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1 1212 黒岩 英高 ｸﾛｲﾜ ﾋﾃﾞﾀｶ 群馬県 0:34:39

2 1208 藤原 拓 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸ 狭山市 0:34:51

3 1076 小岸 優紀 ｺｷﾞｼ ﾕｳｷ 小川高校 秩父市 0:35:15

4 1192 牛村 康貴 ｳｼﾑﾗ ﾔｽﾀｶ さいたま市 0:35:37

5 1149 坂井 徳浩 ｻｶｲ ﾉﾘﾋﾛ 小川町陸協 寄居町 0:35:47

6 1022 阿部 圭吾 ｱﾍﾞ ｹｲｺﾞ 新座市 0:35:50

7 1126 小池 良樹 ｺｲｹ ﾖｼｷ チーム走魂 秩父市 0:35:58

8 1177 大野 隆紀 ｵｵﾉ ﾀｶﾉﾘ 埼玉富士 秩父市 0:36:59

9 1146 村岡 進矢 ﾑﾗｵｶ ｼﾝﾔ さいたま市 0:38:20

10 1027 千葉 樹 ﾁﾊﾞ ｲﾂｷ 行田市 0:38:23

11 1168 坂田 陽朗 ｻｶﾀ ﾋﾛｵ 小川町 0:38:24

12 1189 茂木 洋樹 ﾓｷﾞ ﾋﾛｷ 栃木県 0:38:29

13 1100 安田 拓矢 ﾔｽﾀﾞ ﾀｸﾔ さいたま市 0:38:39

14 1107 中澤 徹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｵﾙ なかなかＲＣ 川越市 0:38:44

15 1152 山口 和男 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ 熊谷市 0:39:07

16 1200 阿部 健太郎 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ かんぽ生命保険 宮城県 0:39:08

17 1124 浜中 健佑 ﾊﾏﾅｶ ｹﾝｽｹ 秩父農工科学高 横瀬町 0:39:39

18 1105 島田 祐次 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 入間市 0:39:48

19 1085 加藤 優祈 ｶﾄｳ ﾕｳｷ アルバック成膜 小鹿野町 0:39:50

20 1066 長谷部 友則 ﾊｾﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ さいたま市 0:40:10

21 1147 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 秩父市 0:40:32

22 1101 依田 薫賢 ﾖﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 群馬県 0:40:34

23 1180 中澤 拓也 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾔ トヨタ 栃木県 0:40:36

24 1004 藤代 健 ﾌｼﾞｼﾛ ｹﾝ 鴻巣市 0:40:51

25 1150 山中 弘之 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 0:40:55

26 1207 岡本 和俊 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 群馬県 0:41:03

27 1086 渡辺 敬二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞ 東京都 0:41:12

28 1044 高倉 祐樹 ﾀｶｸﾗ ﾕｳｷ 寄居町 0:41:14

29 1175 宮井 勝 ﾐﾔｲ ﾏｻﾙ あの花パスターズ 新潟県 0:41:26

30 1043 廣川 渉 ﾋﾛｶﾜ ﾜﾀﾙ 深谷市 0:41:52

31 1017 斉藤 敏典 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 川越市 0:41:58

32 1108 田中 真吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ ローソンストア 東京都 0:42:05

33 1190 桑原 智彦 ｸﾜﾊﾗ ﾄﾓﾋｺ さいたま市 0:42:40

34 1079 山本 明 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 鴻巣市 0:42:53

35 1012 松田 稔弘 ﾏﾂﾀ ﾄｼﾋﾛ 入間市 0:42:53

36 1098 品田 亮 ｼﾅﾀﾞ ﾘｮｳ さいたま市 0:42:59

37 1042 峯岸 光 ﾐﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ 群馬県 0:43:11

38 1002 萩原 和哉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 群馬県 0:43:14

39 1195 青木 俊 ｱｵｷ ｼｭﾝ 秩父市 0:43:33

40 1136 平井 貴大 ﾋﾗｲ ﾀｶﾋﾛ 埼玉陸協 深谷市 0:43:40

41 1140 益田 光基 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ みなみかぜ 川越市 0:43:44

42 1050 森 芳紀 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ 熊谷市 0:43:46

43 1138 川口 卓哉 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾔ リスペクト 所沢市 0:43:53

44 1009 越智 敬士 ｵﾁ ｱﾂｼ 神奈川県 0:44:16

45 1063 徳永 啓人 ﾄｸﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ さいたま市 0:44:41

46 1030 大久保 直也 ｵｵｸﾎﾞ ﾅｵﾔ 寄居町 0:44:54

47 1213 高梨 了一 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｲﾁ 原田走ろう会 群馬県 0:45:00

48 1120 武井 眞 ﾀｹｲ ﾏｺﾄ 東京都 0:45:17

49 1169 江田 佑貴 ｴﾀﾞ ﾕｳｷ 嵐山町 0:45:28

50 1201 瀬戸 健人 ｾﾄ ﾀｹﾋﾄ 日高市 0:45:41
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51 1116 松本 充 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾙ 神川町 0:45:49

52 1081 本田 慧悟 ﾎﾝﾀﾞ ｹｲｺﾞ 熊谷市 0:45:56

53 1109 清水 邦浩 ｼﾐｽﾞ ｸﾆﾋﾛ さいたま市 0:46:00

54 1125 澤田 健司 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 幸手市 0:46:05

55 1159 島田 惇平 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 入間市 0:46:15

56 1084 田村 孝史 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 老健アルメリア 深谷市 0:46:22

57 1077 真下 憲作 ﾏｼﾓ ｹﾝｻｸ 群馬県 0:46:28

58 1179 田谷 良太 ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ 栃木県 0:46:28

59 1078 柴田 洋平 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 狭山市 0:46:30

60 1171 佐野 裕樹 ｻﾉ ﾕｳｷ モンスト一宮会 山梨県 0:46:43

61 1102 坂谷 志史 ｻｶﾀﾆ ﾕｷﾋﾄ 狭山市 0:46:52

62 1174 坂本 光司 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 秩父消防 秩父市 0:47:02

63 1029 藤吉 辰留 ﾌｼﾞﾖｼ ﾀﾂﾙ 東京都 0:47:32

64 1111 中村 大介 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 櫻井ＲＣ 秩父市 0:47:33

65 1162 高柳 太一郎 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀｲﾁﾛｳ チーム啓太 熊谷市 0:47:36

66 1202 阿部 健太 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀ 上尾市 0:47:46

67 1064 馬場 智輝 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ 寄居町 0:48:08

68 1031 水口 雄貴 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｷ 東京都 0:48:10

69 1007 戸田 啓介 ﾄﾀﾞ ｹｲｽｹ 川越市 0:48:10

70 1046 上山 宏樹 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 秩父市 0:48:19

71 1028 森 孝範 ﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ 熊谷市 0:48:38

72 1197 村林 直幸 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾕｷ 川越市 0:49:05

73 1164 渡辺 直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 寄居町 0:49:17

74 1163 鈴木 幸一郎 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 寄居町 0:49:17

75 1006 川田 学 ｶﾜﾀ ﾏﾅﾌﾞ 深谷市 0:49:23

76 1194 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 鴻巣市 0:49:23

77 1093 花岡 裕 ﾊﾅｵｶ ﾕｳ 深谷市 0:49:29

78 1067 中島 優樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ さいたま市 0:50:08

79 1003 上原 愉生 ｳｴﾊﾗ ｱﾂｵ 千葉県 0:50:10

80 1080 飯野 雄一 ｲｲﾉ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:50:21

81 1035 千島 健汰 ﾁｼﾏ ｹﾝﾀ 秩父市 0:50:27

82 1008 星野 健太 ﾎｼﾉ ｹﾝﾀ 東松山市 0:50:27

83 1054 伊東 寛和 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 0:50:28

84 1154 小高 悠 ｵﾀﾞｶ ﾕｳ 千葉県 0:50:42

85 1092 野原 聖騎 ﾉﾊﾗ ﾏｻｷ 東松山市 0:50:50

86 1215 山田 達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 坂戸市 0:51:00

87 1167 柳内 裕二郎 ﾔﾅｲ ﾕｳｼﾞﾛｳ 飯能市 0:51:04

88 1072 堀口 英幸 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 秩父市 0:51:11

89 1204 岩渕 伸也 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾝﾔ 狭山市 0:51:29

90 1155 菊間 勇宏 ｷｸﾏ ﾀｹﾋﾛ 東京都 0:51:33

91 1071 保戸塚 左門 ﾎﾄﾂﾞｶ ｻﾓﾝ 入間市 0:51:35

92 1090 伊藤 嘉彦 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 本庄市 0:51:35

93 1186 三ヶ尻 雅哉 ﾐｶｼﾞﾘ ﾏｻﾔ 寄居町 0:51:39

94 1013 渡邊 守 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾓﾙ 東京都 0:51:40

95 1040 上野 琢也 ｳｴﾉ ﾀｸﾔ 秩父市 0:51:51

96 1122 大野 和範 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 越生町 0:52:00

97 1148 小野口 達也 ｵﾉｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 飯能市 0:52:40

