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1 3062 今井 隆生 ｲﾏｲ ﾀｶｵ 入間市 0:20:10

2 3035 高村 僚次 ﾀｶﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 0:21:06

3 3021 関根 悠太 ｾｷﾈ ﾕｳﾀ 小川町 0:21:08

4 3044 高柴 玲央 ﾀｶｼﾊﾞ ﾚｵ さいたま市 0:21:13

5 3039 橋本 悠利 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 坂戸陸協 川越市 0:21:39

6 3050 萩原 重寿 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾄｼ 埼玉西部消防局 さいたま市 0:22:13

7 3057 根岸 博幸 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛﾕｷ ようざん 群馬県 0:22:26

8 3065 並河 大樹 ﾅﾐｶﾜ ﾀﾞｲｷ 飯能市 0:22:52

9 3058 中島 和央 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ パンの藤原 入間市 0:25:14

10 3030 内川 博喜 ｳﾁｶﾜ ﾋﾛｷ 長野県 0:25:41

11 3018 横内 永遠 ﾖｺｳﾁ ﾄﾜ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:26:25

12 3015 加藤 准一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:26:28

13 3009 長島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:26:58

14 3014 香川 亮 ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:27:21

15 3008 是永 翔太 ｺﾚﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:27:29

16 3006 中村 聖 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:27:56

17 3027 上野 敬史 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 神奈川県 0:28:05

18 3051 大日向 純 ｵｵﾋﾅﾀ ｼﾞｭﾝ 彩友陸上クラブ 越谷市 0:28:29

19 3017 安 悠太 ﾔｽ ﾕｳﾀ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:28:42

20 3004 恩田 将行 ｵﾝﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:28:54

21 3026 臼井 崇 ｳｽｲ ﾀｶｼ 桶川市 0:28:55

22 3029 大森 泰進 ｵｵﾓﾘ ﾀｲｼﾝ 千葉県 0:29:03

23 3019 小島 有貴 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:29:15

24 3020 宮原 淳 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 秩父市 0:29:34

25 3059 波多野 駿介 ﾊﾀﾉ ｼｭﾝｽｹ 東松山市 0:30:28

26 3052 金子 智哉 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 獨協 熊谷市 0:31:43

27 3031 番場 航太郎 ﾊﾞﾝﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 0:32:22

28 3055 高岸 寛 ﾀｶｷﾞｼ ﾋﾛｼ 草加市 0:32:41

29 3041 小池 祐哉 ｺｲｹ ﾕｳﾔ 矢尾百貨店 秩父市 0:33:03

30 3028 高橋 佳生 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 白岡市 0:33:42

31 3024 久保田 賢治 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 小鹿野町 0:33:43

32 3001 髙野 智之 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾕｷ 小鹿野町 0:34:04

33 3005 北澤 理基 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｷ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:34:11

34 3007 石井 隼人 ｲｼｲ ﾊﾔﾄ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:34:11

35 3011 一戸 勝文 ｲﾁﾉﾍ ｶﾂﾌﾐ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:34:12

36 3042 黒澤 健汰 ｸﾛｻﾜ ｹﾝﾀ 皆野町 0:34:47

37 3046 栗本 拓海 ｸﾘﾓﾄ ﾀｸﾐ ひとつぶマラソン部 鴻巣市 0:35:24

38 3025 �田 昌史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 秩父市 0:36:05

39 3010 萩野 拓磨 ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾏ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:36:25

40 3034 島村 宏輝 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ 川島町 0:36:59

41 3032 竹内 勇二 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 秩父市 0:37:09

42 3049 平井 大樹 ﾋﾗｲ ﾀﾞｲｷ 川越市 0:37:14

43 3013 梅田 宜志 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶｼ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:37:39

44 3002 ハン ダグラス 和 ﾊﾝ ﾀﾞｸﾞﾗｽ ﾔﾏﾄ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:37:43

45 3060 新井 武司 ｱﾗｲ ﾀｹｼ 秩父市 0:37:55

46 3033 山浦 徹志 ﾔﾏｳﾗ ﾃﾂｼ 秩父市 0:39:04

47 3056 櫻井 眞澄 ｻｸﾗｲ ﾏｽﾐ 本庄市 0:39:50

48 3066 進藤 拓真 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 熊谷市 0:40:30

49 3003 小川 侑真 ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾏ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:40:43

