
第2回よろこびのまち久喜マラソン大会

総合結果・種目:ハーフマラソンの部

順位 部門 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 一般男子（高校生・39歳以下） 1773 1:08:55 鈴木 孝康 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔｽ 埼玉陸協

2 一般男子（高校生・39歳以下） 1269 1:10:48 関 辰弥 ｾｷ ﾀﾂﾔ 戸田陸協

3 一般男子（高校生・39歳以下） 1753 1:10:57 向山 孝 ﾑｶｲﾔﾏ ﾀｶｼ

4 一般男子（40歳代） 2496 1:11:17 永井 誠 ﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ ＤＮＰ

5 一般男子（40歳代） 2239 1:12:24 渡辺 正博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 白岡ＲＣ

6 一般男子（高校生・39歳以下） 1195 1:12:50 野村 茂行 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 凡人ＲＣ

7 一般男子（高校生・39歳以下） 1453 1:12:55 佐藤 真一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ チーム单浦和

8 一般男子（高校生・39歳以下） 1609 1:13:29 加藤 晟人 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾄ

9 一般男子（高校生・39歳以下） 1310 1:13:39 穴原 健 ｱﾅﾊﾗ ﾀｹｼ 埼玉県庁

10 一般男子（高校生・39歳以下） 1323 1:14:03 小林 優史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ アシックスＲＣ

11 一般男子（50歳代） 3298 1:14:11 及川 篤 ｵｲｶﾜ ｱﾂｼ 葛西ランナーズ

12 一般男子（高校生・39歳以下） 1262 1:14:16 大隈 賢 ｵｵｸﾏ ﾀﾀﾞｼ 戸田市陸協

13 一般男子（高校生・39歳以下） 1278 1:15:08 木村 高雄 ｷﾑﾗ ﾀｶｵ

14 一般男子（高校生・39歳以下） 1776 1:15:45 竹内 悠人 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 聖望学園高校

15 一般男子（高校生・39歳以下） 1202 1:15:51 渡邉 旬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 土肥高校教員

16 一般男子（高校生・39歳以下） 1427 1:16:01 牧田 浩典 ﾏｷﾀ ﾋﾛﾉﾘ

17 一般男子（40歳代） 2775 1:16:11 原 克英 ﾊﾗ ｶﾂﾋﾃﾞ マシンＸ

18 一般男子（50歳代） 3263 1:16:33 池田 健司 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東光高岳

19 一般男子（40歳代） 2754 1:16:39 下村 太郎 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾛｳ 尾岱沼岬クラブ

20 一般男子（高校生・39歳以下） 1846 1:16:41 臼井 慎次 ｳｽｲ ｼﾝｼﾞ 田中産業

21 一般男子（50歳代） 3153 1:16:57 江森 弘明 ｴﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 久喜高等学校

22 一般男子（高校生・39歳以下） 1735 1:17:30 佐野峯 慎 ｻﾉﾐﾈ ｼﾝ

23 一般男子（高校生・39歳以下） 1250 1:17:32 島影 政宏 ｼﾏｶｹﾞ ﾏｻﾋﾛ 三条市陸協

24 一般男子（高校生・39歳以下） 1329 1:17:37 永原 大樹 ｴｲﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 頸城走遊会

25 一般男子（高校生・39歳以下） 1565 1:17:50 中野 洸介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ さいたま市陸協

26 一般男子（高校生・39歳以下） 1855 1:17:52 福永 雄大 ﾌｸﾅｶﾞ ﾀｹﾋﾛ

27 一般男子（40歳代） 2837 1:18:05 橋本　健太郎 -

28 一般男子（高校生・39歳以下） 1273 1:18:08 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 銀座パウリスタ

29 一般男子（高校生・39歳以下） 1249 1:18:25 佐藤 国光 ｻﾄｳ ｸﾆﾐﾂ 八木ゼミ

30 一般男子（高校生・39歳以下） 1769 1:18:55 鈴木 一馬 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ

31 一般男子（高校生・39歳以下） 1678 1:19:18 本郷 孝知 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｶｱｷ 池袋第一小学校

32 一般男子（40歳代） 2606 1:19:28 新井 裕之 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

33 一般男子（40歳代） 2265 1:19:29 佐藤 圭 ｻﾄｳ ｹｲ 上州ＡＣ

34 一般男子（40歳代） 2594 1:19:38 代島 和典 ﾀﾞｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

35 一般男子（40歳代） 2614 1:19:42 木野内 健次郎 ｷﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ

36 一般男子（40歳代） 2751 1:19:49 蜂谷 幸治 ﾊﾁﾔ ｺｳｼﾞ 大江戸飛脚会

37 一般男子（40歳代） 2132 1:19:57 根岸 浩 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｼ たくはる

38 一般男子（高校生・39歳以下） 1763 1:20:07 石川 忠昭 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞｱｷ

39 一般男子（40歳代） 2268 1:20:13 望月 正行 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾕｷ

40 一般男子（高校生・39歳以下） 1854 1:20:14 八尾 友樹 ﾔｵ ﾄﾓｷ

41 一般男子（60歳代以上） 4205 1:20:21 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ ＲＵＮＳ

42 一般男子（高校生・39歳以下） 1590 1:20:22 金川 智彦 ｶﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ とちぎん埼玉

43 一般男子（40歳代） 2139 1:20:29 真砂 毅 ﾏｻｺﾞ ﾂﾖｼ 清瀩市梅園

44 一般男子（高校生・39歳以下） 1733 1:20:34 遠藤 直弥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 初音ミク

45 一般男子（40歳代） 2530 1:20:46 諏訪 達也 ｽﾜ ﾀﾂﾔ 稲沢ＡＣ

46 一般男子（40歳代） 2379 1:21:00 矢野 淳久 ﾔﾉ ｱﾂﾋｻ さいたま走友会

47 一般男子（40歳代） 2634 1:21:00 寺本 冬彦 ﾃﾗﾓﾄ ﾌﾕﾋｺ 明走會ＪＰＮ

48 一般男子（40歳代） 2684 1:21:20 十二町 契太郎 ｼﾞｭｳﾆﾁｮｳ ｹｲﾀﾛｳ

49 一般男子（高校生・39歳以下） 1245 1:21:24 鈴木 博孝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾀｶ チーム５４

50 一般男子（高校生・39歳以下） 1223 1:21:40 安達 功 ｱﾀﾞﾁ ｲｻｵ 神戸ＤＲ

51 一般男子（50歳代） 3228 1:21:45 橋本 康範 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ カナガワＲＣ

52 一般男子（40歳代） 2403 1:21:48 阿部 勇二郎 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 白岡ＲＣ