98 1141 岡 諒祐 ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 栃木県 0:52:47

99 1014 岡部 正幸 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 川島町 0:52:55

100 1115 砂田 徳幸 ｽﾅﾀﾞ ﾄｸﾕｷ さいたま市 0:52:58
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101 1121 武藤 功一 ﾑﾄｳ ｺｳｲﾁ 赤猿 横瀬町 0:53:07

102 1137 梶山 徳俊 ｶｼﾞﾔﾏ ﾉﾘﾄｼ 神川町 0:53:36

103 1051 高橋 悠介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 飯能市 0:53:38

104 1021 石川 鏡水 ｲｼｶﾜ ｷｮｳｽｲ 神奈川県 0:53:46

105 1210 藤田 恭輔 ﾌｼﾞﾀ ｷｮｳｽｹ ＴＰＪ 東京都 0:53:49

106 1089 村山 誠仁 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 入間市 0:53:53

107 1034 荻野 和紀 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞｷ 群馬県 0:54:03

108 1024 本山 寿一 ﾓﾄﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ 行田市 0:54:09

109 1047 髙澤 幹大 ﾀｶｻﾞﾜ ﾐｷﾋﾛ 上尾市 0:54:19

110 1039 山澤 健祐 ﾔﾏｻﾞﾜ ｹﾝｽｹ 神奈川県 0:54:29

111 1065 今泉 佳介 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｹｲｽｹ 熊谷市 0:54:51

112 1110 高瀬 修巳 ﾀｶｾ ｼｭｳﾐ 狭山市 0:54:52

113 1032 武藤 弘明 ﾑﾄｳ ﾋﾛｱｷ 横瀬町 0:55:24

114 1087 日戸 彬人 ﾆｯﾄ ｱｷﾋﾄ 寄居町 0:55:26

115 1038 中澤 隆太 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 深谷市 0:55:27

116 1114 石井 克則 ｲｼｲ ｶﾂﾉﾘ くぼじまクリニック 行田市 0:55:44

117 1183 柳沢 琉斗 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾄ Ｒｕｎ４ｕ 新座市 0:55:54

118 1088 大野 裕樹 ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 入間市 0:56:11

119 1061 森 大祐 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 本庄市 0:56:11

120 1198 秋元 隆典 ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 株式会社協栄不動産 熊谷市 0:56:25

121 1025 深代 康司 ﾌｶｼﾛ ｺｳｼﾞ 上尾市 0:56:31

122 1104 藤田 克実 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾐ 新座市 0:57:08

123 1103 二階堂 堯 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ ＴＳＵＢＡＫＩ 所沢市 0:57:20

124 1157 佐藤 俊彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ 和光市 0:57:34

125 1184 新井 海貴 ｱﾗｲ ｶｲｷ 秩父市 0:57:47

126 1057 粕谷 宗伸 ｶｽﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 美里町 0:57:50

127 1153 長澤 昌樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻｷ アクティス 東京都 0:57:54

128 1166 田北 憲司 ﾀｷﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 0:57:56

129 1128 嶋田 拓人 ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 東京都 0:58:01

130 1053 井上 一寛 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ 秩父市 0:58:09

131 1073 増田 悠恭 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 川口市 0:58:12

132 1142 原 勝巳 ﾊﾗ ｶﾂﾐ 鴻巣市 0:58:22

133 1096 北舘 拓美 ｷﾀﾀﾞﾃ ﾀｸﾐ 入間市 0:58:40

134 1048 菊地 悠軌 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 群馬県 0:58:49

135 1123 小林 朋也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾔ 朝霞市 0:58:57

136 1151 石川 聡一 ｲｼｶﾜ ｿｳｲﾁ 川越市消防団 川越市 0:59:05

137 1097 稲垣 晃也 ｲﾅｶﾞｷ ｱｷﾔ 入間市 0:59:06

138 1205 仁木 孝治 ﾆｷ ﾀｶﾊﾙ 群馬県 0:59:35

139 1203 中川 隆 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 0:59:36

140 1083 山崎 隆史 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ さいたま市 1:00:21

141 1070 山足 紘史 ﾔﾏｱｼ ﾋﾛﾌﾐ 川越市 1:00:22

142 1018 大平 泰生 ｵｵﾋﾗ ﾔｽｵ 川越市 1:00:44

143 1209 加藤 慎一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 壮太と碧とラ部 群馬県 1:00:47

144 1119 伊藤 惇人 ｲﾄｳ ｱﾂﾄ 飯能市役所 入間市 1:00:54

145 1082 本田 智哉 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 熊谷市 1:01:25

146 1193 山口 晃典 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾉﾘ 東京都 1:01:39

147 1052 佐久間 公也 ｻｸﾏ ｷﾐﾔ 日高市 1:01:56

148 1106 小島 慎司 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 坂戸市 1:02:05

149 1062 浅見 純一 ｱｻﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 秩父市 1:02:12

150 1112 加藤 貴大 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 小鹿野町 1:02:41
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151 1176 堀川 慎一朗 ﾎﾘｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 鶴ヶ島市役所 狭山市 1:02:48

152 1173 首藤 博志 ｼｭﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:03:01

153 1161 大澤 稔 ｵｵｻﾜ ﾐﾉﾙ 川島町 1:03:01

154 1058 廣木 大輔 ﾋﾛｷ ﾀﾞｲｽｹ 熊谷市 1:03:25

155 1041 池田 優樹 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県 1:03:41

156 1191 久永 努 ﾋｻﾅｶﾞ ﾂﾄﾑ 三菱マテリアル 横瀬町 1:03:44

157 1178 結城 雅彦 ﾕｳｷ ﾏｻﾋｺ 狭山市 1:05:18

158 1037 徳保 聡 ﾄｸﾎﾞ ｻﾄｼ 鴻巣市 1:05:23

159 1156 上坂 耕一 ｳｴｻｶ ｺｳｲﾁ 東松山市 1:05:35

160 1211 須藤 慶大 ｽﾄｳ ﾖｼﾋﾛ ＳＲＣ 東京都 1:05:47

161 1143 合原 康之 ｺﾞｳﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 群馬県 1:06:10

162 1019 檜山 和也 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞﾔ さいたま市 1:06:13

163 1015 関根 孝行 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 秩父市 1:07:17

164 1127 小林 優希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 本庄市 1:08:06

165 1099 丸山 直則 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ 川口市 1:08:12

166 1069 大島 暁 ｵｵｼﾏ ｻﾄｼ 秩父市 1:08:35

167 1036 大関 幸男 ｵｵｾﾞｷ ﾕｷｵ 東京都 1:08:42

168 1060 中岡 誠一郎 ﾅｶｵｶ ｾｲｲﾁﾛｳ 本庄市 1:10:35

169 1020 浦底 嘉仲 ｳﾗｿｺ ﾖｼﾅｶ 秩父市 1:11:45

170 1199 松本 拓之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:12:52

171 1131 山本 修平 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 大日本住友製薬 川越市 1:13:23

172 1023 杉山 直 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵ さいたま市 1:14:12

173 1134 齋藤 祐希 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 東京都 1:14:29

174 1056 中 幸弘 ﾅｶ ﾕｷﾋﾛ 上里町 1:18:57

175 1059 宮本 怜史 ﾐﾔﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 熊谷市 1:22:40

176 1016 菅原 直尊 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾀｶ さいたま市 1:24:33

177 1182 松下 知樹 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓｷ ＳＯＮ埼玉 川口市 1:24:59
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1 1353 細野 智 ﾎｿﾉ ｻﾄｼ 群馬県 0:36:31

2 1514 荒谷 義成 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 広瀬川ＲＣ 東京都 0:37:18

3 1491 中島 俊樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 埼玉陸協 所沢市 0:37:29

4 1457 寺崎 桂 ﾃﾗｻｷ ｶﾂﾗ 群馬県 0:38:22

5 1507 新井 裕之 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ ふじみ野市 0:38:31

6 1519 原 克英 ﾊﾗ ｶﾂﾋﾃﾞ マシンｘ 久喜市 0:38:40

7 1350 吉岡 修 ﾖｼｵｶ ｵｻﾑ 千葉県 0:38:42

8 1443 大橋 聡 ｵｵﾊｼ ｻﾄﾙ 秩父市 0:38:54

9 1336 小澤 和徳 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 坂戸市 0:39:29

10 1349 原島 正光 ﾊﾗｼﾏ ﾏｻﾐﾂ 神川町 0:39:45

11 1468 石井 康之 ｲｼｲ ﾔｽﾕｷ トキタ種苗株式会社 行田市 0:40:04

12 1410 宮崎 一博 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 走翔 さいたま市 0:41:13

13 1518 小林 ひろし ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 鶴ヶ島市 0:41:21

14 1365 伊藤 育生 ｲﾄｳ ﾔｽｵ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 0:42:07

