﾗ ｱﾂｼ 愛知県 1:28:59
60 210 宮城島 孝和 ﾐﾔｷﾞｼﾏ ﾀｶｶｽﾞ 静岡市 静岡走ろう会 1:29:03
61 342 窪野 隆将 ｸﾎﾞﾉ ﾀｶﾏｻ 掛川市 ロッカフェラー 1:29:08
62 314 深澤 博康 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾔｽ 富士宮市 1:29:11
63 285 稲葉 祐介 ｲﾅﾊﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 ＤＤＴ 1:29:39
64 369 鈴木 浩二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 御殿場市 1:29:45
65 436 佐伯 拓哉 ｻｴｷ ﾀｸﾔ 磐田市 ＫＲＰ 1:29:45
66 54 小島 伸介 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｽｹ 静岡市 1:29:52
67 326 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 1:30:06
68 322 藤森 達也 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾂﾔ 浜松市 1:30:11
69 312 有馬 秀幸 ｱﾘﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 浜松医科大学整形外科 1:30:15
70 419 藤田 浩 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 浜松市 １術校学生隊 1:30:25
71 437 内田 尚孝 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 御前崎市 1:30:57
72 301 下嶋 行俊 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｷﾄｼ 静岡市 1:31:00
73 334 小澤 旭 ｵｻﾞﾜ ｱｷﾗ 浜松市 1:31:00
74 44 神谷 哲治 ｶﾐﾔ ﾃﾂｼﾞ 愛知県 1:31:24
75 351 鳥居 剛行 ﾄﾘｲ ﾏｻﾕｷ 磐田市 走ＲＵＮａｋａＲＯＩＫＥＲＳ 1:31:47
76 3425 河原 宏祐 ｶﾜﾊﾗ ｺｳｽｹ 浜松市 1:32:12
77 529 袴田 充哉 ﾊｶﾏﾀ ﾐﾂﾔ 藤枝市 1:32:16
78 236 金田 嘉介 ｶﾈﾀ ﾖｼﾕｷ 掛川市 1:32:40
79 788 伊藤 千聡 ｲﾄｳ ﾁｻﾄ 袋井市 1:32:49
80 178 鈴木 浩和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 甘走会 1:32:52
81 275 高橋 伸尚 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋｻ 静岡市 斉藤組 1:32:57
82 344 服部 剛明 ﾊｯﾄﾘ ﾀｹｱｷ 磐田市 浜松ホトニクス 1:33:09
83 356 深澤 太二 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀｲｼﾞ 静岡市 1:33:16
84 494 梅林 崇徳 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 静岡市 1:33:30
85 448 一與 修平 ｲﾁｸﾐ ｼｭｳﾍｲ 浜松市 1:33:34
86 292 真田 俊之 ｻﾅﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 浜松市 1:33:38
87 678 鈴木 宣洋 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 浜松市 鈴木登記測量事務所 1:33:39
88 624 岡田 喜久治 ｵｶﾀﾞ ｷｸｼﾞ 浜松市 ａｎｋｈ ＲＣ 1:33:40
89 470 小林 恭平 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳﾍｲ 富士宮市 1:33:55
90 568 粟野 光裕 ｱﾜﾉ ﾐﾂﾋﾛ 藤枝市 ＴＭＹ 1:33:57
91 463 篠田 麗光 ｼﾉﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ 愛知県 1:34:07
92 743 藤井 和幸 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ 掛川市 ランジョグちゅうぶ 1:34:08
93 912 深澤 雅也 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 浜松市 金子コード株式会社 1:34:12
94 188 村上 吉敬 ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾀｶ 浜松市 1:34:14
95 527 中村 真生 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｵ 浜松市 1:34:22
96 277 田嶋 章二 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｼﾞ 愛知県 1:34:24
97 593 宇佐美 恵市 ｳｻﾐ ｹｲｲﾁ 富士宮市 パーパス 1:34:25
98 333 古畑 健太 ｺﾊﾀ ｹﾝﾀ 静岡市 ラングリットランニングスクール 1:34:31
99 641 原 久人 ﾊﾗ ﾋｻﾄ 浜松市 1:34:51

100 43 伊藤 裕一朗 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 御前崎市 1:34:57
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101 224 北村 正和 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 1:35:00
102 623 池田 雄貴 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 浜松市 1:35:06
103 818 阿部 勝幸 ｱﾍﾞ ｶﾂﾕｷ 埼玉県 1:35:09
104 319 田島 高志 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶｼ 岐阜県 1:35:11
105 435 井出 匡弥 ｲﾃﾞ ﾏｻﾔ 富士市 1:35:17
106 66 奥村 哲生 ｵｸﾑﾗ ﾃﾂｵ 浜松市 1:35:31
107 504 河辺 宗宣 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 愛知県 1:35:39
108 676 今駒 和哉 ｺﾝﾏ ｶｽﾞﾔ 掛川市 1:35:45
109 456 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 磐田市 阿部家＠磐田 1:35:51
110 539 榛葉 謙太郎 ｼﾝﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 掛川市 シンバ動物病院 1:35:57
111 507 一之瀬 昌彦 ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾋｺ 愛知県 1:35:58
112 449 杉浦 洋 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｼ 愛知県 中馬塾 1:35:58
113 374 村松 孝哉 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾔ 静岡市 1:36:00
114 165 小木曽 弘幸 ｵｷﾞｿ ﾋﾛﾕｷ 東京都 日鉄 1:36:00
115 741 道下 耕司 ﾐﾁｼﾀ ｺｳｼﾞ 菊川市 ８９１０ 1:36:13
116 345 曽川 大樹 ｿｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 浜松市 1:36:15
117 683 長濱 宏太 ﾅｶﾞﾊﾏ ｺｳﾀ 函南町 1:36:24
118 859 高橋 寛之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 1:36:40
119 516 立田 晶紀 ﾀﾂﾀ ｱｷﾉﾘ 焼津市 1:36:42
120 368 芦沢 龍也 ｱｼｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 掛川市 保守グループ 1:36:45
121 991 佐藤 祐司 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 千葉県 1:36:46
122 642 大野 浩伸 ｵｵﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 伊豆の国市 1:36:48
123 471 伊藤 広明 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 愛知県 エンジン技術部 1:37:09
124 209 内山 明彦 ｳﾁﾔﾏ ｱｷﾋｺ 浜松市 協立電機 1:37:11
125 627 宮本 寿崇 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼﾀｶ 御前崎市 1:37:21
126 634 大場 俊 ｵｵﾊﾞ ｼｭﾝ 浜松市 1:37:28
127 62 稲葉 雅敏 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾄｼ 富士市 走れゴン太！ 1:37:37
128 1082 岡野 久生 ｵｶﾉ ﾋｻｵ 磐田市 1:37:38
129 545 菅原 良太郎 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 愛知県 1:37:45
130 455 大滝 和史 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞﾌﾐ 静岡市 1:37:45
131 932 助宗 武志 ｽｹﾑﾈ ﾀｹｼ 藤枝市 藪漕ぎクラブ 1:37:47
132 496 中島 洋 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 浜松市 パナソニック 1:37:56
133 752 鈴木 貞史 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞｼ 磐田市 1:37:57
134 3500 太田 吉紀 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 浜松市 1:38:09
135 384 安藤 達彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾋｺ 浜松市 1:38:16
136 522 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 1:38:17
137 821 佐内 秀輔 ｻﾅｲ ｼｭｳｽｹ 浜松市 ○△◇ 1:38:20
138 774 高瀬 英二 ﾀｶｾ ｴｲｼﾞ 愛知県 （有）高瀬研磨 1:38:20
139 720 島崎 正雄 ｼﾏｻｷ ﾏｻｵ 袋井市 1:38:21
140 531 匂坂 真人 ｻｷﾞｻｶ ﾏｻﾄ 磐田市 1:38:35
141 971 篠津 豊 ｼﾉﾂﾞ ﾕﾀｶ 静岡市 1:38:38
142 228 吉川 大介 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:38:42
143 358 岩田 行弘 ｲﾜﾀ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 1:38:42
144 899 内山 博詞 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ 浜松市 1:38:45
145 675 丸野 祐介 ﾏﾙﾉ ﾕｳｽｹ 磐田市 1:38:56
146 1659 平野 貴治 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾊﾙ 静岡市 1:38:57
147 739 渡辺 政浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 三島市 1:39:02
148 499 山下 智樹 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｷ 浜松市 1:39:08
149 1626 アシス ジェスス ｱｼｽ ｼﾞｪｽｽ 磐田市 1:39:22
150 1436 鈴木 雅彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:39:33
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151 585 鶴見 春之 ﾂﾙﾐ ﾊﾙﾕｷ 愛知県 1:39:37
152 576 松山 岳史 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 浜松市 ブラックフォレスト松山 1:39:38
153 460 鈴木 慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ 磐田市 1:39:41
154 808 田川 智浩 ﾀｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 1:39:45
155 677 天野 淳之 ｱﾏﾉ ｱﾂｼ 掛川市 1:39:46
156 182 榊 信喜 ｻｶｷ ﾉﾌﾞﾖｼ 島田市 1:39:55
157 1461 大橋 聡 ｵｵﾊｼ ｻﾄｼ 掛川市 新茶チャレンジ 1:39:57
158 684 高木 寿也 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾔ 磐田市 1:39:58
159 1485 石上 雅之 ｲｼｶﾞﾐ ﾏｻﾕｷ 菊川市 1:40:08
160 631 澤 昌伸 ｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 愛知県 1:40:19
161 1144 小松 央昌 ｺﾏﾂ ﾉﾘﾖｼ 浜松市 1:40:20
162 193 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 1:40:22
163 924 小野 貴史 ｵﾉ ﾀｶﾌﾐ 磐田市 1:40:37
164 509 清 理祥 ｾｲ ﾏｻﾖｼ 富士宮市 1:40:39
165 783 村松 由清 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷﾖ 掛川市 1:40:40
166 311 太田 慎太郎 ｵｵﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 1:40:47
167 1026 西 俊文 ﾆｼ ﾄｼﾌﾐ 富士市 ウェストアーキテクト 1:40:51
168 1260 山本 宏嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 浜松市 1:40:51
169 389 青木 哲朗 ｱｵｷ ﾃﾂﾛｳ 静岡市 1:41:06
170 538 中村 幸治 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:41:20
171 845 吾妻 大輔 ｱﾂﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:41:20
172 809 大野 良伸 ｵｵﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 掛川市 1:41:23
173 1198 澤田 幸範 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 富士市 1:41:24
174 517 石田 豪 ｲｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 焼津市 静岡走ろう会 1:41:48
175 3795 塚本 絢也 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 浜松市 1:41:51
176 722 新関 雄也 ﾆｲｾﾞｷ ﾕｳﾔ 静岡市 ネオ工芸 1:41:52
177 955 松浦 功一 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｲﾁ 掛川市 遠州楽走会 1:41:59
178 1109 西村 健 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹｼ 磐田市 1:42:00
179 1266 石田 裕樹 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｷ 袋井市 ニッタン 1:42:02
180 666 山本 聡志 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 浜松市 1:42:08
181 1673 上小家 健一 ｶﾐｺﾔ ｹﾝｲﾁ 磐田市 1:42:11
182 680 山本 陽三 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｿﾞｳ 磐田市 1:42:17
183 1151 石井 良倫 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ 掛川市 与左衛門ランニングクラブ 1:42:19
184 768 筧 明夫 ｶｹﾋ ｱｷｵ 愛知県 1:42:22
185 633 渡邉 敬太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 愛知県 1:42:23
186 1218 土屋 健吉 ﾂﾁﾔ ｹﾝｷﾁ 愛知県 1:42:24
187 3819 宮本 正雄 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｵ 磐田市 1:42:28
188 716 加藤 康弘 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 1:42:29
189 1902 坂口 巧 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 磐田市 1:42:34
190 1027 守屋 多加志 ﾓﾘﾔ ﾀｶｼ 浜松市 浜松磐田信用金庫 1:42:37
191 884 深津 祥文 ﾌｶﾂ ﾖｼﾌﾐ 浜松市 1:42:37
192 1068 城所 誉 ｷﾄﾞｺﾛ ﾎﾏﾚ 愛知県 1:42:42
193 1599 白井 勝之 ｼﾗｲ ｶﾂﾕｷ 愛知県 ツインリバー 1:42:45
194 1268 多賀 喜彦 ﾀｶﾞ ﾖｼﾋｺ 滋賀県 きんでん静岡マラソンクラブ 1:42:46
195 620 田中 剛一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 愛知県 1:42:48
196 243 加藤 大地 ｶﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 愛知県 1:42:55
197 659 服部 正軌 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ 浜松市 1:42:59
198 198 鈴木 太 ｽｽﾞｷ ﾌﾄｼ 沼津市 1:43:06
199 3533 朝比奈 敬文 ｱｻﾋﾅ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 1:43:09
200 671 山崎 亮二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ 浜松市 スマイリー 1:43:13
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201 605 原山 純 ﾊﾗﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 静岡市 1:43:14
202 1064 伊藤 寿弥 ｲﾄｳ ﾄｼﾔ 静岡市 八神製作所 1:43:18
203 800 小柳 卓也 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾔ 磐田市 1:43:20
204 1821 木下 友博 ｷｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 1:43:22
205 1684 木下 真吾 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｺﾞ 湖西市 1:43:25
206 404 永本 洋之 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:43:28
207 797 荒川 智浩 ｱﾗｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 1:43:37
208 552 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 富士宮市 クラーロ 1:43:45
209 453 大石 光孝 ｵｵｲｼ ﾐﾂﾀｶ 浜松市 1:43:45
210 2297 山下 豪彦 ﾔﾏｼﾀ ﾀｹﾋｺ 磐田市 1:43:46
211 1629 杉本 雄大 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 愛知県 1:43:52
212 1241 北岡 潤 ｷﾀｵｶ ｼﾞｭﾝ 浜松市 共和レザー 1:44:01
213 1160 猿渡 公隆 ｻﾙﾜﾀﾘ ｷﾐﾀｶ 浜松市 1:44:06
214 725 小栗 貴裕 ｵｸﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 のりたけ 1:44:12
215 839 渡邊 典洋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 1:44:12
216 589 鳥居 良之 ﾄﾘｲ ﾖｼﾕｷ 磐田市 1:44:12
217 947 奥村 誠 ｵｸﾑﾗ ﾏｺﾄ 浜松市 坂口ランニングクラブ 1:44:13
218 1412 石井 幸司 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 静岡市 1:44:13
219 615 村松 亮 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 浜松市 1:44:16
220 3613 米澤 覚 ﾖﾈｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 浜松市 1:44:17
221 1039 荒木 大介 ｱﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:44:17
222 836 仙田 力也 ｾﾝﾀﾞ ﾘｷﾔ 愛知県 1:44:19
223 3606 大庭 輝洋 ｵｵﾊﾞ ﾃﾙﾋﾛ 磐田市 1:44:21
224 699 加藤 三統 ｶﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ 浜松市 1:44:22
225 454 市川 文康 ｲﾁｶﾜ ﾌﾐﾔｽ 浜松市 みつわ会 1:44:22
226 1337 森本 光 ﾓﾘﾓﾄ ﾋｶﾙ 磐田市 トッサロード 1:44:23
227 772 三須 義直 ﾐｽ ﾖｼﾅｵ 愛知県 ランニング専門学校 1:44:26
228 718 兵頭 英治 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 愛知県 1:44:27
229 969 鈴木 智晴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 浜松市 1:44:28
230 1133 渡辺 直彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾋｺ 浜松市 俺達の登山 1:44:33
231 1484 赤堀 洋介 ｱｶﾎﾘ ﾖｳｽｹ 菊川市 1:44:34
232 1115 草郷 拓哉 ｸｻｺﾞｳ ﾀｸﾔ 静岡市 1:44:40
233 794 石山 哲也 ｲｼﾔﾏ ﾃﾂﾔ 掛川市 1:44:43
234 2757 河本 敏克 ｶﾜﾓﾄ ﾄｼｶﾂ 掛川市 1:44:44
235 814 中島 唯宣 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 袋井市 矢崎天竜 1:44:59
236 999 坪内 里史 ﾂﾎﾞｳﾁ ｻﾄｼ 伊豆市 1:45:03
237 3628 濱澤 康平 ﾊﾏｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 磐田市 1:45:04
238 893 森上 浩和 ﾓﾘｶﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 浜松市 1:45:06
239 935 太田 慶一 ｵｵﾀ ｹｲｲﾁ 浜松市 浜松ホトニクス 1:45:11
240 559 寺田 尚久 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾋｻ 浜松市 浜松健走会 1:45:12
241 1686 加藤 朝之 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 牧之原市 1:45:17
242 1106 小柳 公伸 ｺﾔﾅｷﾞ ｷﾐﾉﾌﾞ 掛川市 1:45:18
243 1132 中村 典史 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 磐田市 ハマカスｔａｂ 1:45:21
244 1258 鈴木 洋光 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ 袋井市 1:45:21
245 1396 清澤 勇作 ｷﾖｻﾜ ﾕｳｻｸ 磐田市 1:45:24
246 1732 川口 隆司 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｶｼ 愛知県 1:45:25
247 1166 山下 勝久 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋｻ 浜松市 1:45:37
248 1029 奥田 利幸 ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 静岡市 1:45:44
249 1308 大橋 裕 ｵｵﾊｼ ﾕﾀｶ 掛川市 ヨザエモンランニングクラブ 1:45:45
250 477 田中 秀幸 ﾀﾅｶ ｼｭｳｺｳ 静岡市 静岡熱血陸上部 1:45:45
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251 732 都丸 淳 ﾄﾏﾙ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:45:48
252 1570 市川 崇行 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾕｷ 吉田町 ＴＭＲＣ 1:45:49
253 925 上野 智之 ｳｴﾉ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 チームエボルト 1:45:50
254 965 衛藤 高明 ｴﾄｳ ﾀｶｱｷ 長野県 1:45:52
255 1716 小出 裕介 ｺｲﾃﾞ ﾕｳｽｹ 浜松市 1:45:53
256 1328 齋藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 磐田市 ＹＥＲＣ 1:45:56
257 506 小長谷 健 ｺﾅｶﾞﾔ ｹﾝ 静岡市 1:45:58
258 1071 竹内 宏貴 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 1:46:08
259 953 朝倉 康人 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾋﾄ 浜松市 1:46:09
260 639 斉藤 大輔 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 接骨院ＲＩＳＥ 1:46:10
261 429 中村 秀一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 浜松市 1:46:12
262 1483 伊藤 昇一 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 静岡市 1:46:46
263 1509 丸 泰之 ﾏﾙ ﾔｽﾕｷ 浜松市 はぴはぴ 1:46:54
264 747 内山 宗芳 ｳﾁﾔﾏ ﾑﾈﾖｼ 浜松市 1:46:57
265 1370 石川 貴司 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 浜松市 1:46:59
266 1873 村松 邦彦 ﾑﾗﾏﾂ ｸﾆﾋｺ 森町 1:47:03
267 1345 河井 勇希 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 藤枝市 チョビ会 1:47:05
268 1120 鈴木 邦彦 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ 袋井市 ＭＹＳＴ 1:47:07
269 811 稲垣 真悟 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾝｺﾞ 浜松市 1:47:27
270 3403 平松 大典 ﾋﾗﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 1:47:27
271 957 大村 雄亮 ｵｵﾑﾗ ﾕｳｽｹ 静岡市 1:47:30
272 875 名倉 孝 ﾅｸﾞﾗ ﾀｶｼ 磐田市 磐田走る男 1:47:31
273 425 中山 和寛 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 袋井市 山崎熟 1:47:32
274 990 垂水 聖治 ﾀﾙﾐ ｾｲｼﾞ 磐田市 豊岡村民 1:47:36
275 860 田所 信也 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼﾝﾔ 磐田市 1:47:43
276 1387 藤田 将行 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 磐田市 1:47:43
277 250 有賀 和彦 ｱﾘｶﾞ ｶｽﾞﾋｺ 富士宮市 草薙激走会 1:47:46
278 833 柴田 武洋 ｼﾊﾞﾀ ﾀｹﾋﾛ 袋井市 走ＲＵＮ 1:47:47
279 1006 佐藤 秀一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 富士市 1:47:52
280 1603 河野 亘是 ｺｳﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:47:57
281 1104 辻井 大輔 ﾂｼﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 1:47:57
282 1188 辻 彰浩 ﾂｼﾞ ｱｷﾋﾛ 浜松市 浜松ホトニクス 1:48:01
283 941 桑原 隆志 ｸﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 掛川市 1:48:10
284 1093 松本 亮 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 浜松市 調達走友会 1:48:10
285 1731 北村 友之 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 ＮＭＢぱややーん 1:48:13
286 982 佐藤 学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 1:48:17
287 452 堀野 大輔 ﾎﾘﾉ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 1:48:19
288 3436 姥 巧 ｳﾊﾞ ﾀｸﾐ 磐田市 1:48:22
289 3748 佃 法貴 ﾂｸﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 湖西市 ４８会 1:48:27
290 1790 藤田 佳隆 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 浜松市 静岡銀行 1:48:38
291 1008 山田 貴弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 ジボダン 1:48:45
292 3879 大迫 洋 ｵｵｻｺ ﾋﾛｼ 浜松市 1:48:49
293 2293 リケルメ アラン ﾘｹﾙﾒ ｱﾗﾝ 浜松市 1:48:54
294 1975 須佐 勝己 ｽｻ ｶﾂﾐ 浜松市 1:49:04
295 1777 古橋 崇 ﾌﾙﾊｼ ﾀｶｼ 浜松市 1:49:04
296 2818 大石 幸由 ｵｵｲｼ ﾕｷﾖｼ 浜松市 ＡＲＭ 1:49:05
297 970 中村 祐介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 磐田市 1:49:09
298 3281 杉浦 輝 ｽｷﾞｳﾗ ﾃﾙ 浜松市 1:49:11
299 431 内田 陽 ｳﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 吉田町 バーガーフェイス 1:49:12
300 2313 勝見 陽介 ｶﾂﾐ ﾖｳｽｹ 東京都 1:49:14
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301 654 松田 和大 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 スズキＨＲ 1:49:17
302 1877 望月 典康 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾘﾔｽ 静岡市 老いた～ず 1:49:23
303 1070 相曾 良樹 ｱｲｿ ﾖｼｷ 浜松市 1:49:27
304 1431 水口 将史 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾏｻｼ 磐田市 1:49:30
305 643 山本 政和 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 袋井市 袋井市立三川小学校 1:49:33
306 1323 本木 潤 ﾓﾄｷ ｼﾞｭﾝ 浜松市 ｒｏｃｃａ 1:49:34
307 1179 石川 達也 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ 浜松市 Ｄｅａｒｓ 1:49:45
308 1525 鈴木 政明 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 磐田市 トライファイターズ 1:49:45
309 2344 角替 淳哉 ﾂﾉｶﾞｴ ｼﾞｭﾝﾔ 掛川市 Ｇテクノ 1:49:49
310 702 水越 政成 ﾐｽﾞｺｼ ﾏｻﾅﾘ 愛知県 川合肥料 1:49:51
311 703 溝口 陽一 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 掛川市 気分走会 1:49:54
312 905 青木 久剛 ｱｵｷ ﾋｻﾀｹ 静岡市 1:49:56
313 3103 蔵前 公介 ｸﾗﾏｴ ｺｳｽｹ 静岡市 1:49:59
314 1945 鈴木 典明 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 長泉町 1:50:11
315 1195 松下 馨 ﾏﾂｼﾀ ｶｵﾙ 袋井市 上石野ＡＣ 1:50:12
316 1427 飯塚 真人 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 静岡市 静岡走ろう会 1:50:18
317 855 小幡 晃 ｵﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 御前崎市 1:50:19
318 1199 岩瀬 道明 ｲﾜｾ ﾐﾁｱｷ 愛知県 1:50:22
319 465 松下 和昭 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 三重県 1:50:30
320 38 木村 栄三 ｷﾑﾗ ｴｲｿﾞｳ 静岡市 静岡陸協 1:50:38
321 2238 石川 寛徳 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 磐田市 1:50:40
322 2095 中島 信一 ﾅｶｼﾏ ｼﾝｲﾁ 浜松市 パンダチーム 1:50:44
323 1167 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 静岡市 1:50:45
324 711 西澤 慶生 ﾆｼｻﾞﾜ ﾖｼｵ 浜松市 1:50:49
325 1286 岡部 紀彦 ｵｶﾍﾞ ﾉﾘﾋｺ 浜松市 ヤマハ発動機 1:50:53
326 2441 久保田 金苗 ｸﾎﾞﾀ ｶﾅｴ 袋井市 1:50:56
327 514 牧 信太郎 ﾏｷ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 ルナークス 1:50:57
328 6 小池 一 ｺｲｹ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 1:50:59
329 1437 岩本 幸司 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｼﾞ 静岡市 1:51:01
330 1424 大須賀 悟 ｵｵｽｶ ｻﾄﾙ 浜松市 航空宇宙事業部 鈍亀会 1:51:05
331 944 レイナルド 本間 ﾚｲﾅﾙﾄﾞ ﾎﾝﾏ 浜松市 1:51:07
332 1462 袴田 良樹 ﾊｶﾏﾀ ﾖｼｷ 浜松市 遊闘會 1:51:09
333 1256 金子 浩 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ 磐田市 磐田市 1:51:10
334 682 小野田 謙二 ｵﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 オサムレーシング 1:51:16
335 1318 田中 努 ﾀﾅｶ ﾂﾄﾑ 富士宮市 ＨＩＰＥＲＭＡＸ 1:51:16
336 1611 田中 智久 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋｻ 牧之原市 伊藤園 1:51:20
337 1178 平川 伸彦 ﾋﾗｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 浜松市 1:51:21
338 1425 志村 友康 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾔｽ 磐田市 猛虎会 1:51:22
339 1418 林 幸雄 ﾊﾔｼ ﾕｷｵ 浜松市 あまラン 1:51:24
340 840 高柳 賢二 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 1:51:26
341 1393 田中 一史 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｼ 愛知県 1:51:26
342 1275 松下 貴晴 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾊﾙ 浜松市 公務員 1:51:26
343 2504 疋野 輝紀 ﾋｷﾉ ﾃﾙｷ 東京都 1:51:28
344 1438 松崎 雅巳 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾐ 浜松市 三光電機株式会社 1:51:30
345 640 稲嶺 ファビオ ｲﾅﾐﾈ ﾌｧﾋﾞｵ 袋井市 1:51:36
346 588 石岡 伸康 ｲｼｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 浜松市 1:51:38
347 2454 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 磐田市 1:51:38
348 2195 藤原 孝雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｵ 三島市 静岡銀行 1:51:39
349 1197 室賀 啓之 ﾑﾛｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:51:39
350 2381 古田 昌弘 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:51:45
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351 1633 山内 弘幸 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 遠州楽走会 1:51:47
352 1347 井上 倫宏 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 富士市 1:51:52
353 3078 加茂 高史 ｶﾓ ﾀｶﾌﾐ 藤枝市 1:51:59
354 1059 中平 勝 ﾅｶﾋﾗ ﾏｻﾙ 岐阜県 1:52:04
355 1846 小野田 将司 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻｼ 富士宮市 1:52:08
356 2418 佐藤 一貴 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 浜松市 佐藤一貴 1:52:11
357 1321 渡会 隆行 ﾜﾀﾗｲ ﾀｶﾕｷ 愛知県 サーラＲＣ 1:52:15
358 1852 田中 亮平 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 静岡市 1:52:25
359 1398 安井 純也 ﾔｽｲ ｼﾞｭﾝﾔ 掛川市 1:52:28
360 1628 井口 渉 ｲｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 浜松市 ＴＨＥ ＤｄＴ 1:52:29
361 2054 本木 伸幸 ﾓﾄｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 三井住友海上 1:52:30
362 1432 高木 紀男 ﾀｶｷﾞ ﾉﾘｵ 愛知県 1:52:34
363 1722 丸之内 泰介 ﾏﾙﾉｳﾁ ﾀｲｽｹ 焼津市 1:52:41
364 1202 高田 正樹 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｷ 沼津市 1:52:45
365 1947 坂 勇一 ﾊﾞﾝ ﾕｳｲﾁ 岐阜県 1:52:47
366 3473 井上 隆志 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 磐田市 1:52:47
367 571 榎戸 敬人 ｴﾉｷﾄﾞ ﾀｶﾋﾄ 静岡市 静岡ＹＥＧゆるキャン同好会 1:52:56
368 1536 福岡 大樹 ﾌｸｵｶ ﾀﾞｲｷ 静岡市 ⭐︎マイフィット 1:52:58
369 489 寺田 成男 ﾃﾗﾀﾞ ｼｹﾞｵ 牧之原市 マニュライフ生命 1:52:59
370 937 青木 政和 ｱｵｷ ﾏｻｶｽﾞ 愛知県 ランニング専門学校 1:53:01
371 1324 高岡 健 ﾀｶｵｶ ｹﾝ 静岡市 1:53:03
372 331 松根 陽介 ﾏﾂﾈ ﾖｳｽｹ 浜松市 浜松ホトニクス 1:53:09
373 2331 石原 尚武 ｲｼﾊﾗ ﾅｵﾀｹ 湖西市 1:53:09
374 1127 伴 和久 ﾊﾞﾝ ｶｽﾞﾋｻ 磐田市 1:53:09
375 1863 渥美 将彦 ｱﾂﾐ ﾏｻﾋｺ 浜松市 1:53:10
376 2003 伊藤 健作 ｲﾄｳ ｹﾝｻｸ 浜松市 大五運送 1:53:15
377 2635 国松 功 ｸﾆﾏﾂ ｲｻｵ 愛知県 空手道不動会 1:53:21
378 773 磯田 進也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ 浜松市 サイコアスロン静岡 1:53:21
379 931 中村 淳 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 浜松市 1:53:23
380 1968 柴田 憲彦 ｼﾊﾞﾀ ﾉﾘﾋｺ 磐田市 1:53:24
381 2393 酒井 信一 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 静岡市 静岡走ろう会 1:53:33
382 1137 田代 勝良 ﾀｼﾛ ｶﾂﾖｼ 愛知県 だいずクラブ 1:53:39
383 3703 淺倉 敬一 ｱｻｸﾗ ｹｲｲﾁ 浜松市 ＷＩＴＨＷＩＮ合同会社 1:53:46
384 1861 西郷 航太 ｻｲｺﾞｳ ｺｳﾀ 掛川市 与左衛門ランニングクラブ 1:53:48
385 1757 村上 竜士 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ 浜松市 エフシーシー 1:53:49
386 1556 芦沢 智明 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 浜松市 1:53:53
387 1402 柴田 貴章 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 磐田市 1:53:55
388 1395 山崎 勝之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 掛川市 伊達方ＡＣ 1:54:04
389 1207 足立 一起 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｷ 袋井市 1:54:06
390 1072 服部 宏平 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 浜松市 ローランド 1:54:11
391 975 古橋 翔 ﾌﾙﾊｼ ｱｷﾗ 愛知県 浜松医科大学病院 1:54:23
392 1630 永田 恭大 ﾅｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 1:54:27
393 1456 栗田 佳昭 ｸﾘﾀ ﾖｼｱｷ 浜松市 楽喜庭 1:54:28
394 427 古川 雅英 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 浜松市 くろ 1:54:29
395 2134 西岡 洋輔 ﾆｼｵｶ ﾖｳｽｹ 御前崎市 こなもん食堂 台湾まぜそば 1:54:37
396 775 渡邊 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 日本工営都市空間株式会社 1:54:38
397 815 馬渕 隆 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶｼ 浜松市 1:54:39
398 1146 鈴木 慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 浜松市 1:54:40
399 1200 杉田 敬幸 ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 静岡市 1:54:41
400 1088 山田 崇治 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾊﾙ 磐田市 1:54:43
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401 1746 小長井 洋輔 ｺﾅｶﾞｲ ﾖｳｽｹ 浜松市 1:54:44
402 1069 池田 容一郎 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:54:44
403 1231 中村 和弘 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:54:45
404 592 内山 智晴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 袋井市 1:54:47
405 1054 大橋 和寿 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ 浜松市 辰巳ランニングクラブ 1:54:50
406 370 村上 寛之 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ 袋井市 1:54:56
407 1726 金原 辰夫 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾀﾂｵ 袋井市 1:54:58
408 2659 マルテインス レオナルド ﾏﾙﾃｲﾝｽ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ 浜松市 ばせ 1:55:07
409 1501 金原 一成 ｷﾝﾊﾟﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 静岡市 1:55:10
410 1608 間 浩之 ﾊｻﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 1:55:12
411 1804 竹内 敬俊 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾄｼ 磐田市 調達走友会 1:55:13
412 3459 服部 亮 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾗ 浜松市 1:55:15
413 1819 大橋 玲児 ｵｵﾊｼ ﾚｲｼﾞ 静岡市 1:55:15
414 1738 加藤 達彦 ｶﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 磐田市 1:55:20
415 1153 松本 敬介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ 浜松市 1:55:32
416 308 林 友和 ﾊﾔｼ ﾄﾓｶｽﾞ 磐田市 ソミックＲＣ 1:55:35
417 1620 岡部 貴史 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 静岡市 静岡市教育センター 1:55:39
418 271 岡部 雅史 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾌﾐ 湖西市 1:55:39
419 1201 牧 優作 ﾏｷ ﾕｳｻｸ 浜松市 1:55:42
420 1121 金原 新 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱﾗﾀ 磐田市 1:55:47
421 1724 山本 朋宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 遠州鉄道 浜松西営業所 1:55:51
422 2232 和田 恵治 ﾜﾀﾞ ｹｲｼﾞ 磐田市 トッサロード 1:55:56
423 2408 真野 大 ﾏﾉ ﾀﾞｲ 藤枝市 1:55:57
424 1623 渥美 忍 ｱﾂﾐ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 1:55:59
425 1970 大石 直典 ｵｵｲｼ ﾅｵﾉﾘ 磐田市 1:56:07
426 550 式守 啓介 ｼｷﾓﾘ ｹｲｽｹ 静岡市 カトケンカルテット 1:56:08
427 1131 中嶋 健一 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 静岡市 〇けんとしゅ〇 1:56:09
428 2494 山本 起義 ﾔﾏﾓﾄ ｷﾖｼ 掛川市 1:56:16
429 1677 薮下 和幸 ﾔﾌﾞｼﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 ＧーＭＡＸ 1:56:18
430 1680 城殿 智也 ｷﾄﾞﾉ ﾄﾓﾔ 愛知県 1:56:19
431 1165 大川原 正佳 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｻﾖｼ 掛川市 1:56:25
432 566 木村 達徳 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾉﾘ 御殿場市 部隊訓練評価隊 1:56:29
433 3734 大津賀 淑行 ｵｵﾂｶﾞ ﾖｼﾕｷ 伊東市 1:56:31
434 2248 袴田 直樹 ﾊｶﾏﾀ ﾅｵｷ 磐田市 トライワーク 1:56:33
435 1807 田村 大介 ﾀﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 三島市 1:56:41
436 1493 佐々木 隆太 ｻｻｷ ﾘｭｳﾀ 磐田市 1:56:41
437 1344 近藤 正臣 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾌﾐ 愛知県 深谷ランニングクラブ 1:56:42
438 2133 小林 智之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 菊川市 こなもん食堂 牛すじ煮込み 1:56:47
439 1812 元祐 真治 ﾓﾄｽｹ ｼﾝｼﾞ 富士宮市 ＨＩＰＥＲＭＡＸ 1:56:47
440 2673 簗瀬 隆志 ﾔﾅｾ ﾀｶｼ 磐田市 1:56:49
441 2658 植竹 和人 ｳｴﾀｹ ｶｽﾞﾄ 浜松市 1:56:50
442 1913 神谷 洋利 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄｼ 浜松市 1:56:56
443 1449 鈴木 亘 ｽｽﾞｷ ﾜﾀﾙ 磐田市 1:57:03
444 1448 塚本 貴徳 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 焼津市 1:57:09
445 1565 袴田 真也 ﾊｶﾏﾀ ｼﾝﾔ 磐田市 1:57:11
446 2763 中山 博規 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 富士宮市 1:57:12
447 761 中村 暢秀 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:57:14
448 3364 内山 幸祐 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 浜松市 ゆうひまみさ 1:57:16
449 967 八谷 信 ﾔﾂﾔ ﾏｺﾄ 愛知県 1:57:18
450 3666 吉村 映史 ﾖｼﾑﾗ ｴｲｼﾞ 磐田市 1:57:21
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451 1206 中川 祐介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 島田市 中川牧場 1:57:24
452 1530 山下 裕太郎 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 浜松市 1:57:33
453 1284 山本 康人 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ 磐田市 1:57:34
454 1086 田山 達朗 ﾀﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ 御殿場市 ジュビロ会 1:57:38
455 1391 内山 連 ｳﾁﾔﾏ ﾑﾗｼﾞ 磐田市 1:57:42
456 973 山口 充夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 愛知県 1:57:45
457 1705 山中 義裕 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 1:57:48
458 2019 名久井 孝史 ﾅｸｲ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 1:57:49
459 1227 寺本 典史 ﾃﾗﾓﾄ ﾉﾘﾋﾄ 浜松市 ＷＲＣ 1:57:52
460 1712 藤浦 康二 ﾌｼﾞｳﾗ ｺｳｼﾞ 牧之原市 1:57:52
461 734 久保田 佳孝 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 静岡市 1:57:53
462 2063 土井 敦雄 ﾄﾞｲ ｱﾂｵ 愛知県 1:58:06
463 896 宮脇 克義 ﾐﾔﾜｷ ｶﾂﾖｼ 島田市 島田市役所 1:58:08
464 1576 高谷 博 ﾀｶﾔ ﾋﾛｼ 磐田市 1:58:10
465 2350 田畑 吉伸 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜松市 1:58:11
466 1413 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 シズサン 1:58:18
467 2183 日下部 靖介 ｸｻｶﾍﾞ ｾｲｽｹ 磐田市 1:58:19
468 462 大石 昌弘 ｵｵｲｼ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 株式会社ヒューモラボラトリー 1:58:21
469 354 杉 芳典 ｽｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 磐田市 1:58:24
470 2008 山田 純一 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 ＴＥＧＥＲＵＮ 1:58:24
471 3523 福田 竜一 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 浜松市 テゲラン 1:58:24
472 2180 岩堀 幸正 ｲﾜﾎﾘ ﾕｷﾏｻ 磐田市 1:58:27
473 1050 山口 和之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 1:58:30
474 1815 山下 太久真 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾏ 磐田市 1:58:32
475 1025 鈴木 伊寿己 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 湖西市 大工米サ 1:58:32
476 2703 嶋 寿峰 ｼﾏ ﾋｻﾐﾈ 愛知県 1:58:35
477 2678 田形 嘉章 ﾀｶﾞﾀ ﾖｼｱｷ 静岡市 1:58:36
478 2284 笠原 秀樹 ｶｻﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 ３４ＨＲ 1:58:37
479 1591 古川 康弘 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 1:58:46
480 1267 松岡 直紀 ﾏﾂｵｶ ﾅｵｷ 藤枝市 静岡銀行 1:58:51
481 1704 大川 貴也 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾔ 磐田市 1:58:52
482 1233 鈴木 一聖 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 磐田市 ※食欲旺盛※ 1:59:00
483 628 山林 忠司 ﾔﾏﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 1:59:02
484 868 梅田 正幸 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 1:59:12
485 1879 青山 輝生 ｱｵﾔﾏ ﾃﾙｵ 愛知県 1:59:13
486 1667 野口 明 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ 愛知県 1:59:22
487 1126 大久保 智史 ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾓﾌﾐ 愛知県 1:59:24
488 2366 武田 洋一 ﾀｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 静岡市 1:59:29
489 1014 山下 陽介 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｽｹ 磐田市 1:59:29
490 1040 照井 英之 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 1:59:29
491 1909 武藤 喜洋 ﾑﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 掛川市 与左衛門ランニングクラブ 1:59:32
492 2844 丹羽 雪晴 ﾆﾜ ﾕｷﾊﾙ 愛知県 ＬＡＣ 1:59:35
493 930 松浦 良明 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｱｷ 焼津市 中川牧場 1:59:35
494 1533 神谷 成寿 ｶﾐﾔ ﾅﾙﾋｻ 浜松市 1:59:45
495 2784 山崎 快正 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾏｻ 浜松市 1:59:54
496 1140 比知屋 悟朗 ﾋｼﾞﾔ ｺﾞﾛｳ 焼津市 チームＳＡＳＡＹＡ 1:59:55
497 1900 菅野 誠俊 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾄｼ 静岡市 静岡南高校２軍 1:59:56
498 1751 加藤 将健 ｶﾄｳ ﾏｻﾀｹ 埼玉県 1:59:59
499 1660 内海 哲哉 ｳﾂﾐ ﾃﾂﾔ 浜松市 2:00:01
500 2080 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 2:00:03

2022年11月20日



第25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: 2022/11/20 12:34:15 11 / 18 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

501 3805 鶴田 伸一郎 ﾂﾙﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 2:00:07
502 1912 佐藤 弘之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ハマカスｔａｂ 2:00:08
503 911 矢部 哲也 ﾔﾍﾞ ﾃﾂﾔ 静岡市 2:00:08
504 2084 山中 英利 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 2:00:09
505 2588 米山 恭弘 ﾖﾈﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 理容まつもと 2:00:11
506 1661 中村 聡 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 石川県 2:00:16
507 2432 石井 博幸 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 Ｇ－ＭＡＸ 2:00:18
508 1568 松本 義昭 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼｱｷ 吉田町 2:00:21
509 1936 伴 嘉之 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾕｷ 湖西市 2:00:22
510 1302 大久保 和久 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 Ｒ＆Ｊ 2:00:23
511 2072 野田 浩祐 ﾉﾀﾞ ｺｳｽｹ 浜松市 2:00:30
512 1079 飯田 圭章 ｲｲﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川県 2:00:31
513 1116 スタンベリー サイモン ｽﾀﾝﾍﾞﾘｰ ｻｲﾓﾝ 静岡市 2:00:32
514 1918 松田 直也 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 浜松市 2:00:32
515 3524 本永 隆倫 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 2:00:37
516 652 小野 直輝 ｵﾉ ﾅｵｷ 御前崎市 2:00:41
517 2442 嶺川 雅央 ﾐﾈｶﾜ ﾏｻｵ 静岡市 2:00:42
518 1952 藤井 崇良 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾖｼ 浜松市 チーム折り返し地点 2:00:54
519 2169 鈴木 寛司 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 愛知県 2:00:57
520 1787 水嶋 啓貴 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 浜松市 土地家屋調査士会 2:01:00
521 2353 石神 和晃 ｲｼｶﾞﾐ ｶｽﾞｱｷ 藤枝市 茶町 2:01:03
522 3757 田中 啓太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 焼津市 2:01:10
523 1614 曽根 良介 ｿﾈ ﾘｮｳｽｹ 焼津市 キリンさん 2:01:11
524 2975 中塚 章 ﾅｶﾂｶ ｱｷﾗ 磐田市 2:01:11
525 1220 都築 功樹 ﾂﾂﾞｷ ｺｳｷ 愛知県 2:01:14
526 2165 佐藤 慶幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 掛川市 ｓｔｒｏｇａｎｏｆｆ 2:01:16
527 626 外岡 優也 ﾄﾉｵｶ ﾕｳﾔ 掛川市 2:01:29
528 3159 白濱 博幸 ｼﾗﾊﾏ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 ホワイトベース 2:01:35
529 1778 相田 真吾 ｱｲﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 吉田町 2:01:36
530 3597 落合 龍太 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 浜松市 2:01:40
531 2273 下野 正太 ｼﾓﾉ ｼｮｳﾀ 愛知県 ＧーＭＡＸ 2:01:43
532 2270 阿久津 雅彦 ｱｸﾂ ﾏｻﾋｺ 浜松市 2:01:50
533 2820 辻 雅樹 ﾂｼﾞ ﾏｻｷ 浜松市 ＳＳＲＣ 2:01:59
534 907 神保 和正 ｼﾞﾝﾎﾟ ｶｽﾞﾏｻ 静岡市 ＨＲＣ 2:02:02
535 1592 丸山 順也 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 愛知県 きのこの山派 2:02:10
536 2376 高村 正和 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 2:02:20
537 1903 鈴木 邦和 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾔｽ 浜松市 2:02:20
538 1654 新舩 直人 ｱﾗﾌﾈ ﾅｵﾄ 浜松市 2:02:23
539 2153 満留 仁 ﾐﾂﾄﾒ ﾋﾄｼ 磐田市 だいずクラブ 2:02:28
540 1864 宮野 貴史 ﾐﾔﾉ ﾀｶｼ 浜松市 2:02:37
541 1189 天野 高幸 ｱﾏﾉ ﾀｶﾕｷ 浜松市 あまラン 2:02:53
542 1828 瀧本 記永 ﾀｷﾓﾄ ﾉﾘﾋｻ 袋井市 ＹＭＳＬ ＡＣ 2:02:55
543 3502 加藤 太一 ｶﾄｳ ﾀｲﾁ 磐田市 2:02:55
544 2487 櫻井 健太 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 磐田市 2:02:57
545 2801 青木 利恭 ｱｵｷ ﾄｼﾔｽ 静岡市 2:03:00
546 1885 深谷 恵太郎 ﾌｶﾔ ｹｲﾀﾛｳ 静岡市 ＢＥＥＲＵＮ 2:03:15
547 3737 大川 峰司 ｵｵｶﾜ ﾀｶｼ 愛知県 2:03:21
548 1894 杉山 祐太郎 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 静岡市 2:03:23
549 2702 小原 淳 ｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 掛川市 2:03:26
550 1862 大石 幸久 ｵｵｲｼ ﾕｷﾋｻ 掛川市 2:03:38
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551 1770 藤原 健 ﾌｼﾞﾊﾗ ｹﾝ 浜松市 2:03:43
552 1309 菊地 譲 ｷｸﾁ ﾕｽﾞﾙ 愛知県 ＲＫＳ 2:03:44
553 962 竹下 理史 ﾀｹｼﾀ ﾏｻｼ 袋井市 2:03:49
554 1516 小杉山 敬 ｺｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 磐田市 2:03:56
555 1315 北村 文崇 ｷﾀﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 磐田市 2:04:08
556 2390 大浦 亮介 ｵｵｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 2:04:10
557 831 野口 勇 ﾉｸﾞﾁ ｲｻﾑ 浜松市 アルモニコス 2:04:16
558 3540 岡田 英大 ｵｶﾀﾞ ｴｲﾀ 浜松市 2:04:24
559 2064 山口 充孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁﾀｶ 浜松市 2:04:36
560 2093 大庭 弘靖 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 2:04:36
561 1152 袴田 好信 ﾊｶﾏﾀ ﾖｼﾉﾌﾞ 磐田市 走った後は、お寿司 2:04:55
562 3196 西村 仁志 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾄｼ 静岡市 2:04:59
563 2399 安間 俊和 ｱﾝﾏ ﾄｼｶｽﾞ 浜松市 2:05:04
564 1036 成瀬 俊己 ﾅﾙｾ ﾄｼﾐ 浜松市 2:05:05
565 1575 鹿山 哲志 ｶﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ 愛知県 2:05:09
566 2371 山口 貢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ 焼津市 藤浦工業 2:05:12
567 3840 宮地 俊行 ﾐﾔﾁ ﾄｼﾕｷ 浜松市 2:05:18
568 2106 ラモス エベルトン ﾗﾓｽ ｴﾍﾞﾙﾄﾝ 磐田市 2:05:32
569 2043 青木 慶太朗 ｱｵｷ ｹｲﾀﾛｳ 磐田市 2:05:34
570 3439 福島 剛 ﾌｸｼﾏ ﾂﾖｼ 浜松市 2:05:42
571 2374 刑部 拓也 ｵｻｶﾍﾞ ﾀｸﾔ 浜松市 2:05:50
572 2816 久保田 啓仁 ｸﾎﾞﾀ ｱｷﾋﾄ 石川県 2:05:50
573 2456 山下 敬 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶｼ 焼津市 2:05:56
574 2117 鳥居 拓也 ﾄﾘｲ ﾀｸﾔ 磐田市 2:05:58
575 2697 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 愛知県 2:06:04
576 3212 近藤 善敬 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 岐阜県 2:06:07
577 1467 園田 雅章 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｱｷ 島田市 2:06:11
578 1589 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 2:06:14
579 1046 馬渕 寛尚 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾛﾅｵ 神奈川県 2:06:23
580 1329 阿部 浩輔 ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 浜松市 2:06:24
581 3266 赤堀 真 ｱｶﾎﾘ ﾏｺﾄ 菊川市 2:06:35
582 2062 鈴木 毅 ｽｽｷﾞ ﾀｹｼ 浜松市 浜松オートメーション 2:06:55
583 1756 西藤 晃章 ｻｲﾄｳ ﾃﾙｱｷ 牧之原市 2:06:56
584 2265 若林 剛 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 浜松市 2:06:59
585 1942 長沼 勝巳 ﾅｶﾞﾇﾏ ｶﾂﾐ 神奈川県 2:07:00
586 1694 鈴木 邦宏 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 磐田市 ロックランニング 2:07:10
587 2570 石川 智啓 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 2:07:10
588 983 原口 建一 ﾊﾗｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 愛知県 2:07:13
589 2707 永井 大樹 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｼﾞｭ 浜松市 ヤマハ発動機マリンサービス 2:07:14
590 1919 由川 博幸 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:07:17
591 3538 酒井 雄一郎 ｻｶｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 磐田市 静岡県産業環境センター 2:07:23
592 3652 鈴木 智博 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 2:07:24
593 1440 松村 俊明 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｼｱｷ 東京都 2:07:32
594 2460 尾原 光裕 ｵﾊﾞﾗ ﾐﾂﾋﾛ 長泉町 2:07:41
595 2136 松井 利幸 ﾏﾂｲ ﾄｼﾕｷ 掛川市 こなもん食堂 豚玉スペシャル 2:07:42
596 2135 水野 秀俊 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞﾄｼ 御前崎市 こなもん食堂デラックスもんじゃ 2:07:42
597 820 野村 知幸 ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 ＡＲＭ（相生ランニングマニア） 2:07:45
598 1782 天野 祐介 ｱﾏﾉ ﾕｳｽｹ 浜松市 2:07:47
599 467 シライ アンデルソン ｼﾗｲ ｱﾝﾃﾞﾙｿﾝ 磐田市 2:07:47
600 2274 谷 裕好 ﾀﾆ ﾋﾛﾖｼ 磐田市 コプレック 2:07:49

