
順位 総合時間 チーム名
〔監督〕

1 1:47:11 <1> 21:14 <2> 44:52 <1> 1:03:26 <1> 1:25:21 <1> 1:47:11
石川　好一 (1) 21:14 (2) 23:38 (5) 18:34 (2) 21:55 (6) 21:50

2 1:47:42 <2> 21:18 <1> 44:10 <2> 1:04:22 <2> 1:25:55 <2> 1:47:42
前場　秀雄 (2) 21:18 (1) ◎22:52 (9) 20:12 (1) 21:33 (5) 21:47

3 1:53:58 <4> 23:40 <3> 47:57 <3> 1:06:44 <3> 1:31:49 <3> 1:53:58
渡辺　　猛 (4) 23:40 (3) 24:17 (7) 18:47 (5) 25:05 (8) 22:09

4 1:54:57 <3> 22:07 <4> 49:13 <4> 1:07:07 <4> 1:33:35 <4> 1:54:57
宗　　　哲 (3) 22:07 (5) 27:06 (3) 17:54 (8) 26:28 (4) 21:22

5 1:55:06 <9> 25:07 <7> 53:23 <6> 1:10:27 <5> 1:34:37 <5> 1:55:06
田中　一雄 (9) 25:07 (7) 28:16 (1) 17:04 (3) 24:10 (2) 20:29

6 1:56:12 <11> 26:27 <5> 52:41 <5> 1:10:01 <6> 1:35:10 <6> 1:56:12
石井　美行 (11 26:27 (4) 26:14 (2) 17:20 (6) 25:09 (3) 21:02

7 1:59:53 <7> 24:53 <6> 52:58 <7> 1:11:41 <7> 1:37:59 <7> 1:59:53
本内　克洋 (7) 24:53 (6) 28:05 (6) 18:43 (7) 26:18 (7) 21:54

8 2:01:11 <8> 24:56 <10> 55:04 <8> 1:13:09 <9> 1:40:43 <8> 2:01:11
野田　和明 (8) 24:56 (9) 30:08 (4) 18:05 (9) 27:34 (1) 20:28

9 2:04:33 <10> 25:23 <8> 54:34 <10> 1:15:10 <8> 1:40:03 <9> 2:04:33
田上　　誇 (10) 25:23 (8) 29:11 (10) 20:36 (4) 24:53 (9) 24:30

10 2:10:08 <5> 24:05 <9> 54:39 <9> 1:13:32 <10> 1:44:53 <10> 2:10:08
窪田　英男 (5) 24:05 (10) 30:34 (8) 18:53 (11) 31:21 (11) 25:15

11 2:10:19 <6> 24:38 <11> 55:31 <11> 1:16:07 <11> 1:45:29 <11> 2:10:19
小林　信夫 (6) 24:38 (11) 30:53 (10) 20:36 (10) 29:22 (10) 24:50

2:16:43 <1> 32:23 <1> 1:02:46 <1> 1:24:27 <1> 1:50:57 <1> 2:16:43
小林　正一 (1) 32:23 (1) 30:23 (1) 21:41 (1) 26:30 (1) 25:46

     第４１回大会 　　　 平成１４年３月１３日（日）　　　コース変更

トノックス

熊谷　真樹 原田　俊一

高平　晃弥 橋之口　貴

辻原　幸生 清田　雄司

平塚市消防署

第５区(5.9km)

サガミメンテナンス

三協化学B

田中貴金属

関西ペイントA

三協化学A

高砂香料

田中　芳明

東京電力

横浜ゴム

山口　光治

平塚市役所

 内藤　一成

仲川　秀和

吉沢小→山城中
第１区(6.3km) 第２区(7.6km) 第３区(4.7km) 第４区(6.6km)
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

森岡　光夫 諌山　保夫 旭　　誠司 小島　　清

斉藤　　誠

蓑島　正美

香川　　茂

東　　忠幸 渡辺　　猛

重田　眞孝

三輪　孝幸

中村　　朗 座間　達也 高寺　恒如 北村　　健 相馬　芳隆

新村　明義 大舘　正浩 横山　賢吾 米木　伸介

本内　克洋

堀　　　誠 奥　　文法 小玉　洋忠 成瀬　圭祐 本間　裕之

加藤　裕之 益山　嘉通 森　　広行 小山　大友

　佐藤　孝浩 田中　国貞 渡辺　孝幸 石川　功夫

折原　博司 田上　　誇 宮原　　博 広瀬　　隆 須貝　和徳

川瀬　健司

滝沢　　勇

小林　正一 森　　隆介 村川　　進 佐藤　利和

森原　良市 今井　治郎追川　潤一曽我　時次

武藤　昌平特
別

参
加

木曜ランナーズ



      第４２回大会　　　　平成１５年１月１２日（日）　　　　コース変更
順位 総合時間 チーム名

〔監督〕

1 1:51:10 <1> 22:36 <1> 47:14 <1> 1:05:33 <1> 1:28:52 <1> 1:51:10
石川　好一 (1) 22:36 (1) 24:38 (3) 18:19 (1) 23:19 (3) 22:18

