
 　　  第２１回大会　　　　　昭和５７年１月１７日（日）　　９時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:42:08
(1) 27:44 (3) 17:08 (1) 20:19 (1) 20:26 (1) 新16:31

2 1:45:27
(3) 28:10 (2) 17:04 (3) 21:06 (4) 21:37 (4) 17:30

3 1:47:06
(6) 29:16 (1) 16:54 (14) 21:59 (3) 21:28 (3) 17:29

4 1:47:16
(4) 28:21 (8) 17:41 (2) 20:43 (7) 22:49 (5) 17:42

5 1:50:06
(5) 28:43 (6) 17:31 (16) 22:34 (6) 22:47 (9) 18:31

6 1:50:22
(8) 29:34 (26) 19:47 (9) 21:41 (2) 21:16 (6) 18:04

7 1:50:28
(12) 30:13 (10) 17:45 (7) 21:38 (5) 22:12 (12) 18:40

8 1:50:50
(9) 29:43 (9) 17:44 (13) 21:57 (19) 24:04 (2) 17:22

9 1:51:04
(6) 29:16 (14) 18:00 (5) 21:33 (17) 23:56 (8) 18:19

10 1:51:31
(17) 30:40 (4) 17:11 (10) 21:44 (11) 23:25 (9) 18:31

11 1:51:34
(16) 30:37 (13) 17:59 (11) 21:50 (8) 22:59 (7) 18:09

12 1:51:50
(11) 29:59 (12) 17:54 (6) 21:36 (16) 23:42 (11) 18:39

13 1:53:10
(13) 30:17 (17) 18:22 (4) 21:25 (10) 23:09 (22) 19:57

14 1:54:15
(21) 31:57 (15) 18:05 (11) 21:50 (13) 23:33 (14) 18:50

15 1:54:36
(14) 30:21 (18) 18:31 (19) 22:55 (21) 24:09 (12) 18:40

16 1:54:49
(18) 31:08 (11) 17:48 (20) 22:58 (15) 23:39 (18) 19:16

17 1:55:54
(20) 31:42 (25) 19:17 (15) 22:29 (13) 23:33 (15) 18:53

18 1:56:09
(15) 30:23 (24) 19:06 (22) 23:53 (12) 23:28 (20) 19:19

19 1:58:09
(28) 34:46 (5) 17:18 (17) 22:45 (20) 24:07 (17) 19:13

20 2:00:28
(19) 31:33 (22) 18:53 (28) 25:11 (22) 25:05 (21) 19:46

21 2:00:35
(10) 29:56 (7) 17:37 (29) 25:30 (31) 27:18 (25) 20:14

22 2:01:10
(24) 34:03 (16) 18:14 (26) 24:38 (24) 25:15 (16) 19:00

23 2:01:14

(22) 32:49 (29) 20:47 (21) 23:10 (17) 23:56 (26) 20:32

<8>鈴木　和四 <17>三留　泰紀

<10>一寸木基博

<11>阪田　十一 <6>岡崎　善次

<4>藤谷　信幸 <3>加藤　時一

<13>渡辺　貞博

<17>曽我　義市

<5>猪俣　正人 <5>山本　三郎

<12>杉山　邦男 <12>黒沢　輝行

<13>大宮　敏正 <8>稲葉　　勤

<5>稲葉　光夫

<4>香川　　茂<3>小野寺　敏

<7>鈴木　年之 <6>柴田　　章

<7>原　　俊男 <4>加藤　健二 <4>土屋　　栄 <4>森田　健蔵

<5>阿部　　斉

<3>柳原　正弘

<3>安池　菊夫

不二家B

大野ベロー

クラウンコルクA

不二家 A

日産車体A

パイロットA

高砂香料A

横浜ゴムA

東電平塚

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

三　共　A

専売平塚

日産車体B

横浜ゴムB

<16>下大迫英作

<11>井上　哲也

<23>田尻　　章

高砂香料B

三菱樹脂

高周波熱錬 <20>近江　敏夫 <21>大神　浩二 <19>小松崎　勲

<28>野田　和明 <23>藤川　通陽 <21>山口慎太郎

<1>北村　泰一

<22>清野　吉弘

三　共　D

平塚市役所

関西ペイント

平塚信用金庫

パイロットB

横浜ゴムC <22>諌山　保夫 <25>田中　　満

<7>小島　　清

<1>鎌倉　　茂

<3>生川　澄夫 <2>石幡　保雄 <2>生川富士夫 <2>橋本　一恵 <2>石井　章雄

<1>石塚　博幸 <1>横井川良治 <1>小林　博夫

<11>山下　慶二

<5>池田　英夫

<7>村上　昇一

<6>熊谷　耕治 <7>阿部　正雄 <6>伊藤　良明 <8>清水　孝典 <9>堀内　恵治

<9>荒木　　勉 <8>庄田　　清

<9>湯川　健二 <9>吉野　富夫 <10>阿部　良夫

<11>佐藤　信男 <8>清水　修二 <10>窪島　英男 <12>瀬尾　　進

<13>勝又　敬夫 <12>和多　　茂 <12>藤木　　豊

<13>石田　義弘

<21>村松　文夫 <19>深沢　　茂 <15>横溝　義昭 <14>坂尾　　進 <14>佐藤　正敏

<13>柏木　　繁 <14>諸星　光宏 <11>武井　　弘 <11>松本　政行

<15>府川　　勇

<18>加藤　夏夫 <16>山田　和男 <16>近藤　定雄 <15>相沢　　明 <16>片倉　　豊

<14>沓掛　修一 <15>勝俣　英夫 <14>山崎　隆男 <16>村越　純男

<19>鈴木　　保

<19>秋津　英敏 <20>馬場　康司 <22>鶴井　雅彦 <23>落合　弘一

<18>梅津　利隆

<15>太田　　実 <18>笹尾　正雄 <18>栗原　幸夫 <17>長谷川　栄

<24>安田　雄司 <24>堂阪　辰則 <24>関口　和彦 <25>広内　康邦

<10>清水　　隆 <9>小沢　義治 <17>小林　俊二 <21>徳永　正己

<17>甲斐　敏彦

<18>清田　義行

<24>関野　綱男

<22>斉藤　芳信

<23>青山　好一

<19>石井　功行

<20>高橋　和夫



 　　  第２２回大会（市制５０周年記念）　昭和５８年１月１６日（日）　９時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:44:09
(3) 28:23 (4) 17:27 (2) 20:29 (1) 20:28 (4) 17:22

2 1:45:50
(2) 28:17 (2) 16:56 (6) 21:09 (2) 21:11 (9) 18:17

3 1:47:53
(13) 30:24 (5) 17:28 (8) 21:20 (3) 21:16 (5) 17:25

4 1:48:19
(6) 29:00 (2) 16:56 (7) 21:12 (13) 23:58 (2) 17:13

5 1:49:15
(4) 28:52 (18) 18:56 (3) 20:32 (4) 21:25 (19) 19:30

6 1:49:33
(15) 30:30 (13) 18:42 (5) 20:55 (6) 22:14 (1) 17:12

7 1:49:42
(5) 28:59 (7) 18:01 (4) 20:47 (11) 23:12 (12) 18:43

8 1:50:59
(10) 29:49 (16) 18:51 (1) 20:27 (5) 22:12 (20) 19:40

9 1:52:00
(11) 30:08 (1) 16:50 (17) 22:33 (10) 23:13 (16) 19:16

10 1:52:05
(17) 31:10 (10) 18:14 (10) 21:46 (9) 23:03 (7) 17:52

11 1:52:16
(9) 29:38 (6) 18:00 (18) 22:40 (12) 23:20 (11) 18:38

12 1:53:45
(7) 29:24 (27) 20:39 (21) 23:24 (8) 23:01 (3) 17:17

13 1:54:09
(16) 30:51 (12) 18:25 (11) 22::00 (15) 24:02 (13) 18:51

14 1:54:11
(14) 30:28 (14) 18:50 (16) 22:29 (18) 24:13 (8) 18:11

15 1:55:06
(8) 29:36 (23) 19:43 (14) 22:10 (13) 23:46 (24) 19:51

16 1:55:18
(1) 28:02 (20) 19:18 (13) 22:07 (23) 25:16 (27) 20:35

17 1:55:43
(20) 31:54 (25) 20:28 (9) 21:38 (7) 22:52 (13) 18:51

18 1:56:10
(22) 32:22 (11) 18:24 (12) 22:04 (20) 24:56 (10) 18:24

19 1:58:03
(12) 30:11 (24) 19:55 (23) 24:13 (17) 24:12 (21) 19:32

20 1:58:15
(18) 31:14 (8) 18:05 (20) 22:52 (25) 25:59 (26) 20:05

21 1:59:34
(24) 32:46 (19) 18:58 (18) 22:40 (19) 24:15 (29) 20:55

22 2:01:25
(23) 32:34 (29) 20:51 (15) 22:24 (22) 25:01 (27) 20:35

23 2:01:36

(27) 35:10 (14) 18:50 (25) 24:38 (24) 25:24 (6) 17:34

<15>久保田時康

<16>小野　勝喜

<23>高橋　邦亘

<21>甲斐　敏彦

<22>坪田　　浩

<19>高橋　和夫

<20>清田　雄司

<17>山下　慶二

<18>坂尾　　進

<24>梅津　敏隆 <21>池上　由洋 <21>近江　敏夫 <21>小松崎　勲

<23>佐々木　雄二 <26>月森　　清 <22>茂木　正徳 <22>藤野　雅春

<12>秋津　英敏 <18>鶴井　雅彦 <20>宮川　正美 <20>落合　弘一

<18>太田　　実 <15>笹尾　正雄 <16>渡辺　清一 <19>小川喜久雄

<20>下大迫英作 <22>中島　晃男 <19>和多　　茂 <17>藤木　　豊

<22>村松　文夫 <20>横溝　義昭 <17>深沢　　茂 <18>河野　義弘

<16>小林節太郎 <14>高山　　繁 <13>長谷川　栄

<1>仲森　成人 <6>三浦　裕明 <8>伊藤　秋徳 <12>西山　　明

<13>府川　　勇

<14>安藤　輝夫 <13>野田　和明 <15>山口慎太郎 <15>鈴木　　保 <14>藤川　通陽

<16>立川　昭夫 <12>山崎　隆男 <13>石黒　一夫 <14>村越　純男

<10>小島　　清

<17>宮崎　正美 <18>柳川　　直 <16>小林　明男 <12>落安　孝雄

<7>清水　孝典 <11>阿部　正雄 <10>伊藤　良明 <11>堀内　恵治

<3>小松　　仁

<7>真壁　正良

<11>山田　和男 <4>磯崎　清一 <9>近藤　定雄 <9>相沢　　明 <9>三谷　　一

<10>鈴木　和四 <10>高橋　修身

<1>鎌倉　　茂

<2>生川　澄夫<1>石幡　保雄

<5>池田　英夫

<3>香川　　茂

<7>渡辺　貞博 <8>鈴木　哲也

<5>伊藤　克己

<4>加藤　健二

<6>稲葉　　勤

<27>山根　義行 <27>浜島　数樹 <26>高橋　千之

<2>橋本　一恵 <2>山田　俊次

<3>石塚　博幸 <2>横井川良治 <1>小林　博夫 <1>北村　泰一

<2>石井　章雄

三和ケミカル

日産車体B

関西ペイントA

<25>安部　光司

クラウンコルクB

三　共　A

平塚信用金庫A

平塚市役所A

高周波熱錬A

大東化学

高砂香料B

パイロットA

湘央建設

<9>熊谷　耕治

<7>小林　　茂

平塚市役所B <8>志村　和久

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

クラウンコルクA

不二家 

高砂香料A

三菱樹脂A

日産車体A

大野ベロー

東電平塚

中央農協

<13>小野寺　敏 <9>沓掛　修一 <7>安池　菊夫 <4>藤谷　信幸

横浜ゴムA

横浜ゴムB

<6>鈴木　年之

<12>諌山　保夫 <11>佐々木一也

<3>大窪　博文 <6>土屋　　栄

<4>柏木　　茂 <5>小宮富士男

<10>清水　修二 <8>井上　哲也

<6>荒巻　正夫 <3>中田　　稔

<17>庄田　　清

<4>猪俣　正人 <8>矢崎　雅之

<5>柏木　丈昭 <5>杉山　和夫

<15>荒木　　勉 <11>大宮　敏正

<14>鎌田　次郎



 　　  第２２回大会続き　　　昭和５８年１月１６日（日）　９時スタート　晴
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 2:02:44
(29) 35:12 (21) 19:31 (22) 23:45 (21) 24:58 (17) 19:18

