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1 20068 向山 孝 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶｼ 越谷競走倶楽部 さいたま市 0:20:49

2 20049 新井 一匡 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ 皆野町 0:21:00

3 20045 太田 裕之 ｵｵﾀ ﾋﾛﾕｷ 小川町陸協 越生町 0:21:05

4 20041 小池 良樹 ｺｲｹ ﾖｼｷ チーム走魂 秩父市 0:21:14

5 20064 市川 元秋 ｲﾁｶﾜ ﾓﾄｱｷ 入間市 0:21:37

6 20074 恒吉 奨 ﾂﾈﾖｼ ｽｽﾑ 大宮３２連隊 川口市 0:21:55

7 20072 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 小川陸協 鳩山町 0:22:29

8 20067 大窪 教征 ｵｵｸﾎﾞ ﾉﾘﾕｷ フレスコ 山梨県 0:23:00

9 20060 田嶋 誉司 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶｼ 西武鉄道 入間市 0:24:12

10 20063 中島 和央 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾌﾐ 藤原のパン 入間市 0:24:36

11 20069 吉田 栄輝 ﾖｼﾀﾞ ｴｲｷ 秩父市 0:25:55

12 20031 斉藤 敏典 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 川越市 0:26:08

13 20011 加藤 准一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 秩父市 0:26:12

14 20021 大森 泰進 ｵｵﾓﾘ ﾀｲｼﾝ 秩父市 0:26:43

15 20029 中村 真一郎 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 群馬県 0:26:51

16 20020 上野 敬史 ｳｴﾉ ﾀｶｼ 秩父市 0:27:22

17 20047 臼井 崇 ｳｽｲ ﾀｶｼ 桶川市 0:27:37

18 20034 武藤 功一 ﾑﾄｳ ｺｳｲﾁ 横瀬町 0:27:45

19 20005 是永 翔太 ｺﾚﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 秩父市 0:27:47

20 20036 太田 悟 ｵｵﾀ ｻﾄﾙ 狭山市 0:27:54

21 20022 岡﨑 諒 ｵｶｻﾞｷ ﾘｮｳ 秩父市 0:28:27

22 20028 宮原 淳 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 秩父市 0:28:33

23 20003 中村 聖 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 秩父市 0:28:33

24 20006 長島 諒 ﾅｶﾞｼﾏ ﾘｮｳ 秩父市 0:28:40

25 20014 横内 永遠 ﾖｺｳﾁ ﾄﾜ 秩父市 0:29:15

26 20071 三木 健太郎 ﾐｷ ｹﾝﾀﾛｳ 太田東高校 群馬県 0:29:31

27 20016 髙橋 佳生 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 秩父市 0:30:06

28 20015 小島 有貴 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 秩父市 0:30:54

29 20052 大野 裕樹 ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 入間市 0:31:02

30 20010 香川 亮 ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳ 秩父市 0:31:03

31 20073 福島 道洋 ﾌｸｼﾏ ﾐﾁﾋﾛ ＨＲＴ 鴻巣市 0:31:24

32 20013 安 悠太 ﾔｽ ﾕｳﾀ 秩父市 0:32:12

33 20019 今井 秀輔 ｲﾏｲ ｼｭｳｽｹ 秩父市 0:32:39

34 20002 北澤 理基 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｷ 秩父市 0:32:43

35 20025 近藤 直弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 秩父市 0:32:54

36 20018 渡部 泰地 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁ 秩父市 0:32:54

37 20048 金子 智哉 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ ＫＹＯＳＡＩ 熊谷市 0:32:57

38 20053 村山 誠仁 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾄ 入間市 0:33:10

39 20043 角田 良太 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 大日本住友製薬 川越市 0:33:40

40 20055 中出 寿好 ﾅｶﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ 入間市 0:33:50

41 20075 原 勝巳 ﾊﾗ ｶﾂﾐ 鴻巣市 0:34:51

42 20046 斎藤 忍 ｻｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ ＨＲＴ 北本市 0:35:35

43 20037 島村 宏輝 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛｷ 川島町 0:36:01

44 20017 梅澤 一真 ｳﾒｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 秩父市 0:36:29