2 1:52:57 <2> 23:11 <2> 48:37 <2> 1:06:29 <2> 1:31:11 <2> 1:52:57
宗　　　哲 (2) 23:11 (2) 25:26 (1) 17:52 (3) 24:42 (2) 21:46

3 1:56:35 <3> 24:09 <4> 52:17 <3> 1:10:12 <3> 1:35:42 <3> 1:56:35
三輪　孝幸 (3) 24:09 (7) 28:08 (2) 17:55 (4) 25:30 (1) 20:53

4 1:59:45 <6> 25:08 <8> 54:04 <8> 1:12:57 <4> 1:37:20 <4> 1:59:45
柳田　伝二 (6) 25:08 (8) 28:56 (5) 18:53 (2) 24:23 (4) 22:25

5 2:03:05 <5> 25:01 <5> 52:57 <5> 1:12:19 <5> 1:39:10 <5> 2:03:05
窪田　英男 (5) 25:01 (6) 27:56 (6) 19:22 (5) 26:51 (6) 23:55

6 2:03:40 <8> 25:33 <7> 53:20 <4> 1:12:06 <6> 1:40:13 <6> 2:03:40
本内　克洋 (8) 25:33 (5) 27:47 (4) 18:46 (7) 28:07 (5) 23:27

7 2:05:50 <4> 24:22 <3> 51:41 <7> 1:12:38 <8> 1:41:26 <7> 2:05:50
荻野　晋一 (4) 24:22 (3) 27:19 (9) 20:57 (8) 28:48 (8) 24:24

8 2:06:44 <7> 25:30 <6> 53:11 <6> 1:12:36 <7> 1:40:28 <8> 2:06:44
田上　誇 (7) 25:30 (4) 27:41 (7) 19:25 (6) 27:52 (9) 26:16

9 2:11:04 <9> 25:49 <9> 57:16 <9> 1:17:10 <9> 1:46:52 <9> 2:11:04
小林　信夫 (9) 25:49 (9) 31:27 (8) 19:54 (9) 29:42 (7) 24:12

2:19:51 26:32 57:38 1:24:34 1:53:47 2:19:51
小林　正一 26:32 31:06 26:56 29:13 26:04

杉田　友和

廣瀬　信雄

曽我  時次 森原  良市 中間　　潔 今井　治郎

村川　  進 佐藤　利和 武藤　昌平 森　　隆介

佐藤　孝浩 早瀬喜久男 松元　哲也 葛西　陽介

藤井　　毅

田上    誇 広瀬　  隆 宮原    博 須貝　和徳 杉山　　篤

山口　敬介 三浦　孝政 北村　　健 加藤　博幸

渡辺　孝幸

本内  克洋 益山　嘉通 松崎　豊彦 小山　大友 森　　広行

斎藤    誠

小島  　清

香川    茂

大館　正浩 三輪　孝幸

大宮  敏正

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(7.6km) 第３区(4.7km) 第４区(6.6km)

蛯子　浩道

平塚市消防署

三協化学B

山下　勝治

横浜ゴム

内藤  一成

田中　芳明

木曜ランナーズ

三協化学A

トノックス

関西ペイント
奥　　文法 本間　裕之 山中　一男 野田　和明

特
別

参
加

田中貴金属

熊谷　真樹 原田　俊一

米木　伸介 佐藤　　剛

森岡　光夫 井上  哲也

サガミメンテナンス

高砂香料



　　　第４３回大会 　　　　　　 平成１６年１月１１日（日）

順位 総合時間 チーム名
〔監督〕

1 1:51:24 <1> 21:44 <1> 47:39 <1> 1:06:34 <1> 1:29:17 <1> 1:51:24
石川　好一 (1) 21:44 (2) 25:55 (6) 18:55 (1) 22:43 (3) 22:07

2 1:54:11 <2> 23:33 <2> 48:58 <2> 1:07:24 <2> 1:32:02 <2> 1:54:11
宗　　　哲 (2) 23:33 (1) 25:25 (4) 18:26 (2) 24:38 (4) 22:09