25 2:04:40
(24) 32:46 (22) 19:36 (28) 25:43 (26) 26:32 (25) 20:03

26 2:06:41
(26) 33:52 (30) 21:04 (26) 24:54 (27) 27:17 (22) 19:34

27 2:07:03
(30) 37:14 (28) 20:50 (27) 25:26 (15) 24:02 (20) 19:31

28 2:07:22
(28) 35:11 (9) 18:11 (29) 25:47 (29) 28:48 (18) 19:25

29 2:07:30
(21) 32:13 (25) 20:28 (24) 24:31 (28) 28:34 (30) 21:44

30 2:17:05
(19) 31:32 (17) 18:54 (30) 32:13 (30) 35:19 (15) 19:07

<21>岩本　利雄 <24>成瀬　　正

<29>石黒　隆一 <30>横手　健三

<30>田中　良幸 <30>佐藤　裕憲

<23>馬場　康司

<28>下村　輝翁 <25>室田　　優

<19>今井　正人 <19>川崎　一裕

<28>岡　　和冨

<25>森尻　準一<24>本内　克洋

<27>西方　信之 <30>神谷憲一郎

<26>植田　道芳 <29>相原　隆一 <28>米原　洋一 <28>猪股　敬司

<27>千葉　貴世

<29>増田　　豊

<30>関　　　優

平塚信用金庫B

三菱樹脂B

三　共　B

関西ペイントB

三協化学

高周波熱錬B

小松電子金属

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

<23>村上　　敦 <24>安田　雄司

<24>加藤　夏夫 <23>片倉　　豊 <24>広部万喜男 <26>関山　政義 <26>井関伊津雄

<29>佐藤　健二 <28>鈴木　康之 <25>佐藤　正敏

<29>山本　敏基

<27>沢山　寧宏



 　　  第２３回大会　　　昭和５９年１月１５日（祭） 　９時スタート　晴
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:43:11 <1> 9:25:25 <1> 9:41:37 <1> ###### <1> ###### <1> 10:43:11
新藤　　忠 (1) 25:25 (1) 16:12 (16) 22:23 (1) 21:33 (4) 17:38

2 1:43:51 <4> 9:26:35 <3> 9:43:47 <2> ###### <2> ###### <2> 10:43:51
石幡　保雄 (4) 26:35 (5) 17:12 (1) 20:22 (2) 21:47 (5) 17:55

3 1:46:06 <3> 9:26:31 <2> 9:43:32 <3> ###### <3> ###### <3> 10:46:06
田尻　　章 (3) 26:31 (3) 17:01 (4) 21:08 (12) 23:20 (7) 18:06

4 1:46:21 <6> 9:27:01 <4> 9:43:56 <5> ###### <8> ###### <4> 10:46:21
越水　　清 (6) 27:01 (2) 16:55 (20) 23:10 (9) 23:07 (1) 16:08

5 1:46:33 <5> 9:26:49 <10> 9:46:37 <7> ###### <6> ###### <5> 10:46:33
池田　英夫 (5) 26:49 (26) 19:48 (3) 21:06 (6) 22:15 (2) 16:35

6 1:46:59 <9> 9:28:20 <7> 9:45:38 <4> ###### <4> ###### <6> 10:46:59
香川　　茂 (9) 28:20 (6) 17:18 (2) 20:54 (5) 22:11 (8) 18:16

7 1:48:33 <12> 9:28:36 <9> 9:46:18 <6> ###### <7> ###### <7> 10:48:33
上野　啓一 (12) 28:36 (8) 17:42 (5) 21:15 (7) 22:32 (10) 18:28

8 1:49:52 <10> 9:28:26 <6> 9:45:36 <7> ###### <5> ###### <8> 10:49:52
塚原　勝彦 (10) 28:26 (4) 17:10 (11) 22:07 (3) 21:51 (28) 20:18

9 1:49:55 <15> 9:28:50 <8> 9:46:10 <9> ###### <9> ###### <9> 10:49:55
柚原　恒夫 (15) 28:50 (7) 17:20 (10) 21:59 (11) 23:14 (11) 18:32

10 1:50:14 <7> 9:28:03 <11> 9:47:14 <10> ###### <10> ###### <10> 10:50:14
石井　　尊 (7) 28:03 (20) 19:11 (7) 21:36 (13) 23:22 (6) 18:02

11 1:51:31 <2> 9:26:11 <5> 9:45:15 <11> ###### <12> ###### <11> 10:51:31
小笠原　豊 (2) 26:11 (19) 19:04 (25) 23:58 (16) 23:34 (12) 18:44

12 1:51:41 <19> 9:29:06 <13> 9:47:23 <11> ###### <11> ###### <12> 10:51:41
杉崎　久雄 (19) 29:06 (9) 18:17 (8) 21:50 (14) 23:28 (17) 19:00

13 1:52:17 <22> 9:29:34 <20> 9:48:26 <13> 10:09:59 <13> 10:33:12 <13> 10:52:17
加藤　重徳 (22) 29:34 (14) 18:52 (6) 21:33 (10) 23:13 (20) 19:05

14 1:52:22 <13> 9:28:42 <17> 9:47:54 <14> 10:10:04 <14> 10:33:35 <14> 10:52:22
佐藤　信男 (13) 28:42 (21) 19:12 (13) 22:10 (15) 23:31 (15) 18:47

15 1:53:08 <11> 9:28:27 <12> 9:47:19 <19> 10:11:25 <17> 10:35:44 <15> 10:53:08
伊藤　　忠 (11) 28:27 (14) 18:52 (26) 24:06 (19) 24:19 (3) 17:24

16 1:53:12 <23> 9:29:44 <19> 9:48:20 <15> 10:10:10 <16> 10:34:00 <16> 10:53:12
勝又　敬夫 (23) 29:44 (13) 18:36 (8) 21:50 (18) 23:50 (21) 19:12

17 1:54:09 <18> 9:29:02 <15> 9:47:35 <17> 10:10:12 <15> 10:33:55 <17> 10:54:09
前場　秀雄 (18) 29:02 (12) 18:33 (17) 22:37 (17) 23:43 (27) 20:14

18 1:55:05 <17> 9:28:57 <13> 9:47:23 <18> 10:10:25 <20> 10:36:38 <18> 10:55:05
立島　幸光 (17) 28:57 (11) 18:26 (18) 23:02 (30) 26:13 (9) 18:27

19 1:55:59 <21> 9:29:30 <21> 9:48:55 <22> 10:12:04 <21> ###### <19> 10:56:19
横山　重晴 (21) 29:30 (23) 19:25 (19) 23:09 (22) 24:54 (19) 19:01

20 1:56:19 <20> 9:29:12 <22> 9:49:21 <20> 10:11:33 <19> 10:41:30 <20> 10:56:19
五十嵐　博 (20) 29:12 (30) 20:09 (14) 22:12 (23) 24:58 (24) 19:48

21 1:56:32 <8> 9:28:19 <18> 9:48:02 <21> 10:11:34 <18> 10:36:24 <21> 10:56:32
秋津　英敏 (8) 28:19 (24) 19:43 (23) 23:32 (20) 24:50 (25) 20:08

22 1:56:51 <30> 9:31:58 <30> 9:51:47 <29> 10:16:06 <25> 10:38:07 <22> 10:56:51
熊沢　哲弘 (30) 31:58 (27) 19:49 (28) 24:19 (4) 22:01 (12) 18:44

23 1:57:03 <24> 9:30:28 <22> 9:49:21 <24> 10:13:10 <24> 10:38:03 <23> 10:57:03

藤谷　信幸 <24> 30:28 (16) 18:53 (24) 23:49 (21) 24:53 (17) 19:00

飯野　健二

山崎　隆雄 菅野　四雄 勝俣　英夫 村越　純男 府川　　勇

原田　　賢 佐野　茂芳 加藤　賢三 若山　雅則

阿部　和夫

秋津　英敏 馬場　康司 宮川　正美 落合　弘一 高橋　和夫

藤野　雅春 佐々木雄二

山口慎太郎

下村　輝翁 山田　由行 小松崎　勲 梅津　利隆 池上　由洋

山下　慶二

山口　菊男 長橋　　清 渡辺　清一 笹尾　正雄 清田　雄司

下大迫英作 勝又　敬夫 藤木　　豊 和多　　茂

小島　三郎 安部　光司 高橋　千之 長谷沼　明 高橋　邦亘

小島　　清 清野　吉弘 鎌田　次郎 佐藤　信男

相沢　　明

久野　達也 森松　　忠 落安　孝雄 渡辺　正浩

大宮　敏正

志村　和久

近藤　定雄

柏木　丈昭 杉山　和夫 柏木　　茂 中戸川佳弘 小宮富士男

山田　和男 磯崎　清一 加藤　夏夫

小松　　仁

今井　　勝

柳原　正弘 加藤　健二 土屋　　栄 森田　健蔵 大窪　博文

伊藤　　栄 高山　　繁 長谷川　栄

仲川　三郎

宮崎　康司

香川　　茂 沓掛　修一 安池　菊夫 小野寺　敏 石黒　一夫

猪俣　正人 丸山　哲雄 池田　英夫

石幡　保雄 石井　章雄 橋本　一恵

前田憲一郎 岡島　　誠 越水　　清

市役所⇒神田消防署 ⇒豊田本郷 豊田本郷⇒金目

生川富士夫

森岡　光夫 諌山　保夫 波戸　逸雄 荒木　　勉 佐々木一也

生川　澄夫

中央農協

高砂香料A

クラウンコルクA

コース変更

北村　泰一 石塚　博幸 鎌倉　　茂 小林　博夫 横井川良治

第５区　５．２Km

不二家 

横浜ゴムA

三菱樹脂A

県立高校

日産車体A

東電平塚A

平塚市消防署

仲森　成人

熊谷　耕治

阪田　十一

金目⇒中沢橋 中沢橋⇒山城中
第１区　８．４Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km 第４区　６．５Km

柳生　　勝

大東化学

日産車体B

平塚市役所

横浜ゴムB

湘央建設

三和ケミカルA

パイロットA

藤川　通陽 鈴木　　保 樋田　道芳

山田　俊次 青木　隆之

東電平塚B

関西ペイントA

高周波熱錬A

クラウンコルクB

平塚信用金庫A

小野　勝喜

真柄　喜行 伊藤　良明 清水　孝典 堀内　恵治

高砂香料B

三浦　裕明 西山　　明 伊藤　秋徳

安藤　輝夫



 　　  第２３回大会続き
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 1:57:47 <16> 9:28:56 <16> 9:47:53 <15> 10:10:10 <22> 10:37:36 <24> 10:57:47
吉田　　学 (16) 28:56 (18) 18:57 (15) 22:17 (24) 27:26 (26) 20:11

25 1:59:38 <25> 9:30:37 <26> 9:50:24 <25> 10:13:46 <26> 10:39:10 <25> 10:59:38
塚田　成一 (25) 30:37 (25) 19:47 (21) 23:22 (24) 25:24 (29) 20:28

26 2:00:28 <29> 9:31:54 <31> 9:52:30 <26> 10:14:38 <22> 10:37:13 <26> 11:00:28
山下　千年 (29) 31:54 (33) 20:36 (12) 22:08 (8) 22:35 (24) 23:15

27 2:00:55 <31> 9:31:59 <28> 9:51:14 <28> 10:15:44 <28> 10:42:06 <27> 11:00:55
浜田　　卓 (31) 31:59 (22) 19:15 (29) 24:30 (31) 26:22 (16) 18:49

28 2:01:45 <32> 9:32:31 <32> 9:52:47 <30> 10:17:00 <29> 10:42:29 <28> 11:01:45
三谷　　一 (32) 32:31 (31) 20:16 (27) 24:13 (25) 25:29 (22) 19:16

29 2:02:30 <14> 9:28:45 <25> 9:50:21 <32> 10:17:38 <32> 10:43:45 <29> 11:02:30
平野　時司 (14) 28:45 (34) 21:36 (34) 27:17 (28) 26:07 (14) 18:45

30 2:02:43 <26> 9:31:00 <27> 9:51:04 <27> 10:15:38 <30> 10:43:02 <30> 11:02:43
小山　　統 (26) 31:00 (29) 20:04 (31) 24:34 (33) 27:24 (23) 19:41

31 2:02:55 <27> 9:31:09 <24> 9:49:31 <23> 10:13:00 <27> ###### <31> 11:02:55
小林　俊二 (27) 31:09 (10) 18:22 (22) 23:29 (32) 27:19 (33) 22:36

