
ｽﾀｰﾄ時刻 種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 都道府県 国体
10:15 選手権 1 柳井 賢太 やない けんた 男 32 川崎市 居住地
10:15 選手権 2 中込　英夫 なかごめひでお 男 51 海老名市 居住地
10:15 選手権 3 吉岡 大志 よしおか たいし 男 21 川崎市 居住地
10:15 選手権 4 石関 玲於 いしぜき れお 男 20 横浜市 居住地
10:15 選手権 5 大井 智仁 オオイ トモヒト 男 20 横浜市 居住地
10:15 選手権 6 榊原 利基 さかきばら としき 男 24 横浜市 ふるさと
10:15 選手権 7 山本 昌孝 男 36 川崎市 希望しない
10:15 選手権 8 駒野 悠太 こまの ゆうた 男 35 横浜市 居住地
10:15 選手権 9 井上 賢吾 いのうえ けんご 男 27 川崎市 居住地
10:15 選手権 10 篠崎 友 しのざき ゆう 男 34 逗子市 居住地
10:15 選手権 11 日野 壮一郎 ヒノ ソウイチロウ 男 20 川崎市 居住地
10:15 選手権 12 黒澤 遼 くろさわ りょう 男 20 座間市 居住地
10:15 選手権 13 中川 大輝 なかがわ だいき 男 22 横浜市 ふるさと
10:15 選手権 14 髙梨 翔太 たかなし しょうた 男 22 茅ヶ崎市 居住地
10:15 選手権 15 肥後 巧 ひご たくみ 男 22 川崎市 居住地
10:15 選手権 16 福田 勇希 ふくだ ゆうき 男 24 川崎市 ふるさと
10:15 選手権 17 五十川 陸斗 いそがわ りくと 男 24 川崎市 居住地
10:15 選手権 18 高橋 良祐 たかはし りょうすけ 男 37 東京都 ふるさと選手
10:15 選手権 19 若菜 和彦 わかな かずひこ 男 23 横浜市 居住地
10:16 選手権 51 佐藤　千佳 さとうちか 女 32 茅ヶ崎市 居住地
10:16 選手権 52 田村 光 たむら ひかり 女 20 横浜市 居住地
11:30 一般個人 101 中野 諒太 なかの りょうた 男 20 藤沢市
11:30 一般個人 102 葉山 晃治 はやま こうじ 男 20 横浜市
11:30 一般個人 103 長部 早登 おさべ はやと 男 21 横須賀市
11:30 一般個人 104 今村 樹 いまむら いつき 男 23 東京都
11:30 一般個人 105 園部 拓郎 そのべ たくろう 男 24 川崎市
11:30 一般個人 106 堤田 翔太 つつみだ しょうた 男 24 横浜市
11:30 一般個人 107 杉原 啓佑 すぎはら けいすけ 男 24 伊勢原市
11:30 一般個人 108 田中 俊暉 たなか としき 男 25 横浜市
11:30 一般個人 109 岡野 輝之 おかの てるゆき 男 26 横浜市
11:30 一般個人 110 池添 敦 いけぞえ あつし 男 26 横浜市
11:30 一般個人 111 岸野 巧 きしの たくみ 男 27 相模原市
11:30 一般個人 112 瀬戸 健太郎 せと けんたろう 男 27 横浜市
11:30 一般個人 113 横山 洋行 よこやま ひろゆき 男 27 川崎市
11:30 一般個人 114 脇坂 謙斗 わきざか けんと 男 28 滋賀県
11:30 一般個人 115 猪股 毅寛 いのまた たけひろ 男 28 川崎市
11:30 一般個人 116 渡邉 達樹 わたなべ たつき 男 28 東京都
11:30 一般個人 117 柴山 直之 しばやま なおゆき 男 28 東京都
11:30 一般個人 118 伊藤 考志 伊藤 考志 男 29 埼玉県
11:30 一般個人 119 永島 優作 ながしま ゆうさく 男 29 横浜市
11:30 一般個人 120 増山 恭平 ますやま きょうへい 男 29 東京都
11:30 一般個人 121 川尻 将大 カワジリ マサヒロ 男 29 川崎市
11:30 一般個人 122 田村 貴明 たむら たかあき 男 29 横浜市
11:30 一般個人 123 北川 俊一郎 きたがわ しゅんいちろう 男 29 横浜市
11:30 一般個人 124 友廣 晃 ともひろ あきら 男 29 川崎市
11:30 一般個人 125 崎村 広一 サキムラ コウイチ 男 29 川崎市
11:30 一般個人 126 竹内 宗教 たけうち むねのり 男 30 東京都
11:30 一般個人 127 小澤 寛樹 おざわ ひろき 男 30 東京都
11:30 一般個人 128 中村 雅和 なかむら まさかず 男 30 川崎市
11:30 一般個人 129 神林 知将 かんばやし とものぶ 男 30 川崎市
11:30 一般個人 130 原田 諭 はらだ さとし 男 31 横浜市
11:30 一般個人 131 粳田 敬二郎 うるちだ けいじろう 男 31 静岡県
11:30 一般個人 132 浅石 優太 あさいし ゆうた 男 31 横浜市
11:30 一般個人 133 山田 敏明 やまだ としあき 男 31 茅ヶ崎市
11:30 一般個人 134 Davies Ryan でいびーず らいあん 男 31 京都府
11:30 一般個人 135 鈴木 賢祐 すずき けんゆう 男 31 東京都
11:30 一般個人 136 小丸 尭 こまる たかし 男 32 愛知県
11:30 一般個人 137 西村 健太郎 にしむら けんたろう 男 32 東京都
11:30 一般個人 138 伊藤 秀樹 イトウ ヒデキ 男 32 東京都
11:30 一般個人 139 安田 真 やすだ まこと 男 32 茅ヶ崎市
11:30 一般個人 140 清水 貴光 しみず たかみつ 男 33 東京都
11:30 一般個人 141 木村 俊夫 きむら としお 男 33 横浜市
11:30 一般個人 142 赤松 洋一郎 あかまつ よういちろう 男 34 川崎市