3 1:56:34 <3> 24:32 <3> 50:27 <3> 1:08:17 <3> 1:34:06 <3> 1:56:34
石井　美行 (3) 24:32 (2) 25:55 (2) 17:50 (5) 25:49 (6) 22:28

4 1:59:23 <5> 24:45 <6> 53:50 <4> 1:12:34 <4> 1:37:59 <4> 1:59:23
大舘　正浩 (5) 24:45 (7) 29:05 (5) 18:44 (3) 25:25 (2) 21:24

5 2:01:28 <8> 27:41 <7> 54:37 <5> 1:12:53 <5> 1:40:18 <5> 2:01:28
前場　秀雄 (8) 27:41 (4) 26:56 (3) 18:16 (6) 27:25 (1) 21:10

6 2:03:41 <7> 26:09 <8> 58:42 <8> 1:15:52 <6> 1:41:22 <6> 2:03:41
吉村　和高 (7) 26:09 (8) 32:33 (1) 17:10 (4) 25:30 (5) 22:19

7 2:08:47 <6> 26:04 <5> 53:36 <7> 1:15:15 <8> 1:44:34 <7> 2:08:47
田中　国貞 (6) 26:04 (5) 27:32 (8) 21:39 (8) 29:19 (7) 24:13

8 2:13:55 <4> 24:38 <4> 53:31 <6> 1:14:37 <7> 1:44:20 <8> 2:13:55
荻野　晋一 (4) 24:38 (6) 28:53 (7) 21:06 (9) 29:43 (8) 29:35

9 2:24:15 <9> 30:48 <9> 1:03:59 <9> 1:26:34 <9> 1:54:05 <9> 2:24:15
佐々木克敏 (9) 30:48 (9) 33:11 (9) 22:35 (7) 27:31 (9) 30:10

平塚市役所

高砂香料

蛯子　浩道 高寺　恒如

森岡　光夫 小島　　清

三輪　孝幸

三協化学

平塚市消防署

益山　嘉通

トノックス

関西ペイント

サガミメンテナンス

大東化学

横浜ゴム

斎藤　　誠

　　　田中　芳明

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(7.6km) 第３区(5.0km) 第４区(6.6km)

内藤　一成熊谷　真樹 香川　　茂

山下　勝治

井上　哲也

原田　俊一

本内  克洋 三浦　孝政

大宮　敏正

仲川　秀和 斉藤　　元 重田　眞孝

大舘　正浩 佐藤　　剛 伊藤　広治

早瀬喜久男 古村　裕司 葛西　陽介

井上　賢治

田上　　誇 宮原　　博 広瀬　　隆 須貝　和徳 折原　博司

大野　弘之

鈴木　浩司 高田　博之 秦間　靖和

渡辺　孝幸

奥　　文法 崎谷　公一 山中　一男 湯元　慎也 山長　　伸

佐藤　孝浩

伊地知　撤林田　貴宏



　　第４４回大会　　　　　　　平成１７年１月９日（日）
順位 総合時間 チーム名

〔監督〕

1 1:53:50 <1> 21:43 <1> 45:20 <1> 1:04:25 <1> 1:27:55 <1> 1:53:50
石川　好一 (1) 21:43 (1) 23:37 (2) 19:05 (1) 23:30 (4) 25:55

2 1:57:20 <2> 24:23 <2> 50:07 <2> 1:08:57 <2> 1:34:53 <2> 1:57:20
石井　美行 (2) 24:23 (2) 25:44 (1) 18:50 (2) 25:56 (1) 22:27

3 2:11:24 <4> 26:47 <3> 53:19 <3> 1:14:57 <3> 1:48:19 <3> 2:11:24
田上　誇 (4) 26:47 (3) 26:32 (3) 21:38 (5) 33:22 (2) 23:05

4 2:14:00 <3> 26:01 <4> 57:34 <4> 1:19:46 <4> 1:49:18 <4> 2:14:00
佐藤　孝浩 (3) 26:01 (4) 31:33 (4) 22:12 (3) 29:32 (3) 24:42

5 2:31:07 <5> 28:58 <5> 1:03:33 <5> 1:26:04 <5> 1:59:22 <5> 2:31:07
荻野　晋一 (5) 28:58 (5) 34:35 (5) 22:31 (4) 33:18 (5) 31:45

湯元　慎也

井上　好徳 渡辺　孝幸

大矢　高尚管本　圭司 野田　和明

内藤　一成

尾上　健一

安池　菊夫

須貝　和徳 折原　博司

高寺　恒如

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(7.6km) 第３区(5.0km) 第４区(6.6km)