45 20032 高岸 寛 ﾀｶｷﾞｼ ﾋﾛｼ 草加市 0:36:48

46 20070 櫻井 眞澄 ｻｸﾗｲ ﾏｽﾐ 本庄市 0:37:27

47 20004 石井 隼人 ｲｼｲ ﾊﾔﾄ 秩父市 0:37:59

48 20008 一戸 勝文 ｲﾁﾉﾍ ｶﾂﾌﾐ 秩父市 0:38:03

49 20007 萩野 拓磨 ﾊｷﾞﾉ ﾀｸﾏ 秩父市 0:38:03

50 20026 田口 和宏 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 秩父市 0:38:04
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51 20009 梅田 宜志 ｳﾒﾀﾞ ﾀｶｼ 秩父市 0:39:45

52 20033 井坂 暢夫 ｲｻｶ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 0:39:45

53 20062 新井 武司 ｱﾗｲ ﾀｹｼ 秩父市 0:40:39

54 20030 金子 楽人 ｶﾈｺ ﾗｸﾄ 栃木県 0:40:57

55 20024 丸山 亮平 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 秩父市 0:41:43

56 20056 伊藤 智幸 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 鴻巣市 0:42:58

57 20059 鎌田 正大 ｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 鴻巣市 0:42:58

58 20057 栗本 拓海 ｸﾘﾓﾄ ﾀｸﾐ 鴻巣市 0:43:22

59 20038 小野 幸洋 ｵﾉ ﾕｷﾋﾛ さいたま市 0:43:23

60 20042 柳沼 郁弥 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾌﾐﾔ 大日本住友製薬 川越市 0:44:45

61 20051 滝島 淳史 ﾀｷｼﾏ ｱﾂｼ マイソク競走部 東京都 0:46:04

62 20012 篠田 創 ｼﾉﾀﾞ ｿｳ 秩父市 0:48:58

63 20058 小池 直樹 ｺｲｹ ﾅｵｷ 鴻巣市 0:49:22

64 20023 坂上 統士紀 ｻｶｶﾞﾐ ﾄｼｷ 秩父市 0:49:38
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1 21101 新井 拓也 ｱﾗｲ ﾀｸﾔ 坂鶴消防 滑川町 0:22:32

2 21098 中村 光貴 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 老健かがやき 狭山市 0:22:48

3 21056 小指 進一 ｺｻﾞｽ ｼﾝｲﾁ 日高市 0:22:54

4 21071 和田 靖 ﾜﾀﾞ ﾔｽｼ チームネボ 神奈川県 0:23:13

5 21010 相山 賢 ｱｲﾔﾏ ｹﾝ 山梨県 0:23:45

6 21030 岩田 光男 ｲﾜﾀ ﾐﾂｵ 越生町 0:24:18

7 21019 横田 修一 ﾖｺﾀ ｼｭｳｲﾁ 入間市 0:24:52

8 21052 大宅 孝夫 ｵｵﾔ ﾀｶｵ 埼玉西部消防局 所沢市 0:24:58

9 21111 金子 圭介 ｶﾈｺ ｹｲｽｹ 東京都 0:25:21

10 21079 栗島 茂 ｸﾘｼﾏ ｼｹﾞﾙ ｅａｃｈＲＣ 東秩父村 0:25:26

11 21042 宮前 房男 ﾐﾔﾏｴ ﾌｻｵ 秩父市 0:25:39

12 21072 坂本 登 ｻｶﾓﾄ ﾉﾎﾞﾙ 般若忠走丸 小鹿野町 0:27:32

13 21083 藤田 仁 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾄｼ たまごＲＣ 所沢市 0:27:48

14 21047 加藤 幸夫 ｶﾄｳ ﾕｷｵ 秩父市 0:27:52

15 21085 真田 牧人 ｻﾅﾀﾞ ﾏｷﾄ 鴻巣市 0:27:59

16 21080 松本 康之 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾕｷ アルフレッサ 熊谷市 0:28:15

17 21086 石井 克幸 ｲｼｲ ｶﾂﾕｷ 鴻巣市 0:28:21

18 21094 加藤 和寿 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾄｼ チーム寿々子 桶川市 0:28:52

19 21044 関口 隆夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｵ 秩父市 0:29:06

20 21049 菅原 正人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 上尾市 0:29:32

21 21067 小室 和也 ｺﾑﾛ ｶｽﾞﾔ 横瀬町 0:29:40

22 21074 金子 博之 ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ ＫＹＯＳＡＩ 熊谷市 0:29:55

23 21073 萩原 忠 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ 般若忠走丸 小鹿野町 0:30:13

24 21091 野崎 研志 ﾉｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ ＳＳＤ 越谷市 0:30:29

25 21095 小山 光則 ｺﾔﾏ ﾐﾂﾉﾘ 青梅末広クラブ 東京都 0:30:47

26 21029 時田 弘行 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 寄居町 0:30:48

27 21092 小槻 安伸 ｵﾂｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 飯能市 0:30:53