11:30 一般個人 143 鮎澤 貴孝 あゆさわ たかのり 男 34 横浜市
11:30 一般個人 144 須藤 洋 すとう ひろし 男 34 横須賀市
11:30 一般個人 145 佐藤 英司 さとう えいじ 男 34 東京都
11:30 一般個人 146 内海 敬大 うつみ たかひろ 男 35 東京都
11:30 一般個人 147 安多 信喜 やすた のぶよし 男 35 横浜市
11:30 一般個人 148 合田 真司 ごうだ しんじ 男 35 東京都
11:30 一般個人 149 三浦 二三高 みうら ふみたか 男 35 東京都
11:30 一般個人 150 竹岡 篤志 たけおか あつし 男 35 茅ヶ崎市
11:30 一般個人 151 宮本 大輔 みやもと だいすけ 男 35 東京都
11:30 一般個人 152 高間 拓郎 たかま たくろう 男 35 小田原市
11:30 一般個人 153 矢吹 裕一 ヤブキ ユウイチ 男 35 藤沢市
11:30 一般個人 154 後藤 正直 ごとう まさなお 男 36 横浜市
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11:30 一般個人 155 鈴木 秀迪 すずき ひでみち 男 36 埼玉県
11:30 一般個人 156 砂川 良太 すながわ りょうた 男 36 藤沢市
11:30 一般個人 157 竹中 収 たけなか おさむ 男 36 横浜市
11:30 一般個人 158 条 淳一 じょう じゅんいち 男 37 鎌倉市
11:30 一般個人 159 樫村 進冴 かしむら しんご 男 37 横浜市
11:30 一般個人 160 小島 伸介 こじま しんすけ 男 37 静岡県
11:30 一般個人 161 駒田 嘉之 こまだ よしゆき 男 37 海老名市
11:30 一般個人 162 大石 岳 おおいし がく 男 37 横浜市
11:30 一般個人 163 中山 竜一 なかやま りゅういち 男 37 東京都
11:30 一般個人 164 梅垣 祐哉 うめがき ゆうや 男 37 横浜市
11:30 一般個人 165 壷井 洋 つぼい ひろし 男 37 横浜市
11:30 一般個人 166 清水 康弘 しみず やすひろ 男 37 横浜市
11:30 一般個人 167 中嶋 出 なかしま いずる 男 37 千葉県
11:30 一般個人 168 矢田部 崇 やたべ たかし 男 38 東京都
11:30 一般個人 169 齋藤 陽一 さいとう よういち 男 38 東京都
11:30 一般個人 170 仙田 敬之 せんだ たかゆき 男 38 横須賀市
11:30 一般個人 171 藤平 直樹 ふじひら なおき 男 38 東京都
11:30 一般個人 172 西山 史洋 にしやま ふみひろ 男 38 横浜市
11:30 一般個人 173 北浦 伸幸 きたうら のぶゆき 男 38 東京都
11:30 一般個人 174 Alessandro Agnini Alessandro Agnini 男 38 東京都
11:30 一般個人 175 角田 哲也 かくた てつや 男 38 東京都
11:30 一般個人 176 奧村 仁 男 38 静岡県
11:30 一般個人 177 福島 康洋 ふくしま やすひろ 男 38 川崎市
11:30 一般個人 178 川上 竜太郎 かわかみ りゅうたろう 男 38 横浜市
11:30 一般個人 179 近藤 道雄 こんどう みちお 男 38 東京都
11:30 一般個人 180 柿本 哲人 かきもと てつひと 男 39 東京都
11:30 一般個人 181 篠原 大輔 しのはら だいすけ 男 39 横浜市
11:30 一般個人 182 近藤 大輔 男 39 横浜市
11:30 一般個人 183 後藤 聡 ごとう さとる 男 39 東京都
11:30 一般個人 184 小澤 和仁 おざわ かずひと 男 39 川崎市
11:30 一般個人 185 木原 幹雄 きはら みきお 男 39 横浜市
11:30 一般個人 186 加藤 和幸 かとう かずゆき 男 40 相模原市
11:30 一般個人 187 打田 光宏 うちだ みつひろ 男 40 横須賀市
11:30 一般個人 188 小川 圭亮 おがわ けいすけ 男 40 東京都
11:30 一般個人 189 瀬戸 俊一 せと しゅんいち 男 40 海老名市
11:30 一般個人 190 高垣 一秀 たかがき かずひで 男 40 川崎市
11:30 一般個人 191 橋本 領 はしもと りょう 男 40 東京都
11:30 一般個人 192 柳澤 隆司 やなぎさわ りゅうじ 男 40 東京都
11:30 一般個人 193 伊藤 正徳 いとう まさのり 男 40 川崎市
11:30 一般個人 194 市山 永吾 いちやま えいご 男 40 横浜市
11:30 一般個人 195 花嶋 純一 はなしま じゅんいち 男 41 千葉県
11:30 一般個人 196 矢野 健太郎 やの けんたろう 男 41 東京都
11:30 一般個人 197 河村 康文 かわむら やすふみ 男 41 横浜市
11:30 一般個人 198 西本 匡宏 にしもと まさひろ 男 41 横浜市
11:30 一般個人 199 西村 將生 にしむら まさお 男 41 茅ヶ崎市
11:30 一般個人 200 向山 勇也 むかいやま ゆうや 男 41 静岡県
11:33 一般個人 201 渡辺 文隆 わたなべ ふみたか 男 41 藤沢市
11:33 一般個人 202 高田 進 タカダ ススム 男 41 静岡県
11:33 一般個人 203 関口 茂 せきぐち しげる 男 41 茅ヶ崎市
11:33 一般個人 204 吉岡 章 ヨシオカ アキラ 男 41 東京都
11:33 一般個人 205 原 章史 はら あきふみ 男 41 埼玉県
11:33 一般個人 206 桜井 雄一郎 さくらい ゆういちろう 男 41 横浜市
11:33 一般個人 207 川島 俊嗣 かわしま としつぐ 男 41 川崎市