益山　嘉通

田中　国貞 古村　裕司

山中　一男
関西ペイント

高砂香料

佐藤　孝浩

トノックス

サガミメンテナンス

田上　　誇

三協化学

斉藤　　誠 熊谷　真樹 香川　　茂

広瀬　　隆 奥山　正明

座間　達也 本内　克洋



　　第４５回大会 　　　　　平成１８年１月８日（日）　　　　　１区コース変更
順位 総合時間 チーム名

〔監督〕

1 1:51:21 <2> 22:42 <2> 48:54 <1> 1:06:37 <1> 1:30:57 <1> 1:51:21
田中　一雄 (2) 22:42 (3) 26:12 (1) 17:43 (1) 24:20 (1) 20:24

2 1:54:54 <1> 22:13 <1> 48:24 <2> 1:07:47 <2> 1:32:58 <2> 1:54:54
宗　　　哲 (1) 22:13 (2) 26:11 (3) 19:23 (3) 25:11 (2) 21:56

3 1:59:03 <3> 24:13 <3> 49:46 <3> 1:08:44 <3> 1:36:43 <3> 1:59:03
(3) 24:13 (1) 25:33 (2) 18:58 (4) 27:59 (3) 22:20

4 2:08:29 <6> 29:53 <5> 1:00:01 <4> 1:21:03 <4> 1:45:57 <4> 2:08:29
須貝　和徳 (6) 29:53 (4) 30:08 (4) 21:02 (2) 24:54 (4) 22:32

5 2:15:47 <4> 26:04 <4> 58:30 <5> 1:22:04 <5> 1:51:00 <5> 2:15:47
佐藤　孝浩 (4) 26:04 (5) 32:26 (6) 23:34 (5) 28:56 (5) 24:47

6 2:26:48 <5> 29:19 <6> 1:07:03 <6> 1:29:18 <6> 1:58:57 <6> 2:26:48
辻　　淳治 (5) 29:19 (6) 37:44 (5) 22:15 (6) 29:39 (6) 27:51

棄権
安池　菊夫

2:02:01 23:25 53:58 1:12:45 1:39:49 2:02:01
山口　嘉一 23:25 30:33 18:47 27:04 22:12

2:24:10 26:15 59:00 1:26:19 2:00:40 2:24:10
小林　正一 26:15 32:45 27:19 34:21 23:30

熊谷　幸浩

特
別

参
加

木曜ランナーズ

富士フィルム
ファインケミカルズ

大東化学

高砂香料

オ
ー

プ
ン

サガミメンテナンス

宮原　　博

成瀬　正幸 飯島　健太

座間　達也 三浦　孝政

森岡　光夫 岡元　良一

平塚市消防署

田村　祐輔
トノックス

尾上　健一

横浜ゴム

三輪　孝幸

田中　芳明

山下　勝治

平塚市役所
井上　賢治 柳下　貴幸 重田　眞孝

第５区(5.9km)
競技場前→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(6.3km) 第２区(7.6km) 第３区(5.0km) 第４区(6.6km)

広瀬　　隆 折原　博司

井上　好徳

石井富志郎

小島　　清

前鹿川大輔

石川　勇次 本内　克洋

大宮　敏正

石井　　功 古村　祐司 渡辺　孝幸

泰磨　靖和 佐々木克敏 高田　博之 小島　三郎

田中　国貞

村川　　進 小林　正一 武藤　昌平 森　　隆介 佐藤　利和

安池　菊夫大野　陽平

市川　　豊

内藤　一成斎藤　　誠

大舘　正浩

羽田　直記



　　第４６回大会　　　　 平成１９年１月７日（日）

順位 総合時間 チーム名
〔監督〕

1 1:43:38 <1>   20:31 <1>   43:59 <1> 1:02:54 <1> 1:24:03 <1> 1:43:38
山口　嘉一 (1)   20:31 (1)   23:28 (1)   18:55 (1)   21:09 (1)   19:35

2 1:56:25 <4>   24:19 <3>   52:23 <3> 1:11:23 <3> 1:35:53 <2> 1:56:25
志村　和久 (4)   24:19 (3)   28:04 (2)   19:00 (3)   24:30 (2)   20:32

3 1:57:13 <2>   23:13 <2>   49:24 <2> 1:09:21 <2> 1:33:53 <3> 1:57:13
宗　　　哲 (2)   23:13 (2)   26:11 (3)   19:57 (4)   24:32 (4)   23:20

4 2:04:01 <5>   24:20 <4>   55:41 <4> 1:16:20 <4> 1:40:34 <4> 2:04:01
(5)   24:20 (5)   31:21 (4)   20:39 (2)   24:14 (5)   23:27