2022年11月20日



第25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: 2022/11/20 12:34:15 13 / 18 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

601 1348 西川 健太郎 ﾆｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 2:07:50
602 2146 天谷 和幸 ｱﾏﾔ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 2:07:53
603 2114 河原 将人 ｶﾜﾊﾗ ﾏｻﾄ 焼津市 2:07:55
604 1313 山本 勢悟 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｺﾞ 磐田市 2:07:59
605 3121 旭日田 マイキ ｱｻﾋﾀﾞ ﾏｲｷ 磐田市 2:08:06
606 1948 増田 有正 ﾏｽﾀﾞ ｱﾘﾏｻ 掛川市 公務員 2:08:09
607 2839 本杉 誠 ﾓﾄｽｷﾞ ﾏｺﾄ 静岡市 ＢＥＥＲＵＮ 2:08:10
608 1219 竹下 正芳 ﾀｹｼﾀ ﾏｻﾖｼ 浜松市 2:08:13
609 3588 逸見 誠 ﾍﾝﾐ ﾏｺﾄ 磐田市 2:08:14
610 3722 本間 紀宏 ﾎﾝﾏ ﾉﾘﾋﾛ 愛知県 株式会社大林組 2:08:16
611 1639 佐藤 修司 ｻﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 静岡市 新出光 2:08:17
612 2417 大石 敦司 ｵｵｲｼ ｱﾂｼ 焼津市 2:08:18
613 2036 鈴木 徹志 ｽｽﾞｷ ﾃﾂｼ 大阪府 2:08:21
614 590 小澤 司 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 浜松市 2:08:44
615 3382 杉本 康裕 ｽｷﾞﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 2:08:48
616 3828 鈴木 啓司 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 袋井市 2:08:59
617 3861 小林 寿雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｵ 宮城県 小野激走会 2:09:07
618 2179 桑原 雅規 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻｷ 浜松市 トモラン 2:09:12
619 738 赤塚 龍哉 ｱｶﾂｶ ﾀﾂﾔ 磐田市 2:09:18
620 2739 江間 充祐 ｴﾏ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 2:09:25
621 2332 西尾 幸則 ﾆｼｵ ﾕｷﾉﾘ 浜松市 2:09:35
622 3433 林 雅之 ﾊﾔｼ ﾏｻﾕｷ 磐田市 磐田市社会福祉協議会 2:09:35
623 603 伊池 友治 ｲｲｹ ﾄﾓﾊﾙ 袋井市 2:09:42
624 1067 村松 祐三 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｿﾞｳ 磐田市 2:09:58
625 2804 河野 博臣 ｶﾜﾉ ﾋﾛｵﾐ 東京都 2:09:58
626 2168 篠ヶ瀬 有一郎 ｻｻｶﾞｾ ﾕｳｲﾁﾛｳ 浜松市 2:10:11
627 1829 成田 政敏 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄｼ 愛知県 2:10:13
628 2172 新谷 恒弘 ｼﾝﾀﾆ ﾂﾈﾋﾛ 静岡市 2:10:15
629 828 近藤 佳明 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼｱｷ 磐田市 2:10:18
630 2495 野島 由雄 ﾉｼﾞﾏ ﾖｼｵ 磐田市 2:10:20
631 2718 望月 俊幸 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾕｷ 掛川市 2:10:22
632 3248 村松 貴則 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾉﾘ 御前崎市 みさかほチャンネル 2:10:31
633 2752 山口 昌之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 愛知県 田中工業 2:10:35
634 2480 時政 圭輔 ﾄｷﾏｻ ｹｲｽｹ 藤枝市 2:10:36
635 3226 古井 一真 ﾌﾙｲ ｶｽﾞﾏ 磐田市 2:10:36
636 763 茨木 康充 ｲﾊﾞﾗｷﾞ ﾔｽﾐﾂ 島田市 オレンジトレイル 2:10:54
637 1372 川合 友明 ｶﾜｲ ﾄﾓｱｷ 浜松市 2:10:55
638 1203 立松 義一 ﾀﾃﾏﾂ ﾖｼｶｽﾞ 愛知県 2:11:05
639 2741 澤根 弘幸 ｻﾜﾈ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:11:09
640 1453 池野 明拡 ｲｹﾉ ｱｷﾋﾛ 浜松市 浜名アスリート 2:11:15
641 1713 大石 親嗣 ｵｵｲｼ ﾁｶｼ 牧之原市 2:11:17
642 2548 江塚 大輔 ｴﾂﾞｶ ﾀｲｽｹ 磐田市 2:11:18
643 1891 片桐 秀太郎 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｭｳﾀﾛｳ 浜松市 2:11:27
644 3209 武末 陽一 ﾀｹｽｴ ﾖｳｲﾁ 静岡市 2:11:31
645 1951 松田 宏典 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 浜松市 2:11:38
646 1458 古池 聖生 ﾌﾙｲｹ ｾｲｷ 浜松市 Ｌｏｔｕｓ 2:11:38
647 1859 松山 幸稔 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷﾉﾘ 浜松市 ベルソニカ 2:11:41
648 3136 荒井 孝諭 ｱﾗｲ ﾀｶﾂｸﾞ 掛川市 シーアールシー 2:11:44
649 2191 高木 健太 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀ 掛川市 与左衛門ランニングクラブ 2:12:15
650 2961 小南 幸介 ｺﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 袋井市 コミナミ商店 2:12:17
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651 2750 吉田 浩介 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｽｹ 愛知県 2:12:19
652 1914 芝 真英 ｼﾊﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 愛知県 2:12:20
653 2141 村松 由治 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:12:22
654 2576 山田 真弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 2:12:25
655 1251 浅羽 俊光 ｱｻﾊﾞ ﾄｼﾐﾂ 袋井市 大進堂 2:12:27
656 2831 広岡 貴浩 ﾋﾛｵｶ ﾀｶﾋﾛ 掛川市 2:12:39
657 1806 深澤 耕大 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 浜松ホトニクス 2:12:45
658 2705 松原 利雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼｵ 磐田市 2:12:48
659 1035 石川 正高 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾀｶ 磐田市 2:12:52
660 2161 シマオ ジェニルソン ｼﾏｵ ｼﾞｪﾆﾙｿﾝ 磐田市 2:12:53
661 2802 喜久川 潔 ｷｸｶﾞﾜ ｷﾖｼ 焼津市 Ｆｏｍａｘ 2:13:09
662 2175 鈴木 善幸 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 袋井市 ＹＳＬＡ 2:13:30
663 2124 大井 啓吾 ｵｵｲ ｹｲｺﾞ 浜松市 2:13:33
664 2090 岡本 章典 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 浜松市 2:13:39
665 1645 奥川 慶一 ｵｸｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ 焼津市 奥川石材 2:13:41
666 748 島 章悟 ｼﾏ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 2:13:42
667 2786 伴 嘉人 ﾊﾞﾝ ﾖｼﾄ 磐田市 浜南陸 2:13:49
668 1192 片山 陽介 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｽｹ 裾野市 2:13:55
669 3296 芝川 晃規 ｼﾊﾞｶﾜ ｱｷﾉﾘ 掛川市 2:14:09
670 2137 丸尾 貴信 ﾏﾙｵ ﾀｶﾉﾌﾞ 御前崎市 こなもん食堂 カキオコ冬季限定 2:14:15
671 3351 満村 聖一 ﾐﾂﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 富士市 高嶺フレンズ 2:14:20
672 3346 吉岡 聡 ﾖｼｵｶ ｻﾄｼ 磐田市 2:14:26
673 3215 野島 圭介 ﾉｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 浜松市 わくわく 2:14:30
674 2163 杉村 誠司 ｽｷﾞﾑﾗ ｾｲｼﾞ 神奈川県 2:14:50
675 1168 中村 隆宏 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 住たくエコ工房 2:15:04
676 1857 砂田 和之 ｽﾅﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 2:15:06
677 3621 能村 明博 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 2:15:06
678 1855 木村 俊治 ｷﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 浜松市 2:15:12
679 1841 米田 悟 ﾖﾈﾀﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 2:15:14
680 1739 桐谷 憲治 ｷﾘﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:15:17
681 2475 仁地 規将 ﾆﾝﾁ ﾉﾘﾏｻ 浜松市 クラスト 2:15:20
682 3483 山中 美智明 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾁｱｷ 磐田市 2:15:36
683 3070 和田 伯隆 ﾜﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 浜松市 2:15:41
684 2846 西尾 晃一 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁ 浜松市 ＪＲ東海 2:15:42
685 3474 大庭 健嗣 ｵｵﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 2:15:49
686 2206 望月 勇希 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳｷ 静岡市 2:15:59
687 1929 高橋 昭雄 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ 愛知県 みんなみんな 2:16:02
688 3109 中野村 明彦 ﾅｶﾉﾑﾗ ｱｷﾋｺ 浜松市 2:16:08
689 1507 大場 行一 ｵｵﾊﾞ ｺｳｲﾁ 浜松市 西濃運輸 2:16:08
690 3504 石代 貴義 ｺｸﾀﾞｲ ﾀｶﾖｼ 磐田市 2:16:18
691 1949 加藤 大世 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｾｲ 神奈川県 2:16:59
692 3081 浜田 守 ﾊﾏﾀﾞ ﾏﾓﾙ 岐阜県 2:17:12
693 2310 草刈 健吾 ｸｻｶﾘ ｹﾝｺﾞ 浜松市 2:17:16
694 2591 村松 良樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼｷ 浜松市 2:17:17
695 3641 山田 貴慎 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 焼津市 2:17:18
696 2950 瀬本 吾朗 ｾﾓﾄ ｺﾞﾛｳ 浜松市 2:17:28
697 3539 桜井 武史 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 磐田市 豊田合気道クラブ 2:17:33
698 3497 小岸 薫 ｵｷﾞｼ ｶｵﾙ 磐田市 磐田ライオンズクラブ 2:17:34
699 758 田中 智章 ﾀﾅｶ ﾄﾓｱｷ 掛川市 チーム粟レンジャー 2:17:39
700 3479 鈴木 信也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 掛川市 ハマカス 2:17:42
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701 2838 田中 譲 ﾀﾅｶ ｼﾞｮｳ 島田市 2:18:08
702 2623 鈴木 秀貴 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県 ＫＯＺＡＫＫＹ５ 2:18:11
703 2754 鈴木 淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 愛知県 2:18:18
704 3046 笹川 直純 ｻｻｶﾜ ﾅｵｽﾞﾐ 静岡市 2:18:21
705 3713 榛葉 馨 ｼﾝﾊﾞ ｶｵﾙ 掛川市 2:18:25
706 3113 太田 真矢 ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 東京都 大和証券 浜松支店 2:18:29
707 3720 木本 瞬 ｷﾓﾄ ｼｭﾝ 湖西市 2:18:31
708 3290 小池 祐一郎 ｺｲｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 静岡市 小池弥太郎商店 2:18:32
709 3300 神馬 将径 ｼﾞﾝﾏ ﾏｻﾐﾁ 浜松市 2:18:39
710 2738 稲垣 博資 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｼ 浜松市 2:18:43
711 2091 高橋 大貴 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 浜松市 ヤマハランニングクラブ 2:19:26
712 3094 板垣 豊 ｲﾀｶﾞｷ ﾕﾀｶ 磐田市 会社員 2:19:28
713 3684 鈴木 秀二 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 袋井市 2:19:28
714 2156 浅野 裕基 ｱｻﾉ ﾋﾛｷ 神奈川県 2:19:30
715 2459 鈴木 邦和 ｽｽﾞｷ ｸﾆｶｽﾞ 磐田市 浜松ホトニクス 2:19:31
716 1417 山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 磐田市 山口達也 2:19:34
717 2194 近藤 祐作 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｻｸ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:19:38
718 2638 矢島 大輔 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 焼津市 2:19:42
719 3371 福間 輝明 ﾌｸﾏ ﾃﾙｱｷ 埼玉県 大和証券（株） 2:19:54
720 2612 小林 武尊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 愛知県 だいずクラブ 2:19:54
721 2642 加藤 圭太郎 ｶﾄｳ ｹｲﾀﾛｳ 掛川市 2:19:58
722 3029 増田 智洋 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 磐田市 2:20:03
723 2060 永田 貴寛 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 袋井市 2:20:09
724 2078 藤原 和樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 浜松市 2:20:13
725 3110 阪上 康裕 ｻｶｳｴ ﾔｽﾋﾛ 岐阜県 株式会社グロウスファーマシー 2:20:17
726 1759 野田 直孝 ﾉﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 愛知県 2:20:24
727 1294 松浦 雅俊 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾄｼ 京都府 2:20:39
728 3232 高橋 雅人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 福井県 中日新聞社 2:20:57
729 2139 河上 圭 ｶﾜｶﾐ ｹｲ 浜松市 2:20:59
730 3224 増本 康朗 ﾏｽﾓﾄ ﾔｽｱｷ 磐田市 2:21:03
731 1715 古田 豊 ﾌﾙﾀ ﾕﾀｶ 浜松市 ｍａｔ 2:21:18
732 2068 外園 宏 ﾎｶｿﾞﾉ ﾋﾛｼ 磐田市 エームサービス株式会社 2:21:21
733 2521 鈴木 辰矢 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 森町 2:21:31
734 1524 小林 隆史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾌﾐ 袋井市 ＮＥＣ静岡ビジネス 2:21:47
735 3635 辻坂 学 ﾂｼﾞｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 愛知県 2:21:59
736 1550 横山 広記 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｷ 磐田市 ハーフ初挑戦 2:22:06
737 2694 笠井 真一 ｶｻｲ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:22:09
738 3005 小蔦 隆司 ｺﾂﾞﾀ ﾀｶｼ 掛川市 2:22:15
739 1835 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 焼津市 2:22:29
740 927 大石 住和 ｵｵｲｼ ｽﾐｶｽﾞ 掛川市 2:22:52
741 2272 岡本 雄一 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 静岡市 2:23:00
742 2497 北澤 康弘 ｷﾀｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 掛川市 2:23:04
743 3071 齋藤 伸悟 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:23:08
744 3399 村松 重佳 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾖｼ 浜松市 2:23:16
745 2143 菅沼 郁也 ｽｶﾞﾇﾏ ｲｸﾔ 静岡市 2:23:35
746 2204 中島 敬晃 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 浜松市 2:23:49
747 2538 那須田 直弘 ﾅｽﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 2:24:00
748 1734 榊原 秀人 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 ＮＣＮＰ 2:24:09
749 2398 廣瀬 剛史 ﾋﾛｾ ﾂﾖｼ 愛知県 2:24:25
750 3211 早川 貴人 ﾊﾔｶﾜ ﾀｶﾄ 浜松市 2:24:29
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751 2212 成澤 隼一 ﾅﾙｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 2:24:33
752 3637 鈴木 俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 磐田市 ＮＴＮ 2:24:40
753 2592 平田 倫寛 ﾋﾗﾀ ﾐﾁﾋﾛ 磐田市 2:25:03
754 3406 栗田 幸治 ｸﾘﾀ ｺｳｼﾞ 磐田市 2:25:06
755 3190 望月 秀俊 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 静岡市 2:25:08
756 2970 森 健一郎 ﾓﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 2:25:11
757 3143 春成 英史 ﾊﾙﾅﾘ ｴｲｼﾞ 浜松市 2:25:17
758 2563 石川 真人 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 磐田市 2:25:18
759 3529 甲賀 大介 ｺｳｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:25:23
760 3437 山田 貴久 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 磐田市 2:25:46
761 2875 野沢 誠 ﾉｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 浜松市 2:26:07
762 3391 松井ベルナルド 恭司 ﾏﾂｲﾍﾞﾙﾅﾙﾄﾞ ｷｮｳｼﾞ 磐田市 2:26:11
763 2645 鎌田 真太郎 ｶﾏﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 浜松市 浜松ホトニクス 2:26:14
764 3389 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ 浜松市 2:26:24
765 2821 河村 太 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾄｼ 愛知県 まゆゆきりん 2:26:36
766 3172 北川 勇治 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 浜松市 2:26:46
767 2908 堀 哲史 ﾎﾘ ﾃﾂｼﾞ 菊川市 2:26:53
768 3345 夏目 晃平 ﾅﾂﾒ ｺｳﾍｲ 浜松市 2:27:13
769 3887 青島 宏和 ｱｵｼﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 磐田市 磐田タグラグビークラブ 2:27:30
770 251 岡田 章 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 愛知県 パトラン名古屋 2:27:44
771 2730 佐藤 健治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 磐田市 ＲＥＡＬ２７ 2:27:54
772 2664 大瀧 友輔 ｵｵﾀｷ ﾕｳｽｹ 静岡市 2:28:01
773 2546 大谷 篤 ｵｵﾀﾆ ｱﾂｼ 静岡市 大和証券（株） 2:28:09
774 2760 本井 幸介 ﾓﾄｲ ｺｳｽｹ 掛川市 静岡理工科大学 生体情報計測研 2:28:13
775 1478 関塚 弘敏 ｾｷﾂﾞｶ ﾋﾛﾄｼ 磐田市 2:28:33
776 3305 後藤 克規 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 2:28:49
777 1964 藤本 達哉 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾂﾔ 埼玉県 2:29:17
778 3552 佐藤 泰之 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ 浜松市 ハマカスＴＡＢ 2:29:29
779 2383 植田 素由 ｳｴﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ 浜松市 2:29:47
780 2231 寺田 正樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 浜松市 エネジンマラソン部 2:29:49
781 921 柴田 政史 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｼ 静岡市 2:29:56
782 2529 片桐 哲志 ｶﾀｷﾞﾘ ﾃﾂｼ 東京都 2:29:56
783 2768 山内 健 ﾔﾏｳﾁ ﾀｹｼ 袋井市 2:30:00
784 2264 見城 史紘 ｹﾝｼﾞｮｳ ﾌﾐﾋﾛ 神奈川県 住友生命保険相互会社 2:30:03
785 2899 牧野 茂樹 ﾏｷﾉ ｼｹﾞｷ 掛川市 2:30:05
786 2745 工藤 晃 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾗ 浜松市 2:30:22
787 2535 佐々 誠一 ｻｯｻ ｾｲｲﾁ 浜松市 2:30:29
788 2845 仲安 仁志 ﾅｶﾔｽ ﾋﾄｼ 島田市 2:30:32
789 2491 池田 真一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 磐田市 ２－１９６ ７Ｆ 2:30:35
790 1644 徳本 貴久 ﾄｸﾓﾄ ﾀｶﾋｻ 磐田市 磐田第一ＪＦＳＳ 2:30:40
791 2474 笠原 俊輔 ｶｻﾊﾗ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 2:30:44
792 3632 井手 一男 ｲﾃﾞ ｶｽﾞｵ 浜松市 2:30:53
793 3517 野口 和俊 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄｼ 浜松市 2:31:06
794 1981 木川田 知章 ｷｶﾜﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 静岡市 トミヤコーヒー 2:31:37
795 843 中村 夢高 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾒﾀｶ 浜松市 あ走会 2:31:42
796 3204 瀧 篤志 ﾀｷ ｱﾂｼ 袋井市 2:31:42
797 3587 竹下 雅和 ﾀｹｼﾀ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 船明石油 2:31:46
798 3324 渡邉 恒 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ 磐田市 2:31:59
799 3728 日野 彰 ﾋﾉ ｱｷﾗ 袋井市 2:32:02
800 3408 深町 倫志 ﾌｶﾏﾁ ﾉﾘﾕｷ 浜松市 2:33:08
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801 2339 森 直周 ﾓﾘ ﾅｵﾁｶ 浜松市 小林ダイヤ 2:33:13
802 2625 宮本 康敬 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 2:33:20
803 3231 鷲見 明才 ﾜｼﾐ ｱｷﾏｻ 浜松市 2:33:35
804 2414 望月 公成 ﾓﾁﾂﾞｷ ｷﾐｼｹﾞ 静岡市 チームラブ汁 2:33:36
805 3150 林 守 ﾊﾔｼ ﾏﾓﾙ 浜松市 2:33:43
806 3335 松元 一成 ﾏﾂﾓﾄ ｲｯｾｲ 浜松市 2:34:31
807 3740 伊藤 琢真 ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 浜松市 2:34:34
808 2988 簾内 宣之 ｽﾉｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 2:34:48
809 1482 若松 真也 ﾜｶﾏﾂ ｼﾝﾔ 湖西市 2:34:48
810 3373 勝野 大典 ｶﾂﾉ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 大和証券（株） 2:34:50
811 3253 出野 信明 ﾃﾞﾉ ﾉﾌﾞｱｷ 掛川市 2:35:17
812 2857 市川 佳靖 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾔｽ 浜松市 2:35:34
813 2002 白石 健介 ｼﾗｲｼ ｹﾝｽｹ 愛知県 2:35:51
814 1112 大石 博昭 ｵｵｲｼ ﾋﾛｱｷ 磐田市 2:36:32
815 2774 吉田 尚史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 愛知県 2:37:26
816 938 宮野 修 ﾐﾔﾉ ｵｻﾑ 愛知県 2:37:26
817 2615 瀧 博正 ﾀｷ ﾋﾛﾏｻ 静岡市 静岡ＹＥＧゆるキャン同好会 2:37:29
818 891 増田 豊 ﾏｽﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 株式会社 小澤建材 2:38:01
819 2993 山下 大樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 愛知県 ｗｅｅｋｅｎｄ 2:38:22
820 2367 太田 武志 ｵｵﾀ ﾀｹｼ 浜松市 2:38:27
821 3413 近藤 新吾 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｺﾞ 浜松市 2:38:49
822 3289 鈴木 宏治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 静岡市 小池弥太郎商店 2:39:08
823 1978 中村 正訓 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 南洋社ＭＩＣ－ＲＵＮＮＩＮＧ 2:39:13
824 665 牧野 智也 ﾏｷﾉ ﾄﾓﾔ 伊豆の国市 2:39:26
825 2483 大石 好秀 ｵｵｲｼ ﾖｼﾋﾃﾞ 藤枝市 令和よっぴーず 2:39:29
826 2076 馬渕 輝彦 ﾏﾌﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ 磐田市 山崎塾 2:39:34
827 479 中野 潤 ﾅｶﾉ ｼﾞｭﾝ 沼津市 2:39:35
828 2903 桂 崇泰 ｶﾂﾗ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 ヤマハ発動機 2:39:35
829 2583 高野 大介 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 2:39:56
830 3530 坪井 信也 ﾂﾎﾞｲ ｼﾝﾔ 東京都 2:40:12
831 3450 佐々木 武司 ｻｻｷ ﾀｹｼ 磐田市 2:40:32
832 3423 岡崎 慎吾 ｵｶｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 愛知県 超平和ランナーズ 2:40:48
833 2807 長谷川 達也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 愛知県 株式会社フカツ 2:41:58
834 2917 小島 大樹 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 愛知県 2:42:19
835 3330 清水 伸晴 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 2:42:32
836 1836 久保山 洋 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾋﾛｼ 焼津市 2:42:34
837 3051 種田 浩大 ﾀﾈﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 2:42:35
838 2512 鈴木 清文 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾌﾐ 浜松市 2:42:47
839 3174 寺田 淳一 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 磐田市 2:42:47
840 1459 斉藤 彰吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 2:43:12
841 2597 井上 純一 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 磐田クラブ 2:43:57
842 3626 野間 賢二 ﾉﾏ ｹﾝｼﾞ 磐田市 2:44:06
843 1538 大杉 昌弘 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 磐田市社協 2:44:25
844 854 鈴木 俊宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 2:44:53
845 3698 畑中 順幸 ﾊﾀﾅｶ ﾖﾘﾕｷ 磐田市 2:45:01
846 3074 尾野 裕介 ｵﾉ ﾕｳｽｹ 藤枝市 2:45:05
847 3508 神谷 敬紀 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾉﾘ 掛川市 2:45:18
848 1940 渡辺 雅俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 藤枝市 2:45:30
849 2928 高橋 淳一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 2:45:57
850 2277 後藤 泰嘉 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 牧之原市 2:46:55
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851 3132 鈴木 将浩 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:48:08
852 3638 見崎 雄哉 ﾐｻｷ ﾕｳﾔ 焼津市 2:49:01
853 2669 位田 暁彦 ｲﾝﾃﾞﾝ ｱｷﾋｺ 浜松市 2:49:09
854 2425 横畑 和哉 ﾖｺﾊﾀ ｶｽﾞﾔ 川根本町 川根本町役場 2:50:59
855 3384 松下 慶信 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾉﾌﾞ 掛川市 2:51:39
856 2967 木下 匠 ｷｼﾀ ﾀｸﾐ 北海道 2:51:46
857 3321 廣岡 成一 ﾋﾛｵｶ ｾｲｲﾁ 磐田市 2:52:39
858 3219 安達 信 ｱﾀﾞﾁ ｼﾝ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:53:28
859 2806 須田 翔 ｽﾀﾞ ｼｮｳ 愛知県 株式会社フカツ 2:54:18
860 2835 増井 将人 ﾏｽｲ ﾏｻﾄ 磐田市 アピタ島田 2:54:33
861 1742 剣持 竜一 ｹﾝﾓﾁ ﾘｭｳｲﾁ 浜松市 竹村電気 2:54:38
862 3010 松田 隆 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 愛知県 ＯＬＷ 2:54:54
863 1473 奥田 次郎 ｵｸﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 2:55:14
864 3449 中野 臣二 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 静岡市 2:55:17
865 3306 兵頭 輝昭 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾃﾙｱｷ 愛知県 2:56:36
866 2243 久保田 一敏 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾄｼ 静岡市 ＴＦＳ 2:57:15
867 3288 近藤 拓也 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 焼津市 小池弥太郎商店 2:57:30
868 3886 榎木田 順一 ｴﾉｷﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大阪府 大和証券（株） 2:58:40
869 1075 泉山 真一 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 愛知県 若鯱会 2:59:35
870 1593 袴田 勝宏 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾋﾛ 愛知県 2:59:35
871 3891 塚本 淳太 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾀ 菊川市 菊川市役所 2:59:39
872 3265 竹内 正佳 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾖｼ 菊川市 3:01:15
873 3271 佐々木 悠 ｻｻｷ ﾕｳ 愛知県 3:01:57
874 3033 村本 優 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｻﾙ 東京都 3:02:07
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1 19 石上 真吾 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝｺﾞ 藤枝市 見次クラブ 1:14:28
2 106 岩本 晃典 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 浜松市 白猫のポー 1:17:47
3 58 小坂 光輝 ｺｻｶ ﾐﾂﾃﾙ 掛川市 秋葉路陸上部 1:21:05
4 55 橋本 広明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 三重県 松阪消防 1:21:16
5 83 鈴木 勝浩 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 磐田市 ＳＭＩＬＥＹ 1:21:24
6 77 石川 篤 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 静岡市 医心堂薬局 1:21:25
7 126 上野 義教 ｳｴﾉ ﾖｼﾉﾘ 三重県 1:21:35
8 75 岡村 正憲 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 掛川市 みずきＲＣ浜松 1:22:52
9 102 服部 欽一 ﾊｯﾄﾘ ｷﾝｲﾁ 袋井市 1:23:24

10 11 國松 保 ｸﾆﾏﾂ ﾀﾓﾂ 磐田市 1:24:50
11 272 鈴木 秀治 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 1:25:11
12 51 染葉 司 ｿﾒﾊ ﾂｶｻ 磐田市 1:25:54
13 129 櫻井 一郎 ｻｸﾗｲ ｲﾁﾛｳ 浜松市 信和紙工 1:26:16
14 121 佐久間 祥光 ｻｸﾏ ﾖｼｱｷ 静岡市 静岡陸上競技協会 1:26:30
15 127 鈴木 勇 ｽｽﾞｷ ｲｻﾑ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:26:31
16 192 古賀 則幸 ｺｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 福岡県 1:26:45
17 189 川上 博己 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｷ 磐田市 浜松ホトニクス 1:26:46
18 240 柴田 真之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 浜松市 ヤマハ発動機 1:27:15
19 146 堀田 朝和 ﾎｯﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 愛知県 ＴＢＲＣ 1:27:17
20 120 川井 延浩 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 磐田市 浜松うましか 1:27:32
21 174 岡本 昌志 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｼ 浜松市 浜松うましか 1:27:55
22 108 伊藤 貴章 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 島田市 伊藤園 1:28:05
23 229 酒井 伸高 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 浜松市 株式会社サカイ 1:28:20
24 377 藁科 禎久 ﾜﾗｼﾅ ﾖｼﾋｻ 浜松市 浜松ホトニクス 1:28:26
25 208 井上 寛政 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾏｻ 岐阜県 各務原西高校 1:28:27
26 173 梅原 弘行 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 1:28:29
27 246 蔵本 隆充 ｸﾗﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 愛知県 1:28:32
28 337 松澤 勇 ﾏﾂｻﾞﾜ ｲｻﾑ 袋井市 スギノマシン 1:28:52
29 221 佐藤 尚巳 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 浜松市 1:28:55
30 447 大山 雅夫 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ 浜松市 ＹＭＲＣ 1:29:03
31 443 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 浜松市 1:29:09
32 289 清瀧 貴之 ｷﾖﾀｷ ﾀｶﾕｷ 浜松市 春華堂 1:29:22
33 177 井上 直志 ｲﾉｳｴ ﾅｵｼ 愛知県 愛知マスターズ 1:29:28
34 214 吉山 敦久 ﾖｼﾔﾏ ｱﾂﾋｻ 浜松市 ヤマ発ＲＣスマイリＡＧＬ 1:29:34
35 313 山下 哲 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂ 浜松市 1:29:37
36 287 高橋 勝幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 愛知県 ２ＮＤＷＩＮＤ 1:29:53
37 144 大出 泰久 ｵｵﾃﾞ ﾔｽﾋｻ 静岡市 クラブＲ２中日本 1:30:07
38 399 水野 信幸 ﾐｽﾞﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 愛知県 1:31:06
39 390 小川 実 ｵｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 静岡市 草薙激走会 1:31:11
40 175 佐藤 史人 ｻﾄｳ ﾌﾐﾄ 袋井市 浜松うましか／いわふく 1:31:34
41 567 鈴木 規高 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾀｶ 掛川市 ＭＢＪ 1:31:57
42 553 広瀬 俊弥 ﾋﾛｾ ｼｭﾝﾔ 静岡市 静岡ガスＲＣ 1:32:04
43 253 奥村 茂樹 ｵｸﾑﾗ ｼｹﾞｷ 函南町 クラブＲ２中日本 1:32:25
44 325 稲見 晃宏 ｲﾅﾐ ｱｷﾋﾛ 静岡市 ＲＯＵＮＤ５ 1:32:31
45 885 東原 直規 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾅｵｷ 藤枝市 藤枝順心ＳＣＪＹ 1:32:50
46 3882 太田 秀樹 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 浜松液化ガス 1:33:02
47 259 内藤 佳典 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 浜松市 1:33:04
48 415 菅原 龍司 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 静岡市 スマイリー 1:33:07
49 382 影原 徹 ｶｹﾞﾊﾗ ﾄｵﾙ 浜松市 ジョギン部 1:33:20
50 159 稲垣 正博 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 富士宮市 （有）いながき 1:33:27
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51 483 藤原 和久 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｻ 静岡市 1:33:46
52 219 井口 敏郎 ｲｸﾞﾁ ﾄｼｵ 浜松市 ベベラン 1:33:54
53 608 増田 康之 ﾏｽﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 浜松市 トーヨー 1:34:12
54 328 得冨 敬資 ﾄｸﾄﾞﾐ ｹｲｽｹ 浜松市 1:34:12
55 535 千葉 幸則 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 清水町 1:34:16
56 829 杉山 弘好 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ 森町 1:34:19
57 158 本多 雄一郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 伊豆市 1:34:28
58 225 村上 里志 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 静岡市 1:34:29
59 782 伊藤 寿浩 ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 クラブＲ２中日本 1:34:30
60 267 村木 剛 ﾑﾗｷ ｺﾞｳ 浜松市 1:34:35
61 235 滝口 治 ﾀｷｸﾞﾁ ｵｻﾑ 静岡市 かすたま～ず 1:34:36
62 341 萩原 知徳 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾉﾘ 焼津市 スマイリー 1:34:44
63 245 芦川 茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ 神奈川県 1:34:54
64 371 横井 秀行 ﾖｺｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 静岡市 大林組 1:35:31
65 544 高木 直紀 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｷ 島田市 島田走飲会 1:35:45
66 451 中山 喜智 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 掛川市 秋葉路陸上部 1:35:56
67 299 藤本 明徳 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 磐田市 1:36:16
68 475 足立 哲也 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾂﾔ 愛知県 ＫＯＺＡＫＫＹ５ 1:36:18
69 1172 平野 朗 ﾋﾗﾉ ｱｷﾗ 浜松市 下百古里ＡＣ 1:36:32
70 205 齊藤 康二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 静岡市 さいとうクリーニング 1:36:51
71 361 舩井 宏昌 ﾌﾅｲ ﾋﾛﾏｻ 愛知県 舩井会計 1:36:56
72 562 大石 良晴 ｵｵｲｼ ﾖｼﾊﾙ 浜松市 ▲しんせ▲ 1:37:02
73 690 森 将人 ﾓﾘ ﾏｻﾄ 浜松市 そうきたかい 1:37:08
74 304 山内 裕司 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛｼ 愛知県 ノースオカザキ 1:37:09
75 511 田中 裕 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 磐田市 1:37:22
76 918 泉地 繁之 ｲｽﾞﾐﾁ ｼｹﾞﾕｷ 焼津市 1:37:26
77 204 大石 勤哉 ｵｵｲｼ ｷﾝﾔ 浜松市 うめモモさくら 1:37:32
78 490 望月 宏紀 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛｷ 静岡市 1:37:33
79 791 平井 清一 ﾋﾗｲ ｾｲｲﾁ 伊東市 1:37:42
80 428 山口 剛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 磐田市 1:37:48
81 116 小林 勇人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 静岡市 藤枝平成記念病院 1:37:49
82 367 渥美 智之 ｱﾂﾐ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 海キチレンジャー 1:37:53
83 414 諸角 泰裕 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 ドゥカティ９９６Ｒ 1:37:59
84 686 蔦保 佳伸 ﾂﾀﾎ ﾖｼﾉﾌﾞ 浜松市 1:38:11
85 508 西川 由明 ﾆｼｶﾜ ﾖｼｱｷ 浜松市 1:38:25
86 850 田中 保嗣 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 磐田市 1:38:26
87 672 伊藤 重光 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾐﾂ 浜松市 ランニング専門学校 1:38:34
88 555 斉藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 菊川市 1:38:41
89 632 佐藤 慶治 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 静岡市 ＮＢ 1:38:48
90 744 鈴木 正文 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 浜松ＯＬＣ 1:38:53
91 501 榊原 丈浩 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀｹﾋﾛ 愛知県 1:38:54
92 721 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 浜松市 1:38:55
93 472 西原 和宏 ﾆｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 ＮＤＣＳ 1:38:56
94 114 今泉 貴善 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｶﾖｼ 静岡市 七生報国 1:38:59
95 551 岩本 好史 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 藤枝市 1:39:17
96 1021 岡野 光紀 ｵｶﾉ ﾐﾂﾖｼ 石川県 1:39:21
97 646 高林 宏明 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 浜松市 1:39:44
98 256 池谷 得維 ｲｹｶﾞﾔ ﾔｽｼｹﾞ 浜松市 1:39:59
99 3463 杉本 晃宏 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾙﾋﾛ 浜松市 1:40:00

