
 　　  第１１回大会　　　　　昭和４７年１月１５日（祭）　１０時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:40:59 <1> ###### <1> ###### <1> ###### <1> 11:24:00 <1> 11:40:59
一寸木基博 (1) 23:53 (1) 19:20 (1) 20:38 (1) 20:09 (1) 16:59

2 1:46:09 <4> ###### <4> ###### <2> ###### <2> ###### <2> ######
内海　真佐雄 (4) 25:35 (5) 20:09 (2) 20:52 (5) 21:57 (2) 17:36

3 1:48:08 <8> 10:26:31 <7> ###### <5> 11:09:02 <3> 11:30:25 <3> 11:48:08
倉持　道夫 (8) 26:31 (3) 20:02 (5) 22:29 (3) 21:23 (3) 17:43

4 1:48:58 <6> 10:26:23 <5> 10:46:24 <7> 11:09:49 <5> 11:30:45 <4> 11:48:58
石幡　保雄 (6) 26:23 (2) 20:01 (8) 23:25 (2) 20:56 (4) 18:13

5 1:49:36 <2> ###### <3> ###### <4> ###### <4> ###### <5> ######
鈴木　正隆 (2) 23:55 (8) 21:33 (4) 22:14 (7) 22:44 (7) 19:10

6 1:50:48 <3> ###### <2> ###### <3> ###### <6> ###### <6> ######
辻松　利好 (3) 24:41 (4) 20:03 (7) 22:53 (8) 23:23 (9) 19:48

7 1:51:40 <5> ###### <4> ###### <6> ###### <7> ###### <7> ######
太田　信夫 (5) 26:20 (5) 20:09 (6) 22:52 (6) 22:40 (8) 19:38

8 1:54:12 <10> ###### <10> ###### <9> ###### <8> ###### <8> ######
古谷　正義 (10) 27:40 (11) 23:28 (3) 22:08 (4) 21:47 (6) 19:09

9 1:54:37 <7> ###### <8> ###### <8> ###### <9> 11:36:11 <9> 11:54:37
野垣　和博 (7) 26:24 (7) 20:58 (9) 23:32 (11) 25:17 (5) 18:26

10 1:58:32 <9> 10:26:38 <9> 10:48:30 <10> 10:14:31 <10> 11:38:26 <10> 11:58:32
畠山　　弘 (9) 26:38 (9) 21:52 (12) 26:01 (10) 23:55 (10) 20:06

11 2:02:08 <11> ###### <11> ###### <11> ###### <11> ###### <11> ######
平野　国男 (11) 28:27 (12) 23:37 (10) 24:30 (9) 23:34 (12) 22:00

12 2:02:51 <12> ###### <12> ###### <12> ###### <12> ###### <12> ######
山城　　勝 (12) 29:02 (10) 23:17 (11) 24:37 (12) 25:34 (11) 20:21

棄権
今井　　勝

石黒　孝行

井之上正人

関　　武重 茂木　正徳 松尾智嗣郎 生川　澄夫

岡元　良一 黒木　勝彦 田中　啓志 山下　信也

不二家

日産車体A

共栄工業A

住友重機械

高砂香料

日本クラウンコルク

新藤　　忠 鎌倉　　茂 横井川良治 北村　泰一

柳舘　憲二 佐賀　健次

大川　長身 加藤　健二 真壁　壮一

第５区　５．２Km
市役所⇒神田小神田小⇒豊田本郷豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒旭小
第１区　７．２Km 第２区　５．９Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

平塚消防署

毎日新聞山城

横浜ゴム

大野ベロー

共栄工業B

日産車体B

三菱樹脂

小林　博夫

中善寺喜三蔵

山口　友二 佐藤　春雄松永　和人

塚原　勝彦

熊沢　　孝 諏訪部　信 足立　善雄 沓掛　修一 河内竜二郎

青柳　吉明 松本　隆美 渡辺　勇造

遠藤　七郎

荒田　弘昭 長谷川春雄

鈴木　年之 高橋　修身 尾崎　芳伴 小宮　光次

浦上　正治 山口　　栄

横山　茂治

片倉　　豊 吉川　勝良 磯崎　清一 渡辺　光男 関山　政義

徳井　一三 大川　長身

染谷　佐吉 矢野　政勝

友永　忠則

杉江　友義 山口　健次 辻　輝久 上村　辰則 池田　重範

犬飼　　隆 大無田正庸



 　　  第１２回大会　　　　　昭和４８年１月１４日（日）　１０時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:40:37 <1> 10:27:23 <1> 10:43:03 <1> ###### <1> 11:23:00 <1> 11:40:37
大会新 (1) 27:23 (1) 15:40 (3) 19:48 (1) 20:09 (3) 17:37

2 1:44:05 <4> 10:27:59 <2> 10:44:26 <4> ###### <2> ###### <2> ######
(4) 27:59 (3) 16:27 (4) 20:39 (3) 21:24 (2) 17:36

3 1:44:49 <6> 10:29:01 <4> 10:45:19 <3> 11:04:55 <3> 11:27:21 <3> 11:44:49
(6) 29:01 (2) 16:18 (1) 19:36 (4) 22:26 (1) 17:28

4 1:47:33 <2> 10:27:38 <3> 10:44:43 <2> 11:04:21 <4> 11:27:57 <4> 11:47:33
(2) 27:38 (5) 17:05 (2) 19:38 (9) 23:36 (9) 19:36

5 1:48:25 <3> 10:27:48 <5> 10:45:22 <5> ###### <5> ###### <5> ######
(3) 27:48 (6) 17:34 (5) 21:07 (6) 22:29 (7) 19:27

6 1:50:43 <10> 10:32:01 <9> 10:49:35 <8> ###### <7> ###### <6> ######
(10) 32:01 (6) 17:34 (6) 21:17 (2) 21:11 (5) 18:40

7 1:51:33 <8> 10:30:53 <8> 10:48:30 <9> ###### <9> ###### <7> ######
(8) 30:53 (8) 17:37 (9) 22:41 (7) 22:36 (4) 17:46

8 1:52:09 <5> 10:28:38 <7> 10:47:14 <7> ###### <6> ###### <8> ######
(5) 28:38 (8) 18:36 (8) 22:15 (5) 22:28 (10) 20:12

9 1:52:42 <7> 10:30:10 <6> 10:47:00 <6> ###### <8> 11:33:09 <9> 11:52:42
(7) 30:10 (4) 16:50 (7) 21:22 (11) 24:47 (8) 19:33

10 1:55:49 <9> 10:31:44 <10> 10:50:40 <10> 11:13:30 <10> 11:36:57 <10> 11:55:49
(9) 31:44 (10) 18:56 (10) 22:50 (8) 23:27 (6) 18:52