11:33 一般個人 208 祖父江 和彦 そぶえ かずひこ 男 42 逗子市
11:33 一般個人 209 玉井 勝士 たまい かつし 男 42 東京都
11:33 一般個人 210 石丸 喜朗 いしまる よしろう 男 42 川崎市
11:33 一般個人 211 松木 健治 まつき 健治 男 42 横浜市
11:33 一般個人 212 ABSOUS Olivier アブスー オリヴィエ 男 42 東京都
11:33 一般個人 213 LEMAITRE FRANCOIS 男 42 東京都
11:33 一般個人 214 諸星 智樹 もろほし ともき 男 42 相模原市
11:33 一般個人 215 小林 剛 こばやし たけし 男 42 静岡県
11:33 一般個人 216 濱本 靖彦 男 42 東京都
11:33 一般個人 217 檀上 崇 だんじょう たかし 男 42 東京都
11:33 一般個人 218 仁多見 貴志 にたみ たかし 男 43 横浜市
11:33 一般個人 219 伊藤 計 いとう けい 男 43 東京都
11:33 一般個人 220 幸嶋 晶 ゆきしま あきら 男 43 東京都
11:33 一般個人 221 東 健太郎 ひがし けんたろう 男 43 千葉県
11:33 一般個人 222 齋藤 順 さいとう じゅん 男 43 横浜市
11:33 一般個人 223 平島 希彦 ひらじま まれひこ 男 43 茅ヶ崎市
11:33 一般個人 224 和田 晃 わだ あきら 男 43 東京都
11:33 一般個人 225 増田 幸太 ますだ こうた 男 43 東京都
11:33 一般個人 226 川崎 智治 かわさき ともはる 男 43 川崎市
11:33 一般個人 227 小原 健太郎 おばら けんたろう 男 43 東京都
11:33 一般個人 228 Ladsous Erwan ラドスー エルワン 男 43 東京都
11:33 一般個人 229 石山 剛 いしやま つよし 男 43 藤沢市
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11:33 一般個人 230 佐伯 直樹 さいき なおき 男 43 横浜市
11:33 一般個人 231 竹中 康弘 たけなか やすひろ 男 43 東京都
11:33 一般個人 232 岡本 篤志 おかもと あつし 男 43 横浜市
11:33 一般個人 233 三浦 洋 みうら ひろし 男 43 横浜市
11:33 一般個人 234 加藤 真 かとう まこと 男 43 綾瀬市
11:33 一般個人 235 吉田 智也 よしだ ともや 男 43 横浜市
11:33 一般個人 236 磯部 晴樹 いそべ はるき 男 43 相模原市
11:33 一般個人 237 溝口 竜一郎 みぞぐち りゅういちろう 男 43 千葉県
11:33 一般個人 238 宗次 勇介 むねつぐ ゆうすけ 男 43 東京都
11:33 一般個人 239 宮田 夏樹 みやた なつき 男 44 東京都
11:33 一般個人 240 水澤 泰三 みずさわ たいぞう 男 44 東京都
11:33 一般個人 241 早川 大介 はやかわ だいすけ 男 44 横浜市
11:33 一般個人 242 渡邊 基 わたなべ もとい 男 44 横浜市
11:33 一般個人 243 桃井 大樹 ももい ひろき 男 44 東京都
11:33 一般個人 244 宮下 剣一 みやした けんいち 男 44 千葉県
11:33 一般個人 245 草原 康行 くさはら やすゆき 男 44 横浜市
11:33 一般個人 246 高田 明彦 たかだ あきひこ 男 44 横浜市
11:33 一般個人 247 小松 大祐 こまつ だいすけ 男 44 東京都
11:33 一般個人 248 山口 晃平 やまぐち こうへい 男 44 東京都
11:33 一般個人 249 船戸 浩二 ふなと こうじ 男 44 埼玉県
11:33 一般個人 250 成塚 朋也 なりつか ともや 男 44 東京都
11:33 一般個人 251 野澤 将士 のざわ まさと 男 44 静岡県
11:33 一般個人 252 杉山 巧 すぎやま さとし 男 44 千葉県
11:33 一般個人 253 大井 謙太郎 おおい けんたろう 男 45 横浜市
11:33 一般個人 254 竹内 龍之介 たけうち りゅうのすけ 男 45 東京都
11:33 一般個人 255 田中 英樹 たなか ひでき 男 45 東京都
11:33 一般個人 256 古市 守 ふるいち まもる 男 45 横浜市
11:33 一般個人 257 宮内 尊徳 みやうち たかのり 男 45 横浜市
11:33 一般個人 258 加藤 正幹 かとう まさき 男 45 横浜市
11:33 一般個人 259 佐藤 仁史 さとう ひとし 男 45 座間市
11:33 一般個人 260 平尾 晃一 ひらお こういち 男 45 東京都
11:33 一般個人 261 岡山 竹男 おかやま たけお 男 45 大和市
11:33 一般個人 262 佐野 吉弘 さの よしひろ 男 45 横浜市
11:33 一般個人 263 大江 歩 おおえ あゆみ 男 45 東京都
11:33 一般個人 264 田中 康晴 たなか やすはる 男 45 川崎市
11:33 一般個人 265 柴崎 信二 しばざき しんじ 男 45 横浜市
11:33 一般個人 266 星野 隆 ほしの たかし 男 45 横浜市
11:33 一般個人 267 山本 昌 やまもと まさし 男 45 川崎市
11:33 一般個人 268 沖野 正樹 おきの まさき 男 45 川崎市
11:33 一般個人 269 佐藤 圭 さとう けい 男 45 東京都
11:33 一般個人 270 古関 直樹 こせき なおき 男 45 群馬県
11:33 一般個人 271 宮本 茂 みやもと しげる 男 45 相模原市
11:33 一般個人 272 五十嵐 敬次郎 いがらし けいじろう 男 45 東京都