100 1274 芦田 豊 ｱｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 浜松市 1:40:02
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101 694 岩崎 昌昭 ｲﾜｻｷ ﾏｻｱｷ 愛知県 1:40:02
102 595 杉山 和久 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ 掛川市 1:40:04
103 265 西山 新吾 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 浜松市 1:40:40
104 521 花本 篤人 ﾊﾅﾓﾄ ｱﾂﾄ 浜松市 コムバリュー 1:40:40
105 770 高田 敏樹 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｷ 浜松市 ＫＳＫ 1:40:42
106 691 佐野 哲也 ｻﾉ ﾃﾂﾔ 沼津市 エノトラ 1:40:44
107 199 橘 康晴 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾔｽﾊﾙ 富士宮市 1:40:51
108 388 小川 和秀 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 浜松市 ＳＫＮ 1:40:57
109 536 神村 昌利 ｶﾐﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 浜松市 1:40:58
110 679 平井 大生 ﾋﾗｲ ﾀｲｾｲ 浜松市 1:41:02
111 928 安間 年信 ｱﾝﾏ ﾄｼﾉﾌﾞ 磐田市 1:41:06
112 423 西川 勇次 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:41:11
113 776 中津川 智 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｻﾄﾙ 浜松市 1:41:15
114 350 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 1:41:24
115 290 土屋 一 ﾂﾁﾔ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 1:41:30
116 401 鈴木 正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 浜松市 株アドバンス 1:41:37
117 270 鈴木 勝則 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 磐田市 静西教育事務所 1:41:45
118 2338 鈴木 和門 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄ 島田市 1:41:46
119 597 川島 正久 ｶﾜｼﾏ ﾀﾀﾞﾋｻ 磐田市 あんずクリニック 1:42:24
120 1255 氏原 祐一 ｳｼﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 浜松市 サーラスポーツ 1:42:24
121 1176 北村 亮 ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 愛知県 朝ずばか 1:42:42
122 1047 石川 和宏 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 Ｎ７００Ｓｕｐｒｅｍｅ 1:42:42
123 244 岡 清久 ｵｶ ｷﾖﾋｻ 山梨県 1:42:45
124 530 池田 司 ｲｹﾀﾞ ﾂｶｻ 藤枝市 スマイリーエンジェル 1:42:49
125 713 鈴木 祐二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 袋井市 1:42:49
126 1248 内藤 源城 ﾅｲﾄｳ ﾓﾄｷ 湖西市 1:42:52
127 332 山野邊 秀明 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 1:42:55
128 913 中川 晶夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷｵ 島田市 中川牧場ＲＣ 1:42:57
129 945 嘉村 彰二 ｶﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 浜松市 浜松ホトニクス 1:43:03
130 617 後藤 俊広 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 1:43:08
131 505 松本 栄 ﾏﾂﾓﾄ ｻｶｴ 浜松市 さかちゃん 1:43:14
132 1259 鈴木 明文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ 袋井市 札幌ＧＳＶＣ 1:43:20
133 602 伊藤 悟 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 浜松市 株式会社ロトプロセス 1:43:27
134 998 菅原 徹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 磐田市 1:43:33
135 1184 袴田 学 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 1:43:34
136 705 鈴木 利斉 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾅｵ 愛知県 1:43:36
137 513 竹山 圭二 ﾀｹﾔﾏ ｹｲｼﾞ 浜松市 1:43:36
138 804 山田 通広 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 焼津市 ＪＵＭＰ 1:43:41
139 268 藤田 崇信 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾉﾌﾞ 静岡市 羽鳥Ｆランナーズ 1:43:47
140 606 勝山 泰志 ｶﾂﾔﾏ ﾔｽｼ 静岡市 羽鳥Ｆランナーズ 1:43:47
141 380 原 洋平 ﾊﾗ ﾖｳﾍｲ 磐田市 ヤマハ発動機ＲＣ 1:43:48
142 777 朝倉 泰昌 ｱｻｸﾗ ﾔｽﾏｻ 愛知県 1:43:52
143 1090 伊藤 勝裕 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 菊川市 掛スポ新茶チャレンジ 1:43:53
144 892 外山 博章 ﾄﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 愛知県 エンジン技術部 1:43:56
145 491 望月 朗久 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾋｻ 浜松市 1:44:02
146 660 菅沼 久和 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋｻｶｽﾞ 浜松市 ＳＳＨ 1:44:06
147 700 石上 鉄也 ｲｼｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ 静岡市 静岡市立中田小学校 1:44:08
148 241 坂元 隆文 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 1:44:14
149 185 長谷川 克弘 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 掛川市 掛川＊桜組 1:44:16
150 1028 大越 利夫 ｵｵｺｼ ﾄｼｵ 愛知県 1:44:17
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151 719 境澤 光孝 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾐﾂﾀｶ 浜松市 1:44:18
152 359 高柳 雅人 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾄ 湖西市 1:44:22
153 1016 矢野 恭広 ﾔﾉ ﾔｽﾋﾛ 三島市 1:44:23
154 882 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 静岡市 1:44:25
155 150 大脇 弘憲 ｵｵﾜｷ ﾋﾛﾉﾘ 裾野市 チームなぎさ 1:44:35
156 826 山田 成展 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 静岡市 1:44:35
157 1352 大川井 仁人 ｵｵｶﾜｲ ﾏｻﾄ 静岡市 おぱい 1:44:36
158 291 横井 俊彦 ﾖｺｲ ﾄｼﾋｺ 浜松市 チーム走る男 1:44:37
159 841 小杉 圭 ｺｽｷﾞ ｹｲ 浜松市 ＹＥＣ－ＡＣ 1:44:42
160 1648 新保 斉 ｼﾝﾎﾞ ﾋﾄｼ 浜松市 佐鳴湖ＪＣ 1:44:42
161 674 小林 孝臣 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 愛知県 1:44:45
162 266 高橋 謙二郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 袋井市 梅山ランナーズ 1:44:52
163 872 宮本 昌俊 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 磐田市 チーム岡本 1:44:56
164 876 柳生 尚紀 ﾔｷﾞｭｳ ﾅｵｷ 愛知県 1:44:58
165 2776 磯田 達彦 ｲｿﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 磐田市 株式会社ルマンオート 1:45:01
166 2033 小楠 哲也 ｵｸﾞｽ ﾃﾂﾔ 浜松市 ソニー浜松ＯＢ 1:45:05
167 963 岩本 裕 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 浜松市 浜松うましか 1:45:15
168 2292 森下 直昭 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵｱｷ 浜松市 1:45:38
169 1497 渥美 和久 ｱﾂﾐ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 1:45:39
170 520 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 三川小 1:45:39
171 1122 村松 昭仁 ﾑﾗﾏﾂ ｱｷﾋﾄ 浜松市 Ｒ＆Ｊ 1:45:42
172 816 宇井 啓修 ｳｲ ｱｷﾉﾌﾞ 磐田市 チーム岡本 1:45:50
173 740 久保田 康生 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾏｻ 静岡市 静岡走ろう会 1:46:11
174 960 内山 直己 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 磐田市 浜松ホトニクス 1:46:11
175 1065 髙須 孝明 ﾀｶｽ ﾀｶｱｷ 愛知県 1:46:14
176 365 川村 英二 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ 富士市 高嶺フレンズ 1:46:14
177 1922 三谷 真史 ﾐﾀﾆ ﾏｻﾌﾐ 掛川市 与左衛門ランニングクラブ 1:46:15
178 1269 水野 成志 ﾐｽﾞﾉ ｾｲｼﾞ 静岡市 みずのクリニック 1:46:16
179 1076 水嶋 久之 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋｻﾕｷ 牧之原市 牧之原陸上教室 1:46:24
180 1018 飯田 修司 ｲｲﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 1:46:25
181 717 川波 和幸 ｶﾜﾅﾐ ｶｽﾞﾕｷ 浜松市 1:46:52
182 2305 寺田 憲司 ﾃﾗﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 袋井市 走ＲＵＮ 1:46:57
183 954 岡本 浩二 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 磐田市 チーム岡本 1:47:25
184 1005 鈴木 孝好 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 浜松市 チームマッチ 1:47:28
185 658 滝山 英紀 ﾀｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 島田市 プラスワン 1:47:29
186 649 刑部 明俊 ｵｻｶﾍﾞ ｱｷﾄｼ 浜松市 ＮＡＣ 1:47:36
187 278 内田 康人 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾄ 函南町 1:47:39
188 3411 北本 晃裕 ｷﾀﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 愛知県 1:47:47
189 784 吉田 祐教 ﾖｼﾀﾞ ｻﾁﾉﾘ 浜松市 1:47:51
190 1433 長崎 浩 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾛｼ 静岡市 1:47:53
191 756 石津 昌昭 ｲｼﾂﾞ ﾏｻｱｷ 浜松市 1:47:58
192 503 宮澤 辰夫 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂｵ 埼玉県 1:48:00
193 1020 宮城 雄一 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁ 静岡市 1:48:00
194 1169 松葉 秀介 ﾏﾂﾊﾞ ｼｭｳｽｹ 藤枝市 松葉倉庫 1:48:03
195 1062 山下 好孝 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾀｶ 静岡市 1:48:07
196 986 長谷川 真基 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｷ 岐阜県 1:48:09
197 1904 土井 良高 ﾄﾞｲ ﾖｼﾀｶ 磐田市 ハンドエス 1:48:11
198 766 小林 賢一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 愛知県 1:48:12
199 1542 原口 真文 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 1:48:13
200 1078 永井 学 ﾅｶﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ 静岡市 テレしず 1:48:16
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201 1150 二階堂 洋一 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ 愛知県 空手道不動会 1:48:22
202 32 一尺八寸 昇 ｶﾏﾂﾞｶ ﾉﾎﾞﾙ 富士宮市 富士宮市役所 1:48:23
203 1408 山下 浩史 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 浜松市 1:48:38
204 1378 斎 和広 ｻｲ ｶｽﾞﾋﾛ 牧之原市 1:48:43
205 1010 小林 裕明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 愛知県 ひろジョグ 1:48:48
206 1097 杉浦 秀治 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾊﾙ 磐田市 ｗｉｔｈＣ 1:48:57
207 3044 大脇 和夫 ｵｵﾜｷ ｶｽﾞｵ 愛知県 海キチレンジャー 1:48:58
208 778 鈴木 高弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 1:49:00
209 1765 野中 一浩 ﾉﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 1:49:18
210 1394 大橋 勝治 ｵｵﾊｼ ｶﾂｼﾞ 磐田市 1:49:18
211 806 松下 育宏 ﾏﾂｼﾀ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:49:30
212 1468 江間 正典 ｴﾏ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 1:49:39
213 1407 竹田 久 ﾀｹﾀﾞ ﾋｻｼ 長野県 炎のランナーズ 1:49:47
214 1333 大塚 栄章 ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｱｷ 掛川市 秋葉路陸上部 1:49:49
215 753 小嶋 友 ｺｼﾞﾏ ﾄﾓ 袋井市 1:49:54
216 731 鈴木 藤樹 ｽｽﾞｷ ﾄｳｼﾞｭ 浜松市 和恵会 1:50:03
217 1397 鈴木 正徳 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 1:50:06
218 1143 西尾 宜紀 ﾆｼｵ ﾖｼﾉﾘ 袋井市 1:50:14
219 340 樋口 正信 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ 沼津市 1:50:15
220 942 岩田 守道 ｲﾜﾀ ﾓﾘﾐﾁ 浜松市 1:50:17
221 591 平野 清明 ﾋﾗﾉ ｷﾖｱｷ 浜松市 1:50:19
222 994 雲井 郭文 ｸﾓｲ ﾋﾛﾌﾐ 長泉町 1:50:21
223 1096 竹下 勝典 ﾀｹｼﾀ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 1:50:36
224 996 島田 正和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 サーラＳＣ浜松 1:50:37
225 1149 藤井 勲 ﾌｼﾞｲ ｲｻｵ 磐田市 ＹＥＣーＡＣ 1:50:46
226 1470 林 光彦 ﾊﾔｼ ﾐﾂﾋｺ 磐田市 ヤマハ発ランニングクラブ 1:50:50
227 1987 山地 陸晴 ﾔﾏｼﾞ ﾐﾁﾊﾙ 静岡市 1:50:50
228 1488 宮木 勝之 ﾐﾔｷ ｶﾂﾕｷ 浜松市 矢崎 1:50:57
229 1727 中村 収一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 湖西市 1:51:25
230 1998 岸本 幸久 ｷｼﾓﾄ ﾕｷﾋｻ 藤枝市 1:51:25
231 1019 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 焼津市 アストラックス 1:51:29
232 486 杉山 重人 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾄ 愛知県 1:51:39
233 366 嶋村 立城 ｼﾏﾑﾗ ﾀﾃｷ 静岡市 静岡走ろう会 1:51:42
234 526 杉浦 靖史 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾌﾐ 愛知県 1:51:43
235 525 深村 英明 ﾌｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 ヤマハ ランニング 1:52:06
236 570 片岡 寛 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｼ 愛知県 1:52:08
237 950 鈴木 貴義 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 磐田市 ＮＩＩ浜松 1:52:23
238 1342 岡本 広巳 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾐ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ ＡＮＧＥＬ 1:52:25
239 1074 前島 孝通 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾐﾁ 磐田市 1:52:26
240 279 弓場 健志 ﾕﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 1:52:35
241 1180 松本 守弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾛ 浜松市 1:52:44
242 1053 江間 利明 ｴﾏ ﾄｼｱｷ 浜松市 スイラン 1:52:46
243 956 榊原 辰弥 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾂﾔ 愛知県 1:52:53
244 1296 池田 幸司 ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 湖西市 1:53:01
245 2157 鈴木 隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 湖西市 1:53:02
246 497 高保 裕志 ﾀｶﾎ ﾋﾛｼ 藤枝市 1:53:07
247 1882 佐原 英雄 ｻﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 湖西市 1:53:07
248 1652 脇田 政広 ﾜｷﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 1:53:14
249 1730 岩山 真一 ｲﾜﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 磐田市 矢崎エナジー天竜 1:53:17
250 1455 玄幡 尚和 ｹﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｶｽﾞ 浜松市 1:53:20

2022年11月20日



第25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: 2022/11/20 12:34:34 6 / 15 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

251 2255 藤井 克宏 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾋﾛ 千葉県 1:53:21
252 1386 赤池 伸五 ｱｶｲｹ ｼﾝｺﾞ 富士宮市 1:53:24
253 1880 藪谷 光正 ﾔﾌﾞﾀﾆ ﾐﾂﾏｻ 静岡市 1:53:25
254 3035 田代 雅彦 ﾀｼﾛ ﾏｻﾋｺ 裾野市 1:53:27
255 1693 中川 善富 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾄﾐ 磐田市 ＲＥＶ４６ 1:53:43
256 653 北原 正博 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 焼津市 1:53:54
257 1061 谷野 聡 ﾔﾉ ｻﾄｼ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:53:58
258 1650 植松 康則 ｳｴﾏﾂ ﾔｽﾉﾘ 沼津市 1:54:04
259 1221 鈴木 文彦 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾋｺ 浜松市 1:54:08
260 1729 山下 政彦 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾋｺ 浜松市 1:54:09
261 3244 小松 賢二 ｺﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 磐田市 カスワーズ 1:54:11
262 1214 大石 伸章 ｵｵｲｼ ﾉﾌﾞｱｷ 掛川市 1:54:13
263 1932 上地 敦 ｳｴﾁﾞ ｱﾂｼ 袋井市 はるあっきー 1:54:24
264 1690 坂本 直彌 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 愛知県 1:54:26
265 3553 飯田 徳明 ｲｲﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 浜松市 1:54:27
266 974 塚本 勝己 ﾂｶﾓﾄ ｶﾂﾐ 浜松市 1:54:34
267 1138 加藤 賢吾 ｹﾝｺﾞ ｶﾄｳ 愛知県 1:54:38
268 1007 原田 泰宏 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 1:54:39
269 638 杉山 光彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾂﾋｺ 浜松市 聖隷老健三方原ベテルホーム 1:54:47
270 320 藤井 晴彦 ﾌｼﾞｲ ﾊﾙﾋｺ 掛川市 山崎塾 1:54:48
271 1753 佐藤 彰秀 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 愛知県 1:54:50
272 1273 竹本 純一 ﾀｹﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 1:54:52
273 3770 渡辺 康年 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾄｼ 静岡市 1:54:55
274 3649 寺林 伸政 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾏｻ 埼玉県 1:54:56
275 1118 伊藤 豊 ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 藤枝市 シーダーズ 1:54:56
276 1174 天野 孝 ｱﾏﾉ ﾀｶｼ 浜松市 1:54:57
277 476 木村 哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 磐田市 ヤマハ発動機 1:54:58
278 1045 丸山 洋 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 焼津市 1:55:03
279 1012 安間 久 ｱﾝﾏ ﾋｻｼ 袋井市 1:55:05
280 1320 井上 晋次 ｲﾉｳｴ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 1:55:07
281 1419 日野原 健二 ﾋﾉﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 浜松市 1:55:13
282 1526 松村 昌広 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 袋井市 1:55:14
283 1081 富田 忠嗣 ﾄﾐﾀ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 かつお焼津 1:55:23
284 1991 天野 俊治 ｱﾏﾉ ﾄｼﾊﾙ 愛知県 ポッカサッポロ 1:55:29
285 1232 小木 勉 ｵｷﾞ ﾂﾄﾑ 磐田市 第一工業ＡＣ 1:55:31
286 1226 長澤 秀憲 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 静岡市 1:55:32
287 1935 仁地 英晴 ﾆﾝﾁ ﾋﾃﾞﾊﾙ 藤枝市 1:55:34
288 745 田中 康久 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋｻ 浜松市 甘走会 1:55:36
289 961 井口 聡 ｲｸﾞﾁ ｻﾄｼ 愛知県 1:55:36
290 515 新村 勝利 ｼﾝﾑﾗ ｶﾂﾄｼ 浜松市 そうきたかい 1:55:42
291 1099 高柳 昌史 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 浜松市 1:55:46
292 1155 大池 栄弥 ｵｵｲｹ ﾋﾃﾞﾔ 浜松市 1:55:50
293 795 森上 隆史 ﾓﾘｶﾐ ﾀｶﾌﾐ 兵庫県 1:55:54
294 1676 山田 徹 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 藤枝市 1:55:56
295 1340 出口 正悟 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 磐田市 Ｊ．Ｒ．Ｔ． 1:55:56
296 714 坂本 光隆 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂﾀｶ 磐田市 ホンダカーズ駿河 掛川東店 1:55:56
297 1762 原 敬三 ﾊﾗ ｹｲｿﾞｳ 浜松市 1:55:57
298 1181 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ 藤枝市 ＡＲＣ静岡 1:56:00
299 1548 成島 道樹 ﾅﾙｼﾏ ﾐﾁｷ 静岡市 清水厚生病院 1:56:08
300 1870 加藤 晃 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 磐田市 1:56:13

2022年11月20日



第25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: 2022/11/20 12:34:34 7 / 15 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

301 730 太田 充 ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ 磐田市 高橋レーシングクラブ 1:56:14
302 636 金森 誠治 ｶﾅﾓﾘ ｾｲｼﾞ 三重県 1:56:18
303 1780 諏訪 秀明 ｽﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 島田市 1:56:18
304 2040 吉村 潤 ﾖｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 静岡市 1:56:21
305 754 谷崎 誠一 ﾀﾆｻﾞｷ ｾｲｲﾁ 愛知県 麦酒走好会 1:56:27
306 1157 岩森 広高 ｲﾜﾓﾘ ﾋﾛﾀｶ 藤枝市 1:56:27
307 2121 加藤 浩之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:56:28
308 1383 松下 桂三 ﾏﾂｼﾀ ｹｲｿﾞｳ 浜松市 無 1:56:36
309 2409 大杉 晃正 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾏｻ 磐田市 ＮＲＣ 1:56:39
310 914 寺田 一成 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 磐田市 1:56:40
311 909 宮崎 栄治 ﾐﾔｻﾞｷ ｴｲｼﾞ 浜松市 1:56:45
312 650 坪井 知司 ﾂﾎﾞｲ ｻﾄｼ 浜松市 1:56:49
313 1304 可知 政徳 ｶﾁ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 1:56:52
314 1130 西尾 浩二 ﾆｼｵ ｺｳｼﾞ 静岡市 1:56:56
315 1430 久野 智浩 ｸﾉ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 1:57:01
316 1355 若生 和弘 ﾜｶｲｷ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 1:57:01
317 1797 深澤 秀一 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 浜松市 ＮＩＩ浜松 1:57:02
318 1928 伊田 和弘 ｲﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 1:57:03
319 951 刑部 雄二 ｵｻｶﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 浜松市 1:57:03
320 1316 山下 賢司 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 島田市 1:57:09
321 1056 河内 広之 ｶﾜﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:57:13
322 1585 外岡 学 ﾄﾉｵｶ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 1:57:15
323 2365 澤口 恒 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋｻｼ 浜松市 1:57:15
324 1635 増田 一朗 ﾏｽﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 焼津市 1:57:19
325 1422 田中 敏郎 ﾀﾅｶ ﾄｼﾛｳ 浜松市 1:57:21
326 3376 河野 功 ｶﾜﾉ ｲｻｵ 神奈川県 大和証券（株） 1:57:21
327 966 松井 孝悟 ﾏﾂｲ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 1:57:22
328 1822 岡 浩史 ｵｶ ﾋﾛｼ 浜松市 1:57:26
329 2038 青島 政史 ｱｵｼﾏ ﾏｻﾌﾐ 磐田市 1:57:29
330 1775 桑原 隆 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 浜松市 レブズクルー 1:57:35
331 1303 長島 芳之 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼﾕｷ 静岡市 長嶋印刷 1:57:44
332 1979 内野 祥吾 ｳﾁﾉ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 吉富薬品株式会社 1:57:46
333 2188 竹内 浩之 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 1:57:53
334 1616 山田 博 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 静岡市 1:57:53
335 1653 仲秋 貴史 ﾅｶｱｷ ﾀｶｼ 浜松市 エコピスタ 1:57:55
336 3885 小林 武彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋｺ 東京都 大和証券（株） 1:57:58
337 2269 伊藤 邦男 ｲﾄｳ ｸﾆｵ 磐田市 ＭＲＫ 1:58:01
338 1336 斉藤 将 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 袋井市 中部電力（株） 1:58:02
339 2198 伊東 利倫 ｲﾄｳ ﾄｼﾐﾁ 藤枝市 1:58:08
340 861 鈴木 清隆 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾀｶ 袋井市 遠藤科学 1:58:09
341 211 平石 祐二 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 みずほ 1:58:12
342 698 野口 利彦 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 愛知県 1:58:14
343 1052 服部 泰典 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 1:58:22
344 1954 吉田 圭吾 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 浜松市 1:58:26
345 1587 竹内 利明 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｱｷ 浜松市 ＭＲＫ 1:58:29
346 1245 尾畑 裕史 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 浜松市 1:58:29
347 3616 金丸 剛史 ｶﾈﾏﾙ ﾂﾖｼ 袋井市 1:58:34
348 2652 古井 康洋 ﾌﾙｲ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 ボアソルチ 1:58:38
349 2300 柳澤 秀行 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 菊川市 かんだけんせつ 1:58:44
350 1338 山内 麻琴 ﾔﾏｳﾁ ﾏｺﾄ 磐田市 神明野球クラブ 1:58:49
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351 318 右原 昌幸 ｳﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 伊豆市 1:58:49
352 825 小林 哲朗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾛｳ 富士宮市 イーピー 1:58:54
353 1745 小野田 政宏 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 御前崎市 1:59:04
354 2358 南畑 宏行 ﾐﾅﾐﾊﾀ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:59:10
355 1721 伊藤 雄彦 ｲﾄｳ ﾀｹﾋｺ 浜松市 松小池 1:59:12
356 2087 井筒 智善 ｲﾂﾞﾂ ﾄﾓﾖｼ 磐田市 1:59:17
357 519 小澤 睦司 ｵｻﾞﾜ ﾑﾂｼ 磐田市 1:59:17
358 1795 大村 敬 ｵｵﾑﾗ ﾀｶｼ 浜松市 ヤマハｅ－ｒｕｎｎｉｎｇ 1:59:18
359 1311 小柳 雅義 ｺﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾖｼ 愛知県 1:59:21
360 1982 竹原 康広 ﾀｹﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 1:59:22
361 943 見崎 信悟 ﾐｻｷ ｼﾝｺﾞ 焼津市 だえんＲＦＣ 1:59:31
362 2250 山本 智生 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 浜松市 1:59:37
363 222 加藤 昌行 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 浜松市 1:59:39
364 1710 板垣 武彦 ｲﾀｶﾞｷ ﾀｹﾋｺ 浜松市 アルモニコス 1:59:42
365 3527 小川 一行 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 袋井市 1:59:44
366 2196 小川 正信 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 磐田市 西貝の郷 1:59:49
367 1429 都田 智則 ﾐﾔｺﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 静岡市 1:59:58
368 2039 田代 昌之 ﾀｼﾛ ﾏｻﾕｷ 袋井市 2:00:00
369 1490 中原 隆介 ﾅｶﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 浜松市 2:00:02
370 3480 土屋 弘児 ﾂﾁﾔ ｺｳｼﾞ 長泉町 2:00:07
371 849 水谷 篤史 ﾐｽﾞﾀﾆ ｱﾂｼ 浜松市 ＨＡＭＡＴＯＲＡ 2:00:07
372 2079 梅木田 光 ｳﾒｷﾀﾞ ﾐﾂﾙ 磐田市 2:00:08
373 1605 小崎 晃義 ｺｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 愛知県 中央精機ジョグ＆ラン 2:00:17
374 707 伊藤 孝昭 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 浜松市 ヤマハランナーズ 2:00:19
375 2045 川崎 敏彦 ｶﾜｻｷ ﾄｼﾋｺ 磐田市 2:00:23
376 2791 熊谷 隆則 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾉﾘ 磐田市 2:00:26
377 2308 望月 久資 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋｻｼ 静岡市 2:00:30
378 1986 内田 成之 ｳﾁﾀﾞ ﾅﾙﾕｷ 愛知県 蒲郡市民病院 2:00:34
379 1080 池谷 朗 ｲｹﾔ ｱｷﾗ 浜松市 2:00:36
380 2704 肆矢 巌 ﾖﾂﾔ ｲﾜｵ 愛知県 2:00:37
381 2585 望月 幹 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾝ 磐田市 2:00:39
382 1141 富樫 幸信 ﾄｶﾞｼ ﾕｷﾉﾌﾞ 磐田市 2:00:47
383 1280 北澤 哲也 ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 静岡市 おっさんズ 2:00:51
384 1818 土谷 敏明 ﾂﾁﾔ ﾄｼｱｷ 浜松市 2:00:54
385 2053 沓名 敏彦 ｸﾂﾅ ﾄｼﾋｺ 愛知県 安城ＩＡＲＣ 2:01:00
386 2995 中村 正敏 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 静岡市 東京海上日動 2:01:02
387 1878 長倉 正弘 ﾅｶﾞｸﾗ ﾏｻﾋﾛ 静岡市 日進電機 2:01:02
388 897 新島 邦行 ﾆｲｼﾞﾏ ｸﾆﾕｷ 掛川市 2:01:04
389 3884 外山 雅文 ﾄﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 2:01:07
390 2073 中野 英徳 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 浜松市 2:01:07
391 2416 池野谷 章弘 ｲｹﾉﾔ ｱｷﾋﾛ 磐田市 2:01:08
392 1253 山口 達矢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 静岡市 2:01:11
393 1609 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 2:01:12
394 1723 長澤 康弘 ﾅｶﾞｻﾜ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 2:01:13
395 1442 溝口 一郎 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲﾁﾛｳ 浜松市 情熱エアロック 2:01:15
396 1946 竹若 雅文 ﾀｹﾜｶ ﾏｻﾌﾐ 焼津市 2:01:19
397 1457 佐々木 豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 浜松市 2:01:21
398 3696 寺田 英佳 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｶ 神奈川県 2:01:24
399 1925 渡辺 伸明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 神奈川県 2:01:38
400 2584 池田 智仁 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾄ 袋井市 上石野ＡＣ 2:01:42
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401 625 岡田 卓治 ｵｶﾀﾞ ﾀｸｼﾞ 小山町 心を燃やせ 2:01:45
402 2056 大橋 邦英 ｵｵﾊｼ ｸﾆﾋﾃﾞ 浜松市 2:01:48
403 1826 大石 崇之 ｵｵｲｼ ﾀｶﾕｷ 焼津市 ＳＭＡＴ 2:02:00
404 781 岩崎 一四 ｲﾜｻｷ ｼﾞｭｳｼ 浜松市 ザハマナコ 2:02:02
405 1892 岸 圭介 ｷｼ ｹｲｽｹ 東京都 2:02:03
406 3464 藤井 唯志 ﾌｼﾞｲ ﾀﾀﾞｼ 愛知県 エヌティーエヌ東海 2:02:03
407 1544 三輪 栄二 ﾐﾜ ｴｲｼﾞ 愛知県 2:02:05
408 2055 鈴木 一彰 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｱｷ 静岡市 2:02:06
409 1816 村松 雅浩 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 ＹＥＣ－ＡＣ 2:02:09
410 1553 青木 謙二 ｱｵｷ ｹﾝｼﾞ 静岡市 2:02:19
411 1293 中島 均 ﾅｶｼﾏ ﾋﾄｼ 浜松市 ＴＲＣ亀 2:02:20
412 260 松下 久登 ﾏﾂｼﾀ ﾋｻﾄ 袋井市 2:02:37
413 3191 新藤 竜弥 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 函南町 2:02:41
414 1299 溝畑 治樹 ﾐｿﾞﾊﾀ ﾊﾙｷ 滋賀県 2:02:51
415 2520 山本 正吾 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ 島田市 2:02:54
416 1971 増田 圭介 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 島田市 2:02:54
417 1972 遠藤 義之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 ＪＦＥＥ 2:02:57
418 1360 上原 リカルド ｳｴﾊﾗ ﾘｶﾙﾄﾞ 浜松市 2:03:00
419 1351 石松 研一 ｲｼﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 2:03:02
420 1772 児玉 真和 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 浜松市 スマイリー 2:03:04
421 1897 鈴木 貴晴 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ 浜松市 旧ＳＨＯＷＡ 2:03:10
422 1774 岩本 泰明 ｲﾜﾓﾄ ﾔｽｱｷ 浜松市 ミステリアスＲＣ 2:03:13
423 2010 鈴木 一洋 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 愛知県 2:03:20
424 1728 一柳 雅司 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾏｻｼ 袋井市 伝説生物 2:03:25
425 2377 倉田 一富 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾄﾐ 浜松市 2:03:26
426 1953 高山 謙一 ﾀｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 磐田市 2:03:34
427 2698 今井 健一 ｲﾏｲ ｹﾝｲﾁ 沼津市 2:03:36
428 1307 神谷 賢 ｶﾐﾔ ｹﾝ 静岡市 2:03:49
429 1063 小川 淳一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 2:03:51
430 2320 佐藤 哲夫 ｻﾄｳ ﾃﾂｵ 湖西市 湖西 2:03:58
431 1808 中島 英樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 浜松市 2:04:01
432 1346 新本 義浩 ﾆｲﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 掛川市 2:04:05
433 1809 中道 雅之 ﾅｶﾐﾁ ﾏｻﾕｷ 浜松市 クレステック 2:04:13
434 1159 藤田 鉱治 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 磐田市 れもんくらぶ 2:04:15
435 458 宮地 和也 ﾐﾔﾁ ｶｽﾞﾔ 浜松市 磐南走友会 2:04:16
436 2464 神ノ門 裕之 ｶﾐﾉｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 2:04:28
437 1134 仲村 治之 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 浜松市 曳馬中わかば学級 2:04:30
438 1788 鈴木 辰治 ｽｽﾞｷ ﾀﾂｼﾞ 浜松市 2:04:30
439 1887 酒井 宏樹 ｻｶｲ ﾋﾛｷ 浜松市 スイラン 2:04:31
440 1004 髙山 淳 ﾀｶﾔﾏ ｱﾂｼ 愛知県 稲熊製作所ＲＣ 2:04:41
441 2375 木村 誠治 ｷﾑﾗ ｾｲｼﾞ 愛知県 2:04:45
442 2047 ヒガ マルセル ﾋｶﾞ ﾏﾙｾﾙ 浜松市 2:04:52
443 2160 小永井 滋 ｺﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾙ 磐田市 2:04:54
444 2023 本多 正典 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 よつば運動部 2:04:56
445 1403 唐笠 宏司 ﾄｶﾞｻ ﾋﾛｼ 愛知県 2:05:02
446 1032 野田 雄彦 ﾉﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 2:05:03
447 3182 鈴木 朋之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 2:05:05
448 1752 花井 浩行 ﾊﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ｅｎｔｅｔｓｕ 2:05:08
449 1888 畑中 康正 ﾊﾀﾅｶ ﾔｽﾏｻ 浜松市 2:05:13
450 2822 有馬 寛之 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:05:15
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451 2956 中村 貴明 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｱｷ 浜松市 2:05:22
452 2743 澤口 佳宏 ｻﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 すろーぱす 2:05:27
453 1426 松浦 規和 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 千葉県 日鉄物産 2:05:31
454 1349 榊原 大介 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 ８９４ＲＣ 2:05:36
455 2508 小関 雅和 ｵｾﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 藤枝市 フリー 2:05:42
456 1688 関根 祥隆 ｾｷﾈ ﾖｼﾀｶ 静岡市 株式会社シラトリ 2:05:44
457 1312 天野 誉 ｱﾏﾉ ﾎﾏﾚ 三重県 2:05:45
458 883 黒柳 克巳 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ｶﾂﾐ 島田市 ごんざえもん 2:05:49
459 1310 服部 泰久 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾋｻ 静岡市 2:05:51
460 2027 金原 明則 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱｷﾉﾘ 磐田市 2:05:52
461 2197 窪野 弘行 ｸﾎﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ 袋井市 2:06:02
462 1162 市川 真之 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾕｷ 浜松市 市川保険サービス 2:06:04
463 3291 飯山 修弘 ｲｲﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 静岡市 小池弥太郎商店 2:06:06
464 1695 川井 浩自 ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 浜松市 天龍土建 2:06:10
465 1291 白井 宏忠 ｼﾗｲ ﾋﾛﾀﾀﾞ 湖西市 2:06:30
466 2100 後藤 充宏 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 いわきく 2:06:31
467 1560 岸本 修一郎 ｷｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 藤枝市 （株）伊藤園 2:06:31
468 1170 伊藤 元邦 ｲﾄｳ ﾓﾄｸﾆ 掛川市 2:06:32
469 1895 齊藤 聖一 ｻｲﾄｳ ｾｲｲﾁ 磐田市 2:06:33
470 2622 澤木 正人 ｻﾜｷ ﾏｻﾄ 浜松市 チーム男祭 2:06:36
471 1803 松本 仁宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 藤枝市 2:06:39
472 3536 北島 五郎 ｷﾀｼﾞﾏ ｺﾞﾛｳ 埼玉県 外岡ゼミ 2:07:03
473 239 淺羽 淳 ｱｻﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 菊川市 2:07:10
474 2154 内藤 隆一郎 ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 袋井市 与左衛門 2:07:15
475 2633 牧田 和士 ﾏｷﾀ ｶｽﾞｼ 藤枝市 魚国総本社 2:07:25
476 405 牧野 哲也 ﾏｷﾉ ﾃﾂﾔ 愛知県 2:07:26
477 2110 小林 英夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:07:27
478 2452 橋本 博行 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:07:38
479 580 勝野 充生 ｶﾂﾉ ﾐﾂｵ 浜松市 2:07:39
480 2301 藤田 浩幸 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:07:43
481 3034 赤羽 晶委 ｱｶﾊﾞﾈ ﾏｻﾄﾓ 東京都 2:07:44
482 1678 三石 学 ﾐﾂｲｼ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 2:07:49
483 1356 塩澤 朝彦 ｼｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 磐田市 2:07:54
484 1451 佐柳 公洋 ｻﾅｷﾞ ｷﾐﾋﾛ 磐田市 ＦＵＪＩＫＩＫＯ 2:07:58
485 2254 袴田 豪 ﾊｶﾏﾀ ﾂﾖｼ 浜松市 2:08:00
486 3085 伊藤 健晴 ｲﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 袋井市 2:08:22
487 3311 橋本 好広 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 ヤマハ発動機ランニングクラブ 2:08:24
488 2902 滝沢 修治 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 チームＹＳＤ 2:08:27
489 3415 宮本 泰寛 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾌﾞ 愛知県 2:08:29
490 2605 影山 正樹 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｻｷ 磐田市 磐田市役所 2:08:50
491 393 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 愛知県 2:08:58
492 1901 東 正樹 ｱｽﾞﾏ ﾏｻｷ 藤枝市 グルグルＲＣ 2:09:05
493 1697 坪田 譲 ﾂﾎﾞﾀ ﾕｽﾞﾙ 富士市 東芝キヤリア株式会社 2:09:17
494 2728 石原 毅 ｲｼﾊﾗ ﾂﾖｼ 静岡市 静岡聖母学園 2:09:23
495 2166 原 隆弘 ﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 とりあえず山歩きでも・・ 2:09:23
496 3329 楢崎 輝美 ﾅﾗｻﾞｷ ﾃﾙﾐ 東京都 とちまるくん 2:09:29
497 1569 豊田 晴義 ﾄﾖﾀﾞ ﾊﾙﾖｼ 袋井市 浜松ホトニクス 2:09:31
498 2217 松本 輝幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙﾕｷ 愛知県 2:09:33
499 1229 仲摩 信吾 ﾅｶﾏ ｼﾝｺﾞ 静岡市 2:09:45
500 3059 榊原 将夫 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻｵ 磐田市 2:09:47
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501 1596 浅井 清 ｱｻｲ ｷﾖｼ 静岡市 2:09:47
502 3057 三浦 茂樹 ﾐｳﾗ ｼｹﾞｷ 愛知県 三浦屋 2:10:00
503 3550 秀昭 五十嵐 ｲｶﾗｼ ﾋﾃﾞｱｷ 浜松市 2:10:02
504 1158 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 磐田市 2:10:07
505 1376 杉浦 久幸 ｽｷﾞｳﾗ ﾋｻﾕｷ 静岡市 協和日成ＲＣ 2:10:10
506 2862 宮田 悟志 ﾐﾔﾀ ｻﾄｼ 浜松市 2:10:12
507 2155 鈴木 裕市 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 愛知県 ブラザー工業 2:10:16
508 1498 杉本 裕章 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 富士市 2:10:16
509 2587 榊原 正彦 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ 島田市 西部地域局 2:10:21
510 1768 夏目 幸洋 ﾅﾂﾒ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 2:10:23
511 2510 増田 哲士 ﾏｽﾀﾞ ﾃﾂｼ 菊川市 増田会計事務所 2:10:27
512 1896 石井 満夫 ｲｼｲ ﾐﾂｵ 愛知県 2:10:29
513 1531 久保田 茂男 ｸﾎﾞﾀ ｼｹﾞｵ 静岡市 2:10:34
514 1911 鈴木 孝文 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 掛川市 ペンちゃんず 2:10:53
515 1161 喜多村 安彦 ｷﾀﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 愛知県 2:11:15
516 1048 中尾 浩 ﾅｶｵ ﾋﾛｼ 三重県 2:11:23
517 2502 神田 義之 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 磐田市 2:11:26
518 2142 山田 潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 浜松市 草川さん頑張って 2:11:36
519 2720 末田 明 ｽｴﾀﾞ ｱｷﾗ 浜松市 スピンマスターズ 2:11:40
520 433 小林 周司 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞ 袋井市 2:11:48
521 2473 佐藤 雅寛 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 2:12:02
522 1733 岡崎 勝彦 ｵｶｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ 静岡市 磐田郵便局 2:12:03
523 2123 寺田 洋文 ﾃﾗﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 磐田市 2:12:07
524 3657 西田 有知 ﾆｼﾀﾞ ｱﾘﾄﾓ 静岡市 2:12:09
525 2539 坂田 統治 ｻｶﾀ ﾓﾄﾊﾙ 浜松市 2:12:28
526 1361 石川 正行 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ 函南町 2:12:31
527 1766 山口 剛志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 愛知県 2:12:31
528 2354 高柳 光 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱｷﾗ 磐田市 2:12:32
529 2654 内山 雅文 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 2:12:33
530 2602 鈴木 義裕 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 2:12:38
531 2009 夏目 敦史 ﾅﾂﾒ ｱﾂｼ 愛知県 2:12:40
532 3218 田中 静彦 ﾀﾅｶ ｼｽﾞﾋｺ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:12:50
533 2184 三岡 良行 ﾐﾂｵｶ ﾖｼﾕｷ 浜松市 2:13:04
534 1113 飯尾 哲也 ｲｲｵ ﾃﾂﾔ 浜松市 2:13:19
535 1390 鈴木 正彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 湖西市 株式会社デンソー 2:13:21
536 3314 田村 光 ﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 愛知県 太陽アーモ 2:13:26
537 1868 三輪 義一 ﾐﾜ ﾖｼｶｽﾞ 浜松市 土地家屋調査士 2:13:27
538 1687 鈴木 雄二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 兵庫県 2:13:31
539 2419 堀川 正紀 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 細江郵便局 2:13:43
540 3405 梅田 直城 ｳﾒﾀﾞ ﾅｵｷ 愛知県 2:13:59
541 2159 池上 忠志 ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｼ 浜松市 やまぜん 2:14:29
542 1933 村上 修司 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 浜松市 2:14:34
543 656 木佐貫 裕高 ｷｻﾇｷ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 2:14:35
544 1943 永田 和之 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 2:14:45
545 2766 佐久間 浩吾 ｻｸﾏ ｺｳｺﾞ 磐田市 2:14:58
546 1832 鈴木 正之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 愛知県 2:15:09
547 1997 野ケ山 智之 ﾉｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 掛川市 2:15:16
548 2859 宇野 彰晋 ｳﾉ ｱｷﾋﾛ 磐田市 磐田市立病院 2:15:38
549 2108 佐藤 工 ｻﾄｳｻﾄｳ ﾀｸﾐﾀｸﾐ 藤枝市 2:15:42
550 3410 山下 英朗 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 磐田市 2:15:51
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551 1558 山田 穂高 ﾔﾏﾀﾞ ﾎﾀﾞｶ 磐田市 2:15:53
552 3323 大木 忠 ｵｵｷ ﾀﾀﾞｼ 湖西市 2:15:56
553 3154 落合 弘光 ｵﾁｱｲ ﾋﾛﾐﾂ 磐田市 2:16:00
554 2679 杉山 治樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾊﾙｷ 袋井市 2:16:07
555 2182 諸田 嘉人 ﾓﾛﾀ ﾖｼﾋﾄ 磐田市 2:16:10
556 3873 池ヶ谷 昌之 ｲｹｶﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 磐田市 2:16:11
557 2740 安本 和裕 ﾔｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 2:16:15
558 2317 照井 高史 ﾃﾙｲ ﾀｶｼ 愛知県 ＡＲＢ 2:16:26
559 2334 小川 芳寛 ｵｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:16:26
560 3549 水野 智成 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓﾅﾘ 浜松市 株式会社野末商店 2:16:32
561 2001 齋藤 祥彰 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 浜松市 ちょこボール 2:16:40
562 2017 増田 英樹 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 御前崎市 2:16:41
563 1786 山口 謙 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝ 埼玉県 2:16:50
564 2969 山田 敦 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 藤枝市 2:16:54
565 2795 柴田 英俊 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 浜松市 2:17:01
566 1108 青山 和正 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 2:17:09
567 1610 塚本 昭宏 ﾂｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 島田市 中川牧場ＲＣ 2:17:11
568 2990 奥野 正典 ｵｸﾉ ﾏｻﾉﾘ 浜松市 ＪＰ 2:17:13
569 2949 矢野 滋久 ﾔﾉ ｼｹﾞﾋｻ 伊豆の国市 2:17:18
570 2556 丹羽 和彦 ﾆﾜ ｶｽﾞﾋｺ 静岡市 2:17:24
571 2982 清水 秀幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 愛知県 日本郵便 2:17:26
572 2787 鈴木 知久 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 愛知県 2:17:28
573 2519 礒部 隆司 ｲｿﾍﾞ ﾀｶｼ 浜松市 2:17:32
574 2948 今村 泰司 ｲﾏﾑﾗ ﾔｽｼﾞ 愛知県 デンソー 2:17:59
575 1794 村松 靖 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼ 浜松市 2:18:01
576 3813 田村 康宏 ﾀﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:18:18
577 2886 高山 幸也 ﾀｶﾔﾏ ﾕｷﾔ 浜松市 2:18:21
578 1969 村松 誠司 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｼﾞ 焼津市 2:18:30
579 2205 石川 悟 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾙ 島田市 2:18:34
580 906 藤吉 勉 ﾌｼﾞﾖｼ ﾂﾄﾑ 磐田市 静岡走ろう会 2:18:40
581 2632 美濃 幸弘 ﾐﾉ ﾕｷﾋﾛ 浜松市 ＯＲＣ 2:18:42
582 2590 溝尻 彰宏 ﾐｿﾞｼﾞﾘ ｱｷﾋﾛ 浜松市 2:18:51
583 2294 望月 幹男 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾐｷｵ 静岡市 2:19:03
584 3820 後藤 司郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ 磐田市 エヌテーエヌ 2:19:14
585 2912 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 焼津市 2:19:36
586 1574 澤木 雅史 ｻﾜｷ ﾏｻﾌﾐ 浜松市 2:19:38
587 3114 寺田 篤史 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 磐田市 2:19:51
588 2767 山口 淳 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 磐田市 2:20:11
589 2898 藤本 敏文 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ 島田市 2:20:17
590 3634 伊藤 恭啓 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 2:20:22
591 3061 知久 典和 ﾁｷｭｳ ﾉﾘｶｽﾞ 磐田市 2:20:30
592 3092 片山 弘之 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 掛川市 2:20:35
593 723 袴田 竜久 ﾊｶﾏﾀ ﾀﾂﾋｻ 浜松市 2:20:40
594 1381 岡田 洋介 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 京都府 2:20:57
595 2210 近藤 英司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｼﾞ 磐田市 2:21:00
596 1230 益子 尊臣 ﾏｽｺ ﾀｶｵﾐ 牧之原市 2:21:04
597 1977 宇佐見 康 ｳｻﾐ ﾔｽｼ 愛知県 2:21:10
598 3710 山本 諭 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 浜松市 2:21:29
599 1830 髙山 雅昭 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｱｷ 浜松市 アーレスティ 2:21:32
600 1239 松林 亨 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 藤枝市 矢崎総業株式会社 2:21:51
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601 3242 近藤 達雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｵ 袋井市 松浦梱包輸送 2:22:00
602 2828 増山 尚俊 ﾏｽﾔﾏ ﾅｵﾄｼ 磐田市 磐田市立東部小学校 2:22:21
603 2130 鈴木 浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 愛知県 2:22:42
604 801 原田 幸弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 袋井市 ＴＯＡ愛好会 2:22:42
605 1450 倉本 孝司 ｸﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ 浜松市 浜松ホトニクス 2:22:44
606 1594 八木 成典 ﾔｷﾞ ｼｹﾞﾉﾘ 磐田市 2:22:58
607 1135 寺西 正一 ﾃﾗﾆｼ ｼｮｳｲﾁ 愛知県 チームウメザワ 2:23:09
608 1290 後藤 慶治 ｺﾞﾄｳ ｹｲｼﾞ 愛知県 2:23:17
609 2586 山岡 昭一 ﾔﾏｵｶ ｼｮｳｲﾁ 富山県 2:23:25
610 3026 鈴木 雅敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 静岡市 2:23:35
611 1142 宮副 優三 ﾐﾔｿﾞｴ ﾕｳｿﾞｳ 愛知県 2:23:42
612 2201 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 浜松市 2:23:56
613 2465 大上 智之 ｵｵｳｴ ﾄﾓﾕｷ 磐田市 ＧＧＳＢ 2:23:57
614 2470 舟橋 晃 ﾌﾅﾊｼ ｱｷﾗ 浜松市 2:24:01
615 3106 小長谷 寛治 ｺﾅｶﾞﾔ ｶﾝｼﾞ 掛川市 矢酒会 2:24:04
616 3685 宮崎 寿弘 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 静岡市 すろーぱす 2:24:19
617 1993 南新 秀己 ﾐﾅﾐｼﾝ ﾋﾃﾞﾐ 磐田市 2:24:19
618 2643 山本 英樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 静岡市 2:24:22
619 2636 柳原 保夫 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾔｽｵ 東京都 2:24:31
620 2081 大上 哲 ｵｵｶﾞﾐ ｻﾄﾙ 浜松市 コベス 2:24:46
621 2522 小野田 素士 ｵﾉﾀﾞ ﾓﾄｼ 湖西市 2:24:50
622 2660 土井 貞彦 ﾄﾞｲ ｻﾀﾞﾋｺ 浜松市 トラのすけ 2:24:51
623 2534 荒木 知明 ｱﾗｷ ﾄﾓｱｷ 掛川市 2:25:02
624 2593 西窪 博志 ﾆｼｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 熱海市 2:25:11
625 3045 洞口 養一 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 磐田市 2:25:12
626 3162 井上 敏行 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 2:25:15
627 3181 鈴木 貴詞 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 静岡市 キューズ倶楽部 2:25:28
628 3255 大関 潤 ｵｵｾｷ ｼﾞｭﾝ 浜松市 2:25:28
629 1658 千村 年秀 ﾁﾑﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 掛川市 とりあえず 2:25:38
630 1278 伊藤 易典 ｲﾄｳ ﾔｽﾉﾘ 愛知県 2:25:45
631 1270 新村 将輝 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻｷ 静岡市 2:25:56
632 3285 糸賀 信行 ｲﾄｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 ヤマハ発動機 2:26:11
633 2151 藤内 裕之 ﾄｳﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 2:26:25
634 2994 岩崎 哲也 ｲﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 磐田市 2:26:27
635 2796 戸澤 兵吾 ﾄｻﾞﾜ ﾋｮｳｺﾞ 愛知県 2:26:39
636 2931 石塚 孝弘 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 新機械技研ＲＣ 2:27:01
637 2790 田子 紀之 ﾀｺﾞ ﾉﾘﾕｷ 浜松市 2:27:05
638 3690 石垣 彰宏 ｲｼｶﾞｷ ｱｷﾋﾛ 静岡市 すろーパス 2:27:19
639 2578 澤村 尚紀 ｻﾜﾑﾗ ﾋｻﾉﾘ 浜松市 2:27:19
640 1957 星宮 宏光 ﾎｼﾉﾐﾔ ﾋﾛﾐﾂ 浜松市 2:27:26
641 2598 増井 弘樹 ﾏｽｲ ﾋﾛｷ 浜松市 2:27:27
642 3487 門谷 正規 ｶﾄﾞﾔ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 ＲＴＳ 2:27:44
643 3505 平野 行恭 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾔｽ 磐田市 2:27:46
644 2701 及川 満 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾙ 埼玉県 ＡＭＷ 2:27:57
645 2662 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 2:27:59
646 2732 新村 俊明 ｼﾝﾑﾗ ﾄｼｱｷ 浜松市 ＴＯＭＯ ＲＵＮ 2:28:13
647 2120 中野 勝明 ﾅｶﾉ ｶﾂｱｷ 磐田市 2:28:23
648 2700 加藤 久和 ｶﾄｳ ﾋｻｶｽﾞ 沼津市 2:28:25
649 2809 大橋 新一郎 ｵｵﾊｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ 掛川市 甘走会 2:28:54
650 2813 伊藤 克宏 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 島田市 初倉南 2:29:23
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651 2594 林田 久司 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾋｻｼ 掛川市 2:29:44
652 3230 藤森 学 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ 浜松市 2:29:54
653 2427 鷲巣 太樹 ﾜｼｽﾞ ﾀｲｼﾞｭ 藤枝市 2:30:02
654 3262 大空 優 ｵｵｿﾞﾗ ﾕｳ 磐田市 2:30:06
655 3833 木全 清 ｷﾏﾀ ｷﾖｼ 愛知県 2:30:21
656 2865 中島 誠 ﾅｶｼﾏ ﾏｺﾄ 愛知県 2:30:25
657 978 加藤 丈志朗 ｶﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾛｳ 湖西市 ち～む大倉戸 2:30:26
658 3243 前田 仁久 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞﾝｷｭｳ 神奈川県 共済メッシ 2:30:29
659 2446 清水 勝 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 袋井市 みつかわ病院 2:30:30
660 3040 増元 光 ﾏｽﾓﾄ ｱｷﾗ 磐田市 おいしいお米は遠州米穀 2:30:41
661 2966 岩切 英隆 ｲﾜｷﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 愛知県 2:30:46
662 2004 高林 拓也 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長泉町 花王ＫＣＭＫ 2:30:57
663 3830 乘本 智弘 ﾉﾘﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 2:31:08
664 2943 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 浜松市 みついち 2:31:24
665 2716 金澤 輝 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｷﾗ 愛知県 2:31:25
666 2403 加藤 真康 ｶﾄｳ ﾏｻﾔｽ 掛川市 ＹＵＺＵＰＯＮＺＵ柴 2:31:39
667 3318 大原 浩史 ｵｵﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 愛知県 2:31:41
668 3851 清水 博文 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ 群馬県 2:31:41
669 2005 渡辺 勉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 浜松市 2:31:50
670 2517 内田 秀人 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 愛知県 グロウス 2:31:57
671 3686 安永 和寿 ﾔｽﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋｻ 浜松市 ボア・ソルチ 2:32:36
672 2685 細見 隆夫 ﾎｿﾐ ﾀｶｵ 愛知県 ＦＯＲ 2:32:36
673 2644 田原 直樹 ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 愛知県 2:32:38
674 3184 紙本 大作 ｶﾐﾓﾄ ﾀﾞｲｻｸ 磐田市 2:33:10
675 3225 神谷 久 ｶﾐﾔ ﾋｻｼ 愛知県 2:33:21
676 3261 波田野 靖広 ﾊﾀﾉ ﾔｽﾋﾛ 袋井市 2:33:28
677 1185 市川 徳良 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘﾖｼ 磐田市 2:33:34
678 2386 高崎 裕宇 ﾀｶｻｷ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 2:33:57
679 3233 前田 純一 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 静岡市 2:34:04
680 2422 佐藤 弘明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 浜松市 長鶴遠足会 2:34:05
681 2954 藤田 哲 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾗ 静岡市 ロコモコ助 2:34:14
682 3079 市原 幸作 ｲﾁﾊﾗ ｺｳｻｸ 千葉県 2:34:19
683 3577 八木 太造 ﾔｷﾞ ﾀｲｿﾞｳ 浜松市 2:34:46
684 2688 藤永 一弥 ﾌｼﾞﾅｶﾞ ｶｽﾞﾔ 三重県 ＡＫＨ 2:35:11
685 3144 奈良 啓悟 ﾅﾗ ｹｲｺﾞ 浜松市 2:35:15
686 3055 鎌田 正俊 ｶﾏﾀ ﾏｻﾄｼ 千葉県 2:35:18
687 1926 村上 茂 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾙ 愛知県 2:35:58
688 3098 藤原 光太郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 磐田市 ゴリテツ 2:36:03
689 3213 村松 真行 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾕｷ 磐田市 2:36:04
690 302 杉本 一 ｽｷﾞﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ 焼津市 2:36:07
691 3381 小柳津 辰彦 ｵﾔｲﾂﾞ ﾀﾂﾋｺ 磐田市 2:36:23
692 3097 氏原 正幸 ｳｼﾞﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 浜松市 2:36:47
693 2873 井手 久悦 ｲﾃﾞ ﾋｻﾖｼ 浜松市 2:37:40
694 1540 竹島 洋一郎 ﾀｹｼﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 四つ葉クラブ 2:37:43
695 1223 萩田 宗太郎 ﾊｷﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 東京都 2:38:04
696 1212 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 2:38:05
697 2242 沢瀬 誉志一 ｻﾜｾ ﾖｼｶｽﾞ 掛川市 ＴＦＳ 2:38:14
698 3431 大村 直美 ｵｵﾑﾗ ﾅｵﾐ 千葉県 2:38:21
699 2440 和泉 学 ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 静岡市 2:38:23
700 2987 向島 康眞 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾔｽﾏｻ 藤枝市 藤北 2:39:16
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701 2640 小田木 広征 ｵﾀﾞｷﾞ ﾋﾛﾕｷ 静岡市 2:39:28
702 3240 天野 充 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾙ 愛知県 2:39:47
703 3080 芦川 雅礼 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 静岡市 東洋冷蔵 2:39:58
704 1670 小松 秀樹 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 2:40:23
705 542 市川 典男 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｵ 浜松市 浜松ホトニクス 2:40:28
706 3461 松本 正司 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 浜松市 2:40:38
707 2547 二神 泰徳 ﾌﾀｶﾞﾐ ﾔｽﾉﾘ 焼津市 模型のプラッツ 2:40:59
708 2178 青木 光春 ｱｵｷ ﾐﾂﾊﾙ 浜松市 2:41:47
709 2677 大庭 晋亮 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｽｹ 浜松市 ＪＷ自走部 2:42:26
710 283 酒井 靖夫 ｻｶｲ ﾔｽｵ 浜松市 いたりや 2:42:26
711 2286 立花 鑑郎 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｱｷｵ 東京都 株式会社 小澤建材 2:43:32
712 3131 市橋 章宏 ｲﾁﾊｼ ｱｷﾋﾛ 東京都 2:43:52
713 3157 豊川 修司 ﾄﾖｶﾜ ｼｭｳｼﾞ 愛知県 2:44:03
714 2148 浦 浩行 ｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 ちょこぼーる 2:44:55
715 2998 三上 純司 ﾐｶﾐ ｼﾞｭﾝｼﾞ 磐田市 2:45:43
716 3194 寺田 直之 ﾃﾗﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 浜松市 長鶴遠足会 2:46:00
717 3195 竹山 浩司 ﾀｹﾔﾏ ｺｳｼﾞ 浜松市 2:46:22
718 2476 大橋 一巳 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞﾐ 浜松市 2:46:39
719 2202 宮島 靖夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾔｽｵ 磐田市 2:47:43
720 1962 村木 康宏 ﾑﾗｷ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 2:48:07
721 2187 倉見 義彦 ｸﾗﾐ ﾖｼﾋｺ 浜松市 2:48:37
722 2879 松本 真 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｺﾄ 浜松市 2:49:02
723 2347 岡留 幸博 ｵｶﾄﾞﾒ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 2:49:13
724 2337 彦坂 穂積 ﾋｺｻｶ ﾎﾂﾞﾐ 浜松市 矢崎 天竜 2:49:59
725 3236 大石 浩史 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾌﾐ 磐田市 2:50:34
726 3702 島崎 秀一 ｼﾏｻｷ ﾋﾃﾞｲﾁ 浜松市 住友生命 2:51:32
727 2428 村中 利昌 ﾑﾗﾅｶ ﾄｼｱｷ 浜松市 2:52:15
728 3804 村上 透 ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ 磐田市 2:52:28
729 3327 伊石 智宏 ｲｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 静岡市 2:52:31
730 2481 鈴木 渚 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞｻ 愛知県 2:53:58
731 2506 村瀬 雄一 ﾑﾗｾ ﾕｳｲﾁ 浜松市 フジイチ 2:54:02
732 3082 佐藤 弘康 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 2:54:12
733 1725 鈴木 智貴 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ 浜松市 2:54:30
734 2909 水口 善之 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 愛知県 ザ・ウエハーズ 2:54:43
735 2249 山崎 好夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｵ 袋井市 磐田南陸上競技部ＯＢＯＧ会 2:55:13
736 1669 新井 一 ｱﾗｲ ﾊｼﾞﾒ 東京都 2:56:27
737 3246 中村 研司 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 浜松市 大和証券（株） 2:59:59
738 2663 前田 直樹 ﾏｴﾀﾞ ﾅｵｷ 浜松市 ヤマハ発動機 3:00:01
739 3220 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 3:00:23
740 3525 間渕 誠治 ﾏﾌﾞﾁ ｾｲｼﾞ 浜松市 3:00:24
741 3030 白井 匠 ｼﾗｲ ﾀｸﾐ 掛川市 3:00:49
742 3462 伊藤 友之 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 浜松市 3:01:00
743 3072 津島 尚史 ﾂｼﾏ ﾋｻｼ 藤枝市 石原軍団 3:01:55
744 3280 平塚 博之 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 3:03:44
745 3315 大石 康浩 ｵｵｲｼ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 走って飲もう会 3:06:09
746 3548 鈴木 利和 ｽｽﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 磐田市 学勧 3:06:56
747 3111 荒木 寿雅 ｱﾗｷ ﾄｼﾏｻ 掛川市 3:07:01
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1 149 山本 康夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ 島田市 島田陸協 1:27:33
2 34 白水 晃二 ｼﾛﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 ハートブレイク 1:27:35
3 176 成島 康則 ﾅﾙｼﾏ ﾔｽﾉﾘ 藤枝市 スマイリー 1:27:58
4 160 湯本 祐司 ﾕﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 愛知県 1:29:11
5 162 中林 直一 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵｶｽﾞ 東京都 1:30:43
6 481 大城 吉晴 ｵｵｼﾛ ﾖｼﾊﾙ 浜松市 ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ 1:31:48
7 161 沼本 一郎 ﾇﾏﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 静岡市 スマイリー 1:31:54
8 123 長谷川 卓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸ 島田市 マリンオープンイノベーション 1:33:42
9 117 渡辺 一昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 東京酒豪組合 1:35:27

