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1 10051 高村 僚次 ﾀｶﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 0:35:07

2 10052 小岸 優紀 ｺｷﾞｼ ﾕｳｷ 小川高校 秩父市 0:35:57

3 10092 今井 隆生 ｲﾏｲ ﾀｶｵ 坂戸市陸協 入間市 0:36:00

4 10098 坂井 徳浩 ｻｶｲ ﾉﾘﾋﾛ 小川町陸協 寄居町 0:36:09

5 10114 牛村 康貴 ｳｼﾑﾗ ﾔｽﾀｶ 大宮北 さいたま市 0:36:16

6 10129 新井 一弘 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ みなのＲＣ 皆野町 0:38:45

7 10035 大久保 直也 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 寄居町 0:39:06

8 10133 島田 祐次 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 入間市 0:39:16

9 10073 新井 義弘 ｱﾗｲ ﾖｼﾋﾛ ＪＡ利根沼田 群馬県 0:39:25

10 10029 飯塚 大輔 ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 深谷市 0:40:11

11 10082 山本 明 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 鴻巣市 0:40:27

12 10056 山内 圭二 ﾔﾏｳﾁ ｹｲｼﾞ なかなかＲＣ 北本市 0:40:30

13 10104 新井 進市 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ ＳＣ３０ 秩父市 0:40:46

14 10126 大橋 聡 ｵｵﾊｼ ｻﾄﾙ らんらんる～ 秩父市 0:40:48

15 10109 依田 薫賢 ﾖﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 群馬県 0:40:50

16 10152 山中 弘之 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 0:41:25

17 10143 伊藤 空夢 ｲﾄｳ ｱｹﾑ ＴＯＫＩＩ 寄居町 0:41:30

18 10147 二瓶 広太郎 ﾆﾍｲ ｺｳﾀﾛｳ 駒大ＡＣ 川越市 0:41:33

19 10122 浜中 健佑 ﾊﾏﾅｶ ｹﾝｽｹ 秩父農工高校 横瀬町 0:41:50

20 10089 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ヤオ陸上部 横瀬町 0:41:55

21 10110 馬場 智輝 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ 寄居町 0:42:39

22 10142 石井 佑樹 ｲｼｲ ﾕｳｷ 富士見市 0:43:04

23 10005 藤吉 辰留 ﾌｼﾞﾖｼ ﾀﾂﾙ 東京都 0:43:04

24 10116 加藤 優祈 ｶﾄｳ ﾕｳｷ アルバック成膜 小鹿野町 0:43:22

25 10144 坂本 光司 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 秩父消防 秩父市 0:43:23

26 10119 田中 幸典 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉﾘ 川越市 0:44:08

27 10033 五野上 一馬 ｺﾞﾉｶﾐ ｶｽﾞﾏ 秩父市 0:44:13

28 10137 米倉 英和 ﾖﾈｸﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 0:44:29

29 10107 島崎 明昇 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 秩父市 0:44:32

30 10101 田谷 良太 ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ 栃木県 0:44:37

31 10158 友部 透 ﾄﾓﾍﾞ ﾄｵﾙ 東松山市 0:44:43

32 10112 齋藤 篤実 ｻｲﾄｳ ｱﾂﾐ 春日部市 0:44:51

33 10050 森 孝範 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 熊谷市 0:44:54

34 10009 北堀 真翔 ｷﾀﾎﾞﾘ ﾏｻﾄ 秩父市 0:44:55

35 10053 田村 孝史 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 老健アルメリア 深谷市 0:45:11

36 10139 渡辺 直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 寄居町 0:45:31

37 10026 長嶺 友太 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾕｳﾀ 日高市 0:45:44

38 10103 斎藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 群馬県 0:45:51

39 10011 戸田 啓介 ﾄﾀﾞ ｹｲｽｹ 川越市 0:46:05

40 10153 島田 惇平 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 入間市 0:46:44

41 10138 鈴木 幸一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 寄居町 0:46:48

42 10018 森本 敦史 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂｼ 東京都 0:47:14

43 10054 江田 佑貴 ｴﾀﾞ ﾕｳｷ 嵐山町 0:47:30

44 10012 丸田 賢太郎 ﾏﾙﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 0:47:35

45 10117 落合 太郎 ｵﾁｱｲ ﾀﾛｳ 新座市 0:47:54

46 10001 上原 愉生 ｳｴﾊﾗ ﾕｳ 千葉県 0:48:37

47 10047 日戸 彬人 ﾆｯﾄ ｱｷﾋﾄ 寄居町 0:48:37

48 10095 田中 秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 長瀞町 0:49:04

49 10058 真下 憲作 ﾏｼﾓ ｹﾝｻｸ 群馬県 0:49:17

50 10125 坂本 貴史 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 栃木県 0:49:25
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51 10081 新川 達則 ｼﾝｶﾜ ﾀﾂﾉﾘ 大日本住友製薬 川越市 0:49:32

52 10045 川田 学 ｶﾜﾀ ﾏﾅﾌﾞ ぴゅあーぴんく 深谷市 0:49:53

53 10148 岩渕 伸也 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾝﾔ ハーベスト 狭山市 0:49:53

54 10130 青木 孝憲 ｱｵｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 0:49:57

55 10046 佐藤 輝彦 ｻﾄｳ ﾃﾙﾋｺ 迷球会 本庄市 0:50:00

56 10140 大熊 規之 ｵｵｸﾏ ﾉﾘﾕｷ 東京都 0:50:12

57 10128 深田 篤史 ﾌｶﾀ ｱﾂｼ 寄居町 0:50:24

58 10085 二階堂 堯 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ 所沢市 0:50:42

59 10024 銭谷 誓志朗 ｾﾞﾆﾔ ｾｲｼﾛｳ 東京都 0:51:04

60 10007 福島 剛 ﾌｸｼﾏ ｺﾞｳ 秩父市 0:51:05

61 10077 銭谷 剛志 ｾﾞﾆﾀﾆ ﾀｹｼ 大日本住友製薬 ふじみ野市 0:51:06

62 10094 原田 幸雄 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｷｵ 入間市 0:51:18

63 10039 新井 魁斗 ｱﾗｲ ｶｲﾄ 本庄市 0:51:20

64 10159 中村 大介 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 櫻井ＲＣ 秩父市 0:51:30

65 10121 小向 健司 ｺﾑｶｲ ｹﾝｼﾞ ＡＫＧ本庄 本庄市 0:51:45

66 10066 安田 拓矢 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ さいたま市 0:51:46

67 10040 高島 久滋 ﾀｶｼﾏ ﾋｻｼｹﾞ 入間市 0:52:06

68 10124 久松 直登 ﾋｻﾏﾂ ﾅｵﾄ 栃木県 0:52:08

69 10048 飯野 雄一 ｲｲﾉ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:52:15

70 10100 松永 優年 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 0:52:40

71 10093 菊間 勇宏 ｷｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 清掃 東京都 0:52:42