32 2:03:55 <28> 9:31:46 <29> 9:51:36 <31> 10:17:16 <31> 10:43:14 <32> 11:03:55
成瀬　　正 (28) 31:46 (28) 19:50 (32) 25:40 (27) 25:58 (30) 20:41

33 2:05:32 <33> 9:33:26 <33> 9:53:53 <33> 10:18:26 <33> 10:44:35 <33> 11:05:32
冨岡　光雄 (33) 33:26 (32) 20:27 (30) 24:33 (29) 26:09 (31) 20:57

34 2:12:51 <34> 9:38:57 <34> 9:57:51 <34> 10:24:48 <34> 10:50:40 <34> 11:12:51
関口　和男 (34) 38:57 (17) 18:54 (33) 26:57 (26) 25:52 (32) 22:11

棄　権
榎本　秀雄

佐藤　賢二小山　隆俊 村松　文夫 河須崎雅弘 関口　敏光

猪股　敬司 鈴木　善策

青木　健夫

鶴井　雅彦 金沢　利幸 成瀬　　正

増田　　豊

小松電子金属

岩本　利雄 安田　　誠

阿部　正雄 小林　俊二 藤田　　康 滝沢　　厚

米原　洋一 佐藤　静夫

鈴木　康之 安田　雄司 河野　義弘 土屋　忠三

荒井　宏明 柴田　　章 高橋　修身 蛭田　　仁 鈴木　哲也

本内　克洋 赤尾　勝政 柳田　伝二 高橋　　透 田中　良幸

横溝　義昭

中沢橋⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　５．２Km 第３区　６．３Km

三　共　A

三和ケミカルB

曽我の屋食品

平塚信用金庫B

三菱樹脂B

パイロットB

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

宣保　　隆 松本　文男

鯰江　俊也 中野　　篤

第４区　６．５Km

関西ペイントB

高周波熱錬B

三　共　B

三協化学

大野ベロー

藤原　正史

吉川　勝良 井関伊津夫 三谷　　一

渡辺　　博 井ノ口順次郎

出水　彦充後藤　俊介

菊地　孝志 宮腰　俊夫 大神　浩二 甲斐　敏彦

今井　正人 川崎　一裕 横手　健三

増田　志郎



 　　  第２４回大会　　　昭和６０年１月１３日（日） 　８時３０分スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:30:27 <4> 8:51:16 <3> 9:06:04 <1> 9:23:06 <1> 9:42:15 <1> 10:00:27
新藤　　忠 (4) 21:16 (3) 14:48 (2) 17:02 (1) 19:09 (2) 18:12

2 1:32:18 <3> 8:51:12 <1> 9:05:47 <2> 9:23:18 <2> 9:44:01 <2> 10:02:18
田尻　　章 (3) 21:12 (1) 14:35 (3) 17:31 (3) 20:43 (3) 18:17

3 1:33:08 <2> 8:50:53 <2> 9:05:53 <3> 9:24:25 <3> 9:44:56 <3> 10:03:08
青島　　馨 (2) 20:53 (4) 15:00 (9) 18:32 (2) 20:32 (1) 18:11

4 1:34:31 <5> 8:51:59 <4> 9:06:44 <4> 9:24:26 <4> 9:45:19 <4> 10:04:31
石幡　保雄 (5) 21:59 (2) 14:45 (4) 17:42 (5) 20:53 (5) 19:12

5 1:35:31 <9> 8:52:57 <6> 9:08:01 <5> 9:26:03 <5> 9:46:47 <5> 10:05:31
加藤　健二 (9) 22:57 (5) 15:04 (5) 18:02 (4) 20:44 (4) 18:44

6 1:37:52 <6> 8:52:43 <8> 9:08:20 <11> 9:27:32 <8> 9:48:39 <6> 10:07:52
上野　啓一 (6) 22:43 (9) 15:37 (18) 19:12 (6) 21:07 (6) 19:13

7 1:38:41 <8> 8:52:54 <11> 9:09:09 <10> 9:27:12 <6> 9:48:22 <7> 10:08:41
小野寺　　敏 (8) 22:54 (13) 16:15 (6) 18:03 (7) 21:10 (13) 20:19

8 1:38:51 <11> 8:53:00 <7> 9:08:10 <9> 9:27:11 <11> 9:49:26 <8> 10:08:51
柚原　恒夫 (11) 23:00 (6) 15:10 (14) 19:01 (15) 22:15 (7) 19:25

9 1:39:08 <1> 8:50:43 <5> 9:07:20 <7> 9:26:23 <7> 9:48:36 <9> 10:09:08
榎本　秀雄 (1) 20:43 (20) 16:37 (17) 19:03 (14) 22:13 (16) 20:32

10 1:39:52 <12> 8:53:13 <13> 9:09:39 <6> 9:26:20 <9> 9:48:45 <10> 10:50:14
加藤　重徳 (12) 23:13 (18) 16:26 (1) 16:41 (16) 22:25 (21) 21:07

11 1:40:12 <20> 8:53:52 <12> 9:09:35 <15> 9:28:36 <14> 9:50:19 <11> 10:10:12
佐藤　信男 (20) 23:52 (10) 15:43 (14) 19:01 (9) 21:43 (9) 19:53

12 1:40:22 <15> 8:53:20 <9> 9:08:48 <12> 9:27:42 <12> 9:49:48 <12> 10:10:22
早川　忠義 (15) 23:20 (7) 15:28 (13) 18:54 (13) 22:06 (17) 20:34

13 1:40:29 <23> 8:54:23 <20> 9:10:17 <16> 9:28:42 <15> 9:50:40 <13> 10:10:29
前場　秀雄 (23) 24:23 (11) 15:54 (8) 18:19 (12) 22:04 (8) 19:49

14 1:40:30 <17> 8:53:33 <16> 9:09:49 <14> 9:28:28 <13> 9:50:19 <14> 10:10:30
渡辺　譲治 (17) 23:33 (14) 16:16 (11) 18:39 (10) 21:51 (12) 20:11

15 1:40:46 <14> 8:53:18 <10> 9:08:51 <8> 9:27:00 <10> 9:49:25 <15> 10:10:46
杉崎　久雄 (14) 23:18 (8) 15:33 (7) 18:09 (16) 22:25 (24) 21:21

16 1:41:49 <13> 8:53:17 <18> 9:10:00 <20> 9:30:18 <17> 9:51:53 <16> 10:11:49
田坂　繁幸 (13) 23:17 (23) 16:43 (25) 20:18 (8) 21:35 (10) 19:56

17 1:42:10 <18> 8:53:41 <15> 9:09:47 <13> 9:28:21 <18> 9:52:07 <17> 10:12:10
五十嵐　博 (18) 23:41 (12) 16:06 (10) 18:34 (26) 23:46 (11) 20:03

18 1:42:36 <10> 8:52:59 <14> 9:09:43 <17> 9:29:01 <16> 9:51:39 <18> 10:12:36
勝又　敬夫 (10) 22:59 (24) 16:44 (19) 19:18 (21) 22:38 (20) 20:57

19 1:43:10 <27> 8:54:49 <28> 9:11:55 <22> 9:30:46 <19> 9:52:41 <19> 10:13:10
山田　郁夫 (27) 24:49 (26) 17:06 (12) 18:51 (11) 21:55 (15) 20:29

20 1:43:24 <19> 8:53:42 <19> 9:10:06 <21> 9:30:23 <20> 9:52:48 <20> 10:13:24
鈴野　　宏 (19) 23:42 (16) 16:24 (24) 20:17 (16) 22:25 (18) 20:36

21 1:45:33 <24> 8:54:27 <29> 9:12:37 <26> 9:32:07 <24> 9:55:13 <21> 10:15:33
冨岡　光雄 (24) 24:27 (31) 18:10 (21) 19:29 (22) 23:07 (14) 20:20

22 1:45:47 <7> 8:52:47 <17> 9:09:56 <18> 9:29:54 <22> 9:53:50 <22> 10:15:47
小山　　統 (7) 22:47 (28) 17:09 (22) 19:58 (28) 23:56 (27) 21:57

23 1:46:17 <29> 8:55:08 <26> 9:11:49 <23> 9:31:11 <23> 9:55:09 <23> 10:16:17

柏木　宗雄 (28) 25:08 (21) 16:41 (20) 19:22 (29) 23:58 (23) 21:08

波戸　逸雄

原　孝行 杉山　和夫 中戸川佳弘 真壁　正良

中央農協B

瀬尾　　進 鎌田　次郎 佐藤　信男

下大迫英作 山下　慶二 藤木　　豊 土屋　　栄

小島　三郎 奥山　俊樹

パイロット

三協化学

クラウンコルクB

小松電子

高周波熱錬

日産車体B

東京ガス

大東化学

関西ペイントA

平塚市役所

横浜ゴムB

中央農協A

庄田　　清

小宮富士男

山口　菊男

日産車体A

高砂香料A

金目⇒吉沢小 吉沢小⇒山城中
第１区　６．７Km 第２区　４．４Km 第３区　５．３Km 第４区　６．２Km

北豊田⇒金目

生川　澄夫

湘央建設

平塚市消防署

横浜ゴムA

不二家 

県立高校

三和ケミカルA

クラウンコルクA

三菱樹脂A

岡元　良一

石塚　博幸 吉野　富夫 平田　欣彦 北村　泰一 小林　博夫

第５区　５．７Km
市役所⇒神田消防署神田消防署⇒北豊田

石幡　保雄

井上　哲也

仲川　三郎 前田憲一郎 岡島　　誠 柳生　　勝 小沢　伸高

森岡　光夫 諌山　保夫 小島　　清

佐藤　郁生 加藤　健二 柳原　正弘 森田　健蔵

山田　俊次 橋本　一恵 石井　章雄

香川　　茂 山崎　隆雄 沓掛　修一 小野寺　敏

荒巻　正夫

伊藤　　栄 高山　　繁 大館　正浩 志村　和久 長谷川　栄

仲森　成人 西山　　明 伊藤　秋徳 三浦　裕明

石黒　一夫

山田　和男 磯崎　清一 加藤　夏夫 相沢　　明 大貫　芳夫

渡辺　清一 笹尾　正雄 蓑島　正美 太田　　実

小野　勝喜

落安　孝雄 久野　達也 飯田　文宏 阪田　十一 渡辺　正浩

今井　正人

清水　孝典 藤田　　康 伊藤　良明 熊谷　耕治 阿部　正雄

横手　健三 後藤　俊介 出水　彦充 紺野　敬晃

柳田　伝二

藤野　雅春 阿部　三徳 五十嵐　博 青木　隆之 茂木　正徳

本内　克洋 関　　　優 佐藤　裕憲 小山　大友

和多　　茂

鈴木　健郎 村田　三雄 山田　郁夫 畠山　幸三 前田　　裕

長谷沼　明

山口慎太郎 清水　春夫 鈴木　　保 藤川　通陽 安藤　輝夫

高橋　千之 安部　光司

池上　由洋

鎌田　憲一 柏木　浩一 古正　隆司 原田　博行 柳川　克美

下村　輝翁 宮脇　俊夫 小松崎　勲 菊地　考志



 　　  第２４回大会続き
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 1:46:43 <21> 8:53:57 <23> 9:11:04 <25> 9:31:54 <25> 9:55:36 <24> 10:16:43
藤谷　信幸 (21) 23:57 (27) 17:07 (28) 20:50 (25) 23:42 (21) 21:07

25 1:46:50 <22> 8:54:12 <24> 9:11:10 <28> 9:33:01 <26> 9:56:11 <25> 10:16:50
飯塚　順幸 (22) 24:12 (25) 16:58 (32) 21:51 (23) 23:10 (19) 20:39

26 1:47:27 <16> 8:53:20 <22> 9:10:55 <19> 9:29:56 <21> 9:53:48 <26> 10:17:27
山下　千年 (15) 23:20 (29) 17:35 (14) 19:01 (27) 23:52 (32) 23:39

27 1:48:06 <26> 8:54:41 <31> 9:13:56 <30> 9:34:06 <27> 9:56:35 <27> 10:18:06
梅原　敬三 (26) 24:41 (33) 19:15 (23) 20:10 (19) 22:29 (25) 21:31

28 1:48:30 <32> 8:56:00 <30> 9:12:42 <31> 9:34:22 <31> 9:56:51 <28> 10:18:30
横溝　義昭 (32) 26:00 (22) 16:42 (31) 21:40 (19) 22:29 (26) 21:39

29 1:49:02 <30> 8:55:28 <27> 9:11:54 <27> 9:32:23 <29> 9:56:43 <29> 10:19:02
小川　政二 (30) 25:28 (18) 16:26 (26) 20:29 (30) 24:20 (28) 22:19