10 151 芝田 裕一 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 静岡市 1:35:33
11 561 稲田 宏美 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛﾐ 湖西市 浜松健走会 1:36:15
12 541 荒巻 淳 ｱﾗﾏｷ ｱﾂｼ 袋井市 静岡県西部安全協会 1:36:39
13 622 池田 順任 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 磐田市 1:37:01
14 482 武井 正明 ﾀｹｲ ﾏｻｱｷ 浜松市 1:37:13
15 790 荒木 正巳 ｱﾗｷ ﾏｻﾐ 愛知県 安城西部ＲＣ 1:37:48
16 461 飯田 道夫 ｲｲﾀﾞ ﾐﾁｵ 東京都 1:39:14
17 573 福留 寛人 ﾌｸﾄﾒ ﾋﾛﾄ 静岡市 1:40:20
18 564 後藤 友秀 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾃﾞ 磐田市 1:40:35
19 376 遠藤 洋和 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 静岡市 静岡走ろう会 1:40:42
20 422 萩原 一彦 ﾊｷﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 静岡市 日軽ＲＣ 1:40:49
21 910 寺田 孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 袋井市 磐田トライアスロン 1:42:22
22 988 大林 秀成 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾅﾘ 浜松市 1:42:37
23 710 長田 雅裕 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 1:42:45
24 864 石川 広康 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 愛知県 1:42:58
25 466 内山 昌一 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 掛川市 浜松ホトニクス 1:43:37
26 412 杉浦 元 ｽｷﾞｳﾗ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 1:43:47
27 343 夏目 茂美 ﾅﾂﾒ ｼｹﾞﾐ 愛知県 1:44:03
28 886 石ヶ谷 政利 ｲｼｶﾞﾔ ﾏｻﾄｼ 静岡市 1:44:07
29 87 大場 民雄 ｵｵﾊﾞ ﾀﾐｵ 焼津市 エナジーライン 1:44:28
30 600 永田 俊浩 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 掛川市 小笠山 1:44:34
31 1222 山川 誠己 ﾔﾏｶﾜ ｾｲｷ 磐田市 1:44:36
32 824 永田 秀夫 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾞﾃﾞｵ 掛川市 1:44:57
33 762 杉山 誠章 ｽｷﾞﾔﾏ ﾏｻｱｷ 磐田市 ミズノ電装 1:45:08
34 697 田中 昌志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 愛知県 1:45:42
35 693 和田 昌彦 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 浜松市 都田建設 1:46:10
36 1452 松本 保典 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 磐田市 1:46:52
37 557 千葉 松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ 東京都 町田いだ天 1:47:19
38 1041 高瀬 吉晴 ﾀｶｾ ﾖｼﾊﾙ 静岡市 1:47:22
39 70 林 一寛 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 ＪＡ遠州中央 1:47:22
40 959 岡本 隆広 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 あいち健康の森走遊会 1:47:28
41 786 松浦 宏之 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 浜松市 テキスタイル・ベガ 1:47:33
42 554 大場 伸一 ｵｵﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 袋井市 1:47:50
43 1217 井口 浩治 ｲｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 磐田市 天白精機 1:47:57
44 296 菅沼 良行 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ 湖西市 ２３５走志会 1:48:00
45 787 大橋 康明 ｵｵﾊｼ ﾔｽｱｷ 静岡市 1:48:08
46 822 杉田 智 ｽｷﾞﾀ ｻﾄｼ 磐田市 1:48:25
47 948 太田 敏彦 ｵｵﾀ ﾄｼﾋｺ 焼津市 1:48:59
48 1034 寺田 啓市 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｲﾁ 磐田市 1:49:29
49 771 山本 昇 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 1:49:30
50 1332 和田 尚幸 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 磐田市 ＳＣ 1:49:50
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51 726 安達 謙次 ｱﾀﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 愛知県 尾張旭ランニングクラブ 1:49:54
52 621 村田 吉昭 ﾑﾗﾀ ﾕｼｱｷ 愛知県 1:50:08
53 3738 尾崎 功治 ｵｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 清水町 1:50:10
54 635 キング ロン ｷﾝｸﾞ ﾛﾝ 浜松市 ＺｏｅＣａｆｅ Ｅｎｇｌｉｓｈ 1:50:19
55 1927 河村 秀昭 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 1:50:21
56 323 関 正和 ｾｷ ﾏｻｶｽﾞ 磐田市 石川建設（株） 1:50:24
57 689 窪田 尚弘 ｸﾎﾞﾀ ﾅｵﾋﾛ 富士市 窪田ＬＣ 1:50:52
58 648 平野 和良 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 浜北芝本組 1:51:14
59 751 足立 和隆 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾀｶ 浜松市 1:51:52
60 3656 落合 克也 ｵﾁｱｲ ｶﾂﾔ 掛川市 1:52:22
61 695 丸田 嘉幸 ﾏﾙﾀ ﾖｼﾕｷ 浜松市 浜松健走会 1:52:35
62 1148 西形 茂樹 ﾆｼｶﾀ ｼｹﾞｷ 焼津市 1:52:44
63 1588 臼井 嘉朗 ｳｽｲ ﾖｼｱｷ 静岡市 フジ物産株式会社 1:52:50
64 2298 佐藤 英二 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 掛川市 1:52:50
65 99 西田 孝之 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 磐田市 豊岡ＲＣ 1:52:54
66 1465 佐々木 幸司 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 磐田市 らっきー１ＲＣ 1:52:56
67 3023 亀澤 知宏 ｶﾒｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 蒲郡高校再任用３年目 1:53:05
68 657 後藤 明伸 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾉﾌﾞ 愛知県 1:53:09
69 1917 鈴木 正登 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 藤枝市 藤枝マスターズ 1:53:15
70 1761 塚本 鶴樹 ﾂｶﾓﾄ ﾂﾙｷ 静岡市 1:53:25
71 474 高橋 邦典 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾉﾘ 浜松市 1:53:40
72 1380 浅山 靖 ｱｻﾔﾏ ﾔｽｼ 浜松市 ＹＭＣＰＯＯＬ 1:53:44
73 1905 猪飼 泰三 ｲｶｲ ﾀｲｿﾞｳ 掛川市 天白川月例マラソン記録会 1:53:55
74 248 手塚 幹比呂 ﾃﾂﾞｶ ﾐｷﾋﾛ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:54:01
75 1044 出井 修 ﾃﾞｲ ｵｻﾑ 浜松市 1:54:10
76 613 兵庫 光彦 ﾋｮｳｺﾞ ﾐﾂﾋｺ 静岡市 1:54:29
77 746 青島 清司 ｱｵｼﾏ ｷﾖｼ 藤枝市 藤枝市役所バドミントン部 1:54:30
78 827 山﨑 貞雄 ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾀﾞｵ 袋井市 クウの城 1:54:36
79 2775 市川 信幸 ｲﾁｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 静岡市 気分走会 1:54:39
80 1281 鈴木 利彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 浜松市 さくまＲＣ 1:54:42
81 218 原田 正司 ﾊﾗﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 磐田市 1:54:58
82 681 小杉 幸夫 ｺｽｷﾞ ﾕｷｵ 愛知県 タクマ 1:55:03
83 372 山崎 直樹 ﾔﾏｻｷ ﾅｵｷ 浜松市 ゆうとん 1:55:10
84 1110 高塚 一裕 ﾀｶﾂｶ ｶｽﾞﾋﾛ 牧之原市 はるかぜ農園 1:55:11
85 1379 田中 昌利 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ 愛知県 1:55:12
86 981 村田 広康 ﾑﾗﾀ ﾋﾛﾔｽ 浜松市 浜松いわた信用金庫 1:55:22
87 664 宮内 豊文 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾖﾌﾐ 焼津市 静岡県司法書士会 1:55:24
88 987 藤田 秀夫 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 焼津市 1:55:24
89 1598 太田 裕 ｵｵﾀ ﾕﾀｶ 愛知県 1:55:31
90 3414 中村 正美 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ 浜松市 1:55:38
91 1664 前田 裕 ﾏｴﾀﾞ ﾕﾀｶ 焼津市 ◆（株）ＹＣＬ◆ 1:55:42
92 1084 草川 浩二 ｸｻｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 磐田市 ヤマハ発動機（株） 1:56:02
93 644 長田 雅孝 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 静岡市 1:56:06
94 2150 堀 曉 ﾎﾘ ｱｷﾗ 静岡市 1:56:13
95 1675 長坂 好洋 ﾅｶﾞｻｶ ﾖｼﾋﾛ 静岡市 チーム虎命 1:56:34
96 1813 祖父江 育夫 ｿﾌﾞｴ ｲｸｵ 浜松市 1:56:35
97 1663 加藤 光久 ｶﾄｳ ﾐﾂﾋｻ 磐田市 加藤労務 1:56:39
98 1024 川島 信夫 ｶﾜｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 浜松市 1:56:59
99 2559 澤入 義仁 ｻﾜｲﾘ ﾖｼﾋﾄ 御前崎市 1:57:03

100 972 坂田 哲男 ｻｶﾀ ﾃﾂｵ 磐田市 1:57:04
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101 1282 安田 修三 ﾔｽﾀﾞ ｼｭｳｿﾞｳ 湖西市 1:57:05
102 1368 河合 信二 ｶﾜｲ ﾉﾌﾞｼﾞ 浜松市 ＶＥＧＡ 1:57:10
103 1679 柿野 良明 ｶｷﾉ ﾖｼｱｷ 愛知県 1:57:11
104 2609 木村 勝彦 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 浜松市 ＯＲＣ 1:57:14
105 1672 高橋 宏昭 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 焼津市 1:57:27
106 2472 林 亮介 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 1:57:28
107 1017 山下 靖 ﾔﾏｼﾀ ﾔｽｼ 浜松市 奈女田家 1:57:30
108 1406 石川 陽一 ｲｼｶﾜ ﾖｳｲﾁ 掛川市 1:57:36
109 2125 夏目 裕明 ﾅﾂﾒ ﾋﾛｱｷ 磐田市 磐田市 1:57:50
110 1720 平原 稔 ﾋﾗﾊﾗ ﾐﾉﾙ 浜松市 1:57:52
111 1279 安間 薫 ｱﾝﾏ ｶｵﾙ 袋井市 1:58:12
112 1411 海江田 誠二 ｶｲｴﾀﾞ ｾｲｼﾞ 浜松市 1:58:22
113 1555 石川 文彦 ｲｼｶﾜ ﾌﾐﾋｺ 富士宮市 富士宮走ろう会 1:58:26
114 2058 嶋口 郊巳 ｼﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 浜松市 ベベラン 1:58:39
115 3130 岩本 章法 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 浜松市 いちくうきゃん 1:59:01
116 837 村松 祐 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 袋井市 1:59:07
117 1719 友野 信也 ﾄﾓﾉ ｼﾝﾔ 愛知県 1:59:10
118 1119 丸山 勝美 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾐ 静岡市 1:59:14
119 877 渥美 光哲 ｱﾂﾐ ﾐﾂﾉﾘ 浜松市 河合楽器 1:59:14
120 1800 伊藤 衛佐 ｲﾄｳ ｴｲｽｹ 袋井市 海生ＯＢ 1:59:51
121 759 鈴木 建也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 浜松市 2:00:01
122 865 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 2:00:09
123 1464 岩貞 勢生 ｲﾜｻﾀﾞ ｾｲｷ 静岡市 2:00:18
124 2389 曽我 卓生 ｿｶﾞ ﾀｸｵ 磐田市 2:00:20
125 1764 平良 朝雄 ﾀｲﾗ ﾄﾓｵ 磐田市 2:00:33
126 1363 高柳 正弘 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 鈴木楽器 2:00:33
127 1831 永井 久雄 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｵ 磐田市 イワタックス 2:00:34
128 3201 大石 和伸 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 静岡市 2:01:12
129 1717 仲井 愼治 ﾅｶｲ ｼﾝｼﾞ 愛知県 2:01:17
130 2042 神谷 和伸 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 浜松市 ドンガメクラブ 2:01:26
131 1537 内藤 義比呂 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 2:01:30
132 1288 木下 智弘 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 豊橋市役所 2:01:30
133 1563 石田 欽哉 ｲｼﾀﾞ ｷﾝﾔ 磐田市 2:01:34
134 1092 伊東 英機 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 2:01:53
135 226 今井 勝幸 ｲﾏｲ ｶﾂﾕｷ 静岡市 ＰＥＬＩＤＥ ＲＣ 2:02:09
136 1956 久保 克己 ｸﾎﾞ ｶﾂﾐ 焼津市 2:02:21
137 2511 二橋 宣行 ﾆﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 磐田市 2:02:23
138 2209 高木 幸男 ﾀｶｷﾞ ﾕｷｵ 静岡市 2:02:40
139 1974 加藤 真也 ｶﾄｳ ｼﾝﾔ 藤枝市 富士フイルム 2:02:55
140 418 高倉 秀充 ﾀｶｸﾗ ﾋﾃﾞﾐﾂ 愛知県 2:03:17
141 3024 山下 堅司 ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｼﾞ 浜松市 浜松市医療公社 2:03:18
142 1771 池谷 和彦 ｲｹﾔ ｶｽﾞﾋｺ 浜松市 2:03:29
143 1341 上甲 晃 ｼﾞｮｳｺｳ ｱｷﾗ 沼津市 ランランラン 2:03:34
144 979 河合 健 ｶﾜｲ ｹﾝ 愛知県 2:04:01
145 729 大庭 忠夫 ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞｵ 掛川市 2:04:03
146 2402 石山 久貢 ｲｼﾔﾏ ﾋｻﾂｸﾞ 磐田市 コアラ～ズ 2:04:30
147 2779 小関 将之 ｵｾﾞｷ ﾏｻﾕｷ 浜松市 完走するんです 2:04:32
148 2021 樋詰 靖範 ﾋﾂﾞﾒ ﾔｽﾉﾘ 浜松市 2:04:39
149 397 西村 三代次 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾖｼﾞ 磐田市 2:04:42
150 1479 市川 和幸 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 静岡市 2:05:08
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151 1480 田中 孝憲 ﾀﾅｶ ﾀｶﾉﾘ 浜松市 仲間ゆうゆう 2:05:19
152 701 星川 薫 ﾎｼｶﾜ ｶｵﾙ 袋井市 2:05:27
153 1584 竹下 登 ﾀｹｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 掛川市 細谷新田西組 2:05:30
154 1886 松島 康浩 ﾏﾂｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 2:05:30
155 2727 齋藤 活明 ｻｲﾄｳ ｶﾂｱｷ 浜松市 三木産業株式会社 2:05:30
156 1469 馬渕 孝史 ﾏﾌﾞﾁ ﾀｶﾌﾐ 浜松市 浜スポＲＣ 2:05:42
157 1154 仲田 政良 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 島田市 バタンＱ 2:05:58
158 2825 竹村 桂紀 ﾀｹﾑﾗ ｹｲｷ 愛知県 海生ランナーズ 2:06:15
159 1123 竹内 正美 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ 森町 2:06:25
160 977 山口 喜代治 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼﾞ 愛知県 土地家屋調査士 2:06:43
161 1802 鈴木 景佑 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 浜松市 2:07:11
162 3442 伊藤 高志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 浜松市 浜松磐田信用金庫 2:07:35
163 1554 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 袋井市 でんでん虫 2:07:43
164 2626 杉浦 富士宏 ｽｷﾞｳﾗ ﾌｼﾞﾋﾛ 愛知県 2:08:01
165 3488 掛井 亘 ｶｹｲ ﾜﾀﾙ 静岡市 2:08:18
166 618 徳倉 光 ﾄｸｸﾗ ﾋｶﾙ 沼津市 日本光電 2:08:33
167 1749 袴田 克典 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾉﾘ 浜松市 ちょこぼーる 2:08:40
168 1163 上田 祥弘 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 2:08:40
169 1767 小川 和哉 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 藤枝市 2:09:03
170 1534 川村 智明 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 東京都 2:09:14
171 2557 富坂 雅秀 ﾄﾐｻｶ ﾏｻﾋﾃﾞ 静岡市 気分走会 2:09:28
172 298 齋藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 静岡市 魔法の黄色い靴 2:09:51
173 1298 二見 肇 ﾌﾀﾐ ﾊｼﾞﾒ 磐田市 菊川病院 2:10:00
174 1373 大場 悟 ｵｵﾊﾞ ｻﾄﾙ 浜松市 おおば小児科 2:10:06
175 1700 矢野 剛 ﾔﾉ ﾀｹｼ 磐田市 ヤマハ発動機株式会社 2:10:25
176 3185 播磨 洋 ﾊﾘﾏ ﾋﾛｼ 磐田市 2:10:25
177 2423 岩崎 清隆 ｲﾜｻｷ ｷﾖﾀｶ 静岡市 2:10:28
178 2580 山本 俊次 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 2:10:28
179 1523 山本 千二 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾝｼﾞ 浜松市 小栗株式会社 2:10:29
180 2485 渡辺 彰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 浜松市 2:10:35
181 2024 小林 隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 宮城県 塩釜宝生会 2:10:39
182 810 鈴木 秀幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 磐田市 磐田富士見小学校 2:10:40
183 2957 米澤 健 ﾖﾈｻﾞﾜ ｹﾝ 浜松市 よねざわ歯科医院 2:10:40
184 1186 高野 義信 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 湖西市 2:10:41
185 993 永山 誠 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ 掛川市 2:10:47
186 1285 太田 静男 ｵｵﾀ ｼｽﾞｵ 三重県 皇學館大学 2:10:55
187 1545 片山 克哉 ｶﾀﾔﾏ ｶﾂﾔ 浜松市 猿山ランナーズ 2:10:59
188 2641 杉森 保雄 ｽｷﾞﾓﾘ ﾔｽｵ 浜松市 2:11:12
189 1446 川口 省式 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 御前崎市 気分走会 2:11:13
190 280 坂口 健司 ｻｶｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 浜松市 坂口ランニングクラブ 2:11:14
191 136 小杉 友久 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾋｻ 浜松市 メイプルズ浜松 2:11:34
192 2541 野中 詠一郎 ﾉﾅｶ ｴｲｲﾁﾛｳ 浜松市 浜北芝本組 2:12:04
193 2526 岩崎 誠之 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾕｷ 浜松市 日本ホームプロ 2:12:31
194 1551 鈴木 忠志 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 マスターズ磐田 2:12:44
195 2509 星野 金彦 ﾎｼﾉ ｶﾈﾋｺ 愛知県 ホシケン 2:12:45
196 2613 山内 秋人 ﾔﾏｳﾁ ｱｷﾄ 磐田市 磐田市役所 2:12:46
197 357 小室 智 ｺﾑﾛ ｻﾄｼ 埼玉県 2:13:04
198 952 山崎 浩二 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 浜松市 浜松磐田信用金庫 2:13:23
199 2107 鈴木 正博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 チャレンジクラブ 2:13:54
200 1872 岡本 守弘 ｵｶﾓﾄ ﾓﾘﾋﾛ 浜松市 2:14:00
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201 2098 袴田 勝巳 ﾊｶﾏﾀ ｶﾂﾐ 浜松市 天竜 2:14:18
202 1325 上條 俊郎 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼｵ 愛知県 2:14:18
203 2630 中川 勝夫 ﾅｶｶﾞﾜ ｶﾂｵ 浜松市 2:14:19
204 1792 古橋 孝敏 ﾌﾙﾊｼ ﾀｶﾄｼ 浜松市 よんろく倶楽部 2:14:25
205 1289 戸田 益資 ﾄﾀﾞ ﾔｽﾖｼ 愛知県 2:14:38
206 1400 高田 茂 ﾀｶﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 焼津市 2:14:48
207 2322 高野 利行 ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ 磐田市 未来塾高野 2:14:58
208 1514 遠藤 和幸 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 富士市 2:15:01
209 2111 安田 修 ﾔｽﾀﾞ ｵｻﾑ 袋井市 2:15:01
210 2116 平川 高弘 ﾋﾗｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 掛川市 学童 2:15:03
211 2291 酒井 正彦 ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ 磐田市 2:15:05
212 1773 岡本 寿夫 ｵｶﾓﾄ ﾄｼｵ 浜松市 スマイリーエンジェル 2:15:20
213 1820 熊切 敬三 ｸﾏｷﾘ ｹｲｿﾞｳ 磐田市 2:15:34
214 3357 藤田 佳久 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾋｻ 掛川市 藤田鐡工の風になれ 2:15:40
215 2466 木野 浩志 ｷﾉ ﾋﾛｼ 浜松市 ＫＲＣ 2:15:45
216 1382 堀井 猛成 ﾎﾘｲ ﾀｹﾏｻ 静岡市 テレしず 2:15:50
217 2921 河合 貴幸 ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ 浜松市 2:15:57
218 1850 平野 勝由 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾖｼ 磐田市 2:16:10
219 1117 佐々木 忠男 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｵ 浜松市 スマイリーエンジェル 2:16:21
220 1698 内藤 重男 ﾅｲﾄｳ ｼｹﾞｵ 浜松市 2:16:47
221 1817 竹原 順二 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 袋井市 2:16:56
222 2617 山崎 達夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂｵ 沼津市 2:16:58
223 3355 安形 利彦 ｱｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 磐田市 遠興 2:17:11
224 2513 大石 和治 ｵｵｲｼ ｶｽﾞﾊﾙ 静岡市 2:17:53
225 2507 中村 重知 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾄﾓ 浜松市 2:18:06
226 2287 鈴木 光治 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｼﾞ 埼玉県 株式会社 小澤建材 2:18:25
227 1743 丸山 雅樹 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｷ 千葉県 放送大学陸上部 2:18:48
228 80 杉山 喜一 ｽｷﾞﾔﾏ ｷｲﾁ 北海道 北教大教員 2:19:03
229 2435 小野 裕司 ｵﾉ ﾋﾛｼ 三島市 株式会社小野不動産 2:19:21
230 353 荒井 悟 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 袋井市 豊永自動車工業 2:19:38
231 1460 増田 正弘 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 よご内科クリニック 2:19:56
232 2687 内海 正裕 ｳﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 ＡＫＨ 2:19:59
233 2044 浦山 利幸 ｳﾗﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 静岡市 2:20:00
234 2749 秋山 勝彦 ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾋｺ 島田市 2:20:02
235 1375 高橋 善亮 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ 愛知県 2:20:34
236 2429 吉積 幸克 ﾖｼﾂﾞﾐ ﾕｷｶﾂ 掛川市 ＹＹ走ろう会 2:20:44
237 3015 吉田 行緒 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｵ 浜松市 2:20:54
238 964 村上 主方 ﾑﾗｶﾐ ｽｶﾞﾀ 静岡市 2:20:58
239 2952 伊代田 和孝 ｲﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 浜松市 2:21:06
240 1049 時田 克彰 ﾄｷﾀ ｶﾂｱｷ 磐田市 2:21:09
241 2065 弓田 秀夫 ﾕﾐﾀ ﾋﾃﾞｵ 菊川市 静銀ＪＣ 2:21:16
242 1124 山崎 玉仁 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾏﾋﾄ 森町 2:21:48
243 1602 岩崎 資久 ｲﾜｻｷ ﾓﾄﾋｻ 沼津市 2:21:53
244 1125 杉山 哲夫 ｽｷﾞﾔﾏ ﾃﾂｵ 森町 2:22:13
245 1443 落合 康浩 ｵﾁｱｲ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 静岡県西部安全協会 2:22:16
246 2860 向井 啓雄 ﾑｶｲ ﾋﾛｵ 島田市 2:22:25
247 2981 池田 正之 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 島田市 池田歯科医院 2:22:30
248 2751 大谷 清隆 ｵｵﾀﾆ ｷﾖﾀｶ 浜松市 2:22:44
249 2939 小川 功 ｵｶﾞﾜ ｲｻｵ 掛川市 2:23:01
250 1763 水口 勝善 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶﾂﾖｼ 磐田市 2:23:06
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251 2803 香川 恭広 ｶｶﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 静岡市 無所属 香川 2:23:13
252 2203 松野 正比呂 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 2:23:54
253 2992 野村 昌弘 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:23:58
254 3042 山本 高義 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 浜松市 フォレスターズ 2:24:52
255 1087 関塚 壽恵彦 ｾｷﾂﾞｶ ｽｴﾋｺ 磐田市 2:25:04
256 2074 辰巳 宗康 ﾀﾂﾐ ﾑﾈﾔｽ 磐田市 2:25:09
257 3032 村谷 行信 ﾑﾗﾀﾆ ﾕｷﾉﾌﾞ 袋井市 飛脚走遊会 2:25:38
258 3650 菊井 宏生 ｷｸｲ ﾋﾛｵ 浜松市 2:25:42
259 2311 原山 雅光 ﾊﾗﾔﾏ ﾏｻﾐﾂ 静岡市 ＤＯＤＯ倶楽部 2:26:09
260 2837 池ヶ谷 俊光 ｲｹｶﾞﾔ ﾄｼﾐﾂ 富士市 ＹＤＵ 2:26:11
261 3629 大石 喜巳 ｵｵｲｼ ﾖｼﾐ 静岡市 2:26:33
262 2721 仁井田 守 ﾆｲﾀﾞ ﾏﾓﾙ 浜松市 甘走会 2:26:41
263 2651 鈴木 甲子男 ｽｽﾞｷ ｷﾈｵ 岐阜県 アーキ・ネオ 2:26:43
264 1916 川島 比登志 ｶﾜｼﾏ ﾋﾄｼ 磐田市 2:27:01
265 2610 金子 正人 ｶﾈｺ ﾏｻﾄ 藤枝市 2:28:12
266 3050 浜田 博和 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 愛知県 2:28:19
267 1129 山崎 富雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾐｵ 森町 2:28:33
268 2525 鈴木 美明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 掛川市 シーバロジスティクス 2:28:54
269 3011 山川 良夫 ﾔﾏｶﾜ ﾖｼｵ 愛知県 ＯＬＷ 2:28:59
270 2071 滝井 智 ﾀｷｲ ｻﾄｼ 藤枝市 2:29:04
271 2861 杉浦 陽一郎 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 静岡市 2:29:32
272 1736 海野 実 ｳﾝﾉ ﾐﾉﾙ 磐田市 2:30:03
273 1421 鈴木 貴彦 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｺ 磐田市 2:30:19
274 3250 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 磐田市 2:30:20
275 3151 永井 雅己 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾐ 袋井市 2:30:43
276 3706 松田 博久 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ 袋井市 松田農園 2:30:50
277 2606 田中 等 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 埼玉県 2:31:05
278 2890 井上 孝男 ｲﾉｳｴ ﾀｶｵ 浜松市 浜松市民吹奏楽団 2:31:23
279 2484 尾崎 秀司 ｵｻﾞｷ ﾋﾃﾞｼ 浜松市 ＳＯＰＨＩＡ 2:32:16
280 3317 福井 義宏 ﾌｸｲ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 スズキ 2:32:22
281 2600 花咲 光宏 ﾊﾅｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 磐田市 2:32:47
282 2731 岩井 正次 ｲﾜｲ ﾏｻｼﾞ 浜松市 浜松まちづくり公社 2:33:31
283 2258 菅沼 一裕 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 磐田市 タケコプター 2:33:44
284 2726 森 良和 ﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ 滋賀県 2:34:15
285 3546 名倉 和敏 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞﾄｼ 磐田市 2:34:36
286 3135 小湊 嘉一郎 ｺﾐﾅﾄ ｶｲﾁﾛｳ 磐田市 МＢＪ 2:34:55
287 3302 村松 孝恭 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾔｽ 浜松市 2:35:14
288 3054 北島 靖夫 ｷﾀｼﾞﾏ ﾔｽｵ 浜松市 2:36:57
289 1973 鵜野 森一 ｳﾉ ﾓﾘｲﾁ 磐田市 チーム４７ 2:37:16
290 3878 木村 真也 ｷﾑﾗ ｼﾝﾔ 浜松市 附浜中 2:37:39
291 3068 杉浦 正継 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 浜松市 2:37:58
292 2505 中村 浩章 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 愛知県 走団ひとり 2:38:19
293 3087 堤 雄二 ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞ 浜松市 ぎしゃご 2:39:49
294 2676 市川 智一 ｲﾁｶﾜ ﾄｼｶｽﾞ 浜松市 2:39:52
295 2624 桑田 伸夫 ｸﾜﾀ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 2:40:28
296 2489 松本 俊之 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 磐田市 2:41:11
297 1326 小脇 進 ｺﾜｷ ｽｽﾑ 千葉県 2:41:50
298 2596 三吉 範行 ﾐﾖｼ ﾉﾘﾕｷ 富士市 2:41:54
299 3490 松山 正人 ﾏﾂﾔﾏ ﾏｻﾄ 浜松市 2:42:21
300 3775 原田 日出夫 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 磐田市 2:42:53
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301 1988 横山 征彦 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋｺ 掛川市 2:43:21
302 3507 中山 正典 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 2:43:37
303 3177 伊藤 信男 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 浜松市 アクトス浜松 2:44:00
304 1618 古川 幸宏 ﾌﾙｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 愛知県 伊良湖アトムズ 2:44:00
305 1205 藪内 良章 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾖｼｱｷ 磐田市 チームマナウス 2:44:37
306 2030 栗田 久 ｸﾘﾀ ﾋｻｼ 磐田市 西原ランニングクラブ 2:45:40
307 2096 飯田 郷司 ｲｲﾀﾞ ｻﾄｼ 牧之原市 ３６かけっこ部 2:46:53
308 3088 真船 勉 ﾏﾌﾈ ﾂﾄﾑ 浜松市 村の合唱団 2:47:52
309 3307 新貝 和男 ｼﾝｶﾞｲ ｶｽﾞｵ 磐田市 2:48:17
310 2518 堀内 正見 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾐ 袋井市 なし 2:49:43
311 2387 出雲 孝夫 ｲｽﾞﾓ ﾀｶｵ 静岡市 2:50:52
312 2771 高木 三郎 ﾀｶｷﾞ ｻﾌﾞﾛｳ 神奈川県 軽井沢中学校 2:51:57
313 3297 高塚 雅之 ﾀｶﾂｶ ﾏｻﾕｷ 袋井市 2:53:28
314 3221 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 2:53:28
315 2611 寺田 伸一郎 ﾃﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 磐田市 2:54:45
316 866 森下 昭弘 ﾓﾘｼﾀ ｱｷﾋﾛ 浜松市 保険のセレクト 2:55:24
317 500 松本 智仁 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 磐田市 鈴勝レーシング 2:56:05
318 3067 大石 英雄 ｵｵｲｼ ﾋﾃﾞｵ 浜松市 2:57:38
319 3322 豊山 文博 ﾄﾖﾔﾏ ﾌﾐﾋﾛ 愛知県 エンジン技術部ＯＢ 3:00:38
320 2176 矢口 重治 ﾔｸﾞﾁ ｼｹﾞﾊﾙ 岐阜県 3:07:04
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1 349 松本 一之 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 京都府 亀岡ランナーズ 1:37:44
2 183 小出 和義 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ 浜松市 園木一流ＲＣ 1:38:28
3 1000 榑松 實 ｸﾚﾏﾂ ﾐﾉﾙ 磐田市 1:49:33
4 757 田中 紘行 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 1:49:38
5 663 大藤 勝美 ｵｵﾌｼﾞ ｶﾂﾐ 掛川市 小笠山ＲＣ 1:51:40
6 1095 野口 陵一 ﾉｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 浜松市 スマイリーエンジェル 1:53:26
7 769 山田 定幸 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 磐田市 のんびりジョガー 1:56:26
8 402 犬塚 雅夫 ｲﾇﾂﾞｶ ﾏｻｵ 浜松市 1:58:05
9 1322 蓮見 廣史 ﾊｽﾐ ﾋﾛｼ 神奈川県 ポコレーシング 1:58:16

10 1317 奥宮 幸雄 ｵｸﾐﾔ ﾕｷｵ 袋井市 1:59:11
11 549 田中 正利 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄｼ 森町 1:59:25
12 3455 犬塚 勝英 ｲﾇﾂﾞｶ ｶﾂﾋﾃﾞ 浜松市 2:00:53
13 3541 柳園 光男 ﾔﾅｷﾞｿﾉ ﾐﾂｵ 三島市 2:01:36
14 2174 中津川 文美敏 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 浜松市 2:02:31
15 2729 村上 実 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾉﾙ 北海道 小樽ラビット会 2:02:41
16 1996 鈴木 勝博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 森町 2:02:49
17 940 貝沼 俊秋 ｶｲﾇﾏ ﾄｼｱｷ 愛知県 2:04:08
18 2444 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 2:05:37
19 1691 白木沢 敏郎 ｼﾛｷｻﾜ ﾄｼﾛｳ 愛知県 ランデスカイ 2:05:54
20 2493 片山 昇 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 藤枝市 チームのんべ 2:07:54
21 1030 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 2:08:32
22 1656 佐藤 逸男 ｻﾄｳ ｲﾂｵ 浜松市 チーム伊吹 2:08:35
23 669 加藤 信之 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 掛川市 豆太郎 2:08:39
24 498 本多 順二 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 磐田市 2:09:26
25 2496 鈴木 功治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 焼津市 ＺＫＭ 2:10:31
26 1683 仲村 淳二 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浜松市 チ－ム駈 2:13:13
27 2516 山本 克巳 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ 磐田市 無し 2:13:42
28 1955 内川 哲英 ｳﾁｶﾜ ﾃﾂﾋﾃﾞ 牧之原市 ＺＫＭ静岡 2:13:59
29 234 平田 八朗 ﾋﾗﾀ ﾊﾁﾛｳ 伊豆の国市 2:15:30
30 2443 森 裕雄 ﾓﾘ ﾋﾛｵ 袋井市 2:16:37
31 2471 寺田 公嘉 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾐﾖｼ 袋井市 ＨＯＮＤＡ ＯＢ 2:17:31
32 2312 西尾 元治 ﾆｼｵ ﾓﾄﾊﾙ 浜松市 ほなみ会南風 2:18:14
33 668 大石 正男 ｵｵｲｼ ﾏｻｵ 袋井市 梅山ランナーズ 2:18:21
34 1532 油井 義明 ﾕｲ ﾖｼｱｷ 森町 2:18:51
35 104 後藤 篤夫 ｺﾞﾄｳ ｱﾂｵ 藤枝市 シーダーズ 2:18:55
36 1854 菅沼 慶行 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾕｷ 掛川市 掛川新茶チャレンジ 2:22:55
37 1586 永田 弘 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 掛川市 2:23:35
38 2736 浜島 和雄 ﾊﾏｼﾏ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:23:46
39 2271 繁田 裕二 ｼｹﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 静岡市 2:24:41
40 2901 小野 暢晴 ｵﾉ ﾉﾌﾞﾊﾙ 掛川市 無し 2:26:25
41 1547 鈴木 正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 浜松市 2:27:31
42 1747 嶋尻 雅壽 ｼﾏｼﾞﾘ ﾏｻﾄｼ 浜松市 東海ビル管理株式会社 2:29:27
43 2138 佐々木 正喜 ｻｻｷ ﾏｻｷ 静岡市 イハラ同栄 2:29:30
44 2900 小澤 滋雄 ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 静岡市 なし 2:30:35
45 2894 大場 久充 ｵｵﾊﾞ ﾋｻﾐﾂ 愛知県 2:32:24
46 434 鈴木 力雄 ｽｽﾞｷ ﾘｷｵ 牧之原市 まだ現役 2:32:25
47 2878 立澤 正人 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 静岡市 2:32:45
48 2094 加納 要一 ｶﾉｳ ﾖｳｲﾁ 浜松市 2:33:09
49 2219 伊藤 昭 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 福井県 2:33:11
50 2185 髙栁 進 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｽｽﾑ 浜松市 2:34:13
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51 2876 鶴見 友昭 ﾂﾙﾐ ﾄﾓｱｷ 浜松市 2:36:35
52 2893 土谷 恒 ﾂﾁﾔ ﾋｻｼ 愛知県 東木 2:36:49
53 2608 小笹 以久男 ｵｻﾞｻ ｲｸｵ 浜松市 山路クラブ 2:37:29
54 3189 西森 輝茂 ﾆｼﾓﾘ ﾃﾙｼｹﾞ 掛川市 2:37:50
55 3234 數田 久 ｶｽﾞﾀ ﾋｻｼ 磐田市 数田エンジン設計有限会社 2:43:29
56 3100 墨 宇一郎 ｽﾐ ｳｲﾁﾛｳ 愛知県 2:45:12
57 3338 大谷 興禅 ｵｵﾀﾆ ｺｳｾﾞﾝ 菊川市 長福寺 2:46:20
58 785 芳賀 清文 ﾊｶﾞ ｷﾖﾌﾐ 兵庫県 2:47:24
59 3134 中山 恒男 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾈｵ 磐田市 2:49:47
60 3083 葭川 新一 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 浜松市 2:51:28
61 3676 青島 一郎 ｱｵｼﾏ ｲﾁﾛｳ 磐田市 青島学海司法書士事務所 2:51:42
62 2941 次廣 章 ﾂｷﾞﾋﾛ ｱｷﾗ 浜松市 2:52:50
63 3284 鈴木 康照 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾃﾙ 磐田市 2:55:42
64 3258 田中 裕之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 3:02:16
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1 53 小田 恵梨 ｵﾀﾞ ｴﾘ 愛知県 1:17:50
2 52 室伏 ほのか ﾑﾛﾌｼ ﾎﾉｶ 浜松市 1:22:03
3 307 松井 美來 ﾏﾂｲ ﾐｸﾙ 湖西市 ＳＭＩＬＥＹ ＡＮＧＥＬ 1:22:08
4 263 山内 菜摘 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾂﾐ 島田市 スマイリーエンジェル 1:25:19
5 181 北谷 友梨佳 ｷﾀﾔ ﾕﾘｶ 愛知県 愛知県庁クラブ 1:25:38
6 203 吉永 美那 ﾖｼﾅｶﾞ ﾐﾅ 浜松市 浜松ホトニクスランニングクラブ 1:28:23
7 473 中川 真弓 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 浜松市 Ｈｏｎｄａ－ＲＣ 1:30:58
8 50 堀川 はる菜 ﾎﾘｶﾜ ﾊﾙﾅ 愛知県 ＲｕｎＵｐ 1:31:44
9 540 江塚 千尋 ｴﾂﾞｶ ﾁﾋﾛ 磐田市 ランニング専門学校 1:33:18