72 10010 石塚 隆介 ｲｼﾂﾞｶ ﾘｭｳｽｹ さいたま市 0:52:59

73 10088 松村 拓勝 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾄ たんきち 東京都 0:52:59

74 10036 國井 潤一 ｸﾆｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 所沢市 0:53:00

75 10060 伊藤 嘉彦 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 本庄市 0:53:00

76 10014 石川 鏡水 ｲｼｶﾜ ｷｮｳｽｲ 神奈川県 0:53:19

77 10008 渡邊 守 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾓﾙ 東京都 0:53:26

78 10016 高澤 幹大 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐｷﾋﾛ 上尾市 0:53:53

79 10127 鷺島 侑矢 ｻｷﾞｼﾏ ﾕｳﾔ 深谷市 0:54:00

80 10023 南 淳 ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 秩父市 0:54:23

81 10157 赤見 勇雄 ｱｶﾐ ﾀｹｵ 戸田市 0:54:32

82 10118 岡田 孝太郎 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ コマツ 栃木県 0:54:52

83 10102 加藤 貴大 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 小鹿野町 0:54:54

84 10025 菱沼 裕介 ﾋｼﾇﾏ ﾕｳｽｹ 川越市 0:54:58

85 10087 松村 和拓 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ たんきち 東京都 0:55:04

86 10055 加藤 慎一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 壮太と碧とラ部 群馬県 0:55:22

87 10044 増田 悠恭 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 川口市 0:55:24

88 10041 新井 海貴 ｱﾗｲ ｶｲｷ 秩父市 0:55:28

89 10145 砂田 徳幸 ｽﾅﾀﾞ ﾄｸﾕｷ さいたま市 0:55:34

90 10013 竹内 雅実 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾐ 長野県 0:56:04

91 10150 陳 嘉修 ﾁﾝ ｶｼｮｳ 東京都 0:56:10

92 10037 山口 純志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾅｼ 小鹿野町 0:56:12

93 10030 斎藤 光 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ 横瀬町 0:56:17

94 10099 菊池 拓也 ｷｸﾁ ﾀｸﾔ 栃木県 0:56:20

95 10027 小川 祐介 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 栃木県 0:56:21

96 10106 藤崎 博貴 ﾌｼﾞｻｷ ﾋﾛﾀｶ 深谷市 0:56:26

97 10017 屋代 聖 ﾔｼﾛ ｻﾄｼ 久喜市 0:56:39

98 10111 上谷 和久 ｶﾐﾔ ｶｽﾞﾋｻ 巴商会 高崎 群馬県 0:57:08

99 10042 松浦 哲 ﾏﾂｳﾗ ﾃﾂ 入間市 0:57:13

100 10049 針谷 耕太 ﾊﾘﾔ ｺｳﾀ 入間市 0:57:20
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101 10078 藤之原 章人 ﾌｼﾞﾉﾊﾗ ｱｷﾋﾄ 大日本住友製薬 ふじみ野市 0:57:52

102 10038 渋谷 克巳 ｼﾌﾞﾔ ｶﾂﾐ 本庄市 0:58:00

103 10004 小山 悠太 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 鴻巣市 0:58:01

104 10064 藤田 克実 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾐ 新座市 0:58:23

105 10028 若林 勝飛 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 秩父市 0:59:11

106 10151 林 信成 ﾘﾝ ｼﾝｾｲ 東京都 0:59:12

107 10086 山崎 隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ さいたま市 0:59:22

108 10146 高瀬 修巳 ﾀｶｾ ｼｭｳﾐ ＳＲＣ（ｔ） 狭山市 0:59:46

109 10032 俣野 由行 ﾏﾀﾉ ﾅｵﾕｷ 東京都 1:00:22

110 10034 原 大裕 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 久喜市 1:00:29

111 10067 古賀 佳真 ｺｶﾞ ﾖｼﾏｻ チーム六本木 東京都 1:00:43

112 10063 本間 悠二 ﾎﾝﾏ ﾕｳｼﾞ もふんがーず 富士見市 1:01:03

113 10003 金 柄秀 ｷﾑ ﾋｮﾝｽ 秩父市 1:01:17

114 10135 竹嶋 隼人 ﾀｹｼﾏ ﾊﾔﾄ 栃木県 1:01:17

115 10083 立石 正則 ﾀﾃｲｼ ﾏｻﾉﾘ さいたま市 1:01:39

116 10132 柴田 裕二 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 深谷市 1:01:54

117 10062 北舘 拓美 ｷﾀﾀﾞﾃ ﾀｸﾐ 入間市 1:02:03

118 10091 宮下 泰典 ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾉﾘ 横瀬町 1:02:44

119 10131 関根 徹 ｾｷﾈ ﾄｵﾙ 上尾市 1:02:51

120 10075 野尻 晴風 ﾉｼﾞﾘ ﾊﾙｶｾﾞ 楽走会 深谷市 1:03:21

121 10076 飯塚 宣人 ｲｲﾂﾞｶ ﾉﾌﾞﾄ 楽走会 滑川町 1:03:22

122 10002 新井 利幸 ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ 秩父市 1:03:32

123 10120 山崎 義仁 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋﾄ 東京都 1:03:36

124 10022 久保 貴嗣 ｸﾎﾞ ﾀｶｼ 志木市 1:03:56

125 10149 渡邉 景 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 東京都 1:05:05

126 10096 軽部 雄輝 ｶﾙﾍﾞ ﾕｳｷ 早稲田大 茨城県 1:05:45

127 10071 下岡 純 ｼﾓｵｶ ｼﾞｭﾝ チーム六本木 東京都 1:05:45

128 10123 伊藤 立紀 ｲﾄｳ ﾘﾂｷ 深谷市 1:06:34

129 10108 齋藤 祐希 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 東京都 1:06:38

130 10061 加藤 洋充 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ 美里町 1:07:12

131 10154 矢吹 慧介 ﾔﾌﾞｷ ｹｲｽｹ 群馬県 1:08:04

132 10021 山下 純征 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾕｷ 群馬県 1:09:14

133 10079 山本 修平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 大日本住友製薬 川越市 1:09:28

134 10043 高本 純一 ﾀｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 所沢市 1:12:07

135 10031 浦底 嘉仲 ｳﾗｿｺ ﾖｼﾅｶ 秩父市 1:13:15

136 10068 板倉 忍 ｲﾀｸﾗ ｼﾉﾌﾞ チーム六本木 さいたま市 1:16:39

137 10134 岡田 徳之 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 上尾市 1:19:59

138 10006 菅原 直尊 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾀｶ さいたま市 1:24:47

139 10070 松瀬 高志 ﾏﾂｾ ﾀｶｼ チーム六本木 東京都 1:26:12

140 10065 金丸 正士 ｶﾅﾏﾙ ｾｲｼﾞ 川口市 1:29:25
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1 11097 安田 砂土志 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄｼ 日高陸協 日高市 0:35:40