50 3064 木村 大地 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 行田市 0:41:01
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51 3045 伊藤 智幸 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ ひとつぶマラソン部 鴻巣市 0:41:48

52 3043 柳沼 郁弥 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾌﾐﾔ 大日本住友製薬 川越市 0:43:22

53 3054 松井 フェリペ ﾏﾂｲ ﾌｪﾘﾍﾟ 行田市 0:43:39

54 3012 宮原 真生 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻｷ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:47:58

55 3016 篠田 創 ｼﾉﾀﾞ ｿｳ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:49:53

56 3040 金丸 正士 ｶﾅﾏﾙ ｾｲｼﾞ 川口市 0:50:38

57 3047 小池 直樹 ｺｲｹ ﾅｵｷ ひとつぶマラソン部 鴻巣市 0:52:47
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1 3197 後口 洋史 ｳｼﾛｸﾞﾁ ﾋﾛｼ うしろぐちＲＣ 鶴ヶ島市 0:21:52

2 3170 小指 進一 ｺｻﾞｽ ｼﾝｲﾁ 日高市 0:22:01

3 3206 新井 拓也 ｱﾗｲ ﾀｸﾔ 坂鶴消防 滑川町 0:22:22

4 3202 松井 章 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 東京都 0:23:08

5 3204 中村 光貴 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 老健かがやき 狭山市 0:23:17

6 3164 佐藤 篤 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 鴻巣市 0:23:24

7 3194 渡邊 将演 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 川口市 0:23:31

8 3218 木田 幸二 ｷﾀﾞ ｺｳｼﾞ １０００１ 山梨県 0:24:42

9 3184 横田 修一 ﾖｺﾀ ｼｭｳｲﾁ 金子ＲＣ 入間市 0:25:15

10 3108 田中 尉浩 ﾀﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 群馬県 0:25:47

11 3116 大宅 孝夫 ｵｵﾔ ﾀｶｵ 所沢市 0:25:49

12 3137 新舟 研司 ｱﾗﾌﾈ ｹﾝｼﾞ 秩父市 0:25:58

13 3125 菅原 将人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 久喜市 0:26:00

14 3187 小林 義明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ イケイケ！ブコーさん（＾－＾） 横瀬町 0:26:05

15 3171 坂本 登 ｻｶﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 忠走丸 小鹿野町 0:27:13

16 3114 坂本 朋隆 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 秩父市 0:27:16

17 3180 村本 雅紀 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｻｷ 群馬県 0:27:36

18 3165 是永 寛之 ｺﾚﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:27:51

19 3149 加藤 幸夫 ｶﾄｳ ﾕｷｵ 秩父市 0:27:57

20 3104 久保 毅 ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 秩父市 0:28:23

21 3109 菅原 正人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 上尾市 0:28:26

22 3135 時田 弘行 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾔｷ 寄居町 0:28:32

23 3115 持田 元一郎 ﾓﾁﾀﾞ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 深谷市 0:28:43

24 3212 四方田 成文 ﾖﾓﾀﾞ ｼｹﾞﾌﾐ 熊谷市 0:28:50

25 3183 星 和秀 ﾎｼ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 寄居町 0:28:56

26 3117 助名 利明 ｽｹﾅ ﾄｼｱｷ 深谷市 0:29:41

27 3196 金子 博之 ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ ＫＹＯＳＡＩ 熊谷市 0:29:52

28 3172 萩原 忠 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ 忠走丸 小鹿野町 0:30:43

29 3210 小山 光則 ｺﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 青梅末広クラブ 東京都 0:30:45

30 3110 宮原 照明 ﾐﾔﾊﾗ ﾃﾙｱｷ 秩父市 0:31:35

31 3150 橋詰 健三 ﾊｼﾂﾞﾒ ｹﾝｿﾞｳ 長野県 0:31:49

32 3111 春日 重夫 ｶｽｶﾞ ｼｹﾞｵ 秩父市 0:32:04

33 3189 久米 弘志 ｸﾒ ﾋﾛｼ 川越市 0:32:11

34 3146 嶋田 豊一 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾖｶｽﾞ 飯能市 0:32:20

