
順位 部門 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属
1 ハーフ一般男子（18～39歳） 1133 1:05:28 牧野　冴希 ﾏｷﾉ ｻｴｷ ＤＮＰ
2 ハーフ一般男子（18～39歳） 1410 1:09:46 土谷　和貴 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｷ ＪＰ日本郵便グループ
3 ハーフ一般男子（18～39歳） 1458 1:12:29 野村　茂行 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 凡人ＲＣ
4 ハーフ一般男子（40歳代） 2015 1:12:32 永井　誠 ﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ -
5 ハーフ一般男子（18～39歳） 1377 1:12:36 穴原　健 ｱﾅﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉県庁
6 ハーフ一般男子（18～39歳） 1058 1:12:41 福山　博貴 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 法政大学
7 ハーフ一般男子（18～39歳） 1729 1:14:59 川嶋　健哉 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾔ 早大同
8 ハーフ一般男子（18～39歳） 1747 1:15:14 須藤　剛 ｽﾄﾞｳ ﾂﾖｼ ＷｉｎｄＲｕｎ
9 ハーフ一般男子（40歳代） 2578 1:15:39 橋本　健太郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ Ｋプロジェクト

10 ハーフ一般男子（18～39歳） 1072 1:17:04 小川　勝也 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ 埼玉県
11 ハーフ一般男子（18～39歳） 1563 1:17:06 大越　拓郎 ｵｵｺｼ ﾀｸﾛｳ 金古工務店ＲＣ
12 ハーフ一般男子（50歳代） 3039 1:17:16 江森　弘明 ｴﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 久喜高校
13 ハーフ一般男子（18～39歳） 1242 1:17:18 岡﨑　駿 ｵｶｻﾞｷ ｼｭﾝ -
14 ハーフ一般男子（18～39歳） 1409 1:17:54 後藤　真英 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ イチョウＲＵＮ部
15 ハーフ一般男子（18～39歳） 1711 1:17:57 德丸　雄一 ﾄｸﾏﾙ ﾕｳｲﾁ 大正走友会
16 ハーフ一般男子（40歳代） 2343 1:17:59 新井　修 ｱﾗｲ ｵｻﾑ クラブＲ２東日本
17 ハーフ一般男子（18～39歳） 1577 1:18:14 遠藤　直弥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 初音ミク
18 ハーフ一般男子（40歳代） 2350 1:18:27 小野寺　憲一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 気仙沼市役所
19 ハーフ一般男子（18～39歳） 1284 1:18:43 徳田　誠司 ﾄｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ ＪＲ東日本東京
20 ハーフ一般男子（18～39歳） 1517 1:18:44 中田　大佳 ﾅｶﾀ ﾀｲｶﾞ チーム中田
21 ハーフ一般男子（40歳代） 2282 1:19:07 代島　和典 ﾀﾞｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県
22 ハーフ一般男子（18～39歳） 1653 1:19:20 江原　勇登 ｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ 埼玉県庁
23 ハーフ一般男子（18～39歳） 1178 1:19:25 岡安　亮平 ｵｶﾔｽ ﾘｮｳﾍｲ サンシャインスイミングスクール
24 ハーフ一般男子（18～39歳） 1487 1:19:31 関　竜也 ｾｷ ﾀﾂﾔ ウィングＡＣ
25 ハーフ一般男子（18～39歳） 1610 1:19:34 渡邉　旬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 静岡県立土肥高校
26 ハーフ一般男子（18～39歳） 1211 1:19:36 八尾　友樹 ﾔｵ ﾄﾓｷ じっくす
27 ハーフ一般男子（40歳代） 2115 1:19:48 小島　竜也 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 税理士法人英智
28 ハーフ一般男子（18～39歳） 1378 1:19:52 田中　真吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ ローソンストア
29 ハーフ一般男子（40歳代） 2370 1:19:52 望月　正行 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾕｷ 松伏ランナーズ
30 ハーフ一般女子（18～39歳） 5015 1:19:52 長能　彩美 ﾅｶﾞﾉ ｱﾔﾐ -
31 ハーフ一般男子（18～39歳） 1333 1:19:56 坂本　純基 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝｷ 上男
32 ハーフ一般男子（40歳代） 2533 1:19:56 関根　広郎 ｾｷﾈ ﾋﾛｵ ＡＲＣ東京
33 ハーフ一般男子（18～39歳） 1159 1:20:00 鈴木　祐太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 東京陸協
34 ハーフ一般男子（18～39歳） 1374 1:20:19 常田　将弘 ﾄｷﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＫＢＴ
35 ハーフ一般男子（40歳代） 2142 1:20:21 大谷津　勝 ｵｵﾔﾂ ﾏｻﾙ ∞無限定食∞
36 ハーフ一般男子（40歳代） 2213 1:20:22 斉藤　芳明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 練馬ＳＴＡ
37 ハーフ一般男子（18～39歳） 1017 1:20:31 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 日東珈琲
38 ハーフ一般男子（18～39歳） 1733 1:20:37 佐藤　圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ ワイエムケイ
39 ハーフ一般男子（18～39歳） 1386 1:20:41 永原　大樹 ｴｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 頸城走遊会
40 ハーフ一般男子（40歳代） 2094 1:20:47 黒川　哲也 ｸﾛｶﾜ ﾃﾂﾔ 久喜市役所
41 ハーフ一般男子（60歳代） 4172 1:21:01 大沢　栄一 ｵｵｻﾜ ｴｲｲﾁ -
42 ハーフ一般男子（50歳代） 3200 1:21:03 市川　豊 ｲﾁｶﾜ ﾕﾀｶ 大袋走友会
43 ハーフ一般男子（40歳代） 2540 1:21:07 矢野　淳久 ﾔﾉ ｱﾂﾋｻ さいたま走友会
44 ハーフ一般男子（50歳代） 3107 1:21:18 橋本　康範 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ カナガワＲＣ
45 ハーフ一般男子（18～39歳） 1062 1:21:24 富田　繁生 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 沖縄陸協
46 ハーフ一般男子（50歳代） 3108 1:21:28 吉留　隆行 ﾖｼﾄﾞﾒ ﾀｶﾕｷ -
47 ハーフ一般男子（40歳代） 2250 1:21:40 大湯　忠彦 ｵｵﾕ ﾀﾀﾞﾋｺ アトミクラブ
48 ハーフ一般男子（40歳代） 2091 1:21:51 阿部　勇二郎 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 白岡ＲＣ
49 ハーフ一般男子（18～39歳） 1212 1:21:59 九町　俊吾 ｸﾁｮｳ ｼｭﾝｺﾞ ノースウエスト
50 ハーフ一般男子（18～39歳） 1022 1:22:01 嶋村　直人 ｼﾏﾑﾗ ﾅｵﾄ さいたま走友会
51 ハーフ一般男子（18～39歳） 1244 1:22:02 鈴木　隆義 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ キャンバス
52 ハーフ一般男子（40歳代） 2299 1:22:11 山根　幸三 ﾔﾏﾈ ｺｳｿﾞｳ 東京陸上協議会
53 ハーフ一般男子（18～39歳） 1624 1:22:14 萩原　重治 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾊﾙ こめつぶ染谷
54 ハーフ一般男子（18～39歳） 1060 1:22:17 山崎　晴雄 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｵ 別所沼スマイル
55 ハーフ一般男子（18～39歳） 1593 1:22:19 坂　翼 ｻｶ ﾂﾊﾞｻ -
56 ハーフ一般男子（60歳代） 4218 1:22:27 小泉　憲司 ｺｲｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ どんぐり
57 ハーフ一般男子（18～39歳） 1218 1:22:37 今井　康介 ｲﾏｲ ｺｳｽｹ 公務員
58 ハーフ一般男子（18～39歳） 1496 1:22:38 矢野　洋平 ﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 武田薬品
59 ハーフ一般男子（40歳代） 2036 1:22:38 大澤　元 ｵｵｻﾜ ｹﾞﾝ 川口技研ＲＣ
60 ハーフ一般男子（40歳代） 2033 1:22:42 柳原　靖人 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾄ 俺のちんすこー
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61 ハーフ一般男子（18～39歳） 1005 1:22:45 北村　泰一郎 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲｲﾁﾛｳ Ｍ．Ｂ．Ｒ．Ｃ
62 ハーフ一般男子（40歳代） 2135 1:22:53 成瀬　雅之 ﾅﾙｾ ﾏｻﾕｷ -
63 ハーフ一般男子（40歳代） 2534 1:22:53 倉本　勝広 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ＮＲランナーズ
64 ハーフ一般男子（18～39歳） 1315 1:22:56 藤本　慎一朗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 元地元
65 ハーフ一般男子（18～39歳） 1070 1:23:08 坂井　智彦 ｻｶｲ ﾄﾓﾋｺ 走友会
66 ハーフ一般男子（40歳代） 2604 1:23:15 出井　仁 ｲﾃﾞｲ ﾋﾄｼ ＳＦＳＴ
67 ハーフ一般男子（18～39歳） 1230 1:23:17 池田　篤史 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 東書酔走会
68 ハーフ一般男子（40歳代） 2458 1:23:22 今井　豊 ｲﾏｲ ﾕﾀｶ クールランニング白河
69 ハーフ一般男子（18～39歳） 1075 1:23:30 薄井　政徳 ｳｽｲ ﾏｻﾉﾘ 埼玉陸協
70 ハーフ一般男子（18～39歳） 1026 1:23:37 松尾　優祐 ﾏﾂｵ ﾕｳｽｹ 読売新聞
71 ハーフ一般男子（50歳代） 3041 1:23:47 清水　宏眞 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾏｻ ｋＲＳ
72 ハーフ一般男子（40歳代） 2322 1:23:48 佐藤　元裕 ｻﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 白岡ＲＣ
73 ハーフ一般男子（18～39歳） 1741 1:23:49 吉成　勇一 ﾖｼﾅﾘ ﾕｳｲﾁ ＮＰＯ法人ウエーブ
74 ハーフ一般男子（18～39歳） 1144 1:23:53 大久保　翼 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ｱｼﾞｱﾝｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾁﾀﾁﾀ
75 ハーフ一般男子（40歳代） 2031 1:23:54 三浦　淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 川崎市陸協
76 ハーフ一般男子（18～39歳） 1139 1:24:06 大木　聡 ｵｵｷ ｻﾄｼ ＦＳＮ
77 ハーフ一般男子（50歳代） 3300 1:24:17 春日　弘章 ｶｽｶﾞ ﾋﾛｱｷ アドバンテスト
78 ハーフ一般男子（18～39歳） 1504 1:24:21 伴　将史 ﾊﾞﾝ ﾏｻｼ 旧Ｂ１を偲ぶ会
79 ハーフ一般男子（50歳代） 3318 1:24:28 高木　剛 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ 埼玉県庁
80 ハーフ一般男子（40歳代） 2450 1:24:33 圓城寺　和則 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘルネサンス龍ケ崎
81 ハーフ一般男子（40歳代） 2052 1:24:37 阿部　大二郎 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ しがないＲＣ
82 ハーフ一般男子（40歳代） 2266 1:24:49 松谷　憲司 ﾏﾂﾀﾆ ｹﾝｼﾞ ＪＲ東日本　高崎支社
83 ハーフ一般男子（18～39歳） 1530 1:24:51 荒井　健汰 ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 駒澤大学
84 ハーフ一般男子（60歳代） 4068 1:24:52 桧山　和成 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ つくば陸協
85 ハーフ一般男子（40歳代） 2400 1:24:56 馬場　宏和 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ＣＲＣ
86 ハーフ一般男子（40歳代） 2069 1:25:04 平原　順一 ﾋﾗﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 金ヶ作
87 ハーフ一般男子（40歳代） 2585 1:25:08 細田　操 ﾎｿﾀﾞ ﾐｻｵ 桶川
88 ハーフ一般男子（18～39歳） 1499 1:25:10 佐々木　大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 柏市役所
89 ハーフ一般男子（18～39歳） 1141 1:25:13 菅原　智行 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾕｷ -
90 ハーフ一般男子（40歳代） 2023 1:25:27 染谷　幸典 ｿﾒﾔ ﾕｷﾉﾘ ウサちゃん
91 ハーフ一般女子（40歳代） 6006 1:25:27 鴈原　淳子 ｶﾞﾝﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｺ 葛西ランナーズ
92 ハーフ一般男子（18～39歳） 1513 1:25:28 大森　整 ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ -
93 ハーフ一般男子（18～39歳） 1475 1:25:31 清水　弘幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ ＤＥＲＯＳＡ
94 ハーフ一般男子（40歳代） 2236 1:25:43 久保田　宏和 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｶｽﾞ Ｔ．Ｔ－ＡＣ
95 ハーフ一般男子（50歳代） 3166 1:25:47 青木　和弘 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉陸協
96 ハーフ一般男子（40歳代） 2166 1:26:02 森　敦 ﾓﾘ ｱﾂｼ -
97 ハーフ一般女子（40歳代） 6031 1:26:08 勝浦　みどり ｶﾂｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大江戸飛脚会
98 ハーフ一般男子（18～39歳） 1251 1:26:11 大熊　一平 ｵｵｸﾏ ｲｯﾍﾟｲ 久喜北陽高等学校
99 ハーフ一般男子（18～39歳） 1268 1:26:11 新井　誉史 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 上里ＲＣ

100 ハーフ一般男子（40歳代） 2172 1:26:11 加瀬　貴史 ｶｾ ﾀｶｼ ＤＮＰＬ
101 ハーフ一般男子（18～39歳） 1277 1:26:12 井関　康弘 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ 川越市役所
102 ハーフ一般男子（40歳代） 2085 1:26:17 中山　昇一朗 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳさいたま
103 ハーフ一般男子（18～39歳） 1714 1:26:26 曽我　正人 ｿｶﾞ ﾏｻﾄ 富士通
104 ハーフ一般男子（40歳代） 2509 1:26:38 河西　誠 ｶｻｲ ﾏｺﾄ 戸田市
105 ハーフ一般男子（18～39歳） 1710 1:26:39 佐藤　博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 白岡ジュニア
106 ハーフ一般男子（18～39歳） 1066 1:26:50 竹内　渉 ﾀｹｳﾁ ﾜﾀﾙ ウルトラマン
107 ハーフ一般女子（18～39歳） 5046 1:26:51 松田　由子 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｺ アトミクラブ
108 ハーフ一般男子（40歳代） 2100 1:26:59 田口　浩隆 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ ｔｏｂｕ
109 ハーフ一般男子（18～39歳） 1406 1:27:02 清水　幸浩 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ 長野県
110 ハーフ一般男子（40歳代） 2315 1:27:03 関根　克浩 ｾｷﾈ ｶﾂﾋﾛ さいたま走友会
111 ハーフ一般男子（40歳代） 2329 1:27:06 黒坂　実 ｸﾛｻｶ ﾐﾉﾙ 矢板ＲＣ
112 ハーフ一般男子（40歳代） 2353 1:27:13 金村　始郎 ｶﾈﾑﾗ ｼﾞﾛｳ -
113 ハーフ一般男子（40歳代） 2032 1:27:15 伏島　昭人 ﾌｾｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ Ｊａｐａｎ
114 ハーフ一般男子（50歳代） 3326 1:27:16 丸山　秀幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ ｅＡ東京
115 ハーフ一般男子（18～39歳） 1183 1:27:25 西ヶ谷　洋輔 ﾆｼｶﾞﾔ ﾖｳｽｹ 杏林製薬
116 ハーフ一般男子（18～39歳） 1699 1:27:25 大阿久　佳宏 ｵｵｱｸ ﾖｼﾋﾛ 栃木高校サッカー部
117 ハーフ一般男子（40歳代） 2118 1:27:32 酒井　一英 ｻｶｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 埼玉県
118 ハーフ一般男子（18～39歳） 1020 1:27:34 山田　聡一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 川崎市陸協
119 ハーフ一般男子（18～39歳） 1381 1:27:35 廣嶋　太輔 ﾋﾛｼﾏ ﾀﾞｲｽｹ -
120 ハーフ一般男子（50歳代） 3091 1:27:36 小島　章 ｺｼﾞﾏ ｱｷﾗ 狭山緑陽ＡＣ
121 ハーフ一般男子（18～39歳） 1047 1:27:39 小杉　陽祐 ｺｽｷﾞ ﾖｳｽｹ ＫＯＳＵＧＩ
122 ハーフ一般男子（40歳代） 2523 1:27:42 粕井　征之 ｶｽｲ ﾏｻﾕｷ ＣＴソリューションズ
123 ハーフ一般男子（40歳代） 2127 1:27:52 能登　寛明 ﾉﾄ ﾋﾛｱｷ 日本信号
124 ハーフ一般男子（40歳代） 2572 1:28:03 石瀬　崇 ｲｼｾ ﾀｶｼ チーム山田



125 ハーフ一般男子（18～39歳） 1631 1:28:07 染谷　直之 ｿﾒﾔ ﾅｵﾕｷ 野田市
126 ハーフ一般男子（18～39歳） 1224 1:28:09 広瀬　達朗 ﾋﾛｾ ﾀﾂｵ 広瀬家
127 ハーフ一般男子（50歳代） 3344 1:28:09 岡部　秀克 ｵｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ （株）ユーロスポーツインテグレ
128 ハーフ一般男子（18～39歳） 1172 1:28:15 齊藤　庄司 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 三十路マラソン部
129 ハーフ一般女子（50歳代） 7046 1:28:18 島田　優子 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｺ 長野アスリートクラブ
130 ハーフ一般男子（18～39歳） 1559 1:28:25 加藤　孝太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ ＦＲＣ
131 ハーフ一般男子（18～39歳） 1649 1:28:27 横溝　健太 ﾖｺﾐｿﾞ ｹﾝﾀ フードリンク
132 ハーフ一般男子（50歳代） 3015 1:28:29 船橋　正道 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｻﾐﾁ 埼玉県庁走友会
133 ハーフ一般男子（40歳代） 2008 1:28:33 谷地　吉人 ﾔﾁ ﾖｼﾄ カクイチ
134 ハーフ一般男子（18～39歳） 1160 1:28:39 澤田　健司 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 幸手ＲＵＮＮＥＲＳ
135 ハーフ一般男子（40歳代） 2174 1:28:39 松原　勉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ パワーステーション
136 ハーフ一般男子（40歳代） 2479 1:28:43 岩崎　健 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ コマツ物流株式会社
137 ハーフ一般男子（40歳代） 2114 1:28:47 鷲林　亨 ﾜｼﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ -
138 ハーフ一般男子（50歳代） 3150 1:28:50 日髙　良明 ﾋﾀﾞｶ ﾖｼｱｷ -
139 ハーフ一般男子（50歳代） 3044 1:28:51 杉村　真志 ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｻｼ ＡＶＲＣ埼玉
140 ハーフ一般男子（40歳代） 2272 1:29:01 森永　宣樹 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾉﾌﾞｷ 志二中ＲＣ
141 ハーフ一般男子（40歳代） 2387 1:29:08 富樫　修 ﾄｶﾞｼ ｵｻﾑ -
142 ハーフ一般男子（40歳代） 2103 1:29:10 小沢　哲也 ｵｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ -
143 ハーフ一般男子（60歳代） 4064 1:29:14 森山　美典 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 蔵増走遊会
144 ハーフ一般男子（40歳代） 2348 1:29:15 佐藤　光昭 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ ラン♪ラン♪ラン♪
145 ハーフ一般男子（40歳代） 2294 1:29:17 小林　勝司 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂｼ 小山向野ＪＣ
146 ハーフ一般男子（40歳代） 2200 1:29:18 谷本　寿英 ﾀﾆﾓﾄ ﾋｻﾋﾃﾞ 埼玉陸上競技協会
147 ハーフ一般男子（40歳代） 2176 1:29:23 渡邉　光雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ ☆明走會ＪＰＮ☆
148 ハーフ一般男子（18～39歳） 1633 1:29:27 佐々木　健二 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ ＩＮＰＥＸ
149 ハーフ一般男子（18～39歳） 1401 1:29:28 高久　康紀 ﾀｶｸ ﾔｽﾉﾘ ＦＣ桜田
150 ハーフ一般男子（40歳代） 2313 1:29:31 高橋　良治 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ -
151 ハーフ一般男子（18～39歳） 1607 1:29:35 白取　真太郎 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝﾀﾛｳ ＫＩＳＳＥＩ
152 ハーフ一般男子（60歳代） 4060 1:29:35 原沢　勲 ﾊﾗｻﾜ ｲｻｵ 上尾市陸協
153 ハーフ一般男子（40歳代） 2181 1:29:37 野口　健二 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ -
154 ハーフ一般男子（40歳代） 2074 1:29:41 近藤　万雅 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏｻ カツオ倶楽部
155 ハーフ一般男子（18～39歳） 1086 1:29:43 森山　圭一郎 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ -
156 ハーフ一般男子（40歳代） 2222 1:29:45 元井　隆 ﾓﾄｲ ﾀｶｼ ＪＴＢ関東
157 ハーフ一般男子（50歳代） 3299 1:29:46 花岡　淳志 ﾊﾅｵｶ ｱﾂｼ ハナマリン
158 ハーフ一般男子（40歳代） 2057 1:29:47 柴田　和也 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 東大宮
159 ハーフ一般男子（40歳代） 2182 1:29:48 八代　敏和 ﾔｼﾛ ﾄｼｶｽﾞ -
160 ハーフ一般男子（18～39歳） 1200 1:29:50 馬場　康典 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ 埼玉県人会
161 ハーフ一般男子（18～39歳） 1621 1:29:51 藪　康人 ﾔﾌﾞ ﾔｽﾋﾄ ＫＢＳ
162 ハーフ一般男子（18～39歳） 1014 1:29:51 城島　清貴 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ 大沼中学校か
163 ハーフ一般男子（18～39歳） 1448 1:29:54 森田　大亮 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ さいたま市
164 ハーフ一般男子（40歳代） 2113 1:29:54 原　英起 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 鴻巣西中バスケ男
165 ハーフ一般男子（50歳代） 3122 1:29:54 腰越　郁雄 ｺｼｺﾞｴ ｲｸｵ サトーグローバルアスリートクラ
166 ハーフ一般男子（18～39歳） 1008 1:29:55 飯嶋　知彦 ｲｲｼﾞﾏ ﾄﾓﾋｺ 日立化成
167 ハーフ一般男子（18～39歳） 1486 1:29:55 竹村　純一 ﾀｹﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
168 ハーフ一般男子（50歳代） 3219 1:29:55 道祖土　典郎 ｻｲﾄﾞ ﾉﾘｵ 東京陸協
169 ハーフ一般男子（50歳代） 3075 1:30:00 郷田　賢也 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝﾔ 幸手走友会
170 ハーフ一般男子（50歳代） 3244 1:30:04 不動　良弘 ﾌﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ -
171 ハーフ一般男子（18～39歳） 1693 1:30:06 島田　尚 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ シマラン
172 ハーフ一般男子（50歳代） 3106 1:30:11 岡崎　達之 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾕｷ ＪＦＥテクノリサーチ
173 ハーフ一般男子（50歳代） 3151 1:30:15 佐藤　和栄 ｻﾄｳ ｶｽﾞｴｲ 新潟市体育協会ＡＣ
174 ハーフ一般男子（18～39歳） 1400 1:30:17 薄井　健 ｳｽｲ ｹﾝ ＦＣ桜田
175 ハーフ一般男子（18～39歳） 1319 1:30:18 深沢　幸宏 ﾌｶｻﾜ ﾕｷﾋﾛ -
176 ハーフ一般男子（40歳代） 2044 1:30:18 吉岡　康博 ﾖｼｵｶ ﾔｽﾋﾛ 千里ランランクラブ
177 ハーフ一般男子（40歳代） 2389 1:30:20 宮田　健司 ﾐﾔﾀ ｹﾝｼﾞ ＲＵＮ塾
178 ハーフ一般男子（18～39歳） 1108 1:30:21 高橋　正樹 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 北海道大学
179 ハーフ一般男子（18～39歳） 1074 1:30:22 益田　光基 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 特養みなみかぜ
180 ハーフ一般男子（18～39歳） 1347 1:30:22 生駒　卓也 ｲｺﾏ ﾀｸﾔ 三橋マラソン部
181 ハーフ一般男子（18～39歳） 1350 1:30:30 酒井　大和 ｻｶｲ ﾔﾏﾄ ＡＬＦ
182 ハーフ一般男子（40歳代） 2137 1:30:32 土田　浩司 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ ＤＮＰＬ駅伝部
183 ハーフ一般男子（40歳代） 2560 1:30:38 塚原　高志 ﾂｶﾊﾗ ﾀｶｼ 月まで走ろう会
184 ハーフ一般男子（40歳代） 2473 1:30:40 大濱　博 ｵｵﾊﾏ ﾋﾛｼ エルビー
185 ハーフ一般男子（40歳代） 2422 1:30:42 向井　勇 ﾑｶｲ ｲｻﾑ ミドリ安全
186 ハーフ一般女子（40歳代） 6043 1:30:44 星野　緑 ﾎｼﾉ ﾐﾄﾞﾘ 星野農園
187 ハーフ一般男子（18～39歳） 1092 1:30:47 原　大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ -
188 ハーフ一般男子（40歳代） 2337 1:30:47 松本　豊和 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾖｶｽﾞ 自由人



189 ハーフ一般男子（18～39歳） 1643 1:30:57 笹本　響 ｻｻﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 埼玉りそな銀行
190 ハーフ一般男子（18～39歳） 1125 1:30:58 河田　陵佑 ｶﾜﾀ ﾘｮｳｽｹ ＮＢ
191 ハーフ一般男子（40歳代） 2020 1:30:59 鈴木　崇裕 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ さいたま市
192 ハーフ一般男子（40歳代） 2264 1:31:00 田中　雄二 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 埼玉建興（株）
193 ハーフ一般男子（18～39歳） 1411 1:31:01 田村　勇之進 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾉｼﾝ ゴールしたらすぐ帰る
194 ハーフ一般男子（40歳代） 2007 1:31:02 中山　秀喜 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ チームニチコン
195 ハーフ一般男子（40歳代） 2273 1:31:04 佐々木　正直 ｻｻｷ ﾏｻﾅｵ チノー
196 ハーフ一般男子（18～39歳） 1415 1:31:08 大越　正和 ｵｵｺｼ ﾏｻｶｽﾞ 蓮田市消防本部
197 ハーフ一般男子（40歳代） 2066 1:31:09 石森　丈夫 ｲｼﾓﾘ ﾀｹｵ 久喜市民
198 ハーフ一般男子（50歳代） 3348 1:31:13 藤井　和夫 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｵ ケーオーデンタル株式会社
199 ハーフ一般男子（50歳代） 3157 1:31:24 菅原　正晴 ｽｶﾞﾊﾗ ﾏｻﾊﾙ 埼玉南走友会
200 ハーフ一般男子（50歳代） 3192 1:31:29 浜野　直一 ﾊﾏﾉ ﾅｵｶｽﾞ -
201 ハーフ一般男子（40歳代） 2024 1:31:34 松岡　隆二 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｼﾞ ㈱埼玉原種育成会
202 ハーフ一般男子（18～39歳） 1119 1:31:37 鈴木　宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ -
203 ハーフ一般男子（40歳代） 2385 1:31:39 野﨑　健一 ﾉｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ ＧＡＣ
204 ハーフ一般男子（18～39歳） 1531 1:31:40 荒井　優貴 ｱﾗｲ ﾕｳｷ -
205 ハーフ一般男子（18～39歳） 1441 1:31:40 平野　勝 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾙ -
206 ハーフ一般男子（40歳代） 2082 1:31:41 野村　祐介 ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ 熊谷総合病院
207 ハーフ一般男子（50歳代） 3253 1:31:42 岩田　弘行 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 茨城陸協
208 ハーフ一般男子（50歳代） 3125 1:31:44 萩原　兼昭 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾈｱｷ 特別養護老人ホームみなみかぜ
209 ハーフ一般男子（40歳代） 2362 1:31:45 大嶋　徹也 ｵｵｼﾏ ﾃﾂﾔ -
210 ハーフ一般女子（40歳代） 6045 1:31:45 境　由理香 ｻｶｲ ﾕﾘｶ 埼玉陸協
211 ハーフ一般男子（40歳代） 2291 1:31:51 山崎　浩二 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ ＬＲＣ
212 ハーフ一般男子（40歳代） 2196 1:31:55 篠田　和彦 ｼﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ コナミ市川
213 ハーフ一般男子（18～39歳） 1474 1:32:03 清水　功 ｼﾐｽﾞ ｲｻｵ ＤＥＲＯＳＡ
214 ハーフ一般男子（40歳代） 2515 1:32:06 荒井　正巳 ｱﾗｲ ﾏｻﾐ -
215 ハーフ一般男子（40歳代） 2588 1:32:06 村上　裕樹 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ 宮川ＲＣ
216 ハーフ一般男子（18～39歳） 1051 1:32:08 加藤　渉 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ ＳＣＵＬＰＳ
217 ハーフ一般男子（60歳代） 4196 1:32:09 鈴木　博典 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県庁
218 ハーフ一般男子（40歳代） 2140 1:32:10 熊井　清晃 ｸﾏｲ ｷﾖｱｷ チームＫＵＭＡ
219 ハーフ一般男子（40歳代） 2603 1:32:11 大八木　健夫 ｵｵﾔｷﾞ ﾀｹｵ 青葉小学校
220 ハーフ一般男子（40歳代） 2570 1:32:12 上島　高広 ｶﾐｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ トヤマ楽器製造株式会社
221 ハーフ一般男子（60歳代） 4005 1:32:14 神保　芳雄 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾖｼｵ 奥むさしＲ・Ｃ
222 ハーフ一般男子（50歳代） 3126 1:32:20 大久保　和行 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾕｷ -
223 ハーフ一般女子（40歳代） 6019 1:32:21 近野　智子 ｺﾝﾉ ﾄﾓｺ カナガワＲＣ
224 ハーフ一般男子（50歳代） 3266 1:32:24 高嶋　敏勝 ﾀｶｼﾏ ﾄｼｶﾂ 浦和駄馬の会
225 ハーフ一般男子（18～39歳） 1416 1:32:27 高橋　諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ リポＤ
226 ハーフ一般男子（18～39歳） 1615 1:32:28 平良　誠 ﾀｲﾗ ﾏｺﾄ ＲＵＮ遊会
227 ハーフ一般男子（50歳代） 3123 1:32:32 葛西　智 ｶｻｲ ｻﾄｼ -
228 ハーフ一般男子（40歳代） 2009 1:32:37 林　伸治 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾊﾙ -
229 ハーフ一般男子（40歳代） 2486 1:32:41 大谷　宏幸 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 日本電子計算
230 ハーフ一般男子（18～39歳） 1249 1:32:44 武田　夏翔 ﾀｹﾀﾞ ｶｼｮｳ 久喜市立久喜北陽高等学校
231 ハーフ一般男子（18～39歳） 1114 1:32:52 田村　拓也 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 芝浦工大
232 ハーフ一般男子（18～39歳） 1586 1:32:53 上原　健太郎 ｳｴﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 会社員
233 ハーフ一般男子（50歳代） 3111 1:32:55 荻野　清二 ｵｷﾞﾉ ｾｲｼﾞ -
234 ハーフ一般男子（18～39歳） 1548 1:32:56 野口　弘之 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 中央大学
235 ハーフ一般男子（18～39歳） 1082 1:32:57 齋藤　範雄 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ -
236 ハーフ一般男子（60歳代） 4193 1:32:58 高橋　重雄 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ 川口青木ＡＣ
237 ハーフ一般男子（40歳代） 2310 1:32:59 小玉　典文 ｺﾀﾞﾏ ﾉﾘﾌﾐ ＣＲＣ
238 ハーフ一般男子（50歳代） 3238 1:32:59 戸國　健一 ﾄｸﾆ ｹﾝｲﾁ 上尾市役所ＲＣ
239 ハーフ一般男子（18～39歳） 1217 1:33:09 横川　大悟 ﾖｺｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ チームＤ
240 ハーフ一般男子（50歳代） 3243 1:33:11 鳩貝　久雄 ﾊﾄｶﾞｲ ﾋｻｵ エフテック
241 ハーフ一般男子（40歳代） 2279 1:33:14 内藤　隆男 ﾅｲﾄｳ ﾀｶｵ 早稲田大学
242 ハーフ一般男子（18～39歳） 1479 1:33:16 松本　僚 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 明治薬科大学
243 ハーフ一般男子（40歳代） 2396 1:33:19 石川　誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ ふちえＲＣ
244 ハーフ一般男子（40歳代） 2302 1:33:20 安田　大輔 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ チーム三ちゃん
245 ハーフ一般男子（50歳代） 3187 1:33:21 小山　幸好 ｺﾔﾏ ﾕｷﾖｼ 本太四丁目青年会ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
246 ハーフ一般女子（40歳代） 6085 1:33:25 入江　幸子 ｲﾘｴ ｻﾁｺ 木火鍼灸院
247 ハーフ一般男子（40歳代） 2224 1:33:28 鈴木　大資 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 久喜蜻蛉会ＲＣ
248 ハーフ一般男子（50歳代） 3301 1:33:28 岩上　文男 ｲﾜｶﾐ ﾌﾐｵ そごう・西武
249 ハーフ一般男子（50歳代） 3018 1:33:28 西山　浩朗 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｱｷ エニタイム早稲田
250 ハーフ一般男子（18～39歳） 1588 1:33:34 児島　賢一 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ こじトラ
251 ハーフ一般男子（60歳代） 4025 1:33:34 青木　武志 ｱｵｷ ﾀｹｼ 毎日興業
252 ハーフ一般男子（18～39歳） 1454 1:33:36 田辺　信太郎 ﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岩槻２号