10 317 生田 梨歌 ｲｸﾀ ﾘｶ 愛知県 1:36:12
11 655 西尾 春奈 ﾆｼｵ ﾊﾙﾅ 袋井市 1:37:19
12 1111 小柴 麻紀 ｺｼﾊﾞ ﾏｷ 浜松市 1:37:59
13 1364 池田 奈々絵 ｲｹﾀﾞ ﾅﾅｴ 磐田市 1:38:01
14 704 本間 未来 ﾎﾝﾏ ﾐｸ 静岡市 ＴＫ９ 1:40:02
15 1994 佐々木 早織 ｻｻｷ ｻｵﾘ 掛川市 1:41:07
16 1013 高橋 果奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾅ 磐田市 1:43:00
17 706 金子 美稀 ｶﾈｺ ﾐｷ 神奈川県 1:43:42
18 834 佐原 真衣 ｻﾊﾗ ﾏｲ 湖西市 1:43:57
19 799 峯山 晴菜 ﾐﾈﾔﾏ ﾊﾙﾅ 浜松市 1:45:40
20 574 鍋谷 さゆり ﾅﾍﾞﾀﾆ ｻﾕﾘ 滋賀県 1:46:16
21 735 石村 真理子 ｲｼﾑﾗ ﾏﾘｺ 静岡市 1:47:22
22 1636 長田 理恵 ｵｻﾀﾞ ﾘｴ 浜松市 浜松うましか 1:48:02
23 985 鈴木 愛美 ｽｽﾞｷ ｲﾂﾐ 浜松市 遠州病院 1:51:49
24 2318 藤田 かなこ ﾌｼﾞﾀ ｶﾅｺ 磐田市 1:51:55
25 1357 徳安 智美 ﾄｸﾔｽ ﾄﾓﾐ 静岡市 1:52:31
26 2343 山本 あゆみ ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾐ 磐田市 1:52:33
27 844 松下 藍子 ﾏﾂｼﾀ ｱｲｺ 浜松市 1:54:15
28 1331 佐藤 カロリーナ ｻﾄｳ ｶﾛﾘｰﾅ 愛知県 1:54:48
29 3679 富田 笑生 ﾄﾐﾀ ｴﾑ 浜松市 ＡＣの会 1:55:19
30 3465 大畑 茜 ｵｵﾊﾀ ｱｶﾈ 菊川市 1:56:26
31 3678 金原 里沙 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾘｻ 浜松市 ＡＣの会 1:56:50
32 3571 山田 理恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｴ 浜松市 1:56:56
33 2938 尾崎 理瑳 ｵｻﾞｷ ﾘｻ 静岡市 静岡走ろう会 1:57:06
34 2458 櫻井 華奈 ｻｸﾗｲ ｶﾅ 牧之原市 1:57:38
35 3708 山本 麻紗子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｺ 磐田市 1:57:47
36 3605 廣澤 陽菜 ﾋﾛｻﾜ ﾋﾅ 磐田市 1:57:48
37 2394 滝内 郁 ﾀｷｳﾁ ｱﾔ 静岡市 ラングリットランニングスクール 1:57:53
38 2240 乘松 朱香 ﾉﾘﾏﾂ ｱﾔｶ 浜松市 ⭐︎唐揚げ大好き⭐︎ 1:58:09
39 2415 武井 六華 ﾀｹｲ ﾘﾂｶ 磐田市 1:58:13
40 1707 小林 麻美 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｻﾐ 富士宮市 1:58:21
41 3660 帰山 愛 ｶｴﾘﾔﾏ ｱｲ 浜松市 1:58:25
42 1496 松浦 仁美 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄﾐ 浜松市 1:58:30
43 445 小田原 莉亜 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾘｱ 浜松市 1:59:30
44 1385 立花 知美 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓﾐ 静岡市 葵山学院 2:00:14
45 2239 小楠 麻里菜 ｵｸﾞｽ ﾏﾘﾅ 浜松市 ⭐︎唐揚げ大好き⭐︎ 2:00:20
46 1655 小池 百代 ｺｲｹ ﾓﾓﾖ 愛知県 セカンドウィンド 2:01:49
47 3363 寺田 万歩子 ﾃﾗﾀﾞ ﾏﾎｺ 磐田市 2:02:13
48 2468 新貝 里美 ｼﾝｶﾞｲ ｻﾄﾐ 磐田市 2:03:06
49 3671 平井 みつ子 ﾋﾗｲ ﾐﾂｺ 伊豆の国市 2:03:56
50 2327 高山 望 ﾀｶﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 袋井市 2:04:35
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51 2552 勝又 瑞季 ｶﾂﾏﾀ ﾐｽﾞｷ 三島市 2:05:04
52 3829 夏目 紗織 ﾅﾂﾒ ｻｵﾘ 藤枝市 2:05:22
53 1681 林 ナタリー ﾊﾔｼ ﾅﾀﾘｰ 愛知県 2:05:28
54 1869 渥美 文也奈 ｱﾂﾐ ｱﾔﾅ 磐田市 2:05:47
55 1858 浅田 祥子 ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺ 静岡市 ＢＥＥＲＵＮ 2:05:55
56 3091 押川 菜帆 ｵｼｶﾜ ﾅﾎ 袋井市 2:06:07
57 487 犬塚 梓早 ｲﾇﾂﾞｶ ｱｽﾞｻ 愛知県 日浜会 2:06:21
58 2637 鈴木 香澄 ｽｽﾞｷ ｶｽﾐ 浜松市 ＴＧＳ 2:06:42
59 2145 八木 裕子 ﾔｷﾞ ﾋﾛｺ 磐田市 2:07:07
60 2627 杉浦 成美 ｽｷﾞｳﾗ ﾅﾙﾐ 愛知県 2:07:11
61 2628 杉浦 仁美 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ 愛知県 2:07:11
62 2213 白井 ミシェレ ｼﾗｲ ﾐｼｪﾚ 磐田市 2:07:47
63 3348 田中 久美 ﾀﾅｶ ｸﾐ 浜松市 2:08:18
64 3599 望月 あゆみ ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾕﾐ 磐田市 2:08:38
65 3863 安間 巳緒 ｱﾝﾏ ﾐｵ 浜松市 2:08:45
66 2977 竹本 彩 ﾀｹﾓﾄ ｱﾔ 浜松市 2:09:33
67 2719 大久保 彩夏 ｵｵｸﾎﾞ ｱﾔｶ 千葉県 2:10:03
68 2355 高柳 美月 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾞｷ 磐田市 2:12:32
69 1674 船曳 由華 ﾌﾅﾋﾞｷ ﾕｶ 愛知県 2:12:32
70 1685 坂本 友美 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾐ 愛知県 2:12:32
71 3759 平川 愛 ﾋﾗｶﾜ ｱｲ 掛川市 2:13:21
72 2942 宮野 宏美 ﾐﾔﾉ ﾋﾛﾐ 浜松市 株式会社クレステック 2:13:24
73 889 松井 小春 ﾏﾂｲ ｺﾊﾙ 掛川市 菊川市役所 2:14:09
74 3735 名渕 美紅 ﾅﾌﾞﾁ ﾐｸ 磐田市 2:14:31
75 2455 田中 なつの ﾀﾅｶ ﾅﾂﾉ 東京都 2:16:08
76 2936 伊藤 真季 ｲﾄｳ ﾏｷ 愛知県 2:16:12
77 2937 竹株 彩 ﾀｹｶﾌﾞ ﾋｶﾙ 愛知県 2:16:12
78 2011 河地 怜子 ｶﾜﾁ ｻﾄｺ 愛知県 2:16:18
79 2649 原 亜裕美 ﾊﾗ ｱﾕﾐ 磐田市 2:16:30
80 3352 岸 友里 ｷｼ ﾕｳﾘ 浜松市 2:16:57
81 2653 廣谷 知美 ﾋﾛﾀﾆ ﾄﾓﾐ 磐田市 2:17:49
82 2715 ケリー タラ ｹﾘｰ ﾀﾗ 浜松市 2:17:53
83 2126 鈴木 詩織 ｽｽﾞｷ ｼｵﾘ 磐田市 2:18:05
84 2916 小田 達己 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾐ 袋井市 2:18:18
85 3531 鈴木 菜那 ｽｽﾞｷ ﾅﾅ 浜松市 2:18:22
86 2568 鈴木 ひかる ｽｽﾞｷ ﾋｶﾙ 東京都 2:18:22
87 3006 松下 美紀 ﾏﾂｼﾀ ﾐｷ 磐田市 2:18:27
88 3622 鈴木 実侑紀 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 静岡市 2:18:31
89 3821 山本 みのり ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾘ 浜松市 2:18:36
90 2581 北澤 玲美 ｷﾀｻﾞﾜ ﾚﾐ 湖西市 浜松医科大学 2:18:39
91 2582 池田 理紗 ｲｹﾀﾞ ﾘｻ 湖西市 くるる 2:18:39
92 3522 福田 ゆうの ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾉ 浜松市 浜松湖北高 2:20:10
93 3826 落合 絢子 ｵﾁｱｲ ｱﾔｺ 掛川市 2:20:28
94 2263 小川 日南 ｵｶﾞﾜ ﾋﾅ 静岡市 静岡大学藤井ＢＯＳＡＩＬａｂ． 2:20:33
95 2256 谷部 智美 ﾔﾍﾞ ﾄﾓﾐ 浜松市 2:20:33
96 2695 北島 幸枝 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｷｴ 静岡市 2:21:04
97 2439 松本 有里 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 湖西市 2:21:17
98 1242 岩﨑 流香 ｲﾜｻｷ ﾙｶ 浜松市 2:21:48
99 2944 佐藤 かおる ｻﾄｳ ｶｵﾙ 磐田市 2:22:07

100 2971 保月 やよい ﾎﾂﾞｷ ﾔﾖｲ 浜松市 2:22:15
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101 3470 小永井 萌 ｺﾅｶﾞｲ ﾓｴ 磐田市 2:22:50
102 3747 鈴木 香里 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 磐田市 2:23:18
103 2692 杉田 千明 ｽｷﾞﾀ ﾁｱｷ 磐田市 2:23:23
104 2693 加藤 美有 ｶﾄｳ ﾐﾕ 磐田市 2:23:23
105 3762 佐藤 夕菜 ｻﾄｳ ﾕﾅ 御前崎市 2:23:34
106 3760 天野 翔子 ｱﾏﾉ ｼｮｳｺ 大阪府 国立循環器病センター 2:23:43
107 3095 板垣 若菜 ｲﾀｶﾞｷ ﾜｶﾅ 磐田市 会社員 2:24:32
108 3908 森本 美由紀 ﾓﾘﾓﾄ ﾐﾕｷ 東京都 大和証券（株） 2:24:48
109 3670 伊原 さくら ｲﾊﾗ ｻｸﾗ 東京都 2:24:49
110 3268 中元 麻菜美 ﾅｶﾓﾄ ﾏﾅﾐ 磐田市 2:25:01
111 3823 渥美 早紀 ｱﾂﾐ ｻｷ 浜松市 2:25:31
112 3407 後藤 詩織 ｺﾞﾄｳ ｼｵﾘ 菊川市 2:25:33
113 2713 林 鮎子 ﾊﾔｼ ｱﾕｺ 東京都 2:25:35
114 3048 石塚 由紀子 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｷｺ 磐田市 2:25:40
115 2621 朝倉 順子 ｱｻｸﾗ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 2:25:42
116 3062 森下 水月 ﾓﾘｼﾀ ﾐﾂﾞｷ 浜松市 2:26:51
117 2812 片山 裕佳 ｶﾀﾔﾏ ﾕｶ 浜松市 2:27:45
118 3275 鈴木 萌子 ｽｽﾞｷ ﾓｴｺ 袋井市 2:27:51
119 2974 中田 恵美 ﾅｶﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 磐田市 2:27:57
120 3868 俵屋 亜衣 ﾀﾜﾗﾔ ｱｲ 浜松市 2:28:47
121 2499 杉原 可奈子 ｽｷﾞﾊﾗ ｶﾅｺ 浜松市 2:28:47
122 2984 山本 里枝 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｴ 愛知県 老人保健施設明陽苑 2:29:51
123 3791 高橋 雛子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾅｺ 磐田市 2:30:30
124 3633 井手 佳世 ｲﾃﾞ ｶﾖ 浜松市 2:30:52
125 2854 齋藤 沙樹 ｻｲﾄｳ ｻｷ 袋井市 2:31:37
126 3257 佐野 樹乃葉 ｻﾉ ｺﾉﾊ 浜松市 2:32:37
127 2285 青山 春奈 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾅ 磐田市 2:32:43
128 3859 澤口 美穂 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾎ 浜松市 2:32:58
129 3238 山下 みなみ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾅﾐ 磐田市 2:33:13
130 3173 若林 亜弥 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔ 湖西市 2:33:28
131 3672 田形 知里 ﾀｶﾞﾀ ﾁｻﾄ 静岡市 2:33:44
132 3392 山梨 瑞穂 ﾔﾏﾅｼ ﾐｽﾞﾎ 静岡市 2:34:50
133 3270 南端 香織 ﾐﾅﾐﾊﾀ ｶｵﾘ 東京都 2:34:58
134 3772 薄木 久瑠実 ｳｽｷ ｸﾙﾐ 愛知県 2:35:06
135 3802 佐々木 愛莉 ｻｻｷ ｱｲﾘ 掛川市 2:35:43
136 3910 松下 芽久 ﾏﾂｼﾀ ﾒｸﾞ 菊川市 ヤマハ発動機 2:35:45
137 3654 平野 杏 ﾋﾗﾉ ｱﾝ 磐田市 2:36:23
138 3299 安井 美代子 ﾔｽｲ ﾐﾖｺ 静岡市 2:38:22
139 3336 カトウ ラリッサ ｶﾄｳ ﾗﾘｯｻ 愛知県 サウデエサボール株式会社 2:38:44
140 3723 原山 あす華 ﾊﾗﾔﾏ ｱｽｶ 静岡市 2:38:51
141 3839 福田 友梨 ﾌｸﾀ ﾕﾘ 磐田市 ヤマハ発動機ビズパートナー株 2:39:55
142 3499 門奈 門奈 ﾓﾝﾅ ﾕﾐｶ 浜松市 2:41:11
143 3387 藤山 麻里 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏﾘ 東京都 2:42:18
144 3274 青嶌 彩果 ｱｵｼﾏ ｻｲｶ 磐田市 2:42:39
145 1701 野田 美咲 ﾉﾀﾞ ﾐｻｷ 浜松市 2:43:05
146 2724 軽部 久子 ｶﾙﾍﾞ ﾋｻｺ 東京都 2:43:25
147 3855 小池 真歩 ｺｲｹ ﾏﾎ 浜松市 遠州病院ＪＣ 2:43:39
148 3133 古橋 美穂 ﾌﾙﾊｼ ﾐﾎ 浜松市 2:44:03
149 3602 山田 実緒 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｵ 長野県 2:44:49
150 3624 大石 七未 ｵｵｲｼ ﾅﾅﾐ 静岡市 2:49:19
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151 3798 川口 愛美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾐ 愛知県 2:50:10
152 3773 福西 亜加名 ﾌｸﾆｼ ｱｶﾅ 愛知県 2:50:11
153 3869 亀田 幸子 ｶﾒﾀﾞ ｻﾁｺ 磐田市 2:50:16
154 3099 松村 優海 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾐ 浜松市 2:50:21
155 2968 大村 悠夏 ｵｵﾑﾗ ﾕｶ 北海道 2:51:46
156 3623 深井 眞子 ﾌｶｲ ﾏｺ 焼津市 2:51:46
157 1580 鈴木 希実 ｽｽﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 浜松市 2:53:52
158 1995 加藤 杏奈 ｶﾄｳ ｱﾝﾅ 掛川市 ＹＵＺＵＰＯＮＺＵ柴 2:54:41
159 3513 大岡 ビルジニア ｵｵｵｶ ﾋﾞﾙｼﾞﾆｱ 浜松市 2:57:03
160 3216 曽布川 なる美 ｿﾌﾞｶﾜ ﾅﾙﾐ 磐田市 2:57:18
161 903 吉川 愛美 ﾖｼｶﾜ ﾏﾅﾐ 菊川市 菊川市役所 3:00:34
162 3446 村中 麻咲 ﾑﾗﾅｶ ﾏｻｷ 奈良県 3:05:59
163 3047 田中 香織 ﾀﾅｶ ｶｵﾘ 大阪府 株式会社吉川フローズンサプライ 3:06:25
164 902 伊藤 ひかり ｲﾄｳ ﾋｶﾘ 菊川市 菊川市役所 3:06:30
165 3434 中沢 智咲 ﾅｶｻﾞﾜ ﾁｻｷ 愛知県 3:06:36
166 3287 村松 佑美 ﾑﾗﾏﾂ ﾕﾐ 浜松市 3:07:43
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1 303 山岡 恵美 ﾔﾏｵｶ ｴﾐ 磐田市 1:32:39
2 488 伊藤 すみえ ｲﾄｳ ｽﾐｴ 浜松市 ＳＭＩＬＥＹ 1:33:08
3 297 青島 育美 ｱｵｼﾏ ｲｸﾐ 磐田市 ＳＭＩＬＥＹ 1:36:32
4 495 石上 栄美子 ｲｼｶﾞﾐ ｴﾐｺ 掛川市 新茶チャレンジ 1:38:04
5 863 杉田 直美 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 菊川市 1:38:52
6 432 櫻井 ゆかり ｻｸﾗｲ ﾕｶﾘ 御前崎市 1:39:17
7 728 竹田 静子 ﾀｹﾀﾞ ｼｽﾞｺ 御前崎市 御前崎陸上部 1:41:05
8 395 前田 祐美 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾐ 藤枝市 1:42:12
9 1077 小泉 明子 ｺｲｽﾞﾐ ｱｷｺ 静岡市 1:42:13

10 749 瀬戸 由香子 ｾﾄ ﾕｶｺ 東京都 1:42:38
11 1057 山口 秀子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ 浜松市 1:44:07
12 548 毛利 紀和子 ﾓｳﾘ ｷﾜｺ 浜松市 ロコモＫＯ 1:44:25
13 273 大場 稔子 ｵｵﾊﾞ ﾄｼｺ 焼津市 1:46:07
14 586 古橋 美どり ﾌﾙﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ 浜松市 よんろく倶楽部 1:46:38
15 582 沖田 友美 ｵｷﾀ ﾄﾓﾐ 埼玉県 新井塾 1:46:46
16 923 鈴木 文子 ｽｽﾞｷ ｱﾔｺ 磐田市 1:47:15
17 2132 村松 順子 ﾑﾗﾏﾂ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 Ｒ＆Ｊ 1:48:24
18 1607 中島 聖子 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖｺ 浜松市 1:48:39
19 1038 三浦 都子 ﾐｳﾗ ﾐﾔｺ 掛川市 1:48:59
20 1827 山下 小波 ﾔﾏｼﾀ ｻﾅﾐ 浜松市 1:49:48
21 1843 高川 しおり ﾀｶｶﾞﾜ ｼｵﾘ 愛知県 1:49:54
22 1073 滝沢 章子 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷｺ 袋井市 スマイリー 1:49:55
23 1399 新屋 美和 ｼﾝﾔ ﾐﾜ 静岡市 1:50:04
24 2127 中山 亜希子 ﾅｶﾔﾏ ｱｷｺ 浜松市 1:51:27
25 2382 古田 亜希子 ﾌﾙﾀ ｱｷｺ 浜松市 1:51:45
26 750 石川 礼華 ｲｼｶﾜ ﾚｲｶ 函南町 1:51:54
27 8 大野木 淳子 ｵｵﾉｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 1:52:20
28 1334 横沢 千絵美 ﾖｺｻﾜ ﾁｴﾐ 浜松市 浜松ホトニクス 1:52:22
29 1737 山下 久美 ﾔﾏｼﾀ ｸﾐ 浜松市 1:52:36
30 1409 田光 亜子 ﾀｺｳ ｱｺ 湖西市 浜松健走会 1:52:50
31 1703 牧 知代 ﾏｷ ﾄﾓﾖ 愛知県 1:53:25
32 1711 坂 文 ﾊﾞﾝ ｱﾔ 岐阜県 1:53:29
33 2049 齋藤 淳子 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 沼津市 1:53:39
34 1434 宮城島 真澄 ﾐﾔｷﾞｼﾏ ﾏｽﾐ 静岡市 静岡走ろう会 1:53:53
35 1250 安達 奈津子 ｱﾀﾞﾁ ﾅﾂｺ 静岡市 1:53:58
36 1564 神戸 美穂 ｶﾝﾍﾞ ﾐﾎ 磐田市 1:54:07
37 1276 伊藤 朝子 ｲﾄｳ ﾄﾓｺ 藤枝市 トントン 1:54:11
38 2369 瀧浪 綾子 ﾀｷﾅﾐ ｱﾔｺ 焼津市 1:54:24
39 1389 今井 清子 ｲﾏｲ ｷﾖｺ 愛知県 1:54:25
40 1760 種村 典子 ﾀﾈﾑﾗ ﾉﾘｺ 愛知県 1:54:37
41 1503 尾野 裕美 ｵﾉ ﾋﾛﾐ 藤枝市 1:55:19
42 1779 村松 みゆき ﾑﾗﾏﾂ ﾐﾕｷ 島田市 あいこうＺ４ 1:55:35
43 3744 大場 弥生 ｵｵﾊﾞ ﾔﾖｲ 森町 1:56:26
44 2426 鈴木 智美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 浜松市 1:56:28
45 1539 小川 康子 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｺ 藤枝市 1:56:38
46 1283 鈴木 佳美 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 浜松市 1:56:40
47 2388 堀 可子 ﾎﾘ ﾖｼｺ 三重県 ポップコーン 1:56:48
48 1666 内藤 祐子 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｺ 浜松市 ジョギン部 1:56:49
49 1549 寺田 久美子 ﾃﾗﾀﾞ ｸﾐｺ 浜松市 1:56:50
50 803 榊 深潮 ｻｶｷ ﾐｼｵ 静岡市 1:57:00
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51 1083 吉田 千躍美 ﾖｼﾀﾞ ﾁﾔﾐ 掛川市 1:57:04
52 2171 佐橋 みゆき ｻﾊｼ ﾐﾕｷ 浜松市 1:57:14
53 3476 荘司 奈緒 ｼｮｳｼﾞ ﾅｵ 富士宮市 1:57:17
54 2479 齋藤 温代 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾖ 浜松市 1:57:18
55 1208 児玉 理江 ｺﾀﾞﾏ ﾘｴ 浜松市 スマイリー 1:57:46
56 1781 二村 ひとみ ﾆﾑﾗ ﾋﾄﾐ 掛川市 新茶チャレンジ 1:57:54
57 3175 内山 愛子 ｳﾁﾔﾏ ｱｲｺ 浜松市 ＡＣの会 1:58:08
58 1963 岡田 智恵 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓｴ 浜松市 ＴＥＡＭ ＯＫＡＨＡＮ 1:58:08
59 2349 柳津 直子 ﾔﾅｷﾞﾂﾞ ﾅｵｺ 東京都 1:58:19
60 3360 横打 千恵子 ﾖｺｳﾁ ﾁｴｺ 藤枝市 1:58:33
61 1277 三郷 千代子 ｻﾝｺﾞｳ ﾁﾖｺ 森町 いわふく組 1:58:47
62 2229 古井 友恵 ﾌﾙｲ ﾄﾓｴ 浜松市 ビックストーン 1:59:04
63 2433 安田 秀美 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾐ 静岡市 1:59:13
64 1535 川村 和子 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｺ 磐田市 1:59:17
65 2411 杉本 いづみ ｽｷﾞﾓﾄ ｲﾂﾞﾐ 静岡市 1:59:17
66 2543 森田 記代美 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾐ 静岡市 1:59:23
67 1343 平野 実和 ﾋﾗﾉ ﾐﾜ 静岡市 1:59:30
68 2216 福田 千鶴子 ﾌｸﾀﾞ ﾁｽﾞｺ 掛川市 1:59:52
69 2164 井出 恵 ｲﾃﾞ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 1:59:57
70 2675 近藤 博江 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｴ 森町 ロックフィールド 2:00:21
71 1100 長岡 壽代 ﾅｶﾞｵｶ ﾋｻﾖ 磐田市 2:00:22
72 1755 松沢 久美 ﾏﾂｻﾞﾜ ｸﾐ 東京都 2:00:35
73 1173 鈴木 さゆり ｽｽﾞｷ ｻﾕﾘ 浜松市 2:00:36
74 1958 川崎 美紀 ｶﾜｻｷ ﾐｷ 東京都 チーム田代 2:00:45
75 2325 秋山 貴子 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｺ 浜松市 2:00:47
76 1578 西本 恵磨 ﾆｼﾓﾄ ｴﾏ 浜松市 2:01:14
77 1513 松田 久美子 ﾏﾂﾀﾞ ｸﾐｺ 浜松市 2:01:22
78 2544 八木 彩子 ﾔｷﾞ ｱﾔｺ 藤枝市 2:01:29
79 3160 亀田 貴子 ｶﾒﾀﾞ ﾀｶｺ 浜松市 2:01:32
80 2014 竹内 恵美 ﾀｹｳﾁ ｴﾐ 裾野市 2:02:02
81 1359 岩本 美幸 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾕｷ 愛知県 2:02:03
82 2434 彦坂 弘江 ﾋｺｻｶ ﾋﾛｴ 愛知県 2:02:03
83 2025 木村 千佳子 ｷﾑﾗ ﾁｶｺ 愛知県 2:02:04
84 2059 鳥山 治子 ﾄﾘﾔﾏ ﾊﾙｺ 静岡市 2:02:33
85 2228 森 明美 ﾓﾘ ｱｹﾐ 浜松市 無し 2:02:40
86 1621 小原 恵津子 ｵﾊﾗ ｴﾂｺ 掛川市 キャタラーＲＣ 2:03:26
87 1696 竹内 美佐 ﾀｹｳﾁ ﾐｻ 愛知県 2:03:44
88 2404 吉田 江里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 愛知県 2:03:45
89 2396 江坂 由紀 ｴｻﾞｶ ﾕｷ 愛知県 2:03:55
90 2177 赤堀 晴美 ｱｶﾎﾘ ﾊﾙﾐ 浜松市 2:04:04
91 3714 深牧 久恵 ﾌｶﾏｷ ﾋｻｴ 浜松市 2:04:22
92 1814 鈴木 信子 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｺ 静岡市 ＡＲＣ静岡 2:04:24
93 2881 太田 京子 ｵｵﾀ ｷｮｳｺ 浜松市 2:04:36
94 2167 足立 恵理 ｱﾀﾞﾁ ｴﾘ 愛知県 ＫＯＺＡＫＫＹ５ 2:04:38
95 1567 山内 小百合 ﾔﾏｳﾁ ｻﾕﾘ 藤枝市 ＡＲＣ静岡 2:04:46
96 685 田端 明子 ﾀﾊﾞﾀ ｱｷｺ 静岡市 2:05:20
97 2362 宮崎 明美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｹﾐ 静岡市 2:05:29
98 1595 矢部 裕子 ﾔﾍﾞ ﾋﾛｺ 袋井市 2:05:32
99 2018 小林 聖子 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｺ 島田市 2:05:36

100 2842 高柳 典子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｺ 磐田市 ノースマミーズ 2:05:39
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101 2400 中村 美由記 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾕｷ 石川県 2:05:53
102 1414 牧田 芽久美 ﾏｷﾀ ﾒｸﾞﾐ 静岡市 ＡＲＣ静岡 2:05:54
103 1060 織田 佳代子 ｵﾀﾞ ｶﾖｺ 島田市 2:06:06
104 1689 青木 久子 ｱｵｷ ﾋｻｺ 浜松市 2:06:13
105 2827 杉山 恵 ｽｷﾞﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 島田市 気分走会 2:06:18
106 1907 鈴木 牧子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 浜松市 2:06:29
107 2746 鈴木 加代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 愛知県 2:07:02
108 3393 永嶋 香澄 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｽﾐ 静岡市 ルネサンス静岡 2:07:11
109 2253 酒井 淳子 ｻｶｲ ｼﾞｭﾝｺ 袋井市 2:07:15
110 2190 下野 美佐 ｼﾓﾉ ﾐｻ 愛知県 2:07:27
111 2926 深山 由紀 ﾐﾔﾏ ﾕｷ 浜松市 みずきＲＣ 2:07:30
112 2436 若松 敬子 ﾜｶﾏﾂ ｹｲｺ 袋井市 2:07:44
113 2817 山口 利惠子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｴｺ 浜松市 今、ここ、スマイル 2:08:30
114 2492 吉村 妙子 ﾖｼﾑﾗ ﾀｴｺ 東京都 2:08:54
115 2028 大木 瞳 ｵｵｷ ﾋﾄﾐ 島田市 ぐるぐるＲＣ 2:09:05
116 2392 益田 千晴 ﾏｽﾀﾞ ﾁﾊﾙ 磐田市 いわふく 2:09:16
117 1758 村松 美佐 ﾑﾗﾏﾂ ﾐｻ 袋井市 2:09:36
118 2924 米山 敬子 ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｺ 浜松市 2:09:40
119 2306 福岡 エジネイデイ ﾌｸｵｶ ｴｼﾞﾈｲﾃﾞｲ 磐田市 2:09:52
120 1890 増井 かほる ﾏｽｲ ｶｵﾙ 浜松市 ドンガメ＆ベベラン 2:10:02
121 2689 谷口 明子 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｺ 愛知県 ＡＫＨ 2:10:05
122 1754 石塚 久実 ｲｼﾂﾞｶ ｸﾐ 浜松市 スマイリー 2:10:18
123 2450 高柳 佳代 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾖ 愛知県 2:10:34
124 1657 デ モライス リリアン ﾃﾞ ﾓﾗｲｽ ﾘﾘｱﾝ 浜松市 2:10:37
125 1622 平出 雅子 ﾋﾗﾃﾞ ﾏｻｺ 浜松市 矢崎 天竜 2:11:02
126 3179 絹村 さゆり ｷﾇﾑﾗ ｻﾕﾘ 菊川市 2:11:27
127 2115 榊原 祐恵 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｻﾁｴ 磐田市 2:11:30
128 1999 高田 素三子 ﾀｶﾀﾞ ｽﾐｺ 掛川市 2:11:54
129 1600 石田 さくら ｲｼﾀﾞ ｻｸﾗ 森町 2:12:01
130 1500 倉田 美智恵 ｸﾗﾀ ﾐﾁｴ 浜松市 2:12:06
131 1798 野田 めぐみ ﾉﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 2:12:23
132 2962 芝川 寧子 ｼﾊﾞｶﾜ ﾔｽｺ 掛川市 2:12:31
133 2029 遠藤 花菜子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 静岡市 2:12:35
134 2764 寺下 稚代 ﾃﾗｼﾀ ﾜｶﾖ 袋井市 矢崎ＴＮＲ 2:12:36
135 2173 新谷 沙知 ｼﾝﾀﾆ ｻﾁ 静岡市 2:12:37
136 2104 岸本 ミユキ ｷｼﾓﾄ ﾐﾕｷ 浜松市 2:12:53
137 1354 鈴木 恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 磐田市 2:12:54
138 2647 石村 美幸 ｲｼﾑﾗ ﾐﾕｷ 藤枝市 2:12:55
139 2725 小野 聡子 ｵﾉ ｿｳｺ 富士市 2:13:00
140 1783 小池 みのり ｺｲｹ ﾐﾉﾘ 神奈川県 2:13:11
141 2050 齊藤 由佳子 ｻｲﾄｳ ﾕｶｺ 静岡市 2:13:15
142 3210 武末 真弓 ﾀｹｽｴ ﾏﾕﾐ 静岡市 2:13:17
143 3056 飯尾 真名実 ｲｲｵ ﾏﾅﾐ 浜松市 2:13:19
144 3037 峯崎 由貴子 ﾐﾈｻﾞｷ ﾕｷｺ 千葉県 日鉄物産 2:13:45
145 2753 原木 友美子 ﾊﾗｷ ﾕﾐｺ 焼津市 2:14:04
146 2330 飯田 裕美 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾐ 藤枝市 2:14:05
147 1965 松井 幸実 ﾏﾂｲ ﾕｷﾐ 袋井市 2:14:05
148 2983 藤村 幸恵 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾕｷｴ 浜松市 2:14:14
149 2550 杉浦 由美 ｽｷﾞｳﾗ ﾕﾐ 愛知県 2:14:26
150 2103 古賀 ミユキ ｺｶﾞ ﾐﾕｷ 磐田市 2:14:27
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151 2733 松下 貴予 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾖ 愛知県 2:14:28
152 2735 原 久美 ﾊﾗ ｸﾐ 浜松市 2:14:35
153 2577 小松 香織 ｺﾏﾂ ｶｵﾘ 浜松市 2:14:35
154 2792 大橋 沙耶佳 ｵｵﾊｼ ｻﾔｶ 掛川市 2:14:40
155 1910 花村 千づる ﾊﾅﾑﾗ ﾁﾂﾞﾙ 掛川市 与左衛門ランニングクラブ 2:14:45
156 2681 小島 昌子 ｺｼﾞﾏ ﾏｻｺ 東京都 2:14:46
157 2545 佐々木 弘美 ｻｻｷ ﾋﾛﾐ 浜松市 2:14:47
158 2089 高橋 聡子 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｺ 浜松市 2:14:57
159 3304 吉田 明美 ﾖｼﾀﾞ ｱｹﾐ 浜松市 スマイリーエンジェル 2:15:20
160 2667 太田 朋乃 ｵｵﾀ ﾄﾓﾉ 島田市 活鰻 まるじん 2:15:22
161 2037 大野 尚巳 ｵｵﾉ ﾅｵﾐ 愛知県 2:15:43
162 1920 大谷 淳子 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 ポニー＆ラブ 2:15:49
163 2748 河口 記世子 ｶﾜｸﾞﾁ ｷﾖｺ 静岡市 2:15:50
164 2266 安藤 小ゆり ｱﾝﾄﾞｳ ｻﾕﾘ 浜松市 2:16:05
165 1851 平野 秀子 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｺ 磐田市 2:16:10
166 1643 鈴木 深幸 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 磐田市 2:16:17
167 2530 大池 恵子 ｵｵｲｹ ｹｲｺ 浜松市 2:16:18
168 2794 永井 三香子 ﾅｶﾞｲ ﾐｶｺ 磐田市 2:16:27
169 2601 斉藤 慎子 ｻｲﾄｳ ｼﾝｺ 浜松市 2:16:31
170 2401 田代 正絵 ﾀｼﾛ ﾏｻｴ 愛知県 だいずクラブ 2:16:53
171 3001 田谷 綾子 ﾀﾀﾞﾆ ﾘｮｳｺ 東京都 2:16:55
172 2964 伊藤 志保 ｲﾄｳ ｼﾎ 静岡市 2:17:01
173 2871 山田 小津枝 ﾔﾏﾀﾞ ｺﾂﾞｴ 菊川市 2:17:22
174 2665 林 由恵 ﾊﾔｼ ﾖｼｴ 湖西市 包括支援センター 2:17:53
175 1961 榊原 弘美 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛﾐ 湖西市 2:17:53
176 2951 阿部 ヨシ子 ｱﾍﾞ ﾖｼｺ 浜松市 2:17:55
177 1950 黒崎 美和 ｸﾛｻｷ ﾐﾜ 愛知県 2:17:58
178 3084 青木 直子 ｱｵｷ ﾅｵｺ 磐田市 藤枝駿府病院 2:18:03
179 2515 青嶌 美智子 ｱｵｼﾏ ﾐﾁｺ 磐田市 2:18:09
180 3693 花村 幸恵 ﾊﾅﾑﾗ ﾕｷｴ 静岡市 2:18:11
181 2670 平野 ともえ ﾋﾗﾉ ﾄﾓｴ 浜松市 2:18:16
182 2574 長谷川 実穂 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾎ 藤枝市 2:18:20
183 1559 玉越 こず恵 ﾀﾏｺｼ ｺｽﾞｴ 愛知県 2:18:20
184 3712 榛葉 直子 ｼﾝﾊﾞ ﾅｵｺ 掛川市 2:18:24
185 2501 寺島 智美 ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾐ 藤枝市 2:18:32
186 2648 植田 朋美 ｳｴﾀﾞ ﾄﾓﾐ 焼津市 2:18:35
187 2536 松岡 朋子 ﾏﾂｵｶ ﾄﾓｺ 焼津市 2:18:49
188 2537 池田 邦枝 ｲｹﾀﾞ ｸﾆｴ 浜松市 2:18:53
189 2789 中嶋 祥子 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 袋井市 2:18:58
190 2147 浦 圭子 ｳﾗ ｹｲｺ 浜松市 ちょこぼーる 2:19:20
191 2113 デリマ クリス ﾃﾞﾘﾏ ｸﾘｽ 磐田市 2:19:48
192 1668 村松 早苗 ﾑﾗﾏﾂ ｻﾅｴ 御前崎市 みさかほチャンネル 2:19:51
193 3816 小林 由季 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 静岡市 2:20:00
194 3041 小松 美香 ｺﾏﾂ ﾐｶ 山梨県 2:20:06
195 3252 徳田 賀子 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼｺ 静岡市 2:20:09
196 2026 永田 智美 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾐ 袋井市 2:20:10
197 1543 村松 久美子 ﾑﾗﾏﾂ ｸﾐｺ 静岡市 ＡＲＣ 2:20:19
198 3016 吉田 千佳代 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾖ 浜松市 2:20:26
199 3060 知久 裕乃 ﾁｷｭｳ ﾋﾛﾉ 磐田市 2:20:30
200 2540 松下 優美 ﾏﾂｼﾀ ﾏｻﾐ 浜松市 みずきＲＣ 2:20:32
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201 3180 老川 通子 ｵｲｶﾜ ﾐﾁｺ 静岡市 2:20:32
202 2661 土井 若代 ﾄﾞｲ ﾜｶﾖ 浜松市 2:20:42
203 3328 伊石 由香 ｲｾｷ ﾕｶ 静岡市 2:20:48
204 2575 櫻井 梢 ｻｸﾗｲ ｺｽﾞｴ 静岡市 2:20:52
205 2755 海野 てる美 ｳﾝﾉ ﾃﾙﾐ 静岡市 海野農園 2:20:52
206 2722 野村 純子 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 愛知県 2:20:56
207 3412 有西 恵子 ｱﾘﾆｼ ｹｲｺ 磐田市 2:21:26
208 2016 新村 幸子 ｼﾝﾑﾗ ﾕｷｺ 浜松市 2:21:45
209 2869 間処 陽子 ﾏﾄﾞｺﾛ ﾖｳｺ 浜松市 2:21:57
210 2852 太田 尚代 ｵｵﾀ ﾋｻﾖ 浜松市 2:22:15
211 3496 楢崎 明子 ﾅﾗｻﾞｷ ｱｷｺ 東京都 つば九郎 2:22:21
212 3814 袴田 奈己 ﾊｶﾏﾀ ﾅﾐ 磐田市 2:22:22
213 2797 藤原 和美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾐ 静岡市 2:22:43
214 3471 小永井 理恵子 ｺﾅｶﾞｲ ﾘｴｺ 磐田市 2:22:50
215 2884 杢屋 孝代 ﾓｸﾔ ﾀｶﾖ 浜松市 2:22:53
216 2810 関口 由起子 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷｺ 静岡市 2:22:56
217 3149 夏目 美和 ﾅﾂﾒ ﾐﾜ 湖西市 2:23:01
218 3122 五十嵐 ヒカル ｲｶﾞﾗｼ ﾋｶﾙ 浜松市 株式会社クレステック 2:23:14
219 2696 田中 なかよ ﾀﾅｶ ﾅｶﾖ 浜松市 2:23:20
220 3007 寺田 和子 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞｺ 袋井市 2:23:32
221 1769 河合 里美 ｶﾜｲ ｻﾄﾐ 浜松市 あ走会 2:23:39
222 3013 藤井 和美 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾐ 磐田市 2:23:45
223 3003 加藤 聖子 ｶﾄｳ ｼｮｳｺ 愛知県 2:23:50
224 3145 小林 真弓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ 静岡市 2:23:56
225 3642 山田 たかの ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾉ 焼津市 2:24:02
226 2542 伊東 由美 ｲﾄｳ ﾕﾐ 愛知県 2:24:27
227 3214 大庭 千晴 ｵｵﾊﾞ ﾁﾊﾙ 浜松市 わくわく 2:24:33
228 3856 林 加奈子 ﾊﾔｼ ｶﾅｺ 浜松市 あまラン 2:24:43
229 2421 加藤 美佐江 ｶﾄｳ ﾐｻｴ 掛川市 ＹＵＺＵＰＯＮＺＵ柴 2:25:00
230 1923 前川 貴子 ﾏｴｶﾜ ﾀｶｺ 焼津市 2:25:07
231 3272 小松 智子 ｺﾏﾂ ﾄﾓｺ 熱海市 2:25:26
232 3771 渡辺 記世 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾖ 静岡市 2:25:28
233 2572 吉野 いづみ ﾖｼﾉ ｲﾂﾞﾐ 浜松市 2:25:29
234 2788 石井 絹子 ｲｼｲ ｷﾇｺ 愛知県 なし 2:25:39
235 3200 中村 晶子 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺ 静岡市 2:26:03
236 2086 小高 由紀子 ｺﾀﾞｶ ﾕｷｺ 浜松市 2:26:06
237 2897 藤本 真理子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏﾘｺ 島田市 2:26:15
238 2798 石川 香代子 ｲｼｶﾜ ｶﾖｺ 愛知県 2:26:32
239 3089 勝野 有紀子 ｶﾂﾉ ﾕｷｺ 浜松市 2:26:35
240 3332 高橋 佑未子 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐｺ 静岡市 2:26:58
241 3164 岡崎 敏江 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼｴ 静岡市 2:27:08
242 3165 遠藤 弘乃 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉ 静岡市 2:27:08
243 2945 井上 映美 ｲﾉｳｴ ｴﾐ 神奈川県 2:27:15
244 2874 遠藤 純世 ｴﾝﾄﾞｳ ｽﾐﾖ 掛川市 2:27:29
245 3148 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 焼津市 2:28:32
246 2863 井手 千津子 ｲﾃﾞ ﾁﾂﾞｺ 浜松市 2:28:43
247 2985 赤木 みどり ｱｶｷﾞ ﾐﾄﾞﾘ 三重県 ポップコーン 2:28:47
248 3796 古橋 摩紀 ﾌﾙﾊｼ ﾏｷ 浜松市 2:29:12
249 2935 鈴木 瑞江 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｴ 浜松市 2:29:39
250 2769 山内 直美 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾐ 袋井市 2:30:00

2022年11月20日



第25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: 2022/11/20 12:35:22 6 / 7 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No. 氏名 氏名ｶﾅ 県名 所属 記 録