11 2:07:39 <11> 10:33:36 <11> 10:53:37 <11> ###### <11> ###### <11> ######
(11) 33:36 (11) 20:01 (11) 30:13 (10) 23:45 (11) 20:04

石幡　保雄

天野　忠治

芝岡　　忠

安池　菊夫 諏訪部　信 沓掛　修一

石塚　博幸

池田　重範

清田　英二

中善寺喜三蔵

関山　政義大貫　芳夫 片倉　　豊 渡辺　光男

柳舘　憲二 松永　和人 杉江　友義 辻　　輝久

斉藤　友郎 茂木　正徳 生川　澄夫

新里　裕弘 荒田　弘昭 真壁　壮一 長谷川春雄

松尾智嗣郎

一寸木基博

藤久保清昭

徳井　一三 大川　長身加藤　健二

鎌倉　　茂

渡辺　　隆 五十嵐武文

N C R

クラウンコルクA

高砂香料

露木　光治

関　　武重

磯崎　清一

熊沢　　孝

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署神田消防署⇒豊田本郷豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒旭小
第１区　７．９Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

横井川良治 北村　泰一

塚原　勝彦 横山　信之

上村　辰則 佐賀　健次 山口　友二別府　　公

不二家

共栄工業A

日産車体A

共栄工業B

クラウンコルクB

大野ベロー

日産車体B

三菱樹脂

美濃島久雄

鈴木　年之 高橋　修身 遠藤　七郎 尾崎　芳伴

山田　昭雄 鈴木　良弘 西川　義正 二宮　譲治



 　　  第１３回大会　　　　　昭和４９年１月１３日（日）　１０時スタート晴
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:38:04 <1> 10:27:02 <1> 10:42:22 <1> ###### <1> 11:22:14 <1> 11:38:04
大会新 小林　博夫 (1) 新27:02 (1) 新15:20 (1) 19:22 (1) 20:30 (1) 新15:50

2 1:44:50 <2> 10:28:55 <2> 10:45:42 <2> 11:05:43 <2> 11:27:16 <2> 11:44:50
倉持　道夫 (3) 28:55 (3) 16:47 (3) 20:01 (2) 21:33 (2) 17:34

3 1:45:59 <3> 10:28:46 <3> 10:45:28 <3> 11:05:15 <3> 11:28:24 <3> 11:45:59
太田　信夫 (2) 28:46 (2) 16:42 (2) 19:47 (3) 23:09 (3) 17:35

4 1:53:06 <4> 10:30:27 <4> 10:48:11 <4> 11:09:46 <4> 11:34:39 <4> 11:53:06
西海　武男 (4) 30:27 (4) 17:44 (4) 21:35 (5) 24:53 (5) 18:27

5 1:58:31 <6> 10:34:22 <5> 10:53:14 <5> ###### <5> ###### <5> 11:58:31
平野　国男 (6) 34:22 (5) 18:52 (5) 21:41 (4) 23:56 (6) 19:40

6 2:02:09 <5> 10:34:21 <6> 10:55:54 <6> ###### <6> ###### <6> 12:02:09
田中　　博 (5) 34:21 (6) 21:33 (6) 22:57 (6) 25:01 (4) 18:17

棄権
畠山　　弘

棄権
石塚　　基

安池　菊夫 清田　英二 沓掛　修一

重盛　隆男 長谷川春雄 横山　信之 徳井　一三

不二家

共栄工業A

日産車体A

日産車体B

平塚市役所

横井川良治 北村　泰一

塚原　勝彦 大川　長身

上村　辰則 佐賀　健次 山口　友二

新藤　　忠 鎌倉　　茂

勝又　敬夫

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒旭小
第１区　７．９Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

高砂香料

共栄工業B

宮川　幸博

石黒　一夫

ウロコ製作所

新里　裕弘加藤　健二

別府　　公

植西　慶二 佐々木和雄 西村　正弘

石塚　博幸

井沢　義則

山崎　　茂

松永　和人

小野寺　敏



 　　  第１４回大会　　　　　昭和５０年１月１２日（日）　１０時スタート晴
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:40:38 <1> 10:27:18 <1> 10:43:32 <1> ###### <1> 11:24:21 <1> 11:40:38
小林　博夫 (1) 27:18 (1) 16:14 (1) 19:31 (1) 21:18 (1) 16:17

2 1:46:46 <2> 10:28:00 <2> 10:45:43 <2> 11:06:41 <2> 11:28:39 <2> 11:46:46
太田　信夫 (2) 28:00 (3) 17:43 (2) 20:58 (2) 21:58 (3) 18:07

3 1:48:00 <3> 10:28:13 <3> 10:46:08 <3> 11:07:54 <3> 11:30:09 <3> 11:48:00
深田　修三 (3) 28:13 (4) 17:55 (3) 21:46 (3) 22:15 (2) 17:51

4 1:52:21 <4> 10:30:15 <4> 10:47:15 <4> 11:10:17 <4> 11:33:54 <4> 11:52:21
石塚　　基 (4) 30:15 (2) 17:00 (4) 23:02 (5) 23:37 (4) 18:27

5 1:58:00 <8> 10:32:56 <8> 10:52:08 <8> ###### <6> ###### <5> 11:58:00
平野　国男 (8) 32:56 (8) 19:12 (5) 23:18 (4) 23:31 (6) 19:03

6 1:58:51 <5> 10:30:44 <5> 10:49:17 <6> ###### <7> ###### <6> 11:58:51
今井　　勝 (5) 30:44 (7) 18:33 (7) 24:36 (7) 25:12 (7) 19:46

7 1:59:31 <6> 10:31:26 <6> 10:49:27 <5> 11:13:49 <5> 11:38:51 <7> 11:59:31
井上　英彦 (6) 31:26 (5) 18:01 (6) 24:22 (6) 25:02 (8) 20:40

8 2:05:07 <7> 10:31:27 <7> 10:49:58 <7> 11:14:54 <8> 11:43:51 <8> 12:05:07
石井　　尊 (7) 31:27 (6) 18:31 (8) 24:56 (9) 28:57 (9) 21:16

9 2:09:37 <9> 10:36:38 <9> 10:56:32 <9> 11:22:47 <9> 11:50:58 <9> 12:09:37
河島　秀吉 (9) 36:38 (9) 19:54 (9) 26:15 (8) 28:11 (5) 18:39

久保田時康

森岡　重義

勝又　敬夫

石塚　博幸

木村　信良 水野　佳明 柴野　隆一 平吹　正治

長橋　　清 山口　嘉一 太田　　実 川島　栄作

杉山　和夫 伊沢　利行 久下　正広

別府　　公佐賀　健次

広田　雅彦 大平　喜和 長谷川　栄

塚原　勝彦

清田　英二

阿部　　勉

西海　健一

柳川　幸生

高砂香料

平塚市役所B

志村　和久

柏木　丈昭

石黒　一夫

平塚消防署

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒旭小
第１区　７．９Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