2 11078 伊藤 育生 ｲﾄｳ ﾔｽｵ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:37:02

3 11010 草薙 眞一郎 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 0:37:25

4 11143 中島 俊樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 埼玉陸協 所沢市 0:37:44

5 11025 吉岡 修 ﾖｼｵｶ ｵｻﾑ 千葉県 0:38:55

6 11013 小澤 和徳 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 坂戸市 0:39:11

7 11016 原島 正光 ﾊﾗｼﾏ ﾏｻﾐﾂ 神川町 0:39:20

8 11067 行川 和幸 ﾅﾒｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 行田市 0:40:19

9 11005 小峰 僚 ｺﾐﾈ ﾘｮｳ 東京都 0:40:46

10 11140 石井 康之 ｲｼｲ ﾔｽﾕｷ トキタ種苗 行田市 0:41:24

11 11099 黒澤 博 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ Ｔｅａｍ＠ 秩父市 0:41:57

12 11080 宮崎 一博 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 走翔 さいたま市 0:42:10

13 11150 小野 眞義 ｵﾉ ﾏｻﾖｼ 川越市 0:42:23

14 11147 菅野 史朗 ｽｶﾞﾉ ﾌﾐｱｷ リンテック熊谷 熊谷市 0:42:45

15 11053 田中 政治 ﾀﾅｶ ﾏｻﾊﾙ 佐々木走友会 東京都 0:43:11

16 11026 千葉 一茂 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 白岡市 0:43:15

17 11100 保坂 義則 ﾎｻｶ ﾖｼﾉﾘ 東京都 0:43:17

18 11109 舛永 哲也 ﾏｽﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 0:44:16

19 11122 榎本 真也 ｴﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ 第一三共 さいたま市 0:44:34

20 11086 何川 弘 ﾅﾆｶﾜ ﾋﾛｼ 小川町 0:44:48

21 11008 土谷 祐行 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾕｷ 本庄市 0:45:08

22 11087 平川 伸一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾝｲﾁ 明走会 東京都 0:45:21

23 11071 福田 泰史 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ わたぼく走友会 群馬県 0:45:38

24 11006 幅下 孝一 ﾊﾊﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 秩父市 0:46:09

25 11012 山崎 登 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 0:46:30

26 11029 松井 祥夫 ﾏﾂｲ ｻﾁｵ さいたま市 0:46:32

27 11062 前川 剛 ﾏｴｶﾜ ﾀｹｼ セントルイス商 東京都 0:47:01

28 11082 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ やまちゃんず 鶴ヶ島市 0:47:21

29 11089 佐怒賀 義邦 ｻﾇｶﾞ ﾖｼｸﾆ ストイック 東京都 0:47:21

30 11056 高橋 一英 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 群馬県 0:47:47

31 11121 坂本 ごう ｻｶﾓﾄ ｺﾞｳ 秩父豪遊会 秩父市 0:48:24

32 11135 小川 貴士 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 深谷市 0:48:33

33 11023 大熊 祐一 ｵｵｸﾏ ﾕｳｲﾁ 狭山市 0:48:34

34 11064 内田 良司 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 深谷市 0:48:39

35 11113 別所 浩章 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛｱｷ 加須市 0:48:47

36 11119 熊谷 陽一 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ 富士見市 0:49:00

37 11059 加藤 誠司 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ 埼玉陸協 桶川市 0:49:02

38 11051 加藤 守 ｶﾄｳ ﾏﾓﾙ 小鹿野町 0:49:08

39 11048 池田 大気 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ てねる 嵐山町 0:49:12

40 11111 柴 英之 ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ チームマイソク 東京都 0:49:13

41 11036 吉田 吉樹 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｷ 茨城県 0:49:47

42 11055 田端 克男 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂｵ 秩父市 0:49:59

43 11106 内田 雅之 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 加茂川走遊会 志木市 0:50:05

44 11041 松永 理史 ﾏﾂﾅｶﾞ ｻﾄｼ 熊谷市 0:50:19

45 11011 浦 義行 ｳﾗ ﾖｼﾕｷ 富士見市 0:50:23

46 11017 大平 知広 ｵｵﾋﾗ ﾄﾓﾋﾛ 上尾市 0:50:26

47 11028 大澤 忠文 ｵｵｻﾜ ﾀﾀﾞﾌﾐ 熊谷市 0:50:30

48 11117 本村 博志 ﾓﾄﾑﾗ ﾋﾛｼ 新座市 0:51:05

49 11134 大塚 茂 ｵｵﾂｶ ｼｹﾞﾙ ツナグラ 嵐山町 0:51:29

50 11156 鎌形 真悟 ｶﾏｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 東京都 0:51:32
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51 11049 松本 卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ＮＲＲ 所沢市 0:51:42

52 11033 徳永 崇之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ さいたま市 0:51:56

53 11044 青柳 幸男 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｷｵ さいたま市 0:52:01

54 11115 渡辺 健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 本庄市 0:52:21

55 11124 権田 則行 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 小川町 0:52:21

56 11065 大塚 信一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ チームおおつか 群馬県 0:52:24

57 11020 佐野 行生 ｻﾉ ﾕｷｵ 越谷市 0:52:28

58 11149 三木 邦彦 ﾐｷ ｸﾆﾋｺ ぺぺろんち～の 群馬県 0:52:33

59 11024 山澤 洋之 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 秩父市 0:52:47

60 11145 新井 正希 ｱﾗｲ ﾏｻｷ ＵＮＩＴＹ 寄居町 0:52:56

61 11034 高田 暁光 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾐﾂ 秩父市 0:52:57

62 11047 村山 正 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 楽走会 熊谷市 0:53:01

63 11114 志村 正規 ｼﾑﾗ ﾏｻｷ 独走屋 川越市 0:53:05

64 11104 関口 寿 ｾｷｸﾞﾁ ﾋｻｼ 皆野町 0:53:28

65 11039 武田 拓修 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＬＩＸＩＬ 本庄市 0:53:38

66 11095 池崎 貢司 ｲｹｻﾞｷ ｺｳｼﾞ たんきち 所沢市 0:53:58

67 11084 捧 和彦 ｻｻｹﾞ ｶｽﾞﾋｺ 熊谷市 0:55:04

68 11123 水村 義範 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 所沢市 0:55:07

69 11043 平野 智巳 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾐ さいたま市 0:55:42

70 11093 田中 博明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 栃木県 0:55:56

71 11060 三井 好則 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 山梨県 0:55:58

72 11022 武田 健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木県 0:56:00

73 11153 松田 尚次 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 松田走行会 日高市 0:56:11