15 1465 小島 泉 ｺｼﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 栃木県 0:42:08

16 1479 若山 謙一 ﾜｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ ６×７ さいたま市 0:42:37

17 1368 田中 政治 ﾀﾅｶ ﾏｻﾊﾙ 佐々木走友会 東京都 0:42:47

18 1390 田口 大輔 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉滑川走友会 北本市 0:43:01

19 1367 山内 圭二 ﾔﾏｳﾁ ｹｲｼﾞ なかなかＲＣ 群馬県 0:43:02

20 1317 内田 和典 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 八潮市 0:43:07

21 1391 澤畑 裕一 ｻﾜﾊﾀ ﾕｳｲﾁ さいたま市 0:43:31

22 1512 青木 俊一郎 ｱｵｷ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 0:43:43

23 1445 黒澤 博 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ チーム＠ 秩父市 0:43:59

24 1528 原田 知哉 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 静岡県 0:44:17

25 1441 坂本 武志 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ 群馬県 0:44:28

26 1449 加藤 誠司 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ クラブＲ２東日本 桶川市 0:44:30

27 1447 都鹿野 康弘 ﾄｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 松本さんと仲間たち 久喜市 0:44:32

28 1412 井上 正寛 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾋﾛ 山梨県 0:44:38

29 1415 福田 泰史 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ わたぼく走友会 群馬県 0:45:04

30 1321 吉田 睦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 川越市 0:45:05

31 1508 前川 剛 ﾏｴｶﾜ ﾀｹｼ セントルイス商会 東京都 0:45:09

32 1451 北村 泰一郎 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲｲﾁﾛｳ Ｍ．Ｂ．Ｒ．Ｃ 東京都 0:45:34

33 1378 何川 弘 ﾅﾆｶﾜ ﾋﾛｼ 小川町 0:45:36

34 1408 市村 孝行 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 越谷市 0:46:02

35 1352 佐藤 弘 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 坂戸市 0:46:10

36 1425 仲村 洋祐 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 坂戸市 0:46:11

37 1316 山崎 登 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 0:46:20

38 1345 高沢 康弘 ﾀｶｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 鶴ヶ島市 0:46:44

39 1331 幅下 孝一 ﾊﾊﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 秩父市 0:46:48

40 1464 坂本 ごう ｻｶﾓﾄ ｺﾞｳ 秩父豪遊会 秩父市 0:46:53

41 1463 大熊 規之 ｵｵｸﾏ ﾉﾘﾕｷ 東京都 0:46:55

42 1322 小峰 僚 ｺﾐﾈ ﾘｮｳ 東京都 0:47:13

43 1427 小川 昭夫 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 深谷市 0:47:29

44 1433 田中 幸典 ﾀﾅｶ ﾕｷﾉﾘ ゆいりーず 川越市 0:47:35

45 1480 高橋 一英 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 群馬県 0:47:37

46 1418 関口 崇 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ 税理士法人関口会計 所沢市 0:48:11

47 1426 岩見 崇弘 ｲﾜﾐ ﾀｶﾋﾛ 大袋走友会 越谷市 0:48:13

48 1320 矢部 元幸 ﾔﾍﾞ ﾓﾄﾕｷ 狭山市 0:48:17

49 1409 住吉 学 ｽﾐﾖｼ ﾏﾅﾌﾞ ホンダ学園 愛媛県 0:48:24

50 1379 立石 正則 ﾀﾃｲｼ ﾏｻﾉﾘ さいたま市 0:48:50
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51 1525 柴 英之 ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ チームマイソク 東京都 0:48:52

52 1474 荒井 浩二 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ さいたま市 0:49:07

53 1309 武田 健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木県 0:49:09

54 1498 小田 邦明 ｵﾀﾞ ｸﾆｱｷ さいたま市 0:49:15

55 1380 佐藤 輝彦 ｻﾄｳ ﾃﾙﾋｺ 迷球会 本庄市 0:49:21

56 1497 大崎 直樹 ｵｵｻｷ ﾅｵｷ 上尾市 0:49:24

57 1521 山田 正明 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 本庄市 0:49:29

58 1417 別所 浩章 ﾍﾞｯｼｮ ﾋﾛｱｷ 加須市 0:49:29

59 1419 落合 太郎 ｵﾁｱｲ ﾀﾛｳ 新座市 0:49:30

60 1462 渡邊 高史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 小江戸エンジェルハート 川越市 0:49:35

61 1313 佐野 行生 ｻﾉ ﾕｷｵ 越谷市 0:49:47

62 1490 松崎 公平 ﾏﾂｻﾞｷ ｺｳﾍｲ ふじみ野市 0:49:48

63 1344 為貝 憲人 ﾀﾒｶﾞｲ ｹﾝﾄ 本庄市 0:49:48

64 1516 金子 明敏 ｶﾈｺ ｱｷﾄｼ 小鹿野町 0:49:49

65 1513 片居木 勇士 ｶﾀｲｷﾞ ﾕｳｼﾞ 内藤酒豪組合 神奈川県 0:49:52

66 1437 真田 牧人 ｻﾅﾀﾞ ﾏｷﾄ ひとつぶマラソン部 鴻巣市 0:49:58

67 1489 帆足 奈央 ﾎｱｼ ﾅｵ ＭＳＦ事業部 所沢市 0:49:59

68 1383 池田 大気 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 走Ｒｕｎ会！？ 嵐山町 0:50:16

69 1370 秋沢 貴雄 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ 後藤昭彦オセロクラブ ふじみ野市 0:50:17

70 1324 田端 克男 ﾀﾊﾞﾀ ｶﾂｵ 秩父市 0:50:19

71 1384 松本 卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ＮＲＲ 所沢市 0:50:21

72 1527 秋葉 克敏 ｱｷﾊﾞ ｶﾂﾄｼ 越生町 0:50:33

73 1414 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ やまちゃんず 鶴ヶ島市 0:50:37

74 1361 陣野 正友 ｼﾞﾝﾉ ﾏｻﾄﾓ 所沢市 0:50:37

75 1354 高田 暁光 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾐﾂ 秩父市 0:50:52

76 1305 原 核也 ﾊﾗ ｶｸﾔ 川越市 0:50:52

77 1399 魚尾 英生 ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ 万葉健友会 三郷市 0:51:13

78 1430 宗像 宜久 ﾑﾅｶﾀ ﾖｼﾋｻ 千葉県 0:51:23

79 1366 遠藤 一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 不乱健酒多飲 さいたま市 0:51:30

80 1359 田中 弘道 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐﾁ 入間市 0:51:39

81 1494 豊嶋 太朗 ﾄﾖｼﾏ ﾓﾄｱｷ 東京都 0:51:52

82 1524 黒田 潤一郎 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東京都 0:51:53

83 1311 吉田 吉樹 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｷ 茨城県 0:51:58

84 1424 中嶋 康幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ さいたま市 0:51:59

85 1421 大塚 信一 ｵｵﾂｶ ｼﾝｲﾁ チームおおつか 群馬県 0:52:06

86 1348 大舘 慎 ｵｵﾀﾞﾃ ｼﾝ 所沢市 0:52:09

87 1333 徳永 崇之 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ さいたま市 0:52:09

88 1405 剣持 雅章 ｹﾝﾓﾁ ﾏｻｱｷ 所沢市 0:52:11

89 1438 石井 克幸 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ ひとつぶマラソン部 鴻巣市 0:52:25

90 1397 廣瀬 智樹 ﾋﾛｾ ﾄﾓｷ 嵐山町 0:52:27

91 1495 松永 優年 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 0:52:33

92 1503 石田 正博 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 入間市 0:52:39

93 1484 横井 徳人 ﾖｺｲ ﾉﾘﾄ 神奈川県 0:52:40

94 1416 野崎 研志 ﾉｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ トップギア東京 越谷市 0:52:48

95 1389 武田 拓修 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＬＩＸＩＬ 本庄市 0:52:49

96 1487 南 淳 ﾐﾅﾐ ｼﾞｭﾝ 秩父市 0:53:03

97 1522 田島 宏昭 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ ＴＯＷＡ 熊谷市 0:53:06

98 1381 青柳 幸男 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｷｵ さいたま市 0:53:06

99 1469 尾澤 裕昭 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ ＨＩＤＥＫＩ・ＲＣ 鶴ヶ島市 0:53:06

100 1347 市村 正昭 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻｱｷ 熊谷市 0:53:09
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101 1343 北原 慎也 ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ さいたま市 0:53:16

102 1395 齋藤 智弘 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ アメトコ 秩父市 0:53:17

103 1372 松村 隆志 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶｼ 所沢市 0:53:23

104 1337 水野 京司 ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳｼ さいたま市 0:53:25

105 1482 中川 慶太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 東京都 0:53:29

106 1371 平野 智巳 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾐ さいたま市 0:53:30