28 21034 桃井 久 ﾓﾓｲ ﾋｻｼ 皆野町 0:32:01

29 21016 山口 俊明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 寄居町 0:32:05

30 21002 上原 伸一 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 千葉県 0:32:14

31 21027 中川 慶太 ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ 東京都 0:32:37

32 21004 井上 守 ｲﾉｳｴ ﾏﾓﾙ 秩父市 0:32:40

33 21012 小河原 道之 ｵｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾕｷ 久喜市 0:32:56

34 21036 下地 秀幸 ｼﾓｼﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 深谷市 0:33:03

35 21063 吉場 君夫 ﾖｼﾊﾞ ｷﾐｵ 嵐山町 0:33:05

36 21077 吉田 智一 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 一区遊走部 入間市 0:33:07

37 21088 新井 康弘 ｱﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 皆野町役場 皆野町 0:33:17

38 21061 齋藤 博 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 越谷市 0:33:38

39 21014 杉山 隆之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 桶川市 0:33:42

40 21053 橋詰 健三 ﾊｼﾂﾞﾒ ｹﾝｿﾞｳ 長野県 0:33:49

41 21013 田中 勇二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 東京都 0:33:51

42 21089 春日 重夫 ｶｽｶﾞ ｼｹﾞｵ イスエードＲＣ 秩父市 0:33:56

43 21003 新井 信善 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 秩父市 0:34:03

44 21021 鈴木 一都士 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ 秩父市 0:34:25

45 21023 西田 清徳 ﾆｼﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ 群馬県 0:34:28

46 21059 岩沢 嘉彦 ｲﾜｻﾜ ﾖｼﾋｺ 飯能市 0:34:37

47 21084 川島 謙一 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｲﾁ ２度走る会 鴻巣市 0:35:12

48 21057 橋本 和夫 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｵ 熊谷市 0:35:47

49 21110 吉田 幸浩 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 中央運輸 所沢市 0:35:47

50 21081 斉藤 泰男 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 間々田健脚会 熊谷市 0:35:48
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51 21082 黛 誠司 ﾏﾕｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ 独楽の会 群馬県 0:35:57

52 21001 山中 昭夫 ﾔﾏﾅｶ ｱｷｵ 秩父市 0:36:07

53 21038 吉村 真 ﾖｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 東京都 0:36:35

54 21051 佐藤 雅則 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ナイトメア陸上 神奈川県 0:36:37

55 21011 植野 博 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 東京都 0:36:57

56 21045 中野 真治 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 秩父市 0:37:09

57 21009 古峰 明 ｺﾐﾈ ｱｷﾗ 秩父市 0:37:14

58 21103 金田 浩見 ｶﾅﾀﾞ ﾋﾛﾐ 愛知県 0:37:19

59 21075 新井 伸治 ｱﾗｲ ｼﾝｼﾞ 日高市 0:37:28

60 21018 黒沢 敬 ｸﾛｻﾜ ﾀｶｼ 秩父市 0:37:33

61 21028 森田 伸征 ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 深谷市 0:37:34

62 21046 山添 和人 ﾔﾏｿﾞｴ ｶｽﾞﾄ 東京都 0:37:50

63 21043 田島 岳洋 ﾀｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 深谷市 0:37:57

64 21041 右近 隆 ｳｺﾝ ﾀｶｼ 東京都 0:38:04

65 21076 石塚 史郎 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾛｳ チーム合原 秩父市 0:38:18