5 2:07:23 <3>   23:55 <6>   58:10 <5> 1:19:12 <5> 1:44:05 <5> 2:07:23
新村　明義 (3)   23:55 (7)   34:15 (5)   21:02 (5)   24:53 (3)   23:18

6 2:10:06 <6>   26:21 <5>   57:26 <6> 1:20:05 <6> 1:45:08 <6> 2:10:06
田上　誇 (6)   26:21 (4)   31:05 (6)   22:39 (6)   25:03 (6)   24:58

7 2:24:45 <8>   30:28 <7> 1:01:55 <7> 1:27:34 <7> 1:58:34 <7> 2:24:45
石井　　功 (8)   30:28 (6)   31:27 (7)   25:39 (8)   31:00 (7)   26:11

8 2:30:24 <7>   30:22 <8> 1:09:36 <8> 1:35:21 <8> 2:03:11 <8> 2:30:24

辻　　淳治 (7)   30:22 (8)   39:14 (8)   25:45 (7)   27:50 (8)   27:13

2:34:05   25:37 1:00:14 1:32:12 2:08:53 2:34:05
小林　正一   25:37   34:37   31:58   36:41   25:12

石井富志郎

三橋　春雄

森　　隆介 村川　　進

井上　康孝

石川　勇次

金子　安宏

須貝　和徳

滝川　大樹 新村　明義 西木　洋輔 佐藤　直人

宮原　　博 広瀬　　隆折原　博司

第４区(6.6km)

柿沼　　崇

田中　芳明 岡元　良一

米木　伸介 山下　勝治

第５区(5.9km)
競技場前→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(6.3km) 第２区(7.6km) 第３区(5.0km)

高田　博之 佐々木克敏

小林　正一 佐藤　利和 国田　君男

泰磨　靖和

渡部　　翼尾上　健一 座間　達也

熊谷　幸浩

渡辺　孝幸夏越　悦郎

三浦　孝政

大宮　敏正

平塚市消防署A

横山　貴臣

村串　朋哉

石井清加寿佐伯　　力

平塚市消防署B

横浜ゴム

富士フィルム
ファインケミカル

井上　賢治

森岡　光夫 小島　　清

前鹿川大輔 三輪　孝幸

平塚市役所

特
別

参
加

木曜ランナーズ

トノックス

サガミメンテナンス

大東化学

松本　哲也

林田　貴宏



　　第４７回大会　　　　 平成２０年１月１３日（日）　１区距離変更

順位 総合時間 チーム名
〔監督〕

1 1:49:10 <1> 21:25 <1> 45:36 <1> 1:04:11 <1> 1:27:36 <1> 1:49:10
前場　秀雄 (1) 21:25 (1) 24:11 (2) 18:35 (1) 23:25 (2) 21:34

2 1:56:55 <2> 23:24 <3> 52:56 <3> 1:11:27 <3> 1:35:33 <2> 1:56:55
三輪　孝幸 (2) 23:24 (4) 29:32 (1) 18:31 (4) 24:06 (1) 21:22

3 1:57:19 <3> 23:28 <2> 50:04 <2> 1:09:44 <2> 1:35:07 <3> 1:57:19
宗　　　哲 (3) 23:28 (2) 26:36 (5) 19:40 (6) 25:23 (4) 22:12

4 2:01:47 <9> 27:56 <4> 55:32 <4> 1:15:09 <4> 1:40:00 <4> 2:01:47
小俣　　明 (9) 27:56 (3) 27:36 (4) 19:37 (5) 24:51 (3) 21:47

5 2:04:16 <4> 24:55 <6> 57:50 <6> 1:16:42 <5> 1:40:44 <5> 2:04:16
黒川　忠人 (4) 24:55 (8) 32:55 (3) 18:52 (3) 24:02 (5) 23:32

6 2:08:08 <7> 27:31 <8> 59:29 <7> 1:20:30 <7> 1:44:11 <6> 2:08:08
吉村　和高 (7) 27:31 (7) 31:58 (7) 21:01 (2) 23:41 (6) 23:57

7 2:08:34 <5> 25:35 <5> 56:39 <5> 1:16:22 <6> 1:43:21 <7> 2:08:34
(5) 25:35 (6) 31:04 (6) 19:43 (7) 26:59 (8) 25:13

8 2:18:03 <6> 26:02 <7> 59:11 <8> 1:22:01 <8> 1:52:00 <8> 2:18:03
安部　光司 (6) 26:02 (9) 33:09 (9) 22:50 (9) 29:59 (9) 26:03