253 ハーフ一般男子（18～39歳） 1194 1:33:40 藤間　勇介 ﾌｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 西新井
254 ハーフ一般男子（40歳代） 2448 1:33:43 堀口　敦彦 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾂﾋｺ ＢＬＤ
255 ハーフ一般男子（40歳代） 2415 1:33:46 長沢　清貴 ﾅｶﾞｻﾜ ｷﾖﾀｶ 光製薬㈱
256 ハーフ一般男子（40歳代） 2063 1:33:50 山下　一隆 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉陸連
257 ハーフ一般男子（18～39歳） 1352 1:33:52 宮崎　貴寛 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ -
258 ハーフ一般男子（18～39歳） 1346 1:33:53 木滑　雅俊 ｷﾅﾒ ﾏｻﾄｼ 三橋マラソン部
259 ハーフ一般女子（50歳代） 7055 1:33:53 小崎　康代 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾖ ㈱　ショ－ワ
260 ハーフ一般男子（40歳代） 2119 1:33:55 番場　雄樹 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾕｳｷ Ａｄｄｉｃｔｅｄ　Ｔｏ　Ｔｈａ
261 ハーフ一般女子（40歳代） 6074 1:33:55 岡　幸恵 ｵｶ ﾕｷｴ 埼玉陸連
262 ハーフ一般男子（40歳代） 2298 1:33:56 小関　望 ｺｾｷ ﾉｿﾞﾑ タムサイ
263 ハーフ一般男子（40歳代） 2123 1:33:58 高村　茂 ﾀｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ クラブＲ２東日本
264 ハーフ一般男子（18～39歳） 1328 1:34:05 堀越　雄介 ﾎﾘｺｼ ﾕｳｽｹ カワグチハイホー
265 ハーフ一般男子（50歳代） 3307 1:34:09 中村　秀樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 農林水産省
266 ハーフ一般男子（18～39歳） 1413 1:34:13 湯本　遼平 ﾕﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 春高応援部ＯＢ
267 ハーフ一般男子（50歳代） 3025 1:34:17 樽見　正行 ﾀﾙﾐ ﾏｻﾕｷ ＳＷＡＣ
268 ハーフ一般男子（40歳代） 2546 1:34:19 長島　茂聡 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｹﾞｱｷ -
269 ハーフ一般男子（60歳代） 4155 1:34:19 添野　義光 ｿｴﾉ ﾖｼﾐﾂ チョー気持ちいい
270 ハーフ一般男子（40歳代） 2258 1:34:23 青木　武司 ｱｵｷ ﾀｹｼ -
271 ハーフ一般男子（18～39歳） 1578 1:34:24 酉田　健輔 ﾄﾘﾀ ｹﾝｽｹ チームＵＮＯ
272 ハーフ一般男子（18～39歳） 1193 1:34:26 藤田　昭紀 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾉﾘ 三桜工業
273 ハーフ一般男子（50歳代） 3357 1:34:27 島袋　良和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼｶｽﾞ 伊江島３１期走ろう会
274 ハーフ一般男子（50歳代） 3227 1:34:27 為平　倫之 ﾀﾒﾋﾗ ﾄﾓﾕｷ 奥むさしＲＣ
275 ハーフ一般女子（40歳代） 6078 1:34:28 加川　直子 ｶｶﾞﾜ ﾅｵｺ チーム太古の湯
276 ハーフ一般男子（18～39歳） 1730 1:34:29 波多野　純矢 ﾊﾀﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 旭サナック
277 ハーフ一般男子（40歳代） 2235 1:34:30 小林　忠宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ 富双合成
278 ハーフ一般女子（40歳代） 6067 1:34:30 野村　真紀 ﾉﾑﾗ ﾏｷ 凡人ＲＣ
279 ハーフ一般男子（50歳代） 3088 1:34:33 齋藤　隆明 ｻｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 奥むさしＲＣ
280 ハーフ一般男子（50歳代） 3008 1:34:33 内田　恒 ｳﾁﾀﾞ ｺｳ ＳＡＲＴ
281 ハーフ一般男子（50歳代） 3297 1:34:36 折田　陽四郎 ｵﾘﾀ ﾖｳｼﾛｳ オリンクラブ
282 ハーフ一般男子（18～39歳） 1099 1:34:47 村上　一哉 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾔ 川越地区消防局
283 ハーフ一般男子（40歳代） 2433 1:34:47 黒澤　清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 行政書士事務所
284 ハーフ一般男子（40歳代） 2290 1:34:48 保坂　淳 ﾎｻｶ ｼﾞｭﾝ クラシス株式会社
285 ハーフ一般男子（18～39歳） 1182 1:34:51 松島　慎吾 ﾏﾂｼﾏ ｼﾝｺﾞ 杏林製薬
286 ハーフ一般男子（40歳代） 2304 1:34:56 野本　健児 ﾉﾓﾄ ｹﾝｼﾞ テップネス久喜
287 ハーフ一般男子（18～39歳） 1151 1:35:01 篠崎　好幸 ｼﾉｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ -
288 ハーフ一般男子（50歳代） 3347 1:35:02 星野　忠彦 ﾎｼﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ チーム山田
289 ハーフ一般男子（18～39歳） 1252 1:35:03 佐藤　大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ -
290 ハーフ一般男子（40歳代） 2051 1:35:10 矢澤　茂明 ﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞｱｷ -
291 ハーフ一般男子（60歳代） 4213 1:35:13 増山　昌彦 ﾏｽﾔﾏ ﾏｻﾋｺ -
292 ハーフ一般男子（50歳代） 3086 1:35:19 石岡　貴博 ｲｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ Ｔ
293 ハーフ一般女子（40歳代） 6007 1:35:20 松岡　薫 ﾏﾂｵｶ ｶｵﾙ 楽健走会
294 ハーフ一般男子（18～39歳） 1007 1:35:23 三浦　崇 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ チーム三浦
295 ハーフ一般男子（18～39歳） 1630 1:35:23 小野寺　秀明 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ -
296 ハーフ一般男子（18～39歳） 1186 1:35:24 井上　陽介 ｲﾉｳｴ ﾖｳｽｹ -
297 ハーフ一般男子（18～39歳） 1171 1:35:25 山下　茂 ﾔﾏｼﾀ ｼｹﾞﾙ -
298 ハーフ一般男子（50歳代） 3011 1:35:25 稲田　茂 ｲﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 遊岳荘ＲＴ
299 ハーフ一般男子（18～39歳） 1018 1:35:27 仲田　浩己 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｷ -
300 ハーフ一般男子（18～39歳） 1189 1:35:28 脇坂　健 ﾜｷｻｶ ｹﾝ 会社員
301 ハーフ一般男子（18～39歳） 1430 1:35:31 山口　紀和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｶｽﾞ 交通新聞社
302 ハーフ一般男子（50歳代） 3178 1:35:44 清水　信行 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ -
303 ハーフ一般男子（50歳代） 3202 1:35:50 小林　剛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 加須警察署
304 ハーフ一般男子（60歳代） 4170 1:35:55 下田　昌一 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 浦和駄馬の会
305 ハーフ一般男子（18～39歳） 1744 1:35:56 吉成　隆 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ 日光森
306 ハーフ一般男子（50歳代） 3276 1:35:58 富永　新吾 ﾄﾐﾅｶﾞ ｼﾝｺﾞ -
307 ハーフ一般男子（50歳代） 3074 1:36:00 神﨑　博 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛｼ 新井病院
308 ハーフ一般男子（18～39歳） 1121 1:36:02 神田　颯斗 ｶﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 東洋大学
309 ハーフ一般男子（50歳代） 3078 1:36:02 大高　淳 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ ＳＫＴＴ
310 ハーフ一般男子（50歳代） 3117 1:36:03 川口　和己 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 週末ランナーももたろＺ
311 ハーフ一般男子（40歳代） 2573 1:36:06 田中　健司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ さいたま市
312 ハーフ一般男子（60歳代） 4043 1:36:13 佐藤　良彦 ｻﾄｳ ﾖｼﾋｺ 室町走友会
313 ハーフ一般女子（18～39歳） 5019 1:36:14 佐藤　絢乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ 久喜市民
314 ハーフ一般女子（18～39歳） 5031 1:36:14 三ノ輪　直子 ﾐﾉﾜ ﾅｵｺ -
315 ハーフ一般男子（40歳代） 2312 1:36:15 中山　高志 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 中山家
316 ハーフ一般男子（40歳代） 2004 1:36:15 三浦　隆司 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ チームミホ



317 ハーフ一般男子（40歳代） 2099 1:36:20 中島　勅人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾄ リンパ管腫ＡＣ
318 ハーフ一般男子（18～39歳） 1494 1:36:23 清水　康生 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾅﾘ ＦＪＭ
319 ハーフ一般男子（40歳代） 2320 1:36:23 宮田　正男 ﾐﾔﾀ ﾏｻｵ みずほ銀行
320 ハーフ一般男子（50歳代） 3060 1:36:23 江原　千裕 ｴﾊﾗ ﾁﾋﾛ 加須市役所
321 ハーフ一般男子（40歳代） 2242 1:36:25 近藤　明彦 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ -
322 ハーフ一般男子（50歳代） 3052 1:36:25 大塚　利広 ｵｵﾂｶ ﾄｼﾋﾛ ティップネス久喜
323 ハーフ一般男子（40歳代） 2376 1:36:28 増田　規彦 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ ＯＰＮＥＴ
324 ハーフ一般男子（50歳代） 3287 1:36:35 酒井　康雄 ｻｶｲ ﾔｽｵ 稲沢走友会
325 ハーフ一般男子（40歳代） 2050 1:36:37 西村　敦 ﾆｼﾑﾗ ｱﾂｼ 毎日興業株式会社
326 ハーフ一般男子（18～39歳） 1667 1:36:40 深沢　博紀 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛｷ 田中クラブ
327 ハーフ一般男子（18～39歳） 1063 1:36:43 永井　一仁 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾄ 春日部中央総合病院
328 ハーフ一般女子（18～39歳） 5007 1:36:47 田中　里美 ﾀﾅｶ ｻﾄﾐ -
329 ハーフ一般男子（18～39歳） 1266 1:36:48 中島　毅 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ ＳＲＣ
330 ハーフ一般男子（40歳代） 2248 1:36:49 長塩　博英 ﾅｶﾞｼｵ ﾋﾛﾋﾃﾞ 久喜そうゆうかい
331 ハーフ一般男子（40歳代） 2408 1:36:50 田村　方孝 ﾀﾑﾗ ﾐﾁﾀｶ パパーズ
332 ハーフ一般男子（18～39歳） 1031 1:36:53 熊倉　満春 ｸﾏｸﾗ ﾐﾁﾊﾙ -
333 ハーフ一般男子（50歳代） 3352 1:36:53 諏訪　忠司 ｽﾜ ﾀﾀﾞｼ 久喜
334 ハーフ一般女子（40歳代） 6008 1:36:55 鈴木　奈美 ｽｽﾞｷ ﾅﾐ -
335 ハーフ一般男子（50歳代） 3333 1:36:58 五島　一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ お笑い蔵本劇場
336 ハーフ一般男子（60歳代） 4127 1:36:58 黒澤　幸久 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋｻ -
337 ハーフ一般男子（40歳代） 2502 1:36:59 山崎　大三 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｿﾞｳ ストリーム
338 ハーフ一般女子（40歳代） 6039 1:36:59 渡辺　由美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾐ 埼玉陸上競技協会
339 ハーフ一般男子（50歳代） 3158 1:37:04 橋本　公一 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ 彩光プラン
340 ハーフ一般男子（50歳代） 3273 1:37:05 水野谷　孝一 ﾐｽﾞﾉﾔ ｺｳｲﾁ -
341 ハーフ一般男子（18～39歳） 1270 1:37:07 吉澤　亮信 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｷﾄｼ クラシス株式会社
342 ハーフ一般男子（40歳代） 2169 1:37:07 佐々木　勝 ｻｻｷ ﾏｻﾙ ニッピＲＣ
343 ハーフ一般男子（50歳代） 3081 1:37:08 福島　幹夫 ﾌｸｼﾏ ﾐｷｵ ｍｉｋｉｏ
344 ハーフ一般男子（50歳代） 3284 1:37:09 宮沢　憲一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ コモン栗橋
345 ハーフ一般男子（18～39歳） 1239 1:37:14 大久保　慎一 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ -
346 ハーフ一般男子（18～39歳） 1543 1:37:15 岩渕　康樹 ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳｷ 狭山市役所
347 ハーフ一般男子（50歳代） 3016 1:37:20 柴崎　浩 ｼﾊﾞｻ ﾋﾛｼ さいたま走友会
348 ハーフ一般男子（18～39歳） 1210 1:37:21 齋藤　淳太郎 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ ＦＲＣ
349 ハーフ一般男子（40歳代） 2607 1:37:22 武岡　一満 ﾀｹｵｶ ｶｽﾞﾐﾂ （株）エフテック
350 ハーフ一般男子（50歳代） 3098 1:37:22 田村　和男 - -
351 ハーフ一般男子（40歳代） 2352 1:37:26 太田　雅俊 ｵｵﾀ ﾏｻﾄｼ 特攻走
352 ハーフ一般女子（40歳代） 6034 1:37:26 吉松　菜保子 ﾖｼﾏﾂ ﾅｵｺ -
353 ハーフ一般男子（50歳代） 3030 1:37:27 田中　照久 ﾀﾅｶ ﾃﾙﾋｻ 日本政策金融公庫
354 ハーフ一般男子（40歳代） 2305 1:37:28 菊地　朝志 ｷｸﾁ ﾄﾓｼ -
355 ハーフ一般男子（40歳代） 2557 1:37:31 新井　仁 ｱﾗｲ ｼﾞﾝ -
356 ハーフ一般男子（40歳代） 2053 1:37:33 村井　和浩 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 杜の都日本酒会
357 ハーフ一般男子（50歳代） 3168 1:37:33 太田　克則 ｵｵﾀ ｶﾂﾉﾘ -
358 ハーフ一般女子（50歳代） 7063 1:37:34 中村　絵理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ザバス和光
359 ハーフ一般男子（40歳代） 2373 1:37:43 小林　正信 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾌﾞ ＮＡＬＵ　ＳＥＡ
360 ハーフ一般男子（50歳代） 3251 1:37:44 阿部　恒夫 ｱﾍﾞ ﾂﾈｵ 東京センチュリー
361 ハーフ一般男子（40歳代） 2028 1:37:47 山崎　進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 走れ！久っ喜～ず。
362 ハーフ一般男子（40歳代） 2016 1:37:48 矢野　龍太郎 ﾔﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ サンシャイン久喜
363 ハーフ一般男子（18～39歳） 1006 1:37:51 石井　宏和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ ティプネス久喜
364 ハーフ一般男子（18～39歳） 1180 1:37:52 宝珠戸　陽介 ﾎｳｼﾞｭﾄ ﾖｳｽｹ ウムヴェルト株式会社
365 ハーフ一般男子（50歳代） 3224 1:37:56 小堤　正之 ｺﾂﾞﾂﾐ ﾏｻﾕｷ Ｄ２
366 ハーフ一般男子（18～39歳） 1355 1:38:03 会田　誠 ｱｲﾀﾞ ﾏｺﾄ 大日本印刷久喜
367 ハーフ一般男子（18～39歳） 1728 1:38:04 江頭　翔 ｴｶﾞｼﾗ ｼｮｳ 会社員
368 ハーフ一般男子（60歳代） 4149 1:38:05 金古　富士夫 ｶﾈｺ ﾌｼﾞｵ -
369 ハーフ一般男子（18～39歳） 1148 1:38:07 稲井　順平 ｲﾅｲ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ -
370 ハーフ一般男子（18～39歳） 1064 1:38:09 酒井　謙介 ｻｶｲ ｹﾝｽｹ もえ
371 ハーフ一般女子（40歳代） 6015 1:38:10 清水　智子 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｺ チーム３１５
372 ハーフ一般男子（18～39歳） 1422 1:38:12 植竹　強 ｳｴﾀｹ ﾂﾖｼ 池沢ＲＣ
373 ハーフ一般男子（40歳代） 2532 1:38:12 馬場　淳 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ -
374 ハーフ一般男子（18～39歳） 1412 1:38:14 近藤　雄介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 春日部高校應援指導部ＯＢ
375 ハーフ一般男子（40歳代） 2089 1:38:17 山本　武久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋｻ 株式会社トクホン
376 ハーフ一般女子（50歳代） 7013 1:38:17 冨永　美佐子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾐｻｺ 浦和駄馬０－０
377 ハーフ一般男子（18～39歳） 1228 1:38:19 小林　洋平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ ＳＮＲ
378 ハーフ一般男子（18～39歳） 1173 1:38:24 宮崎　英樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 三十路マラソン部
379 ハーフ一般男子（18～39歳） 1323 1:38:25 戸塚　孝 ﾄﾂｶ ﾀｶｼ -
380 ハーフ一般男子（50歳代） 3246 1:38:28 恩田　直一 ｵﾝﾀﾞ ﾅｵｶｽﾞ 日本通信紙株式会社



381 ハーフ一般男子（40歳代） 2046 1:38:30 松沢　健一 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ふわっぴー
382 ハーフ一般男子（50歳代） 3043 1:38:31 吉田　正一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 栗橋走友会
383 ハーフ一般男子（40歳代） 2351 1:38:33 古田土　長夫 ｺﾀﾄ ﾅｶﾞｵ 自衛業
384 ハーフ一般男子（50歳代） 3067 1:38:37 石原　博 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ -
385 ハーフ一般男子（60歳代） 4015 1:38:39 森谷　博行 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ 作戦会議
386 ハーフ一般男子（18～39歳） 1493 1:38:45 入江　邦宏 ｲﾘｴ ｸﾆﾋﾛ -
387 ハーフ一般男子（40歳代） 2075 1:38:46 山田　博明 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ -
388 ハーフ一般男子（18～39歳） 1311 1:38:47 山口　孝一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ -
389 ハーフ一般男子（18～39歳） 1253 1:38:48 松本　雄佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 東京農工大学
390 ハーフ一般男子（18～39歳） 1142 1:38:50 山本　潤 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ チーム三ちゃん
391 ハーフ一般男子（18～39歳） 1215 1:38:52 金嶋　剛 ｶﾈｼﾏ ﾂﾖｼ ひこべえＲＣ
392 ハーフ一般男子（40歳代） 2577 1:38:53 駒　一弘 ｺﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 五霞町役場
393 ハーフ一般男子（50歳代） 3317 1:38:54 太田　隆 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 朝霞ノースＦ
394 ハーフ一般男子（50歳代） 3181 1:38:56 下田　英一 ｼﾓﾀﾞ ｴｲｲﾁ チーム三ちゃん
395 ハーフ一般男子（18～39歳） 1344 1:38:59 堀口　孝人 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾄ 西小学校
396 ハーフ一般女子（18～39歳） 5020 1:39:00 松尾　恵子 ﾏﾂｵ ｹｲｺ ティップネス久喜
397 ハーフ一般男子（18～39歳） 1079 1:39:03 斉藤　光晴 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ -
398 ハーフ一般男子（18～39歳） 1221 1:39:04 松田　大樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 宮代町
399 ハーフ一般男子（40歳代） 2055 1:39:04 笠原　直輝 ｶｻﾊﾗ ﾅｵｷ 東大宮
400 ハーフ一般男子（50歳代） 3182 1:39:05 永安　薫 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｵﾙ -
401 ハーフ一般男子（18～39歳） 1003 1:39:06 佐藤　卓哉 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 武田薬品工業
402 ハーフ一般男子（18～39歳） 1302 1:39:10 野島　健史 ﾉｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東鷲宮ＦＣ
403 ハーフ一般男子（18～39歳） 1260 1:39:10 高橋　明典 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾉﾘ ㈱啓愛社
404 ハーフ一般男子（40歳代） 2068 1:39:10 都丸　宏光 ﾄﾏﾙ ﾋﾛﾐﾂ ＡＲＣ
405 ハーフ一般男子（18～39歳） 1128 1:39:12 竹原　公二 ﾀｹﾊﾗ ｺｳｼﾞ チ－ム妖怪
406 ハーフ一般男子（40歳代） 2155 1:39:12 篠沢　洋平 ｼﾉｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ たけしーず
407 ハーフ一般男子（18～39歳） 1095 1:39:14 原田　慎一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ -
408 ハーフ一般男子（40歳代） 2471 1:39:14 尾縄　祥浩 ｵﾅﾜ ﾖｼﾋﾛ -
409 ハーフ一般男子（18～39歳） 1617 1:39:15 小松原　太一 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｲﾁ ＢＳＦＴ
410 ハーフ一般男子（18～39歳） 1027 1:39:15 森　隆 ﾓﾘ ﾀｶｼ チームあけちゃん
411 ハーフ一般男子（40歳代） 2580 1:39:16 橋本　賢一 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ メトラン
412 ハーフ一般男子（40歳代） 2102 1:39:17 久保　聡 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ 東京薬科大
413 ハーフ一般男子（18～39歳） 1170 1:39:18 山本　将史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ バスラン
414 ハーフ一般男子（40歳代） 2170 1:39:21 澤田　充弘 ｻﾜﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 日本信号
415 ハーフ一般男子（40歳代） 2040 1:39:23 畠山　真弘 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ -
416 ハーフ一般男子（40歳代） 2241 1:39:24 中野　敏行 ﾅｶﾉ ﾄｼﾕｷ -
417 ハーフ一般女子（40歳代） 6027 1:39:24 塩田　真由美 ｼｵﾀ ﾏﾕﾐ 町谷ママ
418 ハーフ一般男子（60歳代） 4122 1:39:26 大島　誠一郎 ｵｵｼﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ 埼玉県庁走友会
419 ハーフ一般男子（50歳代） 3136 1:39:27 清水　恒男 ｼﾐｽﾞ ﾂﾈｵ -
420 ハーフ一般男子（18～39歳） 1071 1:39:28 高村　祥吾 ﾀｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 会社員
421 ハーフ一般男子（50歳代） 3071 1:39:30 正井　英夫 ﾏｻｲ ﾋﾃﾞｵ クロスワン
422 ハーフ一般男子（18～39歳） 1309 1:39:31 大平　正信 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ ｔｅａｍ　ｏｖｅｒ　３０
423 ハーフ一般男子（50歳代） 3195 1:39:32 木村　経生 ｷﾑﾗ ﾂﾈｵ 株式会社　佼成出版社
424 ハーフ一般男子（18～39歳） 1254 1:39:36 須藤　陽平 ｽﾄｳ ﾖｳﾍｲ 明治大学
425 ハーフ一般男子（40歳代） 2013 1:39:37 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 走れ！久っ喜～ず
426 ハーフ一般男子（50歳代） 3132 1:39:38 野島　弥八郎 ﾉｼﾞﾏ ﾔﾊﾁﾛｳ -
427 ハーフ一般男子（40歳代） 2189 1:39:40 松村　正孝 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾀｶ ＫＨＫマラソン部
428 ハーフ一般男子（50歳代） 3156 1:39:40 織田　義秋 ｵﾀﾞ ﾖｼｱｷ 草加ＪＯＧＳ
429 ハーフ一般男子（18～39歳） 1361 1:39:41 太田　真輝 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 久喜小学校
430 ハーフ一般男子（40歳代） 2432 1:39:45 大塚　勇 ｵｵﾂｶ ｲｻﾑ 大成建設
431 ハーフ一般男子（40歳代） 2045 1:39:47 高橋　聡 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 仕切板
432 ハーフ一般男子（40歳代） 2501 1:39:49 落合　悟 ｵﾁｱｲ ｻﾄﾙ -
433 ハーフ一般男子（50歳代） 3029 1:39:50 三井　朗 ﾐﾂｲ ｱｷﾗ 都立豊島高校
434 ハーフ一般男子（60歳代） 4011 1:39:50 荒井　伸明 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｱｷ 香日向
435 ハーフ一般男子（40歳代） 2090 1:39:51 鹿沼　幸祐 ｶﾇﾏ ｺｳｽｹ 大正製薬株式会社
436 ハーフ一般男子（18～39歳） 1331 1:40:03 辰野　伸吾 ﾀﾂﾉ ｼﾝｺﾞ -
437 ハーフ一般男子（40歳代） 2070 1:40:03 上江　直樹 ｶﾐｴ ﾅｵｷ ハローワーク
438 ハーフ一般男子（40歳代） 2012 1:40:04 豊嶋　淳志 ﾄﾖｼﾏ ｱﾂｼ Ｊａｚｚ　Ｐｒｏｂｅ　Ｔｏｋｙ
439 ハーフ一般男子（60歳代） 4216 1:40:08 二階堂　隆 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ パン工場
440 ハーフ一般女子（50歳代） 7056 1:40:08 二階堂　紀子 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾉﾘｺ パン工場
441 ハーフ一般男子（40歳代） 2326 1:40:09 秋本　将亨 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ -
442 ハーフ一般男子（40歳代） 2184 1:40:13 東畑　雅昭 ﾄｳﾊﾀ ﾏｻｱｷ ハートランド大宮
443 ハーフ一般男子（18～39歳） 1375 1:40:17 塚田　光 ﾂｶﾀﾞ ﾋｶﾙ ㈱武蔵野化学
444 ハーフ一般男子（18～39歳） 1019 1:40:20 西山　宏 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ -



445 ハーフ一般男子（18～39歳） 1396 1:40:21 大塚　友喜 ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ しんあいＲＣ
446 ハーフ一般男子（18～39歳） 1715 1:40:22 種村　直人 ﾀﾈﾑﾗ ﾅｵﾄ -
447 ハーフ一般男子（50歳代） 3103 1:40:23 古川　啓一 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｲﾁ 日本信号株式会社
448 ハーフ一般男子（50歳代） 3177 1:40:24 島田　和彦 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 公務員
449 ハーフ一般女子（50歳代） 7003 1:40:25 ギバード　サンディ ｷﾞﾊﾞｰﾄﾞ ｻﾝﾃﾞｨ すみだラン倶楽部
450 ハーフ一般男子（18～39歳） 1387 1:40:28 月山　裕樹 ﾂｷﾔﾏ ﾕｳｷ -
451 ハーフ一般男子（40歳代） 2488 1:40:28 小林　徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ -
452 ハーフ一般男子（18～39歳） 1608 1:40:30 関　和真 ｾｷ ｶｽﾞﾏ 蓮田融走会
453 ハーフ一般男子（50歳代） 3083 1:40:31 山田　喜重 ﾔﾏﾀﾞ ｷｼﾞｭｳ ヤマダ
454 ハーフ一般男子（40歳代） 2121 1:40:35 柳橋　真人 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾏｺﾄ -
455 ハーフ一般男子（40歳代） 2062 1:40:40 目黒　豊人 ﾒｸﾞﾛ ﾄﾖﾋﾄ チームあけちゃん
456 ハーフ一般男子（40歳代） 2076 1:40:40 塩田　英樹 ｼｵﾀ ﾋﾃﾞｷ 会社員
457 ハーフ一般男子（50歳代） 3113 1:40:43 大久保　裕一 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｲﾁ -
458 ハーフ一般男子（50歳代） 3258 1:40:45 岡部　一宏 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 加治中学校教員
459 ハーフ一般男子（40歳代） 2317 1:40:52 渡辺　英一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ 渡辺巧芸株式会社
460 ハーフ一般男子（18～39歳） 1549 1:40:55 小林　史弥 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 國學院大學
461 ハーフ一般男子（40歳代） 2606 1:40:59 菅野　完 ｶﾝﾉ ﾀﾓﾂ Ｎｉｋｋｏｌマラソン部
462 ハーフ一般男子（18～39歳） 1038 1:41:01 初野　渉 ﾊﾂﾉ ﾜﾀﾙ 創価大学大学院
463 ハーフ一般女子（40歳代） 6033 1:41:01 高橋　郁美 ﾀｶﾊｼ ｲｸﾐ ｔａｋａｈａｓｈｉ
464 ハーフ一般男子（18～39歳） 1334 1:41:04 高岡　健介 ﾀｶｵｶ ｹﾝｽｹ 公務員
465 ハーフ一般男子（60歳代） 4120 1:41:06 池田　健 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ 富士ゼロックス
466 ハーフ一般女子（50歳代） 7030 1:41:07 長谷川　孝枝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｴ -
467 ハーフ一般男子（18～39歳） 1495 1:41:08 柏崎　敬志 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀｶｼ ＫＳＳ
468 ハーフ一般男子（40歳代） 2280 1:41:09 平野　義洋 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ 平成食品工業
469 ハーフ一般男子（40歳代） 2165 1:41:12 渡辺　慎司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 会社員
470 ハーフ一般男子（40歳代） 2134 1:41:12 藤沼　均 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾋﾄｼ ルームランナーズ
471 ハーフ一般男子（18～39歳） 1553 1:41:14 山口　亮 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 大正製薬
472 ハーフ一般男子（40歳代） 2364 1:41:16 椎名　一仁 ｼｲﾅ ｶｽﾞﾋﾄ 会社員
473 ハーフ一般男子（60歳代） 4069 1:41:21 鈴木　晴男 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｵ 兄貴会
474 ハーフ一般男子（40歳代） 2152 1:41:22 木村　正三 ｷﾑﾗ ｼｮｳｿﾞｳ 東京マラソン遊びたい！
475 ハーフ一般男子（18～39歳） 1285 1:41:23 佐藤　崇幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 整形外科　チームアズ
476 ハーフ一般男子（40歳代） 2327 1:41:23 菅家　宏幸 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ -
477 ハーフ一般男子（18～39歳） 1460 1:41:25 重野　豊 ｼｹﾞﾉ ﾕﾀｶ ｃａｐ
478 ハーフ一般男子（18～39歳） 1340 1:41:27 渡部　茂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ Ｓ＿ＲＵＮ
479 ハーフ一般男子（18～39歳） 1510 1:41:29 松永　優年 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ -
480 ハーフ一般男子（18～39歳） 1665 1:41:30 武井　伸光 ﾀｹｲ ﾉﾌﾞﾐﾂ 伊藤忠食品株式会社
481 ハーフ一般男子（50歳代） 3353 1:41:35 渡邊　旨紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ ぴょんきち
482 ハーフ一般女子（18～39歳） 5086 1:41:35 江川　友菜 ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 文教大学
483 ハーフ一般男子（40歳代） 2551 1:41:38 渡邉　裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ ポートガリバー
484 ハーフ一般男子（18～39歳） 1558 1:41:39 吉野　圭亮 ﾖｼﾉ ｹｲｽｹ -
485 ハーフ一般男子（18～39歳） 1535 1:41:40 廣瀬　傑 ﾋﾛｾ ｽｸﾞﾙ カニカーニ
486 ハーフ一般男子（40歳代） 2067 1:41:41 大沼　宏 ｵｵﾇﾏ ﾋﾛｼ 東京理科大学
487 ハーフ一般男子（18～39歳） 1673 1:41:42 米村　至 ﾖﾈﾑﾗ ｲﾀﾙ -
488 ハーフ一般男子（40歳代） 2407 1:41:42 本間　英和 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ＨＹ６０
489 ハーフ一般男子（18～39歳） 1195 1:41:44 西中　伸太郎 ﾆｼﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ ＫＯＳＡＫＵＩＮ＇Ｓ
490 ハーフ一般男子（50歳代） 3222 1:41:44 加藤　功 ｶﾄｳ ｲｻｵ 宮代ＭＭ走友会
491 ハーフ一般男子（50歳代） 3065 1:41:45 高土居　雅法 ﾀｶﾄﾞｲ ﾏｻﾉﾘ -
492 ハーフ一般男子（50歳代） 3116 1:41:49 板橋　寛 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛｼ ＴＫＢ
493 ハーフ一般男子（50歳代） 3345 1:41:51 大貫　裕之 ｵｵﾇｷ ﾋﾛﾕｷ -
494 ハーフ一般男子（18～39歳） 1167 1:41:54 山根　政紀 ﾔﾏﾈ ﾏｻｷ ＵＰＲＣ
495 ハーフ一般女子（40歳代） 6064 1:41:54 石橋　明子 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷｺ -
496 ハーフ一般男子（18～39歳） 1202 1:41:58 松崎　孝紀 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 株式会社Ｍａｙ－ｐｌｕｓ
497 ハーフ一般男子（18～39歳） 1469 1:42:02 小野寺　将太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 文教大学
498 ハーフ一般男子（18～39歳） 1024 1:42:04 二口　孝志 ﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ -
499 ハーフ一般男子（40歳代） 2292 1:42:06 竹本　睦弘 ﾀｹﾓﾄ ﾑﾂﾋﾛ チーム三ちゃん
500 ハーフ一般男子（40歳代） 2440 1:42:10 田村　圭司 ﾀﾑﾗ ｹｲｼﾞ ＯＬＣ
501 ハーフ一般女子（40歳代） 6023 1:42:12 清水　和美 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾐ 白岡市
502 ハーフ一般男子（18～39歳） 1134 1:42:15 柴崎　俊和 ｼﾊﾞｻｷ ﾄｼｶｽﾞ 学習院大院
503 ハーフ一般男子（18～39歳） 1137 1:42:17 髙山　敏彦 ﾀｶﾔﾏ ﾄｼﾋｺ Ｂｕｍ◆ｂｕｍ
504 ハーフ一般男子（40歳代） 2101 1:42:18 荒井　章博 ｱﾗｲ ｱｷﾋﾛ ティップネス久喜
505 ハーフ一般男子（50歳代） 3006 1:42:20 岩本　幸康 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷﾔｽ -
506 ハーフ一般女子（50歳代） 7067 1:42:21 堀内　悦子 ﾎﾘｳﾁ ｴﾂｺ 越谷ＭＣ
507 ハーフ一般男子（50歳代） 3055 1:42:23 倉田　林一 ｸﾗﾀ ﾘﾝｲﾁ ティップネス久喜
508 ハーフ一般男子（18～39歳） 1101 1:42:25 渡辺　智紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 県立久喜工業高校