66 21102 黒澤 晃 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 群馬県 0:38:27

67 21031 猪野 幸人 ｲﾉ ﾕｷﾋﾄ 小鹿野町 0:38:28

68 21065 赤岩 忍 ｱｶｲﾜ ｼﾉﾌﾞ 大日本住友製薬 東京都 0:38:38

69 21035 吉川 美智也 ﾖｼｶﾜ ﾐﾁﾔ 神奈川県 0:38:49

70 21054 鈴木 匡 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 東京都 0:38:55

71 21096 岡本 大志 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 上尾市 0:39:10

72 21026 寺田 修一 ﾃﾗﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 0:39:44

73 21037 浅見 裕 ｱｻﾞﾐ ﾕﾀｶ 深谷市 0:39:47

74 21005 久保 毅 ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 秩父市 0:40:00

75 21069 赤坂 茂 ｱｶｻｶ ｼｹﾞﾙ ＵＡＣＪＲＣ 深谷市 0:40:09

76 21006 阿部 順 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 秩父市 0:40:13

77 21033 飯野 潤 ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 熊谷市 0:40:14

78 21008 岡崎 博 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 0:40:33

79 21100 瀧本 勉 ﾀｷﾓﾄ ﾂﾄﾑ 本庄市 0:40:38

80 21015 進 正則 ｼﾝ ﾏｻﾉﾘ ふじみ野市 0:40:53

81 21090 野村 剛司 ﾉﾑﾗ ﾀｹｼ ＳＷＡＣ 三郷市 0:41:01

82 21032 窪田 秀夫 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 深谷市 0:41:46

83 21105 中田 和義 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾖｼ 深谷市 0:41:58

84 21107 杉山 七朗 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾁﾛｳ ＳＡＡＣ 上尾市 0:42:09

85 21024 中野 敏宏 ﾅｶﾉ ﾄｼﾋﾛ 深谷市 0:42:33

86 21064 大畠 淳彦 ｵｵﾊﾀ ｱﾂﾋｺ 上尾市 0:43:54

87 21039 萩原 公夫 ﾊｷﾞﾜﾗ ｷﾐｵ 東松山市 0:43:59

88 21099 宮前 浩久 ﾐﾔﾏｴ ﾋﾛﾋｻ 深谷市 0:45:13

89 21104 金子 宏之 ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ 上尾市 0:45:14

90 21106 中島 和夫 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ ＳＡＡＣ 桶川市 0:45:25

91 21097 鈴木 恒次 ｽｽﾞｷ ﾂﾈｼﾞ 行田市 0:45:35

92 21108 鈴木 修 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ メタルバスター 群馬県 0:45:38

93 21017 佐野 哲郎 ｻﾉ ﾃﾂﾛｳ 新座市 0:46:17

94 21055 岡崎 要 ｵｶｻﾞｷ ｶﾅﾒ 蕨市 0:46:29

95 21007 岩渕 和彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ 秩父市 0:49:39

96 21078 橋本 雅裕 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 狭山市 0:50:48

97 21058 西川 晴洋 ﾆｼｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ 東京都 0:52:24

98 21068 中島 健 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝ ラビットｃ 東京都 0:53:24

99 21087 上野 豊 ｳｴﾉ ﾕﾀｶ 不乱健酒多飲 川口市 0:54:18
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1 22002 吉岡 瞳 ﾖｼｵｶ ﾋﾄﾐ 皆野町 0:25:54

2 22012 内田 あかね ｳﾁﾀﾞ ｱｶﾈ 秩父市 0:25:55

3 22001 水品 みゆき ﾐｽﾞｼﾅ ﾐﾕｷ 秩父市 0:29:44

4 22023 平山 歩 ﾋﾗﾔﾏ ｱﾕﾐ さいたま市 0:35:01

5 22010 奥原 美緒 ｵｸﾊﾗ ﾐｵ さいたま市 0:36:28

6 22011 下地 紗弥香 ｼﾓｼﾞ ｻﾔｶ 深谷市 0:36:53

7 22008 水橋 桃子 ﾐｽﾞﾊｼ ﾓﾓｺ 所沢市 0:37:30

8 22014 菅原 久裕衣 ｽｶﾞﾜﾗ ｸﾕｲ 上尾市 0:37:50

9 22021 畑中 宏美 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 秩父市 0:38:12

10 22007 木村 さや ｷﾑﾗ ｻﾔ 富士見市 0:39:23

11 22005 中島 花琳 ﾅｶｼﾏ ｶﾘﾝ 秩父市 0:39:44

12 22003 宮崎 綾美 ﾐﾔｻﾞｷ ｱﾔﾐ 秩父市 0:40:00

13 22020 堀越 優生 ﾎﾘｺｼ ﾕｳｷ 大日本住友製薬 川越市 0:40:15

14 22013 恩田 晴香 ｵﾝﾀﾞ ﾊﾙｶ チームラビッツ 群馬県 0:40:20

15 22006 森 彩華 ﾓﾘ ｱﾔｶ 秩父市 0:43:38

16 22015 柳 あゆみ ﾔﾅｷﾞ ｱﾕﾐ 横瀬町 0:46:08

17 22022 鯨井 厚実 ｸｼﾞﾗｲ ｱﾂﾐ 鴻巣市 0:54:38
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1 23035 山口 硝子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺ 走る友の会 飯能市 0:28:42