9 2:19:09 <10> 29:50 <9> 1:00:25 <9> 1:23:52 <9> 1:54:03 <9> 2:19:09
石井　　功 (10) 29:50 (5) 30:35 (10) 23:27 (10) 30:11 (7) 25:06

10 2:24:02 <8> 27:55 <10> 1:04:39 <10> 1:27:01 <10> 1:55:34 <10> 2:24:02
荻野　晋一 (8) 27:55 (10) 36:44 (8) 22:22 (8) 28:33 (10) 28:28

森岡　光夫 越水　雄平

村串　朋栄 三輪　孝幸

トノックス

サガミメンテナンス

平塚市消防署B

横浜ゴム

東京電力

富士フィルム
ファインケミカルズ

平塚市役所

水口　一仁

田中　芳明

平塚市消防署A

村本　洋介

平松　佑一

辻原　幸生横山　貴臣

石本　和広

伊藤　大作 後藤　宏太

石川　勇次松崎　豊彦

高田　博之

坪内　剛士

泰磨　靖和 林田　貴宏

関西ペイント

大東化学
小川　郁夫

濱地　　翼

第５区(5.9km)
競技場前→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(7.6km) 第３区(5.0km) 第４区(6.6km)

斉藤　　聡 西村　健太 関口　　豪

黒川　忠人

井上　賢治

大宮　敏正 小島　　清

前鹿川大輔 山下　勝治

仲川　秀和

折原　博司

野村　達雄 滝川　大樹 澤井　玲央 米本　伸介

田上　誇 熊谷　幸浩 宮原　　博 広瀬　　隆

井上　康孝 夏越　悦郎 河内　昌夫 渡辺　孝行 田中　国貞

渡部　　翼三浦　孝政

東　　達也

佐々木克敏

本内　克洋



　　第４８回大会　　　　 平成２１年１月１１日（日）

順位 総合時間 チーム名
〔監督〕

1 1:47:39 <3> 24:30 <2> 50:31 <2> 1:08:11 <1> 1:28:48 <1> 1:47:39
前場　秀雄 (3) 24:30 (2) 26:01 (1) 17:40 (1) 20:37 (1) ◎18:51

2 1:52:41 <1> 23:15 <1> 50:09 <1> 1:07:56 <2> 1:32:20 <2> 1:52:41
小俣　　明 (1) 23:15 (3) 26:54 (2) 17:47 (4) 24:24 (2) 20:21

3 1:57:20 <4> 25:07 <6> 54:04 <6> 1:12:35 <4> 1:36:05 <3> 1:57:20
前田　英二 (4) 25:07 (6) 28:57 (3) 18:31 (2) 23:30 (4) 21:15

4 1:58:03 <5> 25:32 <5> 52:36 <3> 1:11:16 <3> 1:35:58 <4> 1:58:03
本内　克洋 (5) 25:32 (4) 27:04 (4) 18:40 (5) 24:42 (5) 22:05

5 1:59:07 <2> 24:05 <3> 51:11 <4> 1:11:26 <5> 1:36:31 <5> 1:59:07
宗　　　哲 (2) 24:05 (5) 27:06 (6) 20:15 (7) 25:05 (6) 22:36

6 2:00:44 <8> 25:59 <4> 51:23 <5> 1:12:07 <7> 1:39:48 <6> 2:00:44
石川　好一 (8) 25:59 (1) 25:24 (7) 20:44 (9) 27:41 (3) 20:56

7 2:00:58 <6> 25:32 <7> 54:31 <7> 1:13:40 <6> 1:37:33 <7> 2:00:58
新村　明義 (6) 25:32 (7) 28:59 (5) 19:09 (3) 23:53 (7) 23:25

8 2:14:55 <9> 29:48 <9> 1:00:08 <9> 1:23:38 <8> 1:49:27 <8> 2:14:55
石井　　功 (9) 29:48 (8) 30:20 (10) 23:30 (8) 25:49 (9) 25:28

9 2:18:10 <10> 36:22 <10> 1:07:46 <10> 1:28:54 <10> 1:53:58 <9> 2:18:10
吉村　和高 (10) 36:22 (9) 31:24 (8) 21:08 (6) 25:04 (8) 24:12

10 2:18:24 <7> 25:47 <8> 59:27 <8> 1:22:34 <9> 1:52:26 <10> 2:18:24
石井富志郎 (7) 25:47 (10) 33:40 (9) 23:07 (10) 29:52 (10) 25:58