横井川良治 北村　泰一

上村　辰則 黒岩　康雄

加藤　健二 長谷川春雄 新里　裕弘

新藤　　忠鎌倉　　茂

山口　友二

不二家

日産車体

共栄工業

ウロコ製作所

市役所A

中央農協

勝俣　英夫 安池　菊夫 沓掛　修一

江原　一雄 笹尾　正雄 渡辺　清一 山口　菊男



 　　  第１５回大会　　　　　昭和５１年１月１５日（祭）　１０時スタート晴
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:38:10
(1) 27:05 (1) 16:13 (1) 19:18 (1) 19:54 (1) 16:10

2 1:47:11
(3) 28:37 (2) 16:58 (2) 20:32 (5) 22:48 (3) 18:16

3 1:49:46
(9) 30:37 (5) 17:51 (4) 21:20 (4) 21:50 (2) 18:08

4 1:49:55
(4) 28:49 (6) 17:59 (3) 21:17 (6) 22:51 (6) 18:59

5 1:50:29
(8) 30:32 (7) 18:01 (5) 21:50 (2) 21:10 (5) 18:56

6 1:50:48
(2) 27:26 (4) 17:38 (12) 24:16 (3) 21:16 (10) 20:12

7 1:53:46
(5) 29:08 (8) 18:11 (10) 23:30 (8) 23:55 (7) 19:02

8 1:54:05
(7) 29:39 (3) 17:21 (6) 22:14 (7) 23:14 (13) 21:37

9 1:56:32
(10) 30:45 (10) 18:35 (7) 22:35 (10) 25:23 (8) 19:14

10 2:00:30
(11) 31:57 (9) 18:27 (8) 22:57 (13) 26:29 (11) 20:40:

11 2:02:04
(13) 34:01 (12) 19:13 (11) 23:43 (9) 23:58 (12) 21:09

12 2:02:12
(14) 34:54 (14) 19:38 (9) 23:26 (12) 25:51 (4) 18:23

13 2:05:46
(12) 31:57 (11) 18:42 (13) 25:42 (14) 27:40 (14) 21:45

14 2:06:27
(15) 35:14 (13) 19:36 (14) 2629 (11) 25:24 (9) 19:44

棄権 古河電工
(6) 29:23

棄権 毎日新聞A

不二家

日産車体

共栄工業

三　共

平塚消防署

毎日新聞B

高砂香料A

平塚市役所

高砂香料B

ウロコ製作所

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒旭小
第１区　７．９Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

<11>小林　桂次 <11>伊藤　義昭<14>河野　義弘

<14>勝俣　英夫 <14>菅野　四雄

日本クラウンコルク

中央農協

大野ベロー

高周波熱錬

<11>柏木　孝夫<12>熊沢　　孝 <13>加藤　清臣

杉山　邦男

<15>浪岡　秀勝 <14>深沢　　茂

<12>益田　志郎

<2>遠藤　七郎

<5>柏木　丈昭

<7>江原　一雄

<10>志村　和久

<5>笹尾　正雄

<9>長谷川　栄

<2>高橋　修身

<6>石井　　尊

<5>芝岡　　忠

<14>植西　慶二 <13>谷藤　勝行 <12>岩館　輝雄 <12>菊地　敏郎 <7>阿部　　勉

<13>猪野　成良 <12>松永　尚之 <11>梶原　恒夫 <9>佐藤　光幸

<2>塚原　勝彦

<1>鎌倉　　茂 <1>石塚　博幸 <1>横井川良治 <1>北村　泰一

<13>河上　光治

<11>下村　輝翁 <10>桜井　　充 <10>本林　孝久 <13>興石　恵良

<9>黒岩　康雄 <7>上村　辰則 <6>小坂　登志雄 <6>山口　友二 <3>佐賀　健次

<1>新藤　　忠

<3>新里　裕弘 <3>山崎　　茂 <2>加藤　健二 <2>長谷川春雄

<8>茂木　正徳 <8>石井　章雄 <7>石幡　保雄 <5>生川　澄夫 <5>藤野　雅春

<4>清田　英二 <4>小野寺　敏 <3>安池　菊夫 <4>沓掛　修一

<8>石黒　義弘

<4>渡辺　清一

<9>高山　　繁

<3>鈴木　年之

<10>田代　啓二

<4>石黒　一夫

<10>久保田時康

<6>森住　芳伴

<8>伊沢　利行 <8>柏木　　茂

<7>森岡　重義 <9>栗原　幸夫



 　　  第１６回大会　　　　　昭和５２年１月１６日（日）　１０時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:40:45
(1) 27:28 (1) 16:41 (1) 20:05 (1) 新19:44 (1) 16:47