39 1:49:09 <25> 8:54:34 <21> 9:10:53 <24> 9:31:54 <30> 9:56:48 <30> 10:19:09
浜田　　卓 (25) 24:34 (15) 16:19 (29) 21:01 (31) 24:54 (29) 22:21

31 1:50:17 <28> 8:55:08 <25> 9:11:32 <29> 9:33:10 <28> 9:56:37 <31> 10:20:17
瀬戸　敏雄 (28) 25:08 (16) 16:24 (30) 21:38 (24) 23:27 (33) 23:40

32 1:54:12 <33> 8:56:34 <32> 9:14:14 <33> 9:36:40 <32> ###### <32> 10:24:12
成瀬　　正 (33) 26:34 (30) 17:40 (33) 22:26 (32) 25:08 (30) 22:24

33 1:55:00 <31> 8:55:54 <33> 9:14:15 <32> 9:34:46 <33> ###### <33> 10:25:00
米原　洋一 (31) 25:54 (32) 18:21 (27) 20:31 (33) 27:42 (31) 22:32

金沢　利幸

品田　　通

馬場　康司

野田　和明 猪股　敬司 米原　洋一 松本　浩司 増田　　豊

岩本　利雄 成瀬　　正 平本　弘一

田中　俊英

渡辺　　博

落合　弘一 安田　　誠 鶴井　雅彦 秋津　英敏 宮川　正美

藤原　正史 川田　誠司 井ノ口順次郎

大沼　由憲

河野　義弘

安井　宣之 小谷　　豊 村上　和雄 一戸　　稔 本間　尚之

村上　　敦 村松　文夫 鈴木　康之

中野　　篤 井関伊津雄 松井　広志

松永　忠夫 宮野入允幸 井出　準二

市役所⇒神田消防署神田消防署⇒北豊田 北豊田⇒金目

三谷　　一

鈴木　和四 鈴木　哲也 高橋　修身 柴田　　章 新田　　充

佐藤　正典

関西ペイントB

三和ケミカルB

三菱樹脂B

安池　菊夫 石黒　光司 村越　純男 勝俣　英夫 府川　　勇

第５区　５．７Km

高砂香料B

大野ベロー

平塚信用金庫B

石塚研究所

平塚信用金庫A

三　共

曽我の屋食品

金目⇒吉沢小 吉沢小⇒山城中
第１区　６．７Km 第２区　４．４Km 第３区　５．３Km 第４区　６．２Km

渡辺　静一



 　　  第２５回大会　　　昭和６１年２月２３日（日） 　８時３０分スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:29:51 <5> 8:50:48 <3> 9:05:43 <1> 9:22:18 <1> 9:41:38 <1> 9:59:51
大会新 新藤　　忠 (5) 20:48 (2) 14:55 (1) 16:35 (1) 19:20 (1) 18:13

2 1:32:15 <3> 8:50:41 <1> 9:05:10 <2> 9:22:40 <2> 9:43:14 <2> 10:02:15
田尻　　章 (3) 20:41 (1) 14:29 (4) 17:30 (4) 20:34 (4) 19:01

3 1:33:39 <6> 8:50:49 <4> 9:06:41 <4> 9:23:56 <4> 9:44:16 <3> 10:03:39
青島　　馨 (6) 20:49 (9) 15:52 (3) 17:15 (3) 20:20 (6) 19:23

4 1:34:44 <1> 8:49:55 <2> 9:05:23 <3> 9:23:25 <3> 9:44:14 <4> 10:04:44
前場　秀雄 (1) 19:55 (7) 15:28 (9) 18:02 (5) 20:49 (17) 20:30

5 1:35:39 <9> 8:52:17 <7> 9:07:24 <9> 9:26:32 <6> 9:46:47 <5> 10:05:39
石幡　保雄 (9) 22:17 (3) 15:07 (17) 19:08 (2) 20:15 (3) 18:52

6 1:36:30 <4> 8:50:44 <6> 9:06:52 <6> 9:25:05 <5> 9:46:28 <6> 10:06:30
榎本　秀雄 (4) 20:44 (12) 16:08 (10) 18:13 (10) 21:23 (9) 20:02

7 1:36:33 <16> 8:53:09 <13> 9:09:03 <10> 9:26:44 <9> 9:48:02 <7> 10:06:33
香川　　茂 (15) 23:09 (10) 15:54 (5) 17:41 (8) 21:18 (2) 18:31

8 1:36:44 <8> 8:52:09 <8> 9:07:26 <7> 9:25:13 <8> 9:47:23 <8> 10:06:44
上野　啓一 (8) 22:09 (4) 15:17 (7) 17:47 (14) 22:10 (5) 19:21

9 1:36:52 <2> 8:50:38 <5> 9:06:49 <5> 9:24:01 <7> 9:46:48 <9> 10:06:52
加藤　重徳 (2) 20:38 (15) 16:11 (2) 17:12 (21) 22:47 (10) 20:04

10 1:38:16 <11> 8:52:30 <9> 9:07:51 <8> 9:26:25 <10> 9:48:07 <10> 10:08:16
加藤　健二 (11) 22:30 (6) 15:21 (12) 18:34 (11) 21:42 (12) 20:09

11 1:39:00 <14> 8:52:58 <10> 9:08:27 <14> 9:28:07 <12> 9:49:36 <11> 10:09:00
佐藤　信男 (14) 22:58 (8) 15:29 (23) 19:40 (9) 21:19 (7) 19:24

12 1:39:19 <13> 8:52:46 <12> 9:08:56 <11> 9:26:48 <11> 9:49:02 <12> 10:09:19
鈴野　　宏 (13) 22:46 (14) 16:10 (8) 17:52 (15) 22:14 (13) 20:17

13 1:40:28 <15> 8:53:09 <16> 9:09:39 <12> 9:27:21 <15> 9:50:24 <13> 10:10:28
田中　利昭 (15) 23:09 (20) 16:30 (6) 17:42 (23) 23:03 (10) 20:04

14 1:40:42 <19> 8:53:34 <11> 9:08:53 <13> 9:27:41 <14> 9:50:13 <14> 10:10:42
石井　　尊 (19) 23:34 (5) 15:19 (13) 18:48 (19) 22:32 (16) 20:29

15 1:40:56 <21> 8:53:44 <19> 9:09:52 <19> 9:29:09 <13> 9:49:59 <15> 10:10:56
田坂　繁幸 (21) 23:44 (12) 16:08 (19) 19:17 (6) 20:50 (19) 20:57

16 1:41:12 <12> 8:52:36 <14> 9:09:11 <15> 9:28:39 <16> 9:50:47 <16> 10:11:17
杉崎　久雄 (12) 22:36 (23) 16:35 (22) 19:28 (12) 22:08 (15) 20:25

17 1:41:14 <20> 8:53:42 <23> 9:10:35 <17> 9:28:51 <17> 9:51:16 <17> 10:11:14
勝又　敬夫 (20) 23:42 (25) 16:53 (11) 18:16 (16) 22:25 (8) 19:58

18 1:42:46 <17> 8:53:28 <25> 9:11:17 <20> 9:29:44 <20> 9:52:27 <18> 10:12:46
村田　三雄 (17) 23:28 (28) 17:16 (16) 19:00 (20) 22:43 (14) 20:19

19 1:42:59 <18> 8:53:30 <20> 9:09:58 <18> 9:28:57 <18> 9:51:46 <19> 10:12:59
柚原　恒夫 (18) 23:30 (19) 16:28 (15) 18:59 (22) 22:49 (21) 21:13

20 1:43:42 <7> 8:51:36 <15> 9:09:27 <16> 9:28:50 <19> 9:52:21 <20> 10:13:42
中　　秀康 (7) 21:36 (33) 17:51 (20) 19:23 (27) 23:31 (23) 21:21

21 1:44:43 <22> 8:53:46 <17> 9:09:42 <24> 9:31:35 <22> 9:52:49 <21> 10:14:43
清田　正明 (22) 23:46 (11) 15:56 (32) 21:53 (7) 21:14 (28) 21:54

22 1:45:15 <24> 8:54:03 <21> 9:10:20 <22> 9:30:32 <23> 9:53:01 <22> 10:15:15
富岡　光雄 (24) 24:03 (17) 16:17 (27) 20:12 (17) 22:29 (30) 22:14

23 1:45:22 <25. 8:54:06 <24> 9:10:44 <21> 9:29:59 <21> 9:52:29 <23> 10:15:22

山下　千年 (25) 24:06 (22) 16:38 (18) 19:15 (18) 22:30 (32) 22:53

※　この年より地区・実業団が別開催となった。

増田　　豊

西屋　茂則 柴田　　章 高橋　修身 石本　英治 新田　　充

安藤　輝夫 山口慎太郎 米原　洋一 春木　哲郎

伊藤　　均

田野　明広 菊地　伸和 小林　　栄 高部　一夫 山田　恭之

伏見　郁夫 白石　　明

菊地　忠二

山田　和男 佐藤　正典 加藤　夏夫 相沢　　明 近藤　定雄

清水　孝典

赤崎　清行 藤木　　豊 和多　　茂 土屋　　栄 下大迫英作

熊谷　耕治 高橋　俊徳 阿部　正雄 伊藤　良明

本内　克洋 関　　　優 森　　広行 小山　大友 柳田　伝二

野川　清一 原　　孝行 杉山　和夫 中戸川佳弘

清野　道郎

紺野　敬晃 瀬脇　裕二 横手　健三 名田　謙一

真壁　正良

小野寺　敏

落安　孝雄

荒巻　正夫 加藤　健二 柳原　正弘 森田　健蔵 河内　雄二

飯田　文宏 和田　秀勝 工　　　裕二

生川　澄夫

藤谷　信幸

伊藤　　栄 高山　　繁 長谷川　　栄 大館　正浩 志村　和久

香川　　茂 石黒　一夫 沓掛　修一

山口　菊男

橋本　一恵

仲森　成人 小谷　　豊 三浦　裕明 伊藤　秋徳 小野　勝喜

石井　章雄 五十嵐　博 石幡　保雄

諌山　保夫 井上　哲也 岡元　良一

笹尾　正雄 小宮富士男 蓑島　正美

市役所⇒神田消防署神田消防署⇒北豊田 北豊田⇒金目

小島　　清

仲川　三郎 岡島　　誠 秋山　　修 柳生　　勝 前田憲一郎

森岡　光夫

日産車体A

三和ケミカル

横浜ゴムA

平田　欣彦 横井川良治 石塚　博幸 北村　泰一 小林　博夫

第５区　５．７Km

不二家 

県立高校

湘央建設

平塚市役所

平塚市消防署

クラウンコルクA

高砂香料A

波戸　逸雄

小島　三郎

坂東　敬三

金目⇒吉沢小 吉沢小⇒山城中
第１区　６．７Km 第２区　４．４Km 第３区　５．３Km 第４区　６．２Km

堂道　　誠

三協化学

パイロット

日産車体B

中央農協

小松電子金属

横浜ゴムB

大東化学

石橋　睦夫 村田　三雄 畠山　幸三

山口　順啓 鷹取　　靖

関西ペイント

東京ガス

三菱樹脂A

キャノン

平塚郵便局

佐藤　信男

奥山　俊樹 高橋　邦亘 長谷沼　明 安部　光司

大野ベロー

佐々木　一也 宗　　　哲 大宮　敏正

矢武　正明



 　　  第２５回大会続き
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 1:46:13 <26> 8:54:14 <26> 9:11:45 <26> 9:31:47 <28> 9:55:41 <24> 10:16:13
安池　菊夫 (26) 24:14 (31) 17:31 (26) 20:02 (29) 23:54 (18) 20:32

25 1:46:42 <27> 8:54:57 <28> 9:12:03 <25> 9:31:46 <24> 9:53:54 <25> 10:16:13
梅原　敬三 (27) 24:57 (26) 17:06 (24) 19:43 (12) 22:08 (31) 22:48

26 1:46:44 <10> 8:52:24 <18> 9:09:45 <23> 9:30:51 <25> 9:55:16 <26> 10:16:44
小山　　統 (10) 22:24 (29) 17:21 (14) 18:54 (32) 26:37 (24) 21:28

27 1:46:48 <28> 8:55:29 <31> 9:12:54 <28> 9:32:18 <27> 9:55:39 <27> 10:16:48
藤野　雅春 (28) 25:29 (30) 17:25 (21) 19:24 (25) 23:21 (20) 21:09

28 1:47:04 <23> 8:53:55 <22> 9:10:32 <27> 9:31:49 <26> 9:55:17 <28> 10:17:04
横溝　義昭 (23) 23:55 (21) 16:37 (31) 21:17 (26) 23:28 (26) 21:47