35 3209 新井 康弘 ｱﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 皆野町役場 皆野町 0:32:33

36 3177 吉田 智一 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 一区遊走部 入間市 0:33:06

37 3123 森 勝憲 ﾓﾘ ｶﾂﾉﾘ 川越市 0:33:07

38 3131 鈴木 英昭 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 行田市 0:33:24

39 3188 桑原 寛 ｸﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 日高市 0:33:26

40 3178 岡村 和彦 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ さいたま市 0:33:31

41 3201 菅原 彰 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 本庄市 0:33:37

42 3167 千葉 紳司 ﾁﾊﾞ ｼﾝｼﾞ 川越市 0:33:52

43 3144 西田 清徳 ﾆｼﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ 群馬県 0:33:53

44 3211 田中 勇二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 小台モォー倶楽部 東京都 0:34:07

45 3119 関口 成一 ｾｷｸﾞﾁ ｾｲｲﾁ 所沢市 0:34:23

46 3157 中出 寿好 ﾅｶﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ 入間市 0:34:27

47 3198 黛 誠司 ﾏﾕｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ 独楽の会 群馬県 0:34:34

48 3147 鈴木 一都士 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ 秩父市 0:34:41

49 3158 赤坂 茂 ｱｶｻｶ ｼｹﾞﾙ ｕａｃｊ 深谷市 0:34:58

50 3221 中村 浩 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 深谷市 0:35:06
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51 3208 関根 康郎 ｾｷﾈ ﾔｽｵ 熊谷市 0:35:11

52 3199 川島 謙一 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｲﾁ ２度と走る会 鴻巣市 0:35:17

53 3163 舘山 淳 ﾀﾃﾔﾏ ｼﾞｭﾝ るーざーず 日高市 0:35:21

54 3102 山中 昭夫 ﾔﾏﾅｶ ｱｷｵ 秩父市 0:35:22

55 3219 小林 重行 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾕｷ 加須市 0:35:46

56 3179 川井 幸一 ｶﾜｲ ｺｳｲﾁ 瑞穂ＡＣ 東京都 0:35:58

57 3173 豊原 邦明 ﾄﾖﾊﾗ ｸﾆｱｷ 忠走丸 小鹿野町 0:36:05

58 3139 古峰 明 ｺﾐﾈ ｱｷﾗ 秩父市 0:36:26

59 3145 新井 孝彦 ｱﾗｲ ﾀｶﾋｺ 秩父市 0:36:35

60 3169 白鳥 光一 ｼﾗﾄﾘ ｺｳｲﾁ 富士森ランナーズ 東京都 0:36:45

61 3101 関 勝仁 ｾｷ ﾏｻﾋﾄ 川越市 0:36:48

62 3190 吉野 育男 ﾖｼﾉ ｲｸｵ コマツ教習所東京センタ 飯能市 0:37:30

63 3216 田沼 広 ﾀﾇﾏ ﾋﾛｼ 白岡 新緑の風の中へ 白岡市 0:37:31

64 3107 松村 有希久 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｷﾋｻ 秩父市 0:37:36

65 3159 石塚 史郎 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾛｳ 秩父市 0:37:45

66 3148 堅木 賢治 ｶﾀｷﾞ ｹﾝｼﾞ 秩父市 0:37:57

67 3106 江田 一哉 ｴﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 秩父市 0:38:23

68 3141 中野 真治 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 秩父市 0:38:31

69 3105 坪井 秀文 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾃﾞﾌﾐ 秩父市 0:38:33