251 2560 市川 祐子 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｺ 浜松市 2:30:23
252 3077 加藤 里江 ｶﾄｳ ﾘｴ 湖西市 ち～む大倉戸 2:30:27
253 2910 竹原 知子 ﾀｹﾊﾗ ﾄﾓｺ 袋井市 2:30:34
254 3156 清水 康子 ｼﾐｽﾞ ﾔｽｺ 愛知県 日本郵便（株） 2:30:37
255 2607 田中 幸代 ﾀﾅｶ ｻﾁﾖ 埼玉県 2:31:05
256 2469 増田 智恵 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓｴ 磐田市 2:31:07
257 1856 杉田 奈央巳 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 浜松市 2:31:25
258 2251 冨山 規至 ﾄﾐﾔﾏ ﾐﾕｷ 湖西市 2:31:27
259 3039 鈴木 理恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 浜松市 2:31:29
260 2737 宮野 由利子 ﾐﾔﾉ ﾕﾘｺ 浜松市 2:31:36
261 2561 小林 明子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ 静岡市 2:31:40
262 3607 岡田 吟恵 ｵｶﾀﾞ ｵﾄｴ 静岡市 2:31:41
263 3002 宮﨑 範子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉﾘｺ 浜松市 遊闘會 2:32:34
264 2462 鈴木 伴美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 静岡市 美津子ＪＡＰＡＮ 2:32:39
265 2690 松﨑 道代 ﾏﾂｻﾞｷ ﾐﾁﾖ 愛知県 ＡＫＨ 2:33:05
266 3176 谷脇 朋江 ﾀﾆﾜｷ ﾄﾓｴ 浜松市 スーパーのろのろ 2:33:10
267 3166 鈴木 いづみ ｽｽﾞｷ ｲﾂﾞﾐ 磐田市 2:33:11
268 2913 河合 明美 ｶﾜｲ ｱｹﾐ 浜松市 2:33:58
269 2684 石井 紀子 ｲｼｲ ﾉﾘｺ 函南町 2:33:58
270 2955 藤田 佳子 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｺ 静岡市 ロコモコ助 2:34:15
271 3344 齋藤 明美 ｻｲﾄｳ ｱｹﾐ 栃木県 2:34:15
272 2883 土谷 典子 ﾂﾁﾔ ﾉﾘｺ 愛知県 ＭＯＭＯ 2:34:25
273 2904 大井 麻美 ｵｵｲ ﾏﾐ 浜松市 2:34:28
274 2858 尾崎 朋子 ｵｻﾞｷ ﾄﾓｺ 掛川市 2:34:32
275 2823 岡田 洋子 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｺ 浜松市 2:35:07
276 2397 澤原 由佳里 ｻﾜﾊﾗ ﾕｶﾘ 愛知県 庄内ＲＴ 2:35:12
277 3115 井上 亜希子 ｲﾉｳｴ ｱｷｺ 神奈川県 2:35:40
278 2923 北山 明子 ｷﾀﾔﾏ ｱｷｺ 愛知県 2:35:45
279 3093 竹山 淳子 ﾀｹﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 （株）クレステック 2:36:20
280 2336 古川 真弓 ﾌﾙｶﾜ ﾏﾕﾐ 愛知県 2:36:43
281 3012 田中 文子 ﾀﾅｶ ﾌﾐｺ 浜松市 あ走会 2:37:12
282 2996 寺沢 雅博 ﾃﾗｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 2:37:35
283 3000 宮田 千尋 ﾐﾔﾀ ﾁﾋﾛ 浜松市 2:37:48
284 2413 山村 千登勢 ﾔﾏﾑﾗ ﾁﾄｾ 浜松市 2:37:52
285 2734 伊藤 舞海 ｲﾄｳ ﾏｲﾐ 愛知県 ｗｅｅｋｅｎｄ 2:38:22
286 2407 鎌谷 弘子 ｶﾏﾀﾆ ﾋﾛｺ 磐田市 2:39:02
287 2999 佐藤 典子 ｻﾄｳ ﾉﾘｺ 静岡市 2:39:05
288 2118 松本 シンチア ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾁｱ 浜松市 2:39:09
289 2840 加藤 和代 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾖ 沼津市 2:40:07
290 2887 佐藤 めぐみ ｻﾄｳ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 2:40:10
291 3129 田力 実千代 ﾀﾁﾞｶﾗ ﾐﾁﾖ 磐田市 2:40:27
292 3020 渡邉 有利枝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾘｴ 愛知県 2:40:36
293 2929 中川 綾乃 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾔﾉ 神奈川県 ＳＹＤ 2:41:11
294 3909 藤田 智子 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｺ 神奈川県 2:41:38
295 3073 池田 有美 ｲｹﾀﾞ ﾕﾐ 浜松市 2:41:55
296 2261 鈴木 美佳 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 浜松市 中部学園 ライザッパー 2:42:29
297 3153 谷 文子 ﾀﾆ ｱﾔｺ 磐田市 つぼい工業 2:42:44
298 3025 小畑 奈々 ｵﾊﾞﾀ ﾅﾅ 兵庫県 2:43:08
299 3222 大竹 美紀 ｵｵﾀｹ ﾐｷ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 2:43:13
300 3263 鈴木 史子 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｺ 愛知県 2:43:19
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301 3379 白川 智絵 ｼﾗｶﾜ ﾄﾓｴ 浜松市 大和証券（株） 2:44:20
302 1898 キムラ タイス ｷﾑﾗ ﾀｲｽ 浜松市 2:44:37
303 2918 井出 敏子 ｲﾃﾞ ﾄｼｺ 愛知県 2:45:03
304 2782 大場 香乃 ｵｵﾊﾞ ｷｮｳﾉ 浜松市 2:45:16
305 2785 楠 晃子 ｸｽﾉｷ ｱｷｺ 浜松市 2:45:16
306 3018 山下 優子 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ 磐田市 2:46:08
307 2781 片桐 有美子 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕﾐｺ 神奈川県 2:46:22
308 2674 藤井 由佳里 ﾌｼﾞｲ ﾕｶﾘ 兵庫県 2:47:19
309 3812 田村 佳代 ﾀﾑﾗ ｶﾖ 浜松市 2:47:34
310 3235 密岡 美紀奈 ﾐﾂｵｶ ﾐｷﾅ 磐田市 2:47:48
311 3303 白柳 香誉子 ｼﾗﾔﾅｷﾞ ｶﾖｺ 浜松市 2:47:53
312 3141 山下 千津子 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾂﾞｺ 磐田市 向笠小学校 2:48:11
313 3112 齋藤 亜裕美 ｻｲﾄｳ ｱﾕﾐ 掛川市 2:48:32
314 3312 田畑 穂積 ﾀﾊﾞﾀ ﾎﾂﾞﾐ 長野県 2:48:49
315 3343 坂本 保子 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｺ 静岡市 2:49:04
316 2348 岡留 あずさ ｵｶﾄﾞﾒ ｱｽﾞｻ 愛知県 2:49:13
317 3316 岡崎 かおる ｵｶｻﾞｷ ｶｵﾙ 藤枝市 2:49:14
318 980 河合 裕子 ｶﾜｲ ﾕｳｺ 東京都 2:49:35
319 3245 水谷 仁美 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾄﾐ 三重県 2:50:00
320 3339 渡辺 美代子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾖｺ 浜松市 2:50:45
321 3398 小松 さおり ｺﾏﾂ ｻｵﾘ 山梨県 2:52:16
322 2986 藤森 悦子 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾂｺ 湖西市 2:52:18
323 3279 北谷 きく江 ｷﾀﾔ ｷｸｴ 磐田市 2:52:37
324 2940 次廣 恵美 ﾂｷﾞﾋﾛ ｴﾐ 浜松市 2:52:50
325 2832 本田 博子 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｺ 浜松市 はまＲＵＮ 2:54:18
326 3313 夏目 朱美 ﾅﾂﾒ ｱｹﾐ 愛知県 2:55:00
327 3004 中野 愛子 ﾅｶﾉ ｱｲｺ 磐田市 2:55:06
328 3386 川本 智子 ｶﾜﾓﾄ ﾄﾓｺ 東京都 2:56:05
329 3309 冨ケ原 明子 ﾄﾐｶﾞﾊﾗ ｱｷｺ 愛知県 なんちゃってランナーズ 2:56:12
330 3009 山崎 千景 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｶｹﾞ 愛知県 ＫＯＺＡＫＫＹ５ 2:57:22
331 2855 加藤 まり子 ｶﾄｳ ﾏﾘｺ 浜松市 2:57:24
332 3264 鈴木 麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ 愛知県 2:57:53
333 2783 小島 有子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 愛知県 2:58:22
334 3052 鈴木 香予 ｽｽﾞｷ ｶﾖ 磐田市 2:59:43
335 2683 萩原 裕子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｺ 牧之原市 2:59:47
336 3319 佐藤 啓子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 東京都 3:03:11
337 2770 松村 裕子 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 3:05:53
338 3466 筒井 明美 ﾂﾂｲ ｱｹﾐ 磐田市 3:05:55
339 3008 本馬 瞳 ﾎﾝﾏ ﾋﾄﾐ 愛知県 ＫＯＺＡＫＫＹ５ 3:06:29
340 3076 伊能 晃代 ｲﾉｳ ﾃﾙﾖ 磐田市 3:06:30
341 2953 鈴木 弘美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 三島市 3:06:34
342 2891 廣永 明子 ﾋﾛﾅｶﾞ ｱｷｺ 愛知県 3:06:37
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1 4006 源馬 巧巳 ｹﾞﾝﾏ ﾀｸﾐ 浜松市 0:09:11
2 4016 小林 一景 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｹｲ 愛知県 ＮＥＸＵＳ 0:09:11
3 4007 金子 雅也 ｶﾈｺ ﾏｻﾔ 浜松市 日星電気 0:09:28
4 4013 足立 愛斗 ｱﾀﾞﾁ ｱｲﾄ 山梨県 甲斐市陸協 0:09:30
5 4017 藤原 慎 ﾌｼﾞﾗﾜ ｼﾝ 浜松市 スポーツタウンメイセイ 0:09:32
6 4040 久松 昴琉 ﾋｻﾏﾂ ｽﾊﾞﾙ 富士市 0:09:40
7 4049 中道 大暉 ﾅｶﾐﾁ ﾀｲｷ 愛知県 へねまる 0:09:43
8 4026 鈴木 健祐 ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ 愛知県 0:09:45
9 4054 森下 峻 ﾓﾘｼﾀ ｼｭﾝ 掛川市 キャタラーＲＣ 0:09:46

10 4053 向井 宏之 ﾑｶｲ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 ＲＯＫＩ 0:10:09
11 4023 田島 優 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ 京都府 甲西中学校 0:10:20
12 4761 山下 拓也 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾔ 磐田市 0:10:50
13 4052 木下 由翔 ｷｼﾀ ﾕｳﾄ 浜松市 浜松西高校 0:10:56
14 4954 竹内 勇人 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 浜松市 0:11:08
15 4028 佐原 仙一 ｻﾊﾗ ｾﾝｲﾁ 湖西市 0:11:12
16 4050 石田 悠翔 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 磐田市 へねまる 0:11:12
17 4010 乗松 勇哉 ﾉﾘﾏﾂ ﾕｳﾔ 森町 日研フード 0:11:22
18 4019 成嶌 楓太 ﾅﾙｼﾏ ﾌｳﾀ 静岡市 0:11:27
19 4861 山中 蓮生 ﾔﾏﾅｶ ﾚﾝｾｲ 磐田市 0:11:49
20 4067 金子 連太朗 ｶﾈｺ ﾚﾝﾀﾛｳ 袋井市 0:12:05
21 4021 山本 真一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 小山町 0:12:20
22 4048 中川 あきら ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾗ 掛川市 0:12:21
23 4047 松尾 迅人 ﾏﾂｵ ﾊﾔﾄ 浜松市 アクアクララ 0:12:48
24 4113 宮田 卓典 ﾐﾔﾀ ﾀｶﾉﾘ 愛知県 株式会社大林組 0:12:49
25 4069 安本 雅哉 ﾔｽﾓﾄ ﾏｻﾔ 浜松市 浜松北 0:13:02
26 4810 藤田 修康 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾌﾞﾔｽ 浜松市 0:13:14
27 4955 石黒 健太 ｲｼｸﾞﾛ ｹﾝﾀ 愛知県 0:13:14
28 4727 増田 悠 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳ 静岡市 0:13:22
29 4983 安田 光芳 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 静岡市 静岡マスターズ 0:13:24
30 4077 田中 信賢 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾀｶ 袋井市 こたろうず 0:13:28
31 4138 林本 竜暁 ﾊﾔｼﾓﾄ ﾀﾂｱｷ 浜松市 0:13:45
32 4144 藤田 明生 ﾌｼﾞﾀ ｱｷｵ 富士宮市 0:14:04
33 4189 杉川 貴信 ｽｷﾞｶﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ 浜松市 静岡産業大学 0:14:30
34 4891 川島 瑛斗 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾄ 磐田市 0:14:31
35 4238 清 智浩 ｾｲ ﾄﾓﾋﾛ 浜松市 0:14:33
36 4873 鈴木 智士 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 静岡市 0:14:33
37 4109 後藤 師也 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾅﾘ 東京都 0:14:34
38 4116 水谷 美仁 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｼﾄ 袋井市 税理士法人ＳＫＪ 0:14:38
39 4927 城川 昂大 ｼﾛｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 浜松市 0:14:46
40 4902 大脇 凱志 ｵｵﾜｷ ｶｲｼﾞ 裾野市 チームなぎさ 0:14:47
41 4778 武井 颯人 ﾀｹｲ ﾊﾔﾄ 愛知県 パナソニック住宅設備株式会社 0:14:49
42 4827 矢田 大貴 ﾔﾀﾞ ﾋﾛｷ 浜松市 0:15:01
43 4143 佐野 圭一 ｻﾉ ｹｲｲﾁ 富士宮市 0:15:02
44 4256 黒川 達也 ｸﾛｶﾜ ﾀﾂﾔ 磐田市 0:15:02
45 4171 大石 海生 ｵｵｲｼ ｶｲ 磐田市 浜中 0:15:03
46 4800 吉川 敦 ｷｯｶﾜ ｱﾂｼ 浜松市 0:15:04
47 4224 髙橋 俊明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 焼津市 0:15:09
48 4592 塚本 大智 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 静岡市 0:15:16
49 4712 岡本 悟 ｵｶﾓﾄ ｻﾄﾙ 磐田市 0:15:38
50 4765 岩本 崚 ｲﾜﾓﾄ ﾘｮｳ 袋井市 第一工業ＡＣ 0:15:40
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51 4176 鈴木 良平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 焼津市 0:15:44
52 4673 村松 俊哉 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾔ 森町 株式会社 小澤建材 0:15:49
53 4811 高田 翔太 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾀ 磐田市 0:16:00
54 4249 櫻井 洋升 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾀｶ 浜松市 チームスマイル 0:16:01
55 4571 松尾 翔 ﾏﾂｵ ｶｹﾙ 静岡市 0:16:11
56 4035 伊熊 良介 ｲｸﾏ ﾘｮｳｽｹ 浜松市 浜名アスリート 0:16:20
57 4786 戸塚 諒一 ﾄﾂｶ ﾘｮｳｲﾁ 浜松市 0:16:28
58 4243 渡辺 幸広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾋﾛ 袋井市 0:16:34
59 4690 山内 恵太 ﾔﾏｳﾁ ｹｲﾀ 静岡市 大和証券（株） 0:16:36
60 4225 野村 成 ﾉﾑﾗ ｾｲ 浜松市 0:16:38
61 4241 牧野 泰典 ﾏｷﾉ ﾀｲｽｹ 愛知県 三機工業株式会社 0:16:38
62 4281 山本 当 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾀﾙ 浜松市 ＲＣ黄熊 0:16:40
63 4237 山下 和晃 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 磐田市 0:16:41
64 4815 安井 悠貴 ﾔｽｲ ﾕｳｷ 愛知県 0:16:44
65 4477 芝野 裕斗 ｼﾊﾞﾉ ﾕｳﾄ 埼玉県 株式会社 小澤建材 0:16:46
66 4832 谷中 宏太朗 ﾔﾅｶ ｺｳﾀﾛｳ 島田市 0:16:50
67 4044 新村 隆義 ｼﾝﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 浜松市 スズキ株式会社 0:16:51
68 4407 鈴木 勇理 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾘ 浜松市 0:16:53
69 4734 坂田 弦生 ｻｶﾀ ｹﾞﾝｷ 磐田市 0:16:58
70 4419 シバヤマ ナタン ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾀﾝ 磐田市 豊田ゆうあいの里 0:17:00
71 4290 澤原 康宏 ｻﾜﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 さくらんぼの会 0:17:00
72 4360 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 愛知県 株式会社大林組 0:17:06
73 4370 尾崎 翼 ｵｻﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 磐田市 0:17:08
74 4481 深津 英剛 ﾌｶﾂ ﾋﾃﾞﾀｶ 掛川市 0:17:09
75 4870 安間 康博 ｱﾝﾏ ﾔｽﾋﾛ 磐田市 0:17:10
76 4741 友田 純史 ﾄﾓﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 浜松市 0:17:12
77 4412 橋本 拓士 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾄ 三重県 松阪工業高校 0:17:13
78 4270 今成 恭輔 ｲﾏﾅﾘ ｷｮｳｽｹ 埼玉県 0:17:16
79 4563 和久田 大智 ﾜｸﾀﾞ ﾋﾛﾄﾓ 浜松市 浜名アスリート 0:17:28
80 4470 杉森 悠生 ｽｷﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 浜松市 0:17:32
81 4603 藤塚 郁馬 ﾌｼﾞﾂｶ ｲｸﾏ 三重県 そよ風の会 0:17:32
82 4198 加藤 航 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 愛知県 0:17:39
83 4382 桑原 大貴 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 浜松市 0:17:40
84 4259 鈴木 馨 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ 磐田市 0:17:43
85 4911 水野 大樹 ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｷ 浜松市 0:17:43
86 4374 竹原 翔汰 ﾀｹﾊﾗ ｼｮｳﾀ 袋井市 遠州楽走会 0:17:48
87 4508 山崎 達也 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 掛川市 浜北図書館 0:17:49
88 4915 板東 知以 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｲ 磐田市 0:17:55
89 4602 久野 希望 ｸﾉ ﾉｿﾞﾐ 磐田市 0:17:58
90 4253 増田 幸之助 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 菊川市 0:18:07
91 4294 佐畑 勇樹 ｻﾊﾀ ﾕｳｷ 愛知県 株式会社大林組 0:18:14
92 4269 河合 史貴 ｶﾜｲ ﾌﾐﾀｶ 浜松市 0:18:33
93 4707 山内 俊希 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼｷ 三重県 0:18:34
94 4698 大西 裕貴 ｵｵﾆｼ ﾕｳｷ 愛知県 0:18:34
95 4167 荒居 昂介 ｱﾗｲ ｺｳｽｹ 愛知県 東明エンジニアリング 0:18:37
96 4322 前田 良太 ﾏｴﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 愛知県 0:18:41
97 4872 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 静岡市 0:19:10
98 4404 余語 佑哉 ﾖｺﾞ ﾕｳﾔ 岐阜県 0:19:14
99 4507 岩間 歩夢 ｲﾜﾏ ｱﾕﾑ 掛川市 0:19:18

100 4517 久田 大健 ﾋｻﾀﾞ ﾀｲｹﾝ 掛川市 0:19:19
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101 4672 今駒 正樹 ｺﾝﾏ ｺﾝﾏ 掛川市 株式会社 小澤建材 0:19:32
102 4842 山下 真生 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾀｶ 磐田市 0:19:33
103 4219 室根 隼人 ﾑﾛﾈ ﾊﾔﾄ 磐田市 ニッケン 0:19:38
104 4438 金田 崇佑 ｶﾈﾀ ｼｭｳｽｹ 浜松市 遠州病院 ジュビロ部 0:20:11
105 4968 藤森 脩斗 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｭｳﾄ 浜松市 0:20:16
106 4967 藁科 樹生 ﾜﾗｼﾅ ﾀﾂｷ 焼津市 常葉大学 0:20:16
107 4365 佐藤 航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 静岡市 0:20:26
108 4929 乾 真人 ｲﾇｲ ﾏｻﾋﾄ 大阪府 関東創建株式会社 0:20:36
109 4809 石津 拓哉 ｲｼﾂﾞ ﾀｸﾔ 浜松市 0:20:40
110 4885 松井 謙太郎 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 0:20:42
111 4570 今村 敏悠 ｲﾏﾑﾗ ﾄｼﾊﾙ 浜松市 0:20:56
112 4532 伊藤 晃悠 ｲﾄｳ ｱｷﾊﾙ 浜松市 0:21:00
113 4803 八木 優樹 ﾔｷﾞ ﾕｳｷ 菊川市 0:21:02
114 4674 大津 康士朗 ｵｵﾂ ｺｳｼﾛｳ 磐田市 0:21:04
115 4972 森部 峻平 ﾓﾘﾍﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 愛知県 0:21:04
116 4255 永田 宏樹 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 静岡市 0:21:05
117 4611 片橋 寛統 ｶﾀﾊｼ ﾋﾛﾄ 浜松市 0:21:48
118 4330 奥宮 慎治 ｵｸﾐﾔ ｼﾝｼﾞ 磐田市 0:22:01
119 4388 杉浦 宏明 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛｱｷ 袋井市 なごみかぜ 0:22:05
120 4894 片岡 良太 ｶﾀｵｶ ﾘｮｳﾀ 菊川市 0:22:38
121 4948 大宮司 丈 ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｼﾞｮｳ 袋井市 0:22:49
122 4941 杉浦 剛史 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｹｼ 磐田市 0:22:56
123 4039 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 0:23:29
124 4908 縣 俊佑 ｱｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 磐田市 プログレッソ 0:23:49
125 4909 伊藤 優介 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 磐田市 0:23:49
126 4743 寺田 祐樹 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 磐田市 0:24:04
127 4807 三井 琢史 ﾐﾂｲ ﾀｸｼ 磐田市 あおばのさと 0:24:13
128 4417 田中 智徳 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 0:24:28
129 4871 槌田 紘貴 ﾂﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 菊川市 0:24:29
130 4653 川口 弘真 ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛﾏｻ 掛川市 0:25:06
131 4930 中川 大彰 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 大阪府 関東創建株式会社 0:26:02
132 4471 石川 卓弥 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 磐田市 0:28:26
133 4776 鈴木 翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 藤枝市 0:29:27
134 4448 吉田 将人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 磐田市 0:32:24
135 4201 小関 脩剛 ｺｾｷ ﾅｵﾋｻ 神奈川県 曽我病院 0:32:42
136 4980 松浦 航亮 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ 島田市 0:33:59
137 4520 加畑 晃成 ｶﾊﾀ ｺｳｾｲ 浜松市 0:42:02
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1 4009 宍井 一滋 ｼｼｲ ｶｽﾞｼ 湖西市 ＳＩＳＩＩＫＥ 0:09:34
2 4020 渡邉 旬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 函南町 三島南高校＆ＳＭＩＬＥＹ 0:09:47
3 4018 中村 紀博 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 浜松市 浜松ホトニクス 0:09:48
4 4027 岡野 陽平 ｵｶﾉ ﾖｳﾍｲ 浜松市 浜松ホトニクスランニングクラブ 0:10:02
5 4032 笹ヶ瀬 優 ｻｻｶﾞｾ ﾕｳ 浜松市 0:10:16
6 4034 戸塚 和人 ﾄﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋﾄ 掛川市 ◆ 桜木 ◆ 0:10:22
7 4038 久保田 光博 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 焼津市 ミツギクラブ 0:10:30
8 4031 高橋 俊明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 袋井市 高橋モータース 0:10:30
9 4042 牧野 誠三 ﾏｷﾉ ｾｲｿﾞｳ 磐田市 袋井市立浅羽東小学校 0:10:31

10 4051 高田 大介 ﾀｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 掛川市 0:10:37
11 4108 齋藤 芳範 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 沼津市 0:11:00
12 4057 川越 健二 ｶﾜｺﾞｴ ｹﾝｼﾞ 浜松市 ＲＤＧ 0:11:05
13 4076 若林 学 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏﾅﾌﾞ 富士宮市 0:11:49
14 4064 酒井 裕也 ｻｶｲ ﾕｳﾔ 磐田市 0:11:56
15 4205 望月 博文 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 山梨県 0:11:58
16 4814 山岡 利弘 ﾔﾏｵｶ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 0:12:00
17 4059 古元 昭彦 ﾌﾙﾓﾄ ｱｷﾋｺ 湖西市 0:12:14
18 4084 小倉 純一 ｵｸﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 磐田市 0:12:15
19 4079 徳田 真博 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 函南町 チーム１０９ 0:12:16
20 4091 色山 順平 ｲﾛﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 磐田市 0:12:18
21 4058 鈴木 誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 浜松市 ふじたや走遊会 0:12:19
22 4112 秋鹿 真一 ｱｲｶ ｼﾝｲﾁ 菊川市 0:12:28
23 4073 原 健太 ﾊﾗ ｹﾝﾀ 静岡市 0:12:30
24 4074 溝口 孝直 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶﾅｵ 浜松市 0:12:31
25 4082 田中 大輔 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 0:12:33
26 4060 寺田 成利 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾙﾄｼ 磐田市 ショーワＲＣ 0:12:36
27 4024 二橋 広輔 ﾆﾊｼ ｺｳｽｹ 浜松市 0:12:42
28 4105 殿岡 正美 ﾄﾉｵｶ ﾏｻﾐ 磐田市 0:12:46
29 4136 漆畑 力也 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾘｷﾔ 静岡市 0:12:49
30 4154 大杉 剛史 ｵｵｽｷﾞ ﾀｹｼ 浜松市 0:12:52
31 4139 磯部 良幸 ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 磐田市 0:12:58
32 4122 鈴木 章由 ｽｽﾞｷ ｱｷﾖｼ 浜松市 あきえるー 0:13:12
33 4597 花村 秀樹 ﾊﾅﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 湖西市 駒忠 0:13:24
34 4104 佐藤 剛士 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 藤枝市 シーダーズ・美光産業 0:13:27
35 4098 大石 尚紀 ｵｵｲｼ ﾅｵｷ 吉田町 （株）小糸製作所 0:13:30
36 4012 新村 大輔 ｼﾝﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 浜松市 0:13:31
37 4215 中島 憲 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ 焼津市 0:13:41
38 4087 中村 邦宏 ﾅｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 浜松市 亜興配管工事 0:13:47
39 4230 有山 仁 ｱﾘﾔﾏ ﾋﾄｼ 浜松市 0:13:52
40 4287 篠崎 友則 ｼﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 明治安田生命浜松支社 0:13:52
41 4094 山下 純毅 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 磐田市 フクデントス 0:13:55
42 4246 中嶋 隼人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 掛川市 0:13:59
43 4043 川坂 真哉 ｶﾜｻｶ ｼﾝﾔ 愛知県 0:14:02
44 4093 筒井 達也 ﾂﾂｲ ﾀﾂﾔ 磐田市 ヤマハ発動機 0:14:09
45 4258 油井 一博 ﾕｲ ｶｽﾞﾋﾛ 浜松市 0:14:12
46 4851 小島 遼 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:14:14
47 4526 鳥居 達 ﾄﾘｲ ﾄｵﾙ 磐田市 0:14:18
48 4714 中原 貴信 ﾅｶﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 袋井市 0:14:20
49 4845 太田 貴大 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 0:14:28
50 4063 横道 直樹 ﾖｺﾐﾁ ﾅｵｷ 浜松市 Ｔ－ＳＡＮＴＡ 0:14:34
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51 4190 田中 常和 ﾀﾅｶ ﾂﾈｶｽﾞ 浜松市 0:14:37
52 4164 結城 昭一 ﾕｳｷ ｼｮｳｲﾁ 浜松市 父親サッカー河輪 0:14:46
53 4081 平野 篤史 ﾋﾗﾉ ｱﾂｼ 藤枝市 0:14:48
54 4403 笹田 俊治 ｻｻﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 磐田市 0:14:51
55 4275 鈴木 英和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 掛川市 0:14:59
56 4129 松野 輝功 ﾏﾂﾉ ﾐﾂｸﾞ 浜松市 0:15:10
57 4140 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 浜松市 0:15:13
58 4854 元山 忠 ﾓﾄﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 磐田市 0:15:14
59 4092 小林 和弘 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 藤枝市 小糸製作所 0:15:16
60 4126 池畑 純一 ｲｹﾊﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 浜松市 0:15:17
61 4454 中川 修 ﾅｶｶﾞﾜ ｵｻﾑ 浜松市 0:15:22
62 4754 谷川 和正 ﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾏｻ 浜松市 0:15:30
63 4078 中村 誠 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 浜松市 ふじたや走遊会 0:15:30
64 4045 黒田 修通 ｸﾛﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 0:15:36
65 4165 杉森 光博 ｽｷﾞﾓﾘ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 ＰＳＲ 0:15:39
66 4127 川村 剛 ｶﾜﾑﾗ ﾂﾖｼ 焼津市 0:15:43
67 4271 熊谷 克利 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾄｼ 浜松市 矢崎 天竜 0:15:44
68 4213 山田 真次 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 浜松市 サーラ物流 0:15:46
69 4284 服部 誠 ﾊｯﾄﾘ ﾏｺﾄ 磐田市 0:15:48
70 4096 佐藤 利之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 富士市 ハセチュー 0:15:51
71 4191 堀部 和秀 ﾎﾘﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 愛知県 0:15:54
72 4228 水間 公義 ﾐｽﾞﾏ ｷﾐﾖｼ 浜松市 0:16:02
73 4478 福村 祐樹 ﾌｸﾑﾗ ﾕｳｷ 森町 株式会社 小澤建材 0:16:07
74 4272 小林 章吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺﾞ 浜松市 0:16:09
75 4158 寺田 真 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ 磐田市 デニー 0:16:09
76 4409 小松 敏幸 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 浜松市 0:16:17
77 4331 花木 朋彦 ﾊﾅｷ ﾄﾓﾋｺ 愛知県 0:16:20
78 4288 鈴木 浩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 菊川市 0:16:27
79 4207 杉山 浩正 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛﾏｻ 磐田市 ＡＳＴＩ 0:16:28
80 4548 嶋村 宗利 ｼﾏﾑﾗ ﾑﾈﾄｼ 浜松市 0:16:29
81 4204 本間 弘 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｼ 磐田市 サーラ 0:16:36
82 4159 鈴木 幹朗 ｽｽﾞｷ ﾐｷｵ 袋井市 0:16:37
83 4120 岡田 彰宏 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 浜松市 0:16:37
84 4166 河野 幸治 ｶﾜﾉ ﾕｷﾊﾙ 掛川市 チームトレット 0:16:38
85 4890 川島 知記 ｶﾜｼﾏ ﾄﾓｷ 磐田市 0:16:39
86 4874 栗本 一宗 ｸﾘﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 袋井市 0:16:39
87 4467 小杉 勝俊 ｺｽｷﾞ ｶﾂﾄｼ 浜松市 0:16:41
88 4947 加藤木 修一 ｶﾄｳｷﾞ ｼｭｳｲﾁ 愛知県 0:16:48
89 4846 袴田 力 ﾊｶﾏﾀ ﾁｶﾗ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:16:57
90 4155 渥美 久志 ｱﾂﾐ ﾋｻｼ 磐田市 ＮＭＢぱややーん 0:16:58
91 4767 川瀬 誠 ｶﾜｾ ﾏｺﾄ 磐田市 0:17:00
92 4488 佐藤 隆史 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 焼津市 0:17:02
93 4299 須田 智喜 ｽﾀﾞ ﾄﾓｷ 浜松市 大和証券（株） 0:17:07
94 4677 浅田 和彦 ｱｻﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 0:17:09
95 4257 水谷 貴志 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶｼ 磐田市 平松運動部 0:17:10
96 4411 渡邉 真也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 磐田市 0:17:11
97 4489 松井 和行 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾕｷ 御前崎市 0:17:12
98 4217 前田 伸晃 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 浜松市 コーンレッレ 0:17:15
99 4883 杉森 俊文 ｽｷﾞﾓﾘ ﾄｼﾌﾐ 浜松市 0:17:16

100 4495 岩下 祐介 ｲﾜｼﾀ ﾕｳｽｹ 静岡市 小池弥太郎商店 0:17:18
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101 4856 渡辺 健 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 焼津市 0:17:20
102 4859 水田 悠介 ﾐｽﾞﾀ ﾕｳｽｹ 掛川市 0:17:23
103 4429 杉村 祐輝 ｽｷﾞﾑﾗ ﾕｳｷ 静岡市 0:17:24
104 4430 木村 健志 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 磐田市 とーる 0:17:27
105 4268 松井 英利 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 湖西市 0:17:38
106 4897 安間 久晶 ｱﾝﾏ ﾋｻｱｷ 磐田市 0:17:40
107 4410 上坂 広樹 ｺｳｻｶ ﾋﾛｷ 浜松市 0:17:41
108 4351 大石 浩彰 ｵｵｲｼ ﾋﾛｱｷ 焼津市 0:17:41
109 4163 立石 学 ﾀﾃｲｼ ｶﾞｸ 藤枝市 0:17:42
110 4475 近藤 桂 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 東京都 株式会社 小澤建材 0:17:42
111 4857 伊藤 貴弘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 磐田市 コーケン工業、 0:17:43
112 4208 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 島田市 0:17:44
113 4496 齋藤 芳久 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 静岡市 小池弥太郎商店 0:17:45
114 4493 櫻井 則之 ｻｸﾗｲ ﾉﾘﾕｷ 静岡市 小池弥太郎商店 0:17:46
115 4465 鈴木 勝博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 三重県 0:17:46
116 4329 中澤 正巳 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 浜松市 0:17:47
117 4716 大場 敬晃 ｵｵﾊﾞ ﾀｶｱｷ 磐田市 0:17:50
118 4850 池本 達彦 ｲｹﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:17:52
119 4773 杉本 善浩 ｽｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 磐田市 0:17:53
120 4315 水野 佳則 ﾐｽﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ 東京都 0:17:54
121 4304 山本 直弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 浜松市 0:17:58
122 4794 宮内 宣幸 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 磐田市 0:18:01
123 4220 鈴木 貴光 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾐﾂ 浜松市 0:18:03
124 4002 小島 久典 ｺｼﾞﾏ ﾋｻﾉﾘ 磐田市 0:18:11
125 4587 鈴木 信哉 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 磐田市 0:18:13
126 4554 吉川 章 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ 磐田市 鳶 吉川 0:18:13
127 4906 村田 隆 ﾑﾗﾀ ﾀｶｼ 磐田市 0:18:18
128 4721 馬渕 和秀 ﾏﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 磐田市 ｂａｒｂｏｕｂｏｎマラソン部 0:18:19
129 4183 山口 一馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 浜松市 0:18:24
130 4332 芥田 敏英 ｱｸﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 磐田市 0:18:28
131 4652 鈴木 孝紀 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 浜松市 0:18:33
132 4797 金原 誠 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾏｺﾄ 磐田市 0:18:34
133 4283 藤見 広和 ﾌｼﾞﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 磐田市 0:18:34
134 4119 新井 直樹 ｱﾗｲ ﾅｵｷ 磐田市 ＰＳＲ 0:18:36
135 4340 坂口 靖 ｻｶｸﾞﾁ ﾔｽｼ 磐田市 ＮＢランナーズ 0:18:36
136 4921 仲山 桂司 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｼﾞ 浜松市 0:18:38
137 4729 土屋 知寿 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋｻ 富士市 チーム新幹線 0:18:39
138 4107 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 浜松市 0:18:40
139 4266 加藤 清仁 ｶﾄｳ ｷﾖﾋﾄ 湖西市 0:18:40
140 4348 井口 恵介 ｲｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 浜松市 0:18:41
141 4137 鈴木 彰宏 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 磐田市 清水銀行浜松東 0:18:41
142 4252 稲垣 佳明 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼｱｷ 東京都 0:18:44
143 4498 仁藤 勝臣 ﾆﾄｳ ｶﾂｵﾐ 浜松市 0:18:45
144 4722 鈴木 淳太 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾀ 浜松市 0:18:46
145 4720 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 磐田市 マラソン部 0:18:48
146 4325 伏木 章尋 ﾌｼｷ ｱｷﾋﾛ 磐田市 0:18:48
147 4784 石井 誠 ｲｼｲ ﾏｺﾄ 掛川市 遠州鮃組 0:18:53
148 4345 松本 強志 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾖｼ 袋井市 0:18:57
149 4724 中村 和也 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 磐田市 テイボー株式会社 0:19:03
150 4184 石川 潤 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 外岡ゼミ 0:19:05
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151 4333 望月 晴紀 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 山梨県 0:19:08
152 4102 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 0:19:11
153 4103 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 0:19:11
154 4755 池ヶ谷 公司 ｲｹｶﾞﾔ ｺｳｼﾞ 袋井市 0:19:16
155 4718 平野 暢洋 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 浜松市 0:19:16
156 4486 村松 宏敏 ﾑﾗﾏﾂ ﾋﾛﾄｼ 菊川市 0:19:17
157 4533 小林 弘明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 磐田市 0:19:18
158 4375 松本 健吾 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 0:19:21
159 4295 松木 昌也 ﾏﾂｷ ﾏｻﾔ 島田市 シーダーズ 0:19:28
160 4273 井上 義昭 ｲﾉｳｴ ﾖｼｱｷ 藤枝市 0:19:30
161 4372 中山 教之 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 掛川市 遠州楽走会 0:19:32
162 4236 中島 健一郎 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 浜松市 トモラン 0:19:32
163 4309 橋ヶ谷 東吾 ﾊｼｶﾞﾔ ﾄｳｺﾞ 焼津市 0:19:38
164 4552 幸田 敏弘 ｺｳﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 浜松市 ＳＳＲＣ 0:19:38
165 4560 小澤 直輝 ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 磐田市 0:19:40
166 4697 八木 大介 ﾔｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市 0:19:40
167 4830 枡井 克悦 ﾏｽｲ ｶﾂﾖｼ 磐田市 0:19:40
168 4302 福田 卓哉 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 浜松市 新機械技研ＲＣ 0:19:41
169 4232 壬生 周 ﾐﾌﾞ ｼｭｳ 東京都 0:19:48
170 4504 小杉 俊徳 ｺｽｷﾞ ﾄｼﾉﾘ 浜松市 矢崎 0:19:48
171 4194 岩城 靖 ｲﾜｷ ﾔｽｼ 袋井市 ＮＭＢぱややーん 0:19:53
172 4521 山下 秀人 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞﾋﾄ 磐田市 トンボ 0:19:54
173 4937 阿部 匡晴 ｱﾍﾞ ﾏｻﾊﾙ 磐田市 0:20:03
174 4443 加藤 文隆 ｶﾄｳ ﾌﾐﾀｶ 袋井市 水風呂同好会 0:20:04
175 4509 渡邉 崇 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 浜松市 0:20:06
176 4485 松下 直之 ﾏﾂｼﾀ ﾅｵﾕｷ 菊川市 0:20:13
177 4385 杉本 勝彦 ｽｷﾞﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 岐阜県 0:20:15
178 4728 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 浜松市 健建築 0:20:15
179 4211 古田 治 ﾌﾙﾀ ｵｻﾑ 磐田市 0:20:16
180 4878 丸山 航 ﾏﾙﾔﾏ ﾜﾀﾙ 磐田市 0:20:24
181 4877 杉田 淳哉 ｽｷﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 磐田市 0:20:25
182 4364 佐藤 光太郎 ｻﾄｳ ﾐﾂﾀﾛｳ 静岡市 0:20:26
183 4849 浦木 尚行 ｳﾗｷ ﾅｵﾕｷ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:20:28
184 4660 中入地 博明 ﾅｶｲﾘﾁ ﾋﾛｱｷ 愛知県 株式会社フカツ 0:20:31
185 4887 菅沼 和人 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾄ 掛川市 0:20:34
186 4960 鶴田 浩之 ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾕｷ 磐田市 税理士法人ＳＫＪ 0:20:40
187 4772 牧野 太一 ﾏｷﾉ ﾀｲﾁ 磐田市 0:20:45
188 4979 植松 吉彦 ｳｴﾏﾂ ﾖｼﾋｺ 静岡市 0:20:46
189 4431 新井田 岸 ﾆｲﾀﾞ ｷｼ 湖西市 0:20:47
190 4153 植田 昌弘 ｳｴﾀ ﾏｻﾋﾛ 浜松市 0:20:48
191 4879 加藤 仁敏 ｶﾄｳ ｷﾐﾄｼ 磐田市 0:21:07
192 4474 影山 直隆 ｶｹﾞﾔﾏ ﾅｵﾀｶ 袋井市 クローバー 0:21:09
193 4434 鏡味 郷史 ｶｶﾞﾐ ｻﾄｼ 愛知県 0:21:12
194 4457 落合 丞次 ｵﾁｱｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 浜松市 0:21:14
195 4373 川嶋 正広 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾋﾛ 掛川市 遠州楽走会 0:21:17
196 4683 大城 浩二 ｵｵｼﾛ ｺｳｼﾞ 御殿場市 藤田組御殿場支部 0:21:21
197 4684 鈴木 悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 埼玉県 よつば運動部 0:21:22
198 4182 小田 知典 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 浜松市 デンジャーボーイズ＆ガールズ 0:21:30
199 4338 秋山 真悟 ｱｷﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 浜松市 0:21:31
200 4262 杉原 徳彦 ｽｷﾞﾊﾗ ﾉﾘﾋｺ 浜松市 デンジャーボーイズ＆ガールズ 0:21:31
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201 4663 加藤 靖央 ｶﾄｳ ﾔｽｵ 浜松市 デンジャーボーイズ＆ガールズ 0:21:31
202 4311 鈴木 智彦 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｺ 浜松市 デンジャーボーイズ＆ガールズ 0:21:32
203 4196 北嶋 択郎 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 磐田市 ＳＤＬ 0:21:33
204 4706 河合 悠史 ｶﾜｲ ﾋｻｼ 神奈川県 0:21:39
205 4445 杉浦 範義 ｽｷﾞｳﾗ ﾉﾘﾖｼ 袋井市 0:21:43
206 4969 山田 基博 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 磐田市 0:21:48
207 4984 千葉 伸一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 株式会社 板キング 0:22:00
208 4789 金子 善郎 ｶﾈｺ ﾖｼｵ 浜松市 エネジン 0:22:02
209 4506 岩間 日出彦 ｲﾜﾏ ﾋﾃﾞﾋｺ 掛川市 0:22:03
210 4619 鈴木 祥正 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 愛知県 三機工業株式会社 0:22:07
211 4676 坂上 明弘 ｻｶｶﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 静岡市 ＮＪＣ静岡マラソンクラブ 0:22:25
212 4174 中村 敦一 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 浜松市 0:22:30
213 4608 添田 一喜 ｿｴﾀﾞ ｶｽﾞｷ 浜松市 0:22:33
214 4310 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 藤枝市 0:22:39
215 4289 高岡 史幸 ﾀｶｵｶ ｼｺｳ 愛知県 株式会社フカツ 0:23:03
216 4760 伊藤 慎弥 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 磐田市 磐田ライオンズクラブ 0:23:20
217 4847 杉浦 雅規 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:23:29
218 4181 山崎 純一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:23:31
219 4575 岩本 浩一 ｲﾜﾓﾄ ｺｳｲﾁ 浜松市 0:23:42
220 4274 根岸 直也 ﾈｷﾞｼ ﾅｵﾔ 浜松市 ＰＳＲ 0:23:48
221 4933 山下 祐一 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｲﾁ 磐田市 0:25:18
222 4593 深井 巨人 ﾌｶｲ ﾅｵﾄ 静岡市 0:25:19
223 4816 秋本 諒 ｱｷﾓﾄ ﾘｮｳ 磐田市 0:25:43
224 4701 竹下 悟 ﾀｹｼﾀ ｻﾄﾙ 沼津市 ｃａｔｔｉｖｏ 0:25:53
225 4101 堀内 淳 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝ 磐田市 0:26:07
226 4277 佐藤 博光 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ 焼津市 0:26:17
227 4928 池上 健一 ｲｹｶﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 大阪府 関東創建株式会社 0:26:29
228 4216 堀江 茂 ﾎﾘｴ ｼｹﾞﾙ 磐田市 ＡＢＢ 0:26:31
229 4505 宗 将人 ｿｳ ﾏｻﾄ 愛知県 株式会社大林組 0:26:35
230 4413 山口 徹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 浜松市 0:27:12
231 4787 呉羽 原和 ｸﾚﾊ ﾓﾄｶｽﾞ 磐田市 0:27:53
232 4958 阿部 広行 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 0:28:00
233 4896 原田 健一 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 浜松市 0:28:02
234 4938 岡本 富士夫 ｵｶﾓﾄ ﾌｼﾞｵ 浜松市 住友生命保険 0:28:02
235 4615 村山 智彦 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 函南町 0:28:21
236 4250 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ 愛知県 ＨＡＲＹＯＮＯ 0:31:00
237 4682 菊池 淳 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ 愛知県 0:31:21
238 4783 笠井 聡 ｶｻｲ ｻﾄｼ 磐田市 牧田農機商会 0:32:14
239 4072 鈴木 陽介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 磐田市 0:32:35
240 4763 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 磐田市 0:34:05
241 4756 出野 健吉 ｲﾃﾞﾉ ｹﾝｷﾁ 袋井市 0:36:44
242 4636 安江 太 ﾔｽｴ ﾌﾄｼ 掛川市 バナ～ナ 0:45:02
243 4649 西浦 巧一 ﾆｼｳﾗ ｺｳｲﾁ 掛川市 0:45:04
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1 4056 中道 均 ﾅｶﾐﾁ ﾋﾄｼ 浜松市 浜松スポーツセンター 0:12:14
2 4278 伊藤 富士男 ｲﾄｳ ﾌｼﾞｵ 磐田市 いわたボクシングクラブ 0:12:15
3 4312 宮野 誠吾 ﾐﾔﾉ ｾｲｺﾞ 浜松市 浜松クラブ 0:12:28
4 4134 鈴木 広文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 焼津市 0:14:15
5 4055 長谷川 幸和 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｶｽﾞ 磐田市 ヤマハランナーズ 0:14:20
6 4130 伊藤 久仁俊 ｲﾄｳ ｸﾆﾄｼ 浜松市 浜松郵便局 0:14:27
7 4358 宮本 立男 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾂｵ 浜松市 0:14:43
8 4239 奈女田 充洋 ﾅﾒﾀ ﾐﾂﾋﾛ 浜松市 0:14:48
9 4099 倉橋 一嘉 ｸﾗﾊｼ ｶｽﾞﾖｼ 愛知県 ＹＹＹ 0:14:49

