
6km 一般男子39歳以下の部

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

    1  3035 ｲﾏｲ ﾀｶｵ 今井　隆生 28 埼玉県 入間市 坂戸市陸協 00:19'54"

    2  3033 ﾀｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 高澤　啓之 33 埼玉県 川越市 さいたま市陸協 00:21'11"

    3  3029 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 根岸　博幸 32 群馬県 高崎市 ようざん 00:21'26"

    4  3020 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶｼ 田嶋　誉司 33 埼玉県 入間市 西武鉄道 00:22'31"

    5  3023 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 新井　優太 34 埼玉県 鶴ヶ島市 アスリート 00:23'20"

    6  3028 ﾄﾐﾀ ｹｲﾄ 富田　恵友 18 埼玉県 秩父市 無限 00:24'12"

    7  3056 ｵｸｻﾜ ﾌﾞﾝｷ 奥澤　文紀 29 埼玉県 東秩父村 00:24'18"

    8  3019 ｲﾄｳ ﾀｽｷ 伊藤　侑樹 17 千葉県 船橋市 ｂｏｔｃｈｉ凸 00:24'18"

    9  3040 ﾅｶｲ ﾄﾓﾅﾘ 中居　朋成 34 群馬県 太田市 00:24'19"

   10  3002 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 萩原　和哉 38 群馬県 高崎市 00:24'36"

   11  3032 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｭｳﾀ 関口　龍太 28 埼玉県 日高市 00:26'03"

   12  3027 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｷ 吉田　栄輝 17 埼玉県 秩父市 無限 00:26'28"

   13  3044 ｴﾝﾀﾞ ﾏｻｼ 遠田　雅志 36 群馬県 伊勢崎市 00:26'36"

   14  3061 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 加藤　准一 18 埼玉県 白岡市 00:26'47"

   15  3001 ﾖｼｶﾜ ﾀｶﾔ 吉川　敬哉 32 埼玉県 皆野町 00:27'35"

   16  3050 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 田中　裕章 35 埼玉県 熊谷市 00:28'12"

   17  3055 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 中村　真一郎 33 群馬県 高崎市 00:28'13"

   18  3059 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 宮原　淳 21 埼玉県 秩父市 00:28'22"

   19  3024 ﾑﾄｳ ｺｳｲﾁ 武藤　功一 38 埼玉県 横瀬町 赤猿 00:28'30"

   20  3058 ｵｵﾓﾘ ﾀｲｼﾝ 大森　泰進 21 千葉県 浦安市 00:28'32"

   21  3022 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ 渡邉　光章 39 栃木県 栃木市 00:28'36"

   22  3009 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 中村　聖 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:28'42"

   23  3045 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 番場　航太郎 16 東京都 東久留米市 00:29'00"

   24  3010 ｺﾚﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 是永　翔太 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:29'29"

   25  3051 ｳｽｲ ﾀｶｼ 臼井　崇 38 埼玉県 桶川市 00:30'27"

   26  3030 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 佐藤　容亮 39 埼玉県 さいたま市 佐藤スポーツ 00:30'28"

   27  3014 ﾔｽ ﾕｳﾀ 安　悠太 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:30'56"

   28  3048 ｻｲﾄｳ ﾋｶﾙ 斎藤　光 39 埼玉県 横瀬町 00:31'14"

   29  3041 ﾊﾀﾉ ｼｭﾝｽｹ 波多野　駿介 26 埼玉県 東松山市 ＪＡ共済連 00:31'33"

   30  3046 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 山崎　雄樹 39 栃木県 佐野市 00:32'10"

   31  3049 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 高橋　直樹 39 埼玉県 熊谷市 00:32'19"

   32  3003 ﾂｸﾊﾞ ｹﾝﾀ 筑波　健太 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:32'47"

   33  3021 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 金子　智哉 23 埼玉県 熊谷市 ＤＤ 00:34'10"

   34  3039 ｺｲｹ ﾕｳﾔ 小池　祐哉 21 埼玉県 秩父市 00:34'18"

   35  3025 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂﾙ 永田　充 35 埼玉県 長瀞町 イスエードＲＣ 00:34'39"

   36  3011 ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾏ 萩野　拓磨 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:34'41"

   37  3060 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 小島　有貴 19 埼玉県 鴻巣市 00:34'42"

   38  3008 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｷ 北澤　理基 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:34'52"

   39  3012 ｲﾁﾉﾍ ｶﾂﾌﾐ 一戸　勝文 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:34'52"

   40  3052 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 髙橋　健 37 埼玉県 秩父市 00:35'19"

   41  3016 ｸﾘﾓﾄ ﾀｸﾐ 栗本　拓海 21 埼玉県 鴻巣市 ひとつぶマラソン部 00:35'41"

   42  3042 ｸﾛｻﾜ ｹﾝﾀ 黒澤　健汰 21 埼玉県 皆野町 なし 00:35'42"

   43  3006 ﾊﾝﾀﾞｸﾞﾗｽ ﾔﾏﾄ ハンダグラス　和 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:36'19"

   44  3036 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 玉田　卓矢 31 埼玉県 寄居町 たまころくらぶ 00:37'21"

   45  3043 ﾏｼﾓ ｺｳﾍｲ 真下　滉平 19 埼玉県 深谷市 00:37'35"

   46  3054 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼｹﾞ 松岡　孝重 35 埼玉県 秩父市 00:39'55"

   47  3038 ﾖｺｵ ｼﾝﾔ 横尾　慎也 33 群馬県 高崎市 靏勝ＲＣ 00:40'11"

   48  3015 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 伊藤　智幸 37 埼玉県 鴻巣市 ひとつぶマラソン部 00:40'23"

   49  3047 ﾔｴ ﾋﾛｱｷ 八重　裕亮 34 埼玉県 吉川市 おがのゲストハウス 00:40'57"

   50  3034 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ 島村　宏輝 38 埼玉県 川島町 00:41'14"



6km 一般男子39歳以下の部

 順位  ﾅﾝﾊﾞｰ 　　ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 　　　氏　　名 年齢 都道府県  　都 市 名 　　  所　　　属 タ イ ム

   51  3004 ﾄｸﾏｽ ｱﾂﾛｳ 徳増　篤朗 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:42'24"

   52  3005 ﾄﾘｳﾐ ﾏｻﾄ 鳥海　正翔 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:43'25"

   53  3007 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 小川　侑真 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:44'24"

   54  3018 ｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 鎌田　正大 27 埼玉県 鴻巣市 ひとつぶマラソン部 00:46'50"

   55  3013 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻｷ 宮原　真生 埼玉県 秩父市 光の村養護学校秩父自然学園00:47'00"

   56  3017 ｺｲｹ ﾅｵｷ 小池　直樹 28 埼玉県 鴻巣市 ひとつぶマラソン部 00:49'24"

   57  3057 ｶﾅﾏﾙ ｾｲｼﾞ 金丸　正士 25 埼玉県 川口市 00:54'57"