509 ハーフ一般男子（50歳代） 3049 1:42:25 高橋　一紀 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ ニッポンランナーズ
510 ハーフ一般男子（40歳代） 2391 1:42:26 森岡　秀文 ﾓﾘｵｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ チームひらら
511 ハーフ一般男子（18～39歳） 1492 1:42:27 高橋　遼太郎 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｔｅａｍ　ｉｎａｋｉｃｈｉ
512 ハーフ一般男子（18～39歳） 1745 1:42:28 松山　有志 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳｼ 会社員
513 ハーフ一般男子（60歳代） 4020 1:42:30 福山　泰夫 ﾌｸﾔﾏ ﾔｽｵ 加須走友会
514 ハーフ一般男子（18～39歳） 1696 1:42:31 矢嶋　督雄 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｵ 久喜クラブ
515 ハーフ一般男子（18～39歳） 1356 1:42:33 大熊　真幸 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾕｷ -
516 ハーフ一般男子（50歳代） 3230 1:42:35 下野　由紀雄 ｼﾓﾉ ﾕｷｵ ＪＣＳ
517 ハーフ一般男子（50歳代） 3190 1:42:35 齋藤　滋 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 埼玉南走友会
518 ハーフ一般男子（18～39歳） 1229 1:42:36 須藤　弘之 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ -
519 ハーフ一般男子（50歳代） 3129 1:42:38 河原　孝史 ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ ふとっちょ
520 ハーフ一般男子（18～39歳） 1205 1:42:39 田中　宗吾 ﾀﾅｶ ｿｳｺﾞ -
521 ハーフ一般男子（60歳代） 4156 1:42:44 吉岡　由夫 ﾖｼｵｶ ﾖｼｵ -
522 ハーフ一般男子（18～39歳） 1694 1:42:45 中西　昭博 ﾅｶﾆｼ ｱｷﾋﾛ 久喜クラブ
523 ハーフ一般男子（40歳代） 2104 1:42:55 安藤　裕之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ -
524 ハーフ一般男子（18～39歳） 1392 1:42:58 丸井　義博 ﾏﾙｲ ﾖｼﾋﾛ 荒川塗料工業㈱
525 ハーフ一般男子（50歳代） 3094 1:42:58 久保田　聡 ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｼ 日本信号
526 ハーフ一般男子（40歳代） 2382 1:42:59 中内　久士 ﾅｶｳﾁ ﾋｻｼ -
527 ハーフ一般男子（40歳代） 2404 1:43:00 田島　広喜 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 毛呂山町
528 ハーフ一般男子（40歳代） 2186 1:43:01 高橋　洋 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ ＯＳＫ＆物理よっちゃん
529 ハーフ一般男子（18～39歳） 1501 1:43:02 砂川　正樹 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻｷ ＦＨＩ
530 ハーフ一般男子（18～39歳） 1414 1:43:04 磯上　一成 ｲｿｶﾞﾐ ｲｯｾｲ 慶應義塾大学病院
531 ハーフ一般男子（60歳代） 4228 1:43:05 吉田　英男 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ タスポ
532 ハーフ一般男子（18～39歳） 1002 1:43:06 山田　達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ -
533 ハーフ一般男子（50歳代） 3279 1:43:06 稲見　智 ｲﾅﾐ ｻﾄｼ ｔｅａｍ　ｉｎａｋｉｃｈｉ
534 ハーフ一般男子（50歳代） 3140 1:43:11 荻山　誠二 ｵｷﾞﾔﾏ ｾｲｼﾞ -
535 ハーフ一般男子（50歳代） 3034 1:43:12 阿部　秀晴 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 野村総合研究所
536 ハーフ一般女子（40歳代） 6003 1:43:13 樋口　紅三子 ﾋｸﾞﾁ ｸﾐｺ ＮＥＳ－ＲＣ
537 ハーフ一般男子（18～39歳） 1358 1:43:14 神谷　学 ｶﾐﾔ ﾏﾅﾌﾞ -
538 ハーフ一般男子（18～39歳） 1395 1:43:14 工藤　健志 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ しんあいＲＣ
539 ハーフ一般男子（50歳代） 3133 1:43:14 梅原　宏幸 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ＦＣ桜田
540 ハーフ一般男子（18～39歳） 1357 1:43:16 滝川　博 ﾀｷｶﾞﾜ ﾋﾛｼ （株）クライムホーム
541 ハーフ一般男子（18～39歳） 1571 1:43:16 清野　裕直 ｾｲﾉ ﾋﾛﾅｵ -
542 ハーフ一般男子（60歳代） 4045 1:43:17 岡江　裕司 ｵｶｴ ﾋﾛｼ チームくものこ
543 ハーフ一般男子（40歳代） 2414 1:43:19 田熊　純也 ﾀｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ さいたま
544 ハーフ一般男子（18～39歳） 1199 1:43:25 近藤　健太郎 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ -
545 ハーフ一般男子（18～39歳） 1282 1:43:26 金子　将之 ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ 日立
546 ハーフ一般男子（50歳代） 3087 1:43:27 四枝　修二 ﾖﾂｴﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 久喜市立久喜東中学校
547 ハーフ一般男子（50歳代） 3207 1:43:30 石川　勝利 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ -
548 ハーフ一般男子（50歳代） 3172 1:43:31 中島　勝則 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾉﾘ ナカジ酔走会
549 ハーフ一般男子（40歳代） 2303 1:43:33 富田　進 ﾄﾐﾀ ｽｽﾑ 埼玉中央郵便局
550 ハーフ一般男子（40歳代） 2010 1:43:35 島田　日出夫 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 会社員
551 ハーフ一般男子（50歳代） 3152 1:43:35 磯村　国生 ｲｿﾑﾗ ｸﾆｵ 別所沼スマイル
552 ハーフ一般男子（18～39歳） 1348 1:43:37 佐藤　誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 日本信号（株）
553 ハーフ一般男子（18～39歳） 1446 1:43:37 渡沼　純一 ﾜﾀﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 上尾医専Ｐ１
554 ハーフ一般男子（40歳代） 2491 1:43:39 蜂須賀　喜泰 ﾊﾁｽｶ ｷﾖｼ 久喜市役所
555 ハーフ一般男子（40歳代） 2409 1:43:42 市原　理 ｲﾁﾊﾗ ｵｻﾑ 会社員
556 ハーフ一般男子（40歳代） 2041 1:43:43 井上　雅之 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ チーム白山
557 ハーフ一般男子（18～39歳） 1468 1:43:53 橋爪　寛太 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾝﾀ 八潮中学校　教諭
558 ハーフ一般男子（18～39歳） 1094 1:43:56 小島　直政 ｺｼﾞﾏ ﾅｵﾏｻ -
559 ハーフ一般男子（50歳代） 3096 1:43:56 斎藤　秀一 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ シギーズ
560 ハーフ一般男子（40歳代） 2161 1:43:58 吉村　明敏 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄｼ -
561 ハーフ一般男子（40歳代） 2366 1:43:59 石川　誓 ｲｼｶﾜ ﾁｶｳ ＮＲＥ山歩会
562 ハーフ一般男子（60歳代） 4136 1:44:02 三浦　智 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ -
563 ハーフ一般男子（50歳代） 3121 1:44:04 高木　茂 ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾙ ＥＨＴ
564 ハーフ一般男子（60歳代） 4223 1:44:05 馬場　昭 ﾊﾞﾊﾞ ｱｷﾗ 会社員
565 ハーフ一般男子（40歳代） 2439 1:44:06 佐々木　広徳 ｻｻｷ ﾋﾛﾉﾘ 板倉運輸
566 ハーフ一般女子（18～39歳） 5102 1:44:08 弓野　真由子 ﾕﾐﾉ ﾏﾕｺ -
567 ハーフ一般男子（18～39歳） 1149 1:44:10 小寺　雄基 ｺﾃﾞﾗ ﾕｳｷ -
568 ハーフ一般男子（50歳代） 3112 1:44:10 尾形　均 ｵｶﾞﾀ ﾋﾄｼ ３ＤＸＺＹ白岡
569 ハーフ一般男子（40歳代） 2096 1:44:13 上村　賢司 ｶﾐﾑﾗ ｹﾝｼﾞ くっきー＆つばさ
570 ハーフ一般女子（60歳代） 8004 1:44:20 酒井　悦子 ｻｶｲ ｴﾂｺ チームのこのこ
571 ハーフ一般男子（40歳代） 2484 1:44:23 霜田　光廣 ｼﾓﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 霜田賃貸住宅
572 ハーフ一般女子（18～39歳） 5012 1:44:24 宇津井　菜津紀 ｳﾂｲ ﾅﾂｷ 桃山台ＪＣ



573 ハーフ一般男子（40歳代） 2125 1:44:26 沼田　昌 ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ フリー
574 ハーフ一般男子（60歳代） 4147 1:44:27 前田　晃 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 楽健走会
575 ハーフ一般男子（40歳代） 2065 1:44:30 結城　成貴 ﾕｳｷ ｼｹﾞﾀｶ Ｙｕｋｉ　ｆａｍｉｌｙ
576 ハーフ一般男子（60歳代） 4110 1:44:30 石橋　芳夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｵ -
577 ハーフ一般男子（50歳代） 3232 1:44:31 丸本　幸宏 ﾏﾙﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 越谷ＭＣ
578 ハーフ一般男子（40歳代） 2244 1:44:35 丸山　智由 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ マラソン経済研究所
579 ハーフ一般男子（40歳代） 2593 1:44:36 関根　茂 ｾｷﾈ ｼｹﾞﾙ ランラン
580 ハーフ一般男子（60歳代） 4034 1:44:37 野澤　正 - -
581 ハーフ一般男子（18～39歳） 1498 1:44:39 稲井　真 ｲﾅｲ ﾏｺﾄ 東京大学大学院
582 ハーフ一般男子（18～39歳） 1258 1:44:39 上田　道久 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁﾋｻ 資生堂久喜工場
583 ハーフ一般男子（40歳代） 2035 1:44:44 志間　裕 ｼﾏ ﾕﾀｶ ニンニック
584 ハーフ一般男子（40歳代） 2481 1:44:44 川上　大悟 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 朝日新聞
585 ハーフ一般男子（50歳代） 3218 1:44:46 大高　晋 ｵｵﾀｶ ｽｽﾑ カバドッとＲＣ
586 ハーフ一般男子（40歳代） 2164 1:44:47 池田　昌弘 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 会社員
587 ハーフ一般男子（50歳代） 3019 1:44:47 渡辺　敏彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋｺ 平和湯
588 ハーフ一般男子（18～39歳） 1317 1:44:54 臼井　優人 ｳｽｲ ﾕｳﾄ ＵＳＴ５６
589 ハーフ一般男子（60歳代） 4091 1:44:54 近藤　光 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳ ＢｅａｎｓＢｅａｍ
590 ハーフ一般男子（40歳代） 2240 1:44:55 福原　徹 ﾌｸﾊﾗ ﾄｵﾙ -
591 ハーフ一般男子（60歳代） 4198 1:44:55 岡本　秀樹 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ -
592 ハーフ一般男子（18～39歳） 1557 1:44:57 矢嶋　匡 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 教員
593 ハーフ一般男子（18～39歳） 1087 1:44:58 塩田　竜太郎 ｼｵﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 芝浦工業大学
594 ハーフ一般男子（50歳代） 3135 1:44:59 杉浦　正和 ｽｷﾞｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県立久喜高等学校
595 ハーフ一般男子（40歳代） 2552 1:45:00 漆原　昭仁 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｱｷﾋﾄ 日立金属
596 ハーフ一般男子（60歳代） 4163 1:45:00 野村　修二 ﾉﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ ノムテック
597 ハーフ一般男子（18～39歳） 1399 1:45:01 山田　定雄 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 千日走会
598 ハーフ一般男子（40歳代） 2594 1:45:02 青木　崇 ｱｵｷ ﾀｶｼ 水戸刑務所駅伝部
599 ハーフ一般男子（60歳代） 4018 1:45:08 平山　武文 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 栗原走友会
600 ハーフ一般男子（18～39歳） 1363 1:45:10 三浦　涼輔 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 埼玉東部消防局
601 ハーフ一般男子（18～39歳） 1731 1:45:13 坂本　達哉 ｻｶﾓﾄ ﾀﾂﾔ サカモト
602 ハーフ一般男子（50歳代） 3147 1:45:17 落合　利行 ｵﾁｱｲ ﾄｼﾕｷ -
603 ハーフ一般男子（60歳代） 4157 1:45:17 島村　五 ｼﾏﾑﾗ ｶｽﾞ -
604 ハーフ一般男子（40歳代） 2527 1:45:20 向井　義行 ﾑｶｲ ﾖｼﾕｷ -
605 ハーフ一般男子（18～39歳） 1434 1:45:26 谷山　亮平 ﾀﾆﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 日立関東
606 ハーフ一般男子（18～39歳） 1175 1:45:27 高橋　友哉 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ ふさふさ
607 ハーフ一般男子（18～39歳） 1529 1:45:28 岸本　裕幹 ｷｼﾓﾄ ﾕｳｷ 株式会社ワイ・シー・シー
608 ハーフ一般男子（50歳代） 3032 1:45:28 城　宏之 ﾀﾁ ﾋﾛﾕｷ 遊岳荘ＲＴ
609 ハーフ一般女子（40歳代） 6107 1:45:29 田島　節子 ﾀｼﾞﾏ ｾﾂｺ （株）富士住建
610 ハーフ一般男子（40歳代） 2341 1:45:31 川野　和之 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾕｷ 東京陸協
611 ハーフ一般男子（18～39歳） 1336 1:45:33 清本　武史 ｷﾖﾓﾄ ﾀｹｼ ＫＩＹＯらんらん倶楽部
612 ハーフ一般男子（18～39歳） 1225 1:45:34 高橋　聡 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ -
613 ハーフ一般男子（50歳代） 3045 1:45:34 海老原　正明 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｱｷ 吉羽在住
614 ハーフ一般男子（60歳代） 4207 1:45:34 小暮　勇 ｺｸﾞﾚ ｲｻﾑ 不動岡高校
615 ハーフ一般男子（40歳代） 2197 1:45:35 小浦　俊彦 ｵｳﾗ ﾄｼﾋｺ ｋｅｉｓａｋｕ
616 ハーフ一般男子（18～39歳） 1312 1:45:37 山路　雄太 ﾔﾏｼﾞ ﾕｳﾀ -
617 ハーフ一般男子（40歳代） 2237 1:45:39 小川　登志幸 ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 片柳分団
618 ハーフ一般男子（60歳代） 4057 1:45:40 藤田　敏信 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾉﾌﾞ コナミ
619 ハーフ一般男子（18～39歳） 1516 1:45:41 石部　賢史 - -
620 ハーフ一般女子（18～39歳） 5008 1:45:43 蛭　佐知 ｴﾋﾞｽ ｻﾁ -
621 ハーフ一般男子（18～39歳） 1102 1:45:47 栗田　雅彦 ｸﾘﾀ ﾏｻﾋｺ コヤマ工業株式会社
622 ハーフ一般男子（18～39歳） 1384 1:45:49 伊部　俊孝 ｲﾍﾞ ﾄｼﾀｶ 亀倶楽部
623 ハーフ一般男子（18～39歳） 1701 1:45:49 有山　博 ｱﾘﾔﾏ ﾋﾛｼ -
624 ハーフ一般男子（40歳代） 2281 1:45:51 黒崎　進 ｸﾛｻｷ ｽｽﾑ 新座
625 ハーフ一般男子（18～39歳） 1265 1:45:52 蓮実　純夫 ﾊｽﾐ ｽﾐｵ 久喜市役所
626 ハーフ一般男子（50歳代） 3149 1:45:55 正木　昇 ﾏｻｷ ﾉﾎﾞﾙ ＭＲｔ
627 ハーフ一般男子（18～39歳） 1146 1:45:56 新井　和行 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 春高応援指導部ＯＢ高５５回
628 ハーフ一般男子（40歳代） 2487 1:45:59 平石　誠 ﾋﾗｲｼ ﾏｺﾄ 内閣府
629 ハーフ一般男子（60歳代） 4141 1:46:05 並木　秀夫 ﾅﾐｷ ﾋﾃﾞｵ -
630 ハーフ一般男子（40歳代） 2506 1:46:06 泉屋　敏弘 ｲｽﾞﾐﾔ ﾄｼﾋﾛ -
631 ハーフ一般男子（40歳代） 2049 1:46:08 村上　聡 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 日本信号＆ﾎﾟｽﾚﾀｰｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨ久喜
632 ハーフ一般男子（18～39歳） 1069 1:46:13 渡辺　和貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ -
633 ハーフ一般男子（40歳代） 2116 1:46:16 細田　竜 ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳ ほそだ歯科
634 ハーフ一般男子（18～39歳） 1192 1:46:17 宮下　悠 ﾐﾔｼﾀ ﾕﾀｶ -
635 ハーフ一般男子（40歳代） 2421 1:46:17 長　誠 ｵｻ ﾏｺﾄ マイライフニュース　編集部
636 ハーフ一般男子（40歳代） 2475 1:46:18 小川　泰宣 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ ＴＥＡＭ　ＬＩＺＡＲＤ



637 ハーフ一般男子（18～39歳） 1594 1:46:19 栗田　康志 ｸﾘﾀ ﾔｽｼ 未所属
638 ハーフ一般男子（40歳代） 2228 1:46:19 成澤　重晴 ﾅﾘｻﾜ ｼｹﾞﾊﾙ Ｄｅｃｏｓｉｇｎ東美株式会社
639 ハーフ一般男子（18～39歳） 1261 1:46:20 永田　智紀 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ ＲＣＭＣＺ
640 ハーフ一般男子（18～39歳） 1098 1:46:20 中島　健介 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｽｹ ビーアンドディー
641 ハーフ一般男子（40歳代） 2153 1:46:20 福田　和明 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 加須消防署
642 ハーフ一般男子（18～39歳） 1606 1:46:23 三浦　茂樹 ﾐｳﾗ ｼｹﾞｷ ガスミックス工業
643 ハーフ一般男子（18～39歳） 1726 1:46:25 澤木　一司 ｻﾜｷ ｲﾂｼ -
644 ハーフ一般男子（40歳代） 2507 1:46:25 櫻井　雄一 ｻｸﾗｲ ﾕｳｲﾁ 埼玉弁護士会民暴委員会
645 ハーフ一般男子（50歳代） 3141 1:46:25 松本　透 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ -
646 ハーフ一般男子（40歳代） 2268 1:46:26 染谷　智郎 ｿﾒﾔ ﾉﾘｵ 水戸刑走友会
647 ハーフ一般男子（18～39歳） 1231 1:46:27 武原　淳 ﾀｹﾊﾗ ｱﾂｼ -
648 ハーフ一般男子（50歳代） 3171 1:46:27 中村　成良 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾖｼ ＨＢＳ
649 ハーフ一般男子（60歳代） 4072 1:46:27 柴﨑　久男 ｼﾊﾞｻｷ ﾋｻｵ -
650 ハーフ一般男子（50歳代） 3137 1:46:28 宇津木　豊樹 ｳﾂｷ ﾄﾖｷ 埼玉縣信金
651 ハーフ一般男子（40歳代） 2120 1:46:31 福島　宗則 ﾌｸｼﾏ ﾑﾈﾉﾘ 千日走会
652 ハーフ一般男子（50歳代） 3037 1:46:31 堀　久夫 ﾎﾘ ﾋｻｵ 千日走会
653 ハーフ一般男子（18～39歳） 1470 1:46:32 及川　元太 ｵｲｶﾜ ｹﾞﾝﾀ 英姿颯走
654 ハーフ一般男子（18～39歳） 1291 1:46:33 田口　翔大 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 市町村課
655 ハーフ一般男子（18～39歳） 1301 1:46:33 澤口　修平 ｻﾜｸﾞﾁ ｼｭｳﾍｲ 市町村課
656 ハーフ一般男子（40歳代） 2361 1:46:36 村上　毅 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ ＫＪＣ
657 ハーフ一般女子（40歳代） 6068 1:46:37 橋本　世里子 ﾊｼﾓﾄ ﾖﾘｺ ビールがぶが部
658 ハーフ一般男子（18～39歳） 1463 1:46:38 堀越　宏章 ﾎﾘｺｼ ﾋﾛｱｷ ｋｂｓキックボクシングクラブ！
659 ハーフ一般男子（40歳代） 2221 1:46:41 小林　勇次 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ -
660 ハーフ一般男子（50歳代） 3325 1:46:48 三木　猛 ﾐｷ ﾀｹｼ トーカロおやじ
661 ハーフ一般男子（40歳代） 2198 1:46:49 半仁田　敦史 ﾊﾝﾆﾀ ｱﾂｼ 久喜市民
662 ハーフ一般男子（18～39歳） 1671 1:46:50 瀧田　守親 ﾀｷﾀ ﾓﾘﾁｶ 東京女子医大
663 ハーフ一般男子（40歳代） 2192 1:46:54 荒井　真一 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ 南熊野球部
664 ハーフ一般男子（40歳代） 2442 1:46:55 青木　隆弘 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 新葛飾病院
665 ハーフ一般女子（40歳代） 6001 1:46:55 河内山　桃子 ｺｳﾁﾔﾏ ﾓﾓｺ -
666 ハーフ一般男子（18～39歳） 1629 1:46:56 江口　裕樹 ｴｸﾞﾁ ﾋﾛｷ -
667 ハーフ一般男子（18～39歳） 1709 1:46:58 鈴木　幸夫 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ -
668 ハーフ一般男子（18～39歳） 1313 1:47:02 齋藤　準 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ -
669 ハーフ一般男子（60歳代） 4027 1:47:04 柴田　知幸 ｼﾊﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 桃山台ＪＣ
670 ハーフ一般男子（50歳代） 3331 1:47:05 須之内　豊 ｽﾉｳﾁ ﾕﾀｶ -
671 ハーフ一般男子（50歳代） 3292 1:47:08 佐藤　浩司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ ビルテック
672 ハーフ一般男子（18～39歳） 1337 1:47:09 木村　太一 ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ -
673 ハーフ一般男子（18～39歳） 1085 1:47:12 ホール　サイモン ﾎｰﾙ ｻｲﾓﾝ -
674 ハーフ一般男子（18～39歳） 1690 1:47:12 佐々木　大樹 ｻｻｷ ﾀﾞｲｷ ソニー生命保険
675 ハーフ一般男子（40歳代） 2171 1:47:22 上江　隆史 ｶﾐｴ ﾀｶｼ ＭＣＢＳ
676 ハーフ一般男子（50歳代） 3340 1:47:22 山崎　浩美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 久喜市役所
677 ハーフ一般男子（18～39歳） 1154 1:47:23 小沢　貴之 ｵｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ （株）マコト
678 ハーフ一般男子（18～39歳） 1505 1:47:25 鈴木　拓未 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 城北信用金庫
679 ハーフ一般男子（18～39歳） 1061 1:47:28 大森　守 ｵｵﾓﾘ ﾏﾓﾙ -
680 ハーフ一般男子（40歳代） 2340 1:47:32 崎山　勝史 ｻｷﾔﾏ ｶﾂｼ 日新化工
681 ハーフ一般男子（40歳代） 2380 1:47:33 新井　和則 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ -
682 ハーフ一般男子（18～39歳） 1639 1:47:35 斎藤　洋介 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 仲町
683 ハーフ一般男子（18～39歳） 1453 1:47:37 金子　雅之 ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ 千日走会
684 ハーフ一般男子（40歳代） 2445 1:47:37 高橋　貴之 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 二東砂
685 ハーフ一般男子（40歳代） 2543 1:47:37 川津　賢一 ｶﾜﾂﾞ ｹﾝｲﾁ ＤＬＳＣ
686 ハーフ一般男子（18～39歳） 1274 1:47:38 清水　遼太 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ -
687 ハーフ一般男子（40歳代） 2581 1:47:40 酒本　真二 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｼﾞ ｓｓ　
688 ハーフ一般男子（40歳代） 2596 1:47:43 安藤　克幸 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾕｷ ＴＦＫ
689 ハーフ一般男子（18～39歳） 1136 1:47:44 黄　耀徳 ｺｳ ﾖｳﾄｸ 久喜市
690 ハーフ一般男子（40歳代） 2478 1:47:45 江原　敏明 ｴﾊﾗ ﾄｼｱｷ ｓａｉｔａｍａｔｏｕｂｕ
691 ハーフ一般男子（18～39歳） 1341 1:47:46 舘山　翔太郎 ﾀﾃﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ チームサブズ
692 ハーフ一般男子（40歳代） 2054 1:47:49 糸永　悦史 ｲﾄﾅｶﾞ ｴﾂｼ 埼玉県
693 ハーフ一般男子（18～39歳） 1076 1:47:52 柏木　勝 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾙ せんとらる
694 ハーフ一般男子（60歳代） 4202 1:47:52 只野　健 ﾀﾀﾞﾉ ﾀｹｼ ＫＢＦ
695 ハーフ一般男子（18～39歳） 1371 1:47:53 大平　迪陽 ｵｵﾋﾗ ﾐﾁｱｷ 荒川塗料工業
696 ハーフ一般男子（50歳代） 3257 1:47:58 内田　浩行 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ウィンｓ
697 ハーフ一般男子（18～39歳） 1655 1:48:00 高橋　信基 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｷ 旭サナック
698 ハーフ一般男子（50歳代） 3342 1:48:02 福中　又之 ﾌｸﾅｶ ﾏﾀﾕｷ ゆっくり
699 ハーフ一般男子（18～39歳） 1015 1:48:04 佐藤　雄樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ -
700 ハーフ一般男子（50歳代） 3139 1:48:06 山田　直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 東書酔走会



701 ハーフ一般女子（40歳代） 6081 1:48:06 福島　佳代 ﾌｸｼﾏ ｶﾖ 会社員
702 ハーフ一般男子（60歳代） 4210 1:48:07 細井　正樹 ﾎｿｲ ﾏｻｷ -
703 ハーフ一般男子（18～39歳） 1106 1:48:09 遠藤　諒人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 株式会社日本アクセス
704 ハーフ一般男子（40歳代） 2087 1:48:09 前田　幸生 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｵ ＴＰＦＯＯＰ
705 ハーフ一般男子（40歳代） 2014 1:48:09 大村　修司 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ -
706 ハーフ一般男子（50歳代） 3286 1:48:09 森　博昭 ﾓﾘ ﾋﾛｱｷ -
707 ハーフ一般女子（50歳代） 7049 1:48:10 石井　雅子 ｲｼｲ ﾏｻｺ -
708 ハーフ一般男子（40歳代） 2517 1:48:13 赤松　誠 ｱｶﾏﾂ ﾏｺﾄ 誠マラソン部
709 ハーフ一般男子（18～39歳） 1618 1:48:14 吉場　一美 ﾖｼﾊﾞ ｶｽﾞﾐ -
710 ハーフ一般男子（18～39歳） 1661 1:48:15 早坂　秀幸 ﾊﾔｻｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 早坂
711 ハーフ一般男子（50歳代） 3237 1:48:18 本橋　健 ﾓﾄﾊｼ ﾀｹｼ キリンビール
712 ハーフ一般男子（18～39歳） 1432 1:48:21 石坪　直樹 ｲｼﾂﾎﾞ ﾅｵｷ メタルワン特殊鋼
713 ハーフ一般男子（18～39歳） 1438 1:48:22 青木　範安 ｱｵｷ ﾉﾘﾔｽ ｉｋｏｉ
714 ハーフ一般男子（50歳代） 3063 1:48:23 原沢　賢二 ﾊﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ -
715 ハーフ一般男子（18～39歳） 1680 1:48:24 深井　俊一 ﾌｶｲ ｼｭﾝｲﾁ 埼玉医科大学
716 ハーフ一般男子（40歳代） 2060 1:48:25 小倉　安紀彦 ｵｸﾞﾗ ｱｷﾋｺ 鶴亀ＲＣ
717 ハーフ一般男子（40歳代） 2168 1:48:26 小山　幸夫 ｺﾔﾏ ﾕｷｵ -
718 ハーフ一般女子（18～39歳） 5002 1:48:27 光岡　由美江 ﾐﾂｵｶ ﾕﾐｴ ＳＪＮＫ
719 ハーフ一般男子（18～39歳） 1372 1:48:30 山中　暢 ﾔﾏﾅｶ ﾄｵﾙ -
720 ハーフ一般女子（50歳代） 7019 1:48:31 竹内　雅子 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ チームわたらせ
721 ハーフ一般男子（40歳代） 2455 1:48:32 角谷　秀樹 ｶｸﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ ＮＡＬＵ　ＳＥＡ
722 ハーフ一般男子（18～39歳） 1609 1:48:33 清水　康博 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 蓮田融走会
723 ハーフ一般男子（50歳代） 3294 1:48:33 小丹　篤 ｺﾀﾝ ｱﾂｼ （独）石油天然ガス・金属鉱物資
724 ハーフ一般男子（40歳代） 2234 1:48:38 野口　宏幸 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ -
725 ハーフ一般男子（18～39歳） 1012 1:48:40 加藤　健司 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ -
726 ハーフ一般男子（18～39歳） 1612 1:48:42 岩井　寛和 ｲﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ -
727 ハーフ一般男子（40歳代） 2332 1:48:46 島崎　洋一 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ カワグチハイホー
728 ハーフ一般男子（40歳代） 2141 1:48:47 林　信行 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ ＮＩＫＫＯ
729 ハーフ一般男子（18～39歳） 1488 1:48:48 八木　弘樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ 松伏町
730 ハーフ一般男子（18～39歳） 1135 1:48:48 高津戸　康 ﾀｶﾂﾄﾞ ﾔｽｼ -
731 ハーフ一般男子（40歳代） 2456 1:48:49 橋本　崇之 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 旧Ｂ１を偲ぶ会
732 ハーフ一般男子（40歳代） 2536 1:48:51 永田　賢二 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 東急建設
733 ハーフ一般男子（50歳代） 3097 1:48:51 岡安　三喜夫 ｵｶﾔｽ ﾐｷｵ ｔｉｐｎｅｓｓ久喜
734 ハーフ一般男子（60歳代） 4078 1:48:51 若松　茂 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞﾙ 株式会社布目
735 ハーフ一般男子（18～39歳） 1161 1:48:55 加藤　弘祐 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ -
736 ハーフ一般男子（50歳代） 3072 1:48:55 稲垣　正久 ｲﾅｶﾞｷ ﾏｻﾋｻ ｎａｓｈｉ
737 ハーフ一般男子（18～39歳） 1660 1:48:56 田島　典之助 ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾉｽｹ 東京大学
738 ハーフ一般男子（40歳代） 2365 1:48:58 藤井　充彦 ﾌｼﾞｲ ｱﾂﾋｺ ＪＡ南彩
739 ハーフ一般男子（40歳代） 2038 1:48:59 加納　雅利 ｶﾉｳ ﾏｻﾄｼ 鷲宮会
740 ハーフ一般男子（50歳代） 3054 1:48:59 武藤　政治 ﾑﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 会社員
741 ハーフ一般男子（18～39歳） 1327 1:49:00 大畑　恭兵 ｵｵﾊﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ カワグチハイホー
742 ハーフ一般男子（18～39歳） 1404 1:49:01 麻生　竜太 ｱｿｳ ﾘｭｳﾀ -
743 ハーフ一般男子（60歳代） 4176 1:49:01 浜戸　昇 ﾊﾏﾄ ﾉﾎﾞﾙ -
744 ハーフ一般男子（18～39歳） 1273 1:49:03 大﨑　浩平 ｵｵｻｷ ｺｳﾍｲ 株式会社日立製作所
745 ハーフ一般女子（40歳代） 6009 1:49:03 阿部　賢子 ｱﾍﾞ ﾀｶｺ 舎人ランナー
746 ハーフ一般男子（18～39歳） 1153 1:49:04 小船　直樹 ｺﾌﾞﾈ ﾅｵｷ 栗原８８８
747 ハーフ一般男子（40歳代） 2231 1:49:09 細矢　慎二 ﾎｿﾔ ｼﾝｼﾞ ＪＩＣＳ
748 ハーフ一般男子（50歳代） 3336 1:49:22 岡田　崇 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ -
749 ハーフ一般男子（40歳代） 2388 1:49:24 加藤　和幸 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ ＢＭＣ
750 ハーフ一般女子（50歳代） 7034 1:49:24 青山　知代 ｱｵﾔﾏ ﾁﾖ ＫＵＬＩＡ
751 ハーフ一般男子（60歳代） 4150 1:49:25 森田　衛司 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ -
752 ハーフ一般男子（18～39歳） 1379 1:49:26 砂川　慎吾 ｽﾅｶﾜ ｼﾝｺﾞ 東急建設株式会社
753 ハーフ一般男子（60歳代） 4182 1:49:26 倉沢　健二 ｸﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ 三郷市
754 ハーフ一般女子（18～39歳） 5068 1:49:26 砂川　結子 ｽﾅｶﾜ ﾕｲｺ 東急建設株式会社
755 ハーフ一般女子（50歳代） 7011 1:49:26 曽川　恵智子 ｿｶﾞﾜ ｴﾁｺ 花谷塾
756 ハーフ一般男子（50歳代） 3316 1:49:28 倉澤　卓也 ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 三井住建道路
757 ハーフ一般男子（40歳代） 2492 1:49:31 早間　裕 ﾊﾔﾏ ﾕﾀｶ 越谷市
758 ハーフ一般男子（18～39歳） 1227 1:49:32 小林　充 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ -
759 ハーフ一般男子（40歳代） 2029 1:49:32 五島　隆行 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾕｷ 五島隆行
760 ハーフ一般男子（40歳代） 2451 1:49:34 福田　剛士 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ えふじぇいび～
761 ハーフ一般男子（60歳代） 4154 1:49:34 渡邉　澄夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｽﾐｵ ホンダＯＢ
762 ハーフ一般女子（50歳代） 7025 1:49:35 鈴木　晴美 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ 幸手走友会
763 ハーフ一般男子（18～39歳） 1638 1:49:40 関根　洋介 ｾｷﾈ ﾖｳｽｹ 武南駅伝部
764 ハーフ一般男子（40歳代） 2177 1:49:42 稲垣　寿法 ｲﾅｶﾞｷ ﾋｻﾉﾘ チーム残尿感