107 1448 渡辺 健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 本庄市 0:53:30

108 1342 小室 和也 ｺﾑﾛ ｶｽﾞﾔ 横瀬町 0:53:33

109 1338 稲垣 久貴 ｲﾅｶﾞｷ ﾋｻﾀｶ 鶴ヶ島市 0:53:38

110 1351 土屋 幸洋 ﾂﾁﾔ ﾕｷﾋﾛ 東京都 0:53:47

111 1356 新井 寛 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 秩父市 0:53:52

112 1400 田中 博明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 栃木県 0:54:06

113 1493 狩野 真朗 ｶﾉｳ ﾏｻｵ 群馬県 0:54:07

114 1431 浪川 武志 ﾅﾐｶﾜ ﾀｹｼ 鶴ヶ島市 0:54:09

115 1529 森 和弘 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ラン友 さいたま市 0:54:25

116 1476 石井 勝徳 ｲｼｲ ｶﾂﾉﾘ 新座市 0:54:34

117 1392 秋山 祐己 ｱｷﾔﾏ ﾕｳｷ 東京都 0:54:49

118 1346 小林 洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 東京都 0:54:52

119 1315 山口 佳宏 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 長瀞町 0:54:52

120 1328 大内 喜徳 ｵｵｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 東京都 0:54:55

121 1458 松本 隆 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 0:54:57

122 1327 関口 寿 ｾｷｸﾞﾁ ﾋｻｼ 皆野町 0:55:07

123 1466 具志堅 敏 ｸﾞｼｹﾝ ｻﾄｼ さいたま市 0:55:11

124 1470 大谷 昌弘 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾋﾛ 鵠沼海岸独走会 神奈川県 0:55:16

125 1423 捧 和彦 ｻｻｹﾞ ｶｽﾞﾋｺ 熊谷市 0:55:56

126 1444 松田 尚次 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｼﾞ 松田走行会 日高市 0:55:56

127 1485 小田 紀彦 ｵﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ リコージャパン 上尾市 0:56:00

128 1459 木村 淳 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 蓮田市 0:56:03

129 1402 松永 育典 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｸﾉﾘ 東京都 0:56:06

130 1401 龍見 英行 ﾀﾂﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ でさふいお 群馬県 0:56:34

131 1532 武井 和之 ﾀｹｲ ｶｽﾞﾕｷ 株エムケー 寄居町 0:56:44

132 1362 越 隼人 ｺｼ ﾊﾔﾄ 東京都 0:56:47

133 1504 原口 史之 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾌﾐﾕｷ 川越市 0:56:53

134 1531 関根 清孝 ｾｷﾈ ｷﾖﾀｶ 三里塚マラソン競技部 茨城県 0:56:59

135 1413 髙橋 広光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 新座市 0:57:11

136 1452 吉川 英基 ﾖｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ さいたま市 0:57:19

137 1453 澤山 英男 ｻﾜﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ ランランル～ 秩父市 0:57:23

138 1411 新井 豪 ｱﾗｲ ｺﾞｳ 秩父市 0:57:23

139 1326 上野 雅史 ｳｴﾉ ﾏｻｼ さいたま市 0:57:25

140 1481 雨宮 紀充 ｱﾒﾐﾔ ﾉﾘﾐﾂ 秩父市 0:57:33

141 1530 飯島 一弘 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 久喜市 0:57:41

142 1373 川崎 啓介 ｶﾜｻｷ ｹｲｽｹ 東京都 0:58:02

143 1486 石崎 篤 ｲｼｻﾞｷ ｱﾂｼ 鶴ヶ島市 0:58:05

144 1341 清水 竜也 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ 本庄市 0:58:10

145 1520 岡野 直樹 ｵｶﾉ ﾅｵｷ ガスワンＲＴ 日高市 0:58:42

146 1330 原島 聡志 ﾊﾗｼﾏ ｻﾄｼ 秩父市 0:58:46

147 1382 茂木 之誓 ﾓﾃｷﾞ ﾕｷﾁｶ 深谷ＳＲＣ天走 深谷市 0:58:50

148 1312 井上 学 ｲﾉｳｴ ﾏﾅﾌﾞ 羽生市 0:59:14

149 1505 藤元 慶治 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ 春日部市 0:59:21

150 1396 石田 透 ｲｼﾀﾞ ﾄｵﾙ ＡＭＣみなかみ 群馬県 0:59:55



2018/06/11 10:48:30 4 / 4 ページ Official Timer & Result By RECS

151 1339 杉田 昌之 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾕｷ さいたま市 0:59:57

152 1332 澤幡 実成 ｻﾜﾊﾀ ﾐﾅﾘ 川口市 1:00:17

153 1303 濱野 哲伸 ﾊﾏﾉ ﾀｶﾉﾌﾞ さいたま市 1:00:20

154 1403 多田 智浩 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ワールドコンスト さいたま市 1:00:39

155 1314 綿貫 亮 ﾜﾀﾇｷ ﾘｮｳ 三郷市 1:00:56

156 1357 小暮 洋章 ｺｸﾞﾚ ﾋﾛｱｷ 本庄市 1:01:08

157 1510 齋藤 寿文 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 秩父ＭＭＣ 秩父市 1:01:23

158 1420 市川 健一 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ アーリーバード 東京都 1:01:25

159 1308 並木 通直 ﾅﾐｷ ﾐﾁﾅｵ 新座市 1:01:26

160 1517 猪股 公章 ｲﾉﾏﾀ ｷﾐｱｷ 兵庫県 1:02:00

161 1477 岡部 浩之 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ ちちぶＭＭＣ 秩父市 1:02:07

162 1428 鈴木 孝次 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:02:32

163 1387 村山 正 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 楽走会 熊谷市 1:02:40

164 1302 三上 倫 ﾐｶﾐ ﾀﾀﾞｼ 秩父市 1:02:46

165 1358 梅山 孝幸 ｳﾒﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 飯能市 1:02:52

166 1360 福田 義之 ﾌｸﾀﾞ ﾖｼﾕｷ さいたま市 1:02:54

167 1450 青柳 和久 ｱｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾋｻ 深谷市 1:02:56

168 1304 今崎 孝則 ｲﾏｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 1:03:12

169 1499 古田 征也 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾔ 志木市 1:03:21

170 1500 奥冨 俊和 ｵｸﾄﾐ ﾄｼｶｽﾞ ＣＯＥＤＯ会 川越市 1:03:39

171 1325 吉村 真 ﾖｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 東京都 1:03:47

172 1488 播本 宏司 ﾊﾘﾓﾄ ｺｳｼﾞ 入間市 1:03:59

173 1406 氏家 豪 ｳｼﾞｲｴ ｺﾞｳ さいたま市 1:03:59

174 1340 山岡 誉 ﾔﾏｵｶ ﾀｶｼ 川越市 1:04:15

175 1460 古賀 淳二朗 ｺｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ 野方じゅん歯科クリニック 東京都 1:04:31

176 1318 田中 裕二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 加須市 1:04:44

177 1307 渡村 崇 ﾜﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 所沢市 1:04:52

178 1515 常木 裕己 ﾂﾈｷ ﾋﾛﾐ 東京都 1:04:55

179 1467 手塚 尚人 ﾃﾂﾞｶ ﾅｵﾄ 入間市 1:05:18

180 1509 脇川 直哉 ﾜｷｶﾜ ﾅｵﾔ 脇川ファミリー 東京都 1:07:14

181 1301 新井 利幸 ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ 秩父市 1:08:31

182 1440 川村 浩 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 1:08:40

183 1393 加藤 洋充 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ 美里町 1:08:48

184 1335 萩原 正樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 入間市 1:08:48

185 1388 中島 進矢 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 寄居町 1:08:51

186 1501 日野 正秋 ﾋﾉ ﾏｻｱｷ 有スタジオ アド 東松山市 1:09:21

187 1456 秋田 謙作 ｱｷﾀ ｹﾝｻｸ 東京都 1:09:24

188 1355 内野 正識 ｳﾁﾉ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:09:30

189 1334 根本 忠秀 ﾈﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾃﾞ 所沢市 1:11:16

190 1386 鈴木 俊一 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 1:11:18

191 1436 北山 雅裕 ｷﾀﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 東京都 1:11:49

192 1483 清水 浩一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:11:53

193 1374 阿部 知正 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾏｻ 所沢市 1:13:58

194 1472 松浦 吉秀 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾋﾃﾞ 川越市 1:24:12

195 1375 鈴木 勝利 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ 東京都 1:25:08

196 1439 小林 康史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾌﾐ 川越市 1:28:02

197 1526 山本 幸男 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｵ 千葉県 1:29:22
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1 1741 佐熊 康生 ｻｸﾏ ﾔｽｵ こうかいぼうＲＣ 神奈川県 0:39:21

2 1716 松山 健 ﾏﾂﾔﾏ ﾀｹｼ 小川走友会 小川町 0:42:22

3 1698 越智 克爾 ｵﾁ ﾖｼﾁｶ ＹＡＧＩ＿ＲＴ 東京都 0:42:39

4 1618 丸橋 啓一 ﾏﾙﾊｼ ｹｲｲﾁ 群馬県 0:43:03

5 1617 矢野 賢一 ﾔﾉ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:43:12

6 1743 久保田 利彦 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾋｺ 千葉県 0:43:33