70 3195 鈴木 匡 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 東京都 0:38:46

71 3118 黒沢 敬 ｸﾛｻﾜ ﾀｶｼ 秩父市 0:39:16

72 3127 黒澤 晃 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 群馬県 0:39:45

73 3192 山本 肇 ﾔﾏﾓﾄ ﾊｼﾞﾒ ＮＲＣ 群馬県 0:40:04

74 3220 鷲尾 靖彦 ﾜｼｵ ﾔｽﾋｺ 加須市 0:40:28

75 3136 菅野 亘則 ｽｶﾞﾉ ﾉﾌﾞﾐﾂ 坂戸市 0:40:45

76 3124 飯野 潤 ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 熊谷市 0:41:39

77 3153 萩原 公夫 ﾊｷﾞﾜﾗ ｷﾐｵ 東松山市 0:41:58

78 3143 小松 謙也 ｺﾏﾂ ｹﾝﾔ 東京都 0:42:00

79 3205 倉 秀人 ｸﾗ ﾋﾃﾞﾄ ＤＦＳ 滋賀県 0:42:11

80 3138 石崎 武 ｲｼｻﾞｷ ﾀｹｼ 熊谷市 0:42:41

81 3215 猪野 幸人 ｲﾉ ﾕｷﾋﾄ チームミッシングリンク 小鹿野町 0:43:06

82 3203 マツイ フェルナンド ﾏﾂｲ ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ 行田市 0:43:36

83 3112 島田 智行 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 横瀬町 0:43:58

84 3213 小崎 幸雄 ｵｻﾞｷ ﾕｷｵ 行田市 0:44:16

85 3174 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ メタルバスターズ 群馬県 0:44:44

86 3120 窪田 秀夫 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 深谷市 0:44:50

87 3161 坪木 憲治 ﾂﾎﾞｷ ｹﾝｼﾞ たんぽぽの綿毛 小川町 0:46:54

88 3133 佐伯 裕也 ｻｴｷ ﾕｳﾔ 所沢市 0:48:30

89 3193 山本 庄司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ ＮＲＣ 群馬県 0:49:48

90 3126 菊池 洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 茨城県 0:50:50

91 3214 吉田 信哉 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 鶴ヶ島市 0:51:29

92 3152 山内 興一 ﾔﾏｳﾁ ｺｳｲﾁ ぎゃーぎゃー鳥 東京都 0:53:06

93 3122 外久保 操 ｿﾄｸﾎﾞ ﾐｻｵ さいたま市 0:54:08

94 3182 中島 健 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ ラビットク 東京都 0:54:22

95 3162 西川 晴洋 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ 東京都 0:55:32
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1 3337 鷹崎 晃子 ﾀｶｻｷ ｱｷｺ げっぴ会・鹿島 栃木県 0:27:03

2 3334 小山 芽依 ｺﾔﾏ ﾒｲ 青梅末広クラブ 東京都 0:29:53

3 3304 村田 理紗 ﾑﾗﾀ ﾘｻ 長瀞町 0:30:13

4 3308 横塚 彩 ﾖｺﾂｶ ｱﾔ 京都府 0:34:19

5 3318 福島 菜那 ﾌｸｼﾏ ﾅﾅ 長瀞町 0:34:31

6 3309 関野 文子 ｾｷﾉ ｱﾔｺ 東京都 0:34:58

7 3303 菅原 久裕衣 ｽｶﾞﾜﾗ ｸﾕｲ 上尾市 0:35:20

8 3319 奥原 美緒 ｵｸﾊﾗ ﾐｵ さいたま市 0:35:57

9 3321 和田 冴織 ﾜﾀﾞ ｻｵﾘ チームネボ 北海道 0:35:58

10 3323 中澤 さやか ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾔｶ なかなかＲＣ 川越市 0:36:13

11 3328 大竹 佳絵 ｵｵﾀｹ ﾖｼｴ 大日本住友製薬 川越市 0:36:13

12 3313 橋本 麻美 ﾊｼﾓﾄ ﾏﾐ さいたま市 0:36:40

13 3314 山崎 由利 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕﾘ さいたま市 0:36:40

14 3302 中島 花琳 ﾅｶｼﾏ ｶﾘﾝ 光の村養護学校秩父自然学園 秩父市 0:37:15

15 3333 霜村 彩 ｼﾓﾑﾗ ｱﾔ さいたま市 0:37:42

16 3310 新井 遥 ｱﾗｲ ﾊﾙｶ 狭山市 0:37:52

17 3322 島田 未咲 ｼﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 入間市 0:37:52