11:33 一般個人 273 関 貴弘 せき たかひろ 男 45 横浜市
11:33 一般個人 274 滝口 勝弘 たきぐち かつひろ 男 46 東京都
11:33 一般個人 275 加藤 俊吾 かとう しゅんご 男 46 東京都
11:33 一般個人 276 古株 実 こかぶ みのる 男 46 東京都
11:33 一般個人 277 青田 邦宏 あおた くにひろ 男 46 東京都
11:33 一般個人 278 竹内 俊光 たけうち としみつ 男 46 川崎市
11:33 一般個人 279 佐藤 拓也 さとう たくや 男 46 横浜市
11:33 一般個人 280 加々美 裕人 かがみ ひろと 男 46 鎌倉市
11:33 一般個人 281 平野 将洋 ヒラノ マサヒロ 男 46 逗子市
11:33 一般個人 282 山田 雄一 やまだ ゆういち 男 46 横浜市
11:33 一般個人 283 八木 英道 やぎ ひでみち 男 46 横浜市
11:33 一般個人 284 後藤 順一 ごとう じゅんいち 男 46 山梨県
11:33 一般個人 285 北村 和也 きたむら かずや 男 46 東京都
11:33 一般個人 286 鈴木 純一 すずき じゅんいち 男 46 埼玉県
11:33 一般個人 287 吉本 雄次 よしもと ゆうじ 男 46 横浜市
11:33 一般個人 288 大西 哲史 おおにし てつし 男 46 川崎市
11:33 一般個人 289 丸山 哲 まるやま さとし 男 46 埼玉県
11:33 一般個人 290 加峰 裕昭 かぶ ひろあき 男 46 千葉県
11:33 一般個人 291 喜多 大輔 きた だいすけ 男 47 石川県
11:33 一般個人 292 原田 光 はらだ みつる 男 47 茅ヶ崎市
11:33 一般個人 293 沼沢 大輔 ぬまざわ だいすけ 男 47 横須賀市
11:33 一般個人 294 Prulhiere Emmanuel プリュリエール エマニュエル 男 47 東京都
11:33 一般個人 295 石渡 貴章 いしわた たかあき 男 47 横須賀市
11:33 一般個人 296 中島 健 なかじま たけし 男 47 横浜市
11:33 一般個人 297 金 成太 きん せいた 男 47 東京都
11:33 一般個人 298 山口 英司 やまぐち えいじ「 男 47 川崎市
11:33 一般個人 299 野田 和孝 のだ かずたか 男 47 横浜市
11:33 一般個人 300 池田 伸宏 いけだ のぶひろ 男 47 横浜市
11:36 一般個人 301 永久保 征和 ナガクボ マサカズ 男 47 東京都
11:36 一般個人 302 国貞 圭介 くにさだ けいすけ 男 47 横浜市
11:36 一般個人 303 太田 和宏 おおた かずひろ 男 47 川崎市
11:36 一般個人 304 森谷 真一 もりたに しんいち 男 48 横浜市
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11:36 一般個人 305 柴原 義明 しばはら よしあき 男 48 横浜市
11:36 一般個人 306 小寺 克征 こでら かつゆき 男 48 平塚市
11:36 一般個人 307 渡部 豊 わたなべ ゆたか 男 48 新潟県
11:36 一般個人 308 杉本 次男 すぎもと つぎお 男 48 厚木市
11:36 一般個人 309 松本 潤一 まつもと じゅんいち 男 48 群馬県
11:36 一般個人 310 山ノ内 進介 やまのうち しんすけ 男 48 座間市
11:36 一般個人 311 伊藤 貴雄 いとう たかお 男 48 横浜市
11:36 一般個人 312 浜田 高弘 はまだ たかひろ 男 48 東京都
11:36 一般個人 313 嵯峨 泰介 さが たいすけ 男 48 横浜市
11:36 一般個人 314 新田 豪 ニッタ ツヨシ 男 48 横浜市
11:36 一般個人 315 宮川 十詩彦 みやがわ としひこ 男 48 横浜市
11:36 一般個人 316 前田 直孝 まえだ なおのり 男 48 鎌倉市
11:36 一般個人 317 狩谷 源悟 かりや げんご 男 48 埼玉県
11:36 一般個人 318 津山 恒 つやま ひさし 男 48 横浜市
11:36 一般個人 319 小野原 学 おのはら まなぶ 男 48 東京都
11:36 一般個人 320 中澤 克哉 なかざわ かつや 男 49 横浜市
11:36 一般個人 321 土肥 靖弘 どひ やすひろ 男 49 横浜市
11:36 一般個人 322 佐川 光宏 さがわ みつひろ 男 49 栃木県
11:36 一般個人 323 水野 英明 みずの ひであき 男 49 横浜市
11:36 一般個人 324 藤本 徳正 フジモト ノリマサ 男 49 川崎市
11:36 一般個人 325 纐纈 仁 こうけつ ひとし 男 49 東京都
11:36 一般個人 326 関 聡彦 せき あきひこ 男 49 東京都
11:36 一般個人 327 宮﨑 敏弘 みやざき としひろ 男 49 横浜市
11:36 一般個人 328 谷口 康夫 たにぐち やすお 男 49 海老名市
11:36 一般個人 329 石原 洋一 いしはら よういち 男 49 厚木市
11:36 一般個人 330 岡村 靖路 おかむら やすじ 男 50 埼玉県
11:36 一般個人 331 石井 博之 いしい ひろゆき 男 50 横浜市
11:36 一般個人 332 森田 正人 もりた まさと 男 50 川崎市
11:36 一般個人 333 渡辺 殖 わたなべ しげる 男 50 茅ヶ崎市
11:36 一般個人 334 広野 信明 ひろの のぶあき 男 50 相模原市
11:36 一般個人 335 米本 啓俊 よねもと ひろとし 男 50 逗子市
11:36 一般個人 336 高木 裕一郎 たかぎ ゆういちろう 男 50 藤沢市
11:36 一般個人 337 橋本 洋一 はしもと よういち 男 50 東京都