7 1705 齋藤 久慎 ｻｲﾄｳ ﾋｻﾉﾘ さいたま市 0:43:40

8 1737 高田 靖志 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｼ 日本工営ランニング倶楽部 寄居町 0:45:19

9 1699 萩原 兼昭 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾈｱｷ みなみかぜ 川越市 0:46:13

10 1657 澤畠 正裕 ｻﾜﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ さわはた～ず 所沢市 0:46:51

11 1706 小林 恒夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾈｵ さいたま市 0:47:16

12 1603 田辺 晃 ﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 福岡県 0:47:35

13 1648 大木 好則 ｵｵｷ ﾖｼﾉﾘ 美里町 0:47:36

14 1715 阿部 貢 ｱﾍﾞ ﾐﾂｷﾞ 早起き 東京都 0:47:40

15 1651 宮谷 英邦 ﾐﾔﾀﾆ ﾋﾃﾞｸﾆ 高砂ホルモン 東京都 0:47:46

16 1723 新井 進 ｱﾗｲ ｽｽﾑ 飯能市 飯能市 0:48:03

17 1643 伊藤 厚 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 寄居町 0:48:29

18 1666 頼田 健司 ﾖﾘﾀ ｹﾝｼﾞ 鴻巣市 0:48:31

19 1683 唐田 司朗 ｶﾗﾀ ｼﾛｳ 川越市 0:48:46

20 1680 内田 雅之 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 加茂川走遊会 志木市 0:49:00

21 1687 小山 智 ｺﾔﾏ ｻﾄｼ 東芝府中 新座市 0:49:43

22 1639 杉山 裕一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 朝霞市 0:49:50

23 1742 北川 公昭 ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾐｱｷ 上尾市 0:50:18

24 1632 比留間 広幸 ﾋﾙﾏ ﾋﾛﾕｷ 日高市 0:50:19

25 1736 蛭間 雅人 ﾋﾙﾏ ﾏｻﾄ 杉戸走友会 杉戸町 0:50:31

26 1685 神田 智 ｶﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 日高市立高麗中学校 入間市 0:50:34

27 1673 中原 孝 ﾅｶﾊﾗ ﾀｶｼ 秩父市 0:50:40

28 1711 榛原 聡 ﾊｲﾊﾞﾗ ｻﾄｼ 東京都 0:50:46

29 1690 下田 巳喜雄 ｼﾓﾀﾞ ﾐｷｵ 所沢市 0:50:58

30 1702 上條 航樹 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ 東京陸協 東京都 0:50:59

31 1627 町田 純一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 秩父市 0:51:05

32 1681 谷川 裕保 ﾀﾆｶﾜ ﾋﾛﾔｽ タニカワ宗佳会 さいたま市 0:51:18

33 1611 浅見 文夫 ｱｻﾞﾐ ﾌﾐｵ 横瀬町 0:51:25

34 1708 岸田 正寿 ｷｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 青少年ＯＢ 北本市 0:51:47

35 1733 高橋 元生 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 鶴ヶ島市 0:51:54

36 1709 玉木 泉 ﾀﾏｷ ｲｽﾞﾐ 東京都 0:52:00

37 1679 高氏 昇 ﾀｶｳｼﾞ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 0:52:10

38 1644 関口 隆夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｵ 秩父市 0:52:17

39 1659 高松 敏宏 ﾀｶﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ 北本市 0:52:17

40 1751 友成 賢司 ﾄﾓﾅﾘ ｹﾝｼﾞ はたら小 熊谷市 0:52:19

41 1684 西東 聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 横瀬町 0:52:20

42 1735 清野 弘 ｾｲﾉ ﾋﾛｼ 秩父市 0:52:34

43 1750 根津 利宏 ﾈﾂﾞ ﾄｼﾋﾛ ＮＥＤＵ 行田市 0:52:52

44 1660 若林 弘行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 川越市 0:53:17

45 1693 並木 俊一 ﾅﾐｷ ﾄｼｶｽﾞ 狭山消防署 狭山市 0:53:40

46 1653 伊藤 豪昭 ｲﾄｳ ﾀｹｱｷ 北本市 0:53:42

47 1718 木島 直樹 ｷｼﾞﾏ ﾅｵｷ 熊谷三尻小職員 熊谷市 0:53:44

48 1605 細谷 隆 ﾎｿﾔ ﾀｶｼ 東京都 0:53:46

49 1616 稲橋 邦彦 ｲﾅﾊｼ ｸﾆﾋｺ さいたま市 0:53:49

50 1646 山澤 洋之 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 秩父市 0:54:17
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51 1624 守屋 浩 ﾓﾘﾔ ﾋﾛｼ 秩父市 0:54:27

52 1641 石井 茂 ｲｼｲ ｼｹﾞﾙ 伊奈町 0:54:38

53 1668 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ ＴＩＧＡ 入間市 0:54:55

54 1663 中畑 良浩 ﾅｶﾊﾀ ﾖｼﾋﾛ 埼玉ＢＧ走友会 東京都 0:55:01

55 1694 三浦 隆太 ﾐｳﾗ ﾘｭｳﾀ 坂戸市 0:55:10

56 1669 竹田 泰郎 ﾀｹﾀﾞ ﾔｽﾛｳ 入間市 0:55:20

57 1602 新井 伸善 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 秩父市 0:55:21

58 1665 齋藤 博 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 越谷市 0:55:35

59 1676 新井 宏 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 鴻巣市 0:55:41

60 1661 阿部 秀晴 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＮＲＩ 上尾市 0:55:56

61 1720 赤木 幸雄 ｱｶｷﾞ ﾕｷｵ 杉戸走友会 杉戸町 0:55:58

62 1695 中田 金夫 ﾅｶﾀﾞ ｶﾈｵ 秩父市 0:56:31

63 1696 土橋 則久 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾉﾘﾋｻ ラフラフＲＣ さいたま市 0:56:36

64 1634 長原 弘和 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 熊谷市 0:56:50

65 1689 布川 和則 ﾌｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 0:56:55

66 1745 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 志木市 0:56:58

67 1637 大埜 和彦 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾋｺ 狭山市 0:57:08

68 1691 清水 誠一 ｼﾐｽﾞ ｾｲｲﾁ 群馬県 0:57:15

69 1674 小野寺 洋一 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｳｲﾁ 酔すい 朝霞市 0:57:25

70 1628 大西 安方 ｵｵﾆｼ ﾔｽｶﾀ さいたま市 0:57:29

71 1707 清水 俊明 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ シーライオン 行田市 0:57:39

72 1710 木村 勤 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 杉戸走友会 杉戸町 0:57:55

73 1635 寺田 静雄 ﾃﾗﾀﾞ ｼｽﾞｵ 新座市 0:58:08

74 1752 真山 伸一 ﾏﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 東京陸協 杉戸町 0:58:14

75 1640 山田 徹也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ さいたま市 0:58:26

76 1615 末松 吾郎 ｽｴﾏﾂ ｺﾞﾛｳ 伊奈町 0:59:24

77 1749 草柳 彰利 ｸｻﾔﾅｷﾞ ｱｷﾄｼ 神奈川県獣医師会 神奈川県 0:59:48

78 1740 岡部 裕之 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 和光市 0:59:50

79 1645 原 和男 ﾊﾗ ｶｽﾞｵ 東京都 1:00:27

80 1728 遠藤 健児 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:00:35

81 1623 吉場 君夫 ﾖｼﾊﾞ ｷﾐｵ 嵐山町 1:01:07

82 1747 大島 清 ｵｵｼﾏ ｷﾖｼ チーム酒ＲＵＮ 寄居町 1:01:16

83 1692 島崎 貢 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾂｷﾞ 乙女座の会 秩父市 1:01:46

84 1721 佐々木 正治 ｻｻｷ ﾏｻﾊﾙ 所沢市 1:01:47

85 1713 阿部 公徳 ｱﾍﾞ ｷﾐﾉﾘ ＵＭＣ ＲＣ 深谷市 1:01:50

86 1604 髙野 亨 ﾀｶﾉ ﾄｵﾙ 秩父市 1:02:18

87 1746 下川 幹生 ｼﾓｶﾜ ﾐｷｵ 富士通 神奈川県 1:02:23

88 1607 赤塚 幸重 ｱｶﾂｶ ﾕｷｼｹﾞ 久喜市 1:02:29

89 1717 臼井 正俊 ｳｽｲ ﾏｻﾄｼ 千葉県 1:02:34

90 1688 矢口 光一 ﾔｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ らくがき無く走 東京都 1:03:11