2 1:47:15
(4) 28:51 (3) 17:13 (2) 21:17 (4) 22:01 (2) 17:53

3 1:47:50
(3) 28:07 (2) 16:50 (3) 21:19 (7) 23:25 (3) 18:09

4 1:47:51
(7) 29:26 (4) 17:17 (7) 21:42 (2) 20:47 (5) 18:39

5 1:50:14
(5) 29:05 (5) 17:21 (10) 22:39 (6) 22:59 (4) 18:10

6 1:51:57
(12) 31:32 (6) 17:57 (5) 21:25 (3) 20:53 (10) 20:10

7 1:53:05
(9) 29:55 (7) 18:20 (4) 21:22 (9) 23:45 (7) 19:43

8 1:54:14
(2) 28:06 (13) 19:52 (8) 21:58 (10) 24:33 (8) 19:45

9 1:55:23
(6) 29:06 (12) 19:15 (9) 22:27 (8) 23:27 (13) 21:08

10 1:55:53]
(8) 29:44 (9) 18:47 (12) 23:38 (11) 24:53 (6) 18:51

11 2:00:38
(13) 31:54 (8) 18:45 (14) 25:49 (5) 22:46 (14) 21:24

12 2:01:25
(10) 30:48 (14) 21:55 (6) 21:30 (14) 26:55 (11) 20:17

13 2:01:41
(11) 31:17 (10) 18:59 (13) 25:26 (13) 25:36 (12) 20:23

14 2:02:02
(14) 34:13 (11) 19:06 (11) 2629 (12) 25:10 (9) 20:07

棄権 クラウンコルクB

<3>藤谷　信幸

<7>生川富士夫

<4>清田　英二

<2>山崎　　茂<2>加藤　健二

<5>荒木　　勉

<7>藤木　　豊

<4>今井　光治

<12>土方　　勇

<6>曽木　義幸

<7>川島　栄作

<10>松本　次幸

<5>瀬尾　　進 <6>波戸　逸雄

<4>長谷川春雄 <3>塚原　勝彦

<11>石黒　義弘

<7>渡辺　清一

<8>遠藤　義徳

<5>鈴木　年之

<9>村上　昇一

<9>高橋　修身

<10>勝又　敬夫

<10>柏木　　茂

<10>芝岡　　忠

<1>新藤　　忠

<2>石黒　一夫

<5>茂木　正徳

<4>清水　修二

<4>石幡　保雄 <2>生川　澄夫

<5>斉藤　知二

<3>小野寺　敏 <3>沓掛　修一

<11>石田信夫 <14>宮城　一男

<1>石塚　博幸<1>横井川良治 <1>北村　泰一

<9>本林　孝夫

<8>伊沢　利行

<6>笹尾　正雄

<8>荒井美喜男

<7>太田　　実

<2>竹内　雪雄

<9>杉山　和夫

<6>坂野　孝美

<14>古根村正美

<13>山岡　芳一 <12>桜井　　充 <13>工藤　恒男 <8>下村　輝翁

<10>小泉　　光 <13>銘苅　正弘

<11>熊沢　　孝 <12>山本　義郎

<14>青木　正義 <14>猪俣　純三 <12>藤岡　　登 <11>南　　一美<14>今井　精一

<13>菅野　四雄 <13>大柳　孝好<11>柏木　孝夫

中沢橋⇒旭小
第１区　７．９Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

中央農協

<12>柴田　　章

<8>柏木　丈昭

<9>江原　一雄

<6>杉山　邦男

高砂香料B

喜望建設

横浜ゴム

平塚市役所

大野ベロー

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋

不二家

高砂香料A

日産車体A <3>新里　裕弘

<1>鎌倉　　茂

高砂香料C

古河電工

高周波熱錬

クラウンコルクA

日産車体B



 　　  第１７回大会　　　　　昭和５３年１月１５日（祭）　１０時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:42:27 <1> 10:27:33 <1> 10:44:35 <1> 11:05:11 <1> 11:26:41 <1> 11:42:27
小林　博夫 (1) 27:33 (1) 17:02 (2) 20:36 (1) 21:30 (1) 新15:46

2 1:46:17 <4> 10:29:12 <2> 10:46:27 <2> 11:06:50 <2> 11:28:31 <2> 11:46:17
清田　英二 (4) 29:12 (2) 17:15 (1) 20:23 (2) 21:41 (2) 17:46

3 1:51:38 <6> 10:30:19 <4> 10:48:00 <3> 11:08:43 <4> 11:32:40 <3> 11:51:38
太田信夫 (6) 30:19 (3) 17:41 (3) 20:43 (7) 23:57 (4) 18:58

4 1:52:56 <3> 10:29:01 <3> 10:47:01 <4> 11:10:00 <3> 11:32:21 <4> 11:52:56
栗原　邦夫 (3) 29:01 (4) 18:00 (8) 22:59 (4) 22:21 (12) 20:35

5 1:53:41 <5> 10:30:08 <6> 10:49:14 <6> 11:11:49 <5> 11:34:39 <5> 11:53:41
高梨　光一 (5) 30:08 (6) 19:06 (6) 22:35 (5) 22:50 (5) 19:02

6 1:56:59 <14> 10:34:34 <12> 10:52:47 <9> 11:15:21 <6> 11:37:40 <6> 11:56:59
柚原　恒夫 (14) 34:34 (5) 18:13 (5) 22:34 (3) 22:19 (8) 19:19

7 1:58:08 <8> 10:31:02 <7> 10:50:23 <7> 11:13:16 <7> 11:38:12 <7> 11:58:08
勝又　敬夫 (8) 31:02 (7) 19:21 (7) 22:53 (8) 24:56 (10) 17:56

8 1:58:19 <7> 10:31:00 <8> 10:52:12 <8> 11:15:14 <8> 11:38:55 <8> 11:58:19
清田　恭二 (7) 31:00 (14) 21:12 (9) 23:02 (6) 23:41 (9) 19:24

9 2:00:41 <9> 10:31:28 <10> 10:52:24 <13> 11:16:58 <11> 11:41:54 <9> 12:00:41
横山　重晴 (9) 31:28 (13) 20:56 (13) 24:34 (8) 24:56 (3) 18:47

10 2:00:51 <13> 10:33:15 <11> 10:52:42 <10> ###### <10> ###### <10> 12:00:51
市川　　学 (13) 33:15 (8) 19:27 <10> 23:14 (12) 25:51 (6) 19:04

11 2:00:59 <2> 10:27:56 <5> 10:48:02 <5> 11:10:29 <9> 11:39:07 <11> 12:00:59
出田　一忠 (2) 27:56 (10) 20:06 (4) 22:27 (14) 28:38 (14) 21:52

12 2:01:15 <12> 10:32:54 <14> 10:53:12 <11> 11:16:27 <12> 11:41:57 <12> 12:01:15
馬鳥　則之 (12) 32:54 (12) 20:18 (11) 23:15 (10) 25:30 (7) 19:18

13 2:02:27 <11> 10:32:37 <13> 10:52:48 <12> 11:16:55 <13> 11:42:30 <13> 12:02:27
青木　　進 (11) 32:37 (11) 20:11 (12) 24:07 (11) 25:35 (11) 19:57

14 2:07:52 <10> 10:32:15 <9> 10:52:18 <14> 11:20:53 <14> 11:47:04 <14> 12:07:52
安藤　輝夫 (10) 32:15 (9) 20:03 (14) 28:35 (13) 26:11 (13) 20:48

棄権 大野ベロー

武田　　博 猪俣　純三 藤岡　　登 今井　精一

鈴木　　保安藤　輝夫 立島　幸光 久保寺稔一 樋口　逸男

古根村正美 石田　信夫 内田　豊吉 松岡　政治

青木　正義

菅野　四雄 青木　　進 大柳　孝好 勝俣　英夫 桶田　善樹

山田　由行 桜井　　充 輿石　恵良

村越　純男 立川　昭夫 柏木　孝夫 山本　義郎 吉川　公夫

東条　良男 山下　慶二

柏木　　繁 梁田　政典 山本　富雄 清田　恭二 渡辺　正二

中田　　稔

渡辺　清一 江原　一雄 長谷川　栄

大貫　芳夫 山田　和男 加藤　夏夫 磯崎　清一 沢田　哲雄

塚原　勝彦

池田　英夫 植木　　武 山口　雄二 大山　善一 飯野　健司

加藤　健二 長谷川春雄

横井川良治 石塚　博幸 北村　泰一

沓掛　修一 小野寺　敏 清田　英二 藤谷　信幸 安池　菊夫

高砂香料D

鎌倉　　茂 小林　博夫

山崎　　茂 勝又　敬夫

笹尾　正雄 太田　　実

藤木　　豊 坂野　孝美

不二家

高砂香料A

日産車体A

関西ペイント

高周波熱錬

東京電力

専売平塚

高砂香料B

喜望建設

平塚市役所

日産車体B

三菱樹脂

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒旭小
第１区　７．９Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