29 1:48:19 <29> 8:55:33 <30> 9:12:21 <31> 9:33:01 <31> 9:56:51 <29> 10:18:19
石井　仁朗 (29) 25:33 (24) 16:48 (28) 20:40 (28) 23:50 (24) 21:28

30 1:48:31 <32> 8:56:01 <32> 9:13:07 <32> 9:33:02 <29> 9:56:19 <30> 10:18:31
秋津　英敏 (32) 26:01 (26) 17:06 (25) 19:55 (24) 23:17 (29) 22:12

31 1:48:31 <30> 8:55:41 <27> 9:11:55 <29> 9:32:42 <30> 9:56:44 <31> 10:18:31
小山　隆俊 (30) 25:41 (16) 16:14 (29) 20:47 (30) 24:02 (26) 21:47

32 1:51:43 <31> 8:55:49 <29> 9:12:06 <30> 9:32:56 <32> 9:58:24 <33> 10:21:43
浜田　　卓 (31) 25:49 (17) 16:17 (30) 20:50 (31) 25:28 (33) 23:19

33 1:56:48 <33> 8:57:19 <33> 9:15:03 <33> 9:38:55 <33> ###### <32> 10:26:48
飯塚　順幸 (33) 27:19 (32) 17:44 (33) 23:52 (32) 26:37 (22) 21:16

三　共　A

平塚信用金庫

金目⇒吉沢小 吉沢小⇒山城中
第１区　６．７Km 第２区　４．４Km 第３区　５．３Km 第４区　６．２Km

北豊田⇒金目

青木　隆之

三菱樹脂B

三共化成

石塚研究所

高砂香料B

高周波熱錬

曽我の屋食品

クラウンコルクB

三　共　B

井出　準二

村越　純男 石黒　光司 勝俣　英夫 山崎　隆男 安池　菊夫

第５区　５．７Km
市役所⇒神田消防署神田消防署⇒北豊田

中村　耕三

大沼　由憲

下村　輝翁 武藤　博信 山田　由行 菊地　考志 小松崎　勲

渡辺　静一 薮田　忠弘 宮野入允幸

坂尾　　進 中舘　　薫 久田　芳則 根本　　順

堀江　郁夫 茂木　正徳 藤野　雅春

高橋　和夫 宮川　正美 安田　　誠 落合　弘一

安田　雄司

内田美佐男 星　　孝彦 江崎　　清 安西　政雄 大津　茂美

松本　　純 松本　文男 小清水直樹 川田　誠司

馬場　康司

河野　義弘 村松　文夫 鈴木　康之 村上　　敦 宗方　章徳

渡辺　　博

長井　敏晴 片倉　　豊 畠山　朝浩 小林　英夫 井関伊津雄



 　　  第２６回大会　　　昭和６２年２月１５日（日） 　８時３０分スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:31:01 <6> 8:51:35 <5> 9:06:43 <4> 9:23:29 <1> 9:42:44 <1> 10:01:01
横井川良治 (6) 21:35 (5) 15:08 (1) 16:46 (2) 19:15 (1) 18:17

2 1:31:37 <5> 8:51:14 <3> 9:05:52 <2> 9:23:03 <3> 9:43:18 <2> 10:01:37
田尻　　章 (5) 21:14 (1) 14:38 (4) 17:11 (3) 20:15 (2) 18:19

3 1:32:33 <4> 8:51:08 <4> 9:06:19 <3> 9:23:23 <4> 9:43:40 <3> 10:02:33
青島　　馨 (4) 21:08 (7) 15:11 (3) 17:04 (4) 20:17 (4) 18:53

4 1:33:08 <1> 8:49:51 <1> 9:04:45 <1> 9:22:35 <2> 9:43:11 <4> 10:03:08
前場　秀雄 (1) 19:51 (2) 14:54 (6) 17:50 (5) 20:36 (11) 19:57

5 1:35:27 <7> 8:52:16 <6> 9:07:14 <6> 9:25:23 <8> 9:46:47 <5> 10:05:27
石幡　保雄 (7) 22:16 (3) 14:58 (7) 18:09 (9) 21:24 (3) 18:40

6 1:35:37 <9> 8:52:32 <7> 9:07:40 <5> 9:25:08 <5> 9:45:53 <6> 10:05:37
上野　啓一 (9) 22:32 (5) 15:08 (5) 17:28 (6) 20:45 (9) 19:44

7 1:36:11 <2> 8:50:52 <2> 9:05:51 <7> 9:25:26 <7> 9:46:28 <7> 10:06:11
仲森　成人 (2) 20:52 (4) 14:59 (17) 19:35 (7) 21:02 (8) 19:43

8 1:36:24 <20> 8:54:47 <16> 9:10:12 <10> 9:27:11 <6> 9:46:09 <8> 10:06:24
山田　三郎 (20) 24:47 (8) 15:25 (2) 16:59 (1) 18:58 (15) 20:15

9 1:37:56 <10> 8:52:33 <8> 9:07:58 <8> 9:26:54 <9> 9:48:19 <9> 10:07:56
山崎　隆男 (10) 22:33 (8) 15:25 (13) 18:56 (10) 21:25 (6) 19:37

10 1:38:44 <15> 9:53:43 <14> 9:09:17 <12> 9:27:50 <10> 9:49:04 <10> 10:08:44
吉田　　学 (15) 23:43 (11) 15:34 (8) 18:33 (8) 21:14 (7) 19:40

11 1:38:53 <11> 8:53:13 <10> 9:08:54 <11> 9:27:35 <11> 9:49:28 <11> 10:08:53
加藤　健二 (11) 23:13 (14) 15:41 (11) 18:41 (11) 21:53 (5) 19:25

12 1:39:52 <8> 8:52:20 <9> 9:08:34 <9> 9:27:10 <12> 9:49:51 <12> 10:09:52
鈴野　　宏 (8) 22:20 (18) 16:14 (9) 18:36 (17) 22:41 (13) 20:01

13 1:40:45 <14> 8:53:28 <11> 9:09:05 <14> 9:28:43 <13> 9:50:48 <13> 10:10:45
田中　利昭 (14) 23:28 (12) 15:37 (18) 19:38 (13) 22:05 (11) 19:57

14 1:40:53 <16> 8:53:47 <12> 9:09:12 <13> 9:28:00 <14> 9:51:30 <14> 10:10:53
石井　　尊 (16) 23:47 (8) 15:25 (12) 18:48 (20) 23:03 (10) 19:50

15 1:42:37 <13> 8:53:24 <13> 9:09:16 <16> 9:29:46 <15> 9:51:51 <15> 10:12:37
杉崎　久雄 (13) 23:24 (15) 15:52 (24) 20:30 (13) 22:05 (18) 20:46

16 1:42:42 <3> 8:51:05 <20> 9:11:10 <16> 9:29:46 <16> 9:52:39 <16> 10:12:42
鷹取　　靖 (3) 21:05 (28) 20:05 (9) 18:36 (19) 22:53 (14) 20:03

17 1:44:13 <19> 8:54:43 <18> 9:10:21 <15> 9:29:35 <17> 9:52:49 <17> 10:14:13
梅原　敬三 (19) 24:43 (13) 15:38 (15) 19:14 (22) 23:14 (22) 21:24

18 1:44:22 <23> 8:55:06 <21> 9:11:13 <18> 9:30:28 <18> 9:53:02 <18> 10:14:22
村田　三雄 (23) 25:06 (16) 16:07 (16) 19:15 (16) 22:34 (21) 21:20

19 1:44:31 <26> 8:56:14 <24> 9:12:52 <21> 9:31:56 <19> 9:54:00 <19> 10:14:31
原島　尚参 (26) 26:14 (20) 16:38 (14) 19:04 (12) 22:04 (17) 20:31

20 1:45:00 <18> 8:54:10 <17> 9:10:18 <22> 9:32:20 <22> 9:54:42 <20> 10:15:00
井上　一男 (18) 24:10 (17) 16:08 (28) 22:02 (15) 22:22 (16) 20:18

21 1:46:08 <12> 8:53:22 <15> 9:09:38 <19> 9:30:44 <20> 9:54:03 <21> 10:16:08
森本　住男 (12) 23:22 (19) 16:16 (26) 21:06 (23) 23:19 (27) 22:05

22 1:46:20 <21> 8:54:52 <22> 9:12:03 <20> 9:31:47 <21> 9:54:32 <22> 10:16:20
遠藤　徳造 (21) 24:52 (23) 17:11 (20) 19:44 (18) 22:45 (25) 21:48

23 1:47:13 <25.> 8:56:01 <23> 9:12:43 <24> 9:32:57 <23> 9:56:00 <23> 10:17:13

坂尾　　進 (25) 26:01 (21) 16:42 (22) 20:14 (20) 23:03 (20) 21:13

赤崎　清行

奥山　俊樹 安部　光司 小島　三郎 長谷沼　明

三　共

加藤　健二 和多　　茂 佐藤　郁夫

村田　三雄 矢竹　正明 菊地　忠二 畠山　幸三

高部　一夫 小島　孝司

パイロット

キャノン

石塚研究所

中央農協

三共化成

東京ガス

三菱樹脂

平塚郵便局

東京電力

小松電子金属

日産車体

大東化学

荒巻　正男

高橋　邦亘

坂東　敬三

日本クラウンコルク

三和ケミカル

金目⇒吉沢小 吉沢小⇒山城中
第１区　６．７Km 第２区　４．４Km 第３区　５．３Km 第４区　６．２Km

北豊田⇒金目

堂道　　誠

三協化学

平塚市消防署

横浜ゴム

不二家 

県立高校

高砂香料

平塚市役所

湘央建設

井上　哲也

石塚　博幸 吉野　富夫 平田　欣彦 北村　泰一 小林　博夫

第５区　５．７Km
市役所⇒神田消防署神田消防署⇒北豊田

安居院　勝

岡元　良一

仲川　三郎 岡島　　誠 秋山　　修 柳生　　勝 前田憲一郎

森岡　光夫 波戸　逸雄 諌山　保夫

生川　澄夫 五十嵐　博 石幡　保雄 山田　俊次

笹尾　正雄 小宮富士男 蓑島　正美

仲森　成人 秋葉　雅彦 安井　宣之 伊藤　秋徳

橋本　一恵

伊藤　　栄 高山　　繁 長谷川　　栄 志村　和久 加藤　　隆

香川　　茂 安池　菊夫 石黒　一夫 小野寺　敏

小野　勝喜

落安　孝雄 清野　道郎 武井　　豊 飯田　文宏 阪田　十一

赤城　哲郎 紺野　敬晃 横手　健三 名田　謙一

沓掛　修一

本内　克洋 栗本　茂樹 遠藤　行司 小山　大友 森　　広行

真壁　正良

水野　龍吉 清水　孝典 阿部　正雄 熊谷　耕三 真柄　喜行

中戸川佳弘 野川　清一 原　　孝行 杉山　和夫

木谷　充志

宮野入允幸 井出　準二 三宅　輝次 大沼　由憲 薮田　忠弘

山口　順啓 中野　憲司 白石　純也 杉山　　修

前田　　裕

村上　秀治 大貫　芳夫 加藤　夏夫 相沢　　明 近藤　定雄

松本　哲夫

池田　英夫 和田　裕一 佐口　高典 柏木　英樹 広川　定治

小林　　栄 田野　明宏

大津　茂美

中舘　　薫 村松　文夫 宮代　信春 根本　　順 青木　隆之

内田美佐男 江崎　　清 三宮　　重 安西　政雄



 　　  第２６回大会続き
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 1:48:58 <22> 8:54:59 <26> 9:13:19 <25> 9:32:59 <25> 9:57:14 <24> 10:18:58
成瀬　　正 (22) 24:59 (27) 18:20 (19) 19:40 (24) 24:15 (24) 21:44

25 1:49:17 <17> 8:54:06 <19> 9:10:57 <23> 9:32:23 <24> 9:56:38 <25> 10:19:17
冨岡　光雄 (17) 24:06 (22) 16:51 (27) 21:26 (24) 24:15 (28) 22:39

26 1:49:59 <24> 8:55:25 <25> 9:13:01 <26> 9:33:11 <26> 9:58:04 <26> 10:19:59
池原八州男 (24) 25:25 (24) 17:36 (13) 20:10 (27) 24:53 (26) 21:55

27 1:55:25 <29> 8:58:25 <28> 9:16:37 <27> 9:37:31 <27> ###### <27> 10:25:25
浜田　　卓 (29) 28:25 (26) 18:12 (25) 20:54 (26) 24:34 (29) 23:20