765 ハーフ一般男子（50歳代） 3007 1:49:43 菅沼　隆宏 ｽｶﾞﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ -
766 ハーフ一般男子（50歳代） 3358 1:49:43 田口　勝夫 ﾀｸﾞﾁ ｶﾂｵ 潜水集団小林組
767 ハーフ一般男子（40歳代） 2392 1:49:46 西井　弘樹 ﾆｼｲ ﾋﾛｷ -
768 ハーフ一般男子（50歳代） 3092 1:49:46 石井　久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 思川Ｈ＆Ｗ
769 ハーフ一般男子（40歳代） 2477 1:49:48 西原　雅之 ﾆｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ ＦＣムサシ
770 ハーフ一般男子（40歳代） 2521 1:49:51 星野　智史 ﾎｼﾉ ｻﾄｼ 株式会社パスコ
771 ハーフ一般女子（18～39歳） 5145 1:49:54 小川　弘枝 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｴ 埼玉県立精神医療センター
772 ハーフ一般男子（18～39歳） 1707 1:49:55 小河原　佑介 ｵｶﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 久喜市
773 ハーフ一般男子（50歳代） 3346 1:49:56 山田　仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ チーム山田
774 ハーフ一般男子（40歳代） 2345 1:49:58 降矢　寿三 ﾌﾙﾔ ﾄｼｿﾞｳ -
775 ハーフ一般男子（18～39歳） 1555 1:49:59 山本　篤史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 春岡分団
776 ハーフ一般男子（18～39歳） 1264 1:50:00 島田　航 ｼﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 大学生
777 ハーフ一般男子（40歳代） 2339 1:50:02 飯島　豊 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾀｶ クリハランナーズ
778 ハーフ一般男子（50歳代） 3148 1:50:04 前田　憲次 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 一般財団法人日本国際協力システ
779 ハーフ一般男子（40歳代） 2397 1:50:05 菅原　孝幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ -
780 ハーフ一般男子（18～39歳） 1502 1:50:06 野崎　翔平 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 東京消防庁
781 ハーフ一般男子（18～39歳） 1568 1:50:08 北田　明好 ｷﾀﾀﾞ ｱｷﾖｼ 特攻走
782 ハーフ一般男子（18～39歳） 1308 1:50:09 中島　良介 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ｔｅａｍ　ｏｖｅｒ　３０
783 ハーフ一般男子（40歳代） 2106 1:50:10 上田　昭夫 ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ -
784 ハーフ一般男子（40歳代） 2454 1:50:10 櫻井　貴之 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ チーム☆Ｍａｇｎｕｍ
785 ハーフ一般男子（18～39歳） 1584 1:50:11 小林　節宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ ＮＨＮテコラス
786 ハーフ一般男子（40歳代） 2394 1:50:11 中村　智和 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ ドンキーズ
787 ハーフ一般男子（60歳代） 4187 1:50:13 菊池　正之 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 菊池病院ＡＣ
788 ハーフ一般男子（60歳代） 4099 1:50:13 吉澤　秀治 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾊﾙ スカイファイツ
789 ハーフ一般女子（40歳代） 6055 1:50:14 木崎　麻里 ｷｻﾞｷ ﾏﾘ Ｍ－４
790 ハーフ一般男子（18～39歳） 1187 1:50:16 関根　健太 ｾｷﾈ ｹﾝﾀ ＦＣみっちゃん
791 ハーフ一般男子（40歳代） 2530 1:50:20 福田　敏夫 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｵ リーブルテック（株）
792 ハーフ一般男子（50歳代） 3046 1:50:24 仲村　徹 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ ｒｏｌａｒｕｎｎｉｎｇｃｌｕｂ
793 ハーフ一般男子（18～39歳） 1259 1:50:25 篠崎　大地 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 日立製作所
794 ハーフ一般男子（40歳代） 2436 1:50:25 秋沢　貴雄 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ 後藤昭彦オセロクラブ
795 ハーフ一般男子（18～39歳） 1207 1:50:27 森田　岬 ﾓﾘﾀ ﾐｻｷ 株式会社水野ハンディー・ハーマ
796 ハーフ一般男子（50歳代） 3145 1:50:28 板垣　達也 ｲﾀｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 桜田
797 ハーフ一般男子（40歳代） 2179 1:50:32 松澤　尚利 ﾏﾂｻﾜ ﾅｵﾄｼ 国土交通省
798 ハーフ一般男子（40歳代） 2042 1:50:34 佐間田　孝 ｻﾏﾀﾞ ﾀｶｼ チーム白山
799 ハーフ一般女子（40歳代） 6066 1:50:40 橋爪　初恵 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾊﾂｴ -
800 ハーフ一般男子（60歳代） 4070 1:50:43 小澤　由紀夫 ｵｻﾞﾜ ﾕｷｵ １６快走クラブ
801 ハーフ一般男子（40歳代） 2526 1:50:44 藤井　武志 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ 蓮田融走会
802 ハーフ一般男子（40歳代） 2528 1:50:48 槇島　隆一 ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ -
803 ハーフ一般男子（40歳代） 2080 1:50:55 早乙女　正行 ｻｵﾄﾒ ﾏｻﾕｷ ＭＲＣ
804 ハーフ一般男子（50歳代） 3249 1:50:58 水野　浩樹 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｷ らくそう会
805 ハーフ一般男子（18～39歳） 1666 1:51:00 馬場　敏 ﾊﾞﾊﾞ ｻﾄｼ -
806 ハーフ一般男子（18～39歳） 1681 1:51:00 田中　聡明 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ ＯＭ会
807 ハーフ一般男子（50歳代） 3267 1:51:00 福地　恒夫 ﾌｸﾁ ﾂﾈｵ 日本化薬
808 ハーフ一般男子（40歳代） 2122 1:51:07 前田　貴宏 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ゆきりん命
809 ハーフ一般男子（60歳代） 4142 1:51:08 小畑　利明 ｺﾊﾀ ﾄｼｱｷ ＲＲＣ
810 ハーフ一般男子（50歳代） 3214 1:51:13 北澤　徹郎 ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ 越谷北高校ＯＢ
811 ハーフ一般女子（40歳代） 6071 1:51:16 石坂　園美 ｲｼｻﾞｶ ｿﾉﾐ -
812 ハーフ一般男子（18～39歳） 1611 1:51:18 金丸　親也 ｶﾈﾏﾙ ｼﾝﾔ リーブルテック（株）
813 ハーフ一般男子（50歳代） 3355 1:51:18 稲田　和哉 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 株式会社ライムライト
814 ハーフ一般男子（40歳代） 2335 1:51:20 田村　克之 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 菖蒲剣心会
815 ハーフ一般男子（18～39歳） 1257 1:51:22 前田　智史 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 株式会社三景
816 ハーフ一般男子（50歳代） 3104 1:51:22 高木　博文 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾌﾐ 久喜市
817 ハーフ一般男子（40歳代） 2151 1:51:24 塚田　英樹 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 日本信号
818 ハーフ一般女子（40歳代） 6026 1:51:24 篠　恵理 ｼﾉ ｴﾘ 上尾町谷ママ
819 ハーフ一般男子（50歳代） 3099 1:51:25 冨岡　邦雄 ﾄﾐｵｶ ｸﾆｵ -
820 ハーフ一般男子（40歳代） 2446 1:51:27 石坂　俊之 ｲｼｻﾞｶ ﾄｼﾕｷ -
821 ハーフ一般男子（40歳代） 2590 1:51:28 大野　優樹 ｵｵﾉ ﾕｳｷ -
822 ハーフ一般男子（60歳代） 4040 1:51:30 大塚　潔 ｵｵﾂｶ ｷﾖｼ -
823 ハーフ一般女子（18～39歳） 5107 1:51:32 小峰　萌 ｺﾐﾈ ﾓｴ ｋ
824 ハーフ一般男子（18～39歳） 1738 1:51:33 佐藤　正則 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 杏林製薬
825 ハーフ一般男子（40歳代） 2072 1:51:34 舟山　高一 ﾌﾅﾔﾏ ｺｳｲﾁ 会社員
826 ハーフ一般女子（60歳代） 8022 1:51:36 田村　敏子 ﾀﾑﾗ ﾄｼｺ -
827 ハーフ一般男子（18～39歳） 1362 1:51:38 岩間　久尚 - わかば
828 ハーフ一般男子（40歳代） 2472 1:51:43 木村　剛 ｷﾑﾗ ﾀｹｼ ｔｋ



829 ハーフ一般男子（50歳代） 3210 1:51:45 森永　浩二 ﾓﾘﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ -
830 ハーフ一般男子（18～39歳） 1107 1:51:46 矢野　貴史 ﾔﾉ ﾀｶｼ 社会人
831 ハーフ一般男子（18～39歳） 1721 1:51:47 渡辺　悠介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ＫＢＴ
832 ハーフ一般男子（40歳代） 2289 1:51:47 中津川　和宏 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 本太四丁目青年会
833 ハーフ一般女子（18～39歳） 5032 1:51:53 金山　幸枝 ｶﾅﾔﾏ ﾕｷｴ ＪＥＰＳ
834 ハーフ一般男子（40歳代） 2163 1:51:54 岡村　卓司 ｵｶﾑﾗ ﾀｸｼﾞ 会社員
835 ハーフ一般男子（60歳代） 4042 1:51:55 竹本　明幸 ﾀｹﾓﾄ ﾒｲｺｳ -
836 ハーフ一般男子（18～39歳） 1417 1:51:58 金嶋　寛之 ｶﾈｼﾏ ﾋﾛﾕｷ -
837 ハーフ一般男子（18～39歳） 1157 1:51:58 塚田　健太 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ フェス
838 ハーフ一般男子（40歳代） 2420 1:51:59 近藤　貞之 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾀﾞﾕｷ チームハラグロ
839 ハーフ一般男子（18～39歳） 1009 1:52:02 腰塚　雄太 ｺｼﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 会社員
840 ハーフ一般男子（40歳代） 2476 1:52:04 河本　和文 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 走れメロン
841 ハーフ一般男子（60歳代） 4006 1:52:04 芝崎　栄一 ｼﾊﾞｻｷ ｴｲｲﾁ 明走會ＪＡＰＡＮ
842 ハーフ一般男子（60歳代） 4111 1:52:07 坂牧　光義 ｻｶﾏｷ ﾐﾂﾖｼ 春日部陸友会
843 ハーフ一般男子（18～39歳） 1691 1:52:10 町田　裕紀 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｷ -
844 ハーフ一般男子（40歳代） 2438 1:52:11 冨田　真 ﾄﾐﾀ ﾏｺﾄ 不動岡
845 ハーフ一般女子（40歳代） 6048 1:52:11 堤　信恵 ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞｴ チーム残尿感
846 ハーフ一般男子（40歳代） 2413 1:52:13 稲垣　勝利 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂﾄｼ 会社員
847 ハーフ一般男子（60歳代） 4212 1:52:13 神宮　勝雄 ｼﾞﾝｸﾞｳ ｶﾂｵ -
848 ハーフ一般男子（18～39歳） 1522 1:52:16 吾妻　直樹　 ｱｽﾞﾏ ﾅｵｷ 東京風月堂
849 ハーフ一般男子（40歳代） 2277 1:52:16 籠宮　光明 ｶｺﾞﾐﾔ ﾐﾂｱｷ 桜部
850 ハーフ一般男子（60歳代） 4105 1:52:17 天渡　義雄 ﾃﾝﾄ ﾖｼｵ -
851 ハーフ一般男子（50歳代） 3159 1:52:18 杉田　直実 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 関専１０Ｅ
852 ハーフ一般男子（18～39歳） 1534 1:52:19 酒井　康弘 ｻｶｲ ﾔｽﾋﾛ 四季の会
853 ハーフ一般男子（18～39歳） 1126 1:52:21 藤江　史晴 ﾌｼﾞｴ ﾌﾐﾊﾙ -
854 ハーフ一般男子（18～39歳） 1431 1:52:21 石田　司 ｲｼﾀﾞ ﾂｶｻ -
855 ハーフ一般男子（18～39歳） 1166 1:52:22 那須　真也 ﾅｽ ｼﾝﾔ -
856 ハーフ一般男子（60歳代） 4103 1:52:23 湯川　篤 ﾕｶﾜ ｱﾂｼ プラウド
857 ハーフ一般男子（40歳代） 2349 1:52:24 東　真吾 ｱｽﾞﾏ ｼﾝｺﾞ -
858 ハーフ一般男子（40歳代） 2463 1:52:26 丸山　範明 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｱｷ -
859 ハーフ一般男子（40歳代） 2567 1:52:26 門屋　範明 ｶﾄﾞﾔ ﾉﾘｱｷ 日本信号株式会社
860 ハーフ一般男子（50歳代） 3001 1:52:27 鈴木　一弘 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 太田ホワイト
861 ハーフ一般男子（40歳代） 2061 1:52:29 生田目　俊則 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾄｼﾉﾘ 清水建設株式会社
862 ハーフ一般男子（18～39歳） 1664 1:52:30 植野　将行 ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ ＪＲ東日本
863 ハーフ一般男子（50歳代） 3155 1:52:30 本多　真基 ﾎﾝﾀﾞ ﾅｵｷ Ｈｉｐｐｏ　Ｆ．
864 ハーフ一般男子（18～39歳） 1054 1:52:33 黒須　健太 ｸﾛｽ ｹﾝﾀ カットサロンＫ
865 ハーフ一般男子（50歳代） 3234 1:52:34 鈴木　規廣 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾛ 久喜菖蒲公園ＪＣ
866 ハーフ一般男子（18～39歳） 1235 1:52:35 白川　恭英 ｼﾗｶﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ 芙蓉総合リース
867 ハーフ一般男子（18～39歳） 1397 1:52:38 御園生　学 ﾐｿﾉｳ ﾏﾅﾌﾞ カタギ食品
868 ハーフ一般男子（18～39歳） 1497 1:52:38 本島　和洋 ﾓﾄｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ -
869 ハーフ一般男子（40歳代） 2275 1:52:38 堀越　晃之 ﾎﾘｺｼ ﾃﾙﾕｷ -
870 ハーフ一般男子（18～39歳） 1201 1:52:39 佐々木　慎 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 聖光会
871 ハーフ一般男子（50歳代） 3248 1:52:39 金田　雄志 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｼ -
872 ハーフ一般男子（40歳代） 2301 1:52:40 竹内　一浩 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ -
873 ハーフ一般男子（18～39歳） 1332 1:52:41 中村　翔吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ -
874 ハーフ一般男子（18～39歳） 1627 1:52:41 清水　浩一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 関東信越厚生局
875 ハーフ一般男子（18～39歳） 1287 1:52:41 斉藤　彰久 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｻ -
876 ハーフ一般男子（60歳代） 4188 1:52:43 佐藤　喜好 ｻﾄｳ ｷﾖｼ -
877 ハーフ一般男子（60歳代） 4204 1:52:43 牛木　良介 ｳｼｷ ﾘｮｳｽｹ 庄和体育館
878 ハーフ一般男子（40歳代） 2191 1:52:45 小野　雅彦 ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 桶川東
879 ハーフ一般男子（40歳代） 2178 1:52:45 小川　智広 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ -
880 ハーフ一般男子（40歳代） 2039 1:52:47 坪井　修 ﾂﾎﾞｲ ｵｻﾑ ゴールドウイン
881 ハーフ一般男子（18～39歳） 1163 1:52:48 上原　正幸 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾕｷ チーム上原
882 ハーフ一般男子（40歳代） 2156 1:52:51 塚原　和弘 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ -
883 ハーフ一般女子（50歳代） 7045 1:52:51 梅村　伸子 ｳﾒﾑﾗ ﾉﾌﾞｺ ぶうたろう
884 ハーフ一般男子（60歳代） 4233 1:52:52 大崎　直紀 ｵｵｻｷ ﾅｵｷ 川口技研
885 ハーフ一般男子（40歳代） 2461 1:52:54 萩原　貴之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 行田中央総合病院
886 ハーフ一般男子（50歳代） 3289 1:52:55 長島　慎 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｺﾄ 豊島消防団
887 ハーフ一般男子（18～39歳） 1165 1:52:57 酒井　達也 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ -
888 ハーフ一般男子（40歳代） 2330 1:52:58 荒木　崇幸 ｱﾗｷ ﾀｶﾕｷ 横浜市金沢区
889 ハーフ一般男子（18～39歳） 1042 1:53:00 横田　正敏 ﾖｺﾀ ﾏｻﾄｼ 会社員
890 ハーフ一般男子（40歳代） 2568 1:53:03 梅澤　健二 ｳﾒｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ Ｏｎｅ ｆｏｒ Ａｌｌ，Ａｌｌ ・埼玉県
891 ハーフ一般男子（40歳代） 2575 1:53:04 早坂　賢洋 ﾊﾔｻｶ ﾏｻﾋﾛ -
892 ハーフ一般男子（40歳代） 2150 1:53:06 大野　一樹 ｵｵﾉ ｶｽﾞｷ 仕切板



893 ハーフ一般男子（50歳代） 3212 1:53:06 坂口　信治 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ -
894 ハーフ一般男子（40歳代） 2217 1:53:07 山﨑　政弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 自営業
895 ハーフ一般女子（18～39歳） 5087 1:53:09 大石　菜保子 ｵｵｲｼ ﾅｵｺ 川崎市
896 ハーフ一般男子（18～39歳） 1640 1:53:10 福島　陽太 ﾌｸｼﾏ ﾖｳﾀ ｋｉｓａｉ
897 ハーフ一般男子（60歳代） 4121 1:53:10 廣澤　三郎 ﾋﾛｻﾜ ｻﾌﾞﾛｳ 立大ＷＶ部ＯＢ会
898 ハーフ一般男子（18～39歳） 1280 1:53:11 岩男　遼佑 ｲﾜｵ ﾘｮｳｽｹ ヤマサ醤油
899 ハーフ一般男子（18～39歳） 1279 1:53:11 曽我　知紀 ｿｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ ヤマサ醤油
900 ハーフ一般女子（50歳代） 7024 1:53:11 澤畠　雅子 ｻﾜﾊﾀ ﾏｻｺ -
901 ハーフ一般男子（50歳代） 3027 1:53:14 大慶　順一郎 ｵｵｹｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳタテカンＡＣ
902 ハーフ一般男子（40歳代） 2253 1:53:16 目黒　誠 ﾒｸﾞﾛ ﾏｺﾄ -
903 ハーフ一般男子（40歳代） 2019 1:53:16 関茂　欣司 ｾｷﾓ ｷﾝｼﾞ 埼玉陸上競技協会
904 ハーフ一般女子（18～39歳） 5109 1:53:17 渡辺　志保子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎｺ 彩光苑
905 ハーフ一般男子（40歳代） 2505 1:53:18 松本　圭介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ Ｑ
906 ハーフ一般女子（18～39歳） 5016 1:53:18 中山　優子 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺ -
907 ハーフ一般男子（50歳代） 3186 1:53:20 大泉　政彦 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏｻﾋｺ 桜田イーグルス
908 ハーフ一般男子（40歳代） 2185 1:53:24 吉松　昌晃 ﾖｼﾏﾂ ﾏｻﾃﾙ -
909 ハーフ一般男子（18～39歳） 1508 1:53:25 荒井　広倫 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐﾁ 春日部小渕
910 ハーフ一般女子（18～39歳） 5098 1:53:25 益子　未奈 ﾏｼｺ ﾐﾅ 東京風月堂
911 ハーフ一般男子（40歳代） 2097 1:53:32 山中　康雄 ﾔﾏﾅｶ ﾔｽｵ やさいｃａｆｅびーんず
912 ハーフ一般男子（18～39歳） 1398 1:53:34 松藤　裕太 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳﾀ -
913 ハーフ一般男子（40歳代） 2457 1:53:34 三浦　正徳 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾘ -
914 ハーフ一般男子（18～39歳） 1554 1:53:35 白石　誠 ｼﾗｲｼ ﾏｺﾄ 春岡分団
915 ハーフ一般男子（40歳代） 2243 1:53:35 工藤　哲彦 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾋｺ -
916 ハーフ一般女子（18～39歳） 5045 1:53:35 三澤　章子 ﾐｻﾜ ｱｷｺ -
917 ハーフ一般男子（60歳代） 4113 1:53:36 後藤　力 ｺﾞﾄｳ ﾁｶﾗ 池の台酔走部
918 ハーフ一般男子（40歳代） 2287 1:53:37 佐藤　豊 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 会社員
919 ハーフ一般男子（18～39歳） 1376 1:53:38 久保　大輔 ｸﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ -
920 ハーフ一般男子（40歳代） 2154 1:53:39 岡本　浩之 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ コアコンジョギングクラブ
921 ハーフ一般女子（18～39歳） 5093 1:53:39 小島　佐江子 ｺｼﾞﾏ ｻｴｺ 草加市
922 ハーフ一般男子（40歳代） 2356 1:53:42 冨永　一巳 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾐ -
923 ハーフ一般男子（40歳代） 2427 1:53:42 上原　和幸 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ シン建
924 ハーフ一般男子（18～39歳） 1349 1:53:43 東小薗　慎介 ﾋｶﾞｼｺｿﾞﾉ ｼﾝｽｹ -
925 ハーフ一般男子（40歳代） 2018 1:53:44 柏木　健一郎 ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 遊岳荘ＲＴ
926 ハーフ一般男子（40歳代） 2358 1:53:47 梅澤　正 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ アスコットＢ
927 ハーフ一般男子（18～39歳） 1428 1:53:48 渡辺　誠也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 春日部共栄
928 ハーフ一般男子（18～39歳） 1598 1:53:48 石川　裕之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ りゅうはちち
929 ハーフ一般男子（18～39歳） 1462 1:53:49 栗本　知幸 ｸﾘﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ ＣＡＰ
930 ハーフ一般男子（60歳代） 4159 1:53:49 室　幸夫 ﾑﾛ ﾕｷｵ -
931 ハーフ一般男子（18～39歳） 1567 1:53:50 小室　智仁 ｺﾑﾛ ﾄﾓﾋﾄ 久喜市役所
932 ハーフ一般男子（40歳代） 2183 1:53:50 佐藤　知之 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ -
933 ハーフ一般男子（40歳代） 2252 1:53:51 森　崇之 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ ＮＲＦ　奈良
934 ハーフ一般男子（18～39歳） 1310 1:53:53 芝崎　英次郎 ｼﾊﾞｻｷ ｴｲｼﾞﾛｳ ｔｅａｍ　ｏｖｅｒ　３０
935 ハーフ一般男子（18～39歳） 1739 1:53:53 山崎　幹太 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾀ 砂場
936 ハーフ一般男子（18～39歳） 1540 1:53:53 川田　孝紀 ｶﾜﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ ｋｗｄ
937 ハーフ一般男子（18～39歳） 1461 1:53:54 佐久間　圭 ｻｸﾏ ｹｲ 江面第一小学校
938 ハーフ一般男子（50歳代） 3169 1:53:54 佐々木　敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 桜部
939 ハーフ一般男子（60歳代） 4109 1:53:54 長峰　正光 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾐﾂ カンレキ
940 ハーフ一般男子（18～39歳） 1052 1:53:55 小畑　良介 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ フェス
941 ハーフ一般男子（18～39歳） 1045 1:53:55 西村　真悟 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ フェス
942 ハーフ一般男子（40歳代） 2497 1:53:55 藪　史享 ﾔﾌﾞ ﾌﾐﾀｶ -
943 ハーフ一般男子（40歳代） 2254 1:53:55 中山　智史 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾌﾐ ハートランド大宮
944 ハーフ一般男子（18～39歳） 1480 1:53:57 今矢　賢一 ｲﾏﾔ ｹﾝｲﾁ ＢＬＵＥＴＡＧ
945 ハーフ一般男子（40歳代） 2025 1:53:57 多田　誠 ﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 会社員
946 ハーフ一般男子（50歳代） 3254 1:53:58 穴澤　英純 ｱﾅｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 日研硝子
947 ハーフ一般男子（50歳代） 3236 1:53:59 加藤　陽一郎 ｶﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 町屋で５時！
948 ハーフ一般男子（50歳代） 3215 1:54:00 佐藤　美智明 ｻﾄｳ ﾐﾁｱｷ ニコニコタウン
949 ハーフ一般女子（18～39歳） 5065 1:54:00 水谷　千里 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾁｻﾄ 文理中年陸上部
950 ハーフ一般男子（18～39歳） 1614 1:54:04 田中　翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ -
951 ハーフ一般男子（60歳代） 4047 1:54:06 相楽　寧彦 ｻｶﾞﾗ ﾔｽﾋｺ -
952 ハーフ一般男子（40歳代） 2175 1:54:07 中村　敦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ センコー
953 ハーフ一般男子（18～39歳） 1307 1:54:08 中野　統公 ﾅｶﾉ ﾉﾘﾋﾄ ｔｅａｍ　ｏｖｅｒ　３０
954 ハーフ一般女子（40歳代） 6095 1:54:09 小高　睦美 ｵﾀﾞｶ ﾑﾂﾐ -
955 ハーフ一般男子（40歳代） 2126 1:54:11 小岡　幸佐 ｺｵｶ ｺｳｽｹ 丸善食品工業（株）
956 ハーフ一般男子（18～39歳） 1654 1:54:12 林田　直樹 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾅｵｷ ＭＢＬ



957 ハーフ一般女子（50歳代） 7020 1:54:14 板東　恭子 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｷｮｳｺ -
958 ハーフ一般女子（18～39歳） 5078 1:54:15 増田　梨沙 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ 会社員
959 ハーフ一般女子（18～39歳） 5146 1:54:17 島田　知子 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 埼玉県立精神医療センター
960 ハーフ一般男子（50歳代） 3022 1:54:19 山田　博行 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 下早見
961 ハーフ一般女子（40歳代） 6029 1:54:22 木村　由美子 ｷﾑﾗ ﾕﾐｺ 明走會
962 ハーフ一般男子（40歳代） 2145 1:54:24 須藤　善且 ｽﾄｳ ﾖｼｶﾂ 寺木産業株式会社
963 ハーフ一般男子（18～39歳） 1668 1:54:26 爪川　慶彦 ﾂﾒｶﾜ ﾖｼﾋｺ -
964 ハーフ一般男子（18～39歳） 1552 1:54:28 小松　純 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ ｋｏｗａ
965 ハーフ一般男子（50歳代） 3283 1:54:28 奥原　賢司 ｵｸﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ｐｉｐｐｉ
966 ハーフ一般男子（18～39歳） 1569 1:54:29 蓮見　寛人 ﾊｽﾐ ﾋﾛﾄ ＮＢＩ
967 ハーフ一般男子（40歳代） 2489 1:54:29 松谷　一成 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾅﾘ 松谷内科
968 ハーフ一般男子（18～39歳） 1292 1:54:31 神成　洪作 ｶﾝﾅﾘ ｺｳｻｸ 市町村課
969 ハーフ一般男子（18～39歳） 1145 1:54:33 石丸　大志 ｲｼﾏﾙ ﾀｲｼ 公務員
970 ハーフ一般女子（40歳代） 6036 1:54:33 加々美　利栄子 ｶｶﾞﾐ ﾘｴｺ -
971 ハーフ一般男子（18～39歳） 1561 1:54:35 山王堂　真也 ｻﾝﾉｳﾄﾞｳ ｼﾝﾔ チームＳＡＮ
972 ハーフ一般男子（18～39歳） 1757 1:54:36 前原　良祐 ﾏｴﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ -
973 ハーフ一般男子（18～39歳） 1436 1:54:36 橋本　正弘 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ -
974 ハーフ一般男子（18～39歳） 1679 1:54:36 櫻井　克也 ｻｸﾗｲ ｶﾂﾔ 常陽銀行新宿支店
975 ハーフ一般男子（18～39歳） 1123 1:54:38 濱岸　隆志 ﾊﾏｷﾞｼ ﾀｶｼ 兼貞物産㈱
976 ハーフ一般男子（60歳代） 4022 1:54:39 木場田　繁 ｺﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾙ ＪＡＸＡ
977 ハーフ一般女子（18～39歳） 5033 1:54:39 横川　桂 ﾖｺｶﾜ ｹｲ チームＴ
978 ハーフ一般男子（40歳代） 2441 1:54:40 宇賀　伸悟 ｳｶﾞ ｼﾝｺﾞ カズマ
979 ハーフ一般男子（40歳代） 2355 1:54:42 吉田　正芳 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ -
980 ハーフ一般男子（50歳代） 3127 1:54:42 森　和浩 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ｍｍ－ｘ
981 ハーフ一般男子（50歳代） 3350 1:54:43 早武　忠昭 ﾊﾔﾀｹ ﾀﾀﾞｱｷ メルセン・エフエムエー
982 ハーフ一般男子（50歳代） 3170 1:54:46 斎藤　世一 ｻｲﾄｳ ﾖｲﾁ 桜部
983 ハーフ一般男子（60歳代） 4074 1:54:46 田村　薫 ﾀﾑﾗ ｶｵﾙ -
984 ハーフ一般男子（50歳代） 3026 1:54:49 今井　盾之 ｲﾏｲ ﾀﾃﾕｷ 会社員
985 ハーフ一般男子（18～39歳） 1674 1:54:50 諏訪　智郁 ｽﾜ ﾄﾓﾌﾐ -
986 ハーフ一般男子（40歳代） 2205 1:54:50 田嶋　了 ﾀｼﾏ ｻﾄﾙ ＵＰＲＣ
987 ハーフ一般男子（40歳代） 2443 1:54:52 槙村　智 ﾏｷﾑﾗ ｻﾄｼ 吉川
988 ハーフ一般男子（60歳代） 4201 1:54:52 大野　信夫 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞｵ 二ツ宮走遊会
989 ハーフ一般男子（50歳代） 3198 1:54:55 浅井　孝夫 ｱｻｲ ﾀｶｵ -
990 ハーフ一般男子（50歳代） 3021 1:54:56 小田　清 ｵﾀﾞ ｷﾖｼ 高橋組久喜支店
991 ハーフ一般男子（18～39歳） 1503 1:54:57 奥山　剛 ｵｸﾔﾏ ﾂﾖｼ かのん
992 ハーフ一般男子（18～39歳） 1388 1:54:57 星野　雅裕 ﾎｼﾉ ﾏｻﾋﾛ アイチコーポレーション
993 ハーフ一般男子（18～39歳） 1692 1:55:03 眞鍋　毅 ﾏﾅﾍﾞ ﾀｶｼ -
994 ハーフ一般男子（18～39歳） 1670 1:55:05 玉置　智一 ﾀﾏｵｷ ﾄﾓｶｽﾞ 大正製薬走友会
995 ハーフ一般男子（60歳代） 4148 1:55:06 関口　正 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 宮代ＭＭ走友会
996 ハーフ一般男子（50歳代） 3059 1:55:07 播摩　章 ﾊﾘﾏ ｱｷﾗ -
997 ハーフ一般女子（50歳代） 7057 1:55:07 藤井　恵美子 ﾌｼﾞｲ ｴﾐｺ ラフラフＲＣ
998 ハーフ一般男子（50歳代） 3095 1:55:09 中川　久郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｻｵ -
999 ハーフ一般男子（50歳代） 3073 1:55:10 西村　経明 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾈｱｷ -

1000 ハーフ一般女子（40歳代） 6012 1:55:10 宮西　真弓 ﾐﾔﾆｼ ﾏﾕﾐ -
1001 ハーフ一般男子（18～39歳） 1585 1:55:11 布施　俊輔 ﾌｾ ｼｭﾝｽｹ 民暴マラソン部
1002 ハーフ一般男子（18～39歳） 1587 1:55:12 成清　俊介 ﾅﾘｷﾖ ｼｭﾝｽｹ Ｈａｖｉ
1003 ハーフ一般男子（18～39歳） 1321 1:55:12 増田　敏之 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼﾕｷ ＪＰ
1004 ハーフ一般男子（40歳代） 2597 1:55:14 砂川　正幸 ｽﾅｶﾜ ﾏｻﾕｷ -
1005 ハーフ一般男子（50歳代） 3109 1:55:15 和知　義夫 ﾜﾁ ﾖｼｵ オリンパス
1006 ハーフ一般男子（18～39歳） 1118 1:55:16 橋本　崇裕 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 一般
1007 ハーフ一般男子（18～39歳） 1658 1:55:17 本間　洋介 ﾎﾝﾏ ﾖｳｽｹ 流通経済大学
1008 ハーフ一般女子（40歳代） 6103 1:55:17 小山　恵子 ｺﾔﾏ ｹｲｺ チームＫ
1009 ハーフ一般女子（60歳代） 8002 1:55:17 黒須　初江 ｸﾛｽ ﾊﾂｴ カットサロンＫ
1010 ハーフ一般男子（40歳代） 2048 1:55:18 古山　富一 ｺﾔﾏ ﾋｻｶｽﾞ 株式会社ジーシー
1011 ハーフ一般男子（18～39歳） 1490 1:55:19 木村　公太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ エコーセンター
1012 ハーフ一般男子（18～39歳） 1663 1:55:19 青木　康浩 ｱｵｷ ﾔｽﾋﾛ 青木康浩
1013 ハーフ一般男子（18～39歳） 1541 1:55:19 森田　隆 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ ｋｗｄ
1014 ハーフ一般男子（40歳代） 2132 1:55:19 井踏　一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ ティップネス久喜
1015 ハーフ一般男子（18～39歳） 1636 1:55:20 吉安　洋史 ﾖｼﾔｽ ﾋﾛｼ 社会人
1016 ハーフ一般男子（18～39歳） 1489 1:55:21 石橋　卓 ｲｼﾊﾞｼ ｽｸﾞﾙ セコムジャスティック
1017 ハーフ一般男子（18～39歳） 1491 1:55:22 山本　一輝 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 一般　社会人
1018 ハーフ一般女子（50歳代） 7002 1:55:22 潮來　節子 ｲﾀｺ ｾﾂｺ メタボごっこ
1019 ハーフ一般男子（50歳代） 3163 1:55:23 川田　清 ｶﾜﾀﾞ ｷﾖｼ -
1020 ハーフ一般男子（18～39歳） 1016 1:55:25 高塚　亮介 ｺｳﾂｶ ﾘｮｳｽｹ 南彩農業協同組合



1021 ハーフ一般男子（40歳代） 2002 1:55:25 鈴木　正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ みゆまクラブ
1022 ハーフ一般男子（18～39歳） 1351 1:55:28 國武　貴亮 ｸﾆﾀｹ ﾀｶｱｷ -
1023 ハーフ一般女子（18～39歳） 5067 1:55:29 熊井　加奈江 ｸﾏｲ ｶﾅｴ 春日部９の会
1024 ハーフ一般男子（50歳代） 3274 1:55:30 須藤　裕 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 日吉台クラブ
1025 ハーフ一般男子（40歳代） 2493 1:55:36 千綿　洋介 ﾁﾜﾀ ﾖｳｽｹ ニューアーチデザイニング株式会
1026 ハーフ一般女子（50歳代） 7010 1:55:36 新井　さつき ｱﾗｲ ｻﾂｷ ５０歳以上
1027 ハーフ一般男子（40歳代） 2453 1:55:41 岡安　秀憲 ｵｶﾔｽ ﾋﾃﾞﾉﾘ 藤柳苑
1028 ハーフ一般女子（60歳代） 8006 1:55:42 小竹　正代 ｺﾀｹ ﾏｻﾖ -
1029 ハーフ一般男子（60歳代） 4085 1:55:43 細田　清 ﾎｿﾀﾞ ｷﾖｼ -
1030 ハーフ一般男子（18～39歳） 1162 1:55:44 市場　拓郎 ｲﾁﾊﾞ ﾀｸﾛｳ 東洋包材（株）
1031 ハーフ一般男子（40歳代） 2390 1:55:45 後藤　満 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾙ -
1032 ハーフ一般男子（60歳代） 4195 1:55:45 荒井　永善 ｱﾗｲ ﾅｶﾞﾖｼ 春日部小渕
1033 ハーフ一般女子（18～39歳） 5116 1:55:45 中澤　奈美 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾐ 走友会
1034 ハーフ一般男子（60歳代） 4036 1:55:46 日野　幸雄 ﾋﾉ ﾕｷｵ 桜田の金さん
1035 ハーフ一般男子（18～39歳） 1345 1:55:49 河合　隼人 ｶﾜｲ ﾊﾔﾄ 久喜北小学校
1036 ハーフ一般男子（18～39歳） 1564 1:55:49 村井　猛 ﾑﾗｲ ﾀｹｼ -
1037 ハーフ一般男子（40歳代） 2223 1:55:50 牧野　正二 ﾏｷﾉ ｼｮｳｼﾞ ＧスクＲＣ
1038 ハーフ一般男子（50歳代） 3004 1:55:50 齋藤　靖利 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾄｼ 埼玉県吹奏楽連盟
1039 ハーフ一般男子（60歳代） 4046 1:55:52 大野　聡 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 鷲宮弦代ＪＣ
1040 ハーフ一般女子（18～39歳） 5079 1:55:54 仲尾　千佳 ﾅｶｵ ﾁｶ 会社員
1041 ハーフ一般女子（40歳代） 6040 1:55:55 飯田　駒子 ｲｲﾀﾞ ｺﾏｺ 白岡
1042 ハーフ一般男子（18～39歳） 1208 1:55:57 赤川　智耶 ｱｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ -
1043 ハーフ一般男子（40歳代） 2086 1:55:58 白石　充 ｼﾗｲｼ ﾐﾂﾙ 資生堂久喜工場
1044 ハーフ一般男子（40歳代） 2267 1:55:58 机　忍 ﾂｸｴ ｼﾉﾌﾞ 北菖蒲沼走友会
1045 ハーフ一般女子（50歳代） 7058 1:55:58 佐藤　純子 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ くにみ観月台走友会
1046 ハーフ一般男子（60歳代） 4067 1:56:00 田中　正 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞｼ -
1047 ハーフ一般女子（18～39歳） 5095 1:56:07 渡辺　真美子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐｺ 久喜総合病院
1048 ハーフ一般女子（40歳代） 6049 1:56:07 牧野　あゆみ ﾏｷﾉ ｱﾕﾐ 久喜総合病院
1049 ハーフ一般男子（40歳代） 2405 1:56:08 萩原　寛之 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 会社員
1050 ハーフ一般男子（40歳代） 2402 1:56:10 浜田　寿志 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｻｼ サムズ・アップ
1051 ハーフ一般男子（40歳代） 2129 1:56:10 関　勝巳 ｾｷ ｶﾂﾐ ニチベイ
1052 ハーフ一般男子（40歳代） 2297 1:56:14 久保　尚則 ｸﾎﾞ ﾅｵﾉﾘ カルソニックカンセイ
1053 ハーフ一般女子（40歳代） 6018 1:56:15 長南　早紀子 ﾁｮｳﾅﾝ ｻｷｺ -
1054 ハーフ一般男子（40歳代） 2601 1:56:17 中村　勇 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾑ 大槌魂ダゴッタ
1055 ハーフ一般女子（50歳代） 7001 1:56:18 石倉　雅子 ｲｼｸﾗ ﾏｻｺ -
1056 ハーフ一般男子（40歳代） 2288 1:56:20 斉藤　慎也 ｻｲﾄｳ ｼﾝﾔ 久喜市役所
1057 ハーフ一般男子（40歳代） 2239 1:56:21 宮城　守秀 ﾐﾔｷﾞ ﾓﾘﾋﾃﾞ 農林中央金庫
1058 ハーフ一般男子（50歳代） 3194 1:56:23 神田　裕司 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 土呂
1059 ハーフ一般男子（60歳代） 4030 1:56:23 淡路　松男 ｱﾜｼﾞ ﾏﾂｵ -
1060 ハーフ一般男子（40歳代） 2274 1:56:24 深津　修 ﾌｶﾂ ｵｻﾑ 埼玉県庁
1061 ハーフ一般男子（18～39歳） 1113 1:56:25 末次　健太 ｽｴﾂｸﾞ ｹﾝﾀ -
1062 ハーフ一般男子（18～39歳） 1169 1:56:26 宝喜　和真 ﾎｳｷ ｶｽﾞﾏ -
1063 ハーフ一般男子（40歳代） 2220 1:56:26 平工　典央 ﾋﾗｸ ﾉﾘｵ トキハソース
1064 ハーフ一般男子（18～39歳） 1367 1:56:29 中原　康行 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 蓮田ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ翔裕園
1065 ハーフ一般男子（60歳代） 4145 1:56:29 岩崎　明生 ｲﾜｻｷ ｱｷｵ 久喜菖蒲公園Ｊ
1066 ハーフ一般男子（18～39歳） 1115 1:56:30 塩浦　元気 ｼｵｳﾗ ｹﾞﾝｷ 理研ビタミン（株）
1067 ハーフ一般男子（18～39歳） 1330 1:56:32 広田　直樹 ﾋﾛﾀ ﾅｵｷ しんあいＲＣ
1068 ハーフ一般男子（18～39歳） 1369 1:56:33 高田　圭祐 ﾀｶﾀ ｹｲｽｹ -
1069 ハーフ一般男子（18～39歳） 1286 1:56:34 長谷川　彰久 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾋｻ 浦和整形外科
1070 ハーフ一般男子（50歳代） 3079 1:56:34 田村　政之 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 楽健走会
1071 ハーフ一般男子（60歳代） 4041 1:56:38 田辺　均 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ -
1072 ハーフ一般男子（18～39歳） 1213 1:56:41 杉山　拓也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ （株）資生堂
1073 ハーフ一般男子（40歳代） 2336 1:56:41 若林　誉 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 三井金属
1074 ハーフ一般男子（18～39歳） 1132 1:56:42 仁昌寺　佑輔 ﾆｼｮｳｼﾞ ﾕｳｽｹ -
1075 ハーフ一般男子（18～39歳） 1759 1:56:44 菊池　武徳 ｷｸﾁ ﾀｹﾉﾘ -
1076 ハーフ一般男子（40歳代） 2331 1:56:44 田中　健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ チーム日コン
1077 ハーフ一般男子（40歳代） 2229 1:56:44 中根　昌宏 ﾅｶﾈ ﾏｻﾋﾛ 白岡西少女ソフトクラブ
1078 ハーフ一般男子（50歳代） 3201 1:56:46 川崎　健吾 ｶﾜｻｷ ｹﾝｺﾞ ＫＫＲ
1079 ハーフ一般男子（18～39歳） 1574 1:56:49 瀬谷　浩貴 ｾﾔ ﾋﾛｷ 東京電力
1080 ハーフ一般男子（40歳代） 2495 1:56:49 高塚　弘行 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾕｷ Ｈｉｌｌｓサービス
1081 ハーフ一般男子（40歳代） 2309 1:56:50 丸山　友律 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 昱株式会社
1082 ハーフ一般男子（40歳代） 2480 1:56:50 吉倉　亨 ﾖｼｸﾗ ﾄｵﾙ カニカーニ
1083 ハーフ一般男子（50歳代） 3005 1:56:52 山本　信久 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｻ -
1084 ハーフ一般男子（60歳代） 4090 1:56:53 石川　志朗 ｲｼｶﾜ ｼﾛｳ セントラル秋田



1085 ハーフ一般男子（18～39歳） 1359 1:56:55 新井　健一 ｱﾗｲ ｹﾝｲﾁ -
1086 ハーフ一般男子（50歳代） 3364 1:56:55 底　正則 ｿｺ ﾏｻﾉﾘ -
1087 ハーフ一般男子（18～39歳） 1206 1:56:56 若松　亨 ﾜｶﾏﾂ ﾄｵﾙ 酒井重工業株式会社
1088 ハーフ一般男子（60歳代） 4086 1:56:56 清水　恒利 - -
1089 ハーフ一般男子（60歳代） 4032 1:56:57 佐々木　甚次 ｻｻｷ ｼﾞﾝﾂｷﾞ -
1090 ハーフ一般男子（50歳代） 3270 1:56:58 塩澤　直樹 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 小石川
1091 ハーフ一般男子（18～39歳） 1659 1:56:59 関根　健太 ｾｷﾈ ｹﾝﾀ -
1092 ハーフ一般女子（60歳代） 8023 1:56:59 羽根　正子 ﾊﾈ ｼｮｳｺ くにみ観月台走友会
1093 ハーフ一般男子（40歳代） 2058 1:57:01 神田　裕孝 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 鞍馬
1094 ハーフ一般男子（60歳代） 4101 1:57:03 大図　伊左生 ｵｵｽﾞ ｲｻｵ 幸手ＱＳＯ
1095 ハーフ一般男子（50歳代） 3061 1:57:05 大久保　智美 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄﾐ -
1096 ハーフ一般男子（18～39歳） 1243 1:57:07 谷津　景介 ﾔﾂ ｹｲｽｹ 資生堂
1097 ハーフ一般男子（18～39歳） 1686 1:57:09 遠藤　峻介 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 久喜市
1098 ハーフ一般男子（50歳代） 3066 1:57:09 関根　賢治 ｾｷﾈ ｹﾝｼﾞ 久喜スキークラブ
1099 ハーフ一般男子（18～39歳） 1039 1:57:10 菊地　章一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ うのちゃんず
1100 ハーフ一般男子（40歳代） 2307 1:57:12 寺井　健二郎 ﾃﾗｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ チームくまモン
1101 ハーフ一般女子（40歳代） 6096 1:57:12 田村　未夏 ﾀﾑﾗ ﾐｶ あんかん
1102 ハーフ一般男子（40歳代） 2437 1:57:14 山田　耕生 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 美の国から彩の国
1103 ハーフ一般男子（50歳代） 3162 1:57:18 堀池　健 ﾎﾘｲｹ ﾀｹｼ ＳＭＣ
1104 ハーフ一般男子（40歳代） 2286 1:57:20 石橋　正徳 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾉﾘ 株式会社チノー
1105 ハーフ一般男子（50歳代） 3311 1:57:20 稲木　均 ｲﾅｷ ﾋﾄｼ 船橋
1106 ハーフ一般男子（40歳代） 2148 1:57:21 我妻　政文 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾏｻﾌﾐ -
1107 ハーフ一般女子（40歳代） 6021 1:57:24 鈴木　潤子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ -
1108 ハーフ一般男子（18～39歳） 1511 1:57:26 勝田　強 ｶﾂﾀ ﾂﾖｼ 走麺会
1109 ハーフ一般男子（18～39歳） 1226 1:57:27 仲山　洋和 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ -
1110 ハーフ一般男子（50歳代） 3268 1:57:29 渋谷　正美 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾐ ＮＷＢ
1111 ハーフ一般男子（18～39歳） 1078 1:57:30 鈴木　允 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ -
1112 ハーフ一般男子（18～39歳） 1532 1:57:32 横山　俊大 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 三井住友海上
1113 ハーフ一般男子（60歳代） 4054 1:57:35 坂本　優 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ -
1114 ハーフ一般女子（40歳代） 6079 1:57:36 村松　雪絵 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷｴ -
1115 ハーフ一般男子（18～39歳） 1695 1:57:38 関根　喜政 ｾｷﾈ ﾖｼﾏｻ 久喜クラブ
1116 ハーフ一般男子（40歳代） 2188 1:57:40 知本　長久 ﾁﾓﾄ ﾀｹﾋｻ -
1117 ハーフ一般男子（60歳代） 4215 1:57:40 石丸　健二 ｲｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 明走會
1118 ハーフ一般男子（40歳代） 2508 1:57:44 川本　悟 ｶﾜﾓﾄ ｻﾄﾙ エールガーデン
1119 ハーフ一般男子（18～39歳） 1405 1:57:45 濁川　拓也 ﾆｺﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾔ -
1120 ハーフ一般男子（18～39歳） 1322 1:57:47 齋藤　昌斗 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 埼玉
1121 ハーフ一般男子（40歳代） 2064 1:57:48 長谷川　哲生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂｵ -
1122 ハーフ一般女子（40歳代） 6073 1:57:48 関　智子 ｾｷ ﾄﾓｺ チームせきとも
1123 ハーフ一般男子（18～39歳） 1011 1:57:50 清水　一樹 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ ゆうさん★あややん
1124 ハーフ一般男子（60歳代） 4010 1:57:51 田沼　広 ﾀﾇﾏ ﾋﾛｼ 漂流老人　　白岡
1125 ハーフ一般男子（50歳代） 3028 1:57:52 酒井　正彦 ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ 俊正会
1126 ハーフ一般男子（40歳代） 2401 1:57:54 黒須　直人 ｸﾛｽ ﾅｵﾄ -
1127 ハーフ一般男子（50歳代） 3128 1:57:54 山岸　聡 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ -
1128 ハーフ一般男子（40歳代） 2496 1:57:59 小宮山　勝博 ｺﾐﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 池袋
1129 ハーフ一般男子（18～39歳） 1184 1:58:00 堀越　孝一郎 ﾎﾘｺｼ ｺｳｲﾁﾛｳ -
1130 ハーフ一般男子（50歳代） 3359 1:58:02 高谷　昌紀 ﾀｶﾔ ﾏｻﾉﾘ トキタ種苗（株）
1131 ハーフ一般女子（40歳代） 6030 1:58:02 今村　紀代美 ｲﾏﾑﾗ ｷﾖﾐ -
1132 ハーフ一般男子（18～39歳） 1237 1:58:05 佐藤　忠義 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖｼ 日本信号株式会社
1133 ハーフ一般男子（18～39歳） 1093 1:58:05 野房　弘明 ﾉﾌﾞｻ ﾋﾛｱｷ 株式会社サンコー
1134 ハーフ一般女子（40歳代） 6047 1:58:05 梶原　聡子 ｶｼﾞﾊﾗ ｻﾄｺ -
1135 ハーフ一般男子（40歳代） 2136 1:58:07 山田　龍 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ -
1136 ハーフ一般男子（18～39歳） 1538 1:58:08 藤野　拓馬 ﾌｼﾞﾉ ﾀｸﾏ 法政大学
1137 ハーフ一般男子（60歳代） 4107 1:58:09 真中　幹夫 ﾏﾅｶ ﾐｷｵ 幸手ソフトテニスクラブ
1138 ハーフ一般男子（40歳代） 2133 1:58:12 篠崎　政規 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻｷ -
1139 ハーフ一般男子（40歳代） 2510 1:58:15 齋藤　孝裕 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ さいたか
1140 ハーフ一般男子（50歳代） 3291 1:58:15 沼田　宗孝 ﾇﾏﾀ ﾑﾈﾀｶ 小山台ＯＢ３５
1141 ハーフ一般男子（40歳代） 2565 1:58:16 岡部　雅人 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾄ ＡＰＫ
1142 ハーフ一般女子（40歳代） 6090 1:58:17 茂木　佳美 ﾓｷﾞ ﾖｼﾐ ＴＥＡＭ－Ｋ
1143 ハーフ一般男子（18～39歳） 1642 1:58:23 萩原　隆 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶｼ コメツブそめや
1144 ハーフ一般男子（40歳代） 2158 1:58:24 関川　次郎 ｾｷｶﾜ ｼﾞﾛｳ -
1145 ハーフ一般男子（40歳代） 2367 1:58:26 地野　章夫 ﾁﾉ ﾌﾐｵ 奥むさしＲＣ
1146 ハーフ一般女子（40歳代） 6004 1:58:29 森下　孝恵 ﾓﾘｼﾀ ﾀｶｴ 東砂ＳＣＲＣ
1147 ハーフ一般男子（18～39歳） 1758 1:58:31 上原　圭介 ｳｴﾊﾗ ｹｲｽｹ -
1148 ハーフ一般男子（60歳代） 4008 1:58:32 布藤　純一郎 ﾌﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県庁



1149 ハーフ一般男子（50歳代） 3057 1:58:34 茂呂　益彦 ﾓﾛ ﾏｽﾋｺ -
1150 ハーフ一般男子（40歳代） 2295 1:58:39 奥田　敏大 ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 三ちゃん
1151 ハーフ一般男子（40歳代） 2110 1:58:41 金子　雅巳 ｶﾈｺ ﾏｻﾐ ビーアンドディー
1152 ハーフ一般男子（50歳代） 3164 1:58:43 原田　良一 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 日本信号
1153 ハーフ一般男子（60歳代） 4117 1:58:43 伊藤　隆 ｲﾄｳ ﾀｶｼ -
1154 ハーフ一般男子（40歳代） 2466 1:58:44 山本　徳彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ 購買発注課
1155 ハーフ一般男子（60歳代） 4063 1:58:45 篠崎　優 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾙ 一匹狼
1156 ハーフ一般女子（40歳代） 6070 1:58:47 宮城　由香 ﾐﾔｷﾞ ﾕｶ -
1157 ハーフ一般男子（18～39歳） 1197 1:58:49 川合　学 ｶﾜｲ ｶﾞｸ -
1158 ハーフ一般男子（18～39歳） 1751 1:58:51 木暮　信樹 ｺｸﾞﾚ ﾉﾌﾞｷ （株）富士住建
1159 ハーフ一般男子（40歳代） 2194 1:58:52 井上　周二 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ -
1160 ハーフ一般男子（50歳代） 3056 1:58:57 植野　勝 ｳｴﾉ ﾏｻﾙ ウエノ
1161 ハーフ一般女子（50歳代） 7006 1:58:57 斉藤　幸代 ｻｲﾄｳ ｻﾁﾖ ハートフル
1162 ハーフ一般男子（18～39歳） 1582 1:58:59 眞田　雅幸 ｻﾅﾀﾞ ﾏｻﾕｷ ＫＢＴ
1163 ハーフ一般男子（40歳代） 2262 1:58:59 朝戸　健太郎 ｱｻﾄ ｹﾝﾀﾛｳ -
1164 ハーフ一般男子（50歳代） 3020 1:59:00 櫛下　利治 ｸｼｹﾞ ﾄｼﾊﾙ -
1165 ハーフ一般女子（18～39歳） 5126 1:59:00 印南　亜希子 ｲﾝﾅﾐ ｱｷｺ ｄｒｅａｍ埼玉
1166 ハーフ一般男子（40歳代） 2098 1:59:01 小林　豊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 株式会社　エフテック
1167 ハーフ一般女子（18～39歳） 5119 1:59:01 須之内　麻美 ｽﾉｳﾁ ｱｻﾐ -
1168 ハーフ一般男子（60歳代） 4177 1:59:04 並木　一郎 ﾅﾐｷ ｲﾁﾛｳ 東京日野
1169 ハーフ一般女子（40歳代） 6037 1:59:04 本多　広恵 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｴ チームＨＯＮＤＡ
1170 ハーフ一般男子（40歳代） 2232 1:59:06 矢野　修 ﾔﾉ ｵｻﾑ -
1171 ハーフ一般男子（40歳代） 2071 1:59:07 菊田　敦史 ｷｸﾀ ｱﾂｼ 厚生産業
1172 ハーフ一般男子（40歳代） 2003 1:59:07 小林　伸泰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾔｽ -
1173 ハーフ一般女子（18～39歳） 5092 1:59:07 横山　夏来 ﾖｺﾔﾏ ﾅﾂｷ -
1174 ハーフ一般男子（18～39歳） 1705 1:59:10 山藤　大士 ﾔﾏﾌｼﾞ ﾋﾛｼ Ｂｅｎｚ
1175 ハーフ一般男子（18～39歳） 1537 1:59:16 藤野　椋次 ﾌｼﾞﾉ ﾘｮｳｼﾞ 平成国際大学
1176 ハーフ一般男子（50歳代） 3009 1:59:16 柴崎　和雄 ｼﾊﾞｻｷ ｶｽﾞｵ 風来坊の会
1177 ハーフ一般男子（50歳代） 3199 1:59:16 多田　正直 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾅｵ チームエルモ
1178 ハーフ一般男子（40歳代） 2026 1:59:21 木村　清治 ｷﾑﾗ ｾｲｼﾞ -
1179 ハーフ一般男子（50歳代） 3174 1:59:23 宮城　康男 - -
1180 ハーフ一般男子（18～39歳） 1528 1:59:25 加藤　聖也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 小金井運転区
1181 ハーフ一般男子（60歳代） 4178 1:59:26 門井　邦夫 ｶﾄﾞｲ ｸﾆｵ 会社員
1182 ハーフ一般男子（50歳代） 3142 1:59:27 山本　龍彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ -
1183 ハーフ一般女子（50歳代） 7022 1:59:28 山本　美也子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾔｺ -
1184 ハーフ一般男子（40歳代） 2519 1:59:31 新井　豊 ｱﾗｲ ﾕﾀｶ 株式会社トヨシマビジネスシステ
1185 ハーフ一般男子（50歳代） 3360 1:59:32 三輪　龍士 ﾐﾜ ﾀﾂｼ ＭＩＰ
1186 ハーフ一般男子（18～39歳） 1684 1:59:36 岡田　智之 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 会社員
1187 ハーフ一般男子（50歳代） 3124 1:59:36 野中　俊一 ﾉﾅｶ ｼｭﾝｲﾁ なにぬねのなか
1188 ハーフ一般男子（50歳代） 3118 1:59:37 鈴木　繁 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 日本環境認証機構
1189 ハーフ一般男子（18～39歳） 1562 1:59:38 古西　隆一 ｺﾆｼ ﾘｭｳｲﾁ 青葉クラブ
1190 ハーフ一般男子（50歳代） 3173 1:59:38 神田　耕一郎 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ -
1191 ハーフ一般男子（40歳代） 2470 1:59:39 大久保　崇雄 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｵ ランパトのだ
1192 ハーフ一般男子（18～39歳） 1425 1:59:41 平畑　慶伍 ﾋﾗﾊﾀ ｹｲｺﾞ 埼玉県立行田特別支援学校
1193 ハーフ一般男子（40歳代） 2077 1:59:42 風間　弘毅 ｶｻﾞﾏ ｺｳｷ 会社員
1194 ハーフ一般男子（50歳代） 3220 1:59:42 山口　達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ハレルヤＲＣ
1195 ハーフ一般男子（18～39歳） 1433 1:59:43 八尋　豊 ﾔﾋﾛ ﾕﾀｶ 三桜工業株式会社
1196 ハーフ一般女子（18～39歳） 5118 1:59:46 酒井　夏希 ｻｶｲ ﾅﾂｷ 東京医科大学
1197 ハーフ一般男子（18～39歳） 1084 1:59:48 尾田　多津也 ｵﾀﾞ ﾀﾂﾔ 柊つかさ専属ＡＴＭ
1198 ハーフ一般男子（50歳代） 3085 1:59:49 鈴木　温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 三栄電機㈱岩手工場
1199 ハーフ一般男子（40歳代） 2257 1:59:50 柳澤　裕一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｲﾁ 日本スライド
1200 ハーフ一般女子（50歳代） 7064 1:59:50 潮田　美江 ｳｼｵﾀﾞ ﾖｼｴ -
1201 ハーフ一般男子（40歳代） 2468 1:59:51 蓮見　一明 ﾊｽﾐ ｶｽﾞｱｷ 東京風月堂
1202 ハーフ一般男子（18～39歳） 1592 1:59:52 眞熊　忠治 ﾏｸﾞﾏ ﾀﾀﾞﾊﾙ チームメセナの隣
1203 ハーフ一般男子（18～39歳） 1068 1:59:56 船田　雄一 ﾌﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ -
1204 ハーフ一般男子（50歳代） 3354 1:59:56 髙橋　義春 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾊﾙ -
1205 ハーフ一般男子（50歳代） 3278 1:59:56 阿古　義人 ｱｺ ﾖｼﾋﾄ ＳＤＫ
1206 ハーフ一般男子（40歳代） 2504 1:59:57 齊藤　功 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 日本道路
1207 ハーフ一般男子（40歳代） 2398 2:00:02 宮本　福雄 ﾐﾔﾓﾄ ﾌｸｵ -
1208 ハーフ一般男子（18～39歳） 1423 2:00:03 烏帽子　裕 ｴﾎﾞｼ ﾕｳ -
1209 ハーフ一般男子（18～39歳） 1067 2:00:04 鈴木　寛 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ -
1210 ハーフ一般男子（40歳代） 2424 2:00:08 貝嶋　武史 ｶｲｼﾞﾏ ﾀｹｼ ハウス食品
1211 ハーフ一般女子（40歳代） 6072 2:00:08 鈴木　有子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ かのん
1212 ハーフ一般男子（40歳代） 2554 2:00:09 佐藤　弘樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ -



1213 ハーフ一般男子（18～39歳） 1004 2:00:11 吉田　光良 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ ＡＮＴｘＢＥＥ
1214 ハーフ一般男子（18～39歳） 1536 2:00:11 古橋　智哉 ﾌﾙﾊｼ ﾄﾓﾔ 芝浦工業大学
1215 ハーフ一般男子（18～39歳） 1040 2:00:13 那須　優太 ﾅｽ ﾕｳﾀ 第一三共株式会社
1216 ハーフ一般女子（18～39歳） 5058 2:00:13 島　直子 ｼﾏ ﾅｵｺ -
1217 ハーフ一般男子（40歳代） 2431 2:00:17 石川　竜二 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 星和
1218 ハーフ一般男子（50歳代） 3070 2:00:18 立松　幹康 ﾀﾃﾏﾂ ﾐｷﾔｽ 日本通信紙
1219 ハーフ一般男子（40歳代） 2208 2:00:20 中島　誠之 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ ちーむナカジ
1220 ハーフ一般男子（18～39歳） 1539 2:00:22 山中　卓也 ﾔﾏﾅｶ ﾀｸﾔ チームニチコン
1221 ハーフ一般男子（50歳代） 3036 2:00:22 二宮　　成夫 ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞｵ -
1222 ハーフ一般男子（40歳代） 2467 2:00:24 栗本　隆雄 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶｵ 和戸宿世話人会
1223 ハーフ一般男子（50歳代） 3239 2:00:24 岩崎　光宏 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 栃木工業高校
1224 ハーフ一般女子（18～39歳） 5004 2:00:25 葛西　美涼 ｶｻｲ ﾐｽｽﾞ 小林精肉店
1225 ハーフ一般男子（40歳代） 2334 2:00:26 宮澤　勉 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ せ　宮原
1226 ハーフ一般男子（18～39歳） 1544 2:00:28 角田　智史 ﾂﾉﾀﾞ ﾄﾓﾁｶ ＳＳＣ
1227 ハーフ一般男子（40歳代） 2537 2:00:28 川合　康太 ｶﾜｲ ｺｳﾀ 富士通株式会社
1228 ハーフ一般女子（50歳代） 7032 2:00:29 中野　美弥 ﾅｶﾉ ﾐﾔ まかろんず
1229 ハーフ一般男子（18～39歳） 1382 2:00:31 森　琢磨 ﾓﾘ ﾀｸﾏ 久喜北小学校
1230 ハーフ一般男子（40歳代） 2474 2:00:33 瀬尾　俊哉 ｾｵ ﾄｼﾔ -
1231 ハーフ一般男子（40歳代） 2522 2:00:34 澤　靖浩 ｻﾜ ﾔｽﾋﾛ 沢の鶴
1232 ハーフ一般男子（18～39歳） 1447 2:00:38 佐藤　貴紀 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 埼玉県
1233 ハーフ一般男子（40歳代） 2384 2:00:39 甲　栄一 ｷﾉｴ ｴｲｲﾁ 株式会社アルビオン
1234 ハーフ一般男子（40歳代） 2124 2:00:40 永安　茂樹 ﾅｶﾞﾔｽ ｼｹﾞｷ -
1235 ハーフ一般男子（18～39歳） 1368 2:00:42 山崎　輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ -
1236 ハーフ一般女子（18～39歳） 5062 2:00:42 小薬　はるな ｺｸﾞｽﾘ ﾊﾙﾅ ハレルヤＲＣ
1237 ハーフ一般男子（18～39歳） 1601 2:00:46 寺田　將人 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｻﾄ -
1238 ハーフ一般男子（40歳代） 2423 2:00:49 安田　恵一 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｲﾁ ビールがぶが部
1239 ハーフ一般男子（18～39歳） 1506 2:00:50 目黒　健太 ﾒｸﾞﾛ ｹﾝﾀ -
1240 ハーフ一般男子（60歳代） 4104 2:00:54 桃木　正博 ﾓﾓｷ ﾏｻﾋﾛ -
1241 ハーフ一般男子（18～39歳） 1105 2:00:55 吉岡　正樹 ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ 日本農薬
1242 ハーフ一般男子（18～39歳） 1044 2:01:00 鴫原　友則 ｼｷﾞﾊﾗ ﾄﾓﾉﾘ チームニチコン
1243 ハーフ一般男子（18～39歳） 1100 2:01:00 藤本　幸久 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾋｻ 久喜市立太東中学校
1244 ハーフ一般男子（50歳代） 3197 2:01:01 野口　芳典 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 三浦ＲＣ
1245 ハーフ一般男子（18～39歳） 1719 2:01:03 佐々木　昴 ｻｻｷ ｽﾊﾞﾙ 日産テクノ
1246 ハーフ一般男子（50歳代） 3138 2:01:04 金丸　民義 ｶﾈﾏﾙ ﾀﾐﾖｼ ＴＥＡＭ　ＵＰ　ＴＯ　ＹＯＵ
1247 ハーフ一般男子（60歳代） 4209 2:01:04 鳥居　佐吉 ﾄﾘｲ ｻｷﾁ -
1248 ハーフ一般男子（18～39歳） 1722 2:01:05 結束　宗宏 ｹｯｿｸ ﾑﾈﾋﾛ Ｂｅｎｚ
1249 ハーフ一般男子（60歳代） 4164 2:01:06 竹内　正博 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ -
1250 ハーフ一般男子（50歳代） 3305 2:01:07 小阪　直準 ｺｻｶ ﾅｵﾉﾘ -
1251 ハーフ一般男子（50歳代） 3089 2:01:07 三次　利明 ﾐﾂｷﾞ ﾄｼｱｷ ｍｉｔｓｕｇｉ
1252 ハーフ一般女子（18～39歳） 5011 2:01:07 渡辺　佳央里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ -
1253 ハーフ一般男子（60歳代） 4230 2:01:11 三枝　滋治 ｻｴｸﾞｻ ｼｹﾞｼﾞ 浦和駒場ＪＣ
1254 ハーフ一般女子（40歳代） 6075 2:01:17 北尾　智子 ｷﾀｵ ﾄﾓｺ チーム栗城
1255 ハーフ一般男子（60歳代） 4225 2:01:23 櫻井　正男 ｻｸﾗｲ ﾏｻｵ -
1256 ハーフ一般男子（18～39歳） 1033 2:01:24 後部　雄司 ｺﾞﾍﾞ ﾕｳｼﾞ -
1257 ハーフ一般男子（18～39歳） 1394 2:01:24 佐藤　有一郎 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ -
1258 ハーフ一般女子（18～39歳） 5101 2:01:27 浅野　恵里香 ｱｻﾉ ｴﾘｶ 久喜すずのき病院
1259 ハーフ一般女子（60歳代） 8003 2:01:27 岡野　悦子 ｵｶﾉ ｴﾂｺ ｅｍｉｙｓ
1260 ハーフ一般男子（60歳代） 4029 2:01:28 岡野　三樹雄 ｵｶﾉ ﾐｷｵ ｅｍｉｙｓ
1261 ハーフ一般女子（40歳代） 6056 2:01:28 石井　伸子 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｺ 埼玉県
1262 ハーフ一般男子（60歳代） 4084 2:01:29 今井　治雄 ｲﾏｲ ﾊﾙｵ チームアスカル
1263 ハーフ一般男子（40歳代） 2006 2:01:32 菅沼　浩貴 ｽｶﾞﾇﾏ ﾋﾛﾀｶ -
1264 ハーフ一般女子（50歳代） 7031 2:01:38 高屋敷　ちえみ ﾀｶﾔｼｷ ﾁｴﾐ Ｒ＆Ｂ
1265 ハーフ一般男子（18～39歳） 1704 2:01:40 米山　昇輝 ﾖﾈﾔﾏ ﾉﾘｱｷ Ｂｅｎｚ
1266 ハーフ一般男子（18～39歳） 1646 2:01:41 宮道　陽介 ﾐﾔﾐﾁ ﾖｳｽｹ ＦＣ　ＩＫＥＭＥＮＳ
1267 ハーフ一般男子（40歳代） 2146 2:01:45 鱒渕　晃之 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾃﾙﾕｷ 関電工
1268 ハーフ一般男子（60歳代） 4050 2:01:47 土屋　信男 - ファイターズ
1269 ハーフ一般女子（40歳代） 6065 2:01:49 永嶋　留衣子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾙｲｺ -
1270 ハーフ一般女子（50歳代） 7066 2:01:52 蓑口　和美 ﾐﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ Ｂｕｃｋｙ’ｓ
1271 ハーフ一般男子（60歳代） 4062 2:01:57 関口　聡 ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｼ -
1272 ハーフ一般男子（50歳代） 3229 2:01:58 渋谷　学 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾅﾌﾞ -
1273 ハーフ一般男子（40歳代） 2109 2:01:59 斉藤　誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ チームガルト
1274 ハーフ一般男子（40歳代） 2206 2:02:00 川端　一洋 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ チームカズ
1275 ハーフ一般男子（50歳代） 3365 2:02:03 千葉　正人 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾄ -
1276 ハーフ一般男子（50歳代） 3337 2:02:03 小野内　好秋 ｵﾉｳﾁ ﾖｼｱｷ 日本通信紙



1277 ハーフ一般女子（50歳代） 7040 2:02:03 桜井　麻里 ｻｸﾗｲ ﾏﾘ -
1278 ハーフ一般男子（40歳代） 2535 2:02:06 小松　拓也 ｺﾏﾂ ﾀｸﾔ せいたかしぎ
1279 ハーフ一般男子（18～39歳） 1324 2:02:07 中村　祐次 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ -
1280 ハーフ一般女子（18～39歳） 5047 2:02:12 高橋　裕子 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺ ㈱ＤＵＲＡＳ
1281 ハーフ一般女子（50歳代） 7016 2:02:12 中山　京子 ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｺ -
1282 ハーフ一般男子（18～39歳） 1077 2:02:17 大沼　貴志 ｵｵﾇﾏ ﾀｶｼ 株式会社キタセキ
1283 ハーフ一般男子（40歳代） 2081 2:02:18 内田　昭之 ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 埼信リース株式会社
1284 ハーフ一般男子（40歳代） 2107 2:02:20 山口　知也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ -
1285 ハーフ一般男子（18～39歳） 1590 2:02:28 小澤　裕也 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉弁護士会
1286 ハーフ一般男子（40歳代） 2482 2:02:31 森田　卓夫 ﾓﾘﾀ ﾀｸｵ 株式会社　ホットドッグ
1287 ハーフ一般男子（18～39歳） 1753 2:02:34 長尾　康介 ﾅｶﾞｵ ｺｳｽｹ （株）富士住建
1288 ハーフ一般男子（40歳代） 2483 2:02:36 田羽　憲一 ﾀﾊﾞﾈ ｹﾝｲﾁ -
1289 ハーフ一般男子（18～39歳） 1515 2:02:41 吉田　航平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ -
1290 ハーフ一般男子（60歳代） 4037 2:02:41 岸　孝 ｷｼ ﾀｶｼ -
1291 ハーフ一般男子（18～39歳） 1124 2:02:43 今泉　信彦 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋｺ 川光商事（株）
1292 ハーフ一般男子（60歳代） 4222 2:02:46 江口　等 ｴｸﾞﾁ ﾋﾄｼ -
1293 ハーフ一般男子（60歳代） 4224 2:02:47 柏原　幸次 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ -
1294 ハーフ一般男子（18～39歳） 1755 2:02:48 黒川　雄輝 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｷ （株）富士住建
1295 ハーフ一般女子（18～39歳） 5099 2:02:48 海野　佑子 ｳﾐﾉ ﾕｳｺ 利根川楽走会
1296 ハーフ一般女子（40歳代） 6077 2:02:48 生方　路子 ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｺ ＳＪＮＫ
1297 ハーフ一般女子（50歳代） 7043 2:02:48 田中　純子 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｺ 利根川楽走会
1298 ハーフ一般男子（18～39歳） 1370 2:02:49 千代　秀人 ｾﾝﾀﾞｲ ﾋﾃﾞﾄ -
1299 ハーフ一般女子（18～39歳） 5010 2:02:51 宇津野　まり ｳﾂﾉ ﾏﾘ （＾＾）
1300 ハーフ一般男子（50歳代） 3051 2:02:53 藤間　義昭 ﾌｼﾞﾏ ﾖｼｱｷ -
1301 ハーフ一般男子（18～39歳） 1644 2:02:54 久下　乃夫之 ｸｹﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ -
1302 ハーフ一般男子（60歳代） 4023 2:03:06 国友　淳一 ｸﾆﾄﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ -
1303 ハーフ一般男子（40歳代） 2395 2:03:08 関根　由貴仁 ｾｷﾈ ﾕｷﾋﾄ ＪＡ南彩
1304 ハーフ一般女子（18～39歳） 5114 2:03:09 成田　美琴 ﾅﾘﾀ ﾐｺﾄ 会社員
1305 ハーフ一般男子（18～39歳） 1256 2:03:12 湯峯　順平 ﾕﾐﾈ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 幸手市
1306 ハーフ一般男子（18～39歳） 1652 2:03:12 斎藤　勇人 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 会社員
1307 ハーフ一般男子（40歳代） 2233 2:03:14 熊倉　達哉 ｸﾏｸﾗ ﾀﾂﾔ 白岡総合第一ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｻﾝｶｰ部
1308 ハーフ一般男子（18～39歳） 1444 2:03:19 原　禎昌 ﾊﾗ ﾖｼｱｷ 墨田区
1309 ハーフ一般男子（18～39歳） 1717 2:03:19 押田　武史 ｵｼﾀﾞ ﾀｹｼ -
1310 ハーフ一般男子（18～39歳） 1560 2:03:21 江川　博 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 栗橋保育園
1311 ハーフ一般男子（50歳代） 3275 2:03:24 岡田　直樹 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｷ フリー
1312 ハーフ一般男子（60歳代） 4033 2:03:24 引間　貞章 ﾋｷﾏ ｻﾀﾞｱｷ -
1313 ハーフ一般男子（50歳代） 3010 2:03:27 水野　勝己 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾐ -
1314 ハーフ一般男子（18～39歳） 1519 2:03:30 小宮　良明 ｺﾐﾔ ﾖｼｱｷ 東京都庁
1315 ハーフ一般男子（40歳代） 2563 2:03:32 高瀬　征樹 ﾀｶｾ ﾏｻｷ アリーアメディカル
1316 ハーフ一般女子（40歳代） 6020 2:03:34 渡邉　美香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ ☆明走會ＪＰＮ☆
1317 ハーフ一般男子（18～39歳） 1580 2:03:40 安保　太陽 ｱﾝﾎﾞ ﾀｲﾖｳ ＮＨＮテコラス株式会社
1318 ハーフ一般女子（18～39歳） 5005 2:03:42 鈴木　亜子 ｽｽﾞｷ ｱｺ さいたま市
1319 ハーフ一般男子（50歳代） 3285 2:03:44 原口　昭徳 ﾊﾗｸﾞﾁ ｱｷﾉﾘ ＮＳＢＫ
1320 ハーフ一般男子（50歳代） 3281 2:03:46 中野　丈明 ﾅｶﾉ ﾀｹｱｷ 小森ＪＣ
1321 ハーフ一般男子（50歳代） 3119 2:03:49 小野　貴史 ｵﾉ ﾀｶｼ -
1322 ハーフ一般男子（18～39歳） 1467 2:03:50 藤浪　聡 ﾌｼﾞﾅﾐ ｻﾄｼ 鴻茎支店
1323 ハーフ一般男子（40歳代） 2160 2:03:56 鈴木　実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ ｍｎｋａｒｔ
1324 ハーフ一般男子（18～39歳） 1223 2:03:57 八木橋　直樹 ﾔｷﾞﾊｼ ﾅｵｷ 自営業
1325 ハーフ一般男子（60歳代） 4232 2:03:58 田端　勇仁 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾝ Ｎｉｋｋｏｌマラソン部
1326 ハーフ一般男子（18～39歳） 1737 2:04:00 松尾　優希 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 東北大学
1327 ハーフ一般男子（18～39歳） 1048 2:04:02 齊藤　潮未 ｻｲﾄｳ ｼｵﾐ -
1328 ハーフ一般女子（40歳代） 6014 2:04:04 岡本　頼子 ｵｶﾓﾄ ﾖﾘｺ -
1329 ハーフ一般男子（18～39歳） 1393 2:04:05 根本　慎哉 ﾈﾓﾄ ｼﾝﾔ 会社員
1330 ハーフ一般男子（60歳代） 4059 2:04:08 齋藤　博厚 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱﾂ 司法書士ＲＣ
1331 ハーフ一般男子（50歳代） 3314 2:04:09 友政　哲 ﾄﾓﾏｻ ｻﾄｼ （株）資生堂
1332 ハーフ一般男子（50歳代） 3161 2:04:14 鈴木　勝人 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄ 栃木日信
1333 ハーフ一般女子（18～39歳） 5025 2:04:15 小野田　友香 ｵﾉﾀﾞ ﾕｶ 大学生
1334 ハーフ一般女子（18～39歳） 5103 2:04:17 山王堂　美紀 ｻﾝﾉｳﾄﾞｳ ﾐｷ チームＳＡＮ
1335 ハーフ一般男子（40歳代） 2214 2:04:19 冨井　賢二 ﾄﾐｲ ｹﾝｼﾞ 日立システムズ
1336 ハーフ一般女子（18～39歳） 5064 2:04:19 小暮　倫子 ｺｸﾞﾚ ﾉﾘｺ -
1337 ハーフ一般男子（18～39歳） 1604 2:04:21 宍戸　司 ｼｼﾄﾞ ﾂｶｻ 沢の鶴
1338 ハーフ一般女子（18～39歳） 5144 2:04:24 秋庭　宏美 ｱｷﾊﾞ ﾋﾛﾐ ハートデンタルクリニック
1339 ハーフ一般男子（50歳代） 3050 2:04:30 高橋　博紀 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ -
1340 ハーフ一般男子（40歳代） 2139 2:04:31 出口　博 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ＨＩＰＰＯ－Ａ



1341 ハーフ一般男子（40歳代） 2316 2:04:32 荒井　宏幸 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 上尾元気愛走会
1342 ハーフ一般男子（40歳代） 2539 2:04:33 徳永　良治 ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｮｳｼﾞ -
1343 ハーフ一般女子（60歳代） 8021 2:04:33 後藤　とし江 ｺﾞﾄｳ ﾄｼｴ ＴＡＣ
1344 ハーフ一般男子（60歳代） 4146 2:04:34 菅原　尚世 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋｻﾖ 浦和ｒｃ
1345 ハーフ一般男子（18～39歳） 1482 2:04:36 福田　卓也 ﾌｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 昱　株式会社
1346 ハーフ一般女子（40歳代） 6094 2:04:37 氏家　なみ恵 ｳｼﾞｲｴ ﾅﾐｴ なんちゃってＲＵＮ
1347 ハーフ一般男子（60歳代） 4169 2:04:38 福島　祐一 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｲﾁ 福島クリニック
1348 ハーフ一般男子（18～39歳） 1271 2:04:39 田仲　将大 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 東洋大学
1349 ハーフ一般男子（50歳代） 3241 2:04:39 竹内　尚彦 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾋｺ 株式会社ウインスター
1350 ハーフ一般男子（50歳代） 3115 2:04:43 松永　明宏 ﾏﾂﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ ヒッポ－アッパー
1351 ハーフ一般男子（50歳代） 3038 2:04:49 眞鍋　貞夫 ﾏﾅﾍﾞ ｻﾀﾞｵ マナピー
1352 ハーフ一般男子（60歳代） 4112 2:04:50 安齋　善男 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｵ 帝京大学ＯＢ
1353 ハーフ一般女子（50歳代） 7023 2:04:51 鈴木　みづほ ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾞﾎ ＡＶＲＣ小金井
1354 ハーフ一般男子（18～39歳） 1760 2:04:53 関西　遼 ｾｷﾆｼ ﾘｮｳ 大正大学
1355 ハーフ一般男子（18～39歳） 1294 2:04:54 伊藤　裕亮 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 市町村課
1356 ハーフ一般男子（50歳代） 3298 2:04:54 田中　俊生 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ -
1357 ハーフ一般男子（40歳代） 2595 2:04:55 待島　勝行 ﾏﾁｼﾏ ｶﾂﾕｷ ファイザー
1358 ハーフ一般男子（50歳代） 3361 2:04:56 小宮　敏明 ｺﾐﾔ ﾄｼｱｷ 柳田メディア株式会社
1359 ハーフ一般男子（18～39歳） 1110 2:04:57 藤井　信吾 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 旭松食品
1360 ハーフ一般男子（18～39歳） 1742 2:05:05 石川　哲 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ -
1361 ハーフ一般女子（40歳代） 6076 2:05:05 両角　綾子 ﾓﾛｽﾞﾐ ｱﾔｺ -
1362 ハーフ一般女子（18～39歳） 5061 2:05:07 滝沢　友里 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾘ 自宅
1363 ハーフ一般男子（18～39歳） 1602 2:05:11 山口　貴史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 愛育クリニック
1364 ハーフ一般男子（18～39歳） 1603 2:05:12 片岡　勧 ｶﾀｵｶ ｽｽﾑ ベランダゴーヤ１００研究所
1365 ハーフ一般男子（40歳代） 2059 2:05:16 高畠　道広 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ ユーチャレ
1366 ハーフ一般男子（50歳代） 3302 2:05:17 高瀬　洋行 ﾀｶｾ ﾋﾛﾕｷ 日立製作所
1367 ハーフ一般女子（18～39歳） 5085 2:05:18 小菅　千鶴 ｺｽｹﾞ ﾁﾂﾞﾙ -
1368 ハーフ一般男子（60歳代） 4221 2:05:22 石槫　保則 ｲｼｸﾞﾚ ﾔｽﾉﾘ -
1369 ハーフ一般男子（18～39歳） 1155 2:05:24 武井　伴幸 ﾀｹｲ ﾄﾓﾕｷ -
1370 ハーフ一般男子（40歳代） 2201 2:05:26 岡田　忠明 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ ㈱イマギイレ大宮工場
1371 ハーフ一般男子（50歳代） 3064 2:05:26 髙橋　功一 - 荻の月ＲＣ
1372 ハーフ一般男子（50歳代） 3349 2:05:27 園部　茂雄 ｿﾉﾍﾞ ｼｹﾞｵ 久喜市議会
1373 ハーフ一般男子（18～39歳） 1241 2:05:30 内田　泰弘 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 大日本印刷
1374 ハーフ一般男子（18～39歳） 1222 2:05:30 風間　純 ｶｻﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 日本信号株式会社
1375 ハーフ一般女子（40歳代） 6104 2:05:33 石井　史恵 ｲｼｲ ﾌﾐｴ ランニングクラブオオクマ
1376 ハーフ一般女子（40歳代） 6084 2:05:33 落合　恵美 ｵﾁｱｲ ｴﾐ 主婦
1377 ハーフ一般男子（18～39歳） 1272 2:05:34 荒井　康 ｱﾗｲ ﾔｽｼ 菖蒲中職員（現）
1378 ハーフ一般男子（40歳代） 2143 2:05:36 大橋　賢二 ｵｵﾊｼ ｹﾝｼﾞ -
1379 ハーフ一般男子（60歳代） 4014 2:05:37 池田　文夫 ｲｹﾀﾞ ﾌﾐｵ ゆずり葉
1380 ハーフ一般男子（18～39歳） 1623 2:05:39 天笠　篤史 ｱﾏｶﾞｻ ｱﾂｼ -
1381 ハーフ一般男子（40歳代） 2562 2:05:40 河西　容督 ｶｻｲ ﾖｼﾉﾘ -
1382 ハーフ一般男子（50歳代） 3205 2:05:41 内藤　哲男 ﾅｲﾄｳ ﾃﾂｵ カワグチハイホー
1383 ハーフ一般男子（60歳代） 4053 2:05:42 長瀬　勇 ﾅｶﾞｾ ｲｻﾑ 久喜菖蒲公園Ｊ・Ｃ
1384 ハーフ一般男子（40歳代） 2105 2:05:45 小豆澤　俊光 ｱﾂﾞｷｻﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ おねぎしまぁ～す
1385 ハーフ一般男子（50歳代） 3120 2:05:45 山岸　智 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ -
1386 ハーフ一般男子（18～39歳） 1021 2:05:47 関根　秀晃 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｱｷ -
1387 ハーフ一般男子（18～39歳） 1037 2:05:47 田中　秀和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 会社員
1388 ハーフ一般男子（18～39歳） 1010 2:05:47 保科　信介 ﾎｼﾅ ｼﾝｽｹ 保科工業
1389 ハーフ一般女子（18～39歳） 5082 2:05:47 新田　紗希 ﾆｯﾀ ｻｷ -
1390 ハーフ一般女子（18～39歳） 5081 2:05:47 新田　裕香 ﾆｯﾀ ﾕｶ -
1391 ハーフ一般男子（18～39歳） 1028 2:05:49 荒川　貴行 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾕｷ -
1392 ハーフ一般男子（18～39歳） 1716 2:05:49 菊池　悟 ｷｸﾁ ｻﾄﾙ チームガッツ
1393 ハーフ一般男子（60歳代） 4028 2:05:50 渡辺　保 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾓﾂ -
1394 ハーフ一般男子（40歳代） 2249 2:05:56 林　悟 ﾊﾔｼ ｻﾄﾙ -
1395 ハーフ一般男子（60歳代） 4082 2:05:57 金井　輝充 ｶﾅｲ ﾃﾙﾐﾂ -
1396 ハーフ一般男子（18～39歳） 1437 2:06:00 立石　貴史 ﾀﾃｲｼ ﾀｶﾌﾐ -
1397 ハーフ一般女子（18～39歳） 5022 2:06:00 塚田　悦子 ﾂｶﾀﾞ ｴﾂｺ 久喜市民
1398 ハーフ一般男子（18～39歳） 1380 2:06:02 森　智和 ﾓﾘ ﾄﾓｶｽﾞ ＯＡＣ
1399 ハーフ一般男子（60歳代） 4035 2:06:02 斉藤　竹男 ｻｲﾄｳ ﾀｹｵ -
1400 ハーフ一般女子（40歳代） 6013 2:06:02 小河原　麻子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｱｻｺ 主婦
1401 ハーフ一般男子（60歳代） 4183 2:06:05 青田　次郎 ｱｵﾀ ｼﾞﾛｳ 日本基礎技術株式会社
1402 ハーフ一般男子（40歳代） 2319 2:06:08 竹下　浩一 ﾀｹｼﾀ ｺｳｲﾁ ベアリスＲＣ
1403 ハーフ一般男子（50歳代） 3084 2:06:12 高津戸　隆 ﾀｶﾂﾄﾞ ﾀｶｼ 全農
1404 ハーフ一般女子（18～39歳） 5138 2:06:14 星野　早織 ﾎｼﾉ ｻｵﾘ マカロニ



1405 ハーフ一般男子（40歳代） 2311 2:06:15 蓮沼　久幸 ﾊｽﾇﾏ ﾋｻﾕｷ ＳＭＣ
1406 ハーフ一般男子（50歳代） 3252 2:06:16 八幡　昌男 ﾔﾜﾀ ﾏｻｵ 霞東ラン友
1407 ハーフ一般男子（40歳代） 2306 2:06:18 田部井　貴世 ﾀﾍﾞｲ ﾀｶﾄｼ -
1408 ハーフ一般女子（18～39歳） 5066 2:06:19 谷　明日美 ﾀﾆ ｱｽﾐ マグナム
1409 ハーフ一般男子（50歳代） 3280 2:06:20 島田　善行 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 東川口
1410 ハーフ一般女子（18～39歳） 5132 2:06:22 東浦　仁美 ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾋﾄﾐ 久喜市役所
1411 ハーフ一般女子（40歳代） 6092 2:06:24 及川　千恵子 ｵｲｶﾜ ﾁｴｺ なんちゃってＲＵＮ
1412 ハーフ一般男子（40歳代） 2084 2:06:25 平井　靖広 ﾋﾗｲ ﾔｽﾋﾛ ＧＲＴ
1413 ハーフ一般女子（60歳代） 8017 2:06:25 石塚　恵子 ｲｼﾂﾞｶ ｹｲｺ -
1414 ハーフ一般男子（50歳代） 3062 2:06:27 赤塚　幸重 ｱｶﾂｶ ﾕｷｼｹﾞ 杉戸町
1415 ハーフ一般男子（18～39歳） 1156 2:06:28 中條　祐介 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕｳｽｹ チームこんどう
1416 ハーフ一般男子（18～39歳） 1174 2:06:29 日下部　宏彰 ｸｻｶﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 三十路マラソン部
1417 ハーフ一般男子（50歳代） 3105 2:06:31 秋葉　三佐男 ｱｷﾊﾞ ﾐｻｵ 八千代町役場
1418 ハーフ一般女子（18～39歳） 5027 2:06:32 蜂谷　彩羽 ﾊﾁﾔ ｱﾔﾊ -
1419 ハーフ一般男子（50歳代） 3245 2:06:35 伊藤　勉 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 八潮倶楽部
1420 ハーフ一般男子（50歳代） 3013 2:06:38 梶谷　哲彦 ｶｼﾞﾔ ﾃﾂﾋｺ -
1421 ハーフ一般男子（18～39歳） 1130 2:06:44 佐々木　健司 ｻｻｷ ｹﾝｼﾞ -
1422 ハーフ一般男子（50歳代） 3175 2:06:46 吉満　恭二 ﾖｼﾐﾂ ｷｮｳｼﾞ -
1423 ハーフ一般男子（18～39歳） 1550 2:06:49 野崎　雅人 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄ -
1424 ハーフ一般男子（40歳代） 2251 2:06:49 北内　正樹 ｷﾀｳﾁ ﾏｻｷ ブロブーランナー
1425 ハーフ一般男子（40歳代） 2571 2:06:51 新井　健治 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ なんちゃってＲＵＮ
1426 ハーフ一般女子（18～39歳） 5035 2:06:51 駒　ゆかり ｺﾏ ﾕｶﾘ 笑笑
1427 ハーフ一般女子（40歳代） 6102 2:06:53 新井　早苗 ｱﾗｲ ｻﾅｴ なんちゃってＲＵＮ
1428 ハーフ一般男子（18～39歳） 1583 2:07:02 大塚　聖也 ｵｵﾂｶ ｾｲﾔ ｎｈｎテコラス
1429 ハーフ一般男子（40歳代） 2602 2:07:03 寒河江　豊 ｻｶﾞｴ ﾕﾀｶ 東中野坂上
1430 ハーフ一般男子（50歳代） 3259 2:07:05 榎本　一明 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ ＮＲＣ
1431 ハーフ一般男子（18～39歳） 1765 2:07:07 門井　純一 - -
1432 ハーフ一般男子（50歳代） 3093 2:07:07 中村　信夫 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ -
1433 ハーフ一般女子（50歳代） 7027 2:07:10 内田　明子 ｳﾁﾀﾞ ｱｷｺ -
1434 ハーフ一般男子（50歳代） 3339 2:07:20 古関　正広 ｺｾｷ ﾏｻﾋﾛ 黒西ｒｕｎｎｉｎｇ
1435 ハーフ一般男子（40歳代） 2545 2:07:23 酒井　正志 ｻｶｲ ﾏｻｼ みずほ証券株式会社
1436 ハーフ一般男子（40歳代） 2245 2:07:24 中畑　真吾 ﾅｶﾊﾀ ｼﾝｺﾞ よっこいしょ
1437 ハーフ一般男子（18～39歳） 1150 2:07:26 山崎　淳 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ 久喜市
1438 ハーフ一般男子（50歳代） 3228 2:07:26 時光　学 ﾄｷﾐﾂ ﾏﾅﾌﾞ 日辰貿易
1439 ハーフ一般男子（18～39歳） 1177 2:07:28 山浦　剛 ﾔﾏｳﾗ ﾀｹｼ 函館走人
1440 ハーフ一般男子（18～39歳） 1304 2:07:28 佐藤　秀一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ -
1441 ハーフ一般男子（40歳代） 2411 2:07:28 森住　悟郎 ﾓﾘｽﾞﾐ ｺﾞﾛｳ 久喜市スキー連盟
1442 ハーフ一般女子（50歳代） 7062 2:07:28 谷ケ﨑　香代子 ﾔｶﾞｻｷ ｶﾖｺ 千葉県立松戸高等学校
1443 ハーフ一般男子（50歳代） 3024 2:07:33 岡野　勝俊 ｵｶﾉ ｶﾂﾄｼ ＮＥＳ－ＲＣ
1444 ハーフ一般女子（18～39歳） 5063 2:07:36 古澤　淳子 ﾌﾙｻﾜ ｱﾂｺ ファンキー侍
1445 ハーフ一般男子（60歳代） 4061 2:07:37 森山　実 - -
1446 ハーフ一般男子（40歳代） 2587 2:07:41 青山　隆治 ｱｵﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 民暴埼玉
1447 ハーフ一般男子（50歳代） 3193 2:07:44 小池　克昌 - -
1448 ハーフ一般女子（18～39歳） 5105 2:07:47 影山　とも恵 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｴ チームなんだっけ？
1449 ハーフ一般男子（40歳代） 2017 2:07:51 阿部　淳一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ じゃあそれで
1450 ハーフ一般女子（40歳代） 6042 2:07:56 木伏　尚子 ｷﾌﾞｼ ﾅｵｺ -
1451 ハーフ一般男子（40歳代） 2212 2:07:57 平野　清和 ﾋﾗﾉ ｷﾖｶｽﾞ 久喜市役所
1452 ハーフ一般女子（40歳代） 6046 2:08:00 舞田　恭子 ﾏｲﾀﾞ ｷｮｳｺ シールドエアージャパン合同会社
1453 ハーフ一般男子（60歳代） 4087 2:08:11 山崎　友暉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓｷ -
1454 ハーフ一般男子（18～39歳） 1234 2:08:12 田島　智広 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ 青砥クラブ
1455 ハーフ一般男子（50歳代） 3165 2:08:12 米山　浩文 ﾖﾈﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ ｓｐｃ
1456 ハーフ一般男子（18～39歳） 1152 2:08:16 井上　慶太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ -
1457 ハーフ一般男子（50歳代） 3002 2:08:25 武井　和弘 ﾀｹｲ ｶｽﾞﾋﾛ ジョギングクラブ
1458 ハーフ一般女子（18～39歳） 5125 2:08:28 早坂　直美 ﾊﾔｻｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 早坂
1459 ハーフ一般男子（40歳代） 2199 2:08:31 三ケ田　勉 ﾐｹﾀ ﾂﾄﾑ ＳＧＡＣ
1460 ハーフ一般男子（40歳代） 2130 2:08:43 野村　広長 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾅｶﾞ -
1461 ハーフ一般女子（18～39歳） 5128 2:08:46 米村　佐織 ﾖﾈﾑﾗ ｻｵﾘ -
1462 ハーフ一般男子（40歳代） 2347 2:08:53 岡田　篤史 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ -
1463 ハーフ一般女子（18～39歳） 5051 2:08:56 横山　由里子 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘｺ -
1464 ハーフ一般男子（18～39歳） 1678 2:08:57 影山　博昭 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 株式会社ベイカレント・コンサル
1465 ハーフ一般女子（40歳代） 6087 2:08:57 星野　里美 ﾎｼﾉ ｻﾄﾐ 川口市
1466 ハーフ一般女子（40歳代） 6060 2:08:58 江川　由里子 ｴｶﾞﾜ ﾕﾘｺ どよらん福島
1467 ハーフ一般女子（50歳代） 7037 2:09:00 山口　ふじ子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌｼﾞｺ ハレルヤＲＣ
1468 ハーフ一般男子（40歳代） 2399 2:09:02 鈴木　純一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 一般