91 1625 木村 浩 ｷﾑﾗ ﾋﾛｼ 深谷市 1:03:19

92 1730 大澤 幸夫 ｵｵｻﾜ ﾕｷｵ 東京都 1:03:28

93 1613 細田 尚樹 ﾎｿﾀﾞ ﾅｵｷ 川越市 1:03:34

94 1704 岩田 悟史 ｲﾜﾀ ｻﾄｼ さいたま市 1:03:48

95 1727 櫻井 勉 ｻｸﾗｲ ﾂﾄﾑ 東京都 1:04:08

96 1677 森村 健太郎 ﾓﾘﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:04:21

97 1630 河村 功 ｶﾜﾑﾗ ｲｻｵ 東京都 1:04:39

98 1726 野口 光雄 ﾉｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 野口材木店 行田市 1:04:42

99 1739 小林 洋一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｲﾁ レイ・オブ・スターズ 滑川町 1:04:46

100 1606 日高 良明 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼｱｷ 久喜市 1:04:48
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101 1664 田中 信夫 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｵ ＩＷＲＦ 鴻巣市 1:04:58

102 1654 吉川 美智也 ﾖｼｶﾜ ﾐﾁﾔ 不乱健酒多飲 神奈川県 1:05:20

103 1722 島川 好陛 ｼﾏｶﾜ ｺｳﾍｲ 島川好陛 寄居町 1:05:46

104 1608 石井 裕 ｲｼｲ ﾕﾀｶ 千葉県 1:06:00

105 1636 坂本 勝昭 ｻｶﾓﾄ ｶﾂｱｷ 川越市 1:06:26

106 1732 戸塚 幸一 ﾄﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 本庄市 1:06:54

107 1701 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 本庄市 1:06:56

108 1622 窪木 和広 ｸﾎﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 1:07:00

109 1620 宍戸 聡 ｼｼﾄﾞ ｻﾄｼ 東松山市 1:07:14

110 1724 千葉 敦 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ 東京都 1:07:23

111 1667 田頭 篤 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 加茂川走遊会 さいたま市 1:07:46

112 1638 中島 宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 川越市 1:08:43

113 1631 相原 貴志 ｱｲﾊﾗ ﾀｶｼ 本庄市 1:08:44

114 1697 中田 和義 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾖｼ 深谷市 1:08:58

115 1652 飯田 昌宏 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＭＮＲ 東京都 1:09:34

116 1744 杉田 和巳 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞﾐ チームグデグデ 加須市 1:09:48

117 1719 澤畑 修一 ｻﾜﾊﾀ ｼｭｳｲﾁ 所沢市 1:10:42

118 1703 岡 正則 ｵｶ ﾏｻﾉﾘ 栃木県 1:12:43

119 1678 三矢 章人 ﾐﾂﾔ ｱｷﾋﾄ 一区遊走部 入間市 1:12:50

120 1601 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 東松山市 1:13:27

121 1642 土橋 芳斎 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｼﾀﾀﾞ 東京都 1:18:10

122 1714 黒林 徹 ｸﾛﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ さいたま市 1:18:43

123 1734 松下 明則 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾉﾘ ＳＯＮ埼玉 川口市 1:25:47
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1 1825 荒井 裕 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 羽生市 0:43:09

2 1905 新 長太郎 ｱﾀﾗｼ ﾁｮｳﾀﾛｳ 草加走ろう会 草加市 0:43:51

3 1862 安田 雅衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｴｲ 熊谷市 0:45:11

4 1801 浜中 浩 ﾊﾏﾅｶ ﾋﾛｼ 秩父市 0:45:20

5 1819 古屋 馨 ﾌﾙﾔ ｶｵﾙ 本庄市 0:45:57

6 1892 片桐 雅章 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｻｱｷ 行田走友会 行田市 0:46:14

7 1839 安達 常男 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾈｵ 麦のうた 群馬県 0:47:04

8 1821 吉岡 義幸 ﾖｼｵｶ ﾖｼﾕｷ 東京都 0:47:13

9 1907 高岸 郁夫 ﾀｶｷﾞｼ ｲｸｵ ぺんてる（株） 草加市 0:47:15

10 1842 原田 利春 ﾊﾗﾀﾞ ﾄｼﾊﾙ 熊谷市 0:47:26

11 1912 今泉 秀夫 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｵ 立教大学体育会スキー部 東京都 0:47:45

12 1884 栗原 利久 ｸﾘﾊﾗ ﾄｼﾋｻ 三尻小 深谷市 0:47:50

13 1808 守岩 保 ﾓﾘｲﾜ ﾀﾓﾂ 茨城県 0:47:53

14 1875 向佐 光治 ﾑｶｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県庁走友会 春日部市 0:48:41

15 1805 大嶋 健一 ｵｵｼﾏ ｹﾝｲﾁ 日高市 0:48:49

16 1921 岩田 守正 ｲﾜﾀ ﾓﾘﾏｻ 小柱クラブ 秩父市 0:49:05

17 1855 深沢 達彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ ＮＡＳ光が丘 和光市 0:49:23

18 1919 佐島 一夫 ｻｼﾏ ｶｽﾞｵ サギノミヤ 日高市 0:49:31

19 1890 岡村 正昭 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｱｷ 上尾特別支援学校 久喜市 0:50:03

20 1829 山田 朗 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ さいたま市 0:50:52

21 1878 阿部 徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ さいたま市 0:51:28

22 1920 阿部 祐三 ｱﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 吹上ＲＣ 鴻巣市 0:52:16

23 1838 田部田 富夫 ﾀﾍﾞﾀ ﾄﾐｵ 栃木県 0:52:30

24 1922 太田 隆 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 朝霞ノースフィールド 朝霞市 0:52:39

25 1897 長谷川 修 ﾊｾｶﾞﾜ ｵｻﾑ 氷川倶楽部 川越市 0:53:20

26 1864 今井 康夫 ｲﾏｲ ﾔｽｵ 東消ランナーズ 秩父市 0:53:34

27 1840 鈴木 友夫 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｵ 杉戸町 0:53:35

28 1880 渡辺 菊夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｸｵ 東吾野体協 飯能市 0:53:46

29 1901 黒田 賢一郎 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 小鹿野町 0:53:48

30 1822 伊藤 忠男 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 東京都 0:54:12

31 1830 尾島 達也 ｵｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 熊谷市 0:54:16

32 1883 原 広司 ﾊﾗ ﾋﾛｼ 瑞穂ＡＣ 東京都 0:54:26

33 1856 天渡 義雄 ﾃﾝﾄ ﾖｼｵ さいたま市 0:54:30

34 1812 宮前 明夫 ﾐﾔﾏｴ ｱｷｵ 川口市 0:54:51

35 1911 軽部 不二夫 ｶﾙﾍﾞ ﾌｼﾞｵ ｗｅ－ラン 栃木県 0:55:17

36 1843 渥美 宗三 ｱﾂﾐ ｿｳｿﾞｳ 昼ジヨグ愛好会 東京都 0:55:28

37 1881 市川 博 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ アーリーバード 東京都 0:55:30

38 1815 柏瀬 茂夫 ｶｼﾜｾ ｼｹﾞｵ 熊谷市 0:55:32

39 1887 山崎 健一 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 寄居町 0:55:47

40 1916 村林 好男 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ 毎日ＲＲＣ 川越市 0:55:49

41 1909 髙山 雅仁 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 新三郷楽走会 吉川市 0:55:51

42 1898 小野村 清司 ｵﾉﾑﾗ ｷﾖｼ 東京都 0:56:36

43 1811 小堤 均 ｺﾂﾞﾂﾐ ﾋﾄｼ 所沢市 0:57:09

44 1865 永井 紀夫 ﾅｶﾞｲ ﾉﾘｵ ブリヂストン 東京都 0:57:21

45 1803 堀口 進午 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 秩父市 0:57:22

46 1847 岩田 恭郎 ｲﾜﾀ ﾔｽｵ ちいむＤＥＶ 栃木県 0:57:27

47 1818 高田 勉 ﾀｶﾀﾞ ﾂﾄﾑ 深谷市 0:57:29

48 1894 田崎 富男 ﾀｻｷ ﾄﾐｵ やっこチーム 東京都 0:57:55

49 1848 木立 剛 ｷﾀﾞﾁ ｺﾞｳ 富士見公園 東京都 0:58:02

50 1860 森田 明 ﾓﾘﾀ ｱｷﾗ 走り納めの会 熊谷市 0:58:11
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51 1813 竹中 政彦 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 0:58:23

52 1872 内山 秀治 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾃﾞｼﾞ ＲＵＮ 新座市 0:58:37

53 1873 小沼 勉 ｺﾇﾏ ﾂﾄﾑ 秩父市 0:59:09

54 1809 森田 和俊 ﾓﾘﾀ ｶｽﾞﾄｼ 東京都 1:00:05

55 1857 茂木 修 ﾓﾃｷﾞ ｵｻﾑ 群馬県 1:00:06

56 1902 望月 信利 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉﾌﾞﾄｼ 川越市 1:00:12