11:36 一般個人 338 西尾 順一郎 にしお じゅんいちろう 男 50 横浜市
11:36 一般個人 339 高原 豊 たかはら ゆたか 男 50 千葉県
11:36 一般個人 340 井崎 邦昭 いざき くにあき 男 50 横浜市
11:36 一般個人 341 住谷 英明 すみや ひであき 男 50 群馬県
11:36 一般個人 342 加藤 荘十郎 かとう そうじゅうろう 男 50 横浜市
11:36 一般個人 343 Stein Mario スタイン マリオ 男 50 東京都
11:36 一般個人 344 甘利 健 あまり けん 男 51 横浜市
11:36 一般個人 345 神谷 浩之 かみや ひろゆき 男 51 横浜市
11:36 一般個人 346 田坂 謙二 たさか けんじ 男 51 鎌倉市
11:36 一般個人 347 池田 勝次 いけだ かつし 男 51 川崎市
11:36 一般個人 348 尾崎 努 おざき つとむ 男 51 横浜市
11:36 一般個人 349 渥美 信彦 あつみ のぶひこ 男 51 東京都
11:36 一般個人 350 安保 哲 あんぼ さとる 男 51 横浜市
11:36 一般個人 351 北村 智紀 きたむら ともき 男 51 東京都
11:36 一般個人 352 西川 厚 にしかわ あつし 男 51 座間市
11:36 一般個人 353 高橋 弘毅 たかはし ひろき 男 51 横浜市
11:36 一般個人 354 鷲田 覚 わしだ さとる 男 51 川崎市
11:36 一般個人 355 秋山 治朗 あきやま じろう 男 51 東京都
11:36 一般個人 356 玉越 充員 たまこし みつかず 男 52 逗子市
11:36 一般個人 357 井上 雅可 いのうえ まさよし 男 52 東京都
11:36 一般個人 358 益谷 尚豪 ますたに なおひで 男 52 静岡県
11:36 一般個人 359 野坂 剛史 のさか たけし 男 52 横浜市
11:36 一般個人 360 山崎 堅一 やまざき けんいち 男 52 埼玉県
11:36 一般個人 361 佐瀬 勝洋 させ かつひろ 男 52 東京都
11:36 一般個人 362 荒川 聡 あらかわ さとし 男 52 二宮町
11:36 一般個人 363 佐竹 理史 さたけ まさし 男 52 東京都
11:36 一般個人 364 久家 伸友 くげ のぶゆき 男 52 逗子市
11:36 一般個人 365 安藤 孝則 あんどう たかのり 男 52 横浜市
11:36 一般個人 366 宮崎 幸治 みやざき こうじ 男 52 横浜市
11:36 一般個人 367 中村 健太郎 男 52 横浜市
11:36 一般個人 368 国府 秀俊 こくふ ひでとし 男 53 横浜市
11:36 一般個人 369 斉藤 正夫 さいとう まさお 男 53 東京都
11:36 一般個人 370 グリーンバーグ ラーリ ぐりーんばーぐ らーり 男 53 東京都
11:36 一般個人 371 境野 俊介 さかいの しゅんすけ 男 53 東京都
11:36 一般個人 372 小川 朋康 おがわ ともやす 男 53 秦野市
11:36 一般個人 373 田中 宏明 たなか ひろあき 男 53 横浜市
11:36 一般個人 374 齋藤 浩一 さいとう こういち 男 53 鎌倉市
11:36 一般個人 375 大津 伸一 おおつ しんいち 男 53 横須賀市
11:36 一般個人 376 杉浦 晃 すぎうら あきら 男 53 横浜市
11:36 一般個人 377 中島 修 なかじま おさむ 男 53 横須賀市
11:36 一般個人 378 上田 慎悟 うえだ しんご 男 53 東京都
11:36 一般個人 379 内山 雅裕 うちやま まさひろ 男 54 川崎市
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11:36 一般個人 380 小田 稔 おだ みのる 男 54 千葉県
11:36 一般個人 381 三木 弘之 みき ひろゆき 男 54 横浜市
11:36 一般個人 382 奥濱 正支 おくはま まさし 男 54 東京都
11:36 一般個人 383 金井 周悟 かない しゅうご 男 54 川崎市
11:36 一般個人 384 竹島 幸男 たけしま ゆきお 男 54 横須賀市
11:36 一般個人 385 有賀 好知 ありが よしとも 男 54 栃木県
11:36 一般個人 386 齋藤 弘道 さいとう ひろみち 男 54 相模原市
11:36 一般個人 387 松澤 俊国 まつざわ としくに 男 54 埼玉県
11:36 一般個人 388 池田 明人 いけだ あきと 男 54 東京都
11:36 一般個人 389 野上 成章 のがみ しげあき 男 54 東京都
11:36 一般個人 390 浅野 潔 あさの きよし 男 55 東京都
11:36 一般個人 391 須澤 寛 すざわ ひろし 男 55 厚木市
11:36 一般個人 392 伊藤 文隆 いとう ふみたか 男 55 東京都
11:36 一般個人 393 平石 儀丈 ひらいし よしたけ 男 55 東京都
11:36 一般個人 394 宮北 智昭 みやきた ともあき 男 55 横浜市
11:36 一般個人 395 佐藤 聡一 さとう そういち 男 55 東京都
11:36 一般個人 396 刈込 光晴 かりこみ みつはる 男 55 横浜市
11:36 一般個人 397 築野 哲 つくの さとし 男 56 横浜市
11:36 一般個人 398 竹田 秀男 たけだ ひでお 男 56 東京都
11:36 一般個人 399 大美 周一 おおみ しゅういち 男 56 海老名市
11:36 一般個人 400 鈴木 雅彦 すずき まさひこ 男 56 横浜市
11:39 一般個人 401 白又 浩 しらまた ひろし 男 56 横須賀市
11:39 一般個人 402 阿久津 正人 あくつ まさと 男 56 横須賀市