53 一般男子（高校生・39歳以下） 1655 1:21:53 亀井 健汰 ｶﾒｲ ｹﾝﾀ 昭和第一

54 一般男子（50歳代） 3234 1:22:01 田村 一也 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 埼玉单走友会

55 一般男子（高校生・39歳以下） 1756 1:22:02 徳丸 雄一 ﾄｸﾏﾙ ﾕｳｲﾁ



56 一般男子（50歳代） 3440 1:22:06 平山 毅 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹｼ

57 一般男子（40歳代） 2608 1:22:11 黒川 哲也 ｸﾛｶﾜ ﾃﾂﾔ 久喜市役所

58 一般男子（40歳代） 2597 1:22:18 田添 芳則 ﾀｿﾞｴ ﾖｼﾉﾘ 古河渡良瀩ＲＣ

59 一般男子（40歳代） 2542 1:22:35 村山 明宏 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 菖蒲東小学校

61 一般男子（50歳代） 3301 1:22:39 野沢 剛 ﾉｻﾞﾜ ﾂﾖｼ ＳＲＣ

60 一般男子（高校生・39歳以下） 1317 1:22:39 栗田 崇平 ｸﾘﾀ ｼｭｳﾍｲ

62 一般男子（高校生・39歳以下） 1646 1:22:47 吉田 尊暢 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 行田教習所

63 一般男子（高校生・39歳以下） 1529 1:22:48 島田 尚 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 水玉ランナーズ

64 一般男子（高校生・39歳以下） 1588 1:22:57 山田 真也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ ドカベン狂走部

65 一般男子（50歳代） 3438 1:23:00 鈴木 賢司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ リスタート

66 一般男子（高校生・39歳以下） 1383 1:23:08 大木 聡 ｵｵｷ ｻﾄｼ

67 一般男子（高校生・39歳以下） 1850 1:23:20 飯沼 和宏 ｲｲﾇﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

68 一般男子（50歳代） 3121 1:23:22 一ノ口 徹 ｲﾁﾉｸﾁ ﾄｵﾙ 湘单茅ヶ崎

69 一般男子（高校生・39歳以下） 1497 1:23:33 富田 繁生 ﾄﾐﾀ ｼｹﾞｵ 東京陸協

71 一般男子（40歳代） 2328 1:23:52 小島 竜也 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 税理士法人英智

70 一般男子（高校生・39歳以下） 1582 1:23:52 高田 敦哉 ﾀｶﾀﾞ ｱﾂﾔ

72 一般男子（高校生・39歳以下） 1361 1:24:03 坂本 隆介 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ 坂本兄弟

73 一般男子（高校生・39歳以下） 1809 1:24:05 富岡 樹生 ﾄﾐｵｶ ﾀﾂｷ

74 一般男子（40歳代） 2800 1:24:10 金村　始郎 ｶﾈﾑﾗ ｼﾞﾛｳ

75 一般男子（40歳代） 2590 1:24:18 米本 豊 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾀｶ

76 一般男子（40歳代） 2172 1:24:19 菅原 勇司 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ

77 一般男子（高校生・39歳以下） 1288 1:24:20 本島 陽介 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾖｳｽｹ 埼玉県庁

78 一般男子（高校生・39歳以下） 1198 1:24:23 澤田 健司 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

79 一般男子（高校生・39歳以下） 1533 1:24:24 髙野 拓海 ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 岩槻高校

80 一般男子（高校生・39歳以下） 1770 1:24:30 高見 瑞樹 ﾀｶﾐ ﾐｽﾞｷ

81 一般男子（50歳代） 3202 1:24:32 高木 剛 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ

82 一般男子（50歳代） 3239 1:24:36 清水 宏眞 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾏｻ ＫＲＳ

83 一般男子（高校生・39歳以下） 1359 1:24:37 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ 東光高岳

84 一般男子（40歳代） 2731 1:24:38 中道 善徳 ﾅｶﾐﾁ ﾖｼﾉﾘ かんぽ生命

85 一般男子（40歳代） 2495 1:24:39 鬼塚 康弘 ｵﾆﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ

86 一般男子（高校生・39歳以下） 1162 1:24:41 関 聡志 ｾｷ ｻﾄｼ なし

87 一般男子（40歳代） 2245 1:24:42 松谷 憲司 ﾏﾂﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

88 一般男子（高校生・39歳以下） 1358 1:24:43 岡田 幸宏 ｵｶﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ ＪＥＰＳ

90 一般男子（高校生・39歳以下） 1215 1:24:44 入江 卓也 ｲﾘｴ ﾀｸﾔ ランデザイン

89 一般女子（高校生・39歳以下） 5049 1:24:44 長能 彩美 ﾅｶﾞﾉ ｱﾔﾐ

91 一般男子（高校生・39歳以下） 1102 1:24:52 大久保 翼 ｵｵｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ ファルカオフットボールクラブ

92 一般男子（40歳代） 2019 1:24:54 三浦 淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 鷲宮イーグルス

93 一般男子（40歳代） 2823 1:24:58 佐藤　博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 白岡Ｊｒ

94 一般男子（高校生・39歳以下） 1475 1:25:01 松澤 奏夢 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾅﾑ

95 一般男子（50歳代） 3145 1:25:06 豊川 賢司 ﾄﾖｶﾜ ｹﾝｼﾞ 関東警送駅伝部

96 一般男子（40歳代） 2253 1:25:09 阿部 大二郎 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ しがないＲＣ

97 一般男子（40歳代） 2691 1:25:10 大澤 元 ｵｵｻﾜ ｹﾞﾝ 川口技研ＲＣ

98 一般男子（40歳代） 2046 1:25:11 清水 弘幸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 清水

99 一般男子（高校生・39歳以下） 1360 1:25:13 坂本 雄太 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ 坂本兄弟

100 一般男子（50歳代） 3539 1:25:28 浜野　直一 ﾊﾏﾉ ﾅｵｶｽﾞ

101 一般男子（高校生・39歳以下） 1402 1:25:52 九町 俊吾 ｸﾁｮｳ ｼｭﾝｺﾞ ノースウエスト

103 一般男子（40歳代） 2418 1:25:57 西村 圭 ﾆｼﾑﾗ ｹｲ 咲香応援団

102 一般男子（40歳代） 2582 1:25:57 北島 康延 ｷﾀｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ

104 一般男子（50歳代） 3512 1:25:58 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

106 一般男子（高校生・39歳以下） 1203 1:26:03 荒井 貴範 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ

105 一般男子（高校生・39歳以下） 1449 1:26:03 佐藤 圭太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ

107 一般男子（40歳代） 2722 1:26:03 松本 玲磨 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾏ

108 一般男子（40歳代） 2454 1:26:10 鶴岡 伸光 ﾂﾙｵｶ ﾉﾌﾞﾐﾂ

109 一般男子（高校生・39歳以下） 1193 1:26:18 山田 聡一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 川崎市陸協

110 一般男子（40歳代） 2624 1:26:28 迫田 伸之 ｻｺﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 塩谷広域

111 一般男子（40歳代） 2524 1:26:32 倉本 勝広 ｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ ＮＲランナーズ

112 一般男子（高校生・39歳以下） 1354 1:26:32 佐々木 大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ ニッポンランナ

113 一般男子（高校生・39歳以下） 1369 1:26:32 井関 康弘 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ 川越市役所

114 一般男子（高校生・39歳以下） 1602 1:26:33 橋本 龍 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳ



115 一般男子（40歳代） 2716 1:26:33 甚田 輝幸 ｼﾞﾝﾀ ﾃﾙﾕｷ

116 一般男子（高校生・39歳以下） 1687 1:26:36 樽川 智也 ﾀﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ チーム走人

117 一般男子（40歳代） 2160 1:26:39 野村 佳彦 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋｺ

118 一般男子（40歳代） 2563 1:26:41 高澤 法之 ﾀｶｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ

119 一般男子（高校生・39歳以下） 1535 1:26:48 薄井 政徳 ｳｽｲ ﾏｻﾉﾘ 埼玉陸協

120 一般男子（40歳代） 2242 1:26:49 前川 文彦 ﾏｴｶﾜ ﾌﾐﾋｺ

121 一般男子（40歳代） 2750 1:26:55 大島 貴博 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

122 一般男子（40歳代） 2529 1:27:12 田中 健太 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ

123 一般女子（高校生・39歳以下） 5073 1:27:19 篠﨑 理紗 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｻ

124 一般男子（50歳代） 3224 1:27:23 原沢 賢二 ﾊﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ 久喜菖蒲公園

125 一般男子（高校生・39歳以下） 1591 1:27:25 阿部 克臣 ｱﾍﾞ ｶﾂｵﾐ うさおＲＣ

126 一般男子（高校生・39歳以下） 1729 1:27:30 金子 昭男 ｶﾈｺ ｱｷｵ 東陽町運転

127 一般男子（高校生・39歳以下） 1207 1:27:33 吉成 勇一 ﾖｼﾅﾘ ﾕｳｲﾁ ＮＰＯウエーブ

128 一般男子（50歳代） 3344 1:27:34 矢島 章 ﾔｼﾞﾏ ｱｷﾗ 上州アスリート

129 一般男子（高校生・39歳以下） 1491 1:27:41 中野 靖之 ﾅｶﾉ ﾔｽﾕｷ

130 一般男子（高校生・39歳以下） 1237 1:27:44 柏崎 洋 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾋﾛｼ しもつかれＲＣ

131 一般男子（50歳代） 3420 1:27:45 齊藤 光弘 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ

132 一般男子（40歳代） 2576 1:27:47 松本 貴光 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 大伸化学

133 一般女子（高校生・39歳以下） 5063 1:27:54 坂部 恵 ｻｶﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 幸手走友会

134 一般男子（高校生・39歳以下） 1786 1:27:56 緒方 亮介 ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ＮＡＳ

135 一般男子（高校生・39歳以下） 1886 1:27:58 藤吉 雄真 ﾌｼﾞﾖｼ ﾕｳﾏ ケーヒン

136 一般男子（高校生・39歳以下） 1367 1:28:06 黒田 匡泰 ｸﾛﾀﾞ ﾀﾀﾞﾔｽ

137 一般男子（高校生・39歳以下） 1716 1:28:08 丸谷 吉晴 ﾏﾙﾀﾆ ﾖｼﾊﾙ 高田製薬

138 一般男子（高校生・39歳以下） 1559 1:28:15 松岡 弘記 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ らんなあず

139 一般男子（40歳代） 2649 1:28:17 加藤 正芳 ｶﾄｳ ﾏｻﾖｼ 松戸２１ＲＣ

140 一般男子（高校生・39歳以下） 1509 1:28:22 大村 徳行 ｵｵﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 埼玉りそな

142 一般男子（高校生・39歳以下） 1574 1:28:24 城島 清貴 ｼﾞｮｳｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ 大沼中学校

141 一般男子（高校生・39歳以下） 1462 1:28:24 釜澤 通 ｶﾏｻﾞﾜ ﾄｵﾙ

143 一般男子（高校生・39歳以下） 1460 1:28:25 生駒 卓也 ｲｺﾏ ﾀｸﾔ

144 一般男子（40歳代） 2591 1:28:26 篠田 和彦 ｼﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

145 一般男子（40歳代） 2828 1:28:27 森　敦 ﾓﾘ ｱﾂｼ

146 一般男子（50歳代） 3088 1:28:27 齋藤 純一 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

147 一般男子（40歳代） 2428 1:28:28 関根 克浩 ｾｷﾈ ｶﾂﾋﾛ さいたま走友会

149 一般男子（40歳代） 2656 1:28:34 洞口 寛之 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

148 一般男子（高校生・39歳以下） 1792 1:28:34 齋藤 隼人 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ

150 一般男子（50歳代） 3051 1:28:36 岩田 弘行 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 牛久走友会

151 一般男子（40歳代） 2697 1:28:42 柏原 崇宏 ｶｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

152 一般男子（40歳代） 2176 1:28:44 富岡 和彦 ﾄﾐｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

153 一般男子（高校生・39歳以下） 1107 1:28:54 大槻 亮太 ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ 会社員

154 一般男子（50歳代） 3445 1:28:55 平野 橋造 ﾋﾗﾉ ﾊｼｿﾞｳ

155 一般男子（高校生・39歳以下） 1320 1:29:04 酒井 大和 ｻｶｲ ﾔﾏﾄ アルフレッサ

156 一般男子（40歳代） 2798 1:29:09 野口 健二 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

157 一般男子（高校生・39歳以下） 1507 1:29:13 大越 拓郎 ｵｵｺｼ ﾀｸﾛｳ 金古工務店ＲＣ

158 一般男子（40歳代） 2164 1:29:15 田口 浩隆 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ 東武東上

159 一般男子（高校生・39歳以下） 1699 1:29:16 笹沼 淳史 ｻｻﾇﾏ ｱﾂﾌﾐ

160 一般男子（40歳代） 2199 1:29:17 黒坂 实 ｸﾛｻｶ ﾐﾉﾙ 矢板ＲＣ

161 一般男子（高校生・39歳以下） 1607 1:29:23 山縣 和仁 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾄ ジョグ愛

162 一般男子（高校生・39歳以下） 1300 1:29:28 山口 貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ

163 一般男子（高校生・39歳以下） 1711 1:29:29 稲見 隆典 ｲﾅﾐ ﾀｶﾉﾘ

164 一般男子（40歳代） 2230 1:29:30 岩崎 健 ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ コマツ物流

165 一般男子（40歳代） 2603 1:29:38 中村 淳 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

166 一般男子（40歳代） 2682 1:29:40 花輪 憲司 ﾊﾅﾜ ｹﾝｼﾞ

168 一般男子（40歳代） 2821 1:29:41 斉藤　芳明 ｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 練馬ＳＴＡ

167 一般男子（高校生・39歳以下） 1558 1:29:41 市村 武志 ｲﾁﾑﾗ ﾀｹｼ

169 一般男子（高校生・39歳以下） 1409 1:29:46 中橋 昌平 ﾅｶﾊｼ ｼｮｳﾍｲ

170 一般男子（高校生・39歳以下） 1031 1:29:49 小杉 陽祐 ｺｽｷﾞ ﾖｳｽｹ KOSUGI

171 一般男子（40歳代） 2338 1:29:52 後藤 晃治郎 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞﾛｳ ミニワンズ

172 一般男子（50歳代） 3458 1:29:58 野口 聡 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ

173 一般男子（40歳代） 2152 1:30:07 近藤 万雅 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏｻ 東京陸協



174 一般男子（高校生・39歳以下） 1709 1:30:15 吉田 孝弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ セイキ販売

175 一般男子（40歳代） 2441 1:30:18 花房 秀利 ﾊﾅﾌｻ ﾋﾃﾞﾄｼ 单浦和駅

176 一般男子（50歳代） 3415 1:30:23 腰越 郁雄 ｺｼｺﾞｴ ｲｸｵ サトーＧＡＣ

177 一般男子（40歳代） 2401 1:30:25 田中 康史 ﾀﾅｶ ﾔｽｼ 鷲宮ガス

178 一般男子（40歳代） 2377 1:30:26 谷本 寿英 ﾀﾆﾓﾄ ﾋｻﾋﾃﾞ

180 一般女子（高校生・39歳以下） 5100 1:30:31 蛇石 千尋 ﾍﾋﾞｲｼ ﾁﾋﾛ

179 一般男子（50歳代） 3378 1:30:31 疋田 勤 ﾋｷﾀ ﾂﾄﾑ

181 一般男子（高校生・39歳以下） 1376 1:30:35 杉崎 功一 ｽｷﾞｻｷ ｺｳｲﾁ

182 一般男子（高校生・39歳以下） 1564 1:30:37 原 大輔 ﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ

183 一般男子（40歳代） 2502 1:30:39 富樫 修 ﾄｶﾞｼ ｵｻﾑ

184 一般男子（50歳代） 3092 1:30:40 廣瀩 哲 ﾋﾛｾ ｻﾄﾙ 広信走友会

185 一般男子（40歳代） 2207 1:30:42 新美 倫昭 ﾆｲﾐ ﾉﾘｱｷ メグスノー

186 一般男子（40歳代） 2124 1:30:44 川上 和男 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｵ アキランメイツ

187 一般男子（50歳代） 3274 1:30:45 小岩 重治 ｺｲﾜ ｼｹﾞﾊﾙ ＲＩＳＥ　ＡＣ

188 一般男子（40歳代） 2316 1:30:46 渡辺 久夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｵ アスカ

189 一般男子（40歳代） 2507 1:30:49 野﨑 健一 ﾉｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ ＧＡＣ

190 一般男子（高校生・39歳以下） 1463 1:30:50 松本 和也 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾔ

192 一般男子（50歳代） 3424 1:30:52 三木 武志 ﾐｷ ﾀｹｼ 新井塾

191 一般男子（高校生・39歳以下） 1484 1:30:52 餌取 幸正 ｴﾄﾘ ﾕｷﾏｻ

193 一般男子（40歳代） 2484 1:30:54 岩佐 隆志 ｲﾜｻ ﾀｶｼ さや姉命

194 一般男子（高校生・39歳以下） 1885 1:30:56 東條 瑞貴 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ジョグ愛

195 一般男子（40歳代） 2664 1:30:57 松原 勉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ

196 一般男子（60歳代以上） 4032 1:30:59 三上山 一二 ﾐｶﾐﾔﾏ ｶﾂｼﾞ 野辺地アスリート

198 一般女子（40歳代） 6050 1:31:01 勝浦 みどり ｶﾂｳﾗ ﾐﾄﾞﾘ 大江戸飛脚会

197 一般男子（40歳代） 2126 1:31:01 米本 晋也 ﾖﾈﾓﾄ ｼﾝﾔ

199 一般男子（高校生・39歳以下） 1136 1:31:04 松下 一正 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞﾏｻ 千葉県立生浜高等学校

200 一般男子（40歳代） 2118 1:31:06 大八木 健夫 ｵｵﾔｷﾞ ﾀｹｵ 青葉小学校

201 一般男子（高校生・39歳以下） 1074 1:31:06 清水 幸浩 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ 長野県

202 一般男子（50歳代） 3546 1:31:09 八代　敏和 ﾔｼﾛ ﾄｼｶｽﾞ ケイシチョウ

203 一般男子（40歳代） 2219 1:31:15 松岡 隆二 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｼﾞ 埼玉原種育成会

204 一般男子（高校生・39歳以下） 1312 1:31:16 羽生 真人 ﾊﾌﾞ ﾏｻﾄ

205 一般男子（高校生・39歳以下） 1042 1:31:24 山羽 智貴 ﾔﾏﾊ ﾄﾓｷ サイボウズ株式会社

206 一般男子（高校生・39歳以下） 1330 1:31:30 鈴木 宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ

207 一般男子（高校生・39歳以下） 1226 1:31:35 森山 圭一郎 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ

208 一般男子（40歳代） 2487 1:31:43 吉岡 哲也 ﾖｼｵｶ ﾃﾂﾔ

209 一般男子（高校生・39歳以下） 1851 1:31:44 斎藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ

210 一般男子（40歳代） 2670 1:31:46 山谷 淳 ﾔﾏﾔ ｼﾞｭﾝ 鬼の持久力

211 一般男子（50歳代） 3273 1:31:50 大久保 和行 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾕｷ

212 一般男子（40歳代） 2130 1:31:51 森永 宣樹 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾉﾌﾞｷ

214 一般男子（40歳代） 2609 1:31:53 上島 靖範 ｳｴｼﾏ ﾔｽﾉﾘ

213 一般男子（高校生・39歳以下） 1265 1:31:53 藤田 昭紀 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾉﾘ

215 一般男子（高校生・39歳以下） 1670 1:31:54 安類 順 ｱﾝﾙｲ ｼﾞｭﾝ （有）テクノス

216 一般男子（40歳代） 2089 1:31:54 堀江 浩之 ﾎﾘｴ ﾋﾛﾕｷ 無し

217 一般男子（高校生・39歳以下） 1344 1:31:57 加藤 渉 ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ

218 一般男子（40歳代） 2626 1:31:59 早川 直樹 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ

219 一般男子（60歳代以上） 4125 1:32:00 鈴木 博典 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県庁

220 一般男子（40歳代） 2720 1:32:08 久恒 基史 ﾋｻﾂﾈ ﾓﾄｼ

221 一般男子（高校生・39歳以下） 1233 1:32:11 西ヶ谷 洋輔 ﾆｼｶﾞﾔ ﾖｳｽｹ ＷＲＣ

222 一般男子（高校生・39歳以下） 1088 1:32:11 松田 大樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｷ パル

223 一般男子（40歳代） 2744 1:32:12 西河 輝 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ

224 一般男子（高校生・39歳以下） 1689 1:32:21 石川 琢也 ｲｼｶﾜ ﾀｸﾔ 久喜市

226 一般男子（40歳代） 2315 1:32:23 竹村 博文 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ Ｔｅａｍ　七空

225 一般男子（高校生・39歳以下） 1783 1:32:23 石澤 裕 ｲｼｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

228 一般男子（40歳代） 2204 1:32:26 原 英起 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 大河の一滴

227 一般男子（高校生・39歳以下） 1205 1:32:26 萩野谷 圭 ﾊｷﾞﾉﾔ ｹｲ

229 一般男子（50歳代） 3317 1:32:30 上村 賢司 ｶﾐﾑﾗ ｹﾝｼﾞ トランプ大統領

230 一般男子（高校生・39歳以下） 1199 1:32:31 菊地 章一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ 飯能連合

231 一般男子（40歳代） 2841 1:32:37 元井 隆 ﾓﾄｲ ﾀｶｼ ＪＴＢ関東

232 一般男子（40歳代） 2383 1:32:41 春本 雅史 ﾊﾙﾓﾄ ﾏｻｼ



233 一般男子（60歳代以上） 4067 1:32:45 阿部 徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ

234 一般男子（40歳代） 2374 1:32:51 進藤 義之 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ ＮＥＣ

235 一般男子（40歳代） 2714 1:32:51 古澤 伸幸 ﾌﾙｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 越谷競走倶楽部

236 一般男子（50歳代） 3528 1:32:53 石原　博 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ

237 一般男子（40歳代） 2190 1:33:01 大谷津 勝 ｵｵﾔﾂ ﾏｻﾙ ∞無限定食∞

238 一般男子（40歳代） 2309 1:33:02 閏間 隆一 ｳﾙﾏ ﾘｭｳｲﾁ ポポロＡＣ

239 一般男子（50歳代） 3175 1:33:05 渡邊 真之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

240 一般男子（40歳代） 2575 1:33:07 中村 拓哉 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ カネテン

241 一般男子（50歳代） 3355 1:33:09 吉澤 正光 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ

242 一般男子（高校生・39歳以下） 1877 1:33:13 下村　広宣 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛﾉﾘ ＴＥＡＭ避雷

243 一般男子（40歳代） 2719 1:33:13 松本 将和 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ あぶら部

244 一般男子（高校生・39歳以下） 1368 1:33:14 渡邊 直也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ

245 一般女子（高校生・39歳以下） 5064 1:33:18 佐藤 真耶 ｻﾄｳ ﾏﾔ 名大病院精神科

246 一般男子（高校生・39歳以下） 1416 1:33:23 伴 将史 ﾊﾞﾝ ﾏｻｼ

247 一般男子（高校生・39歳以下） 1235 1:33:26 佐藤 弘章 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 埼玉りそな銀行

248 一般男子（高校生・39歳以下） 1314 1:33:30 屋代 聖 ﾔｼﾛ ｻﾄｼ

249 一般男子（40歳代） 2314 1:33:33 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

250 一般男子（高校生・39歳以下） 1536 1:33:34 巻渕 彦也 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾋｺﾔ チームＳＴＳ

251 一般男子（高校生・39歳以下） 1450 1:33:36 上原 健二 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ しらこばと陸上

252 一般男子（高校生・39歳以下） 1887 1:33:38 寺尾 宜士 ﾃﾗｵ ﾀｶｼ ハイタイム

253 一般男子（高校生・39歳以下） 1502 1:33:38 吉成 隆 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶｼ 日光森

254 一般男子（高校生・39歳以下） 1700 1:33:46 小柴 慶允 ｺｼﾊﾞ ﾖｼﾐﾂ

255 一般男子（高校生・39歳以下） 1633 1:33:47 上原 健太郎 ｳｴﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ

256 一般男子（40歳代） 2312 1:33:54 鈴木 淳一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

257 一般男子（40歳代） 2375 1:33:56 長 達也 ﾁｮｳ ﾀﾂﾔ 千代田

258 一般男子（40歳代） 2470 1:34:01 村上 裕樹 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ

259 一般男子（40歳代） 2478 1:34:09 高橋 史明 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｱｷ ライズウィル

260 一般男子（高校生・39歳以下） 1111 1:34:10 原田 景 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲ 獨協埼玉中学高等学校

261 一般男子（50歳代） 3363 1:34:14 小林 暁 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ うらわ

262 一般男子（50歳代） 3080 1:34:16 青木 和弘 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋﾛ 東京北部ＲＣ

263 一般男子（40歳代） 2165 1:34:18 三浦 崇 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ チームドＭ

264 一般男子（50歳代） 3450 1:34:21 小関 望 ｺｾｷ ﾉｿﾞﾑ タムサイ

265 一般男子（40歳代） 2599 1:34:24 伊福 暢盛 ｲﾌｸ ﾏｻﾓﾘ

266 一般男子（60歳代以上） 4187 1:34:24 高橋 重雄 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ

267 一般男子（40歳代） 2718 1:34:25 笹木 雅義 ｻｻｷ ﾏｻﾖｼ 古河ＲＣ

268 一般男子（高校生・39歳以下） 1370 1:34:27 常田 将弘 ﾄｷﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 富士トラ

271 一般男子（高校生・39歳以下） 1137 1:34:29 渡邊 拓 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾗｸ 久喜市立久喜小学校