18 3329 千葉 美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ 行田市 0:38:08

19 3325 沖田 沙弥加 ｵｷﾀ ｻﾔｶ 羽生市役所 羽生市 0:38:24

20 3316 納谷 亜沙美 ﾅﾔ ｱｻﾐ 上尾市 0:38:55

21 3312 秋元 菜央 ｱｷﾓﾄ ﾅｵ 熊谷市 0:38:57

22 3327 堀越 優生 ﾎﾘｺｼ ﾕｳｷ 大日本住友製薬 川越市 0:39:43

23 3311 永田 知代 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 秩父市 0:40:07

24 3336 根岸 麻衣 ﾈｷﾞｼ ﾏｲ 小川町 0:40:30

25 3301 宮崎 綾美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾐ 秩父市 0:41:39

26 3307 島崎 好沙子 ｼﾏｻﾞｷ ﾐｻｺ 東京都 0:42:32

27 3332 軽部 真輝 ｶﾙﾍﾞ ﾏｷ ミス軽部 神奈川県 0:43:00

28 3317 佐藤 ゆずか ｻﾄｳ ﾕｽﾞｶ 上尾市 0:43:05

29 3315 野澤 史子 ﾉｻﾞﾜ ﾌﾐｺ 久喜市 0:43:05

30 3324 小野 美雪 ｵﾉ ﾐﾕｷ 川越市 0:44:42

31 3320 牧 純子 ﾏｷ ｼﾞｭﾝｺ 飯能市 0:49:30

32 3326 桑重 沙也佳 ｸﾜｼｹﾞ ｻﾔｶ 坂戸市 0:49:33

33 3306 菅原 明日香 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｽｶ さいたま市 0:51:50

34 3330 鯨井 厚実 ｸｼﾞﾗｲ ｱﾂﾐ ひとつぶマラソン部 鴻巣市 0:53:33
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1 3469 岡本 幸子 ｵｶﾓﾄ ﾕｷｺ 岡本歯科医院 上尾市 0:26:44

2 3464 桶田 真喜子 ｵｹﾀﾞ ﾏｷｺ 牛久走友会 茨城県 0:27:17

3 3442 和田 志野 ﾜﾀﾞ ｼﾉ チームネボ 北海道 0:28:39

4 3413 山口 硝子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 飯能市 0:29:09

5 3436 清水 明美 ｼﾐｽﾞ ｱｹﾐ 優翔らんらん 坂戸市 0:30:25

6 3417 菅原 真由美 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏﾕﾐ 久喜市 0:31:03

7 3460 川上 晴美 ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾐ 戸田市 0:31:08

8 3455 小林 恭子 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｮｳｺ イケイケ！ブコーさん（＾－＾） 横瀬町 0:31:50

9 3406 森木 葉子 ﾓﾘｷ ﾖｳｺ 所沢市 0:32:07

10 3409 福嶋 富美子 ﾌｸｼﾏ ﾌﾐｺ 皆野町 0:32:27

11 3440 石塚 ゆり ｲｼﾂﾞｶ ﾕﾘ 秩父市 0:33:54

12 3418 川上 フミ子 ｶﾜｶﾐ ﾌﾐｺ さいたま市 0:34:43

13 3412 外西 滝美 ﾎｶﾆｼ ﾀｷﾐ さいたま市 0:34:49

14 3463 芝 喜久美 ｼﾊﾞ ｷｸﾐ チーム走魂 秩父市 0:35:01

15 3470 豊田 美智代 ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾁﾖ 皆野町 0:35:22

16 3458 西村 早苗 ﾆｼﾑﾗ ｻﾅｴ 川越市 0:35:38

17 3426 冨田 美映 ﾄﾐﾀ ﾐｴ 秩父市 0:35:48

18 3473 高田 綾 ﾀｶﾀﾞ ｱﾔ 熊谷市 0:36:09

19 3466 下地 峰子 ｼﾓｼﾞ ﾐﾈｺ 深谷ＳＲＣ 深谷市 0:36:28

20 3461 佐藤 まりか ｻﾄｳ ﾏﾘｶ 所沢市 0:37:06

21 3433 藤澤 晴美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾊﾙﾐ 秩父市 0:37:08