74 11102 岡野 直樹 ｵｶﾉ ﾅｵｷ ガスワンＲＴ 日高市 0:56:19

75 11148 栗原 博 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 狭山市 0:56:32

76 11068 秋山 祐己 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ チーム太陽 東京都 0:56:33

77 11157 木村 淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ かおりチーム 蓮田市 0:56:41

78 11131 小口 桂吾 ｵｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ さいたま市 0:56:42

79 11009 船岡 学 ﾌﾅｵｶ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 0:56:44

80 11133 新井 保博 ｱﾗｲ ﾔｽﾋﾛ サイサン 入間市 0:56:56

81 11107 遠藤 一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 不乱健酒多飲 さいたま市 0:56:58

82 11151 大内 喜徳 ｵｵｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 東京都 0:57:00

83 11105 宮田 祐一 ﾐﾔﾀ ﾕｳｲﾁ さいたま市 0:57:00

84 11073 星野 和久 ﾎｼﾉ ｶｽﾞﾋｻ 栃木県 0:57:04

85 11046 廣瀬 智樹 ﾋﾛｾ ﾄﾓｷ 走ＲＵＮ会！？ 嵐山町 0:57:11

86 11035 大島 隆芳 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾖｼ 秩父市 0:57:15

87 11154 染野 和明 ｿﾒﾉ ｶｽﾞｱｷ 長瀞町 0:57:18

88 11155 佐藤 憲 ｻﾄｳ ｹﾝ さいたま市 0:57:22

89 11130 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ ａ‼ｅｙｏｏｐ 東京都 0:57:25

90 11002 三上 倫 ﾐｶﾐ ﾀﾀﾞｼ 秩父市 0:57:38

91 11075 竹把 薫 ﾀｹﾀﾊﾞ ｶｵﾙ チーム六本木 新座市 0:57:59

92 11139 原口 史之 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾌﾐﾕｷ 川越市 0:58:00

93 11098 遠藤 慎也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 東京都 0:58:07

94 11141 龍見 英行 ﾀﾂﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ でさふいお 群馬県 0:58:15

95 11146 中山 裕規 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ イナガキクラブ 鴻巣市 0:58:15

96 11014 市川 健一 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:58:29

97 11042 飯島 一弘 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 久喜市 0:59:50

98 11052 松永 育典 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｸﾉﾘ 東京都 0:59:53

99 11037 高島 勝秀 ﾀｶｼﾏ ｶﾂﾋﾃﾞ こせんせい 東京都 1:00:03

100 11032 常木 裕己 ﾂﾈｷ ﾋﾛﾐ 東京都 1:00:16
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101 11110 小泉 博 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ マイソク競走部 東京都 1:00:41

102 11096 渡邊 努 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 東京都 1:01:19

103 11120 丸山 喜之 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 東京都 1:01:20

104 11077 茂木 之誓 ﾓﾃｷﾞ ﾕｷﾁｶ 深谷ＳＲＣ天走 深谷市 1:01:53

105 11076 須藤 康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ チーム六本木 川口市 1:02:08

106 11040 石森 道哉 ｲｼﾓﾘ ﾐﾁﾔ ふじみ野市 1:02:18

107 11112 石橋 圭介 ｲｼﾊﾞｼ ｹｲｽｹ ひろちゃんず 上尾市 1:02:21

108 11128 二上 善光 ﾌﾀｶﾐ ﾖｼﾐﾂ 所沢市 1:02:25

109 11091 青鹿 勝樹 ｱｵｼｶ ｶﾂｷ みずたまり 加須市 1:02:30

110 11031 高野 卓真 ﾀｶﾉ ﾀｶﾐﾁ 狭山市 1:03:36

111 11063 中島 進矢 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 寄居町 1:04:01

112 11061 増田 満 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾙ セントルイス商 東京都 1:04:51

113 11136 斉藤 雅春 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾊﾙ さいたま市 1:04:51

114 11050 岩田 悟史 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ さいたま市 1:05:09

115 11142 服部 康広 ﾊｯﾄﾘ ﾔｽﾋﾛ さいたま市 1:05:16

116 11054 柳井 稔 ﾔﾅｲ ﾐﾉﾙ ナッスィーツ 深谷市 1:05:42

117 11085 マツイ フェルナンド ﾏﾂｲ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ 行田市 1:06:08

118 11079 古田 征也 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾔ ホープ印刷 志木市 1:06:14

119 11092 遠山 裕一朗 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 加須市 1:06:15

120 11118 宮崎 希武 ﾐﾔｻﾞｷ ﾉｿﾞﾑ スマイルゆの 群馬県 1:07:36

121 11015 小高 将人 ｺﾀﾞｶ ﾏｻﾄ 坂戸市 1:08:14

122 11021 ねもと ただひで ﾈﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾃﾞ 所沢市 1:08:32

123 11069 鈴木 俊一 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 1:09:56

124 11030 佐伯 裕也 ｻｴｷ ﾕｳﾔ 所沢市 1:11:15

125 11019 藤井 信吾 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 愛知県 1:12:36

126 11127 可児 裕二 ｶﾆ ﾕｳｼﾞ 川越市 1:12:42

127 11137 佐藤 智也 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 日高市 1:15:12

128 11001 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 東松山市 1:16:18

129 11101 中島 司 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂｶｻ 悪友走行会 熊谷市 1:16:42

130 11144 中津留 徹也 ﾅｶﾂﾙ ﾃﾂﾔ ぺぺろんち～の 群馬県 1:21:01

131 11132 山本 庄司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ ＮＲＣ 群馬県 1:25:54
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1 12124 萬羽 仁 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾋﾄｼ 春日部陸友会 春日部市 0:37:16

2 12129 石 一彦 ｾｷ ｶｽﾞﾋｺ ＮＥＣ三田 群馬県 0:39:59

3 12032 倉地 修 ｸﾗﾁ ｵｻﾑ ち～むヘリハム 愛知県 0:40:13

4 12024 吉留 隆行 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｶﾕｷ 東京都 0:41:04

5 12071 神谷 睦 ｶﾐﾔ ﾑﾂﾐ 秩父市 0:42:14

6 12040 越智 克爾 ｵﾁ ﾖｼﾁｶ 東京都 0:42:20

7 12089 向 正道 ﾑｶｲ ﾏｻﾐﾁ 和光市 0:42:22

8 12122 松山 健 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 小川走友会 小川町 0:42:45

9 12027 丸橋 啓一 ﾏﾙﾊｼ ｹｲｲﾁ 群馬県 0:43:05

10 12018 斉藤 久慎 ｻｲﾄｳ ﾋｻﾉﾘ さいたま市 0:43:07

11 12099 武末 博雄 ﾀｹｽｴ ﾋﾛｵ 大里ラン二グ 熊谷市 0:43:42

12 12093 内藤 宏 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 戸田市 0:45:27

13 12039 八木 秀太郎 ﾔｷﾞ ﾋﾃﾞﾀﾛｳ 丸岡設計 秩父市 0:45:49

14 12045 稲垣 聖一 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 0:46:14

15 12055 久我 竜二 ｸｶﾞ ﾘｭｳｼﾞ 市川ＭＣ 千葉県 0:46:24

16 12091 安部 光弘 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ チームタクト 兵庫県 0:46:38