高砂香料C

下村　輝翁 本林　孝久

大川　吉久



 　　  第１８回大会　　　昭和５４年１月１４日（日）　　９時発　コース変更　（旭小⇒山城中）
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:42:19 <4> 9:28:38 <1> 9:45:02 <2> 10:04:58 <1> 10:25:18 <1> 10:42:19
小林　博夫 (4) 28:38 (1) 16:24 (2) 19:56 (1) 20:20 (2) 17:01

2 1:45:33 <2> 9:28:06 <2> 9:45:08 <3> 10:06:12 <3> 10:28:40 <2> 10:45:33
石幡　保雄 (2) 28:06 (3) 17:02 (5) 21:02 (8) 22:28 (1) 16:53

3 1:47:48 <1> 9:26:30 <4> 9:45:58 <1> 10:04:44 <2> 10:27:07 <3> 10:47:48
出田　一忠 (1) 新26:30 (18) 19:28 (1) 新18:46 (6) 22:23 (21) 20:41

4 1:50:02 <6> 9:29:55 <5> 9:47:43 <5> 10:08:17 <6> 10:31:59 <4> 10:50:02
柚原　恒夫 (6) 29:55 (8) 17:48 (3) 20:34 (12) 23:42 (6) 18:03

5 1:50:20 <16> 9:31:09 <11> 9:48:44 <6> 10:09:18 <4> 10:31:42 <5> 10:50:20
加藤　健二 (16) 31:09 (4) 17:35 (3) 20:34 (7) 22:24 (11) 18:38

6 1:50:51 <8> 9:30:08 <6> 9:48:01 <8> 10:09:59 <8> 10:32:49 <6> 10:50:51
石幡　保雄 (8) 30:08 (9) 17:53 (12) 21:58 (10) 22:50 (5) 18:02

7 1:51:00 <18> 9:31:20 <12> 9:49:19 <9> 10:10:31 <7> 10:32:25 <7> 10:51:00
稲葉　　勤 (18) 31:20 (10) 17:59 (6) 21:12 (2) 21:54 (10) 18:35

8 1:52:11 <12> 9:30:26 <8> 9:48:11 <13> 10:11:18 <10> 10:33:30 <8> 10:52:11
栗原　邦夫 (12) 30:26 (6) 17:45 (18) 23:07 (4) 22:12 (13) 18:41

9 1:52:13 <17> 9:31:19 <15> 9:49:42 <12> 10:11:09 <11> 10:33:49 <9> 10:52:13
梅沢　　稔 (17) 31:19 (13) 18:23 (8) 21:27 (9) 22:40 (8) 18:24

10 1:52:46 <3> 9:28:34 <3> 9:45:35 <4> ###### <13> ###### <10> 10:52:46
平野　国男 (3) 28:34 (2) 17:01 <10> 21:51 (22) 28:02 (3) 17:18

11 1:52:53 <7> 9:30:00 <10> 9:48:21 <7> 10:09:45 <5> 10:31:55 <11> 10:52:53
柏木　　繁 (7) 30:00 (12) 18:21 (7) 21:24 (3) 22:10 (22) 20:58

12 1:53:27 <13> 9:30:38 <9> 9:48:19 <11> 10:10:49 <9> 10:33:09 <12> 10:53:27
山下　千年 (13) 30:38 (5) 17:41 (14) 22:30 (5) 22:20 (21) 20:18

13 1:54:12 <5> 9:29:22 <14> 9:49:38 <14> 10:11:32 <14> 10:36:13 <13> 10:54:12
吉野　富男 (5) 29:22 (20) 20:16 (11) 21:54 (20) 24:41 (4) 17:59

14 1:54:13 <9> 9:30:16 <7> 9:48:02 <10> 10:10:39 <12> 10:35:11 <14> 10:54:13
風間　力蔵 (9) 30:16 (7) 17:46 (16) 22:37 (19) 24:32 (15) 19:02

15 1:55:51 <21> 9:33:25 <19> 9:51:31 <17> 10:13:04 <16> 10:37:26 <15> 10:55:51
立島　幸光 (21) 33:25 (11) 18:06 (9) 21:33 (17) 24:22 (9) 18:25

16 1:56:02 <11> 9:30:24 <17> 9:50:25 <15> 10:12:58 <15> 10:37:14 <16> 10:56:02
勝俣　敬夫 (11) 30:24 (19) 20:01 (15) 22:33 (15) 24:16 (12) 18:43

17 1:57:19 <14> 9:30:51 <16> 9:50:15 <16> 10:13:04 <17> 10:37:45 <17> 10:57:19
横山　重晴 (14) 30:51 (17) 19:24 (17) 22:49 (20) 24:41 (18) 19:34

18 1:57:22 <10> 9:30:20 <13> 9:49:38 <21> 10:15:12 <20> 10:39:14 <18> 10:57:22
塚田　誠一 (10) 30:20 (16) 19:18 (22) 25:34 (13) 24:02 (7) 18:08

19 1:57:49 <20> 9:33:06 <21> 9:51:34 <19> 10:14:44 <19> ###### <19> 10:57:49
片倉　豊 (20) 33:06 (14) 18:28 (19) 23:10 (14) 24:07 (14) 18:58

20 1:57:57 <15> 9:30:54 <20> 9:51:33 <18> 10:13:44 <18> 10:38:00 <20> 10:57:57
青木　　進 (15) 30:54 (21) 20:39 (13) 22:11 (15) 24:16 (19) 19:57

21 1:58:51 <19> 9:32:03 <18> 9:51:02 <20> 10:15:07 <21> 10:39:34 <21> 10:58:51
馬鳥　則之 (19) 32:03 (15) 18:59 (21) 24:05 (18) 24:27 (16) 19:17

22 2:01:13 <22> 9:34:15 <22> 9:55:08 <22> 10:18:20 <22> 10:41:49 <22> 11:01:13
山本　義郎 (22) 34:15 (22) 20:53 (20) 23:12 (11) 23:29 (17) 19:24