11:39 一般個人 403 工藤 哉 くどう はじめ 男 56 横浜市
11:39 一般個人 404 榎本 克彦 エノモト カツヒコ 男 56 埼玉県
11:39 一般個人 405 鹿又 春之 かのまた はるゆき 男 57 静岡県
11:39 一般個人 406 亀森 一好 かめもり かずよし 男 57 横浜市
11:39 一般個人 407 山田 和彦 やまだ かずひこ 男 57 横浜市
11:39 一般個人 408 関屋 宏昭 せきや ひろあき 男 57 埼玉県
11:39 一般個人 409 ローゼンタール カルメル ろーぜんたーる かるめる 男 57 東京都
11:39 一般個人 410 加藤 浩一 かとう ひろいち 男 57 千葉県
11:39 一般個人 411 村尾 昌彦 むらお まさひこ 男 58 東京都
11:39 一般個人 412 寺脇 佳秀 てらわき よしひで 男 58 静岡県
11:39 一般個人 413 牧野 修 牧野 修 男 58 横浜市
11:39 一般個人 414 根反 勝政 ねそり かつまさ 男 59 東京都
11:39 一般個人 415 Miller Mark みらー まーく 男 59 東京都
11:39 一般個人 416 品田 治 しなだ おさむ 男 59 横浜市
11:39 一般個人 417 塚越 達也 つかごし たつや 男 59 横浜市
11:39 一般個人 418 伏木 豊 ふしき ゆたか 男 59 東京都
11:39 一般個人 419 秋山 実 男 59 川崎市
11:39 一般個人 420 三條 正人 さんじょう まさと 男 60 東京都
11:39 一般個人 421 山口 正 やまぐち ただし 男 60 東京都
11:39 一般個人 422 村上 博 むらかみ ひろし 男 61 横須賀市
11:39 一般個人 423 山崎 行雄 やまざき ゆきお 男 62 東京都
11:39 一般個人 424 細川 一樹 ほそかわ かずき 男 63 東京都
11:39 一般個人 425 末吉 和彦 すえよし かずひこ 男 63 東京都
11:39 一般個人 426 井関 治 いせき おさむ 男 63 横浜市
11:39 一般個人 427 矢田 秀昭 やた ひであき 男 63 東京都
11:39 一般個人 428 中辻 眞可 なかつじ まさよし 男 63 葉山町
11:39 一般個人 429 太田 清 オオタ キヨシ 男 63 鎌倉市
11:39 一般個人 430 佐々木 誠 男 65 横浜市
11:39 一般個人 431 深瀬 辰男 ふかせ たつお 男 65 東京都
11:39 一般個人 432 大槻 昇 おおつき のぼる 男 68 東京都
11:39 一般個人 433 西中 誠幸 にしなか まさゆき 男 70 横浜市
11:39 一般個人 434 渋谷 武志 しぶや たけし 男 72 横浜市
11:39 一般個人 435 村田 弘行 むらた ひろゆき 男 72 横浜市
11:39 一般個人 436 中戸 博 なかと ひろし 男 74 東京都
11:39 一般個人 437 宮崎 可奈子 みやざき かなこ 女 29 東京都
11:39 一般個人 438 中田 真由香 ナカタ マユカ 女 30 相模原市
11:39 一般個人 439 鈴木 文子 すずき ふみこ 女 37 静岡県
11:39 一般個人 440 LEMAITRE FREDERIQUE LEMAITRE FREDERIQUE 女 41 東京都
11:39 一般個人 441 竹中 久美子 たけなか くみこ 女 41 東京都
11:39 一般個人 442 小村 由香 こむら ゆか 女 44 横浜市
11:39 一般個人 443 半田 智美 はんだ ともみ 女 45 横浜市
11:39 一般個人 444 深澤 かおり ふかさわ かおり 女 47 東京都
11:39 一般個人 445 脇 真由美 わき まゆみ 女 47 横須賀市
11:39 一般個人 446 渡辺 広美 わたなべ ひろみ 女 48 東京都
11:39 一般個人 447 増田 珠理 ますだ じゅり 女 51 東京都
11:39 一般個人 448 萩原 文子 はぎわら ふみこ 女 52 川崎市
11:39 一般個人 449 鈴木 えり香 すずき えりか 女 57 相模原市
11:39 一般個人 450 渡辺 順子 わたなべ じゅんこ 女 68 横浜市
9:15 スプリント個人 701 加藤 一 かとう はじめ 男 20 東京都
9:15 スプリント個人 702 小野 瑛之 おの あきゆき 男 21 横浜市
9:15 スプリント個人 703 齊藤 彰悟 さいとう しょうご 男 25 東京都
9:15 スプリント個人 704 植野 鐘太 うえの しょうた 男 26 横浜市
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9:15 スプリント個人 705 宮脇 純一 みやわき じゅんいち 男 28 川崎市
9:15 スプリント個人 706 湯ノ谷 憲一郎 ゆのたに けんいちろう 男 29 埼玉県
9:15 スプリント個人 707 中本 顕正 なかもと あきまさ 男 30 東京都
9:15 スプリント個人 708 嶋田 耕士 しまだ こうじ 男 32 東京都
9:15 スプリント個人 709 竹内 豊 たけうち ゆたか 男 33 東京都
9:15 スプリント個人 710 高岡 渉 たかおか わたる 男 36 横浜市
9:15 スプリント個人 711 鈴木 大 すずき まさる 男 36 静岡県
9:15 スプリント個人 712 田辺 芳樹 たなべ よしき 男 37 東京都
9:15 スプリント個人 713 森 賢司 もり けんじ 男 38 静岡県
9:15 スプリント個人 714 堀田 大道 ほった だいどう 男 40 東京都
9:15 スプリント個人 715 大野木 裕 男 40 静岡県
9:15 スプリント個人 716 小泉 雅則 こいずみ まさのり 男 43 東京都
9:15 スプリント個人 717 菅 洋 かん ひろし 男 43 南足柄市