57 1910 鷺内 郁夫 ｻｷﾞｳﾁ ｲｸｵ めいと１２１２ 久喜市 1:00:34

58 1833 福島 輝男 ﾌｸｼﾏ ﾃﾙﾏ 坂戸市 1:00:35

59 1852 髙野 實 ﾀｶﾉ ﾐﾉﾙ 流域ＲＣ 東松山市 1:00:50

60 1908 岩澤 一彦 ｲﾜｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ らんだむ 千葉県 1:00:59

61 1806 佐野 博史 ｻﾉ ﾋﾛｼ 川口市 1:01:10

62 1895 松崎 秀光 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾐﾂ さいたま市 1:02:39

63 1915 三栖 一郎 ﾐｽ ｲﾁﾛｳ ＳＢＳゼンツウ 千葉県 1:03:18

64 1900 天野 裕之 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ さいたま市 1:03:26

65 1804 野田 眞 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 横瀬町 1:03:55

66 1889 野口 馨 ﾉｸﾞﾁ ｶｵﾙ 加須市 1:04:32

67 1904 丸山 勉 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾄﾑ 群馬県 1:04:57

68 1827 新井 武久 ｱﾗｲ ﾀｹﾋｻ 群馬県 1:05:06

69 1826 小野 英章 ｵﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 1:05:41

70 1917 木崎 宗次 ｷｻﾞｷ ｿｳｼﾞ 横瀬町 1:06:05

71 1877 田中 更二 ﾀﾅｶ ｺｳｼﾞ 上尾市 1:06:09

72 1854 市岡 喜雄 ｲﾁｵｶ ﾖｼｵ 東京都 1:06:48

73 1841 森井 尹 ﾓﾘｲ ﾀｶｼ 東松山市 1:07:21

74 1891 横田 守 ﾖｺﾀ ﾏﾓﾙ 日高市 1:07:28

75 1861 松本 光司 ﾏﾂﾓﾄ ﾃﾙｼﾞ 富士森ランナーズ 東京都 1:07:36

76 1823 長瀬 博 ﾅｶﾞｾ ﾋﾛｼ 岐阜県 1:07:41

77 1831 我妻 敏久 ｱｶﾞﾂﾏ ﾄｼﾋｻ 草加市 1:08:34

78 1918 金田 浩見 ｶﾅﾀﾞ ﾋﾛﾐ 愛知県 1:08:57

79 1906 日野 速男 ﾋﾉ ﾊﾔｵ 羽矢走会 さいたま市 1:09:55

80 1832 竜澤 十一 ﾀﾂｻﾞﾜ ﾄｳｲﾁ 東京都 1:10:18

81 1859 川島 吉雄 ｶﾜｼﾏ ﾖｼｵ 冨士森ランナーズ 東京都 1:10:26

82 1882 善宝 俊文 ｾﾞﾝﾎﾟｳ ﾄｼﾌﾐ 所沢市 1:10:33

83 1893 須藤 宏 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 秩父市 1:11:40

84 1828 高崎 保郎 ﾀｶｻｷ ﾔｽﾛｳ 神奈川県 1:12:11

85 1837 小林 三喜夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷｵ 東京都 1:12:34

86 1850 菅原 明 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 坂戸市 1:12:42

87 1851 石橋 光太郎 ｲｼﾊﾞｼ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:12:55

88 1879 藤森 義博 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:13:04

89 1824 小川 浩司 ｵｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 熊谷市 1:13:08

90 1888 澤田 均 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾄｼ 東京都 1:13:40

91 1914 今川 幸人 ｲﾏｶﾞﾜ ﾕｷﾄ 熊谷市 1:13:58

92 1853 関根 光男 ｾｷﾈ ﾐﾂｵ 秩父市 1:16:05

93 1869 阿部 信雄 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ ＳＡＡＣ 上尾市 1:16:13

94 1913 川村 秀人 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 鶴ヶ島市 1:16:15

95 1816 菅原 鉄也 ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ さいたま市 1:16:22

96 1868 杉山 七朗 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾁﾛｳ ＳＡＡＣ 上尾市 1:17:09

97 1835 田村 博 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 日高市 1:17:21

98 1807 小林 雅敏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ 熊谷市 1:18:30

99 1817 藤本 春美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾐ 狭山市 1:19:03

100 1867 中島 和夫 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ ＳＡＡＣ 桶川市 1:19:40
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101 1870 大畠 淳彦 ｵｵﾊﾀ ｱﾂﾋｺ ＳＡＡＣ 上尾市 1:19:57

102 1858 浅木 進 ｱｻｷﾞ ｽｽﾑ 秋山商事 神奈川県 1:21:13

103 1836 尾崎 央 ｵｻﾞｷ ﾋｻｼ 東京都 1:28:43

104 1863 原島 一幸 ﾊﾗｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 秩父市 1:31:22
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1 2012 澤畠 朋美 ｻﾜﾊﾀ ﾄﾓﾐ さわはた～ず 所沢市 0:37:34

2 2021 高橋 伸枝 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｴ 鶴ヶ島市 0:47:41

3 2037 高沢 真歩 ﾀｶｻﾞﾜ ﾏﾎ 鶴ヶ島市 0:47:54

4 2018 内田 あかね ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾈ 本庄第一高校 秩父市 0:48:46

5 2013 小鹿野 沙織 ｵｶﾞﾉ ｻｵﾘ 坂戸市 0:52:15

6 2020 福田 姫歌 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾒｶ わたぼく走友会 群馬県 0:52:43

7 2006 松崎 千波 ﾏﾂｻﾞｷ ﾁﾅﾐ 入間市 0:53:17

8 2024 須賀 麻理代 ｽｶﾞ ﾏﾘﾖ 川口市 1:01:20

9 2005 河合 優子 ｶﾜｲ ﾕｳｺ 東京都 1:01:28

10 2010 福岡 恵理 ﾌｸｵｶ ｴﾘ 東京都 1:02:49

11 2023 嶋田 知恵 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｴ 東京都 1:03:22

12 2036 鈴木 未奈巳 ｽｽﾞｷ ﾐﾅﾐ 東京都 1:03:27

13 2040 田中 由香里 ﾀﾅｶ ﾕｶﾘ 越谷市 1:04:49

14 2016 木下 夏海 ｷﾉｼﾀ ﾅﾂﾐ 所沢市 1:05:10

15 2007 堤 美歩 ﾂﾂﾐ ﾐﾎ 三郷市 1:05:14

16 2034 奥冨 麻緒里 ｵｸﾄﾐ ﾏｵﾘ ＣＯＥＤＯ会 川越市 1:05:47

17 2017 新井 佑香 ｱﾗｲ ﾕｶ 深谷市 1:06:00

18 2026 山上 真未 ﾔﾏｶﾐ ﾏﾐ 鶴ヶ島市 1:06:44

19 2032 石岡 暁子 ｲｼｵｶ ｱｷｺ 神奈川県 1:07:17

20 2038 小針 友加 ｺﾊﾘ ﾕｶ 東京都 1:07:46

21 2002 緑川 みどり ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾐﾄﾞﾘ さいたま市 1:07:48

22 2039 小山 理恵子 ｺﾔﾏ ﾘｴｺ 東京都 1:08:31

23 2030 水橋 桃子 ﾐｽﾞﾊｼ ﾓﾓｺ 所沢市 1:08:31

24 2019 一瀬 由香子 ｲｯｾ ﾕｶｺ 寄居町 1:09:07

25 2033 仁宮 牧子 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｷｺ ＴＣＡ 川島町 1:11:01

26 2011 岡野 育恵 ｵｶﾉ ｲｸｴ 川島町 1:12:02

27 2035 向井 理紗 ﾑｶｲ ﾘｻ 深谷市 1:12:41

28 2022 小林 結子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｺ 本庄市 1:13:25

29 2003 油井 春奈 ﾕｲ ﾊﾙﾅ ふじみ野市 1:14:12

30 2027 池谷 恵美子 ｲｹﾔ ｴﾐｺ 山梨県 1:24:52

31 2001 熊川 歩 ｸﾏｶﾞﾜ ｱﾕﾐ 日高市 1:27:25

32 2025 小林 茜 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 川越市 1:27:56

33 2008 早川 美香 ﾊﾔｶﾜ ﾐｶ 深谷市 1:30:35
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1 2131 平山 真由美 ﾋﾗﾔﾏ ﾏﾕﾐ 東京都 0:42:34

2 2122 青木 雅子 ｱｵｷ ﾏｻｺ 川越市 0:43:33

3 2107 長野 美紀 ﾅｶﾞﾉ ﾐｷ 熊谷市 0:46:32

4 2143 浅野 和代 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾖ 神奈川県 0:47:44

5 2144 境 由理香 ｻｶｲ ﾕﾘｶ ランナー最強肉食女子会 上尾市 0:48:32

6 2119 吉田 明 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 一区遊走部 入間市 0:49:36