高砂香料C

三　共

三菱樹脂B

高砂香料B

高砂香料D

関西ペイント

日産車体B

高周波熱錬

中央農協

不二家B

専売平塚

大野ベロー

喜望建設

平塚市役所

三菱樹脂A

東京電力

日産車体A

横浜　ゴム

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

鎌倉　　茂

藤原　隆司

藤野　雅春

高砂香料A

笹尾　正雄

クラウンコルクB

クラウンコルクA

山崎　　茂

磯崎　清一

不二家A

勝又　敬夫

北村　泰一

生川富士夫

加藤　夏夫山田　和男 大貫　芳夫

小林　博夫

石井　章雄

横井川良治 石塚　博幸

生川　澄夫 五十嵐　博 石幡　保雄

川上　秀行 中村　耕三 茂木　正徳 山田　俊次

吉川　勝良

加藤　健二 鈴木　寿久 長谷川春雄

荒木　　勉 斉藤　知二

池田　英夫 植木　　武 稲葉　光夫 山口　雄二 森本　住男

清水　修二瀬尾　　進

太田　　実 江原　一雄 清田　義行

藤谷　信幸 安池　菊夫 沓掛　修一 知識　充年 小野寺　敏

長谷川　栄

吉野　富夫

渡辺　貞博 高橋　修身 柴田　　章 鈴木　年之

山本　富雄 松本　忠文 清田　恭二 石田　義広柏木　　繁

杉山　和夫柏木　丈昭 柏木　　繁 伊沢　利行 石黒　義弘

池田　友裕

二宮　政行 佐々木達雄 福住　峰夫 湯川　健二

清水　春夫

藤木　　豊 山岸　秀治 中田　　稔 東条　良男 山下　慶二

鈴木　　保 藤川　通陽 山口慎太郎 樋口　逸男

輿石　恵良

坂尾　　進 土屋　忠三 河野　義弘 佐藤　正敏 横溝　義昭

溝口　　茂 益田　志郎 山田　由行 山岡　芳一

渋沢　　茂

立川　昭夫 桶田　善樹 村越　純男 山崎　隆男 勝俣　英夫

沢田　哲夫 片倉　　豊 近藤　定雄 五味　俊彦

猪俣　純三

加藤　時一 吉川　公夫 府川　　勇 青木　　功 柏木　孝夫

今井　精一 藤岡　　登 青木　正義 武田　　博



 　　  第１９回大会　　　　　昭和５５年１月１３日（日）　　９時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:43:33 <1> 9:27:22 <1> 9:43:50 <1> 10:03:59 <1> 10:25:35 <1> 10:43:33
新藤　　忠 (1) 27:22 (1) 16:28 (1) 20:09 (2) 21:36 (2) 17:58

2 1:47:26 <2> 9:28:24 <2> 9:45:33 <2> 10:07:13 <2> 10:29:28 <2> 10:47:26
石幡　保雄 (2) 28:24 (2) 17:09 (5) 21:40 (3) 22:15 (2) 17:58

3 1:48:02 <4> 9:29:27 <3> 9:47:02 <3> 10:08:47 <3> 10:31:19 <3> 10:48:02
加藤　健二 (4) 29:27 (4) 17:35 (6) 21:45 (5) 22:32 (1) 16:43

4 1:50:48 <9> 9:30:41 <9> 9:49:01 <8> 10:10:18 <4> 10:31:46 <4> 10:50:48
山下　千年 (9) 30:41 (14) 18:20 (3) 21:17 (1) 21:28 (12) 19:02

5 1:51:54 <5> 9:29:35 <5> 9:47:38 <9> 10:10:32 <6> 10:32:54 <5> 10:51:54
平野　国男 (5) 29:35 (12) 18:03 (14) 22:54 (4) 22:22 (11) 19:00

6 1:52:21 <7> 9:30:02 <6> 9:47:53 <7> 10:10:04 <7> 10:33:34 <6> 10:52:21
風間　力蔵 (7) 30:02 (10) 17:51 (9) 22:11 (8) 23:30 (8) 18:47

7 1:52:45 <3> 9:29:22 <7> 9:48:20 <10> 10:10:43 <8> 10:34:18 <7> 10:52:45
梅沢　　稔 (3) 29:22 (15) 18:58 (10) 22:23 (12) 23:35 (5) 18:27

8 1:53:30 <6> 9:29:48 <4> 9:47:20 <4> 10:09:16 <5> 10:32:49 <8> 10:53:30
栗原　邦夫 (6) 29:48 (3) 17:32 (8) 21:56 (11) 23:33 (22) 20:41

9 1:53:30 <13> 9:31:54 <11> 9:49:32 <11> 10:11:21 <9> 10:34:40 <9> 10:53:30
柚原　恒夫 (13) 31:54 (5) 17:38 (7) 21:49 (7) 23:19 (9) 18:50

10 1:53:43 <8> 9:30:39 <8> 9:48:25 <5> ###### <10> ###### <10> 10:53:43
石幡　保雄 (8) 30:39 (9) 17:46 (4) 21:36 (17) 24:53 (10) 18:59

11 1:54:01 <12> 9:31:53 <10> 9:49:32 <6> 10:10:03 <11> 10:35:52 <11> 10:54:01
稲葉　　勤 (12) 31:53 (6) 17:39 (2) 20:31 (19) 25:49 (4) 18:09

12 1:55:28 <10> 9:31:00 <12> 9:50:16 <13> 10:13:30 <13> 10:37:01 <12> 10:55:28
塚田　誠一 (10) 31:00 (18) 19:16 (17) 23:14 (9) 23:31 (5) 18:27

13 1:56:41 <18> 9:32:47 <13> 9:50:30 <12> 10:13:10 <12> 10:36:41 <13> 10:56:41
太田　信夫 (18) 32:47 (8) 17:43 (12) 22:40 (9) 23:31 (20) 20:00

14 1:58:22 <19> 9:32:49 <17> 9:52:00 <16> 10:14:38 <14> 10:39:01 <14> 10:58:22
横山　重晴 (19) 32:49 (16) 19:11 (11) 22:38 (14) 24:23 (13) 19:21

15 1:59:48 <17> 9:32:46 <14> 9:51:05 <14> 10:13:53 <16> 10:40:07 <15> 10:59:48
梶ヶ谷利夫 (17) 32:46 (13) 18:19 (13) 22:48 (21) 26:14 (15) 19:41

16 1:59:57 <15> 9:32:14 <16> 9:51:53 <17> 10:15:29 <15> 10:40:05 <16> 10:59:57
杉崎　久雄 (15) 32:14 (19) 19:39 (20) 23:36 (16) 24:36 (17) 19:52

17 2:00:27 <25> 9:34:42 <18> 9:52:22 <18> 10:15:58 <18> 10:40:30 <17> 11:00:27
吉川　公夫 (25) 34:42 (7) 17:40 (20) 23:36 (15) 24:32 (18) 19:57

18 2:00:27 <11> 9:31:09 <20> 9:53:15 <20> 10:16:50 <17> 10:40:29 <18> 11:00:27
柏木　　繁 (11) 31:09 (25) 22:06 (19) 23:35 (13) 23:39 (19) 19:58

19 2:02:10 <22> 9:33:46 <19> 9:53:00 <19> 10:16:16 <19> ###### <19> 11:02:10
馬鳥　則之 (22) 33:46 (17) 19:14 (18) 23:16 (18) 24:58 (24) 20:56