9:15 スプリント個人 718 高野 英祐 たかの えいすけ 男 43 埼玉県
9:15 スプリント個人 719 長谷川 順久 はせがわ よりひさ 男 43 横浜市
9:15 スプリント個人 720 池田 慶太 いけだ けいた 男 44 横浜市
9:15 スプリント個人 721 村田 光宏 むらた みつひろ 男 45 埼玉県
9:15 スプリント個人 722 佐藤 清 さとう きよし 男 46 東京都
9:15 スプリント個人 723 井上 孝夫 いのうえ たかお 男 47 千葉県
9:15 スプリント個人 724 瀧 康太郎 タキ コウタロウ 男 48 茅ヶ崎市
9:15 スプリント個人 725 村山 義人 むらやま よしひと 男 49 逗子市
9:15 スプリント個人 726 髙橋 秀行 たかはし ひでゆき 男 49 横浜市
9:15 スプリント個人 727 鈴木 光一 すずき こういち 男 49 寒川町
9:15 スプリント個人 728 丸岡 智則 まるおか とものり 男 49 横浜市
9:15 スプリント個人 729 黒田 健一 くろだ けんいち 男 49 富山県
9:15 スプリント個人 730 渡辺 俊介 わたなべ しゅんすけ 男 50 東京都
9:15 スプリント個人 731 Prickett Ian プリケット イエン 男 50 横須賀市
9:15 スプリント個人 732 岩見 譲 イワミ ユズル 男 50 相模原市
9:15 スプリント個人 733 小林 清史 こばやし きよし 男 51 山梨県
9:15 スプリント個人 734 新堀 隆章 しんぼり たかのり 男 51 川崎市
9:15 スプリント個人 735 深澤 伸朗 ふかさわ のぶあき 男 52 東京都
9:15 スプリント個人 736 岩田 信宏 いわた のぶひろ 男 52 横浜市
9:15 スプリント個人 737 久岡 雄一 ひさおか ゆういち 男 53 横浜市
9:15 スプリント個人 738 細田 栄 ほそだ さかえ 男 53 鎌倉市
9:15 スプリント個人 739 吉岡 学 よしおか まなぶ 男 53 東京都
9:15 スプリント個人 740 小清水 潔 コシミズ キヨシ 男 54 真鶴町
9:15 スプリント個人 741 橘 雅範 たちばな まさのり 男 54 川崎市
9:15 スプリント個人 742 桑島 和典 くわじま かずのり 男 55 相模原市
9:15 スプリント個人 743 草山 高幸 くさやま たかゆき 男 56 秦野市
9:15 スプリント個人 744 関根 和弘 せきね かずひろ 男 57 川崎市
9:15 スプリント個人 745 荻野 正 おぎの ただし 男 58 鎌倉市
9:15 スプリント個人 746 枻川 悟志 かじかわ さとし 男 63 埼玉県
9:15 スプリント個人 747 青木 久夫 あおき ひさお 男 63 横浜市
9:15 スプリント個人 748 川村 隆一 かわむら りゅういち 男 66 横浜市
9:15 スプリント個人 749 奥原 唯視 おくはら ただし 男 66 横浜市
9:15 スプリント個人 750 冨田 甲 とみた きのえ 男 73 相模原市
9:15 スプリント個人 751 津田 昌利 つだ まさとし 男 80 茅ヶ崎市
9:15 スプリント個人 752 中村 博子 なかむら ひろこ 女 35 横浜市
9:15 スプリント個人 753 波多野 幸子 はたの ゆきこ 女 40 横須賀市
9:15 スプリント個人 754 水澤 典子 みずさわ のりこ 女 43 東京都
9:15 スプリント個人 755 豊浜 睦月 とよはま むつき 女 45 相模原市
9:15 スプリント個人 756 小林 理恵子 こばやし りえこ 女 45 東京都
9:15 スプリント個人 757 長谷川 有理子 はせがわ ゆりこ 女 45 横浜市
9:15 スプリント個人 758 中條 史穂 なかじょう しほ 女 46 茨城県
9:15 スプリント個人 759 和田 恵 わだ めぐみ 女 47 東京都
9:15 スプリント個人 760 小山 葉子 おやま ようこ 女 49 埼玉県
9:15 スプリント個人 761 山口 愛弓 やまぐち あゆみ 女 53 平塚市
9:15 スプリント個人 762 山﨑 明子 やまざき あきこ 女 76 横浜市
9:15 中学生 801 風間 大和 かざま やまと 男 12 中学1年 東京都
9:15 中学生 802 中條 樹 なかじょう いつき 男 12 中学1年 茨城県
9:15 中学生 803 上條 琉聖 かみじょう りゅうせい 男 14 中学2年 埼玉県
9:15 中学生 804 山澤 蒼太 やまさわ そうた 男 13 中学2年 栃木県
9:15 中学生 805 小関 暖土 こせき はると 男 13 中学2年 栃木県
9:15 中学生 806 大橋 琉生 おおはし るい 男 15 中学3年 栃木県
9:15 中学生 807 青柳 龍斗 あおやぎ りゅうと 男 14 中学3年 東京都
9:15 高校生 808 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 男 17 高校3年 千葉県
9:15 中学生 809 原田 莉圭 はらだ りか 女 12 中学1年 横浜市
9:15 中学生 810 島崎 茉央 しまざき まお 女 13 中学2年 東京都
9:15 中学生 811 増渕 日菜 ますぶち ひな 女 14 中学3年 栃木県
9:15 高校生 812 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 15 高校1年 千葉県
9:15 高校生 813 杉山 藍 すぎやま あい 女 16 高校1年 川崎市
9:15 高校生 814 遠藤 千晶 えんどう ちあき 女 16 高校2年 横浜市
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ｽﾀｰﾄ
時刻