10 4853 馬渕 勝幸 ﾏﾌﾞﾁ ｶﾂﾕｷ 磐田市 0:15:11
11 4156 赤堀 和一 ｱｶﾎﾘ ｶｽﾞｲﾁ 菊川市 0:15:13
12 4161 鈴木 信行 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 浜松市 ドンガメクラブ 0:15:13
13 4169 三井 鉄司 ﾐﾂｲ ﾃﾂｼﾞ 浜松市 浜松北郵便局 0:15:23
14 4378 中村 悦次 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｼﾞ 浜松市 波網打物 0:15:24
15 4075 野中 茂樹 ﾉﾅｶ ｼｹﾞｷ 菊川市 菊川走ろう会 0:15:34
16 4324 匂坂 滋 ｻｷﾞｻｶ ｼｹﾞﾙ 磐田市 0:15:46
17 4233 安藤 一行 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 0:15:51
18 4234 辻村 貞夫 ﾂｼﾞﾑﾗ ｻﾀﾞｵ 浜松市 京丸園株式会社 0:15:55
19 4301 河辺 伸保 ｶﾜﾍﾞ ﾉﾌﾞﾔｽ 愛知県 0:16:00
20 4314 近藤 護 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ 掛川市 なし 0:16:16
21 4170 戸田 和良 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 磐田市 0:16:17
22 4318 石川 泰弘 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 浜松市 0:16:49
23 4291 古川 優 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾙ 浜松市 0:16:52
24 4212 内田 健次 ｳﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 浜松市 マリンシャインズ 0:17:02
25 4247 田中 茂雄 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｵ 浜松市 日本ビニロン株式会社 0:17:03
26 4179 鈴木 克人 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾄ 愛知県 0:17:15
27 4733 榊原 正巳 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾏｻﾐ 磐田市 0:17:41
28 4280 堀内 睦朗 ﾎﾘｳﾁ ﾑﾂｵ 浜松市 堀ランラン 0:17:43
29 4188 松井 洋治 ﾏﾂｲ ﾖｳｼﾞ 掛川市 0:17:47
30 4261 中村 英実 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾐ 静岡市 松友会静岡 0:17:59
31 4227 齊藤 泰 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ 愛知県 0:18:05
32 4276 吉田 和弘 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 静岡市 ＹＯＫＩ会 0:18:18
33 4172 安西 慶晃 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｱｷ 磐田市 ＹＡＭＡＮＡ ＲＣ 0:18:28
34 4825 芦川 正直 ｱｼｶﾜ ﾏｻﾅｵ 富士市 0:18:28
35 4337 中島 久男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｻｵ 磐田市 0:18:30
36 4088 大石 訓男 ｵｵｲｼ ﾉﾘｵ 磐田市 0:18:40
37 4573 松山 博次 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｼﾞ 浜松市 浜松市 0:18:50
38 4327 間渕 秀幸 ﾏﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 浜松市 0:19:02
39 4594 東海林 守 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾓﾙ 菊川市 0:19:17
40 4420 野栗 康光 ﾉｸﾞﾘ ﾔｽﾐﾂ 浜松市 アウトソーシング 0:19:17
41 4503 内藤 雅敬 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 浜松市 0:19:26
42 4210 渥美 豊 ｱﾂﾐ ﾕﾀｶ 浜松市 0:19:32
43 4380 上牧 務 ｶﾐﾏｷ ﾂﾄﾑ 静岡市 清水病院 0:19:34
44 4223 中村 守男 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾘｵ 浜松市 特になし 0:19:44
45 4616 薮崎 雅行 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 藤枝市 0:19:51
46 4459 水上 泰延 ﾐｽﾞｶﾐ ﾔｽﾉﾌﾞ 浜松市 遠州病院 0:20:11
47 4341 岡本 明浩 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 浜松市 0:20:11
48 4178 木村 哲朗 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 磐田市 楽しく完走 0:20:36
49 4354 杉山 日出樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 森町 ポスケランニングクラブ 0:20:42
50 4449 加藤 昌洋 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 磐田市 0:20:43
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51 4245 小澤 壮吉 ｵｻﾞﾜ ﾀｹﾖｼ 袋井市 0:20:45
52 4609 鈴木 輝夫 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｵ 磐田市 0:20:47
53 4708 田端 智 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 静岡市 0:20:50
54 4452 石川 藤吉 ｲｼｶﾜ ﾄｳｷﾁ 浜松市 ゆとり 0:20:54
55 4688 青嶌 孝芳 ｱｵｼﾏ ｶﾀﾖｼ 磐田市 0:20:55
56 4837 吉田 建彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 磐田市 0:21:10
57 4423 鈴木 敏宏 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 磐田市 0:21:20
58 4321 北嶋 充 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ 神奈川県 元川崎市役所 0:21:35
59 4551 増田 等 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾄｼ 浜松市 0:21:36
60 4231 杉本 達男 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｵ 磐田市 キンタマケルナ 0:21:50
61 4759 小林 秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 磐田市 磐田ライオンズクラブ 0:21:53
62 4659 山室 仁 ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾄｼ 磐田市 0:22:11
63 4379 山口 泰成 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾅﾘ 浜松市 0:22:11
64 4582 榎本 浩 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ 磐田市 0:22:33
65 4313 岡本 晴芳 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾖｼ 磐田市 0:23:20
66 4819 水野 昭男 ﾐｽﾞﾉ ｱｷｵ 磐田市 0:23:23
67 4650 袴田 成巳 ﾊｶﾏﾀ ｼｹﾞﾐ 浜松市 0:24:02
68 4901 大脇 良三 ｵｵﾜｷ ﾘｮｳｿﾞｳ 裾野市 チームなぎさ 0:24:08
69 4556 仲村 武夫 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｵ 浜松市 サーラスポーツ 0:24:24
70 4490 市川 勝己 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾐ 磐田市 理容市川 0:24:37
71 4678 清田 宏治 ｷﾖﾀ ｺｳｼﾞ 浜松市 住友生命 0:24:38
72 4128 松本 初美 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾂﾐ 掛川市 ＺＫＭ静岡 0:25:00
73 4953 山下 久夫 ﾔﾏｼﾀ ﾋｻｵ 磐田市 0:26:16
74 4408 織田 英敏 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 磐田市 しとろ調剤薬局 0:27:00
75 4405 鈴木 一徳 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 菊川市 0:27:01
76 4589 西脇 克和 ﾆｼﾜｷ ﾖｼｶｽﾞ 菊川市 0:27:01
77 4566 若園 功 ﾜｶｿﾞﾉ ｲｻｵ 愛知県 富士写真フィルム 0:27:14
78 4543 杉浦 義明 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼｱｷ 袋井市 0:27:22
79 4344 池田 豊 ｲｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 磐田市 矢崎 天竜 0:27:27
80 4774 小林 昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ 磐田市 0:27:32
81 4770 石原 司久 ｲｼﾊﾗ ﾓﾘﾋｻ 浜松市 0:27:37
82 4936 阿部 良二 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 磐田市 0:28:16
83 4679 古瀬 秀則 ﾌﾙｾ ﾋﾃﾞﾉﾘ 磐田市 0:30:37
84 4089 高田 孝一 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 掛川市 ＺＫＭ静岡 0:34:57
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1 4062 中村 環菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ 磐田市 磐田南高校 0:10:50
2 4033 横道 亜未 ﾖｺﾐﾁ ｱﾐ 浜松市 Ｔ－ＳＡＮＴＡ 0:11:28
3 4066 長澤 真緒 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｵ 浜松市 0:11:43
4 4080 清水 唯 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ 御前崎市 浜岡ＬＤＣ 0:13:30
5 4903 大脇 凪沙 ｵｵﾜｷ ﾅｷﾞｻ 裾野市 チームなぎさ 0:14:26
6 4132 鈴木 佐智子 ｽｽﾞｷ ｻﾁｺ 浜松市 0:14:33
7 4918 杉山 砂楽 ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾗ 富士宮市 0:14:34
8 4065 野上 愛加 ﾉｶﾞﾐ ｱｲｶ 静岡市 0:14:41
9 4292 鈴木 奈奈 ｽｽｷﾞ ﾅﾅ 浜松市 0:15:05

10 4125 野中 麻衣 ﾉﾅｶ ﾏｲ 東京都 0:15:16
11 4114 杉山 汐音 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵﾈ 富士宮市 0:15:17
12 4124 村松 来海 ﾑﾗﾏﾂ ｸﾙﾐ 菊川市 0:15:31
13 4279 鈴木 清夏 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 東京都 0:15:59
14 4923 鈴木 広美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 袋井市 0:16:19
15 4151 井上 紗矢香 ｲﾉｳｴ ｻﾔｶ 磐田市 0:16:31
16 4946 加藤木 茜音 ｶﾄｳｷﾞ ｱｶﾈ 静岡市 静岡大学 0:16:34
17 4975 加藤 さくら ｶﾄｳ ｻｸﾗ 磐田市 0:16:42
18 4398 川口 絵未 ｶﾜｸﾞﾁ ｴﾐ 藤枝市 カネセイ食品 0:16:56
19 4267 神谷 千絵美 ｶﾐﾔ ﾁｴﾐ 浜松市 遠江病院 0:16:58
20 4003 宮口 光留 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 掛川市 0:17:11
21 4468 安井 ももこ ﾔｽｲ ﾓﾓｺ 浜松市 すずき歯科ＲＣ 0:17:20
22 4515 藤田 涼子 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳｺ 袋井市 0:17:21
23 4675 宮下 和 ﾐﾔｼﾀ ﾅｺﾞﾐ 愛知県 三菱ＵＦＪ銀行 0:17:22
24 4855 徳地 沙紀子 ﾄｸﾁ ｻｷｺ 浜松市 0:17:33
25 4363 飯塚 千晶 ｲｲﾂｶ ﾁｱｷ 牧之原市 0:17:40
26 4383 藤原 亜美 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾐ 浜松市 0:17:40
27 4326 伏木 友菜 ﾌｼｷ ﾕｳﾅ 磐田市 0:17:42
28 4916 加藤 沙也佳 ｶﾄｳ ｻﾔｶ 牧之原市 0:17:55
29 4777 下尾 かりん ｼﾓｵ ｶﾘﾝ 浜松市 0:17:58
30 4357 金子 友香 ｶﾈｺ ﾕｳｶ 浜松市 0:18:01
31 4111 檀原 優香 ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｶ 清水町 チーム１０９ 0:18:02
32 4919 佐野 優奈 ｻﾉ ﾕｳﾅ 磐田市 0:18:10
33 4397 岡本 麻里 ｵｶﾓﾄ ﾏﾘ 菊川市 0:18:12
34 4306 岡本 絢子 ｵｶﾓﾄ ｱﾔｺ 磐田市 0:18:14
35 4369 尾崎 里沙 ｵｻﾞｷ ﾘｻ 磐田市 0:18:33
36 4361 奥山 佳奈恵 ｵｸﾔﾏ ｶﾅｴ 浜松市 0:18:34
37 4328 竹内 瞳 ﾀｹｳﾁ ﾋﾄﾐ 湖西市 0:18:43
38 4142 佐野 ゆかり ｻﾉ ﾕｶﾘ 富士宮市 0:18:45
39 4316 植田 菜月 ｳｴﾀ ﾅﾂｷ 浜松市 0:18:47
40 4922 鈴木 美佐子 ｽｽﾞｷ ﾐｻｺ 袋井市 0:18:56
41 4463 田中 優 ﾀﾅｶ ﾕｳ 袋井市 こたろうず 0:18:58
42 4844 鍋島 真優 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾏﾕ 静岡市 0:19:00
43 4606 松葉 真由 ﾏﾂﾊﾞ ﾏﾕ 藤枝市 0:19:00
44 4725 竹内 由季 ﾀｹｳﾁ ﾕｷ 浜松市 0:19:02
45 4359 鈴木 沙智絵 ｽｽﾞｷ ｻﾁｴ 浜松市 0:19:10
46 4900 島崎 彩香 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾔｶ 河津町 0:19:12
47 4296 井上 径子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 浜松市 0:19:13
48 4905 伊藤 萌花 ｲﾄｳ ﾓｴｶ 磐田市 0:19:13
49 4795 伊藤 穂乃花 ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 袋井市 0:19:15
50 4396 原 沙也加 ﾊﾗ ｻﾔｶ 三重県 0:19:16
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51 4661 島 茉莉花 ｼﾏ ﾏﾘｶ 静岡市 ＳＳＲＣ 0:19:20
52 4497 藤井 美希 ﾌｼﾞｲ ﾐｷ 掛川市 0:19:21
53 4399 戸塚 恵美子 ﾄﾂﾞｶ ｴﾐｺ 磐田市 0:19:26
54 4511 松井 安祐実 ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 磐田市 0:19:31
55 4831 鈴木 友里恵 ｽｽﾞｷ ﾕﾘｴ 磐田市 0:19:33
56 4884 森下 幸子 ﾓﾘｼﾀ ｻﾁｺ 浜松市 0:19:41
57 4917 杉山 朋美 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾐ 掛川市 0:19:43
58 4627 杉浦 千晴 ｽｷﾞｳﾗ ﾁﾊﾙ 浜松市 0:20:36
59 4466 神戸 理加子 ｶﾝﾍﾞ ﾘｶｺ 島田市 0:20:40
60 4514 堀内 翼 ﾎﾘｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 袋井市 0:20:40
61 4742 佐野 茜 ｻﾉ ｱｶﾈ 浜松市 0:20:47
62 4381 原 未鈴 ﾊﾗ ﾐｽｽﾞ 伊豆の国市 0:20:48
63 4657 佐藤 彩 ｻﾄｳ ｱﾔ 浜松市 0:20:48
64 4512 松林 久美 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｸﾐ 浜松市 0:21:08
65 4005 神間 翔子 ｶﾝﾏ ｼｮｳｺ 浜松市 株式会社静岡銀行 0:21:10
66 4799 山崎 れん ﾔﾏｻﾞｷ ﾚﾝ 浜松市 静岡銀行 0:21:10
67 4781 溝垣 若奈 ﾐｿﾞｶﾞｷ ﾜｶﾅ 浜松市 0:21:10
68 4886 伊藤 涼夏 ｲﾄｳ ﾘｮｳｶ 愛知県 0:21:23
69 4530 沖田 栄里 ｵｷﾀ ｴﾘ 浜松市 ｉｎｆ２００４ 0:21:27
70 4685 多々良 のぞみ ﾀﾀﾗ ﾉｿﾞﾐ 磐田市 住友生命保険相互会社 0:21:32
71 4813 宮崎 優花 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｶ 浜松市 0:21:33
72 4852 徳増 美沙季 ﾄｸﾏｽ ﾐｻｷ 湖西市 0:21:33
73 4686 寺田 夏生 ﾃﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 磐田市 住友生命保険相互会社 0:21:33
74 4529 浅利 友美子 ｱｻﾘ ﾕﾐｺ 神奈川県 0:21:34
75 4097 佐藤 霞 ｻﾄｳ ｶｽﾐ 富士市 ヒューマンライフ富士 0:21:36
76 4926 佐藤 美香子 ｻﾄｳ ﾐｶｺ 御前崎市 0:21:40
77 4768 杉山 志緒 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｵ 島田市 0:21:53
78 4752 山中 優良 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾗ 磐田市 0:21:57
79 4516 原川 牧子 ﾊﾗｶﾜ ﾏｷｺ 掛川市 0:22:04
80 4899 南 マリアナ ﾐﾅﾐ ﾏﾘｱﾅ 藤枝市 0:22:22
81 4898 伊藤 菫 ｲﾄｳ ｽﾐﾚ 島田市 0:22:22
82 4939 豊森 葉月 ﾄﾖﾓﾘ ﾊﾂﾞｷ 浜松市 住友生命浜松支社 0:22:36
83 4943 坪井 麻美 ﾂﾎﾞｲ ｱｻﾐ 浜松市 住友生命 浜松支社 0:22:36
84 4895 片岡 詩織 ｶﾀｵｶ ｼｵﾘ 菊川市 0:22:39
85 4401 藤原 彩 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾔ 浜松市 0:22:40
86 4601 椋本 みのり ﾑｸﾓﾄ ﾐﾉﾘ 静岡市 0:22:43
87 4785 久米 由佳子 ｸﾒ ﾕｶｺ 愛知県 0:22:46
88 4833 杉永 侑輝 ｽｷﾞﾅｶﾞ ﾕｷ 浜松市 住友生命保険相互会社 0:22:56
89 4942 杉山 彩歌 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔｶ 磐田市 0:22:57
90 4456 堀江 美咲 ﾎﾘｴ ﾐｻｷ 磐田市 0:23:03
91 4703 鈴木 統子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 磐田市 0:23:21
92 4704 坂田 佳奈子 ｻｶﾀ ｶﾅｺ 磐田市 0:23:21
93 4362 奥山 奈緒美 ｵｸﾔﾏ ﾅｵﾐ 浜松市 0:23:23
94 4867 ナカハラ 里花子 ﾅｶﾊﾗ ﾘｶｺ 森町 0:23:28
95 4904 安藤 美那子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾅｺ 磐田市 0:23:28
96 4199 山田 雪乃 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾉ 東京都 0:23:29
97 4355 宮下 聖依 ﾐﾔｼﾀ ﾋｻﾖ 浜松市 0:23:33
98 4735 杉浦 加織 ｽｷﾞｳﾗ ｶｵﾘ 磐田市 0:23:42
99 4907 木村 紀美 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾐ 磐田市 0:23:49

100 4525 屋形 彩花 ﾔｶﾞﾀ ｱﾔｶ 浜松市 0:23:50
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101 4952 大場 愛子 ｵｵﾊﾞ ｱｲｺ 磐田市 0:24:09
102 4654 山本 祥子 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｺ 掛川市 0:25:06
103 4680 川口 麻友 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾕ 掛川市 0:25:06
104 4771 石原 悠衣 ｲｼﾊﾗ ﾕｲ 浜松市 0:25:10
105 4817 秋本 蘭子 ｱｷﾓﾄ ﾗﾝｺ 磐田市 0:25:43
106 4863 伊藤 真依 ｲﾄｳ ﾏｲ 磐田市 0:26:03
107 4865 柴田 有紀 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷ 愛知県 0:26:03
108 4790 加藤 有美 ｶﾄｳ ﾕﾐ 浜松市 0:26:50
109 4746 伊藤 実千帆 ｲﾄｳ ﾐﾁﾎ 浜松市 0:27:27
110 4439 椎野 亜望 ｼｲﾉ ｱﾐ 島田市 0:28:41
111 4691 太田 聖美 ｵｵﾀ ｷﾖﾐ 浜松市 大和証券（株） 0:32:08
112 4450 吉田 春美 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾐ 磐田市 0:32:23
113 4623 袴田 菜々子 ﾊｶﾏﾀ ﾅﾅｺ 浜松市 0:33:08
114 4981 松浦 千紘 ﾏﾂｳﾗ ﾁﾋﾛ 島田市 0:33:59
115 4418 田中 幸枝 ﾀﾅｶ ｻﾁｴ 浜松市 0:35:08
116 4436 茂木 美雪 ﾓﾃｷﾞ ﾐﾕｷ 菊川市 0:45:01
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1 4068 川島 悦代 ｶﾜｼﾏ ｴﾂﾖ 浜松市 ポニー＆ラブ 0:11:22
2 4115 松澤 明希 ﾏﾂｻﾞﾜ ｱｷ 袋井市 ランニングエンジェルス 0:12:35
3 4106 中村 尚子 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｺ 浜松市 0:12:41
4 4148 東原 留里 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾙﾘ 藤枝市 0:13:36
5 4147 村松 紗千子 ﾑﾗﾏﾂ ｻﾁｺ 浜松市 0:14:03
6 4739 成嶌 えみ ﾅﾙｼﾏ ｴﾐ 静岡市 0:14:18
7 4118 横道 明子 ﾖｺﾐﾁ ｱｷｺ 浜松市 Ｔ－ＳＡＮＴＡ 0:14:35
8 4149 市川 亜希世 ｲﾁｶﾜ ｱｷﾖ 磐田市 0:14:49
9 4222 牧野 里江子 ﾏｷﾉ ﾘｴｺ 磐田市 向笠小 0:14:52

10 4131 大川 まゆみ ｵｵｶﾜ ﾏﾕﾐ 愛知県 量電ＲＣ 0:14:56
11 4260 森下 美香 ﾓﾘｼﾀ ﾐｶ 浜松市 0:15:24
12 4500 神本 智子 ｶﾐﾓﾄ ﾄﾓｺ 浜松市 0:15:43
13 4860 中村 佳世 ﾅｶﾑﾗ ｶﾖ 浜松市 ＡＣの会 0:15:46
14 4428 野中 玲子 ﾉﾅｶ ﾚｲｺ 浜松市 0:15:55
15 4596 松本 里恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｴ 磐田市 0:15:56
16 4442 大瀬 尚代 ｵｵｾ ﾅｵﾖ 浜松市 0:15:59
17 4421 土田 みどり ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾄﾞﾘ 磐田市 0:16:12
18 4376 大石 裕美 ｵｵｲｼ ﾕﾐ 静岡市 0:16:13
19 4197 松浦 礼子 ﾏﾂｳﾗ ﾚｲｺ 磐田市 0:16:13
20 4135 鈴木 貴巳子 ｽｽﾞｷ ｷﾐｺ 焼津市 0:16:15
21 4480 深津 やよい ﾌｶﾂ ﾔﾖｲ 掛川市 0:16:25
22 4265 中澤 昌子 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻｺ 浜松市 0:16:44
23 4528 澤柳 晴子 ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾊﾙｺ 浜松市 あ走会 0:16:46
24 4638 金澤 幸枝 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｷｴ 磐田市 0:16:48
25 4392 加賀 純子 ｶｶﾞ ｼﾞｭﾝｺ 磐田市 磐田市役所 0:16:51
26 4460 山本 陽子 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｺ 磐田市 0:17:04
27 4540 小澤 由理 ｵｻﾞﾜ ﾕﾘ 磐田市 0:17:15
28 4346 水野 享子 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳｺ 菊川市 0:17:19
29 4473 漆畑 路子 ｳﾙｼﾊﾞﾀ ﾐﾁｺ 焼津市 0:17:20
30 4963 村上 直子 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｺ 掛川市 0:17:38
31 4766 梅田 裕美 ｳﾒﾀﾞ ﾕﾐ 磐田市 0:17:42
32 4070 野上 三代子 ﾉｶﾞﾐ ﾐﾖｺ 静岡市 0:17:47
33 4319 大杉 里佳 ｵｵｽｷﾞ ﾘｶ 浜松市 0:17:48
34 4522 本間 美香 ﾎﾝﾏ ﾐｶ 浜松市 0:17:57
35 4389 榛葉 奈々 ｼﾝﾊﾞ ﾅﾅ 磐田市 磐田市役所 0:17:57
36 4095 明田 陽子 ｱｹﾀ ﾖｳｺ 磐田市 0:18:04
37 4117 太田 美由紀 ｵｵﾀ ﾐﾕｷ 三重県 三重県国保連合会 0:18:08
38 4461 小杉 祐子 ｺｽｷﾞ ﾕｳｺ 磐田市 0:18:20
39 4400 峯山 克美 ﾐﾈﾔﾏ ｶﾂﾐ 浜松市 0:18:21
40 4959 寺田 暁 ﾃﾗﾀﾞ ｱｻﾋ 磐田市 0:18:24
41 4472 石村 菜穂子 ｲｼﾑﾗ ﾅﾎｺ 焼津市 0:18:26
42 4932 福山 小百合 ﾌｸﾔﾏ ｻﾕﾘ 浜松市 0:18:27
43 4829 土屋 由夏 ﾂﾁﾔ ﾕｶ 磐田市 0:18:28
44 4550 谷本 友美 ﾀﾆﾓﾄ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:18:33
45 4838 栗田 幸子 ｸﾘﾀ ｻﾁｺ 菊川市 0:18:34
46 4651 サリ サンティ ｻﾘ ｻﾝﾃｨ 浜松市 0:18:34
47 4750 瀧澤 真衣 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｲ 森町 0:18:35
48 4432 東郷 恵子 ﾄｳｺﾞｳ ｹｲｺ 浜松市 みずき浜松 0:18:36
49 4371 増田 美奈子 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾅｺ 菊川市 0:18:36
50 4966 鈴木 康子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 焼津市 らいくらぶ 0:18:40
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51 4349 井口 梓 ｲｸﾞﾁ ｱｽﾞｻ 浜松市 0:18:41
52 4805 加藤 利絵 ｶﾄｳ ﾘｴ 磐田市 0:18:42
53 4964 吉田 有香 ﾖｼﾀﾞ ﾕｶ 東京都 0:18:45
54 4995 鈴木 翼 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 東京都 0:18:46
55 4545 川﨑 はるひ ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾋ 焼津市 0:18:47
56 4647 村松 文枝 ﾑﾗﾏﾂ ﾌﾐｴ 浜松市 0:18:49
57 4335 内山 知香 ｳﾁﾔﾏ ﾁｶ 浜松市 0:18:50
58 4762 高橋 淳子 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 0:18:52
59 4293 山浦 こずえ ﾔﾏｳﾗ ｺｽﾞｴ 磐田市 0:18:52
60 4538 松井 登志子 ﾏﾂｲ ﾄｼｺ 掛川市 0:18:52
61 4788 脇田 真奈美 ﾜｷﾀ ﾏﾅﾐ 愛知県 0:18:58
62 4282 高橋 めぐみ ﾀｶﾊｼ ﾒｸﾞﾐ 浜松市 0:18:59
63 4626 梶 美加 ｶｼﾞ ﾐｶ 浜松市 わくわく 0:18:59
64 4585 石川 加佐美 ｲｼｶﾜ ｶｻﾐ 磐田市 0:19:01
65 4669 山西 久美子 ﾔﾏﾆｼ ｸﾐｺ 磐田市 0:19:02
66 4395 原 由美 ﾊﾗ ﾕﾐ 愛知県 0:19:05
67 4352 榑林 佑季 ｸﾚﾊﾞﾔｼ ﾕｷ 菊川市 0:19:07
68 4001 紙本 歩 ｶﾐﾓﾄ ｱﾕﾐ 磐田市 0:19:07
69 4547 鈴木 友貴 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 掛川市 ペンちゃんず 0:19:09
70 4559 馬渕 京子 ﾏﾌﾞﾁ ｷｮｳｺ 浜松市 0:19:12
71 4632 青山 美奈子 ｱｵﾔﾏ ﾐﾅｺ 磐田市 0:19:12
72 4342 中島 亮子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｺ 焼津市 0:19:13
73 4599 増田 鮎美 ﾏｽﾀﾞ ｱﾕﾐ 袋井市 0:19:15
74 4792 川崎 悦子 ｶﾜｻｷ ｴﾂｺ 浜松市 0:19:16
75 4717 平野 廣実 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:19:16
76 4793 寺田 一美 ﾃﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 静岡市 0:19:20
77 4150 西山 貴子 ﾆｼﾔﾏ ﾀｶｺ 磐田市 さいとう居宅 0:19:21
78 4527 荒川 裕美 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:19:27
79 4307 櫻井 祥子 ｻｸﾗｲ ｼｮｳｺ 焼津市 0:19:38
80 4535 高松 真由美 ﾀｶﾏﾂ ﾏﾕﾐ 神奈川県 外岡ゼミ 0:19:42
81 4229 村田 聡子 ﾑﾗﾀ ｻﾄｺ 神奈川県 0:19:42
82 4715 北島 美紀 ｷﾀｼﾞﾏ ﾐｷ 埼玉県 外岡ゼミ 0:19:42
83 4591 塚本 育江 ﾂｶﾓﾄ ｲｸｴ 静岡市 0:19:42
84 4390 林 令子 ﾊﾔｼ ﾚｲｺ 袋井市 0:19:46
85 4732 若松 理恵 ﾜｶﾏﾂ ﾘｴ 湖西市 0:19:47
86 4834 井上 英子 ｲﾉｳｴ ｴｲｺ 磐田市 0:19:50
87 4935 大石 明実 ｵｵｲｼ ｱｹﾐ 袋井市 0:19:53
88 4565 赤堀 訓子 ｱｶﾎﾘ ﾉﾘｺ 焼津市 0:19:58
89 4625 宮川 美紀 ﾐﾔｶﾜ ﾐｷ 浜松市 わくわく 0:20:01
90 4646 大須賀 由紀江 ｵｵｽｶ ﾕｷｴ 浜松市 0:20:03
91 4317 兼岩 千佐子 ｶﾈｲﾜ ﾁｻｺ 牧之原市 0:20:05
92 4982 佐藤 友美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 静岡市 0:20:09
93 4866 仲塚 とし子 ﾅｶﾂｶ ﾄｼｺ 磐田市 0:20:13
94 4648 山下 朋代 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾖ 磐田市 トンボ 0:20:19
95 4394 山本 麻希子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷｺ 愛知県 ランニング専門学校 0:20:20
96 4576 小林 真理 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 宮城県 0:20:22
97 4343 播磨 直江 ﾊﾘﾏ ﾅｵｴ 磐田市 0:20:24
98 4738 大橋 友子 ｵｵﾊｼ ﾄﾓｺ 浜松市 0:20:27
99 4621 今野 久美子 ｺﾝﾉ ｸﾐｺ 浜松市 矢崎 天竜 0:20:28

100 4192 堀部 理江 ﾎﾘﾍﾞ ﾘｴ 愛知県 0:20:30
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101 4970 井口 真由美 ｲｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ 磐田市 0:20:35
102 4426 永井 容子 ﾅｶﾞｲ ﾖｳｺ 浜松市 0:20:36
103 4965 富澤 綾子 ﾄﾐｻﾞﾜ ｱﾔｺ 磐田市 0:20:38
104 4298 吉野 紗恵子 ﾖｼﾉ ｻｴｺ 磐田市 0:20:39
105 4579 佐々木 宏子 ｻｻｷ ﾋﾛｺ 磐田市 いずみ第二保育園 0:20:40
106 4681 高保 幸乃 ﾀｶﾎ ﾕｷﾉ 藤枝市 0:20:44
107 4391 斯波 陽子 ｼﾊﾞ ﾖｳｺ 磐田市 0:20:45
108 4978 植松 尚美 ｳｴﾏﾂ ﾋｻﾐ 静岡市 0:20:46
109 4458 浅尾 梓 ｱｻｵ ｱｽﾞｻ 浜松市 0:20:47
110 4537 鈴木 和枝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ 浜松市 0:20:47
111 4740 高橋 亜矢子 ﾀｶﾊｼ ｱﾔｺ 浜松市 0:20:47
112 4377 平野 俊子 ﾋﾗﾉ ﾄｼｺ 浜松市 ヤマハ発動機ビズパートナー 0:20:47
113 4600 森岡 洋子 ﾓﾘｵｶ ﾅﾐｺ 浜松市 0:20:47
114 4881 平口 洋子 ﾋﾗｸﾞﾁ ﾖｳｺ 島田市 中川牧場 0:20:49
115 4658 井上 喜久美 ｲﾉｳｴ ｷｸﾐ 浜松市 0:20:49
116 4339 今成 恵 ｲﾏﾅﾘ ﾒｸﾞﾐ 埼玉県 0:20:49
117 4655 藪崎 恵子 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｹｲｺ 袋井市 0:20:50
118 4584 神谷 麻子 ｶﾐﾔ ｱｻｺ 東京都 0:20:52
119 4577 仁藤 純子 ﾆﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:20:55
120 4826 小湊 順子 ｺﾐﾅﾄ ｼﾞｭﾝｺ 磐田市 0:20:59
121 4723 鈴木 千裕 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 浜松市 0:20:59
122 4802 牧野 佳織 ﾏｷﾉ ｶｵﾘ 浜松市 0:21:02
123 4567 大橋 有里 ｵｵﾊｼ ﾕﾘ 浜松市 矢崎 天竜 0:21:04
124 4482 本山 久美子 ﾓﾄﾔﾏ ｸﾐｺ 磐田市 0:21:04
125 4562 長坂 富美子 ﾅｶﾞｻｶ ﾌﾐｺ 浜松市 0:21:09
126 4637 鈴木 芙美 ｽｽﾞｷ ﾌﾐ 磐田市 0:21:10
127 4416 田中 恭子 ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 浜松市 0:21:13
128 4620 村越 希 ﾑﾗｺｼ ﾉｿﾞﾐ 焼津市 0:21:25
129 4518 池田 祐子 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｺ 島田市 中川牧場ＲＣ 0:21:26
130 4453 佐々木 絵梨 ｻｻｷ ｴﾘ 磐田市 0:21:28
131 4699 戸塚 なみ子 ﾄﾂﾞｶ ﾅﾐｺ 掛川市 0:21:30
132 4435 稲永 美保 ｲﾈﾅｶﾞ ﾐﾎ 浜松市 デンジャーボーイズ＆ガールズ 0:21:32
133 4366 田中 美佐 ﾀﾅｶ ﾐｻ 島田市 0:21:33
134 4568 中村 裕子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 浜松市 0:21:38
135 4447 田邉 美佳 ﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 掛川市 0:21:39
136 4633 鈴木 智美 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾐ 浜松市 0:21:39
137 4595 小野田 かをる ｵﾉﾀﾞ ｶｦﾙ 浜松市 ＲＯＳＥＳ 0:21:41
138 4519 清水 奈美絵 ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｴ 浜松市 0:21:45
139 4553 河辺 民子 ｶﾜﾍﾞ ﾀﾐｺ 愛知県 0:21:46
140 4586 山口 玲美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐ 浜松市 0:21:47
141 4613 鈴木 万須美 ｽｽﾞｷ ﾏｽﾐ 浜松市 0:21:49
142 4561 原田 聡美 ﾊﾗﾀﾞ ｻﾄﾐ 浜松市 0:21:59
143 4393 梅垣 玲子 ｳﾒｶﾞｷ ﾚｲｺ 東京都 0:22:01
144 4791 福井 波帆 ﾌｸｲ ﾅﾐﾎ 磐田市 エネジン 0:22:03
145 4618 岩間 葉子 ｲﾜﾏ ﾖｳｺ 掛川市 0:22:04
146 4501 大石 節代 ｵｵｲｼ ｾﾂﾖ 磐田市 0:22:05
147 4387 杉浦 ひと美 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾄﾐ 袋井市 0:22:08
148 4433 田邊 吏枝子 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｴｺ 菊川市 0:22:08
149 4839 千葉 奈美 ﾁﾊﾞ ﾅﾐ 清水町 0:22:17
150 4564 青木 望 ｱｵｷ ﾉｿﾞﾐ 静岡市 0:22:18
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151 4840 大澄 美奈子 ｵｵｽﾐ ﾐﾅｺ 浜松市 住友生命 0:22:24
152 4402 安藤 三千代 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁﾖ 浜松市 0:22:29
153 4557 林 泰子 ﾊﾔｼ ﾋﾛｺ 掛川市 0:22:32
154 4558 広岡 可奈子 ﾋﾛｵｶ ｶﾅｺ 掛川市 0:22:32
155 4469 友田 江合子 ﾄﾓﾀﾞ ｴﾘｺ 磐田市 0:22:33
156 4607 添田 寛子 ｿｴﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 浜松市 0:22:33
157 4996 恒田 康代 ﾂﾈﾀﾞ ﾔｽﾖ 浜松市 住友生命保険相互会社 0:22:34
158 4858 兼古 真理 ｶﾈｺ ﾏﾘ 浜松市 0:22:34
159 4662 永田 芳子 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｺ 浜松市 0:22:37
160 4821 村松 恵子 ﾑﾗﾏﾂ ｹｲｺ 磐田市 0:22:44
161 4308 宮木 梨圭 ﾐﾔｷ ﾘｶ 焼津市 0:22:47
162 4617 宮崎 智香 ﾐﾔｻﾞｷ ﾁｶ 浜松市 0:22:47
163 4536 飯田 智恵子 ｲｲﾀﾞ ﾁｴｺ 牧之原市 0:22:48
164 4541 永本 登紀子 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾄｷｺ 磐田市 0:22:51
165 4764 松山 紀子 ﾏﾂﾔﾏ ﾉﾘｺ 浜松市 0:22:51
166 4323 山本 まち子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾁｺ 浜松市 0:22:55
167 4180 地曳 奈緒子 ｼﾞﾋﾞｷ ﾅｵｺ 千葉県 0:23:03
168 4221 増井 利枝 ﾏｽｲ ﾘｴ 浜松市 0:23:11
169 4614 小糸 百合子 ｺｲﾄ ﾕﾘｺ 掛川市 0:23:12
170 4624 鳥居 利代子 ﾄﾘｲ ﾘﾖｺ 磐田市 0:23:15
171 4912 外山 裕美子 ﾄﾔﾏ ﾕﾐｺ 浜松市 0:23:15
172 4925 杉村 典子 ｽｷﾞﾑﾗ ﾉﾘｺ 磐田市 0:23:16
173 4726 山崎 菊代 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｸﾖ 袋井市 0:23:21
174 4804 永田 浩子 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｺ 磐田市 0:23:21
175 4749 飯田 恵美 ｲｲﾀﾞ ｴﾐ 磐田市 0:23:26
176 4974 藤森 真弓 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾕﾐ 磐田市 0:23:36
177 4546 石原 芳江 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｴ 磐田市 0:23:38
178 4569 大橋 由佳 ｵｵﾊｼ ﾕｶ 浜松市 0:23:38
179 4539 深津 史織 ﾌｶﾂ ｼｵﾘ 浜松市 0:23:38
180 4464 市川 智美 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾐ 愛知県 0:23:38
181 4502 山下 恵美 ﾔﾏｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 島田市 0:23:38
182 4730 土屋 香織 ﾂﾁﾔ ｶｵﾘ 富士市 チーム新幹線 0:23:40
183 4574 岩本 浩子 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｺ 浜松市 0:23:42
184 4583 石川 和美 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾐ 埼玉県 外岡ゼミ 0:23:43
185 4590 鈴木 直子 ｽｽﾞｷ ﾅｵｺ 浜松市 0:23:46
186 4598 吉川 久美子 ｷｯｶﾜ ｸﾐｺ 浜松市 0:23:54
187 4427 井浪 知子 ｲﾅﾐ ﾄﾓｺ 袋井市 0:23:56
188 4713 近藤 恭子 ｺﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｺ 磐田市 0:24:04
189 4869 林 悟子 ﾊﾔｼ ﾉﾘｺ 愛知県 0:24:07
190 4951 数田 千佐 ｶｽﾞﾀ ﾁｻ 磐田市 0:24:09
191 4415 百目鬼 奈緒美 ﾄﾞｳﾒｷ ﾅｵﾐ 東京都 0:24:19
192 4751 山中 瑞穂 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂﾞﾎ 磐田市 0:24:23
193 4880 舘石 知織 ﾀﾃｲｼ ﾁｵﾘ 袋井市 0:24:24
194 4868 大久保 祐子 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｺ 磐田市 住友生命 0:24:25
195 4892 村松 真弓 ﾑﾗﾏﾂ ﾏﾕﾐ 浜松市 0:24:27
196 4893 高橋 弥生 ﾀｶﾊｼ ﾔﾖｲ 浜松市 0:24:27
197 4644 小原 純子 ｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 0:24:32
198 4666 中山 直子 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｺ 磐田市 0:24:33
199 4665 水野 尚美 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾐ 磐田市 0:24:34
200 4882 坂本 凡子 ｻｶﾓﾄ ﾅﾐｺ 藤枝市 中川牧場 0:24:39
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201 4578 吉田 佳代 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 浜松市 住友生命 0:24:45
202 4931 中川 生子 ﾅｶｶﾞﾜ ｲｸｺ 大阪府 関東創建株式会社 0:24:56
203 4425 青野 直美 ｱｵﾉ ﾅｵﾐ 掛川市 ぽちぽちいこか 0:25:16
204 4025 鈴木 紀子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 焼津市 メスゴリラマン 0:25:17
205 4424 深井 美代子 ﾌｶｲ ﾐﾖｺ 静岡市 0:25:17
206 4934 山下 正実 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾐ 磐田市 0:25:18
207 4240 村上 幸子 ﾑﾗｶﾐ ｻﾁｺ 浜松市 0:25:35
208 4889 菅沼 晴美 ｽｶﾞﾇﾏ ﾊﾙﾐ 掛川市 0:25:50
209 4692 水口 恵美子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｴﾐｺ 磐田市 0:25:53
210 4843 堀内 いずみ ﾎﾘｳﾁ ｲｽﾞﾐ 磐田市 0:26:07
211 4226 加藤 康子 ｶﾄｳ ﾔｽｺ 愛知県 0:26:08
212 4808 堀江 典子 ﾎﾘｴ ﾉﾘｺ 磐田市 0:26:31
213 4914 山住 淳子 ﾔﾏｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｺ 浜松市 住友生命 0:26:32
214 4347 榊 奈津美 ｻｶｷ ﾅﾂﾐ 島田市 0:26:43
215 4798 渡会 恵三子 ﾜﾀﾗｲ ｴﾐｺ 愛知県 0:26:46
216 4812 齋藤 綾子 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｺ 浜松市 0:26:49
217 4944 古田 浩子 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｺ 磐田市 0:26:59
218 4581 松井 まり子 ﾏﾂｲ ﾏﾘｺ 菊川市 0:27:00
219 4422 西脇 末乃 ﾆｼﾜｷ ｽｴﾉ 菊川市 0:27:01
220 4414 山口 桂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲ 浜松市 0:27:12
221 4864 下牟田 美幸 ｼﾓﾑﾀ ﾐﾕｷ 浜松市 0:27:26
222 4748 藤井 亜侑美 ﾌｼﾞｲ ｱﾕﾐ 浜松市 0:27:26
223 4745 太田 正江 ｵｵﾀ ﾏｻｴ 浜松市 0:27:27
224 4747 伊藤 多代子 ｲﾄｳ ﾀﾖｺ 浜松市 0:27:28
225 4641 村山 有希子 ﾑﾗﾔﾏ ﾕｷｺ 函南町 0:28:21
226 4668 鈴木 一枝 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｴ 掛川市 0:28:31
227 4949 新村 浩子 ｼﾝﾑﾗ ﾋﾛｺ 浜松市 0:28:39
228 4544 若園 絹代 ﾜｶｿﾞﾉ ｷﾇﾖ 愛知県 0:29:38
229 4945 袴田 沙緒里 ﾊｶﾏﾀ ｻｵﾘ 浜松市 0:30:15
230 4956 永野 弘子 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｺ 浜松市 0:31:23
231 4940 牧崎 充代 ﾏｷｻﾞｷ ﾐﾂﾖ 浜松市 住友生命浜松支社 0:32:00
232 4202 佐々木 留美子 ｻｻｷ ﾙﾐｺ 磐田市 0:33:09
233 4209 山岸 沙織 ﾔﾏｷﾞｼ ｻｵﾘ 藤枝市 0:41:59
234 4446 増田 明日香 ﾏｽﾀﾞ ｱｽｶ 藤枝市 エムズ藤枝 0:42:00
235 4757 星之内 響子 ﾎｼﾉｳﾁ ｷｮｳｺ 磐田市 0:42:03
236 4640 古澤 菜穂子 ﾌﾙｻﾜ ﾅｵｺ 磐田市 0:44:32
237 4671 永井 かほ里 ﾅｶﾞｲ ｶﾎﾘ 磐田市 0:44:32
238 4656 鶴見 啓江 ﾂﾙﾐ ﾋﾛｴ 御前崎市 0:45:02
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1 6005 大杉 伊武希 ｵｵｽｷﾞ ｲﾌﾞｷ 浜松市 浜松北星中学校 0:09:34
2 6004 野中 志貴 ﾉﾅｶ ﾕｷﾀｶ 浜松市 北星中 0:09:36
3 6009 礒部 健吾 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｺﾞ 磐田市 磐田陸上 0:10:20
4 6016 中山田 颯斗 ﾅｶﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 浜松市 浜松開成中 0:10:23
5 6010 山本 正人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 掛川市 掛川市立掛川西中学校 0:10:24
6 6002 黒田 陽 ｸﾛﾀﾞ ﾋｶｲ 浜松市 北浜東部中学校 0:10:30
7 6007 本間 遥裕 ﾎﾝﾏ ﾖｳｽｹ 磐田市 豊田南中学高 0:10:30
8 6003 内藤 巧馬 ﾅｲﾄｳ ﾀｸﾏ 富士市 富士市吉原北中学校 0:10:55
9 6028 山田 光留 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 浜松市 浜松江南中 0:10:55

10 6042 熊谷 光流 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ 磐田市 向陽中学校 0:11:01
11 6013 正木 生織 ﾏｻｷ ｲｵﾘ 磐田市 0:11:10
12 6024 鈴木 賢太朗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 浜松市 浜松市立西部中学校 0:11:10
13 6023 酒井 天雅 ｻｶｲ ﾃﾝﾏ 袋井市 浜松日体中学校 0:11:12
14 6019 酒井 颯太 ｻｶｲ ｿｳﾀ 磐田市 竜洋中学校 0:11:20
15 6025 井本 武 ｲﾓﾄ ﾀｹﾙ 袋井市 磐田ボーイズ 0:11:22
16 6018 木村 陽人 ｷﾑﾗ ｱｷﾄ 磐田市 磐田市立城山中学校 0:11:22
17 6064 岡崎 蒼大 ｵｶｻﾞｷ ｿｳﾀﾞｲ 磐田市 豊田中学校 0:11:23
18 6027 松下 斗哉 ﾏﾂｼﾀ ﾄｳﾔ 磐田市 磐田第一中学校 0:11:23
19 6031 永井 陽大 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:11:23
20 6032 大城 陽生 ｵｵｼﾛ ﾊﾙｷ 磐田市 磐田第一中学校 0:11:29
21 6043 土屋 大駕 ﾂﾁﾔ ﾀｲｶﾞ 磐田市 浜松日体中学校 陸上部 0:11:32
22 6050 塚本 琉生 ﾂｶﾓﾄ ﾙｲ 磐田市 磐田市立豊田中学校 0:11:35
23 6035 鈴木 翔大郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 磐田市 豊田南中学校 0:11:37
24 6079 柴 蒼汰 ｼﾊﾞ ｿｳﾀ 浜松市 浜松市立丸塚中学校 0:11:43
25 6006 木伏 唯斗 ｷﾌﾞｼ ﾕｲﾄ 島田市 金谷中 0:11:47
26 6021 青木 陽斗 ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 静岡市 0:11:48
27 6047 大谷 隆音 ｵｵﾔ ﾀｶﾈ 浜松市 浜松市立丸塚中学校 0:11:49
28 6040 及川 翔矢 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾔ 浜松市 浜松市立丸塚中学校 0:11:54
29 6041 中川 雄貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 磐田市 磐田第一中学校 0:11:55
30 6001 長谷川 駿希 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭﾝｷ 磐田市 向陽中学校 0:11:56
31 6046 清水 滉太 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 磐田市 豊田中学 0:11:57
32 6038 大村 雅 ｵｵﾑﾗ ﾐﾔﾋﾞ 北海道 0:12:03
33 6030 原 夢翔 ﾊﾗ ﾕｳﾄ 静岡市 清水第七中 0:12:10
34 6015 袴田 息吹 ﾊｶﾏﾀ ｲﾌﾞｷ 浜松市 遊闘會 0:12:10
35 6072 福山 幹悠 ﾌｸﾔﾏ ﾐｷﾋｻ 磐田市 磐田市立豊田南中 0:12:11
36 6063 小澤 昂大 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ 磐田市 0:12:18
37 6044 神谷 魁都 ｶﾐﾔ ｶｲﾄ 浜松市 トモラン 0:12:18
38 6061 高崎 蒼太 ﾀｶｻｷ ｿｳﾀ 浜松市 0:12:20
39 6078 秋山 心 ｱｷﾔﾏ ｼﾝ 磐田市 0:12:21
40 6073 植竹 一史 ｳｴﾀｹ ｶｽﾞｼ 浜松市 0:12:27
41 6026 糸川 俊太朗 ｲﾄｶﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 磐田市 向陽中学校 0:12:28
42 6022 中島 大翔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 掛川市 城東中学校 0:12:30
43 6058 鈴木 駿真 ｽｽﾞｷ ﾊﾕﾏ 島田市 0:12:31
44 6029 大竹 琉叶 ｵｵﾀｹ ﾙｲﾄ 磐田市 磐田市立城山中学校 0:12:37
45 6033 金原 葵 ｷﾝﾊﾟﾗ ｱｵｲ 磐田市 豊田南中学校 0:12:54
46 6045 竹島 龍希 ﾀｹｼﾏ ﾘｭｳｷ 浜松市 浜名中 0:13:10
47 6039 大石 颯空 ｵｵｲｼ ｿﾗ 焼津市 焼津中学校 0:13:24
48 6066 野中 深嶺依 ﾉﾅｶ ﾐﾚｲ 浜松市 0:13:26
49 6012 鈴木 栄大 ｽｽﾞｷ ｴｲﾀﾞｲ 浜松市 浜松市立浜北北部中学校 0:13:27
50 6048 下畑 結叶 ｼﾓﾊﾀ ﾕｳﾄ 浜松市 0:13:28
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51 6020 渡部 伊織 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｵﾘ 袋井市 0:13:35
52 6068 藪崎 瑛人 ﾔﾌﾞｻﾞｷ ｴｲﾄ 袋井市 0:13:40
53 6071 山下 数真 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 磐田市 0:13:45
54 6070 土屋 翼 ﾂﾁﾔ ﾂﾊﾞｻ 富士市 チーム新幹線 0:14:01
55 6054 和田 理均 ﾜﾀﾞ ﾘﾋﾄ 磐田市 トッサロード 0:14:07
56 6075 佐藤 豪 ｻﾄｳ ｺﾞｳ 袋井市 0:15:27
57 6059 藤森 兜太 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｳﾀ 磐田市 磐田市豊岡中学校 0:15:44
58 6065 竹林 克朗 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｶﾂｱｷ 袋井市 周南中学 0:16:06
59 6062 鈴木 悠之介 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾉｽｹ 掛川市 掛川市立東中学校 0:16:12
60 6067 河野 力駆 ｺｳﾉ ﾘｸ 磐田市 竜洋中学校 0:16:40
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1 6502 中村 菜々美 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅﾐ 磐田市 豊岡中学校 0:12:02
2 6530 袴田 真由 ﾊｶﾏﾀ ﾏﾕ 磐田市 磐田市立向陽中学校 0:12:31
3 6501 田中 南有 ﾀﾅｶ ﾅﾕ 磐田市 磐田市立城山中学校 0:12:31
4 6505 石丸 柚希 ｲｼﾏﾙ ﾕｽﾞｷ 藤枝市 藤枝ＡＣ 0:12:32
5 6522 秋鹿 伶奈 ｱｲｶ ﾚﾅ 菊川市 0:13:02
6 6515 三和 愛華 ﾐﾜ ｱｲｶ 磐田市 磐田市立神明中学生陸上部 0:13:06
7 6511 寺田 紗菜 ﾃﾗﾀﾞ ｻﾅ 浜松市 浜松市立東部中学校 0:13:08
8 6508 田旗 ゆら ﾀﾊﾞﾀ ﾕﾗ 掛川市 掛川西中学校 0:13:37
9 6504 山内 綸 ﾔﾏｳﾁ ﾘﾝ 袋井市 袋井市立周南中学校 0:13:38