22 3450 新井 美智子 ｱﾗｲ ﾐﾁｺ ＭＴＩ 秩父市 0:37:12

23 3449 嶋崎 陽子 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｺ 長瀞町 0:37:40

24 3471 町田 洋子 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｳｺ 秩父市 0:37:46

25 3411 田中 美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 東京都 0:37:47

26 3434 松田 京子 ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳｺ 長野県 0:37:56

27 3451 星 智子 ﾎｼ ﾄﾓｺ 寄居町 0:38:36

28 3410 宇田 恵子 ｳﾀﾞ ｹｲｺ 秩父市 0:38:37

29 3454 東江 圭子 ﾄｳｴ ｹｲｺ 矢崎総業 神奈川県 0:38:37

30 3402 上原 素子 ｳｴﾊﾗ ﾓﾄｺ 千葉県 0:38:38

31 3416 吉村 美歩 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾎ 東京都 0:38:56

32 3453 柳田 美香 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｶ あんすもちゃん 三郷市 0:39:03

33 3408 丸山 操 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｵ 神川町 0:39:26

34 3430 落合 弘枝 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｴ 寄居町 0:39:28

35 3404 宮崎 幸子 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾁｺ 秩父市 0:39:30

36 3437 猪野 智子 ｲﾉ ﾄﾓｺ 深谷市 0:39:32

37 3439 立石 恭子 ﾀﾃｲｼ ｷｮｳｺ さいたま市 0:41:07

38 3468 高木 しのぶ ﾀｶｷﾞ ｼﾉﾌﾞ 本庄市 0:41:14

39 3425 山田 まゆみ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ 東京都 0:41:24

40 3462 押田 早苗 ｵｼﾀﾞ ｻﾅｴ 早起き 東京都 0:41:59

41 3421 内山 知子 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｺ 東京都 0:42:04

42 3444 山田 邦子 ﾔﾏﾀﾞ ｸﾆｺ ａｚａｍｉｓ 皆野町 0:42:09

43 3445 中田 美樹 ﾅｶﾀﾞ ﾐｷ ａｚａｍｉｓ 皆野町 0:42:19

44 3422 水野 すみれ ﾐｽﾞﾉ ｽﾐﾚ 滑川町 0:42:35

45 3467 蛭間 百合 ﾋﾙﾏ ﾕﾘ 杉戸走友会 杉戸町 0:42:37

46 3420 阿部 泰子 ｱﾍﾞ ﾔｽｺ 新座市 0:42:50

47 3428 秋山 美由紀 ｱｷﾔﾏ ﾐﾕｷ 深谷市 0:43:04

48 3427 山本 ロサ ﾔﾏﾓﾄ ﾛｻ 熊谷市 0:43:13

49 3407 井上 裕美子 ｲﾉｳｴ ﾕﾐｺ 東京都 0:43:32

50 3459 渡辺 桂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾗ 本庄市 0:44:15
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51 3472 浅見 好美 ｱｻﾞﾐ ﾖｼﾐ 秩父市 0:44:29

52 3401 新井 マサ子 ｱﾗｲ ﾏｻｺ 秩父市 0:44:48

53 3429 村越 尚美 ﾑﾗｺｼ ﾅｵﾐ 長瀞町 0:45:00

54 3414 堀澤 久美 ﾎﾘｻﾜ ｸﾐ 川島町 0:45:11

55 3431 近藤 真理子 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾘｺ さいたま市 0:46:44

56 3423 佐伯 恵美 ｻｴｷ ｴﾐ 所沢市 0:48:30

57 3424 久保山 統子 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾑﾈｺ さいたま市 0:49:07

58 3457 岡 純子 ｵｶ ｽﾐｺ 栃木県 0:49:46

59 3448 金丸 実豊子 ｶﾅﾏﾙ ﾐﾎｺ 川口市 0:50:46

60 3435 中村 順子 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ ぎゃーぎゃー鳥 東京都 0:53:05

61 3419 金子 レイ ｶﾈｺ ﾚｲ 羽生市 0:53:52