17 12031 澤畠 正裕 ｻﾜﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ さわはた～ず 所沢市 0:46:41

18 12085 水嶋 弘 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 0:46:58

19 12110 加藤 純二 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ ナイトランナー 熊谷市 0:47:02

20 12081 仲宗根 一 ﾅｶｿﾈ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 0:47:17

21 12116 杉山 裕一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 日立Ｆ＆Ｌ 朝霞市 0:47:18

22 12038 藤原 浩泰 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾔｽ 埼玉陸協 さいたま市 0:47:20

23 12092 神田 智 ｶﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 日高市立高麗中 入間市 0:47:28

24 12079 安岡 澄人 ﾔｽｵｶ ｽﾐﾄ 蒼穹クラブ さいたま市 0:47:36

25 12121 渡辺 進 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽｽﾑ 深谷市陸競 深谷市 0:47:37

26 12096 村本 裕一 ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 日高陸協 日高市 0:47:46

27 12131 栗原 利久 ｸﾘﾊﾗ ﾄｼﾋｻ 三尻小 深谷市 0:47:48

28 12117 伊藤 厚 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 津田工業ＲＣ 寄居町 0:48:34

29 12060 萩原 兼昭 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾈｱｷ 川越市 0:48:55

30 12072 頼田 健司 ﾖﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 鴻巣市 0:48:59

31 12044 斉藤 悦郎 ｻｲﾄｳ ｴﾂｵ 入間えつお歯科 入間市 0:49:07

32 12073 大嶋 健一 ｵｵｼﾏ ｹﾝｲﾁ 日高市 0:49:09

33 12012 比留間 広幸 ﾋﾙﾏ ﾋﾛﾕｷ 日高市 0:49:28

34 12107 柴田 保博 ｼﾊﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 狭山市 0:49:43

35 12090 中原 孝 ﾅｶﾊﾗ ﾀｶｼ 秩父市 0:49:48

36 12112 吉野 康彦 ﾖｼﾉ ﾔｽﾋｺ 越谷市 0:50:17

37 12069 下田 巳喜雄 ｼﾓﾀﾞ ﾐｷｵ 所沢市 0:50:37

38 12010 川上 務 ｶﾜｶﾐ ﾂﾄﾑ さいたま市 0:50:40

39 12068 矢内 哲夫 ﾔﾅｲ ﾃﾂｵ 川越市 0:51:03

40 12053 岸田 正寿 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 社会福祉事業団 北本市 0:51:05

41 12048 伊藤 豪昭 ｲﾄｳ ﾀｹｱｷ 北本市 0:51:08

42 12114 根津 利宏 ﾈﾂﾞ ﾄｼﾋﾛ ＮＥＤＵ 行田市 0:51:22

43 12056 上條 航樹 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ 東京陸協 東京都 0:51:24

44 12067 渡辺 一博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ カルソカンセイ 伊奈町 0:51:43

45 12047 高松 敏宏 ﾀｶﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 北本市 0:51:59

46 12041 友成 賢司 ﾄﾓﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 幡羅小 熊谷市 0:52:11

47 12028 明戸 直隆 ｱｹﾄ ﾅｵﾀｶ チームラビッツ 群馬県 0:52:16

48 12111 西東 聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 横瀬町 0:52:57

49 12082 西條 正好 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ 羽生市 0:53:04

50 12003 青山 忠生 ｱｵﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 東京都 0:53:04
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51 12095 稲橋 邦彦 ｲﾅﾊｼ ｸﾆﾋｺ ＪＣＣＵ さいたま市 0:53:16

52 12058 中田 金夫 ﾅｶﾀﾞ ｶﾈｵ 秩父市 0:53:30

53 12115 木島 直樹 ｷｼﾞﾏ ﾅｵｷ 熊谷三尻小職員 熊谷市 0:53:47

54 12064 高谷 伸夫 ﾀｶﾀﾆ ﾉﾌﾞｵ 東京都 0:53:53

55 12017 町田 純一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 秩父市 0:54:12

56 12034 若林 弘行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 川越市 0:54:28

57 12011 黒沢 達雄 ｸﾛｻﾜ ﾀﾂｵ 秩父市 0:54:51

58 12020 生沼 深志 ｵｲﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 東京都 0:55:09

59 12101 渥美 宗三 ｱﾂﾐ ｿｳｿﾞｳ 昼ジヨグ愛好会 東京都 0:55:40

60 12080 清水 俊明 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ シーライオン 行田市 0:55:54

61 12029 和田 知丈 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾀｹ 志木市 0:56:08

62 12097 大西 安方 ｵｵﾆｼ ﾔｽｶﾀ さいたま市 0:56:37

63 12046 矢口 光一 ﾔｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ らくがき無く走 東京都 0:56:39

64 12132 幸野 光 ｺｳﾉ ﾐﾂﾋﾛ 不乱健酒多飲 さいたま市 0:57:08

65 12014 吉弘 拓二 ﾖｼﾋﾛ ﾀｸｼﾞ 川越市 0:57:08

66 12025 橋本 正 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 寄居町 0:57:27

67 12015 末松 吾郎 ｽｴﾏﾂ ｺﾞﾛｳ 伊奈町 0:57:31

68 12035 阿部 秀晴 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 野村総合研究所 上尾市 0:57:51

69 12094 西岡 宏幸 ﾆｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ 坂戸市 0:57:53

70 12006 清水 旬吾 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｺﾞ 新座市 0:58:12

71 12087 木村 勤 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 杉戸走友会 杉戸町 0:58:13

72 12026 山崎 仁 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ 入間市 0:58:25

73 12076 寺田 守孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾓﾘﾀｶ 東京都 0:58:27

74 12075 田頭 篤 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 加茂川走遊会 さいたま市 0:58:27

75 12033 中畑 良浩 ﾅｶﾊﾀ ﾖｼﾋﾛ 埼玉ＢＧ走友会 東京都 0:58:40

76 12043 吉田 英雄 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 吹上Ｒ・Ｃ 鴻巣市 0:59:23

77 12074 横澤 弘昌 ﾖｺｻﾜ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 0:59:57

78 12118 岡部 裕之 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 和光市 1:00:09

79 12030 椎名 智 ｼｲﾅ ｻﾄｼ 川越市 1:00:32

80 12037 金子 哲夫 ｶﾈｺ ﾃﾂｵ ティグレ 東京都 1:00:45

81 12108 佐々木 清久 ｻｻｷ ｷﾖﾋｻ 深谷市 1:00:51

82 12077 石井 裕 ｲｼｲ ﾕﾀｶ 千葉県 1:01:43

83 12036 高柳 富士夫 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾌｼﾞｵ 小笠原ＲＣ 所沢市 1:01:56