10 6509 鈴木 日菜子 ｽｽﾞｷ ﾋﾅｺ 磐田市 豊田中学校 0:14:02
11 6526 早津 心純 ﾊﾔﾂ ｺｽﾞﾐ 磐田市 豊岡中 0:14:08
12 6520 伊藤 心春 ｲﾄｳ ｺﾊﾙ 磐田市 豊岡中学校 0:14:43
13 6541 梶山 友莉菜 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕﾘﾅ 磐田市 磐田市立豊田南中 0:14:43
14 6524 堀江 紅美 ﾎﾘｴ ｸﾐ 磐田市 0:14:46
15 6510 酒井 花果 ｻｶｲ ﾊﾅｶ 磐田市 0:14:58
16 6540 伊藤 愛菜 ｲﾄｳ ﾏﾅ 掛川市 掛川市立西中学校 0:15:10
17 6519 中島 朱梨 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 焼津市 0:15:20
18 6506 山内 沙藍 ﾔﾏｳﾁ ｻﾗ 袋井市 袋井市立周南中学校 0:15:40
19 6516 山田 莉愛 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｱ 袋井市 袋井中 0:16:35
20 6536 田中 裕芽 ﾀﾅｶ ﾕﾒ 磐田市 向陽中学 0:16:45
21 6517 永島 光奈子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾅｺ 磐田市 磐田市立向陽中学校 0:16:45
22 6518 高野 真央 ﾀｶﾉ ﾏｵ 磐田市 向陽中学校 0:16:45
23 6512 諸井 綾 ﾓﾛｲ ﾘﾝ 磐田市 磐田市立向陽中学校 0:16:45
24 6532 沢辺 萌恵 ｻﾜﾍﾞ ﾓｴ 磐田市 0:16:50
25 6527 山中 依緒 ﾔﾏﾅｶ ｲｵ 静岡市 0:17:13
26 6534 山本 葵 ﾔﾏﾓﾄ ｱｵｲ 磐田市 磐田第一中学校 0:17:34
27 6535 大石 茜里 ｵｵｲｼ ｱｶﾘ 磐田市 城山中 0:17:34
28 6533 太田 あんり ｵｵﾀ ｱﾝﾘ 磐田市 0:17:36
29 6521 山本 莉穂 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾎ 磐田市 0:17:40
30 6529 藤原 咲陽 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾔ 浜松市 0:19:43
31 6537 呉羽 紗実 ｸﾚﾊ ｽｽﾞﾐ 磐田市 0:19:53
32 6538 大石 幸歩 ｵｵｲｼ ﾕｷﾎ 掛川市 0:20:11
33 6525 高崎 陽葵 ﾀｶｻｷ ﾋﾏﾘ 浜松市 0:20:11
34 6523 鈴木 恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 愛知県 ＨＡＲＹＯＮＯ 0:22:29
35 6542 酒井 愛輝 ｻｶｲ ｱｲｷ 磐田市 浜松特別支援学校磐田分校 0:23:23
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1 7005 牧野 壮良 ﾏｷﾉ ｿｳﾗ 愛知県 リトルＪセレソン豊橋 0:10:58
2 7010 村松 樹 ﾑﾗﾏﾂ ｲﾂｷ 長野県 ＩＳジュニア 0:11:24
3 7006 山岸 晴河 ﾔﾏｷﾞｼ ｾﾚｶﾞ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:11:26
4 7023 名倉 慶 ﾅｸﾞﾗ ｹｲ 浜松市 瑞穂小学校 0:11:37
5 7013 小倉 正太郎 ｵｸﾞﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 磐田市 0:11:41
6 7007 内藤 峻生 ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｷ 富士市 チーム神戸 0:11:54
7 7046 斉藤 波音 ｻｲﾄｳ ﾅﾐﾄ 浜松市 舞阪小学校 0:11:55
8 7008 石橋 煌大 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀ 浜松市 パラヴェンセル 0:11:59
9 7235 宍井 朋輝 ｼｼｲ ﾄﾓｷ 湖西市 ＳＩＳＩＩＫＥ 0:12:12

10 7020 鈴木 俊太朗 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 浜松市 浜松市立鴨江小学校 0:12:30
11 7028 岡本 惇嗣 ｵｶﾓﾄ ｱﾂｼ 浜松市 ＴＯＭＯＲＵＮ 0:12:35
12 7040 田畑 遥都 ﾀﾊﾞﾀ ﾊﾙﾄ 磐田市 富士見小学校 0:12:38
13 7011 山崎 晟志朗 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｼﾛｳ 静岡市 千代田小学校 0:12:38
14 7003 古元 陸琥 ﾌﾙﾓﾄ ﾘｸ 湖西市 湖西ＪＡＣ 0:12:48
15 7255 廣岡 宗太朗 ﾋﾛｵｶ ｿｳﾀﾛｳ 袋井市 0:12:54
16 7070 大杉 駿斗 ｵｵｽｷﾞ ﾊﾔﾄ 磐田市 磐田市立長野小学校 0:12:54
17 7063 山中 蒼真 ﾔﾏﾅｶ ｿｳﾏ 静岡市 0:12:57
18 7027 津田 侑東 ﾂﾀﾞ ｱﾙﾄ 愛知県 ＴＴランナーズ 0:12:57
19 7034 藤森 蒼生 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｵｲ 磐田市 0:12:58
20 7222 鈴木 大我 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 磐田市 青城小学校 0:12:59
21 7104 菅原 康世 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｾｲ 磐田市 0:13:02
22 7059 山下 遼大 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾀ 磐田市 福田ＳＳＳ 0:13:02
23 7043 猿渡 隼士 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾊﾔﾄ 浜松市 0:13:03
24 7053 鈴木 翔心 ｽｽﾞｷ ｶｹﾙ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:04
25 7077 高木 奏典 ﾀｶｷﾞ ｿｳｽｹ 磐田市 豊岡南小学校 0:13:04
26 7262 長谷川 佳大 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 浜松市 河輪ＡＣ 0:13:05
27 7196 玉澤 柚輝 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾕｽﾞｷ 袋井市 0:13:05
28 7227 池本 孝太朗 ｲｹﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:13:07
29 7047 田旗 佑羽 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾊ 掛川市 曽我小学校 0:13:09
30 7071 野末 果心路 ﾉｽﾞｴ ｶﾐﾛ 浜松市 0:13:10
31 7074 遠藤 魁盛 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲｾｲ 磐田市 豊田南小学校 0:13:11
32 7068 鈴木 空真 ｽｽﾞｷ ｸｳﾏ 浜松市 白脇小 0:13:13
33 7073 遠藤 豪騎 ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾞｳｷ 磐田市 豊田南小学校 0:13:18
34 7024 齋藤 颯太 ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 磐田市 磐田市立岩田小学校 0:13:20
35 7036 竹島 悠希 ﾀｹｼﾏ ﾊﾙｷ 浜松市 浜名小 0:13:21
36 7062 足立 雄大 ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 浜松市 白脇小学校 0:13:21
37 7111 野中 寧生路 ﾉﾅｶ ﾈｲﾛ 浜松市 0:13:22
38 7263 仲山 享佑 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 浜松市 河輪ＡＣ 0:13:22
39 7079 小柳 太一 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁ 磐田市 0:13:22
40 7018 北嶋 優吾 ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺﾞ 磐田市 バディＦＣ 0:13:23
41 7258 伊藤 健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 掛川市 掛川市立中央小学校 0:13:24
42 7032 有馬 功基 ｱﾘﾏ ｺｳｷ 磐田市 0:13:24
43 7009 原 一翔 ﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 静岡市 有度一小 0:13:24
44 7002 黒田 睦 ｸﾛﾀﾞ ﾑﾂﾐ 浜松市 豊西小学校 0:13:24
45 7072 中村 璃稀 ﾅｶﾑﾗ ﾘｷ 浜松市 ＲＩＮＯＮ 0:13:25
46 7035 伊藤 大翔 ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 磐田市 磐田市立富士見小学校 0:13:28
47 7025 宍井 颯太 ｼｼｲ ｿｳﾀ 湖西市 ＳＩＳＩＩＫＥ 0:13:29
48 7170 樋口 凌久斗 ﾋｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 磐田市 富士見小学校 0:13:31
49 7033 加藤 悠翔 ｶﾄｳ ﾕｳｼｮｳ 湖西市 湖西ＪＡＣ 0:13:33
50 7243 川島 迅斗 ｶﾜｼﾏ ﾊﾔﾄ 磐田市 0:13:34
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51 7133 寺田 凱翔 ﾃﾗﾀﾞ ｶｲﾄ 磐田市 磐田市立長野小学校 0:13:35
52 7042 高橋 律希 ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｷ 磐田市 磐田市立田原小学校 0:13:36
53 7197 玉澤 佑眞 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 袋井市 0:13:36
54 7230 永田 颯 ﾅｶﾞﾀ ﾊﾔﾃ 磐田市 東部小学校 0:13:41
55 7135 中嶋 利輝 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｷ 掛川市 0:13:42
56 7203 山本 斉叡 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｱｷ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:13:43
57 7167 山田 翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 磐田市 0:13:44
58 7176 鈴木 蓮也 ｽｽﾞｷ ﾚﾝﾔ 浜松市 北浜北小学校 0:13:47
59 7239 杉森 勇俊 ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｹﾄ 浜松市 0:13:49
60 7242 田中 湊都 ﾀﾅｶ ﾐﾅﾄ 磐田市 ヤマハ発動機 0:13:50
61 7029 鈴木 悠朔 ｽｽﾞｷ ﾕｳｻｸ 磐田市 磐田第一ＪＦＳＳ 0:13:52
62 7060 猿渡 凌士 ｻﾙﾜﾀﾘ ﾘｮｳﾄ 浜松市 0:14:00
63 7232 藤田 岳 ﾌｼﾞﾀ ﾀｹﾙ 磐田市 豊田南小学校 0:14:00
64 7022 上村 斗李 ｶﾐﾑﾗ ﾄｳﾘ 浜松市 0:14:04
65 7091 石川 宗樹 ｲｼｶﾜ ｿｳｷ 磐田市 磐田北小学校 0:14:04
66 7083 磯部 太一 ｲｿﾍﾞ ﾀｲﾁ 磐田市 東部小学校 0:14:04
67 7121 渡邉 慶人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 浜松市 0:14:05
68 7256 前島 碧輝 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀﾏｷ 袋井市 袋井北小学校 0:14:07
69 7245 太田 知志 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 磐田市 東部小 0:14:08
70 7257 伊藤 聡太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ 掛川市 掛川市立中央小学校 0:14:09
71 7231 永田 瑞貴 ﾅｶﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 磐田市 東部小学校 0:14:13
72 7264 関塚 卓巧 ｾｷｽﾞｶ ﾀｸﾐ 磐田市 長野小学校 0:14:13
73 7061 堀川 元希 ﾎﾘｶﾜ ﾓﾄｷ 磐田市 アローズラボ磐田校 0:14:18
74 7095 袴田 千颯 ﾊｶﾏﾀ ﾁﾊﾔ 浜松市 遊闘會 0:14:19
75 7085 高崎 佑太 ﾀｶｻｷ ﾕｳﾀ 浜松市 0:14:21
76 7064 藤見 龍 ﾌｼﾞﾐ ﾘｮｳ 磐田市 0:14:22
77 7026 山本 健誠 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｾｲ 浜松市 西都台小学校 0:14:24
78 7192 吉永 瑠絃 ﾖｼﾅｶﾞ ﾙｲﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:14:25
79 7019 相羽 煌矢 ｱｲﾊﾞ ｺｳﾔ 浜松市 0:14:25
80 7045 浅岡 瑛人 ｱｻｵｶ ｴｲﾄ 磐田市 福田小学生 0:14:27
81 7254 仲山 侑吾 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺﾞ 浜松市 0:14:27
82 7037 勝瀬 佑真 ｶﾂｾ ﾕｳﾏ 磐田市 0:14:28
83 7253 岩本 晴馬 ｲﾜﾓﾄ ｾｲﾏ 磐田市 0:14:29
84 7049 津田 郁士 ﾂﾀﾞ ｲｸﾄ 愛知県 ＴＴランナーズ 0:14:31
85 7172 平野 理矩 ﾋﾗﾉ ﾘｸ 浜松市 浜松市立北浜北小学校 0:14:33
86 7168 岡部 拓澄 ｵｶﾍﾞ ﾀｸﾄ 浜松市 0:14:35
87 7134 岡崎 蓮汰 ｵｶｻﾞｷ ﾚﾝﾀ 磐田市 豊田東小学校 0:14:36
88 7098 磯部 光我 ｲｿﾍﾞ ｺｳｶﾞ 磐田市 東部小学校 0:14:36
89 7214 石川 快都 ｲｼｶﾜ ｶｲﾄ 磐田市 0:14:36
90 7067 廣谷 修志 ﾋﾛﾀﾆ ｼｭｳｼﾞ 磐田市 0:14:37
91 7054 鈴木 陽斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 焼津市 0:14:38
92 7052 江原 泰河 ｴﾊﾞﾗ ﾀｲｶﾞ 浜松市 0:14:38
93 7266 伊藤 大貴 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 磐田市 青城小学校 0:14:40
94 7041 為田 茂周 ﾀﾒﾀﾞ ｼｹﾞﾁｶ 磐田市 0:14:41
95 7224 太田 暖人 ｵｵﾀ ﾀﾞﾝﾄ 磐田市 0:14:44
96 7268 茶山 翔太 ｻﾔﾏ ｼｮｳﾀ 磐田市 0:14:45
97 7270 北澤 輝己 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ 磐田市 0:14:45
98 7211 袴田 峻平 ﾊｶﾏﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 磐田市 豊田南小 0:14:46
99 7084 平野 改都 ﾋﾗﾉ ｶｲﾄ 磐田市 磐田西小 0:14:47

100 7166 服部 流和 ﾊｯﾄﾘ ﾙｶ 磐田市 0:14:49
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101 7252 大場 仁翔 ｵｵﾊﾞ ﾆﾄ 磐田市 0:14:50
102 7248 山下 楓 ﾔﾏｼﾀ ｶｴﾃﾞ 磐田市 磐田市立豊岡北小学校 0:14:50
103 7138 野中 通瑚斗 ﾉﾅｶ ﾂｺﾞﾄ 浜松市 0:14:51
104 7267 平野 光星 ﾋﾗﾉ ｺｳｾｲ 磐田市 長野小学校 0:14:52
105 7145 中西 慧 ﾅｶﾆｼ ｹｲ 浜松市 浜松市立曳馬小学校 0:14:53
106 7241 外岡 恵昂 ﾄﾉｵｶ ｹｲﾀ 磐田市 青城小学校 0:14:54
107 7016 鈴木 誠之介 ｽｽﾞｷ ｾｲﾉｽｹ 愛知県 豊橋市立中野小学校 0:14:54
108 7238 大橋 皇成 ｵｵﾊｼ ｺｳｾｲ 磐田市 0:14:56
109 7249 望月 結斗 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｲﾄ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:14:56
110 7118 砂山 由成 ｽﾅﾔﾏ ﾖｼﾅﾘ 磐田市 田原小学校 0:14:57
111 7175 土井 篤稀 ﾄﾞｲ ｱﾂｷ 磐田市 0:14:59
112 7250 中島 遼 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 浜松市 曳馬小学校 0:14:59
113 7213 松本 歩空 ﾏﾂﾓﾄ ﾎﾀｶ 磐田市 0:15:00
114 7247 坂本 陽向 ｻｶﾓﾄ ﾋﾅﾀ 磐田市 0:15:01
115 7105 江塚 周 ｴﾂﾞｶ ｱﾏﾈ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:15:05
116 7274 川合 琉友 ｶﾜｲ ﾘｭｳﾄ 磐田市 浜松特別支援学校磐田分校 0:15:07
117 7081 田畑 拓瑞 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ 磐田市 富士見小学校 0:15:09
118 7050 中島 蒼登 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｵﾄ 焼津市 0:15:10
119 7065 富田 結斗 ﾄﾐﾀ ﾕｲﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:15:12
120 7048 原 大翔 ﾊﾗ ﾔﾏﾄ 静岡市 有度一小 0:15:15
121 7215 杉 奏輔 ｽｷﾞ ｿｳｽｹ 磐田市 磐田北小学校 0:15:17
122 7223 木谷 俊介 ｷﾀﾞﾆ ｼｭﾝｽｹ 浜松市 富塚西小学校 0:15:18
123 7094 杉森 陽悟 ｽｷﾞﾓﾘ ﾖｳｺﾞ 磐田市 磐田市立田原小学校 0:15:19
124 7113 杉村 海翔 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｲﾄ 静岡市 中藁科小学校 0:15:21
125 7140 鈴木 惺太 ｽｽﾞｷ ｾｲﾀ 磐田市 磐田市立青城小学校 0:15:21
126 7161 伊藤 清 ｲﾄｳ ｼｮｳ 磐田市 田原小学校 0:15:22
127 7159 中村 悠人 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 磐田市 磐田市立磐田北小学校 0:15:22
128 7151 八木 湊 ﾔｷﾞ ﾐﾅﾄ 磐田市 0:15:22
129 7015 川島 聡太 ｶﾜｼﾏ ｿｳﾀ 磐田市 磐田市立東部小学校 0:15:23
130 7182 大村 奏多 ｵｵﾑﾗ ｶﾅﾀ 浜松市 北浜南小学校 0:15:23
131 7092 仲塚 櫂惺 ﾅｶﾂｶ ｶｲｾｲ 磐田市 竜洋西小学校 0:15:24
132 7199 青木 千真 ｱｵｷ ｶｽﾞﾏ 磐田市 0:15:25
133 7126 安井 陸 ﾔｽｲ ﾘｸ 浜松市 北浜北小学校 0:15:26
134 7116 佐々木 匠 ｻｻｷ ﾀｸﾐ 磐田市 0:15:26
135 7233 立石 伊織 ﾀﾃｲｼ ｲｵﾘ 藤枝市 0:15:28
136 7030 鈴木 幸志郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾛｳ 愛知県 豊橋市立中野小学校 0:15:28
137 7171 古瀬 佳 ﾌﾙｾ ｶｲ 磐田市 テンマ 0:15:28
138 7122 堀内 琉生 ﾎﾘｳﾁ ﾙｲ 袋井市 0:15:32
139 7119 鈴木 湊与 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾄ 浜松市 浜松市立初生小学校 0:15:36
140 7075 鈴木 恵一朗 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 愛知県 ＨＡＲＹＯＮＯ 0:15:39
141 7206 堀江 翔 ﾎﾘｴ ｶｹﾙ 磐田市 0:15:41
142 7201 平野 凛空 ﾋﾗﾉ ﾘｸ 磐田市 青城小学校 0:15:42
143 7093 鈴木 優李 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾘ 磐田市 青城小学校 0:15:43
144 7086 田村 優太 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 掛川市 掛川市立第一小学校 0:15:45
145 7259 鈴木 伶央翔 ｽｽﾞｷ ﾚｵﾄ 磐田市 0:15:46
146 7219 堀内 理央 ﾎﾘｳﾁ ﾘｵ 磐田市 0:15:46
147 7160 伊藤 涼 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 磐田市 田原小学校 0:15:48
148 7164 武田 健吾 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 浜松市 0:15:48
149 7112 袴田 将生 ﾊｶﾏﾀ ﾏｻｷ 磐田市 0:15:51
150 7087 鈴木 心山 ｽｽﾞｷ ｼﾝｻﾞﾝ 焼津市 最速小学生 0:15:54
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151 7185 日向 定輔 ﾋｭｳｶﾞ ｼﾞｮｳｽｹ 磐田市 0:15:56
152 7163 池畑 秀斗 ｲｹﾊﾀ ﾋﾃﾞﾄ 浜松市 0:15:56
153 7271 杉原 海斗 ｽｷﾞﾊﾗ ｶｲﾄ 浜松市 0:15:56
154 7096 山下 絢大 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀ 磐田市 福田ＳＳＳ 0:15:57
155 7261 市川 丈翔 ｲﾁｶﾜ ﾀｹﾄ 磐田市 青城小学校 0:16:01
156 7069 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 藤枝市 青島小学校 0:16:02
157 7184 加藤 新太 ｶﾄｳ ｱﾗﾀ 磐田市 0:16:04
158 7158 鈴木 夕楽 ｽｽﾞｷ ﾕﾗ 浜松市 0:16:05
159 7127 篠津 清史郎 ｼﾉﾂﾞ ｾｲｼﾛｳ 静岡市 0:16:05
160 7106 髙橋 杏汰朗 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾀﾛｳ 焼津市 0:16:07
161 7144 伊藤 悠真 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 磐田市 富士見小学校 0:16:09
162 7103 田中 慈音 ﾀﾅｶ ｼﾞｵﾝ 島田市 島田第一小学校 0:16:09
163 7152 酒井 奏汰 ｻｶｲ ｿｳﾀ 磐田市 0:16:09
164 7014 斉藤 大翔 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 磐田市 豊田南小学校 0:16:12
165 7038 佐野 圭聖 ｻﾉ ｶﾅｾ 富士宮市 0:16:14
166 7212 前田 蓮太 ﾏｴﾀﾞ ﾚﾝﾀ 磐田市 青城小学校 0:16:20
167 7110 小蔦 璃久 ｺﾂﾞﾀ ﾘｸ 掛川市 0:16:22
168 7108 鈴木 那津毅 ｽｽﾞｷ ﾅﾂｷ 浜松市 浜松オートメーション 0:16:24
169 7210 植竹 大和 ｳｴﾀｹ ﾔﾏﾄ 浜松市 0:16:24
170 7100 佐藤 慎士 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 藤枝市 青島小学校 0:16:24
171 7107 石川 礼雅 ｲｼｶﾜ ﾗｲｶﾞ 磐田市 大藤小学校 0:16:24
172 7208 礒部 和馬 ｲｿﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 磐田市 東部小学校 0:16:26
173 7162 池畑 雄哉 ｲｹﾊﾀ ﾕｳﾔ 浜松市 0:16:27
174 7129 濱 善士郎 ﾊﾏ ｾﾞﾝｼﾛｳ 浜松市 和田東小学校 0:16:30
175 7229 元山 晴太 ﾓﾄﾔﾏ ﾊﾙﾀ 磐田市 0:16:31
176 7057 堀部 航希 ﾎﾘﾍﾞ ｺｳｷ 愛知県 福岡小学校 0:16:31
177 7177 飯田 剛瑠 ｲｲﾀﾞ ﾀｹﾙ 磐田市 0:16:32
178 7244 松下 暖玖 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙｷ 磐田市 青城小 0:16:35
179 7124 石塚 諒一 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ 磐田市 0:16:36
180 7228 池本 良太朗 ｲｹﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:16:39
181 7174 榛葉 龍星 ｼﾝﾊﾞ ﾘｭｳｾｲ 掛川市 掛川市立西山口小学校 0:16:44
182 7169 岡部 蓮司 ｵｶﾍﾞ ﾚﾝｼﾞ 浜松市 0:16:47
183 7187 石井 漱 ｲｼｲ ｿｳ 磐田市 磐田中部小 0:16:49
184 7088 田中 慈瑛 ﾀﾅｶ ｼﾞｴｲ 島田市 島田第一小学校 0:16:51
185 7109 松井 惇 ﾏﾂｲ ｱﾂﾄ 磐田市 0:16:53
186 7125 石塚 弘一 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 磐田市 0:16:57
187 7142 二橋 民儒 ﾆﾊｼ ﾐﾝｼﾞｪ 浜松市 0:17:07
188 7130 松井 悠 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾄ 磐田市 0:17:07
189 7217 木村 清人 ｷﾑﾗ ｷﾖﾄ 浜松市 0:17:11
190 7180 星之内 柊也 ﾎｼﾉｳﾁ ｼｭｳﾔ 磐田市 豊田東小学校 0:17:15
191 7188 井口 琉生 ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 磐田市 磐田北小学校 0:17:21
192 7240 鈴木 晴翔 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 磐田市 豊岡南小学校 0:17:21
193 7186 杉山 綾音 ｽｷﾞﾔﾏ ｱﾔﾄ 島田市 0:17:25
194 7137 光部 大河 ｺｳﾍﾞ ﾀｲｶﾞ 磐田市 磐田中部小 0:17:25
195 7131 宮本 健吾 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 磐田市 富士見小学校 0:17:25
196 7082 吉田 侑真 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ 静岡市 0:17:28
197 7173 杉浦 兼杜 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾄ 磐田市 磐田南小学校 0:17:34
198 7194 鈴木 遥太 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 磐田市 0:17:35
199 7156 細谷 琉太郎 ﾎｿﾔ ﾘｭｳﾀﾛｳ 磐田市 磐田北小学校 0:17:37
200 7044 村松 咲哉 ﾑﾗﾏﾂ ｻｸﾔ 磐田市 福田小学校 0:17:38
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201 7120 戸塚 隼人 ﾄﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ 掛川市 ◆ 桜木小 ◆ 0:17:42
202 7191 吉永 怜音 ﾖｼﾅｶﾞ ﾚｵﾄ 磐田市 磐田北小学校 0:17:42
203 7260 福山 航汰 ﾌｸﾔﾏ ｺｳﾀ 浜松市 0:17:44
204 7200 大竹 徠叶 ｵｵﾀｹ ﾗｲﾄ 磐田市 磐田市立磐田北小学校 0:17:50
205 7136 辻村 竹裕 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 磐田市 磐田北小学校 0:17:51
206 7251 中島 駿 ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝ 浜松市 曳馬小学校 0:17:51
207 7143 寺田 聖翔 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾖﾄ 磐田市 磐田市立長野小学校 0:17:52
208 7099 山口 裕真 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾏ 磐田市 0:18:02
209 7056 井上 弘一 ｲﾉｳｴ ｺｳｲﾁ 磐田市 磐田北小学校 0:18:04
210 7193 内山 惟仁 ｳﾁﾔﾏ ﾕｲﾄ 浜松市 浜松市立与進北小学校 0:18:04
211 7117 山崎 陽生 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｷ 磐田市 0:18:05
212 7128 河野 琉偉 ｺｳﾉ ﾙｲ 磐田市 竜洋北小学校 0:18:10
213 7089 今井 隼翔 ｲﾏｲ ﾊﾔﾄ 浜松市 ＡＲＢ 0:18:12
214 7114 藤田 夏來 ﾌｼﾞﾀ ﾅﾂｷ 磐田市 0:18:25
215 7132 江原 暁斗 ｴﾊﾞﾗ ｱｷﾄ 浜松市 0:18:26
216 7178 谷川 世凌 ﾔｶﾞﾜ ｾｲﾘｮｳ 浜松市 0:18:33
217 7246 村田 翔湧 ﾑﾗﾀ ﾄﾜ 磐田市 0:18:35
218 7205 山田 結月 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 磐田市 豊田北部小学校 0:18:45
219 7147 寺田 圭吾 ﾃﾗﾀﾞ ｹｲｺﾞ 浜松市 0:18:55
220 7198 川崎 要太 ｶﾜｻｷ ﾖｳﾀ 浜松市 0:19:03
221 7237 丸山 歩夢 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾕﾑ 磐田市 0:19:04
222 7149 今駒 琉輝 ｺﾝﾏ ﾘｭｳｷ 森町 株式会社 小澤建材 0:19:05
223 7139 佐々木 貴久 ｻｻｷ ﾀｶﾋｻ 磐田市 0:19:07
224 7155 岡本 和 ｵｶﾓﾄ ﾔﾏﾄ 磐田市 0:19:22
225 7207 佐藤 仁成 ｻﾄｳ ﾋﾄﾅﾘ 磐田市 0:19:22
226 7123 藤森 理貴 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｷ 磐田市 磐田市立豊岡北小学校 0:19:24
227 7080 稲葉 琉夏 ｲﾅﾊﾞ ﾙｶ 富士市 走れゴン太！ 0:19:36
228 7141 山田 遼太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京都 大野田小学校 0:19:39
229 7234 杉浦 櫻太 ｽｷﾞｳﾗ ｵｳﾀ 磐田市 長野小学校 0:19:56
230 7115 古田 英太郎 ﾌﾙﾀ ｴｲﾀﾛｳ 磐田市 0:20:01
231 7225 袴田 莉生 ﾊｶﾏﾀ ﾘｵ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:20:17
232 7150 水口 瑛翔 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾖｳ 磐田市 0:20:20
233 7269 小池 駿太郎 ｺｲｹ ｼｭﾝﾀﾛｳ 浜松市 伎倍小学校 0:20:36
234 7181 大村 海斗 ｵｵﾑﾗ ｶｲﾄ 浜松市 北浜南小学校 0:20:37
235 7236 木下 瑛斗 ｷﾉｼﾀ ｴｲﾄ 磐田市 0:20:44
236 7221 枡井 颯良 ﾏｽｲ ｿﾗ 磐田市 0:20:49
237 7226 袴田 琉叶 ﾊｶﾏﾀ ﾙｶ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:21:25
238 7265 古澤 侑阿 ﾌﾙｻﾜ ﾕｱﾜ 磐田市 磐田南小学校 0:21:25
239 7273 渥美 環 ｱﾂﾐ ﾀﾏｷ 磐田市 浜松特別支援学校磐田分校 0:22:33
240 7146 寺田 大記 ﾃﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 浜松市 0:22:40
241 7179 出野 健太 ｲﾃﾞﾉ ｹﾝﾀ 袋井市 0:23:42
242 7148 近藤 蒼太 ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ 磐田市 0:25:49
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1 7501 鈴木 沙那 ｽｽﾞｷ ｻﾅ 愛知県 豊橋市立中野小学校 0:11:15
2 7632 竹下 愛 ﾀｹｼﾀ ﾒｸﾞﾐ 藤枝市 0:11:31
3 7504 中村 実莉 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾘ 磐田市 豊岡南小学校 0:11:47
4 7502 神谷 愛海 ｶﾐﾔ ﾏﾅﾐ 愛知県 雁が音スポーツクラブ 0:12:15
5 7512 塚本 幸那 ﾂｶﾓﾄ ﾕｷﾅ 磐田市 磐田西小学校 0:12:36
6 7584 河原 李那 ｶﾜﾊﾗ ﾘﾅ 浜松市 伊目小学校 0:13:04
7 7626 鈴木 あおば ｽｽﾞｷ ｱｵﾊﾞ 浜松市 河輪ＡＣ 0:13:20
8 7574 山田 真歩 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾎ 磐田市 0:13:22
9 7510 山中 穂乃花 ﾔﾏﾅｶ ﾎﾉｶ 磐田市 0:13:23

10 7503 西尾 翠 ﾆｼｵ ｱｷﾗ 静岡市 横内小学校 0:13:29
11 7515 古元 蒼空 ﾌﾙﾓﾄ ｿﾗ 湖西市 湖西ＪＡＣ 0:13:42
12 7511 光部 柚希 ｺｳﾍﾞ ﾕｽﾞｷ 磐田市 磐田中部小 0:13:54
13 7509 内田 美柊 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾌﾕ 浜松市 中郡小学校 0:14:08
14 7575 山田 ひより ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾖﾘ 磐田市 0:14:16
15 7637 加藤 悠衣 ｶﾄｳ ﾕｲ 磐田市 豊田南小学校 0:14:16
16 7517 下畑 咲結 ｼﾓﾊﾀ ﾕｲ 浜松市 0:14:20
17 7612 小島 咲 ｺｼﾞﾏ ｻｷ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:14:26
18 7508 中島 瑞葉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞﾊ 焼津市 0:14:28
19 7598 藤田 颯希 ﾌｼﾞﾀ ｻﾂｷ 浜松市 0:14:28
20 7628 山崎 梨虹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｺ 浜松市 河輪ＡＣ 0:14:38
21 7513 金原 美咲 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾐｻｷ 磐田市 青城小学校 0:14:41
22 7605 土屋 沙織 ﾂﾁﾔ ｻｵﾘ 磐田市 0:14:42
23 7516 上村 莉唯 ｶﾐﾑﾗ ﾘｲ 浜松市 0:14:43
24 7523 森田 愛海 ﾓﾘﾀ ｱﾐ 浜松市 0:14:47
25 7533 鈴木 想乃 ｽｽﾞｷ ｿﾉ 磐田市 磐田南小学校 0:14:50
26 7631 青島 安実 ｱｵｼﾏ ｱﾐ 磐田市 0:14:53
27 7553 砂山 琴音 ｽﾅﾔﾏ ｺﾄﾈ 磐田市 田原小学校 0:14:54
28 7629 山田 百々花 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾓｶ 浜松市 河輪ＡＣ 0:15:00
29 7528 平野 利奈 ﾋﾗﾉ ﾘﾅ 磐田市 0:15:00
30 7616 栗本 紗良 ｸﾘﾓﾄ ｻﾗ 袋井市 0:15:01
31 7538 佐藤 海羽 ｻﾄｳ ﾐｳ 磐田市 0:15:03
32 7635 山﨑 唯菜 ﾔﾏｻｷ ﾕｲﾅ 浜松市 0:15:05
33 7639 水島 美優 ﾐｽﾞｼﾏ ﾐﾕｳ 磐田市 浜松特別支援学校磐田分校 0:15:07
34 7619 粟倉 心陽 ｱﾜｸﾗ ｺﾊﾙ 磐田市 青城小学校 0:15:10
35 7611 小島 凜 ｺｼﾞﾏ ﾘﾝ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:15:11
36 7601 岡本 陽南 ｵｶﾓﾄ ﾊﾙﾅ 磐田市 田原小学校 0:15:16
37 7546 高橋 佳暖 ﾀｶﾊｼ ｶﾉﾝ 磐田市 磐田市立田原小学校 0:15:26
38 7630 山田 青空 ﾔﾏﾀﾞ ｿﾗ 浜松市 河輪ＡＣ 0:15:27
39 7576 杉浦 寧々 ｽｷﾞｳﾗ ﾈﾈ 磐田市 磐田南小学校 0:15:47
40 7534 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 0:15:50
41 7606 濱澤 優奈 ﾊﾏｻﾞﾜ ﾕｳﾅ 磐田市 0:15:50
42 7518 堀部 心菜 ﾎﾘﾍﾞ ｺｺﾅ 愛知県 福岡小学校 0:15:53
43 7615 杉浦 陽向 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾅﾀ 磐田市 長野小学校 0:16:03
44 7614 水田 結唯 ﾐｽﾞﾀ ﾕｲ 掛川市 掛川第一小 0:16:06
45 7555 戸塚 桃華 ﾄﾂﾞｶ ﾓﾓｶ 掛川市 ◆ 桜木小 ◆ 0:16:12
46 7613 井畑 みちる ｲﾊﾀ ﾐﾁﾙ 磐田市 0:16:13
47 7567 鶴見 花歩 ﾂﾙﾐ ｶﾎ 袋井市 0:16:23
48 7610 安富 桃華 ﾔｽﾄﾐ ﾓﾓｶ 磐田市 日本空手協会磐田南支部力誠館 0:16:23
49 7600 中西 早矢 ﾅｶﾆｼ ﾊﾔ 磐田市 東部小学校 0:16:26
50 7540 内山 わかな ｳﾁﾔﾏ ﾜｶﾅ 浜松市 0:16:32
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51 7539 内山 明日香 ｳﾁﾔﾏ ｱｽｶ 浜松市 0:16:32
52 7527 新村 栞歩 ｼﾝﾑﾗ ｶﾎ 磐田市 磐田中部小 0:16:53
53 7551 坂口 れな ｻｶｸﾞﾁ ﾚﾅ 磐田市 竜洋東小学校 0:16:54
54 7522 小柳 文乃 ｺﾔﾅｷﾞ ﾌﾐﾉ 磐田市 0:16:57
55 7577 榛葉 ひかり ｼﾝﾊﾞ ﾋｶﾘ 掛川市 掛川市立西山口小学校 0:16:59
56 7554 新村 巴菜 ｼﾝﾑﾗ ﾊﾅ 磐田市 0:17:02
57 7519 杉山 倖彩 ｽｷﾞﾔﾏ ｻｱﾔ 磐田市 ねこねこクラブ 0:17:03
58 7589 市川 依奈 ｲﾁｶﾜ ｴﾅ 浜松市 0:17:04
59 7638 北澤 美怜 ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾚｲ 磐田市 0:17:08
60 7548 松浦 光希 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂｷ 磐田市 0:17:09
61 7578 坂口 優生 ｻｶｸﾞﾁ ﾕｲ 磐田市 0:17:12
62 7573 服部 まこ ﾊｯﾄﾘ ﾏｺ 磐田市 0:17:13
63 7556 堀内 心結 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾕ 袋井市 0:17:17
64 7562 鈴木 陽香 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 浜松市 0:17:22
65 7583 杉山 莉穂 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘﾎ 島田市 0:17:26
66 7532 小木曽 詩和 ｵｷﾞｿ ﾌﾐｶ 東京都 日鉄 0:17:27
67 7529 中島 小町 ﾅｶｼﾞﾏ ｺﾏﾁ 浜松市 笠井小学校 0:17:27
68 7622 菅沼 小町 ｽｶﾞﾇﾏ ｺﾏﾁ 掛川市 0:17:29
69 7544 小林 美悠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾕｳ 浜松市 附属浜松小学校 0:17:29
70 7536 石村 小春 ｲｼﾑﾗ ｺﾊﾙ 藤枝市 0:17:29
71 7568 鶴見 真歩 ﾂﾙﾐ ﾏﾎ 袋井市 0:17:30
72 7514 田邊 慈 ﾀﾅﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 菊川市 堀之内小学校 0:17:38
73 7526 村木 桂緒 ﾑﾗｷ ｶｵ 浜松市 0:17:39
74 7524 村木 碧 ﾑﾗｷ ｱｵｲ 浜松市 0:17:39
75 7521 小西 美那 ｺﾆｼ ﾐﾅ 袋井市 0:17:41
76 7535 入手 那菜 ｲﾘﾃ ﾅﾅ 袋井市 袋井北小学校 0:17:46
77 7542 鈴木 花梨 ｽｽﾞｷ ｶﾘﾝ 磐田市 0:17:46
78 7599 高田 幸 ﾀｶﾀﾞ ｻﾁ 磐田市 豊田北部小学校 0:17:47
79 7571 岡本 佑 ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 磐田市 0:18:06
80 7572 鈴木 凪 ｽｽﾞｷ ﾅｷﾞ 浜松市 0:18:08
81 7623 山田 多恵 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｴ 磐田市 豊田南小学校 0:18:09
82 7559 大石 愛梨 ｵｵｲｼ ｱｲﾘ 磐田市 豊田南小学校 0:18:12
83 7609 太田 羽音 ｵｵﾀ ﾊﾉﾝ 磐田市 0:18:14
84 7549 廣谷 真帆 ﾋﾛﾀﾆ ﾏﾎ 磐田市 0:18:17
85 7602 前田 さくら ﾏｴﾀﾞ ｻｸﾗ 磐田市 青城小学校 0:18:27
86 7581 佐藤 芹羽 ｻﾄｳ ｾﾘﾊ 浜松市 0:18:32
87 7520 夏目 未奈子 ﾅﾂﾒ ﾐﾅｺ 磐田市 ねこねこクラブ 0:18:33
88 7608 大石 実幸 ｵｵｲｼ ﾐﾕｷ 掛川市 0:18:33
89 7580 加藤 心花 ｶﾄｳ ｺﾊﾅ 磐田市 0:18:34
90 7564 青島 璃々亜 ｱｵｼﾏ ﾘﾘｱ 磐田市 0:18:46
91 7636 平野 仁梨 ﾋﾗﾉ ﾆｺﾘ 磐田市 長野小学校 0:19:07
92 7592 富田 茜 ﾄﾐﾀ ｱｶﾈ 磐田市 磐田北小学校 0:19:20
93 7586 村井 琴音 ﾑﾗｲ ｺﾄﾈ 磐田市 0:19:22
94 7570 岡本 灯 ｵｶﾓﾄ ｱｶﾘ 磐田市 0:19:22
95 7560 大竹 明花 ｵｵﾀｹ ﾒｲｶ 浜松市 芳川小学校 0:19:23
96 7591 岩中 美侑 ｲﾜﾅｶ ﾐﾕ 三島市 0:19:29
97 7588 笠井 來陽 ｶｻｲ ｸﾙﾋ 磐田市 牧田農機商会 0:19:32
98 7543 鈴木 穂香 ｽｽﾞｷ ﾎﾉｶ 磐田市 0:19:35
99 7582 小関 希望 ｺｾｷ ﾉｿﾞﾐ 神奈川県 小田原市立富水小学校 0:19:42

100 7618 加藤 陽菜 ｶﾄｳ ﾋﾅ 磐田市 0:19:46
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101 7585 牧野 結衣 ﾏｷﾉ ﾕｲ 磐田市 0:19:53
102 7563 袴田 恵莉菜 ﾊｶﾏﾀ ｴﾘﾅ 浜松市 0:20:08
103 7565 河野 玲奈 ｺｳﾉ ﾚｲﾅ 磐田市 竜洋北小学校 0:20:13
104 7607 大石 歩実 ｵｵｲｼ ｱﾕﾐ 掛川市 0:20:30
105 7590 市川 明依 ｲﾁｶﾜ ﾒｲ 浜松市 0:20:35
106 7541 宮崎 愛莉 ﾐﾔｻﾞｷ ｱｲﾘ 浜松市 遊闘會 0:20:39
107 7537 宮崎 和奏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜｶﾅ 浜松市 遊闘會 0:20:46
108 7603 小野田 春花 ｵﾉﾀﾞ ﾊﾙｶ 富士宮市 0:20:50
109 7594 田邉 花穂 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾎ 掛川市 0:20:52
110 7579 鈴木 柚那 ｽｽﾞｷ ﾕｽﾞﾅ 磐田市 0:21:06
111 7625 佐藤 仁那 ｻﾄｳ ﾆﾅ 御前崎市 0:21:08
112 7552 谷部 莉桜那 ﾔﾍﾞ ﾘｵﾅ 浜松市 浜松市立笠井小学校 0:21:32
113 7587 笠井 百珠 ｶｻｲ ﾓﾓｼﾞｭ 磐田市 牧田農機商会 0:21:40
114 7561 鈴木 美心 ｽｽﾞｷ ﾐｳ 浜松市 0:22:00
115 7617 木下 莉愛 ｷﾉｼﾀ ﾘｱ 磐田市 0:22:02
116 7595 田邉 優花 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 掛川市 0:22:27
117 7634 古澤 百阿 ﾌﾙｻﾜ ﾓｱ 磐田市 磐田南小学校 0:22:40
118 7633 磯田 真有 ｲｿﾀﾞ ﾏﾕ 磐田市 0:22:41
119 7596 田邉 梨花 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｶ 掛川市 0:22:59
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1 30029 齋藤 琢也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 磐田市消防署 1:39:10
2 30019 中村 譲治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 磐田市立総合病院 1:46:56
3 30002 松原 大祐 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｽｹ 磐田市立総合病院 1:47:51
4 30015 松芳 圭吾 ﾏﾂﾖｼ ｹｲｺﾞ 磐田市立総合病院 1:47:52
5 30016 大杉 正典 ｵｵｽｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 磐田市立総合病院 1:54:40
6 30014 竹田 源 ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄ 磐田市立総合病院 1:54:41
7 30018 塚本 亮輔 ﾂｶﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 磐田市立総合病院 1:59:15
8 30020 木下 拓也 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾔ 磐田市立総合病院 2:06:20
9 30003 廣瀬 和昭 ﾋﾛｾ ｶｽﾞｱｷ 磐田市立総合病院 2:09:17

10 30005 片桐 崇志 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｶｼ 磐田市立総合病院 2:15:01
11 30013 太田 和子 ｵｵﾀ ｶｽﾞｺ 磐田市立総合病院 2:15:29
12 30008 上原 孝太 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 磐田市立総合病院 2:17:51
13 30004 田代 将貴 ﾀｼﾛ ﾏｻｷ 磐田市立総合病院 2:17:52
14 30006 中尾 智子 ﾅｶｵ ﾄﾓｺ 磐田市立総合病院 2:17:59
15 30022 清水 真人 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄ 磐田市立総合病院 2:19:49
16 30009 鈴木 友紀 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 磐田市立総合病院 2:24:15
17 30023 寺田 将浩 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 磐田市立総合病院 2:26:47
18 30011 三大寺 千咲 ｻﾝﾀﾞｲｼﾞ ﾁｻｷ 磐田市立総合病院 2:27:51
19 30025 松井 一樹 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｷ 磐田市立総合病院 2:31:54
20 30027 水谷 直樹 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾅｵｷ 磐田市立総合病院 2:31:56
21 30010 高橋 百合美 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾐ 磐田市立総合病院 2:33:40
22 30026 齋藤 太壱 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾁ 磐田市立総合病院 2:35:09
23 30024 木根 愛子 ｷﾈ ｱｲｺ 磐田市立総合病院 2:40:16
24 30007 鈴木 美優 ｽｽﾞｷ ﾐﾕ 磐田市立総合病院 2:47:13
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1 20004 古川 陽介 ジュビロ磐田 0:13:12
2 20005 藤原 健介 ジュビロ磐田 0:14:24
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