7 2129 口脇 睦子 ｸﾁﾜｷ ﾑﾂｺ 所沢市 0:49:51

8 2114 鬼塚 奈美子 ｵﾆﾂﾞｶ ﾅﾐｺ 上尾市 0:50:38

9 2116 小野寺 晶子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾖｳｺ 酔すい 朝霞市 0:50:39

10 2104 罍 典子 ﾓﾀﾞｲ ﾉﾘｺ 小鹿野町 0:50:41

11 2147 太齊 光枝 ﾀｻｲ ﾐﾂｴ 深谷市 0:52:03

12 2134 鈴木 美希 ｽｽﾞｷ ﾐｷ 東京都 0:53:09

13 2136 山崎 晋子 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｺ 杉戸走友会 杉戸町 0:53:55

14 2132 小野瀬 麻央 ｵﾉｾ ﾏｵ さいたま市 0:54:59

15 2111 田中 あき子 ﾀﾅｶ ｱｷｺ 東京都 0:56:58

16 2123 岡本 美里 ｵｶﾓﾄ ﾐｻﾄ 東京都 0:57:43

17 2141 森田 恵美子 ﾓﾘﾀ ｴﾐｺ さいたま市 0:58:03

18 2130 吉田 陽子 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｺ 所沢市 0:58:18

19 2102 澤本 純子 ｻﾜﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 0:59:02

20 2120 山田 幸子 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾁｺ やまちゃんず 鶴ヶ島市 0:59:06

21 2103 澄本 美津子 ｽﾐﾓﾄ ﾐﾂｺ 越谷市 1:00:16

22 2125 染矢 昌代 ｿﾒﾔ ﾏｻﾖ 川島町 1:00:21

23 2121 福田 恵美 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ わたぼく走友会 群馬県 1:00:22

24 2106 土橋 陽子 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾖｳｺ 東京都 1:01:30

25 2109 五十嵐 麦子 ｲｶﾞﾗｼ ﾑｷﾞｺ さいたま市 1:01:53

26 2135 釘宮 まり ｸｷﾞﾐﾔ ﾏﾘ 千葉県 1:02:04

27 2148 佐藤 真穂 ｻﾄｳ ﾏﾎ 東京都 1:02:08

28 2110 神田 百合子 ｶﾝﾀﾞ ﾕﾘｺ むたちん 東秩父村 1:02:10

29 2133 小河原 麻子 ｵｶﾞﾜﾗ ｱｻｺ 久喜市 1:02:10

30 2128 宗像 晴子 ﾑﾅｶﾀ ﾊﾙｺ 千葉県 1:02:18

31 2146 高橋 美友紀 ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 志木市 1:04:10

32 2108 宮澤 初美 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾂﾐ 深谷市 1:04:53

33 2124 原口 経子 ﾊﾗｸﾞﾁ ｷｮｳｺ 飯能市 1:05:33

34 2126 椚瀬 敦子 ｸﾇｷﾞｾ ｱﾂｺ 群馬県 1:06:11

35 2105 坂本 民子 ｻｶﾓﾄ ﾀﾐｺ 川越市 1:06:26

36 2115 今井 綾子 ｲﾏｲ ｱﾔｺ 上尾市 1:06:33

37 2137 浅輪 咲子 ｱｻﾜ ｻｷｺ 東京都 1:08:16

38 2145 谷 光子 ﾀﾆ ﾐﾂｺ 東京都 1:09:06

39 2118 千島 美佐子 ﾁｼﾏ ﾐｻｺ 鴻巣市 1:11:09

40 2117 金子 真貴子 ｶﾈｺ ﾏｷｺ 行田市 1:11:42

41 2113 小幡 宏枝 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾛｴ さいたま市 1:12:39

42 2101 屋敷田 明子 ﾔｼｷﾀﾞ ｱｷｺ 鴻巣市 1:20:01

43 2149 山本 玲子 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｺ 千葉県 1:29:23

44 2138 丸田 和美 ﾏﾙﾀ ｶｽﾞﾐ 東京都 1:31:13
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1 2224 古口 靖子 ｺｸﾞﾁ ﾔｽｺ 栃木県 0:47:38

2 2222 齊藤 久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 入間えつお歯科 入間市 0:50:01

3 2233 小崎 康代 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾖ （株）ショーワ 行田市 0:50:11

4 2211 澤畠 桂子 ｻﾜﾊﾀ ｹｲｺ さわはた～ず 所沢市 0:52:01

5 2205 坂本 一美 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 秩父市 0:53:40

6 2221 小峰 芳子 ｺﾐﾈ ﾖｼｺ ＳＴＲ－Ｃ 東京都 0:56:12

7 2223 森 恵美子 ﾓﾘ ｴﾐｺ 越谷市 0:56:47

8 2234 小峯 弘美 ｺﾐﾈ ﾋﾛﾐ 東松山市 0:58:12

9 2228 大石 嘉惠 ｵｵｲｼ ﾖｼｴ 東京都 1:00:21

10 2210 森河 久恵 ﾓﾘｶﾜ ﾋｻｴ 朝霞市 1:02:16

11 2202 石井 百合子 ｲｼｲ ﾕﾘｺ 千葉県 1:02:24

12 2201 中村 優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 1:02:58

13 2217 頼田 秀子 ﾖﾘﾀ ﾋﾃﾞｺ 鴻巣市 1:03:00

14 2229 坂元 純子 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 1:03:29

15 2219 高橋 涼子 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｺ チームすい酔 富士見市 1:03:30

16 2231 石島 佳子 ｲｼｼﾞﾏ ｹｲｺ 本庄市 1:03:37

17 2236 翁蔵 弥生 ｵｷﾅｸﾗ ﾔﾖｲ パークシティＲＣ さいたま市 1:03:37

18 2203 塩野 圭子 ｼｵﾉ ｹｲｺ 東京都 1:04:43

19 2214 本田 ひろみ ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛﾐ 熊谷市 1:05:24

20 2207 金澤 世津子 ｶﾈｻﾞﾜ ｾﾂｺ 所沢市 1:08:06

21 2225 吉井 智子 ﾖｼｲ ﾄﾓｺ 蓮田市 1:08:07

22 2212 茂木 さより ﾓﾃｷﾞ ｻﾖﾘ 深谷ＳＲＣ天走 深谷市 1:09:35

23 2206 鈴木 みほ ｽｽﾞｷ ﾐﾎ 上尾市 1:10:13

24 2218 宮内 晴美 ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙﾐ 富士森ランナーズ 東京都 1:12:54

25 2227 多久島 美樹 ﾀｸｼﾏ ﾐｷ 所沢市 1:15:12

26 2230 國分 りか ｺｸﾌﾞ ﾘｶ 狭山市 1:19:49

27 2208 友金 洋子 ﾄﾓｶﾈ ﾖｳｺ 小鹿野町 1:26:05
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1 2324 須藤 吉仕子 ｽﾄｳ ｷｼｺ 伊奈町 0:49:48

2 2320 須藤 昌子 ｽﾄﾞｳ ﾏｻｺ 秩父市 0:52:11

3 2318 阿部 晶子 ｱﾍﾞ ｱｷｺ さいたま市 0:57:44

4 2315 松本 幸子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｺ 富士森ランナーズ 東京都 0:59:29

5 2301 佐野 みゆき ｻﾉ ﾐﾕｷ 川口市 0:59:40

6 2312 斉藤 昭代 ｻｲﾄｳ ｱｷﾖ 東京都 1:00:11

7 2307 真鍋 由美子 ﾏﾅﾍﾞ ﾕﾐｺ 東京都 1:00:55

8 2303 並木 美代子 ﾅﾐｷ ﾐﾖｺ 上里町 1:02:02

9 2311 関口 芳子 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼｺ 所沢わかさ 所沢市 1:02:48

10 2309 鈴木 晴美 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ 幸手走友会 杉戸町 1:03:49

11 2323 保坂 雅代 ﾎｻｶ ﾏｻﾖ 三郷市役所 三郷市 1:04:22

12 2313 天渡 祥子 ﾃﾝﾄ ﾖｼｺ さいたま市 1:05:16

13 2304 大峰 智子 ｵｵﾐﾈ ﾄﾓｺ 皆野町 1:05:16

14 2314 吉田 綾乃 ﾖｼﾀﾞ ｱﾔﾉ 富士森ランナーズ 東京都 1:06:09

15 2302 丸山 夏枝 ﾏﾙﾔﾏ ﾅﾂｴ 蓮田市 1:06:22

16 2316 廣瀬 富子 ﾋﾛｾ ﾄﾐｺ 富士森ランナーズ 東京都 1:07:33

17 2317 尾家 惠子 ｵｲｴ ｹｲｺ 東京都 1:07:59

18 2319 市川 キミ子 ｲﾁｶﾜ ｷﾐｺ アーリーバード 東京都 1:08:20

19 2305 宮川 厚子 ﾐﾔｶﾜ ｱﾂｺ 行田市 1:09:03

20 2310 竹内 聡子 ﾀｹｳﾁ ﾌｻｺ 竹内獣医科医院 狭山市 1:19:06