20 2:02:16 <20> 9:33:31 <15> 9:51:27 <15> 10:14:26 <20> 10:41:30 <20> 11:02:16
片倉　　豊 (20) 33:31 (11) 17:56 (15) 23:00 (24) 27:03 (23) 20:46

21 2:03:13 <24> 9:34:22 <24> 9:55:29 <22> 10:18:31 <21> 10:44:46 <21> 11:03:13
芝岡　力造 (24) 34:22 (22) 21:07 (16) 23:02 (22) 26:15 (5) 18:27

22 2:05:20 <16> 9:32:19 <21> 9:53:45 <23> 10:19:08 <22> 10:45:38 <22> 11:05:20
平野　国男 (16) 32:19 (23) 21:26 (23) 25:23 (23) 26:30 (16) 19:42

23 2:05:26 <21> 9:33:32 <23> 9:54:38 <25> 10:22:46 <23> 10:45:54 <23> 11:05:26

立島　幸光 (21) 33:32 (21) 21:06 (25) 28:08 (6) 23:08 (14) 19:32

青木　弘次

菅野　四雄 青木　　進 桶田　善樹 大柳　孝好 知識　充年

新里　義治 金　　次雄 芝岡　　実 金井　義則

馬鳥　則之

近藤　定雄 片倉　　豊 関山　政美 岩崎　　要 渋沢　　茂

武田　　博 猪俣　純三 藤岡　　登 青木　正義

山本　義郎

柏木　　繁 武井　　弘 松本　政行 小林　武夫 石田　義広

加藤　時一 青木　　功 柏木　孝夫 今井　精一

久保田時康

伊藤　良明 杉崎　久雄 熊谷　耕治 阿部　正雄 斉藤　芳信

片倉　邦夫 高山　　繁 今井　　勝 田代　啓二

坂尾　　進 土屋　忠三 佐藤　正敏 八田　　充

山岡　芳一沼埼美紀夫 桜井　　充 山田　吉行 溝口　　茂

瀬尾　　進 荒木　　勉 斉藤　知二 清水　修二

横溝　義昭

中田　　稔 和田　　茂 山下　慶二 坂野　孝美 長谷川春雄

大貫　芳夫 加藤　夏夫 吉川　勝良

橋本　一恵 茂木　正徳 五十嵐　博 中村　耕三 今井　光治

山田　和男

池田　英夫 植木　　武 森本　住男 山口　雄二 大矢　敏三

長谷川　栄渡辺　清一

柏木　　繁 太田　清隆 小宮富士夫 杉山　和夫

太田　　実 清田　義行

栗巣　道洋

藤木　　豊 鈴木　寿久

村越　純男 小野寺　敏 勝俣　英夫

吉野　富夫

柳原　正弘 勝又　敬夫

藤野　雅春

加藤　健二

小林　博夫 鎌倉　　茂

生川　澄夫 石幡　保雄 石井　章雄

山崎　隆男

石塚　博幸

生川富士夫

鈴木　年之三留　泰紀 高橋　修身

北村　泰一

江原　一雄

柏木　丈昭

クラウンコルクB

相沢　　明

中央農協

クラウンコルクA

沓掛　修一

渡部　貞博

不二家

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

日産車体B

横浜ゴム

三　共　A

日産車体A

三菱樹脂A

大野ベロー

東京電力

高砂香料A

平塚市役所

高砂香料E

専売平塚

高砂香料C

三菱樹脂B

青木機械

久保島英男

平塚消防署A

パイロット

高砂香料B

高周波熱錬

安藤　輝夫 鈴木　　保
関西ペイント

山口　慎太郎 相原　隆一 立島　幸光



 　　　　  第１９回大会続き
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 2:07:00 <14> 9:32:06 <22> 9:53:55 <21> 10:18:29 <24> 10:46:45 <24> 11:07:00
塚田　誠一 (14) 32:06 (24) 21:49 (22) 24:34 (26) 28:16 (21) 20:15

25 2:10:10 <26> 9:36:14 <26> 9:57:18 <24> 10:22:44 <25> 10:48:34 <25> 11:10:10
梶ヶ谷利夫 (26) 36:14 (20) 21:04 (24) 25:26 (20) 25:50 (25) 21:36

26 2:19:57 <23> 9:34:11 <25> 9:56:24 <26> 10:28:09 <26> 10:55:27 <26> 11:19:57
松田　　賢 (23) 34:11 (26) 22:13 (26) 31:45 (25) 27:18 (26) 24:30

棄権

高砂香料D

古河電工

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

深沢　　茂

平塚消防署B

三　共　B
鈴木　康之

加藤　　隆

矢部二三夫

府川　　勇 広本　仁志

飯山　光雄

小畑あさ子

柴沢　昭芳 小金井一浩

小林節太郎 飯山　　稔 磯部　正明

立川　順二 長谷川福造



 　　  第２０回大会　　　　　昭和５６年１月１８日（日）　　９時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:40:14
(2) 27:54 (1) 16:41 (1) 19:21 (1) 19:45 (1) 16:33