28 1:55:48 <28> 8:57:35 <27> 9:15:44 <29> 9:39:07 <29> ###### <28> 10:25:48
小山　　統 (28) 27:35 (25) 18:09 (29) 23:23 (28) 25:49 (19) 20:52

29 1:56:08 <27> 8:56:24 <29> 9:17:41 <28> 9:37:59 <28> ###### <29> 10:26:08
中西　伸行 (27) 26:24 (29) 21:17 (23) 20:18 (29) 26:36 (23) 21:33

池上　由洋

小清水直樹

安保　正幸

伊藤　暢基 中西　伸行 柴田　憲司 篠原　　正 西川　英一

佐保　和宏 若松　勝豊 鈴木　幸一

増田　　豊 野田　和明 安藤　輝夫

小池　基丈 内野　　喬 川田　誠司

市役所⇒神田消防署神田消防署⇒北豊田 北豊田⇒金目

猪股　敬司

崎山　信光 平良　　昇 石黒　　章 松本　　純 加藤　記史

春木　哲郎

住友重機

関西ペイント

安田　　誠 成瀬　　正 高橋　和夫 三簾　隆司 落合　弘一

第５区　５．７Km

平塚信用金庫

大和農興

曾我の屋食品

高周波熱錬

金目⇒吉沢小 吉沢小⇒山城中
第１区　６．７Km 第２区　４．４Km 第３区　５．３Km 第４区　６．２Km

渡辺　　博



 　　  第２７回大会　　　昭和６３年３月２０日（日） 　９時スタート　　コース変更
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:40:12 <6> 9:30:18 <3> 9:45:12 <1> ###### <1> ###### <1> 10:40:12
新藤　　忠 (6) 30:18 (1) 14:54 (1) 15:16 (2) 21:26 (1) 18:18

2 1:43:02 <1> 9:27:55 <1> 9:44:11 <2> ###### <2> ###### <2> 10:43:02
前場　秀雄 (1) 27:55 (10) 16:16 (7) 16:48 (7) 23:04 (5) 18:59

3 1:43:33 <2> 9:29:11 <2> 9:44:48 <4> ###### <3> ###### <3> 10:43:33
青島　　馨 (2) 29:11 (2) 15:37 (18) 18:04 (1) 21:25 (6) 19:16

4 1:44:04 <7> 9:30:46 <6> 9:46:31 <3> ###### <4> ###### <4> 10:44:04
田尻　　章 (7) 30:46 (3) 15:45 (2) 15:48 (4) 22:49 (4) 18:56

5 1:45:24 <9> 9:31:37 <9> 9:47:44 <6> ###### <5> ###### <5> 10:45:24
飯山　光雄 (9) 31:37 (6) 16:07 (3) 16:01 (5) 22:53 (2) 18:46

6 1:46:45 <4> 9:29:21 <4> 9:45:21 <5> ###### <8> ###### <6> 10:46:45
本間　尚之 (4) 29:21 (5) 16:00 (13) 17:48 (14) 24:11 (7) 19:25

7 1:46:48 <10> 9:31:40 <7> 9:47:32 <7> ###### <7> ###### <7> 10:46:48
石幡　保雄 (10) 31:40 (4) 15:52 (4) 16:36 (8) 23:11 (8) 19:28

8 1:47:00 <5> 9:29:41 <5> 9:46:18 <8> ###### <6> ###### <8> 10:47:00
柳川　則康 (5) 29:41 (12) 16:37 (16) 18:01 (3) 22:41 (10) 20:00

9 1:48:46 <8> 9:31:26 <8> 9:47:39 <9> ###### <9> ###### <9> 10:48:46
青木　　清 (8) 31:26 (8) 16:13 (12) 17:47 (9) 23:20 (10) 20:00

10 1:49:18 <11> 9:32:15 <11> 9:48:30 <10> ###### <11> ###### <10> 10:49:18
池田　英夫 (11) 32:15 (9) 16:15 (9) 17:28 (16) 24:28 (3) 18:52

11 1:50:28 <12> 9:32:23 <14> 9:49:46 <12> ###### <10> ###### <11> 10:50:28
長木　和人 (12) 32:23 (18) 17:23 (6) 16:46 (12) 23:53 (13) 20:03

12 1:50:37 <14> 9:32:35 <13> 9:49:39 <16> ###### <12> ###### <12> 10:50:37
出水　彦充 (14) 32:35 (13) 17:04 (15) 17:58 (6) 22:59 (12) 20:01

13 1:51:06 <15> 9:32:37 <12> 9:48:59 <13> 10:06:52 <13> 10:30:58 <13> 10:51:06
勝俣　英夫 (15) 32:37 (11) 16:22 (14) 17:53 (13) 24:06 (14) 20:08

14 1:51:51 <16> 9:32:42 <15> 9:49:51 <11> 10:06:29 <14> 10:31:03 <14> 10:51:51
加藤　健二 (16) 32:42 (14) 17:09 (5) 16:38 (17) 24:34 (19) 20:48

15 1:52:21 <3> 9:29:19 <10> 9:48:12 <15> 10:07:21 <15> 10:31:42 <15> 10:52:21
中野　憲司 (3) 29:19 (24) 18:53 (26) 19:09 (15) 24:21 (17) 20:39

16 1:52:28 <17> 9:33:34 <18> 9:50:56 <18> 10:09:13 <16> 10:32:48 <16> 10:52:28
鈴野　　宏 (17) 33:34 (16) 17:22 (22) 18:17 (10) 23:35 (9) 19:40

17 1:55:12 <18> 9:33:54 <19> 9:51:10 <14> 10:09:19 <20> 10:34:51 <17> 10:55:12
杉山　　進 (18) 33:54 (15) 17:16 (20) 18:09 (20) 25:32 (15) 20:21

18 1:55:13 <19> 9:33:57 <20> 9:51:19 <20> 10:09:48 <17> 10:33:38 <18> 10:55:13
細野　正行 (19) 33:57 (16) 17:22 (23) 18:29 (11) 23:50 (21) 21:35

19 1:55:31 <24> 9:34:45 <22> 9:52:14 <21> 10:09:49 <19> ###### <19> 10:55:31
石井　　尊 (24) 34:45 (20) 17:29 (10) 17:35 (18) 25:01 (18) 20:41

20 1:56:06 <23> 9:34:33 <17> 9:50:43 <17> 10:08:25 <18> 10:33:45 <20> 10:56:06
井上　一男 (23) 34:33 (7) 16:10 (11) 17:42 (19) 25:20 (25) 22:21

21 1:56:30 <21> 9:34:30 <23> 9:52:42 <22> 10:10:06 <21> 10:35:38 <21> 10:56:30
原島　尚参 (21) 34:30 (22) 18:12 (8) 17:24 (20) 25:32 (20) 20:52

22 1:57:29 <13> 9:32:26 <16> 9:50:40 <23> 10:10:16 <22> 10:36:57 <22> 10:57:29
小山　　統 (13) 32:26 (23) 18:14 (27) 19:36 (24) 26:41 (16) 20:32

23 2:00:37 <22> 9:34:32 <24> 9:54:06 <24> 10:12:22 <24> 10:38:30 <23> 11:00:37
遠藤　徳造 (22) 34:32 (26) 19:34 (21) 18:16 (22) 26:08 (23) 22:07

コース変更

梅津　利隆

安西　政雄 大津　茂美 長田　英紀 内田美佐男 三宮　　重

下村　輝翁 上田　順司 是川　善和 小松崎　勲

小島　孝司

村上　秀治 井関伊津雄 相沢　　明 加藤　夏夫 近藤　定雄

高部　一夫 田野　明宏

高橋　邦亘

薮田　忠弘

野川　清一 杉山　和夫 原田　博行 真壁　正良 中戸川佳弘

高梨　雄三

小島　三郎

黒沢　輝行 井村　一郎 樋口　孝次 荒井美喜男 村上　昇一

長谷沼　明 浜島　数樹 奥山　俊樹

安池　菊夫

下大迫英作

山口　順啓 重松　一博 川合　達人 杉山　　修 木谷　充志

鈴木　孝一 木下　　茂 荒巻　正男

大石　桂伸 菅野　啓史 小倉　玲司 戸田　博朋

沓掛　修一 村越　純男 小野寺　敏

生川　澄夫 山田　俊次 石井　章雄 石幡　保雄

戸田　道治

和田　裕一 池田　英夫 石田　　忍 宮崎栄一郎 伊藤　克己

伊藤　　栄 高山　　繁 大館　正浩 長谷川　栄

橋本　一恵

飯田　文宏 清野　道郎 阪田　十一 工　　裕二 落安　孝雄

大宮　敏正 諌山　保夫 井上　哲也 岡元　良一

加藤　　隆

仲森　成人 秋葉　雅彦 安井　宣之 伊藤　秋徳 三浦　裕明

小宮富士男

湯山　秀史 前田憲一郎 岡島　　誠 仲川　三郎 柳生　　勝

堂道　　誠 笹尾　正雄 渡辺　清一 蓑島　正美

第２区　４．７Km 第３区　４．８Km

平田　欣彦 石塚　博幸 大舘　栄一 北村　泰一

平塚市消防署

日本クラウンコルク

小林　博夫

第５区　５．７Km
競技場⇒横内中 横内中⇒北豊田 北豊田⇒みずほ小みずほ小⇒吉沢小吉沢小⇒山城中
第１区　８．８Km

香川　　茂

不二家 

県立高校

焼肉こうどう館

森岡　光夫

東京電力

三和ケミカル

平塚市役所

横浜ゴム

湘央建設

キャノンRC

大東化学

古河電工

日産車体

第４区　７．０Km

高砂香料

三協化学

小松電子金属

小山　大友

坂東　敬三

渡辺　静一 大沼　由憲 片野　　滋

石原　武詞 松本　哲夫

高周波熱錬

石塚研究所

中央農協

平塚郵便局

三菱樹脂

森　　広行

赤城　哲郎 紺野　敬晃 後藤　俊介 名田　謙一

三共化成

栗本　茂樹 石田　宏己 本内　克洋

井出　準二



 　　  第２７回大会続き
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

24 2:00:50 <20> 9:34:06 <21> 9:51:30 <19> ###### <23> ###### <24> 11:00:50
横溝　義昭 (20) 34:06 (19) 17:24 (17) 18:03 (27) 28:52 (26) 22:25

25 2:02:30 <25> 9:36:24 <25> 9:54:29 <25> ###### <25> ###### <25> 11:02:30
瀬戸　梅夫 (25) 36:24 (21) 18:05 (24) 19:05 (26) 26:44 (24) 22:12

26 2:03:09 <26> 9:37:43 <26> 9:56:37 <26> ###### <26> ###### <26> 11:03:09
池原八州男 (26) 37:43 (25) 18:54 (19) 18:06 (23) 26:33 (22) 21:53

27 2:06:15 <27> 9:38:11 <27> 9:58:03 <27> ###### <27> ###### <27> 11:06:15
小保方　準 (27) 38:11 (27) 19:52 (24) 19:05 (25) 26:42 (26) 22:25

棄権
杉崎　久雄

棄権
安藤　輝夫

三　共

大和農興

関西ペイント

平塚信用金庫

住友重機械

パイロット

第５区　５．７Km
競技場⇒横内中 横内中⇒北豊田 北豊田⇒みずほ小みずほ小⇒吉沢小吉沢小⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　４．７Km 第３区　４．８Km 第４区　７．０Km

落合　弘一

根本　　順 宮代　信春 青木　隆之 今野　秋人 村松　文夫

柴田　憲司

成瀬　　正

石黒　　章 加藤　記史 柳館　福蔵 松本　　純 新垣　秀市

安田　　誠 秋津　英敏 三簾　隆司

篠原　　正 中西　伸行 中島　信顕伊藤　暢基



 　　  第２８回大会　　　平成元年３月１９日（日） 　９時スタート
順位 総合時間 ﾁｰﾑ名

[監督]

1 1:41:01 <6> 9:31:01 <3> 9:45:55 <2> ###### <3> ###### <1> 10:41:01
新藤　　忠 (6) 31:01 (1) 14:54 (3) 15:59 (2) 21:20 (1) 17:47

2 1:41:38 <1> 9:28:25 <1> 9:44:13 <1> ###### <1> ###### <2> 10:41:38
青島　　馨 (1) 28:25 (4) 15:48 (2) 15:56 (3) 21:59 (5) 19:30

3 1:41:56 <3> 9:30:09 <2> 9:45:53 <4> ###### <2> ###### <3> 10:41:56
山口　嘉一 (3) 30:09 (3) 15:44 (9) 17:01 (1) 20:13 (3) 18:49