2 23024 清水 明美 ｼﾐｽﾞ ｱｹﾐ 優翔らんらん 坂戸市 0:29:17

3 23030 和田 志野 ﾜﾀﾞ ｼﾉ チームネボ 神奈川県 0:30:02

4 23052 川上 晴美 ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾐ 戸田市 0:31:04

5 23021 中畑 奈美 ﾅｶﾊﾀ ﾅﾐ 東京都 0:31:37

6 23047 小峯 弘美 ｺﾐﾈ ﾋﾛﾐ 東松山市 0:32:55

7 23045 芝 喜久美 ｼﾊﾞ ｷｸﾐ チーム走魂 秩父市 0:34:28

8 23026 桜井 悦子 ｻｸﾗｲ ｴﾂｺ 東京都 0:34:29

9 23025 新井 美智子 ｱﾗｲ ﾐﾁｺ ＭＴＩ 秩父市 0:34:40

10 23034 石塚 ゆり ｲｼﾂﾞｶ ﾕﾘ チーム合原 秩父市 0:34:55

11 23037 小峰 芳子 ｺﾐﾈ ﾖｼｺ 一区遊走部 東京都 0:35:14

12 23050 柳田 美香 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾐｶ あんすもちゃん 三郷市 0:37:11

13 23017 山田 英子 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｺ 深谷市 0:37:58

14 23005 田中 美和子 ﾀﾅｶ ﾐﾜｺ 東京都 0:38:05

15 23022 松田 京子 ﾏﾂﾀﾞ ｷｮｳｺ 長野県 0:38:16

16 23038 丸山 操 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｵ 神川町 0:38:24

17 23032 保坂 ゆき ﾎｻｶ ﾕｷ 東京都 0:38:28

18 23028 茂木 さより ﾓﾃｷﾞ ｻﾖﾘ 深谷ＳＲＣ天走 深谷市 0:39:10

19 23009 阿部 都子 ｱﾍﾞ ﾐﾔｺ 富士見市 0:39:25

20 23002 宮崎 幸子 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾁｺ 秩父市 0:39:26

21 23011 柳下 淑江 ﾔｷﾞｼﾀ ｽﾐｴ 富士見市 0:39:26

22 23001 上原 素子 ｳｴﾊﾗ ﾓﾄｺ 千葉県 0:39:49

23 23018 下地 峰子 ｼﾓｼﾞ ﾐﾈｺ 深谷市 0:40:50

24 23031 遠藤 美奈子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾅｺ 東京都 0:41:34

25 23043 金子 真貴子 ｶﾈｺ ﾏｷｺ 行田市 0:42:08

26 23013 新井 マサ子 ｱﾗｲ ﾏｻｺ 秩父市 0:43:01

27 23044 筒井 恵美子 ﾂﾂｲ ｴﾐｺ 東京都 0:43:24

28 23049 嶋崎 陽子 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｺ 長瀞町 0:43:25

29 23046 瀧本 真琴 ﾀｷﾓﾄ ﾏｺﾄ 本庄市 0:43:29

30 23014 大畠 延枝 ｵｵﾊﾀ ﾉﾌﾞｴ 神川町 0:44:00

31 23041 佐藤 和子 ｻﾄｳ ｶｽﾞｺ 千葉県 0:44:51

32 23006 天沼 裕美 ｱﾅﾇﾏ ﾋﾛﾐ さいたま市 0:45:22

33 23015 中野 里美 ﾅｶﾉ ｻﾄﾐ 深谷市 0:45:23

34 23048 千島 美佐子 ﾁｼﾏ ﾐｻｺ 鴻巣市 0:45:28

35 23042 水谷 純子 ﾐｽﾞﾀﾆ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:45:41

36 23019 久保山 統子 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾑﾈｺ さいたま市 0:46:09

37 23053 倉林 真伊子 ｸﾗﾊﾔｼ ﾏｲｺ 秩父市 0:47:15

38 23033 清水 恭子 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｺ シーライオン 行田市 0:48:58

39 23004 田沼 好子 ﾀﾇﾏ ﾖｼｺ 秩父市 0:48:59

40 23012 小野里 紀代子 ｵﾉｻﾞﾄ ｷﾖｺ 富士見市 0:51:03

41 23010 金子 レイ ｶﾈｺ ﾚｲ 羽生市 0:52:45

42 23027 岡 純子 ｵｶ ｽﾐｺ 栃木県 0:52:48

43 23007 湯口 小夜子 ﾕｸﾞﾁ ｻﾖｺ 熊谷市 0:53:37

44 23040 庄司 有紀子 ｼｮｳｼﾞ ﾕｷｺ 所沢市 0:54:19