2 1:44:38
(1) 27:33 (2) 16:43 (3) 20:40 (5) 22:15 (4) 17:27

3 1:46:40
(5) 28:48 (5) 17:19 (9) 21:12 (8) 22:25 (2) 16:56

4 1:47:35
(7) 29:09 (6) 17:30 (4) 20:47 (10) 23:01 (3) 17:08

5 1:47:43
(8) 29:35 (15) 18:11 (5) 20:54 (2) 21:17 (5) 17:46

6 1:47:52
(3) 28:28 (12) 17:57 (8) 21:07 (6) 22:21 (7) 17:59

7 1:49:27
(13) 30:04 (8) 17:51 (7) 21:01 (4) 22:14 (9) 18:17

8 1:49:52
(9) 29:36 (4) 17:06 (11) 21:39 (13) 23:09 (10) 18:22

9 1:50:07
(16) 30:12 (7) 17:42 (5) 20:54 (6) 22:21 (14) 18:58

10 1:51:11
(14) 30:05 (9) 17:52 (14) 21:57 (17) 23:18 (7) 17:59

11 1:51:18
(12) 29:55 (10) 17:53 (2) 20:35 (19) 23:21 (22) 19:34

12 1:51:59
(4) 28:33 (3) 17:02 (12) 21:43 (20) 23:29 (27) 21:12

13 1:52:02
(11) 29:53 (18) 18:35 (13) 21:46 (16) 23:15 (12) 18:33

14 1:52:24
(22) 32:29 (11) 17:55 (10) 21:22 (9) 22:41 (6) 17:57

15 1:53:25
(17) 30:29 (13) 18:04 (19) 22:49 (11) 23:02 (16) 19:01

16 1:54:48
(21) 32:06 (14) 18:08 (15) 22:18 (17) 23:18 (14) 18:58

17 1:54:57
(18) 30:30 (19) 19:00 (16) 22:32 (21) 23:49 (17) 19:06

18 1:55:05
(15) 30:07 (17) 18:25 (22) 23:58 (11) 23:02 (21) 19:33

19 1:55:09
(6) 29:01 (23) 19:32 (28) 24:44 (3) 22:00 (23) 19:52

20 1:56:18
(19) 31:15 (27) 20:05 (17) 22:42 (14) 23:10 (17) 19:06

21 1:56:27
(10) 29:52 (16) 18:20 (29) 25:02 (22) 23:50 (20) 19:23

22 1:57:18
(20) 31:30 (21) 19:24 (21) 23:37 (24) 24:19 (11) 18:28

23 1:58:15

(29) 33:14 (24) 19:34 (18) 22:43 (23) 24:09 (13) 18:35

<13>笹尾　正雄 <19>栗原　幸夫

<17>稲葉　光男 <20>大久保健二

<23>湯川　隆治

<21>山口　嘉一

<20>山崎　隆男 <21>府川　　勇 <22>大柳　孝好 <22>村越　純男 <22>勝俣　英夫

<10>江原　一雄

<18>野田　和明 <16>石井　功行

<20>太田　　実

<19>山本　三郎

<19>近江　敏夫 <22>小松崎　勲 <21>山田　由行 <21>溝口　　茂 <20>池上　由祥

<6>猪俣　正人

<16>渕江　錦司 <14>山田　俊次

<16>池田　英夫

<17>鈴木　　保

<15>柏木　　繁 <15>武井　　弘 <17>田村　秀治 <17>松本　政行 <18>諸星　光宏

<18>安藤　輝夫

<14>片倉　　豊 <13>山田　和男

<19>山口慎太郎

<15>青木　隆之

<21>近藤　定雄 <19>磯崎　清一 <18>吉川　勝良 <18>大貫　芳夫 <16>三谷　　一

<17>藤野　雅春

<13>相沢　　明

<3>一寸木基博 <3>湯川　健二 <7>曽我　義市

<14>茂木　正徳

<13>関山　政義

<20>下大迫英作 <15>中島　晃男 <15>勝俣　敬夫 <14>山下　慶二

<10>小宮富士男

<12>山口　和夫

<12>深沢　　茂 <12>坂尾　　進 <12>横溝　義昭 <10>佐藤　正敏

<9>清水　孝典 <8>熊谷　耕治 <11>阿部　正雄 <11>斉藤　芳信

<7>村上　昇一

<8>杉山　和夫

<16>清水　修二 <10>瀬尾　　進 <10>佐々木一也 <8>大宮　敏正 <9>田尻　　章

<9>柏木　丈昭 <7>柏木　　繁 <7>太田　清隆

<2>横井川良治 <1>石塚　博幸 <1>北村　泰一

<6>安池　菊夫 <4>小野寺　敏

<11>杉山　邦男 <11>阪田　十一 <9>荒井美喜夫

<29>杉山　　栄 <26>瀬戸　裕之 <23>松本　哲夫

<1>小林　博夫

<1>生川　澄夫 <1>橋本　一恵 <2>石井　章雄 <2>生川富士夫 <2>石幡　保雄

<2>鎌倉　　茂

三菱樹脂B

関西ペイントA

日産車体B

<23>臼井　幸寿

高砂香料B

専売平塚

東電平塚

高周波熱錬

平塚市役所

平塚駅

三菱樹脂A

パイロット

不二家　B

<12>伊藤　良明

<4>二宮　政行

クラウンコルクB

<22>和多　　茂

<11>加藤　夏夫

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

三　共　A

高砂香料A

クラウンコルクA

不二家 A

日産車体A

横浜ゴム　B

横浜ゴム　A

中央農協

大野ベロー

古河電工

<7>荒木　　勉 <6>庄田　　清 <5>小島　　清

<3>森田　健蔵

<6>窪島　英男 <4>稲葉　　勤

<5>柳原　正弘 <4>加藤　健二 <4>藤木　　豊 <3>原　　俊男

<5>高橋　修身

<6>沓掛　修一

<13>岡部　　穣

<14>八田　　充

<8>渡辺　貞博 <8>柴田　　章 <9>鈴木　和四 <5>鈴木　年之

<3>藤谷　信幸 <5>加藤　時一



 　　　　  第２０回大会続き
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 2:01:30
(25) 32:35 (25) 19:48 (20) 23:23 (25) 24:51 (25) 20:53

25 2:01:48
(27) 32:53 (26) 20:03 (23) 24:11 (26) 25:19 (19) 19:22

26 2:05:04
(28) 32:54 (20) 19:19 (25) 24:15 (28) 27:22 (28) 21:14

27 2:05:47
(26) 32:36 (32) 23:10 (31) 25:46 (15) 23:12 (26) 21:03

28 2:08:12
(23) 32:30 (30) 21:57 (27) 24:40 (29) 27:25 (30) 21:40

29 2:10:06
(24) 32:34 (22) 19:31 (30) 25:03 (27) 26:16 (32) 26:42

30 2:10:48
(30) 33:53 (31) 22:30 (26) 24:35 (31) 29:09 (24) 20:41

31 2:14:07
(32) 36:20 (28) 20:14 (24) 24:13 (32) 29:34 (31) 26:02

32 2:14:34
(32) 36:20 (29) 21:25 (32) 26:20 (30) 29:02 (29) 21:27

<24>永井　盛義

<32>馬鳥　則之

三　共　B

青木機械

関西ペイントB

<28>小泉　雄介

<27>磯部　正明

<26>藤幸　久夫

<31>矢部二三夫 <28>柴沢　昭芳 <28>河野　義弘 <30>小金井一治

第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

高砂香料E

高砂香料C

クラウンコルクC

三　共　C

高砂香料D

平塚市消防署

第５区　５．２Km
市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目 金目⇒中沢橋 中沢橋⇒山城中
第１区　８．８Km

<26>長谷川福造 <29>深井　治恵

<32>広本　仁志 <32>細谷　　守 <32>岡田　靖尋 <32>曾根田幸一郎

<31>片平亜矢子

<30>猪股　敬司

<23>後藤　　昭 <29>秋山　邦雄 <29>横尾　雪彦 <29>金井　義則

<30>佐藤　静夫 <31>三橋　正昭 <30>西村　富男 <31>丸木慎一郎

<23>青木　茂久 <27>香川　　茂

<28>土屋　忠三 <24>田中　正喜 <25>鈴木　康之 <27>佐藤　静夫

<26>片倉　邦夫 <30>飯山　　稔 <31>小林節太郎 <28>長谷川　栄

<25>藤岡　　登

<25>月森　　清 <25>堀江　郁夫 <24>佐々木雄二<24>松尾智嗣郎 <24>藤由　武明

<27>青木　正義 <27>猪俣　純三 <26>武田　　博 <25>今井　精一