1469 ハーフ一般男子（18～39歳） 1129 2:09:03 坂田　英臣 ｻｶﾀ ﾋﾃﾞｵﾐ 株式会社ＳＮＧ
1470 ハーフ一般男子（40歳代） 2011 2:09:07 沢田　欣 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽｼ -
1471 ハーフ一般男子（50歳代） 3366 2:09:10 落合　英男 ｵﾁｱｲ ﾋﾃﾞｵ チーム★Ｍａｇｎｕｍ
1472 ハーフ一般男子（50歳代） 3033 2:09:12 浅野　俊春 ｱｻﾉ ﾄｼﾊﾙ -
1473 ハーフ一般男子（40歳代） 2021 2:09:19 谷本　謙太 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝﾀ 国分ＲＣ
1474 ハーフ一般女子（50歳代） 7050 2:09:20 細谷　弘子 ﾎｿﾔ ﾋﾛｺ -
1475 ハーフ一般男子（18～39歳） 1269 2:09:21 佐藤　健 ｻﾄｳ ｹﾝ ＳＧＡＣ
1476 ハーフ一般女子（50歳代） 7005 2:09:22 小根澤　広美 ｵﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ -
1477 ハーフ一般男子（60歳代） 4208 2:09:23 田中　芳行 ﾀﾅｶ ﾖｼﾕｷ リスタート
1478 ハーフ一般男子（40歳代） 2256 2:09:26 竹内　裕紀 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 公務員
1479 ハーフ一般男子（50歳代） 3154 2:09:27 佐藤　信義 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ -
1480 ハーフ一般男子（18～39歳） 1276 2:09:30 井上　勇亮 ｲﾉｳｴ ﾕｳｽｹ デブでも走れる会
1481 ハーフ一般男子（50歳代） 3223 2:09:32 西林　泰光 ﾆｼﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾐﾂ ナガエ
1482 ハーフ一般男子（60歳代） 4158 2:09:33 石田　旭 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾗ -
1483 ハーフ一般女子（50歳代） 7012 2:09:33 岩田　和美 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾐ -
1484 ハーフ一般女子（50歳代） 7054 2:09:33 八尾　宜代 ﾔｵ ﾉﾌﾞﾖ カレー部
1485 ハーフ一般男子（60歳代） 4093 2:09:35 笠原　達雄 ｶｻﾊﾗ ﾀﾂｵ 牛久走友会
1486 ハーフ一般男子（40歳代） 2276 2:09:36 加々美　剛 ｶｶﾞﾐ ﾂﾖｼ 新コスモス電機㈱
1487 ハーフ一般男子（18～39歳） 1581 2:09:38 廣瀬　裕二 ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ 千葉大学走友会
1488 ハーフ一般男子（18～39歳） 1533 2:09:43 櫻井　健吾 ｻｸﾗｲ ｹﾝｺﾞ 豊島区
1489 ハーフ一般男子（18～39歳） 1762 2:09:49 角田　巧 ｶｸﾀﾞ ﾀｸﾐ （株）関商店
1490 ハーフ一般女子（40歳代） 6105 2:09:50 谷川　智美 ﾀﾆｶﾜ ｻﾄﾐ Ｂｕｃｋｙｓ
1491 ハーフ一般男子（18～39歳） 1687 2:09:52 白石　祐基 ｼﾗｲｼ ﾕｳｷ ＤＡＲＫ　ＫＮＩＧＨＴ
1492 ハーフ一般男子（18～39歳） 1263 2:09:55 白石　眞人 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄ -
1493 ハーフ一般男子（40歳代） 2269 2:10:01 塩田　知之 ｼｵﾀ ﾄﾓﾕｷ -
1494 ハーフ一般男子（40歳代） 2162 2:10:02 吉住　喜一 ﾖｼｽﾞﾐ ﾖｼｶｽﾞ -
1495 ハーフ一般男子（50歳代） 3226 2:10:04 荻野　久男 ｵｷﾞﾉ ﾋｻｵ 大学生協
1496 ハーフ一般男子（60歳代） 4024 2:10:04 石井　正晴 ｲｼｲ ﾏｻﾊﾙ -
1497 ハーフ一般男子（18～39歳） 1025 2:10:09 松口　幸弘 ﾏﾂｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 松口家
1498 ハーフ一般男子（40歳代） 2553 2:10:10 佐藤　太志 ｻﾄｳ ﾌﾄｼ -
1499 ハーフ一般男子（40歳代） 2586 2:10:13 齊藤　均 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ -
1500 ハーフ一般男子（50歳代） 3167 2:10:21 齋藤　哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ ＵＲ
1501 ハーフ一般女子（40歳代） 6080 2:10:21 田之頭　房子 ﾀﾉｶｼﾗ ﾌｻｺ 会社員
1502 ハーフ一般男子（18～39歳） 1424 2:10:23 豊田　賢司 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｼﾞ -
1503 ハーフ一般男子（18～39歳） 1081 2:10:24 丸山　哲哉 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂﾔ 鶴寿荘
1504 ハーフ一般男子（50歳代） 3288 2:10:29 星野　聡 ﾎｼﾉ ｻﾄｼ ゆえまジョギングクラブ
1505 ハーフ一般女子（18～39歳） 5041 2:10:29 中畑　雅美 ﾅｶﾊﾀ ﾏｻﾐ よっこいしょ
1506 ハーフ一般男子（18～39歳） 1041 2:10:37 柿沼　友洋 ｶｷﾇﾏ ﾄﾓﾋﾛ 今日は会社休み
1507 ハーフ一般男子（18～39歳） 1364 2:10:38 小幡　隆博 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ -
1508 ハーフ一般男子（60歳代） 4220 2:10:43 佐藤　幸英 ｻﾄｳ ﾕｷﾋﾃﾞ くにみ観月台走友会
1509 ハーフ一般女子（40歳代） 6101 2:10:43 濱田　晴美 ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ （株）杉田商店
1510 ハーフ一般男子（60歳代） 4039 2:10:46 今野　勝 ｺﾝﾉ ﾏｻﾙ -
1511 ハーフ一般男子（50歳代） 3306 2:10:47 関口　和己 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ -
1512 ハーフ一般男子（18～39歳） 1185 2:10:54 内田　隆二 ｳﾁﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ ＰＣ浦和
1513 ハーフ一般男子（50歳代） 3315 2:10:55 町田　光 ﾏﾁﾀﾞ ｱｷﾗ 株式会社　町田硝子店
1514 ハーフ一般男子（50歳代） 3101 2:10:55 上野　晃 ｳｴﾉ ｱｷﾗ 医療法人慈政会
1515 ハーフ一般女子（60歳代） 8008 2:10:57 天渡　祥子 ﾃﾝﾄ ﾖｼｺ -
1516 ハーフ一般男子（18～39歳） 1288 2:10:58 大塚　健大 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀ 昱株式会社
1517 ハーフ一般男子（60歳代） 4179 2:11:02 中村　隆 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉
1518 ハーフ一般男子（40歳代） 2375 2:11:06 小田中　隆芳 ｵﾀﾞﾅｶ ﾀｶﾖｼ 青葉クラブ
1519 ハーフ一般男子（40歳代） 2247 2:11:10 藤田　博行 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ にゃんこＲ．Ｃ．
1520 ハーフ一般男子（60歳代） 4206 2:11:16 寿原　英樹 ｽﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 浦和北ＲＣ
1521 ハーフ一般男子（18～39歳） 1385 2:11:28 小林　幸男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ 会社員
1522 ハーフ一般男子（60歳代） 4128 2:11:31 安斎　明典 ｱﾝｻﾞｲ ｱｷﾉﾘ 武蔵ウルトラマラソンクラブ
1523 ハーフ一般男子（60歳代） 4191 2:11:33 鈴木　泰雄 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ スカイファイツ
1524 ハーフ一般女子（40歳代） 6108 2:11:33 奥澤　裕美子 ｵｸｻﾞﾜ ﾕﾐｺ なんちゃってＲＵＮ
1525 ハーフ一般男子（18～39歳） 1295 2:11:35 土屋　裕亮 ﾂﾁﾔ ﾕｳｽｹ 市町村課
1526 ハーフ一般男子（40歳代） 2246 2:11:37 宮崎　克宜 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂﾖｼ やまちゃんず
1527 ハーフ一般女子（50歳代） 7018 2:11:37 田中　玲子 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ -
1528 ハーフ一般男子（40歳代） 2465 2:11:44 鈴木　尚志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ -
1529 ハーフ一般女子（50歳代） 7033 2:11:44 森田　星子 ﾓﾘﾀ ｾｲｺ -
1530 ハーフ一般男子（40歳代） 2093 2:11:52 鴨田　真治 ｶﾓﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 久喜ＡＢＣ
1531 ハーフ一般男子（18～39歳） 1439 2:11:56 徳良　誠健 ﾄｸﾗ ｾｲｹﾝ ○○の会
1532 ハーフ一般男子（18～39歳） 1407 2:11:57 折原　剛 ｵﾘﾊﾗ ﾀｹｼ ホシザキ北関東株式会社



1533 ハーフ一般男子（40歳代） 2225 2:11:58 佐々木　勝昭 ｻｻｷ ｶﾂｱｷ -
1534 ハーフ一般男子（18～39歳） 1485 2:12:01 丸山　雅嗣 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾂｸﾞ 久喜市役所
1535 ハーフ一般男子（60歳代） 4194 2:12:02 栗田　匠 ｸﾘﾀ ｼｮｳ -
1536 ハーフ一般男子（40歳代） 2079 2:12:10 武井　貞道 ﾀｹｲ ｻﾀﾞﾐﾁ 一般市民
1537 ハーフ一般男子（18～39歳） 1702 2:12:14 大塚　淳史 ｵｵﾂｶ ｱﾂｼ -
1538 ハーフ一般女子（18～39歳） 5137 2:12:14 鍋田　千秋 ﾅﾍﾞﾀ ﾁｱｷ -
1539 ハーフ一般女子（18～39歳） 5030 2:12:14 大崎　直美 ｵｵｻｷ ﾅｵﾐ -
1540 ハーフ一般女子（50歳代） 7009 2:12:17 荒木　伊里子 ｱﾗｷ ｲﾘｺ 主婦
1541 ハーフ一般男子（40歳代） 2583 2:12:22 梶本　恵一 ｶｼﾞﾓﾄ ｹｲｲﾁ ＶＯＬＫＬ
1542 ハーフ一般女子（50歳代） 7047 2:12:24 水口　祐美子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕﾐｺ サクラチーム
1543 ハーフ一般女子（18～39歳） 5073 2:12:25 関根　弘子 ｾｷﾈ ﾋﾛｺ -
1544 ハーフ一般男子（60歳代） 4161 2:12:38 宮城　清 ﾐﾔｷﾞ ｷﾖｼ ＦＣｓａｋｕｒａｄａイーグルス
1545 ハーフ一般女子（18～39歳） 5139 2:12:48 伊藤　美和子 ｲﾄｳ ﾐﾜｺ 津田塾大学
1546 ハーフ一般女子（18～39歳） 5141 2:12:50 谷島　千鶴 ﾔｼﾞﾏ ﾁﾂﾞﾙ -
1547 ハーフ一般男子（18～39歳） 1672 2:12:51 秋本　知成 ｱｷﾓﾄ ﾄﾓﾅﾘ -
1548 ハーフ一般男子（60歳代） 4003 2:12:55 林　広 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ -
1549 ハーフ一般女子（40歳代） 6038 2:12:57 森村　順子 ﾓﾘﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ チームＨＯＮＤＡ
1550 ハーフ一般女子（50歳代） 7026 2:12:57 服部　美代子 ﾊｯﾄﾘ ﾐﾖｺ -
1551 ハーフ一般男子（18～39歳） 1749 2:13:00 五味　洋平 ｺﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 法務省
1552 ハーフ一般男子（18～39歳） 1708 2:13:00 伊藤　俊輝 ｲﾄｳ ﾄｼｷ 中部運輸局三重運輸支局
1553 ハーフ一般男子（50歳代） 3319 2:13:03 坂　浩 ｻｶ ﾋﾛｼ -
1554 ハーフ一般女子（40歳代） 6054 2:13:04 木村　美保 ｷﾑﾗ ﾐﾎ ヤマサ
1555 ハーフ一般男子（50歳代） 3271 2:13:05 内藤　剛 ﾅｲﾄｳ ﾂﾖｼ -
1556 ハーフ一般男子（18～39歳） 1676 2:13:07 中山　雄介 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ ＮＴＴ－ＭＥ
1557 ハーフ一般男子（18～39歳） 1262 2:13:08 岩崎　宏一 ｲﾜｻｷ ｺｳｲﾁ -
1558 ハーフ一般男子（40歳代） 2576 2:13:09 佐々木　冬樹 ｻｻｷ ﾌﾕｷ 会社員
1559 ハーフ一般女子（40歳代） 6106 2:13:09 長澤　陽子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｳｺ 健康増進部
1560 ハーフ一般男子（60歳代） 4186 2:13:14 多田　克己 ﾀﾀﾞ ｶﾂﾐ 馬内ＲＣ
1561 ハーフ一般男子（50歳代） 3293 2:13:15 宮崎　和彦 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ ＦＸＳＣ
1562 ハーフ一般男子（60歳代） 4152 2:13:16 岸　正弘 - -
1563 ハーフ一般男子（60歳代） 4088 2:13:16 渡辺　春治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙｼﾞ -
1564 ハーフ一般男子（40歳代） 2360 2:13:17 荻原　則和 ｵｷﾞﾊﾗ ﾉﾘｶｽﾞ フリー
1565 ハーフ一般男子（60歳代） 4007 2:13:17 荻野　和男 ｵｷﾞﾉ ｶｽﾞｵ 元・久喜太田小教諭
1566 ハーフ一般男子（50歳代） 3264 2:13:19 齋藤　燈 ｻｲﾄｳ ｱｶﾘ -
1567 ハーフ一般男子（18～39歳） 1248 2:13:22 野水　直哉 ﾉﾐｽﾞ ﾅｵﾔ ＳＲＮＴ
1568 ハーフ一般男子（50歳代） 3176 2:13:22 神山　整志 ｶﾐﾔﾏ ｾｲｼ -
1569 ハーフ一般男子（18～39歳） 1246 2:13:26 菊地　繁靖 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾔｽ メタボごっこ
1570 ハーフ一般男子（40歳代） 2112 2:13:27 山﨑　良明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｱｷ -
1571 ハーフ一般男子（40歳代） 2095 2:13:28 小豆澤　浩 ｱｽﾞｻﾜ ﾋﾛｼ ＠ＡＺＵ
1572 ハーフ一般女子（50歳代） 7007 2:13:33 佐々木　昌枝 ｻｻｷ ﾏｻｴ Ｒｕｎｇｉｒｌ
1573 ハーフ一般男子（50歳代） 3146 2:13:35 荻野　慎次 ｵｷﾞﾉ ｼﾝｼﾞ -
1574 ハーフ一般男子（60歳代） 4139 2:13:36 井上　忠吉 ｲﾉｳｴ ﾁｭｳｷﾁ -
1575 ハーフ一般男子（18～39歳） 1316 2:13:39 フングシャン　ダン ﾌﾝｸﾞｼｬﾝ ﾀﾞﾝ 日本コンピューター
1576 ハーフ一般男子（40歳代） 2260 2:13:40 鈴木　哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ メタボごっこ
1577 ハーフ一般男子（50歳代） 3204 2:13:44 吉田　登 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ ｉｒｓ
1578 ハーフ一般女子（18～39歳） 5038 2:13:54 木村　麻子 ｷﾑﾗ ｱｻｺ 一般財団法人日本国際協力システ
1579 ハーフ一般男子（50歳代） 3035 2:13:55 黒澤　敏也 ｸﾛｻﾜ ﾄｼﾔ 南栗橋
1580 ハーフ一般男子（18～39歳） 1127 2:13:58 藤井　将基 ﾌｼﾞｲ ﾏｻｷ 久喜市
1581 ハーフ一般男子（18～39歳） 1746 2:13:58 武井　紀博 ﾀｹｲ ﾉﾘﾋﾛ 酢ダコ愛好会
1582 ハーフ一般男子（18～39歳） 1589 2:14:03 三土　未知生 ﾐﾂﾁ ﾐﾁｵ 自営業
1583 ハーフ一般男子（40歳代） 2047 2:14:04 青山　貴史 ｱｵﾔﾏ ﾀｶｼ -
1584 ハーフ一般女子（18～39歳） 5153 2:14:04 大貫　瞳 ｵｵﾇｷ ﾋﾄﾐ -
1585 ハーフ一般女子（18～39歳） 5140 2:14:04 鵜野洲　薫 ｳﾉｽ ｶｵﾙ -
1586 ハーフ一般男子（40歳代） 2216 2:14:05 星野　孝志 ﾎｼﾉ ﾀｶｼ -
1587 ハーフ一般男子（60歳代） 4130 2:14:14 阿部　信雄 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ -
1588 ハーフ一般男子（60歳代） 4052 2:14:16 田中　秀典 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ -
1589 ハーフ一般女子（50歳代） 7021 2:14:23 八代　明美 ﾔｼﾛ ｱｹﾐ ｎａｓｈｉ
1590 ハーフ一般男子（60歳代） 4166 2:14:24 小俣　弘行 ｺﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ ｋｏｅｄｏ
1591 ハーフ一般男子（60歳代） 4095 2:14:25 管野　広由 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾖｼ -
1592 ハーフ一般男子（18～39歳） 1278 2:14:29 福家　大輔 ﾌｹ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県久喜市
1593 ハーフ一般女子（18～39歳） 5147 2:14:29 皆川　早織 ﾐﾅｶﾞﾜ ｻｵﾘ -
1594 ハーフ一般女子（40歳代） 6082 2:14:32 斉藤　果枝 ｻｲﾄｳ ｶｴ -
1595 ハーフ一般男子（18～39歳） 1443 2:14:37 鈴木　一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ -
1596 ハーフ一般男子（50歳代） 3100 2:14:40 長谷川　圭三 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｿﾞｳ -



1597 ハーフ一般男子（18～39歳） 1756 2:14:42 新井　則夫 ｱﾗｲ ﾉﾘｵ Ｎｉｋｋｏｌマラソン部
1598 ハーフ一般男子（18～39歳） 1626 2:14:50 坂巻　賢司 ｻｶﾏｷ ｹﾝｼﾞ -
1599 ハーフ一般女子（40歳代） 6051 2:14:55 松橋　きみ子 ﾏﾂﾊｼ ｷﾐｺ -
1600 ハーフ一般男子（40歳代） 2513 2:14:57 只野　一行 ﾀﾀﾞﾉ ｶｽﾞﾕｷ Ａ＆Ｋ
1601 ハーフ一般男子（50歳代） 3323 2:14:57 岩崎　任宏 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ クッキーズ
1602 ハーフ一般男子（60歳代） 4205 2:14:59 金子　守 ｶﾈｺ ﾏﾓﾙ -
1603 ハーフ一般女子（18～39歳） 5069 2:14:59 市村　敬子 ｲﾁﾑﾗ ｹｲｺ 会社員
1604 ハーフ一般女子（50歳代） 7048 2:15:03 荒井　まゆみ ｱﾗｲ ﾏﾕﾐ -
1605 ハーフ一般男子（18～39歳） 1236 2:15:08 岡崎　聡 ｵｶｻﾞｷ ｻﾄｼ -
1606 ハーフ一般男子（40歳代） 2308 2:15:12 中野　隆志 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 昱株式会社
1607 ハーフ一般女子（18～39歳） 5006 2:15:24 太田　里子 ｵｵﾀ ｻﾄｺ 四季彩農園
1608 ハーフ一般男子（18～39歳） 1091 2:15:26 安彦　了太 ｱﾋﾞｺ ﾘｮｳﾀ 会社員
1609 ハーフ一般男子（40歳代） 2379 2:15:28 小林　敏也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ ＴＯＴＯ（株）
1610 ハーフ一般男子（18～39歳） 1216 2:15:29 日下部　康介 ｸｻｶﾍﾞ ｺｳｽｹ 資生堂　久喜工場
1611 ハーフ一般男子（18～39歳） 1299 2:15:30 蛭川　則彦 ﾋﾙｶﾜ ﾉﾘﾋｺ 市町村課
1612 ハーフ一般女子（50歳代） 7042 2:15:32 田中　早苗 ﾀﾅｶ ｻﾅｴ ＳＭＣ
1613 ハーフ一般男子（50歳代） 3143 2:15:35 今田　智也 ｺﾝﾀ ﾄﾓﾔ -
1614 ハーフ一般男子（18～39歳） 1247 2:15:36 水澤　寛 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾛｼ メタボごっこ
1615 ハーフ一般女子（18～39歳） 5056 2:15:39 高野　祥子 ﾀｶﾉ ｼｮｳｺ 東京都栄養士
1616 ハーフ一般女子（18～39歳） 5124 2:15:39 吉田　さや香 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ 津田塾大学
1617 ハーフ一般男子（18～39歳） 1104 2:15:40 羽原　俊幸 ﾊﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ とくになし
1618 ハーフ一般女子（18～39歳） 5074 2:15:46 鶴田　志織 ﾂﾙﾀ ｼｵﾘ 会社員
1619 ハーフ一般男子（60歳代） 4192 2:15:47 遠畑　亮吉 ﾄｵﾊﾀ ﾘｮｳｷﾁ 若竹走友会
1620 ハーフ一般男子（40歳代） 2381 2:15:50 太刀川　聡明 ﾀﾁｶﾜ ﾄｼｱｷ ＯＳＫ
1621 ハーフ一般男子（60歳代） 4134 2:15:51 遠藤　俊雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 高橋カーテンウォール工業㈱
1622 ハーフ一般女子（40歳代） 6058 2:15:53 渡邉　美保 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾎ -
1623 ハーフ一般男子（18～39歳） 1455 2:15:54 竹村　広美 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾐ 走麺会
1624 ハーフ一般女子（18～39歳） 5149 2:15:55 橋口　円香 ﾊｼｸﾞﾁ ﾏﾄﾞｶ 会社員
1625 ハーフ一般男子（18～39歳） 1465 2:15:57 松川　知樹 ﾏﾂｶﾜ ﾄﾓｷ 帝京大学
1626 ハーフ一般男子（18～39歳） 1032 2:16:00 橋谷　厚志 ﾊｼﾔ ｱﾂｼ はなたろう
1627 ハーフ一般男子（18～39歳） 1403 2:16:05 高橋　弘行 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ アルパカ倶楽部
1628 ハーフ一般男子（40歳代） 2512 2:16:05 宮田　顕弘 ﾐﾔﾀ ｱｷﾋﾛ さくら＆すみれ
1629 ハーフ一般男子（60歳代） 4102 2:16:13 岩崎　勝好 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾖｼ -
1630 ハーフ一般男子（18～39歳） 1188 2:16:15 野城　良浩 ﾉｼﾛ ﾖｼﾋﾛ フリー
1631 ハーフ一般男子（18～39歳） 1675 2:16:18 石井　潤 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ -
1632 ハーフ一般女子（18～39歳） 5070 2:16:20 城谷　愛 ｼﾛﾀﾆ ｱｲ -
1633 ハーフ一般男子（18～39歳） 1625 2:16:25 北角　和也 ｷﾀｶｸ ｶｽﾞﾔ 一般事業会社
1634 ハーフ一般女子（40歳代） 6044 2:16:26 本多　里美 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾐ -
1635 ハーフ一般男子（18～39歳） 1697 2:16:27 松木　勇治 ﾏﾂｷ ﾕｳｼﾞ 久喜クラブ
1636 ハーフ一般男子（40歳代） 2561 2:16:30 小桐　誠 ｵｷﾞﾘ ﾏｺﾄ ＣＬＭ
1637 ハーフ一般男子（60歳代） 4219 2:16:31 平山　操 ﾋﾗﾔﾏ ﾐｻｵ 港スポーツセンター
1638 ハーフ一般男子（18～39歳） 1427 2:16:32 関根　宏教 ｾｷﾈ ﾋﾛﾉﾘ 関根接骨院
1639 ハーフ一般男子（40歳代） 2195 2:16:33 木村　隆哉 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ ボーイスカウト久喜１３団
1640 ハーフ一般女子（18～39歳） 5135 2:16:33 松木　良子 ﾏﾂｷ ﾘｮｳｺ 久喜クラブ
1641 ハーフ一般男子（60歳代） 4004 2:16:38 高橋　完造 ﾀｶﾊｼ ｶﾝｿﾞｳ マッカーサー元師
1642 ハーフ一般男子（40歳代） 2111 2:16:40 大熊　昭一 ｵｵｸﾏ ｼｮｳｲﾁ -
1643 ハーフ一般男子（50歳代） 3265 2:16:41 小河原　友則 ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾉﾘ クッキーズ
1644 ハーフ一般女子（50歳代） 7041 2:16:41 神保　京子 ｼﾞﾝﾎﾞ ｷｮｳｺ クッキーズ
1645 ハーフ一般女子（40歳代） 6035 2:16:45 小林　淳子 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 自営
1646 ハーフ一般男子（40歳代） 2202 2:16:51 大下　銀司 ｵｵｼﾀ ｷﾞﾝｼﾞ まほろ駅前歩き隊
1647 ハーフ一般男子（40歳代） 2547 2:16:53 戸張　慶一 ﾄﾊﾞﾘ ﾉﾘｶｽﾞ ㈱サン精密化工研究所
1648 ハーフ一般男子（50歳代） 3225 2:16:55 高橋　研生 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｾｲ -
1649 ハーフ一般女子（40歳代） 6099 2:16:57 高橋　和代 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖ ｓｋｙｓｋｙ
1650 ハーフ一般男子（40歳代） 2406 2:17:00 岡村　靖路 ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼﾞ -
1651 ハーフ一般男子（50歳代） 3262 2:17:01 佐藤　淳一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県
1652 ハーフ一般女子（18～39歳） 5108 2:17:01 橋本　千恵 ﾊｼﾓﾄ ﾁｴ クルラン白河
1653 ハーフ一般男子（18～39歳） 1450 2:17:02 東原　拓也 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾀｸﾔ エズラ王国
1654 ハーフ一般女子（50歳代） 7061 2:17:03 冨安　真由美 ﾄﾐﾔｽ ﾏﾕﾐ -
1655 ハーフ一般男子（50歳代） 3206 2:17:06 遠藤　之久 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋｻ ｍｏｔｏｉ
1656 ハーフ一般男子（40歳代） 2555 2:17:07 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 浦和市高走友会
1657 ハーフ一般女子（40歳代） 6097 2:17:07 梅津　寛美 ｳﾒﾂ ﾋﾛﾐ 浦和市高走友会
1658 ハーフ一般女子（40歳代） 6098 2:17:08 浅野　芳 ｱｻﾉ ｶｵﾘ 浦和市高走友会
1659 ハーフ一般男子（18～39歳） 1514 2:17:09 渡辺　浩史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ チーム低速ピストン
1660 ハーフ一般男子（40歳代） 2412 2:17:12 勝見　修一 ｶﾂﾐ ｼｭｳｲﾁ -



1661 ハーフ一般女子（18～39歳） 5134 2:17:12 松本　恵里佳 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ 久喜クラブ
1662 ハーフ一般男子（40歳代） 2410 2:17:17 水盛　誠一郎 ﾐｽﾞﾓﾘ ｾｲｲﾁﾛｳ -
1663 ハーフ一般女子（40歳代） 6063 2:17:17 水盛　朋恵 ﾐｽﾞﾓﾘ ﾄﾓｴ -
1664 ハーフ一般男子（40歳代） 2549 2:17:24 小野寺　弘志 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ -
1665 ハーフ一般男子（60歳代） 4153 2:17:25 星　徹 ﾎｼ ﾄｵﾙ -
1666 ハーフ一般女子（18～39歳） 5003 2:17:27 坂部　恵 ｻｶﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 幸手走友会
1667 ハーフ一般男子（50歳代） 3042 2:17:28 高橋　清和 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｶｽﾞ -
1668 ハーフ一般女子（18～39歳） 5094 2:17:30 荒井　彩花 ｱﾗｲ ｱﾔｶ 春日部小渕
1669 ハーフ一般男子（18～39歳） 1131 2:17:32 前原　　純 ﾏｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 永井海苔
1670 ハーフ一般女子（40歳代） 6011 2:17:32 田熊　暁美 ﾀｸﾞﾏ ｱｹﾐ 亀屋鉄工
1671 ハーフ一般男子（18～39歳） 1418 2:17:34 嶋田　明徳 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 久喜市立小林小学校
1672 ハーフ一般男子（18～39歳） 1122 2:17:35 今村　誠 ｲﾏﾑﾗ ﾏｺﾄ ヤマキ株式会社
1673 ハーフ一般女子（18～39歳） 5072 2:17:39 江連　菜実子 ｴﾂﾞﾚ ﾅﾐｺ -
1674 ハーフ一般男子（60歳代） 4160 2:17:40 荻場　信一 ｵｷﾞﾊﾞ ｼﾝｲﾁ -
1675 ハーフ一般女子（60歳代） 8012 2:17:40 荻場　恭子 ｵｷﾞﾊﾞ ｷｮｳｺ -
1676 ハーフ一般男子（40歳代） 2324 2:17:42 中井　成年 ﾅｶｲ ｼｹﾞﾄｼ -
1677 ハーフ一般男子（18～39歳） 1036 2:17:44 木場田　茂樹 ｺﾊﾞﾀ ｼｹﾞｷ 三菱自工
1678 ハーフ一般女子（40歳代） 6062 2:17:44 細野　美香 ﾎｿﾉ ﾐｶ 一般
1679 ハーフ一般男子（18～39歳） 1109 2:17:45 桐林　克臣 ｷﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾂｵﾐ -
1680 ハーフ一般男子（60歳代） 4031 2:17:48 近石　昌史 ﾁｶｲｼ ﾏｻﾌﾐ -
1681 ハーフ一般女子（18～39歳） 5080 2:17:51 西谷　香澄 ﾆｼﾔ ｶｽﾐ -
1682 ハーフ一般男子（18～39歳） 1083 2:17:55 田中　領一 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｲﾁ 株式会社コーセーフーズ
1683 ハーフ一般男子（40歳代） 2157 2:17:58 梅田　修一 ｳﾒﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 久喜市商工会青年部
1684 ハーフ一般男子（40歳代） 2518 2:18:06 佐藤　好洋 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ クリナップ株式会社
1685 ハーフ一般男子（50歳代） 3211 2:18:13 吉田　雅一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｲﾁ ＳＣＳＫ株式会社
1686 ハーフ一般女子（18～39歳） 5148 2:18:15 小森　香奈 ｺﾓﾘ ｶﾅ -
1687 ハーフ一般男子（50歳代） 3023 2:18:18 潮來　芳夫 ｲﾀｺ ﾖｼｵ メタボごっこ
1688 ハーフ一般男子（50歳代） 3242 2:18:23 田上　裕治 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾛﾊﾙ -
1689 ハーフ一般男子（40歳代） 2144 2:18:34 渡邉　充彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾋｺ 渡邉土地家屋調査士事務所
1690 ハーフ一般男子（40歳代） 2538 2:18:38 小川　智則 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ -
1691 ハーフ一般女子（40歳代） 6089 2:18:39 小川　敏子 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｺ -
1692 ハーフ一般男子（60歳代） 4081 2:18:40 坂田　文男 ｻｶﾀ ﾌﾐｵ -
1693 ハーフ一般男子（18～39歳） 1645 2:18:58 柏木　裕安 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛﾔｽ 日本ピストンリング株式会社
1694 ハーフ一般女子（18～39歳） 5122 2:19:03 篠崎　美穂 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾎ 公務員
1695 ハーフ一般男子（40歳代） 2469 2:19:14 藤井　秀明 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 株式会社ミツバ
1696 ハーフ一般男子（18～39歳） 1326 2:19:26 鈴木　伸弘 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 株式会社ニッピ
1697 ハーフ一般男子（18～39歳） 1219 2:19:31 須藤　英理 ｽﾄﾞｳ ｴｲﾘ 半田塾
1698 ハーフ一般男子（18～39歳） 1204 2:19:34 小出　繁明 ｺｲﾃﾞ ｼｹﾞｱｷ ＫＦＤ
1699 ハーフ一般女子（50歳代） 7051 2:19:40 只野　由美子 ﾀﾀﾞﾉ ﾕﾐｺ アドバンテージ
1700 ハーフ一般男子（60歳代） 4151 2:19:42 梅山　良次 ｳﾒﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 栗橋走友会
1701 ハーフ一般男子（18～39歳） 1650 2:19:47 今井　満 ｲﾏｲ ﾐﾂﾙ 足立区立中島根小学校
1702 ハーフ一般男子（50歳代） 3351 2:19:53 豊村　昌彦 ﾄﾖﾑﾗ ﾏｻﾋｺ ジュベニール白岡
1703 ハーフ一般男子（40歳代） 2333 2:19:55 井上　尚 ｲﾉｳｴ ﾅｵ カワグチハイホー
1704 ハーフ一般男子（18～39歳） 1335 2:19:56 青木　達郎 ｱｵｷ ﾀﾂﾛｳ -
1705 ハーフ一般男子（60歳代） 4114 2:20:13 成田　幸治 ﾅﾘﾀ ｺｳｼﾞ -
1706 ハーフ一般女子（18～39歳） 5049 2:20:15 田嶋　千彩 ﾀｼﾏ ﾁｻ 埼玉県立がんセンター
1707 ハーフ一般男子（40歳代） 2227 2:20:16 塚本　政宏 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ Ｆｒｅｅ　ｒｕｎ
1708 ハーフ一般女子（18～39歳） 5112 2:20:16 角　知子 ｽﾐ ﾄﾓｺ -
1709 ハーフ一般女子（40歳代） 6083 2:20:23 五十嵐　美和子 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾜｺ 千葉県
1710 ハーフ一般男子（40歳代） 2499 2:20:24 五十嵐　敦 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｼ 千葉県
1711 ハーフ一般女子（50歳代） 7035 2:20:25 信夫　千明 ｼﾉﾌﾞ ﾁｱｷ -
1712 ハーフ一般男子（40歳代） 2383 2:20:28 松澤　亮 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳ -
1713 ハーフ一般男子（40歳代） 2210 2:20:34 長谷川　諭 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 白岡バンビーズ
1714 ハーフ一般男子（18～39歳） 1483 2:20:41 野澤　典也 ﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾔ 日コン
1715 ハーフ一般男子（18～39歳） 1290 2:20:42 菊池　和人 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾄ -
1716 ハーフ一般男子（18～39歳） 1023 2:20:47 櫻井　誠 ｻｸﾗｲ ﾏｺﾄ 小金井運転区
1717 ハーフ一般男子（18～39歳） 1143 2:20:48 関口　隆 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ 暇人会
1718 ハーフ一般男子（60歳代） 4211 2:20:48 中村　元信 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄﾉﾌﾞ ジャクエツ
1719 ハーフ一般男子（18～39歳） 1232 2:20:54 青砥　貴律 ｱｵﾄ ﾖｼﾉﾘ 青砥クラブ
1720 ハーフ一般男子（18～39歳） 1233 2:20:54 土濃塚　俊也 ﾄﾉﾂｶ ﾄｼﾔ 青砥クラブ
1721 ハーフ一般女子（18～39歳） 5088 2:20:54 中村　一恵 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 久喜市役所
1722 ハーフ一般女子（18～39歳） 5043 2:20:54 中村　萌子 ﾅｶﾑﾗ ﾓｴｺ 青砥クラブ
1723 ハーフ一般女子（18～39歳） 5091 2:20:54 内藤　彩乃 ﾅｲﾄｳ ｱﾔﾉ 青砥クラブ
1724 ハーフ一般男子（50歳代） 3303 2:20:59 平畑　吉晴 ﾋﾗﾊﾀ ﾖｼﾊﾙ 関東建設マネジメント株式会社