佐々木克敏

渡辺　孝行

澤井　玲央

山口　竜矢 田上　誇 宮原　　博 広瀬　　隆 折原　博司

相原　良太高橋　　潤

中岡　克和

森岡　光夫 諌山　保夫 大宮　敏正　

原田　俊一 斉藤　　誠 香川　　茂 羽田　直記

第５区(5.9km)
競技場前→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(7.6km) 第３区(5.0km) 第４区(6.6km)

大東化学

井上　康孝

小川　郁夫

トノックス

日産車体エンジニアリング
夏越　悦郎 恒吉　三郎

小野　貴光

林田　貴宏 高田　博之

米本　伸介佐藤　直人

早瀬喜久男

泰磨　靖和

鳥海　雄幸

田中　芳明

井上　賢治

関口　　豪

佐藤　裕貴久野　正悟 横山　貴臣

前鹿川大輔 山下　勝治

西村　健太

平塚市役所

平塚市消防署A

石川　勇次

飯島　健太

青木　秀文 益山　嘉通 尾上　健一

小島　　清

平塚市消防署B

横浜ゴム

東京電力

高砂香料

富士フィルムファインケミカル

仲川　秀和

瀧川　大樹 三輪　孝幸

石本　和広 阿部　忠雄



      第４９回大会   　    平成２２年１月１０日（日）　　５区コース変更
チーム名
〔監督〕

1 1:49:04 <4> 24:30 <3> 50:08 <1> 1:05:46 <1> 1:26:19 <1> 1:49:04
前場　秀雄 (4) 24:30 (2) 25:38 (1) ◎ 15:38 (1) 20:33 (2) 22:45

2 1:53:22 <3> 24:17 <1> 49:21 <2> 1:06:49 <2> 1:31:57 <2> 1:53:22
小俣　　明 (3) 24:17 (1) 25:04 (3) 17:28 (4) 25:08 (1) 21:25

3 1:58:22 <7> 25:09 <6> 53:03 <4> 1:10:23 <3> 1:35:05 <3> 1:58:22
益山　嘉通 (7) 25:09 (5) 27:54 (2) 17:20 (3) 24:42 (4) 23:17

4 2:00:41 <1> 23:41 <2> 49:47 <3> 1:09:34 <4> 1:35:59 <4> 2:00:41
石川　好一 (1) 23:41 (3) 26:06 (5) 19:47 (5) 26:25 (7) 24:42

5 2:01:25 <2> 23:44 <4> 50:40 <5> 1:10:49 <5> 1:37:30 <5> 2:01:25
宗　　　哲 (2) 23:44 (4) 26:56 (6) 20:09 (6) 26:41 (5) 23:55

6 2:05:39 <6> 25:09 <7> 56:06 <7> 1:14:55 <6> 1:42:38 <6> 2:05:39
本内　克洋 (6) 25:09 (7) 30:57 (4) 18:49 (8) 27:43 (3) 23:01

7 2:07:46 <5> 24:31 <5> 52:52 <6> 1:14:17 <7> 1:43:49 <7> 2:07:46
大舘　正浩 (5) 24:31 (6) 28:21 (8) 21:25 (9) 29:32 (6) 23:57

8 2:15:23 <10> 29:30 <9> 1:01:31 <9> 1:21:54 <8> 1:45:24 <8> 2:15:23
吉村　和高 (10) 29:30 (9) 32:01 (7) 20:23 (2) 23:30 (9) 29:59

9 2:22:03 <9> 28:50 <10> 1:01:33 <10> 1:24:39 <9> 1:51:55 <9> 2:22:03
夏越　悦郎 (9) 28:50 (10) 32:43 (10) 23:06 (7) 27:16 (10) 30:08

10 2:24:14 <8> 27:03 <8> 59:01 <8> 1:21:34 <10> 1:54:26 <10> 2:24:14
平松　泰介 (8) 27:03 (8) 31:58 (9) 22:33 (10) 32:52 (8) 29:48

大宮　敏正

順位 総合時間

斉藤　　誠 石黒　貴光 水嶋　直樹

東京電力

加納　悠祐

斉藤　直樹

平塚市消防署

横浜ゴム

三浦　孝政

鳥海　雄幸

田中　芳明

富士ファインケミカルB

高砂香料

小野　貴光 長久保　佳祐

平塚市役所

富士ファインケミカル
A

仲川　秀和

阿部　忠雄

辻原　幸生

関ロ　　豪

KELK

宮原　　博

高橋　宏行

日産車体エンジニアリング

トノックス

木下　敦詞

尾上　健一 松崎　豊彦 渡部　　翼 青木　秀文

佐藤　直人 米木　伸介 吉野　哲矢

森岡　光夫

牧野　一也

古村　祐司

小島　清

安江　直紀

三輪　孝幸 桑原　　了

伊海　康一

折原　博司

井上　康孝 阿部　　真 恒吉　三郎 早瀬　喜久雄

田上　　誇

八馬　弘邦

広瀬　　隆

第5区(6.1km)
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→勝原小
第1区(6.6km) 第2区(7.6km) 第3区(5.0km) 第4区(6.6km)