84 12016 北村 純一 ｷﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 川口市 1:02:18

85 12105 松村 兼孝 ﾏﾂﾑﾗ ｶﾈﾀｶ 久喜市 1:02:36

86 12049 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ ＴＩＧＡ 入間市 1:02:38

87 12062 白沢 真二 ｼﾗｻﾜ ｼﾝｼﾞ ＡＫＧ本庄 本庄市 1:02:40

88 12100 中富 久 ﾅｶﾄﾐ ﾋｻｼ ほぺたんＲＣ 上尾市 1:02:46

89 12070 布川 和則 ﾌｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 1:03:23

90 12104 島崎 貢 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾂｷﾞ 乙女座の会 秩父市 1:03:47

91 12002 菅沼 隆宏 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ 小川町 1:04:02

92 12063 荒居 国雄 ｱﾗｲ ｸﾆｵ 神奈川県 1:04:08

93 12103 大埜 和彦 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾋｺ カッパくらぶ 狭山市 1:04:26

94 12120 木村 浩 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ キムパンＲＣ 深谷市 1:04:45

95 12113 千葉 敦 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ 青森県 1:04:47

96 12005 横山 正信 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 久喜市 1:04:50

97 12130 櫻井 勉 ｻｸﾗｲ ﾂﾄﾑ 東京都 1:04:52

98 12123 高沢 信也 ﾀｶｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 鶴ヶ島市 1:05:25

99 12004 安藤 広 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 東京都 1:05:27

100 12084 佐野 好雄 ｻﾉ ﾖｼｵ 東京都 1:05:34



2017/06/12 10:06:57 3 / 3 ページ Official Timer & Result By RECS

101 12106 榎田 真一 ｴﾉｷﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉県 1:05:40

102 12083 窪木 和広 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 昼ｊｏｇ 東京都 1:06:00

103 12013 佐藤 直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ さいたま市 1:06:26

104 12088 池田 英之 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 秩父市 1:07:22

105 12065 戸塚 幸一 ﾄﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 本庄市 1:08:08

106 12119 土橋 芳斉 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｼﾀﾀﾞ グリーンティ 東京都 1:10:22

107 12098 杉田 和巳 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾐ チームテケテケ 加須市 1:12:14

108 12125 桐原 正樹 ｷﾘﾊﾗ ﾏｻｷ 東京都 1:13:07

109 12061 岡 正則 ｵｶ ﾏｻﾉﾘ 栃木県 1:13:11

110 12051 坂本 勝昭 ｻｶﾓﾄ ｶﾂｱｷ 川越市 1:13:40

111 12109 山本 肇 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ ＮＲＣ 群馬県 1:14:21

112 12023 水野 仁平 ﾐｽﾞﾉ ﾆﾍｲ 秩父市 1:16:18
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1 13057 安田 雅衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｴｲ 熊谷市 0:44:19

2 13016 馬場 正直 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾅｵ 新座市 0:44:44

3 13052 古屋 馨 ﾌﾙﾔ ｶｵﾙ 本庄市 0:45:13

4 13031 高岸 郁夫 ﾀｶｷﾞｼ ｲｸｵ 草加市 0:45:28

5 13092 阿部 徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ さいたま市 0:47:03

6 13040 守岩 保 ﾓﾘｲﾜ ﾀﾓﾂ つくば颪 茨城県 0:47:37

7 13018 小林 清 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ 桶川市 0:48:52

8 13036 佐島 一夫 ｻｼﾏ ｶｽﾞｵ 日高市 0:49:15

9 13071 深沢 達彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ ＮＡＳ光が丘 和光市 0:49:33

10 13049 向佐 光治 ﾑｶｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県庁走友会 春日部市 0:50:18

11 13101 松崎 秀光 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾐﾂ さいたま市 0:50:21

12 13033 田村 戸一 ﾀﾑﾗ ﾄｲﾁ さいたま市 0:50:32

13 13027 岡村 正昭 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ 久喜市 0:50:46

14 13058 佐生 和彦 ｻｼｮｳ ｶｽﾞﾋｺ パルケスタ 東京都 0:50:55

15 13095 永井 紀夫 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘｵ ブリヂストン 東京都 0:51:01

16 13099 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ サーティーズＣ 茨城県 0:51:13

17 13090 橋本 元三郎 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾄｻﾌﾞﾛｳ 飯能 飯能市 0:51:15

18 13043 鈴木 友夫 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｵ 杉戸町 0:51:35

19 13063 田部田 富夫 ﾀﾍﾞﾀ ﾄﾐｵ 栃木県 0:52:09

20 13008 黒田 賢一郎 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 小鹿野町 0:52:28

21 13025 浅野 研一 ｱｻﾉ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:52:46

22 13065 軽部 不二夫 ｶﾙﾍﾞ ﾌｼﾞｵ ｗｅ－ラン 栃木県 0:52:54

23 13060 渡辺 菊夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸｵ 飯能市 0:53:03

24 13039 大野 厚 ｵｵﾉ ｱﾂｼ 羽村陸上クラブ 東京都 0:53:24

25 13006 尾島 達也 ｵｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 熊谷市 0:53:25

26 13014 伊藤 忠男 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 東京都 0:53:25

27 13080 野林 岩男 ﾉﾊﾞﾔｼ ｲﾜｵ のばちゃんズ 神奈川県 0:53:44

28 13075 阿部 祐三 ｱﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 吹上ＲＣ 鴻巣市 0:53:54

29 13064 柴崎 恵一 ｼﾊﾞｻｷ ｹｲｲﾁ ときがわ体協 ときがわ町 0:54:20

30 13024 市川 博 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ 東京都 0:55:18

31 13001 筑井 始 ﾂｸｲ ﾊｼﾞﾒ 寄居町 0:55:44

32 13074 木立 剛 ｷﾀﾞﾁ ｺﾞｳ 富士見公園 東京都 0:56:10

33 13046 永井 博 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｼ 千葉県 0:56:11

34 13062 内山 秀治 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞｼﾞ ＲＵＮ 新座市 0:56:13

35 13068 依田 資 ﾖﾀﾞ ﾀｽｸ 雁坂交流会 山梨県 0:56:14

36 13067 齊藤 利雄 ｻｲﾄｳ ﾄｼｵ 鶴ヶ島ＥＲＣ 鶴ヶ島市 0:56:32

37 13102 福地 宣雄 ﾌｸﾁ ﾉﾌﾞｵ 群馬県 0:56:37

38 13032 小堤 均 ｺﾂﾞﾂﾐ ﾋﾄｼ 所沢市 0:56:39

39 13081 田崎 富男 ﾀｻｷ ﾄﾐｵ 東京都 0:57:23

40 13050 天渡 義雄 ﾃﾝﾄ ﾖｼｵ さいたま市 0:57:39

41 13087 高田 勉 ﾀｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ キムパンＲＣ 深谷市 0:57:56