269 一般男子（高校生・39歳以下） 1401 1:34:29 大里 健一 ｵｵｻﾄ ｹﾝｲﾁ

270 一般男子（高校生・39歳以下） 1419 1:34:29 武井 伸光 ﾀｹｲ ﾉﾌﾞﾐﾂ

272 一般男子（50歳代） 3321 1:34:30 鳩貝 久雄 ﾊﾄｶﾞｲ ﾋｻｵ エフテック

273 一般女子（40歳代） 6027 1:34:31 野村 真紀 ﾉﾑﾗ ﾏｷ 凡人ＲＣ

274 一般男子（40歳代） 2283 1:34:34 黒澤 清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ

275 一般男子（高校生・39歳以下） 1154 1:34:35 江田 智則 ｴﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 愛光園

276 一般男子（高校生・39歳以下） 1571 1:34:37 横山 祐也 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾔ ＺＵＭＭＥＲ

277 一般男子（40歳代） 2260 1:34:38 三浦 隆司 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ

278 一般男子（50歳代） 3028 1:34:40 島袋 良和 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼｶｽﾞ 伊江島31期走ろう会

279 一般男子（50歳代） 3073 1:34:42 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ

280 一般男子（50歳代） 3156 1:34:43 小山 幸好 ｺﾔﾏ ﾕｷﾖｼ 本四ランクラブ

281 一般男子（高校生・39歳以下） 1270 1:34:44 入江 邦宏 ｲﾘｴ ｸﾆﾋﾛ

282 一般男子（40歳代） 2213 1:34:47 中島 勅人 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾄ リンパ管腫ＡＣ

283 一般男子（40歳代） 2298 1:34:49 濱田 昭生 ﾊﾏﾀﾞ ｱｷｵ ＡＶＲＣ埼玉

284 一般男子（高校生・39歳以下） 1101 1:34:50 高橋 諒 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 大正走友会

285 一般男子（高校生・39歳以下） 1626 1:34:54 弓木 達也 ﾕﾐｷ ﾀﾂﾔ

286 一般女子（40歳代） 6144 1:34:55 菊池 徳子 ｷｸﾁ ﾉﾘｺ ＲＵＮＳ

288 一般男子（40歳代） 2159 1:35:08 秋本 将亨 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 久喜市民

287 一般男子（50歳代） 3220 1:35:08 藤井 和夫 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｵ

289 一般男子（40歳代） 2456 1:35:12 松本 豊和 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾖｶｽﾞ

290 一般男子（40歳代） 2746 1:35:17 宍戸 淳 ｼｼﾄﾞ ｼﾞｭﾝ

291 一般男子（60歳代以上） 4118 1:35:19 中島 正 ﾅｶｼﾏ ﾀﾀﾞｼ



292 一般男子（高校生・39歳以下） 1498 1:35:20 上月 隆史 ｺｳﾂﾞｷ ﾀｶｼ

293 一般男子（40歳代） 2358 1:35:23 藤井 充彦 ﾌｼﾞｲ ｱﾂﾋｺ ＪＡ单彩

294 一般男子（高校生・39歳以下） 1325 1:35:25 山路 雄太 ﾔﾏｼﾞ ﾕｳﾀ

297 一般男子（高校生・39歳以下） 1210 1:35:27 佐藤 崇幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 浦和整形外科

296 一般男子（高校生・39歳以下） 1869 1:35:27 戸塚　孝 ﾄﾂｶ ﾀｶｼ

295 一般男子（高校生・39歳以下） 1849 1:35:27 新井 和磨 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾏ

298 一般男子（40歳代） 2667 1:35:29 赤石 光康 ｱｶｲｼ ﾐﾂﾔｽ

300 一般男子（高校生・39歳以下） 1119 1:35:30 平野 勝 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾙ なし

299 一般男子（50歳代） 3162 1:35:30 葛西 智 ｶｻｲ ｻﾄｼ

302 一般男子（高校生・39歳以下） 1236 1:35:31 岩本 進 ｲﾜﾓﾄ ｽｽﾑ チームふたり

301 一般女子（40歳代） 6022 1:35:31 中山 佳子 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼｺ

303 一般男子（高校生・39歳以下） 1504 1:35:32 大泉 一也 ｵｵｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ

304 一般男子（40歳代） 2551 1:35:34 鈴木 崇裕 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ さいたま市

306 一般女子（40歳代） 6067 1:35:35 松岡 薫 ﾏﾂｵｶ ｶｵﾙ 楽健走会

305 一般男子（高校生・39歳以下） 1338 1:35:35 鈴木 拓未 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ

308 一般男子（高校生・39歳以下） 1743 1:35:36 庄司 哲也 ｼｮｳｼﾞ ﾃﾂﾔ ハイタイム

307 一般男子（高校生・39歳以下） 1599 1:35:36 島田 友成 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ

309 一般男子（40歳代） 2564 1:35:39 上田 和正 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ

310 一般男子（40歳代） 2782 1:35:39 西垣 晴生 ﾆｼｶﾞｷ ﾊﾙｵ

311 一般男子（高校生・39歳以下） 1669 1:35:42 三須 貴瑛 ﾐｽ ﾀｶｱｷ

312 一般男子（高校生・39歳以下） 1755 1:35:43 日高 裕 ﾋﾀﾞｶ ﾕﾀｶ

313 一般男子（60歳代以上） 4110 1:35:44 森谷 博行 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ 作戦会議

314 一般男子（40歳代） 2217 1:35:45 高久 康紀 ﾀｶｸ ﾔｽﾉﾘ ＦＣ桜田

315 一般男子（50歳代） 3115 1:35:47 神崎 博 ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛｼ 新井病院

316 一般男子（40歳代） 2202 1:35:50 松坂 良一 ﾏﾂｻｶ ﾘｮｳｲﾁ 嵐妃龍

317 一般男子（40歳代） 2813 1:35:53 佐々木　勝 ｻｻｷ ﾏｻﾙ

318 一般男子（40歳代） 2397 1:35:54 増田 規彦 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ

319 一般男子（40歳代） 2055 1:35:57 新井 仁 ｱﾗｲ ｼﾞﾝ 無所属

320 一般男子（40歳代） 2733 1:36:04 高橋 敏志 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

321 一般男子（40歳代） 2600 1:36:11 勝賀瀩 晶敏 ｼｮｳｶﾞｾ ｱｷﾄｼ 大伸化学

322 一般男子（40歳代） 2725 1:36:13 斎藤 賢一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ

323 一般男子（50歳代） 3453 1:36:24 金子 孝 ｶﾈｺ ﾀｶｼ

324 一般男子（50歳代） 3267 1:36:26 宇都野 睦 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ アステラス