1725 ハーフ一般男子（40歳代） 2574 2:21:00 大熊　政之 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾕｷ ランニングクラブオオクマ
1726 ハーフ一般男子（18～39歳） 1442 2:21:01 山中　大輔 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 春日部高校応援指導部ＯＢ会
1727 ハーフ一般男子（40歳代） 2271 2:21:01 小林　宏光 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾂ 会社員
1728 ハーフ一般女子（40歳代） 6022 2:21:03 岸　曜子 ｷｼ ﾖｳｺ チームアライ
1729 ハーフ一般女子（50歳代） 7028 2:21:14 鈴木　久仁子 ｽｽﾞｷ ｸﾆｺ -
1730 ハーフ一般男子（50歳代） 3040 2:21:18 永墓　潔 ﾅｶﾞﾂｶ ｷﾖｼ Ｒ＆Ｓ
1731 ハーフ一般男子（18～39歳） 1521 2:21:24 野崎　万里緒 ﾉｻﾞｷ ﾏﾘｵ 東京風月堂
1732 ハーフ一般男子（60歳代） 4189 2:21:31 谷田貝　秀雄 ﾔﾀｶﾞｲ ﾋﾃﾞｵ ふれあいデイサービスセンター鶴
1733 ハーフ一般男子（40歳代） 2600 2:21:40 田村　延省 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾖｼ タムラ印刷所
1734 ハーフ一般男子（18～39歳） 1477 2:21:48 谷川　裕 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 日本トータルシステム
1735 ハーフ一般女子（18～39歳） 5113 2:21:50 上石　知加子 ｶﾐｲｼ ﾁｶｺ -
1736 ハーフ一般男子（40歳代） 2173 2:21:58 稲生　和仁 ｲﾅｵ ｶｽﾞﾋﾄ -
1737 ハーフ一般男子（40歳代） 2494 2:22:00 田之頭　未繁 ﾀﾉｶｼﾗ ﾋﾃﾞｼｹﾞ 会社員
1738 ハーフ一般男子（18～39歳） 1712 2:22:06 成田　拓矢 ﾅﾘﾀ ﾀｸﾔ 淑徳大学
1739 ハーフ一般女子（18～39歳） 5001 2:22:08 渡辺　繭子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕｺ -
1740 ハーフ一般男子（50歳代） 3134 2:22:14 津布久　成智 ﾂﾌﾞｸ ｼｹﾞﾄﾓ チームぎょつく
1741 ハーフ一般男子（18～39歳） 1353 2:22:16 柿崎　正樹 ｶｷｻﾞｷ ﾏｻｷ ＴＵＪ
1742 ハーフ一般男子（40歳代） 2428 2:22:24 揚妻　宏幸 ｱｹﾞﾂﾏ ﾋﾛﾕｷ -
1743 ハーフ一般女子（40歳代） 6059 2:22:26 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ -
1744 ハーフ一般男子（60歳代） 4044 2:22:27 砂川　隆秀 ｽﾅｶﾜ ﾀｶﾋﾃﾞ 川内優輝選手応援プロジェクト
1745 ハーフ一般男子（18～39歳） 1520 2:22:28 中島　良 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ しんあいＲＣ
1746 ハーフ一般男子（60歳代） 4075 2:22:30 長岡　芳雄 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｵ -
1747 ハーフ一般男子（18～39歳） 1688 2:22:32 柿沼　宏 ｶｷﾇﾏ ﾋﾛｼ 太東中学校
1748 ハーフ一般女子（40歳代） 6017 2:22:32 末吉　直美 ｽｴﾖｼ ﾅｵﾐ -
1749 ハーフ一般男子（40歳代） 2503 2:22:37 山崎　律 ﾔﾏｻﾞｷ ｵｻﾑ 星野
1750 ハーフ一般男子（50歳代） 3082 2:22:37 町田　憲司 ﾏﾁﾀﾞ ｹﾝｼﾞ ブッチヤーズ
1751 ハーフ一般男子（60歳代） 4131 2:22:53 星野　道男 ﾎｼﾉ ﾐﾁｵ -
1752 ハーフ一般男子（50歳代） 3296 2:23:02 市川　友弘 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 望走会
1753 ハーフ一般男子（50歳代） 3332 2:23:06 溝口　義浩 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ ＴＳＳ
1754 ハーフ一般男子（50歳代） 3233 2:23:14 平田　靖 ﾋﾗﾀ ﾔｽｼ ＳＢＳ
1755 ハーフ一般男子（40歳代） 2314 2:23:15 切貫　博久 ｷﾘﾇｷ ﾋﾛﾋｻ -
1756 ハーフ一般男子（18～39歳） 1766 2:23:24 小林　拓矢 - -
1757 ハーフ一般男子（18～39歳） 1046 2:23:35 望月　一彦 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 会社員
1758 ハーフ一般男子（18～39歳） 1647 2:23:37 江口　哲也 ｴｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ ライブクラスタ
1759 ハーフ一般男子（18～39歳） 1622 2:23:47 田中　宏史 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ コメツブそめや
1760 ハーフ一般男子（40歳代） 2520 2:23:48 小倉　貴夫 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｵ クッキーズ
1761 ハーフ一般女子（18～39歳） 5059 2:23:49 鈴木　恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 会社員
1762 ハーフ一般男子（50歳代） 3031 2:23:50 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ ホンダ
1763 ハーフ一般男子（60歳代） 4051 2:23:57 小山田　典明 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾉﾘｱｷ -
1764 ハーフ一般男子（50歳代） 3017 2:24:07 田中　利明 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ ウィングＡＣ
1765 ハーフ一般男子（18～39歳） 1662 2:24:09 高橋　遼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ムサニ
1766 ハーフ一般男子（18～39歳） 1449 2:24:12 鈴木　淳 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ ムライソン＇ｓ
1767 ハーフ一般男子（18～39歳） 1464 2:24:14 吉永　龍一 ﾖｼﾅｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ 湘南大学
1768 ハーフ一般女子（18～39歳） 5111 2:24:16 渡部　未来 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ ㈱ホットドッグ
1769 ハーフ一般男子（60歳代） 4227 2:24:18 青木　憲一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ -
1770 ハーフ一般男子（40歳代） 2078 2:24:37 岩田　和也 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾔ -
1771 ハーフ一般男子（18～39歳） 1524 2:24:53 渡邉　孝之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ チームニチコン
1772 ハーフ一般男子（18～39歳） 1523 2:24:53 村上　直樹 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｷ 日本コンピューター株式会社
1773 ハーフ一般男子（18～39歳） 1096 2:24:57 矢島　章裕 ﾔｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ -
1774 ハーフ一般男子（40歳代） 2180 2:25:01 生山　陽 ｲｸﾔﾏ ﾖｳ -
1775 ハーフ一般男子（60歳代） 4138 2:25:02 己ノ瀬　弘司 ﾐﾉｾ ﾋﾛｼ -
1776 ハーフ一般男子（60歳代） 4100 2:25:06 工藤　幸一 ｸﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 幸手
1777 ハーフ一般男子（18～39歳） 1365 2:25:07 廣瀬　哲也 ﾋﾛｾ ﾃﾂﾔ 久喜市
1778 ハーフ一般男子（40歳代） 2419 2:25:09 三浦　邦彦 ﾐｳﾗ ｸﾆﾋｺ -
1779 ハーフ一般女子（18～39歳） 5028 2:25:09 太田　泰子 ｵｵﾀ ﾔｽｺ -
1780 ハーフ一般男子（40歳代） 2447 2:25:10 新井　和幸 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ ｆｊｍ
1781 ハーフ一般女子（60歳代） 8018 2:25:15 荒井　陽子 ｱﾗｲ ﾖｳｺ 春日部小渕
1782 ハーフ一般女子（18～39歳） 5110 2:25:21 只野　百恵 ﾀﾀﾞﾉ ﾓﾓｴ Ａ＆Ｋ
1783 ハーフ一般男子（40歳代） 2444 2:25:26 浅倉　亮 ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ ＦＪＭ
1784 ハーフ一般女子（18～39歳） 5120 2:25:28 伊藤　菜里 ｲﾄｳ ﾅﾘ -
1785 ハーフ一般女子（18～39歳） 5090 2:25:28 井原　希 ｲﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ ㈱クライムホーム
1786 ハーフ一般男子（18～39歳） 1481 2:25:32 金子　達貴 ｶﾈｺ ﾀﾂｷ 昱　株式会社
1787 ハーフ一般男子（50歳代） 3080 2:25:35 宇賀田　肇 ｳｶﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ 彩ＰＲＵＮ
1788 ハーフ一般男子（18～39歳） 1706 2:25:36 瀬戸川　隆 ｾﾄｶﾞﾜ ﾀｶｼ ＤＡＲＫＨＯＲＳＥ



1789 ハーフ一般男子（18～39歳） 1478 2:25:38 瀧沢　憲幸 ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ -
1790 ハーフ一般男子（40歳代） 2167 2:25:38 斉藤　幸夫 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ -
1791 ハーフ一般男子（40歳代） 2138 2:25:40 高橋　光二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ -
1792 ハーフ一般男子（60歳代） 4002 2:25:52 斉藤　幸雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ -
1793 ハーフ一般男子（18～39歳） 1030 2:25:58 安松　芳郎 ﾔｽﾏﾂ ﾖｼﾛｳ プリズナーズ
1794 ハーフ一般女子（60歳代） 8005 2:25:58 東条　愛子 ﾄｳｼﾞｮｳ ｱｲｺ -
1795 ハーフ一般男子（60歳代） 4124 2:26:10 内村　隆男 ｳﾁﾑﾗ ﾀｶｵ -
1796 ハーフ一般男子（60歳代） 4055 2:26:17 坂本　和雄 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｵ -
1797 ハーフ一般女子（18～39歳） 5131 2:26:21 上田　亜紗子 ｳｴﾀﾞ ｱｻｺ -
1798 ハーフ一般男子（50歳代） 3263 2:26:26 和田山　行男 ﾜﾀﾞﾔﾏ ﾕｷｵ -
1799 ハーフ一般男子（18～39歳） 1657 2:26:32 藤田　朗成 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾅﾘ 社会人
1800 ハーフ一般男子（50歳代） 3272 2:26:38 吉川　昌司 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ -
1801 ハーフ一般男子（18～39歳） 1354 2:26:39 信太　薫 ｼﾀﾞ ｶｵﾙ 久喜総合病院
1802 ハーフ一般男子（18～39歳） 1651 2:26:44 木暮　均 ｺｸﾞﾚ ﾋﾄｼ くき
1803 ハーフ一般男子（60歳代） 4049 2:26:50 野澤　敬治 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 草加ランメイト
1804 ハーフ一般男子（18～39歳） 1591 2:26:53 大歳　明宏 ｵｵﾄｼ ｱｷﾋﾛ チーム低速ピストン
1805 ハーフ一般女子（18～39歳） 5014 2:27:02 佐々木　智 ｻｻｷ ﾄﾓ -
1806 ハーフ一般男子（60歳代） 4181 2:27:15 荒川　孝夫 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｵ -
1807 ハーフ一般男子（60歳代） 4058 2:27:17 千葉　修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ -
1808 ハーフ一般男子（40歳代） 2544 2:27:20 石井　正浩 ｲｼｲ ﾏｻﾋﾛ ポレスター
1809 ハーフ一般男子（40歳代） 2346 2:27:25 牧瀬　勉 ﾏｷｾ ﾂﾄﾑ -
1810 ハーフ一般男子（50歳代） 3328 2:27:25 石井　成光 ｲｼｲ ﾅﾘﾐﾂ -
1811 ハーフ一般男子（18～39歳） 1669 2:27:37 荒生　祐樹 ｱﾗｵ ﾕｳｷ 埼玉民暴マラソン部
1812 ハーフ一般女子（18～39歳） 5104 2:27:42 首藤　千晶 ｼｭﾄｳ ﾁｱｷ チームなんだっけ？
1813 ハーフ一般男子（40歳代） 2582 2:27:43 鹿児島　徹 ｶｺﾞｼﾏ ﾄｵﾙ 久喜市役所
1814 ハーフ一般女子（18～39歳） 5076 2:27:46 前田　美希 ﾏｴﾀﾞ ﾐｷ 加治中学校教員
1815 ハーフ一般女子（50歳代） 7059 2:28:17 佐藤　よし子 ｻﾄｳ ﾖｼｺ くにみ観月台走友会
1816 ハーフ一般男子（50歳代） 3014 2:28:23 古賀　英明 ｺｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ビッグサークル
1817 ハーフ一般男子（50歳代） 3003 2:28:48 山口　真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝ 東鷲宮クラブ
1818 ハーフ一般女子（50歳代） 7036 2:28:50 太田　ツヤ子 ｵｵﾀ ﾂﾔｺ 特攻走
1819 ハーフ一般男子（18～39歳） 1360 2:29:16 宮田　佳明 ﾐﾔﾀ ﾖｼｱｷ -
1820 ハーフ一般男子（60歳代） 4116 2:29:19 篠崎　三男 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾂｵ -
1821 ハーフ一般男子（40歳代） 2599 2:29:38 春日　邦夫 ｶｽｶﾞ ｸﾆｵ シルバー
1822 ハーフ一般女子（50歳代） 7065 2:29:38 上島　千鶴 ｳｴｼﾏ ﾁﾂﾞﾙ -
1823 ハーフ一般男子（40歳代） 2226 2:29:41 竹村　成之 ﾀｹﾑﾗ ﾅﾙﾕｷ テクノプロ
1824 ハーフ一般女子（18～39歳） 5089 2:29:41 堀田　悦代 ﾎｯﾀ ｴﾂﾖ 会社員
1825 ハーフ一般男子（50歳代） 3247 2:29:47 菅野　守 ｶﾝﾉ ﾏﾓﾙ 株式会社　イシクラ
1826 ハーフ一般女子（18～39歳） 5097 2:29:47 横田　安澄 ﾖｺﾀ ｱｽﾞﾐ 古河ランニングクラブ
1827 ハーフ一般男子（18～39歳） 1734 2:29:49 西田　真人 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 久喜市
1828 ハーフ一般男子（18～39歳） 1426 2:29:57 長谷川　拓也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 会社員
1829 ハーフ一般男子（18～39歳） 1637 2:30:10 松尾　真二 ﾏﾂｵ ｼﾝｼﾞ さいたま市
1830 ハーフ一般女子（60歳代） 8011 2:30:22 杉田　ともみ ｽｷﾞﾀ ﾄﾓﾐ チーム勝どん
1831 ハーフ一般男子（60歳代） 4132 2:30:39 荒井　信男 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｵ -
1832 ハーフ一般男子（60歳代） 4174 2:30:52 松島　毅 ﾏﾂｼﾏ ﾀｹｼ 遊友Ｃ
1833 ハーフ一般男子（40歳代） 2449 2:31:01 吉田　文彦 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ さいたま市
1834 ハーフ一般男子（60歳代） 4171 2:31:11 山本　恭三 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｿﾞｳ 走翔
1835 ハーフ一般女子（18～39歳） 5052 2:31:30 西山　みずき ﾆｼﾔﾏ ﾐｽﾞｷ -
1836 ハーフ一般男子（40歳代） 2204 2:31:37 小池　良宏 ｺｲｹ ﾖｼﾋﾛ 久喜市社会福祉協議会
1837 ハーフ一般女子（60歳代） 8014 2:31:37 小林　憲子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｺ -
1838 ハーフ一般男子（40歳代） 2416 2:31:44 舘谷　博明 ﾀﾂﾀﾆ ﾋﾛｱｷ （株）ベルーナ
1839 ハーフ一般女子（18～39歳） 5106 2:31:44 寺西　美佳 ﾃﾗﾆｼ ﾐｶ 豊田通商株式会社
1840 ハーフ一般女子（60歳代） 8016 2:31:48 佐藤　綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ -
1841 ハーフ一般男子（40歳代） 2211 2:31:53 河岡　努 ｶﾜｵｶ ﾂﾄﾑ 元気屋本舗
1842 ハーフ一般男子（18～39歳） 1112 2:32:09 佐藤　直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ サトウ食品工業
1843 ハーフ一般男子（18～39歳） 1632 2:32:30 小森谷　邦彦 ｺﾓﾘﾔ ｸﾆﾋｺ ケアサポート
1844 ハーフ一般男子（18～39歳） 1111 2:32:32 小岩井　亮 ｺｲﾜｲ ｱｷﾗ アクセス
1845 ハーフ一般男子（18～39歳） 1471 2:32:37 丸島　秀一 ﾏﾙｼﾏ ｼｭｳｲﾁ -
1846 ハーフ一般女子（60歳代） 8009 2:32:43 佐藤　安代 ｻﾄｳ ﾔｽﾖ -
1847 ハーフ一般男子（50歳代） 3131 2:33:00 中山　昭次 ﾅｶﾔﾏ ｼﾖｳｼﾞ -
1848 ハーフ一般女子（18～39歳） 5050 2:33:02 島田　遥香 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｶ 会社員
1849 ハーフ一般男子（60歳代） 4108 2:33:03 青木　孝文 ｱｵｷ ﾀｶﾌﾐ 東京陸協
1850 ハーフ一般男子（60歳代） 4175 2:33:08 渡邉　敏章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ -
1851 ハーフ一般男子（18～39歳） 1240 2:33:19 月岡　明人 ﾂｷｵｶ ｱｷﾋﾄ キャステック
1852 ハーフ一般男子（18～39歳） 1164 2:33:20 野田　和也 ﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾔ -



1853 ハーフ一般男子（60歳代） 4226 2:33:22 内藤　孝吉 ﾅｲﾄｳ ｺｳｷﾁ 走れメロメロ
1854 ハーフ一般女子（60歳代） 8020 2:33:30 中里　秀子 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾃﾞｺ -
1855 ハーフ一般女子（60歳代） 8007 2:33:31 鈴木　泰子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ -
1856 ハーフ一般男子（60歳代） 4096 2:33:32 小山口　修身 ｺﾔﾏｸﾞﾁ ｵｻﾐ -
1857 ハーフ一般男子（40歳代） 2284 2:33:40 渡部　大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ ビールがぶが部
1858 ハーフ一般男子（40歳代） 2255 2:33:42 野原　公孝 ﾉﾊﾗ ｷﾐﾀｶ ＦＩＥＬＤ　ＲＣ
1859 ハーフ一般女子（18～39歳） 5048 2:33:53 石橋　佑香 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｶ -
1860 ハーフ一般男子（18～39歳） 1764 2:34:01 小松　史弥 ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 三光ソフラン株式会社
1861 ハーフ一般男子（18～39歳） 1599 2:34:01 前泊　桂丞 ﾏｴﾄﾞﾏﾘ ｹｲｽｹ ランジョグ
1862 ハーフ一般男子（18～39歳） 1390 2:34:02 工藤　哲也 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 三光ソフラン株式会社
1863 ハーフ一般男子（18～39歳） 1147 2:34:04 黒澤　一浩 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 酔夢倶楽部
1864 ハーフ一般男子（50歳代） 3077 2:34:10 清水　俊彦 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋｺ チーム３１５
1865 ハーフ一般女子（40歳代） 6061 2:34:13 小谷野　祐見子 ｺﾔﾉ ﾕﾐｺ 大田区
1866 ハーフ一般男子（18～39歳） 1373 2:34:16 藤間　康介 ﾌｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 下谷
1867 ハーフ一般男子（60歳代） 4167 2:34:18 石本　隆蔵 - -
1868 ハーフ一般男子（60歳代） 4118 2:34:25 加藤　峰雄 ｶﾄｳ ﾐﾈｵ 久喜市南栗橋九丁目自治会
1869 ハーフ一般男子（18～39歳） 1339 2:34:30 森永　悠太 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾕｳﾀ -
1870 ハーフ一般男子（40歳代） 2108 2:34:44 中井　敏博 ﾅｶｲ ﾄｼﾋﾛ ＸＸＸ
1871 ハーフ一般男子（50歳代） 3335 2:34:56 岩本　公博 ｲﾜﾓﾄ ｷﾐﾋﾛ -
1872 ハーフ一般女子（18～39歳） 5071 2:34:57 河内　伸江 ｶﾜｳﾁ ﾉﾌﾞｴ ☆
1873 ハーフ一般女子（40歳代） 6005 2:34:57 郡司　佐知子 ｸﾞﾝｼﾞ ｻﾁｺ ゆずり葉
1874 ハーフ一般女子（18～39歳） 5129 2:35:06 永田　千恵 ﾅｶﾞﾀ ﾁｴ ＣＬＭ
1875 ハーフ一般男子（40歳代） 2541 2:35:08 廣瀬　文孝 ﾋﾛｾ ﾌﾐﾀｶ チームつばさ
1876 ハーフ一般男子（18～39歳） 1473 2:35:21 花田　駿志 ﾊﾅﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 三井住友海上
1877 ハーフ一般男子（60歳代） 4133 2:35:23 杉田　勝 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾙ -
1878 ハーフ一般男子（18～39歳） 1732 2:35:33 田嶋　正 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ ＳＳＣ
1879 ハーフ一般男子（18～39歳） 1683 2:35:36 青島　知彦 ｱｵｼﾏ ﾄﾓﾋｺ ＮＤＲ
1880 ハーフ一般女子（18～39歳） 5024 2:35:57 戸塚　寛子 ﾄﾂﾞｶ ﾋﾛｺ ＫＭＣ
1881 ハーフ一般男子（18～39歳） 1293 2:36:05 山﨑　陽介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 市町村課
1882 ハーフ一般男子（18～39歳） 1421 2:36:08 藤田　倫生 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾅﾘ 株式会社ミウラ
1883 ハーフ一般男子（18～39歳） 1767 2:36:10 高本　賢二 ﾀｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ｋｗｄ
1884 ハーフ一般女子（18～39歳） 5037 2:36:10 南雲　朱里 ﾅｸﾞﾓ ｱｶﾘ -
1885 ハーフ一般女子（18～39歳） 5117 2:36:11 豊田　直子 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵｺ 春日部９の会
1886 ハーフ一般男子（40歳代） 2283 2:37:08 定岡　博之 ｻﾀﾞｵｶ ﾋﾛﾕｷ ハートデンタルクリニック
1887 ハーフ一般女子（18～39歳） 5151 2:37:08 小島　冴香 - ハートデンタルクリニック
1888 ハーフ一般女子（18～39歳） 5127 2:37:09 川口　奈美 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾐ ハート
1889 ハーフ一般男子（18～39歳） 1275 2:37:16 鶴間　新 ﾂﾙﾏ ｱﾗﾀ 菖蒲中職員（現）
1890 ハーフ一般女子（18～39歳） 5060 2:37:40 斎藤　彩花 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ ＢＡＲ　ｇｏｏｄｎｉｇｈｔ
1891 ハーフ一般男子（18～39歳） 1158 2:37:49 川上　喜久 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ 日本信号株式会社
1892 ハーフ一般女子（18～39歳） 5121 2:37:50 青山　舞 ｱｵﾔﾏ ﾏｲ -
1893 ハーフ一般男子（18～39歳） 1338 2:38:05 萩原　健司 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 久喜市立鷲宮小学校
1894 ハーフ一般男子（40歳代） 2608 2:38:27 片野　義則 ｶﾀﾉ ﾖｼﾉﾘ （株）関商店
1895 ハーフ一般男子（50歳代） 3312 2:38:35 新井　智和 ｱﾗｲ ﾄﾓｶｽﾞ 春岡分団
1896 ハーフ一般男子（18～39歳） 1570 2:38:52 新井　健寛 ｱﾗｲ ﾀｹﾋﾛ 久喜市役所
1897 ハーフ一般男子（60歳代） 4144 2:39:15 下瀬　富男 ｼﾓｾ ﾄﾐｵ ＣＷＣ
1898 ハーフ一般男子（18～39歳） 1303 2:39:19 市川　友和 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 上尾会
1899 ハーフ一般男子（18～39歳） 1556 2:39:19 大野　義之 ｵｵﾉ ﾖｼﾕｷ 上尾会
1900 ハーフ一般男子（40歳代） 2261 2:39:19 田村　勇人 ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ メタボごっこ
1901 ハーフ一般男子（40歳代） 2259 2:39:19 有山　隆利 ｱﾘﾔﾏ ﾀｶﾄｼ メタボごっこ
1902 ハーフ一般女子（18～39歳） 5055 2:39:19 中山　美由紀 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾕｷ 上尾会
1903 ハーフ一般男子（18～39歳） 1750 2:39:23 岩崎　雄人 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ケアーホープ
1904 ハーフ一般男子（50歳代） 3047 2:39:32 所　茂明 ﾄｺﾛ ｼｹﾞｱｷ -
1905 ハーフ一般男子（60歳代） 4185 2:39:34 鈴木　清 ｽｽﾞｷ ｷﾖｼ ㈱エルビー
1906 ハーフ一般男子（18～39歳） 1065 2:39:45 椛澤　弘紀 ｶﾊﾞｻﾜ ﾋﾛｷ -
1907 ハーフ一般男子（60歳代） 4066 2:40:01 加藤　一男 ｶﾄｳ ｶｽﾞｵ -
1908 ハーフ一般男子（60歳代） 4097 2:40:26 安井　清博 ﾔｽｲ ｷﾖﾋﾛ -
1909 ハーフ一般男子（18～39歳） 1296 2:40:27 平本　真也 ﾋﾗﾓﾄ ｼﾝﾔ 市町村課
1910 ハーフ一般男子（18～39歳） 1298 2:40:27 横塚　翔一 ﾖｺﾂｶ ｼｮｳｲﾁ 市町村課
1911 ハーフ一般男子（18～39歳） 1297 2:40:27 武井　克仁 ﾀｹｲ ｶﾂﾋﾄ 市町村課
1912 ハーフ一般男子（18～39歳） 1088 2:40:30 宮下　宏明 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｱｷ 会社員
1913 ハーフ一般男子（18～39歳） 1435 2:40:41 五十嵐　豊 ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾀｶ 久喜市民
1914 ハーフ一般男子（18～39歳） 1050 2:40:44 高橋　信博 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ （株）名取製作所
1915 ハーフ一般女子（40歳代） 6024 2:40:50 堀江　菜緒子 ﾎﾘｴ ﾅｵｺ 未加入
1916 ハーフ一般男子（60歳代） 4180 2:40:51 小菅　一美 ｺｽｹﾞ ｶｽﾞﾐ 埼玉県庁



1917 ハーフ一般男子（18～39歳） 1329 2:40:55 奥村　勇司 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｼﾞ カワグチハイホー
1918 ハーフ一般女子（18～39歳） 5036 2:40:58 石榑　幸子 ｲｼｸﾚ ｻﾁｺ 笑笑
1919 ハーフ一般男子（60歳代） 4021 2:41:21 久野　敏郎 ｸﾉ ﾄｼﾛｳ 美陽気＇ｓ
1920 ハーフ一般男子（40歳代） 2215 2:41:28 高柳　順一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛走
1921 ハーフ一般女子（18～39歳） 5152 2:41:38 森田　仁美 ﾓﾘﾀ ﾋﾄﾐ -
1922 ハーフ一般男子（60歳代） 4056 2:41:41 田ヶ谷　公雄 ﾀｶﾞﾔ ｷﾐｵ -
1923 ハーフ一般男子（18～39歳） 1596 2:41:49 長根　佳孝 ﾅｶﾞﾈ ﾖｼﾀｶ 株式会社ナノメディア
1924 ハーフ一般男子（50歳代） 3144 2:42:08 夢川　善裕 ﾑｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 夢川学園
1925 ハーフ一般男子（60歳代） 4079 2:42:28 鈴木　敏夫 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ Ｔｉｐｎｅｓｓ久喜
1926 ハーフ一般男子（50歳代） 3363 2:42:54 坂本　龍一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ ＵＲ都市機構
1927 ハーフ一般女子（18～39歳） 5143 2:42:56 森田　葉子 ﾓﾘﾀ ﾖｳｺ -
1928 ハーフ一般男子（60歳代） 4200 2:43:19 太田　英明 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 小山望走会
1929 ハーフ一般女子（50歳代） 7060 2:43:55 三浦　ミツイ ﾐｳﾗ ﾐﾂｲ 蓮田オークプラザ
1930 ハーフ一般男子（18～39歳） 1080 2:44:11 鈴木　文規 ｽｽﾞｷ ﾌﾐﾉﾘ コーセーフーズ
1931 ハーフ一般女子（40歳代） 6091 2:44:11 鈴木　由起子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 東京風月堂
1932 ハーフ一般男子（60歳代） 4231 2:44:19 折原　雄一 ｵﾘﾊﾗ ﾕｳｲﾁ -
1933 ハーフ一般女子（40歳代） 6032 2:44:19 小山田　和美 ｵﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐ -
1934 ハーフ一般男子（60歳代） 4184 2:44:55 小林　幸男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ （株）山田商会
1935 ハーフ一般男子（18～39歳） 1551 2:45:51 細矢　和寿 ﾎｿﾔ ｶｽﾞﾋｻ 大成工業
1936 ハーフ一般男子（60歳代） 4106 2:46:25 佐々木　孝明 ｻｻｷ ｺｳﾒｲ アクアトピア・ウィンズ
1937 ハーフ一般男子（60歳代） 4016 2:46:55 坂井　冨男 ｻｶｲ ﾄﾐｵ Ｄａｎｄｉｅｓ
1938 ハーフ一般男子（18～39歳） 1419 2:46:59 土屋　隆太 ﾂﾁﾔ ﾘｭｳﾀ ＮＲＣ
1939 ハーフ一般男子（40歳代） 2514 2:48:30 毛利　友昭 ﾓｳﾘ ﾄﾓｱｷ 日本ロードメンテナンス
1940 ハーフ一般男子（18～39歳） 1727 2:48:34 植竹　政裕 ｳｴﾀｹ ﾏｻﾋﾛ -
1941 ハーフ一般男子（18～39歳） 1140 2:48:34 村上　洋平 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳﾍｲ 厚生産業
1942 ハーフ一般男子（40歳代） 2187 2:48:46 川越　隆 ｶﾜｺﾞｴ ﾀｶｼ 永安倶楽部
1943 ハーフ一般女子（40歳代） 6069 2:48:59 薄井　亜紀 ｳｽｲ ｱｷ ＦＣ桜田イーグルス