4 1:46:04 <4> 9:30:27 <4> 9:46:20 <5> ###### <5> ###### <4> 10:46:04
本間　尚之 (4) 30:27 (5) 15:53 (8) 16:58 (4) 23:26 (4) 19:20

5 1:46:17 <5> 9:31:00 <5> 9:46:28 <3> ###### <4> ###### <5> 10:46:17
志村　和久 (5) 31:00 (2) 15:28 (4) 16:21 (5) 23:27 (8) 20:01

6 1:46:18 <8> 9:32:15 <7> 9:48:34 <6> ###### <6> ###### <6> 10:46:18
田尻　　章 (8) 32:15 (7) 16:19 (1) 15:40 (6) 23:31 (2) 18:33

7 1:49:19 <2> 9:29:40 <6> 9:47:17 <7> ###### <7> ###### <7> 10:49:19
柳川　則康 (2) 29:40 (14) 17:37 (10) 17:13 (16) 25:08 (6) 19:41

8 1:51:51 <13> 9:33:23 <11> 9:50:23 <13> ###### <11> ###### <8> 10:51:51
榎本　裕之 (13) 33:23 (12) 17:00 (11) 17:24 (8) 24:09 (7) 19:55

9 1:52:03 <12> 9:33:11 <13> 9:50:49 <11> ###### <10> ###### <9> 10:52:03
石川　好一 (12) 33:11 (15) 17:38 (5) 16:41 (11) 24:20 (9) 20:13

10 1:52:28 <14> 9:33:33 <12> 9:50:25 <9> ###### <9> ###### <10> 10:52:28
石幡　保雄 (14) 33:33 (8) 16:52 (7) 16:51 (9) 24:13 (13) 20:59

11 1:52:42 <7> 9:31:49 <8> 9:48:47 <8> ###### <8> ###### <11> 10:52:42
鈴野　　宏 (7) 31:49 (10) 16:58 (16) 17:42 (10) 24:16 (18) 21:57

12 1:53:17 <9> 9:32:34 <9> 9:49:45 <10> ###### <12> ###### <12> 10:53:17
加藤　健二 (9) 32:34 (13) 17:11 (15) 17:41 (14) 24:44 (14) 21:07

13 1:55:09 <22> 9:36:31 <16> 9:52:32 <14> 10:09:13 <14> 10:34:30 <13> 10:55:09
柚原　恒夫 (22) 36:31 (6) 16:01 (6) 16:41 (17) 25:17 (10) 20:39

14 1:55:48 <18> 9:35:22 <15> 9:52:18 <16> 10:10:26 <13> 10:34:22 <14> 10:55:48
高部　一夫 (18) 35:22 (9) 16:56 (19) 18:08 (7) 23:56 (17) 21:26

15 1:57:42 <11> 9:33:00 <10> 9:50:00 <12> 10:07:34 <15> 10:34:35 <15> 10:57:42
細野　正行 (11) 33:00 (11) 17:00 (14) 17:34 (21) 27:01 (22) 23:07

16 1:59:03 <16> 9:34:28 <14> 9:52:08 <15> 10:10:06 <19> 10:38:23 <16> 10:59:03
石井　　尊 (16) 34:28 (16) 17:40 (17) 17:58 (22) 28:17 (11) 20:40

17 1:59:23 <21> 9:36:04 <22> 9:55:32 <21> 10:13:32 <17> 10:38:14 <17> 10:59:23
遠藤　徳造 (21) 36:04 (22) 19:28 (18) 18:00 (13) 24:42 (15) 21:09

18 1:59:27 <17> 9:34:47 <19> 9:54:35 <18> 10:12:06 <16> 10:36:38 <18> 10:59:27
浅見　健人 (17) 34:47 (23) 19:48 (13) 17:31 (12) 24:32 (21) 22:49

19 2:00:54 <19> 9:35:29 <21> 9:54:51 <20> 10:13:01 <20> ###### <19> 11:00:54
小保方　準 (19) 35:29 (20) 19:22 (20) 18:10 (20) 26:35 (16) 21:18

20 2:01:44 <10> 9:32:41 <18> 9:52:46 <22> 10:14:23 <21> 10:39:43 <20> 11:01:44
小山　　統 (10) 32:41 (24) 20:05 (24) 21:37 (18) 25:20 (19) 22:01

21 2:02:24 <15> 9:33:46 <17> 9:52:39 <19> 10:12:11 <23> 10:41:39 <21> 11:02:24
安藤　輝夫 (15) 33:46 (19) 18:53 (23) 19:32 (24) 29:28 (12) 20:45

22 2:03:34 <23> 9:38:48 <23> 9:57:03 <23> 10:16:22 <22> 10:41:16 <22> 11:03:34
小山　隆俊 (23) 38:48 (17) 18:15 (22) 19:19 (15) 24:54 (20) 22:18

23 2:03:50 <20> 9:35:46 <19> 9:54:35 <17> 10:12:02 <18> 10:38:16 <23> 11:03:50
杉崎　久雄 (20) 35:46 (18) 18:49 (12) 17:27 (19) 26:14 (24) 25:34

24 2:20:03 <24> 9:49:30 <24> 10:08:53 <24> 10:27:46 <24> 10:56:49 <24> 11:20:03
浜田　　卓 (24) 49:30 (21) 19:23 (21) 18:53 (23) 29:03 (23) 23:14

棄権 大和農興

八尾　一規

山根　義行

和多　　茂 荒巻　正男 佐藤　公喜 木下　　茂

安部　光司 浜島　数樹 小島　三郎

加藤　夏夫

高周波熱錬

石塚研究所

中央農協

平塚郵便局

共済連

住友重機械

三共化成

近藤　定雄

不二家 

県立高校

大東化学

日産車体

三菱樹脂

湘央建設

平塚市消防署

日本クラウンコルク

第４区　７．０Km

高砂香料

三協化学

仲森　成人
三和ケミカル

平塚市役所

横浜ゴム

平田　欣彦 石塚　博幸 大舘　栄一

第５区　５．７Km
競技場⇒横内中 横内中⇒北豊田 北豊田⇒みずほ小みずほ小⇒吉沢小吉沢小⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　４．７Km 第３区　４．８Km

前田憲一郎

柳下　貴幸 小宮富士男 小川喜久雄 堂道　　誠 蓑島　正美

湯山　秀史 柳生　　勝 秋山　　修 仲川　三郎

秋葉　雅彦 安井　宣之 伊藤　秋徳

村越　澄夫 北村　泰一

三浦　裕明

高山　　繁

井上　哲也 波戸　逸雄 諌山　保夫 森岡　光夫 大宮　敏正

長谷川　栄 加藤　　隆 大舘　正浩 伊藤　　栄

飯沼　照三

八木田明宏 遠藤　行司 加藤　裕之 本内　克洋 小山　大友

飯田　文宏 和田　秀勝 落安　孝雄 清野　道郎

安池　菊夫

生川　澄夫 五十嵐　博 茂木　正徳 石幡　保雄 橋本　一恵

香川　　茂 石黒　一夫 沓掛　修一

石原　武詞 山田　恭之 田野　明宏 松本　哲夫

小野寺　敏

磯崎　清一 相沢　　明 村上　秀治

高橋　邦亘

田上　　誇

真壁　正良 中戸川佳弘 原田　博行 野川　清一

高部　一夫

井出　準二 渡辺　静一 三宅　輝次 薮田　忠弘 杉山　　勝

菅沼　　勇 岩田　茂夫 栗原　啓治 関　　敏秋

杉山　和夫

内田美佐男 江崎　　清 加藤　久雄 安西　政雄 大津　茂美

安藤　輝夫

舩津　雅由 梅津　利隆下村　輝翁

山本　哲也

中島　信顕 柴田　憲司 臼井　幹人 伊藤　暢基 柳谷　知之

藤田　　康

杉森　亮一 宮代　信春 今野　秋人 根本　　順

吉尾　雄二

春木　哲郎 増田　　豊 柴田　輝一 猪股　敬司
関西ペイント

三　共

パイロット

曾我の屋

青木　隆之

真柄　喜行 阿部　正雄 熊谷　耕治 高橋　俊徳

川田　誠司 内野　　喬

キャノン

高橋　雅也 小池　基文 米田　正嗣



順位 総合時間 ﾁｰﾑ名
[監督]

1 1:42:34 <1> 28:52 <2> 45:13 <1> 1:01:23 <1> 1:22:52 <1> 1:42:34
青島　　馨 (1) 28:52 (3) 16:21 (4) 16:10 (2) 21:29 (6) 19:42

2 1:43:38 <2> 29:10 <1> 44:17 <2> 1:01:33 <2> 1:23:11 <2> 1:43:38
飯尾　光三 (2) 29:10 (1) 15:07 (9) 17:16 (3) 21:38 (10) 20:27

3 1:44:19 <4> 30:48 <4> 47:33 <7> 1:05:24 <3> 1:25:19 <3> 1:44:19
斉藤　義行 (4) 30:48 (7) 16:45 (12) 17:51 (1) 19:55 (4) 19:00

4 1:44:44 <6> 31:45 <5> 47:35 <3> 1:03:31 <4> 1:26:18 <4> 1:44:44
井上　哲也 (6) 31:45 (2) 15:50 (2) 15:56 (5) 22:47 (1) 18:26

5 1:45:14 <7> 32:06 <9> 49:13 <6> 1:04:58 <5> 1:26:37 <5> 1:45:14
新藤　　忠 (7) 32:06 (11) 17:07 (1) 15:45 (4) 21:39 (2) 18:37

6 1:46:14 <5> 31:00 <3> 47:28 <4> 1:03:45 <6> 1:27:25 <6> 1:46:14
志村　和久 (5) 31:00 (4) 16:28 (5) 16:17 (10) 23:40 (3) 18:49

7 1:47:12 <8> 32:14 <6> 48:43 <5> 1:04:41 <7> 1:28:12 <7> 1:47:12
石幡　保雄 (8) 32:14 (5) 16:29 (3) 15:58 (7) 23:31 (4) 19:00

8 1:50:50 <10> 32:37 <10> 49:14 <8> 1:06:17 <8> 1:30:18 <8> 1:50:50
近藤　定雄 (10) 32:37 (6) 16:37 (8) 17:03 (11) 24:01 (13) 20:32

9 1:50:59 <3> 30:36 <7> 49:05 <9> 1:07:21 <9> 1:30:50 <9> 1:50:59
本間　尚之 (3) 30:36 (20) 18:29 (15) 18:16 (6) 23:29 (8) 20:09

10 1:52:23 <12> 33:36 <11> 50:24 <10> 1:07:25 <10> 1:32:25 <10> 1:52:23
瀬戸　理雄 (12) 33:36 (8) 16:48 (7) 17:01 (15) 25:00 (7) 19:58

11 1:53:33 <11> 32:59 <12> 50:59 <13> 1:08:33 <11> 1:33:00 <11> 1:53:33
府川　　勇 (11) 32:59 (17) 18:00 (10) 17:34 (13) 24:27 (14) 20:33

12 1:53:38 <14> 34:15 <14> 51:25 <11> 1:08:05 <12> 1:33:10 <12> 1:53:38
市川　　満 (14) 34:15 (12) 17:10 (6) 16:40 (16) 25:05 (12) 20:28

13 1:54:46 <16> 34:50 <16> 52:26 <16> 1:10:37 <14> 1:34:10 <13> 1:54:46
高部　一夫 (16) 34:50 (14) 17:36 (14) 18:11 (9) 23:33 (15) 20:36

14 1:54:53 <9> 32:19 <8> 49:10 <12> 1:08:13 <13> 1:34:08 <14> 1:54:53
鈴野　　宏 (9) 32:19 (9) 16:51 (19) 19:03 (18) 25:55 (16) 20:45

15 1:55:46 <17> 35:01 <15> 52:21 <14> 1:10:03 <16> 1:34:39 <15> 1:55:46
遠藤　徳造 (17) 35:01 (13) 17:20 (11) 17:42 (14) 24:36 (17) 21:07

16 1:55:54 <13> 33:46 <13> 51:22 <15> 1:10:17 <15> 1:34:29 <16> 1:55:54
石田　　忍 (13) 33:46 (14) 17:36 (18) 18:55 (12) 24:12 (19) 21:25

17 1:58:54 <18> 35:11 <19> 53:28 <21> 1:13:58 <17> 1:37:30 <17> 1:58:54
市川　龍美 (18) 35:11 (19) 18:17 (22) 20:30 (8) 23:32 (18) 21:24