325 一般男子（高校生・39歳以下） 1257 1:36:26 渡辺 誠也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 埼玉大学水泳部

326 一般男子（40歳代） 2090 1:36:28 柳橋 真人 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾏｺﾄ なし

327 一般男子（50歳代） 3215 1:36:28 杉山 裕一 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 日立Ｆ＆Ｌ

328 一般男子（50歳代） 3117 1:36:29 高橋 修 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ

329 一般男子（50歳代） 3354 1:36:30 矢間 靖人 ﾔｻﾞﾏ ﾔｽﾋﾄ 郵船

330 一般男子（40歳代） 2768 1:36:31 及川 哲 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ ＣＲ２東日本

332 一般男子（高校生・39歳以下） 1789 1:36:32 湯本 遼平 ﾕﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ 春高応援指導部

331 一般男子（高校生・39歳以下） 1218 1:36:32 溝江 正幸 ﾐｿﾞｴ ﾏｻﾕｷ

333 一般男子（高校生・39歳以下） 1177 1:36:33 法橋 辰哉 ﾎｯｷｮｳ ﾀﾂﾔ 日本信号株式会社

334 一般男子（高校生・39歳以下） 1227 1:36:34 山田 達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ

335 一般男子（50歳代） 3130 1:36:34 渡邉 積 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾓﾙ

336 一般男子（高校生・39歳以下） 1701 1:36:37 小原 弘靖 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ

338 一般男子（高校生・39歳以下） 1050 1:36:38 小野寺 将太 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 同意します。

337 一般男子（40歳代） 2526 1:36:38 遠藤 裕介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

340 一般男子（40歳代） 2269 1:36:40 石瀩 崇 ｲｼｾ ﾀｶｼ チーム山田

339 一般女子（40歳代） 6026 1:36:40 鈴木 奈美 ｽｽﾞｷ ﾅﾐ

342 一般男子（高校生・39歳以下） 1828 1:36:41 坂田 秀和 ｻｶﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チームサカタ

341 一般男子（50歳代） 3125 1:36:41 福島 幹夫 ﾌｸｼﾏ ﾐｷｵ

343 一般男子（40歳代） 2211 1:36:42 小野 知之 ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 羽根

344 一般男子（50歳代） 3208 1:36:43 吉岡 博之 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ さいたま走友会

345 一般男子（40歳代） 2430 1:36:44 中村 友則 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ

346 一般男子（40歳代） 2291 1:36:44 富岡 和久 ﾄﾐｵｶ ｶｽﾞﾋｻ

347 一般男子（40歳代） 2728 1:36:45 田口 正俊 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 伊奈スポ

348 一般男子（50歳代） 3522 1:36:46 田村　和男 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｵ

349 一般男子（50歳代） 3373 1:36:49 天野 英章 ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉陸協

350 一般男子（40歳代） 2186 1:36:49 小瀩 大輔 ｺｾ ﾀﾞｲｽｹ 東光電気工事



352 一般男子（60歳代以上） 4270 1:36:56 黒澤　幸久 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋｻ

351 一般男子（高校生・39歳以下） 1811 1:36:56 辺見 陽太 ﾍﾝﾐ ﾖｳﾀ

353 一般男子（40歳代） 2028 1:36:59 長沢 清貴 ﾅｶﾞｻﾜ ｷﾖﾀｶ 無し

354 一般男子（40歳代） 2353 1:37:03 橋本 誠紀 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ ランニングマン

356 一般男子（50歳代） 3529 1:37:05 永安　薫 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｵﾙ

355 一般男子（高校生・39歳以下） 1853 1:37:05 藤田 明彦 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾋｺ

357 一般男子（高校生・39歳以下） 1163 1:37:06 鈴木 貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 佐川急便株式会社

359 一般男子（40歳代） 2040 1:37:07 高橋 洋 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ ＯＳＫ

358 一般男子（40歳代） 2617 1:37:07 海老澤 陽 ｴﾋﾞｻﾜ ｱｷﾗ

360 一般男子（高校生・39歳以下） 1467 1:37:10 北澤 亮 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｷﾗ

361 一般男子（40歳代） 2537 1:37:11 会田 誠 ｱｲﾀﾞ ﾏｺﾄ

362 一般男子（高校生・39歳以下） 1062 1:37:13 岡安 宏晃 ｵｶﾔｽ ﾋﾛｱｷ K-TOWN

363 一般男子（40歳代） 2307 1:37:14 吉田 秀男 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ

364 一般男子（40歳代） 2781 1:37:18 田所 優 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏｻﾙ

366 一般男子（40歳代） 2612 1:37:23 太田 雅俊 ｵｵﾀ ﾏｻﾄｼ かけっこ軍団

365 一般男子（高校生・39歳以下） 1741 1:37:23 高塚 訓 ｺｳﾂｶ ｻﾄｼ

367 一般男子（40歳代） 2773 1:37:28 菊野 武司 ｷｸﾉ ﾀｹｼ

368 一般男子（高校生・39歳以下） 1797 1:37:30 梅本 興円 ｳﾒﾓﾄ ｺｳｴﾝ

369 一般男子（高校生・39歳以下） 1560 1:37:33 小松 純 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ

371 一般男子（高校生・39歳以下） 1013 1:37:34 宝珠戸 陽介 ﾎｳｼﾞｭﾄ ﾖｳｽｹ 農家

370 一般男子（50歳代） 3396 1:37:34 野島 弥八郎 ﾉｼﾞﾏ ﾔﾊﾁﾛｳ

372 一般男子（50歳代） 3248 1:37:35 室岡 義司 ﾑﾛｵｶ ﾖｼｼﾞ

373 一般男子（高校生・39歳以下） 1287 1:37:38 本角 知隆 ﾓﾄｽﾞﾐ ﾄﾓﾀｶ

374 一般男子（40歳代） 2459 1:37:39 小島 輝之 ｺｼﾞﾏ ﾃﾙﾕｷ

375 一般男子（40歳代） 2809 1:37:40 原田　慎一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

377 一般男子（40歳代） 2815 1:37:41 菅家　宏幸 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ

376 一般男子（高校生・39歳以下） 1204 1:37:41 石井 宏和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ

378 一般男子（高校生・39歳以下） 1867 1:37:44 青木　为税 ｱｵｷ ﾁｶﾗ （株）ガルト

379 一般男子（50歳代） 3510 1:37:48 白井 和夫 ｼﾗｲ ｶｽﾞｵ

380 一般男子（高校生・39歳以下） 1695 1:37:51 金子 晃 ｶﾈｺ ｱｷﾗ

382 一般男子（50歳代） 3302 1:37:52 野本 康仁 ﾉﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ 丹青社