井上　賢治

益山　嘉通 石川　勇次

西村　健太 中岡　克和

佐藤　裕貴

高山　浩之

佐々木　達也

佐々木　雄二



      第５０回大会   　    平成２３年１月９日（日）　　５区コース変更
チーム名
〔監督〕

1 1:49:32 <3> 23:42 <2> 48:25 <1> 1:05:49 <2> 1:30:58 <1> 1:49:32
横山　貴臣 (3) 23:42 (1) 24:43 (1) 17:24 (5) 25:09 (1) ◎18:34

2 1:50:20 <2> 23:12 <1> 48:11 <2> 1:06:35 <1> 1:30:29 <2> 1:50:20
梅崎　邦男 (2) 23:12 (2) 24:59 (3) 18:24 (1) 23:54 (2) 19:51

3 1:54:25 <1> 22:14 <3> 49:49 <3> 1:07:55 <3> 1:32:32 <3> 1:54:25
益山　嘉通 (1) 22:14 (6) 27:35 (2) 18:06 (3) 24:37 (3) 21:53

4 2:03:10 <4> 23:47 <4> 51:16 <4> 1:13:20 <4> 1:38:24 <4> 2:03:10
芦間　丈治 (4) 23:47 (5) 27:29 (7) 22:04 (4) 25:04 (7) 24:46

5 2:05:49 <5> 25:38 <7> 55:29 <7> 1:16:16 <6> 1:42:26 <5> 2:05:49
本内　克洋 (5) 25:38 (7) 29:51 (4) 20:47 (6) 26:10 (4) 23:23

6 2:06:24 <9> 27:26 <6> 54:15 <6> 1:15:39 <7> 1:42:50 <6> 2:06:24
宗　　　哲 (9) 27:26 (4) 26:49 (6) 21:24 (7) 27:11 (5) 23:34

7 2:06:43 <6> 26:20 <5> 52:55 <5> 1:14:16 <5> 1:41:56 <7> 2:06:43
石川　好一 (6) 26:20 (3) 26:35 (5) 21:21 (9) 27:40 (8) 24:47

8 2:10:02 <7> 26:52 <9> 58:50 <8> 1:21:42 <8> 1:45:36 <8> 2:10:02
吉村　和高 (7) 26:52 (9) 31:58 (8) 22:52 (1) 23:54 (6) 24:26

9 2:15:01 <10> 28:07 <8> 58:40 <9> 1:22:07 <9> 1:49:39 <9> 2:15:01
一　　　皓文 (10) 28:07 (8) 30:33 (9) 23:27 (8) 27:32 (9) 25:22

10 2:26:03 <8> 27:08 <10> 1:00:29 <10> 1:27:54 <10> 1:55:44 <10> 2:26:03
夏越　悦郎 (8) 27:08 (10) 33:21 (10) 27:25 (10) 27:50 (10) 30:19

高村　茂夫

横山　貴臣

益山　嘉通 安江　直紀

吉田　　稔 星崎　　隆

柿沼　　崇

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(6.3km) 第2区(7.6km) 第3区(5.0km) 第4区(6.6km)

本内　克洋

村山　洋一

内藤　一成

八馬　弘邦

石黒　貴光

青木　秀文

杉山　　篤

佐々木　雄二 牧野　一也

岡元　良一 森岡　光夫 伊海　康一 大宮　敏正

古村　祐司

石川　勇次

阿部　　真

堀越　真人 高橋　宏行

田上　誇

斉藤　直樹

KELK

須貝　和徳

井上　康孝
日産車体エンジニアリング

トノックス

夏声　悦郎

斉藤　　誠 水島　直樹

中岡　克和

平塚市役所

富士ファインケミカル
A

井上　賢治

阿部　忠雄

加納　悠祐

関ロ　　豪

天野　貴朗

高砂香料

横浜ゴム

長久保佳祐

藤原　敏明

渡部　　翼
富士ファインケミカルB

平塚警察署

小野　貴光 穂坂　来里寿

尾上　健一

順位 総合時間

宮原　　博 広瀬　　隆

金児　勇希 松野　裕和 山中　洋樹

東京電力

辻原　幸生