種目 No お住まい チーム名

11:39 一般リレー2名 601 東京都 小利 利谷 知繁 りたに ともしげ 男 52 利谷 知繁 りたに ともしげ 男 52 小池 洋介 こいけ ようすけ 男 38

11:39 一般リレー2名 602 東京都 23:50エントリー組 栗田 真樹 くりた まさき 男 23 栗田 真樹 くりた まさき 男 23 前田 桂典 まえだ けいすけ 男 28

11:39 一般リレー3名 603 東京都 チーム・コージ 五十嵐 佳男 いがらし よしお 男 54 佐藤 寿夫 さとう としお 男 49 星野 秀樹 ほしの ひでき 男 52

11:39 一般リレー3名 604 大和市 チーム猫月! 佐藤 義則 さとう よしのり 男 46 齋藤 正 さいとう ただし 男 58 木ノ下 智弘 きのした ともひろ 男 44

11:39 一般リレー3名 605 東京都 チームバテレ 君塚 尚士 きみづか ひさし 男 52 奥野 雅彦 おくの まさひこ 男 55 吉竹 修 よしたけ おさむ 男 58

11:39 一般リレー3名 606 横須賀市 チームそねだねー 仲宗根 一郎 なかそね いちろう 男 50 仲宗根 僚大 なかそね りょうだい 男 18 仲宗根 航大 なかそね こうだい 男 20

11:39 一般リレー3名 607 大和市 ふなっこクラブ 岡田 栄徳 おかだ まさのり 男 42 船澤 幸樹 ふなざわ こうき 男 52 岸名 航平 きしな こうへい 男 24

11:39 一般リレー3名 608 横浜市 ARUMON 足立 和基 あだち かずき 男 28 高杉 佑馬 たかすぎ ゆうま 男 37 松原 悠奈 まつばら ゆな 女 29

11:39 一般リレー3名 609 東京都 Twam MONODUKI 北村 茂樹 きたむら しげき 男 49 遠藤 悠希 えんどう ゆうき 男 37 小野 登美夫 おの とみお 男 45

11:39 一般リレー3名 610 横須賀市 TEAM UNO 上地 さり かみち さり 女 46 石黒 哲夫 いしぐろ てつお 男 59 田中 大樹 たなか ひろき 男 46

11:39 一般リレー3名 611 横浜市 JOM 新旧2研 川原 雅典 かわはら まさのり 男 34 奈須 敬之 なす たかゆき 男 25 藤原 英記 ふじわら ひでのり 男 37

11:39 一般リレー3名 612 千葉県 チーム水神会 佐野 貴文 さの たかふみ 男 25 水上 貴仁 みずかみ たかひと 男 42 阪下 雄輝 さかした かずき 男 29

11:39 一般リレー3名 613 横須賀市 TRIPCYCLE 横須賀 髙橋 俊也 たかはし としや 男 55 佐々木 覚 ささき さとる 男 41 井上 智宏 いのうえ ともひろ 男 41

11:39 一般リレー3名 614 大和市 あだちっこクラブ 峰岸 康司 みねぎし こうじ 男 37 足達 祐哉 あだち ゆうや 男 43 山口 龍 やまぐち りゅう 男 24

11:39 一般リレー3名 615 横浜市 はさまれた石田 三野 利佳 みの りか 女 42 石田 健 いしだ けん 男 30 三野 誠士 みの さとし 男 44

11:39 一般リレー3名 616 川崎市 GROVE港北ネイバーズ 山下 秀幸 やました ひでゆき 男 51 鎌田 淳一 かまた じゅんいち 男 55 岡部 貴広 おかべ たかひろ 男 42

11:39 一般リレー3名 617 東京都 TEAM いせ辰 バリ 遠藤 綾子 えんどう あやこ 女 39 高橋 元人 たかはし げんと 男 38 引地 亮 ひきち りょう 男 38

11:39 一般リレー3名 618 横浜市 TEAM いせ辰 やわ 藤澤 隆之 フジサワ タカユキ 男 36 藤田 有佑 フジタ ユウスケ 男 40 鹿股 秀禎 カノマタ ヒデヨシ 男 39

11:39 一般リレー3名 619 茨城県 サイパンパン 豊田 修司 とよだ しゅうじ 男 51 瀬谷 昌巳 せや まさみ 男 47 川松 祐市 かわまつ ゆういち 男 44

11:39 一般リレー3名 620 川崎市 チームセントラル 綿引 千佳 わたひき ちか 女 28 原  幹人 はら みきと 男 20 坂田  裕樹 さかた ひろき 男 20

11:39 スプリントリレー2名 651 横浜市 佐藤兄弟 川上 康則 かわかみ やすのり 男 52 川上 康則 かわかみ やすのり 男 52 川上 恵子 かわかみ けいこ 女 46

9:15 スプリントリレー3名 652 東京都 BST Maeda Jack ﾏｴﾀﾞｼﾞｬｸｽ 男 15 Van Cauteren Arno ヴァンカウテレン アルノウ 男 13 Freeman Sean フリーマン ショーン 男 14

9:15 スプリントリレー3名 653 東京都 おがちゃんず 小笠原 治 おがさわら おさむ 男 48 小笠原 恵美子 おがさわら えみこ 女 48 小笠原 一夏 おがさわら いちか 女 16

9:15 スプリントリレー3名 654 東京都 日新商事 林組 古川 真弘 男 40 玉置 佑太 男 28 林 雅巳 男 66

9:15 スプリントリレー3名 655 東京都 日新商事 佐野組 森 なつき もり なつき 女 30 山下 太郎 男 40 佐野 浩一 男 58

9:15 スプリントリレー3名 656 東京都 日新商事 波多野組 河野 麗 女 31 金田 雅和 男 39 波多野 敏也 男 57

9:15 スプリントリレー3名 657 東京都 日新商事 中島組 山田 真幹 男 28 斎藤 真 男 48 中島 登 男 48

スイム バイク ラン