42 13017 小谷野 健史 ｺﾔﾉ ﾀｹｼ 坂戸市 0:58:09

43 13045 岩田 恭郎 ｲﾜﾀ ﾔｽｵ ちいむＤＥＶ 栃木県 0:58:11

44 13097 川島 明 ｶﾜｼﾏ ｱｷﾗ はなモモ 東京都 0:58:16

45 13093 岡澤 英雄 ｵｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ チーム岡澤 東京都 0:58:34

46 13009 森田 和俊 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾄｼ 東京都 0:58:37

47 13034 馬川 雅夫 ｳﾏｶﾜ ﾏｻｵ 入間市 0:58:45

48 13091 国島 福二 ｸﾆｼﾏ ﾌｸｼﾞ 入間 入間市 0:58:48

49 13100 浦部 康雄 ｳﾗﾍﾞ ﾔｽｵ 東京都 0:59:09

50 13048 宮内 兼義 ﾐﾔｳﾁ ｶﾈﾖｼ 石岡ＴＲＣ 茨城県 0:59:32
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51 13054 髙野 實 ﾀｶﾉ ﾐﾉﾙ 流域ＲＣ 東松山市 0:59:52

52 13042 鈴木 武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 0:59:53

53 13035 嶋田 豊一 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾖｶｽﾞ 飯能市 1:00:21

54 13066 田村 戸一 ﾀﾑﾗ ﾄｲﾁ ガスワンＲＴ さいたま市 1:01:58

55 13004 野田 眞 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 横瀬町 1:01:59

56 13089 北村 秀夫 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ ＫＣＳ 東京都 1:02:17

57 13015 茂木 修 ﾓﾃｷﾞ ｵｻﾑ 群馬県 1:02:35

58 13079 田中 更二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 上尾市 1:02:59

59 13094 川井 幸一 ｶﾜｲ ｺｳｲﾁ 瑞穂ＡＣ 東京都 1:03:04

60 13028 田沼 広 ﾀﾇﾏ ﾋﾛｼ 白岡市 1:04:02

61 13037 茂木 輝順 ﾓﾃｷﾞ ﾃﾙﾕｷ 茂木設計 群馬県 1:04:47

62 13013 井口 順 ｲｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:05:29

63 13059 森井 尹 ﾓﾘｲ ﾀｶｼ コナミ 東松山市 1:06:09

64 13073 橋本 邦夫 ﾊｼﾓﾄ ｸﾆｵ 熊谷一人狂走会 熊谷市 1:06:18

65 13070 小川 浩司 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 悪友走行会 熊谷市 1:06:53

66 13088 関根 光男 ｾｷﾈ ﾐﾂｵ 秩父市 1:07:03

67 13007 新井 武久 ｱﾗｲ ﾀｹﾋｻ 群馬県 1:07:09

68 13056 市岡 喜雄 ｲﾁｵｶ ﾖｼｵ 東京都 1:07:20

69 13077 天野 智行 ｱﾏﾉ ﾄﾓﾕｷ スラット 東京都 1:07:30

70 13083 須藤 宏 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ ＮＴＴ－ＭＥ 秩父市 1:08:39

71 13012 堀江 望 ﾎﾘｴ ﾉｿﾞﾑ 新座市 1:08:40

72 13026 石井 和夫 ｲｼｲ ｶｽﾞｵ 秩父市 1:10:12

73 13003 山本 博之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:10:30

74 13096 藤森 義博 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:11:29

75 13038 坪木 憲治 ﾂﾎﾞｷ ｹﾝｼﾞ たんぽぽの綿毛 小川町 1:11:51

76 13086 簔 弘康 ﾐﾉ ﾋﾛﾔｽ ＴＭＭＣ 千葉県 1:11:55

77 13010 菅原 明 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 坂戸市 1:12:08

78 13051 高崎 保郎 ﾀｶｻｷ ﾔｽﾛｳ 神奈川県 1:12:27

79 13030 吉澤 秀夫 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 日高市 1:12:36

80 13084 大堀 隆二 ｵｵﾎﾘ ﾘｭｳｼﾞ スラット 東京都 1:12:46

81 13055 澤田 均 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾄｼ 東京都 1:13:10

82 13069 平沼 伸平 ﾋﾗﾇﾏ ｼﾝﾍﾟｲ 一区遊走部 入間市 1:13:36

83 13098 今川 幸人 ｲﾏｶﾞﾜ ﾕｷﾄ 熊谷市 1:16:18

84 13072 川島 正巳 ｶﾜｼﾏ ﾏｻﾐ さいたま市 1:16:51

85 13020 藤本 春美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾐ 狭山市 1:19:16

86 13011 浅木 進 ｱｻｷﾞ ｽｽﾑ 神奈川県 1:19:29

87 13019 中野 成美 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾖｼ 上尾市 1:20:46

88 13082 飛田 昌孝 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻﾀｶ ＮＲＣ 群馬県 1:20:52

89 13053 原島 一幸 ﾊﾗｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 秩父市 1:21:52

90 13022 外久保 操 ｿﾄｸﾎﾞ ﾐｻｵ さいたま市 1:25:32
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1 14003 澤畠 朋美 ｻﾜﾊﾀ ﾄﾓﾐ さわはた～ず 所沢市 0:38:16

2 14007 市村 睦子 ｲﾁﾑﾗ ﾑﾂｺ 北本市 0:46:08

3 14020 高沢 真歩 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏﾎ 鶴ヶ島市 0:49:16

4 14005 水野 裕子 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｺ サムズアップ 東京都 0:49:31

5 14010 高橋 伸枝 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｴ 鶴ヶ島市 0:50:56

6 14012 藤井 早紀 ﾌｼﾞｲ ｻｷ 東京都 0:54:01

7 14009 小鹿野 沙織 ｵｶﾞﾉ ｻｵﾘ 坂戸市 0:55:10

8 14017 田代 恵 ﾀｼﾛ ｹｲ 川越市 0:56:29

9 14002 木下 夏海 ｷﾉｼﾀ ﾅﾂﾐ 所沢市 1:04:32

10 14014 一瀬 由香子 ｲｯｾ ﾕｶｺ 神奈川県 1:10:44

11 14011 田中 律子 ﾀﾅｶ ﾘﾂｺ たんきち 東京都 1:10:58

12 14018 岡田 綾子 ｵｶﾀﾞ ｱﾔｺ 上尾市 1:12:16

13 14006 竹中 里美 ﾀｹﾅｶ ｻﾄﾐ もふんがーず 東京都 1:13:26

14 14008 高野 清美 ﾀｶﾉ ｷﾖﾐ 栃木県 1:16:00

15 14019 清水 麻実 ｼﾐｽﾞ ｱｻﾐ 群馬県 1:17:07
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1 15007 青木 雅子 ｱｵｷ ﾏｻｺ 群馬県 0:44:06