17 1:58:54 <20> 35:30 <18> 54:12 <19> 1:12:41 <18> 1:38:27 <17> 1:58:54
石井　　尊 (20) 35:30 (22) 18:42 (16) 18:29 (17) 25:46 (10) 20:27

19 1:59:21 <19> 35:17 <21> 53:58 <20> 1:12:52 <20> 1:39:06 <19> 1:59:21
小山　隆俊 (19) 35:17 (21) 18:41 (17) 18:54 (21) 26:14 (9) 20:15

20 2:00:05 <22> 36:21 <22> 54:31 <18> 1:12:30 <18> 1:38:27 <20> 2:00:05
森　　弘之 (22) 36:21 (18) 18:10 (13) 17:59 (19) 25:57 (20) 21:38

21 2:03:27 <21> 35:33 <17> 52:31 <17> 1:11:54 <21> 1:39:38 <21> 2:03:27
安藤　輝夫 (21) 35:33 (10) 16:58 (20) 19:23 (22) 27:44 (22) 23:49

22 2:04:55 <15> 34:32 <20> 53:55 <22> 1:14:55 <22> 1:41:06 <22> 2:04:55
浅見　健人 (15) 34:32 (23) 19:23 (23) 21:00 (20) 26:11 (22) 23:49

23 2:08:54 <23> 38:06 <23> 56:00 <23> 1:15:41 <23> 1:46:37 <23> 2:08:54
浜田　　卓 (23) 38:06 (16) 17:54 (21) 19:41 (23) 30:56 (21) 22:17

三　共

曾我の屋

山本　哲也 山内　邦浩 関　　敏秋

中央農協

関西ペイント

臼井　幹人 中島　信顕平田　　徹

岩田　茂夫

米田　正嗣 池原八州男 内野　　喬 新井　憲司 小池　基文

菅沼　　勇

真壁　正良 中戸川佳弘 原田　博行 野川　清一

柳谷　知之

田口　勇志 春木　哲郎 増田　　豊 田口　秀夫 猪股　敬司

上田　順司 渡辺　祐城 下村　輝翁 溝口　　茂

杉山　和夫

杉森　亮一 宮代　信春 松浦　智幸 鈴木　正人 根本　　順

高部　一夫 田野　明宏 松本　哲夫

沓掛　修一

安部　光司

伊藤　克己富田　洋一 鈴木　敏夫 池田　英夫

三浦　裕明

小山　大友 八木田明宏 益山　嘉通 関　　　優 シハラツ トンパツ

仲森　成人 一戸　　稔 村上　和雄 伊藤　秋徳

山田　俊次

磯崎　清一 相沢　　明 村上　秀治 本吉　民夫 加藤　夏夫

生川　澄夫 石井　章雄 五十嵐　博 石幡　保雄

長谷川　栄 高山　　繁 大舘　正浩 加藤　　隆 伊藤　　栄

平田　欣彦 渡辺　俊行 村越　澄夫 北村　泰一

榎田　信義

小島　　清 岡元　亮一 大宮　敏正 諌山　保夫

石塚　博幸

仲川　三郎

清野　道郎

柳下　貴幸 小川喜久雄 清田　雄司 堂道　　誠 小宮富士男

飯田　文宏 工　　裕二 落安　孝雄

秋山　　修

第５区　５．７Km
競技場⇒横内中 横内中⇒北豊田 北豊田⇒みずほ小みずほ小⇒吉沢小吉沢小⇒山城中
第１区　８．８Km 第２区　４．７Km 第３区　４．８Km 第４区　７．０Km

高砂香料

三協化学

井上　哲也

三和ケミカル

平塚市役所

横浜ゴム

湯山　秀史 前田憲一郎 山田　満晴

不二家 

県立高校

大東化学

小松電子金属

三菱樹脂

湘央建設

平塚市消防署

日本クラウンコルク

共済連

住友重機械

三共化成

香川　　茂

坂東　敬三

山田　恭之

二挺木紀彦

高橋　邦亘

梅津　利隆

福岡　直樹

石原　武詞

高周波熱錬

平塚郵便局

浜島　数樹

長嶋　健二 内田美佐男 安西　政雄 大津　茂美

小島　三郎 奥山　俊樹

 　　  第２９回大会　　　平成２年３月１１日（日） 　８時３０分スタート

東電平塚

伊藤　暢基

安池　菊夫

紺野　敬晃 横手　健三 金子　和博 名田　謙一

石黒　一夫 小野寺　敏



順位 総合時間 ﾁｰﾑ名
[監督]

1 1:43:30 <1> 21:42 <1> 46:08 <1> 1:03:05 <1> 1:23:39 <1> 1:43:30
斎藤　義行 (1) 21:42 (2) 24:26 (5) 16:57 (2) 20:34 (1) 19:51

2 1:48:35 <9> 23:48 <5> 49:21 <5> 1:06:16 <2> 1:26:35 <2> 1:48:35
青島　　馨 (9) 23:48 (3) 25:33 (3) 16:55 (1) 20:19 (8) 22:00

3 1:48:49 <4> 22:53 <4> 48:47 <4> 1:05:44 <5> 1:28:17 <3> 1:48:49
飯山　光雄 (4) 22:53 (4) 25:54 (5) 16:57 (3) 22:33 (2) 20:32

4 1:49:08 <2> 22:36 <3> 48:31 <3> 1:05:07 <4> 1:28:08 <4> 1:49:08
井上　哲也 (2) 22:36 (5) 25:55 (1) 16:36 (4) 23:01 (4) 21:00

5 1:49:32 <3> 22:37 <2> 46:53 <2> 1:03:48 <3> 1:27:02 <5> 1:49:32
新藤　　忠 (3) 22:37 (1) 24:16 (3) 16:55 (5) 23:14 (11) 22:30

6 1:52:03 <8> 23:22 <8> 50:24 <6> 1:07:11 <6> 1:31:24 <6> 1:52:03
石幡　保雄 (8) 23:22 (10) 27:02 (2) 16:47 (10) 24:13 (3) 20:39

7 1:54:05 <11> 24:03 <11> 51:30 <9> 1:08:57 <8> 1:32:40 <7> 1:54:05
伊藤　好一 (11) 24:03 (12) 27:27 (8) 17:27 (7) 23:43 (5) 21:25

8 1:54:07 <6> 22:57 <6> 50:03 <7> 1:07:26 <7> 1:32:15 <8> 1:54:07
府川　　勇 (6) 22:57 (11) 27:06 (7) 17:23 (13) 24:49 (7) 21:52

9 1:56:58 <10> 23:55 <7> 50:11 <8> 1:08:51 <9> 1:34:24 <9> 1:56:58
井上　一男 (10) 23:55 (8) 26:16 (11) 18:40 (15) 25:33 (12) 22:34

10 1:57:08 <14> 24:28 <10> 51:06 <11> 1:10:19 <11> 1:34:45 <10> 1:57:08
村上　秀治 (14) 24:28 (9) 26:38 (15) 19:13 (12) 24:26 (10) 22:23

11 1:58:35 <17> 26:02 <13> 52:05 <13> 1:11:23 <12> 1:35:47 <11> 1:58:35
池田　英夫 (17) 26:02 (6) 26:03 (17) 19:18 (11) 24:24 (13) 22:48

12 1:59:34 <19> 26:47 <19> 55:13 <18> 1:13:58 <16> 1:37:29 <12> 1:59:34
市川　龍美 (19) 26:47 (15) 28:26 (12) 18:45 (6) 23:31 (9) 22:05

13 1:59:46 <7> 23:15 <9> 50:52 <10> 1:09:04 <10> 1:34:37 <13> 1:59:46
山本　正道 (7) 23:15 (13) 27:37 (9) 18:12 (15) 25:33 (18) 25:09

14 1:59:58 <13> 24:08 <14> 52:47 <14> 1:12:32 <13> 1:36:38 <14> 1:59:58
遠藤　徳造 (13) 24:08 (16) 28:39 (18) 19:45 (9) 24:06 (16) 23:20

15 2:00:48 <5> 22:54 <12> 51:43 <12> 1:10:57 <14> 1:36:45 <15> 2:00:48
鈴野　　宏 (5) 22:54 (17) 28:49 (16) 19:14 (18) 25:48 (17) 24:03

16 2:01:05 <15> 24:47 <15> 52:53 <17> 1:13:46 <17> 1:39:28 <16> 2:01:05
宮崎　一美 (15) 24:47 (14) 28:06 (21) 20:53 (17) 25:42 (6) 21:37

17 2:02:17 <16> 25:46 <18> 54:42 <16> 1:13:08 <15> 1:37:03 <17> 2:02:17
細野　正行 (16) 25:46 (18) 28:56 (10) 18:26 (8) 23:55 (19) 25:14

18 2:03:20 <21> 27:33 <17> 53:48 <19> 1:14:22 <18> 1:40:13 <18> 2:03:20
小野　勝喜 (21) 27:33 (7) 26:15 (20) 20:34 (19) 25:51 (15) 23:07

19 2:04:00 <18> 26:03 <21> 57:11 <20> 1:16:01 <20> 1:40:57 <19> 2:04:00
小山　隆俊 (18) 26:03 (21) 31:08 (13) 18:50 (14) 24:56 (14) 23:03

20 2:06:20 <12> 24:04 <16> 53:41 <15> 1:12:42 <19> 1:40:34 <20> 2:06:20
森　　弘之 (12) 24:04 (20) 29:37 (14) 19:01 (21) 27:52 (20) 25:46

21 2:11:09 <20> 26:50 <20> 56:02 <21> 1:16:30 <21> 1:42:55 <21> 2:11:09
安藤　輝夫 (20) 26:50 (19) 29:12 (19) 20:28 (20) 26:25 (21) 28:14

1:46:13 22:06 45:47 1:03:32 1:25:00 1:46:13
亘　国太郎 22:06 23:41 17:45 21:28 21:13

 　　  第３０回大会　　　平成３年３月１７日（日） 　８時３０分スタート　コース変更

東電平塚

中島　信顕

和田　裕一

梅津　利隆 八尾　一規 下村　輝翁 市川　龍美

鈴木　敢雄 伊藤　克己

佐藤　　禎

高周波熱錬

江崎　　清

小島　三郎 安部　光司 浜島　数樹 高橋　千之

内田美佐男

高崎　大輔

板東　圭司

佐藤　公喜

高橋　邦亘

二挺木紀彦

渡辺　静一

杉山　和夫

三菱樹脂

湘央建設

平塚市消防署

日本クラウンコルク

住友重機械

三共化成

平塚郵便局

高砂香料

三協化学

諌山　保夫

平塚市役所

横浜ゴム

柳下　貴幸

不二家 

県立高校

第５区　５．９Km
競技場⇒城島小 城島小⇒大住中 大住中⇒みずほ小みずほ小⇒吉沢小吉沢小⇒山城中
第１区　６．６Km 第２区　７．４Km 第３区　５．０Km 第４区　７．０Km

伊藤　　栄 加藤　　隆 大舘　正浩 長谷川　栄 高山　　繁

岡島　　誠 仲川　三郎 山田　満晴 湯山　秀史

井上　哲也 岡元　良一 大宮　敏正

堂道　　誠

小林　　優

蓑島　正美市川　　豊 小宮富士男

小島　　清

渡辺　俊行

石井　章雄 生川　澄夫 五十嵐　博 石幡　保雄 山田　俊次

村越　澄夫 北村　泰一 吉野　富夫 石塚　博幸

八木田明広

内藤　一成 香川　　茂 斉藤　　誠 沓掛　修一 安池　菊夫

シハラツ トンパツ 本内　克洋 益山　嘉通

田野　明宏

相沢　　明 磯崎　清一 加藤　夏夫 村上　秀治 児玉　益弥

山田　恭之 松本　哲夫 高部　一夫 石原　武詞

須貝　和徳 宮原　　博 田上　　誇

池田　英夫

小山　大友

薮田　忠弘 三宅　輝次 井出　準二 杉山　　勝

安西　政雄

真壁　正良高橋　健夫 林　　洋子 野川　清一

大津　茂美

村上　和雄

杉森　亮一 井上　裕之 小川　正幸 鈴木　正人 矢野　智典

一戸　　稔 伊藤　秋徳 榎本　秀雄 安井　宣之

前田　修平

田口　秀夫 春木　哲郎 増田　　豊 田口　勇志 川井　敏正

臼井　幹人 柳谷　知之平田　　徹

落安　孝雄工　　裕二 飯田　文宏 清野　道郎 榎田　信義オ
ー

プ
ン

殿内工業

石塚研究所

中央農協

関西ペイント

三　共

三和ケミカル

大東化学