2 15006 長野 美紀 ﾅｶﾞﾉ ﾐｷ 熊谷市 0:45:07

3 15018 長瀬 知美 ﾅｶﾞｾ ﾄﾓﾐ 北青山ＲＣ 千葉県 0:49:46

4 15020 鬼塚 奈美子 ｵﾆﾂﾞｶ ﾅﾐｺ 上尾市 0:50:43

5 15013 小野寺 晶子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾖｳｺ すい酔 朝霞市 0:51:18

6 15027 吉田 明 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 一区遊走部 入間市 0:51:52

7 15014 瀬下 由紀 ｾｼﾓ ﾕｷ 南蛮連合 東京都 0:52:49

8 15009 鈴木 美希 ｽｽﾞｷ ﾐｷ 東京都 0:53:10

9 15030 岡村 佳代子 ｵｶﾑﾗ ｶﾖｺ 東京都 0:53:38

10 15015 森木 葉子 ﾓﾘｷ ﾖｳｺ 所沢走友会 所沢市 0:54:04

11 15023 阿佐 照美 ｱｻ ﾃﾙﾐ 埼玉陸協 草加市 0:55:37

12 15005 田中 あき子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 東京都 0:56:22

13 15026 神田 百合子 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾘｺ はなびや 東秩父村 0:57:19

14 15008 澄本 美津子 ｽﾐﾓﾄ ﾐﾂｺ 越谷市 0:57:57

15 15031 土橋 陽子 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｺ 山野楽器 東京都 0:58:26

16 15024 澤本 純子 ｻﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 0:59:15

17 15019 山田 幸子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｺ やまちゃんず 鶴ヶ島市 1:00:38

18 15004 小河原 麻子 ｵｶﾞﾜﾗ ｱｻｺ 久喜市 1:02:04

19 15025 鈴木 明子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 上里町 1:03:25

20 15016 福田 恵美 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ わたぼく走友会 群馬県 1:04:06

21 15034 椚瀬 敦子 ｸﾇｷﾞｾ ｱﾂｺ 群馬県 1:05:47

22 15002 小幡 宏枝 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛｴ さいたま市 1:07:34

23 15012 五十嵐 麦子 ｲｶﾞﾗｼ ﾑｷﾞｺ さいたま市 1:07:42

24 15022 今井 綾子 ｲﾏｲ ｱﾔｺ 上尾市 1:09:04

25 15028 北村 華央 ｷﾀﾑﾗ ｶｵｳ 東京都 1:10:18

26 15003 奈良 麻子 ﾅﾗ ｱｻｺ さいたま市 1:11:37

27 15032 桐原 聡子 ｷﾘﾊﾗ ｻﾄｺ 東京都 1:13:07

28 15011 坂本 民子 ｻｶﾓﾄ ﾀﾐｺ 川越市 1:13:35

29 15017 金丸 実豊子 ｶﾅﾏﾙ ﾐﾎｺ 川口市 1:29:24



2017/06/12 10:07:02 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

1 16010 澤畠 桂子 ｻﾜﾊﾀ ｹｲｺ さわはた～ず 所沢市 0:49:50

2 16013 齊藤 久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 入間えつお歯科 入間市 0:50:25

3 16018 小井戸 美智代 ｺｲﾄﾞ ﾐﾁﾖ 茨城県 0:50:44

4 16004 植野 智恵子 ｳｴﾉ ﾁｴｺ 東京都 0:53:00

5 16011 鈴木 晴美 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ 幸手走友会 杉戸町 0:54:34

6 16001 坂本 一美 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 秩父市 0:54:41

7 16012 大石 嘉惠 ｵｵｲｼ ﾖｼｴ 東京都 0:57:15

8 16024 榎田 美砂子 ｴﾉｷﾀﾞ ﾐｻｺ 千葉県 0:57:49

9 16029 石島 佳子 ｲｼｼﾞﾏ ｹｲｺ 本庄市 0:59:35

10 16014 斉藤 昭代 ｻｲﾄｳ ｱｷﾖ 東京都 1:01:03

11 16003 中村 優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 1:01:44

12 16025 高橋 涼子 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｺ チームすい酔 富士見市 1:01:48

13 16022 上水流 美奈子 ｶﾐｽﾞﾙ ﾐﾅｺ 北本市 1:01:49

14 16009 森河 久恵 ﾓﾘｶﾜ ﾋｻｴ 全鈍連 東京都 1:02:18

15 16017 荒居 玲子 ｱﾗｲ ﾚｲｺ 神奈川県 1:04:24

16 16027 野林 由起子 ﾉﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ のばちゃんズ 神奈川県 1:04:32

17 16019 頼田 秀子 ﾖﾘﾀ ﾋﾃﾞｺ 鴻巣市 1:04:52

18 16020 翁蔵 弥生 ｵｷﾅｸﾗ ﾔﾖｲ さいたま市 1:05:51

19 16026 吉川 京 ﾖｼｶﾜ ｷｮｳ チームすい酔 富士見市 1:06:58

20 16006 鈴木 みほ ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 上尾市 1:10:31

21 16002 塩野 圭子 ｼｵﾉ ｹｲｺ 東京都 1:11:12

22 16021 木崎 あき子 ｷｻﾞｷ ｱｷｺ 横瀬町 1:11:42

23 16007 高橋 洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ 所沢市 1:12:39

24 16016 木下 初美 ｷﾉｼﾀ ﾊﾂﾐ 狭山市 1:14:23

25 16008 生沼 美佐 ｵｲﾇﾏ ﾐｻ 東京都 1:16:41
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1 17010 須藤 昌子 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｺ 秩父市 0:53:46

2 17007 天渡 祥子 ﾃﾝﾄ ﾖｼｺ さいたま市 1:00:23

3 17003 大峰 智子 ｵｵﾐﾈ ﾄﾓｺ 皆野町 1:04:10

4 17002 市川 キミ子 ｲﾁｶﾜ ｷﾐｺ 東京都 1:04:13

5 17004 並木 美代子 ﾅﾐｷ ﾐﾖｺ 上里町 1:04:31

6 17001 中野 ミチ子 ﾅｶﾉ ﾐﾁｺ 上尾市 1:08:23

7 17011 尾家 惠子 ｵｲｴ ｹｲｺ 東京都 1:10:35

8 17008 齊藤 久枝 ｻｲﾄｳ ﾋｻｴ 鶴ヶ島ＥＲＣ 鶴ヶ島市 1:11:01

9 17006 竹内 聡子 ﾀｹｳﾁ ﾌｻｺ 竹内獣医科医院 狭山市 1:16:43