383 一般男子（40歳代） 2676 1:37:52 小川 登志幸 ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 片柳分団

381 一般男子（40歳代） 2423 1:37:52 川上 圭介 ｶﾜｶﾐ ｹｲｽｹ

384 一般男子（高校生・39歳以下） 1446 1:37:53 永井 克佳 ﾅｶﾞｲ ｶﾂﾖｼ

385 一般男子（60歳代以上） 4312 1:37:54 八木橋　義憲 ﾔｷﾞﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

386 一般女子（高校生・39歳以下） 5074 1:37:56 小柳 里帄 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾎ

387 一般男子（50歳代） 3116 1:37:57 鵜崎 彰 ｳｻﾞｷ ｱｷﾗ 自由人

388 一般男子（50歳代） 3108 1:37:58 小嶋 信一 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ アドバン

389 一般男子（40歳代） 2340 1:38:00 菅原 孝幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ

390 一般男子（50歳代） 3266 1:38:02 小林 浩之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

391 一般男子（40歳代） 2710 1:38:05 柏崎 敬志 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀｶｼ

393 一般男子（50歳代） 3170 1:38:06 金子 秀夫 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ 県陸協

392 一般男子（50歳代） 3275 1:38:06 木本 豊 ｷﾓﾄ ﾕﾀｶ

394 一般男子（高校生・39歳以下） 1293 1:38:07 永井 一仁 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾄ

395 一般男子（50歳代） 3513 1:38:09 西野 浩 ﾆｼﾉ ﾋﾛｼ 坂本塾

396 一般男子（50歳代） 3178 1:38:10 石岡 貴博 ｲｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ ティップネス

397 一般男子（50歳代） 3460 1:38:13 佐山 正夫 ｻﾔﾏ ﾏｻｵ

399 一般男子（40歳代） 2254 1:38:18 長塩 博英 ﾅｶﾞｼｵ ﾋﾛﾋﾃﾞ 白岡そうゆう会

398 一般男子（40歳代） 2501 1:38:18 藤田 憲 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｼ

400 一般男子（高校生・39歳以下） 1619 1:38:22 藤田 智哉 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾔ ジョグ愛

401 一般男子（高校生・39歳以下） 1784 1:38:23 岡本 遼 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳ

402 一般男子（40歳代） 2516 1:38:23 古田土 長夫 ｺﾀﾄ ﾅｶﾞｵ

404 一般男子（50歳代） 3386 1:38:24 松野 誠一郎 ﾏﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 社労士まつの

403 一般男子（40歳代） 2523 1:38:24 齋藤 俊明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ

405 一般男子（高校生・39歳以下） 1465 1:38:25 大野 勝亮 ｵｵﾉ ｶﾂｱｷ

406 一般男子（高校生・39歳以下） 1357 1:38:28 横川 大悟 ﾖｺｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ

408 一般男子（高校生・39歳以下） 1815 1:38:29 熊倉 満春 ｸﾏｸﾗ ﾐﾁﾊﾙ

407 一般男子（高校生・39歳以下） 1659 1:38:29 菅原 幸彦 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾋｺ

409 一般男子（40歳代） 2711 1:38:34 堀口 敦彦 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾂﾋｺ



410 一般男子（40歳代） 2250 1:38:35 山岸 篤道 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｸﾐﾁ

411 一般男子（40歳代） 2699 1:38:36 篠沢 洋平 ｼﾉｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ たけしーず

412 一般男子（40歳代） 2765 1:38:36 田口 孝夫 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶｵ 東京電子工業

413 一般男子（50歳代） 3204 1:38:37 新井 真 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ あしべシールズ

414 一般女子（40歳代） 6024 1:38:38 樋口 紅三子 ﾋｸﾞﾁ ｸﾐｺ ＮＥＳーＲＣ

415 一般男子（40歳代） 2122 1:38:38 中山 秀喜 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ チームニチコン

416 一般男子（40歳代） 2741 1:38:38 荒井 章博 ｱﾗｲ ｱｷﾋﾛ ティップネス

417 一般男子（40歳代） 2405 1:38:39 奥谷 智弘 ｵｸﾔ ﾄﾓﾋﾛ ＮＲＣ

418 一般男子（高校生・39歳以下） 1439 1:38:39 細沼 直樹 ﾎｿﾇﾏ ﾅｵｷ ガイア

419 一般男子（50歳代） 3056 1:38:41 大高 淳 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ

420 一般男子（60歳代以上） 4300 1:38:41 冨田　文夫 ﾄﾐﾀ ﾌﾐｵ

423 一般男子（高校生・39歳以下） 1663 1:38:42 齋藤 祐介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 埼玉西部消防局

421 一般男子（40歳代） 2559 1:38:42 深井 一佳 ﾌｶｲ ｶｽﾞﾖｼ

422 一般男子（60歳代以上） 4168 1:38:42 鳴河 敬一 ﾅﾙｶﾜ ｹｲｲﾁ

425 一般男子（高校生・39歳以下） 1296 1:38:43 永田 智紀 ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾉﾘ ＲＣＭＣＺ

424 一般男子（高校生・39歳以下） 1593 1:38:43 須永 浩一 ｽﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ

427 一般男子（50歳代） 3199 1:38:45 岡崎 達之 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾕｷ ＪＦＥテクノ

426 一般男子（40歳代） 2521 1:38:45 中村 圭輔 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

428 一般男子（40歳代） 2660 1:38:47 渡邉 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ ポートガリバー

429 一般男子（高校生・39歳以下） 1047 1:38:47 清水 功 ｼﾐｽﾞ ｲｻｵ 清水

430 一般男子（40歳代） 2182 1:38:48 大嶋 徹也 ｵｵｼﾏ ﾃﾂﾔ

431 一般男子（40歳代） 2304 1:38:50 仲本 佳司 ﾅｶﾓﾄ ｹｲｼﾞ

432 一般男子（50歳代） 3281 1:38:51 三井 朗 ﾐﾂｲ ｱｷﾗ 水岩

433 一般男子（高校生・39歳以下） 1324 1:38:52 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

434 一般男子（高校生・39歳以下） 1228 1:38:54 高橋 明典 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾉﾘ

435 一般男子（60歳代以上） 4034 1:38:55 江口 好晴 ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ コブラン

436 一般男子（40歳代） 2778 1:38:56 土屋 俊弘 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾋﾛ

437 一般男子（40歳代） 2473 1:38:56 東畑 雅昭 ﾄｳﾊﾀ ﾏｻｱｷ

438 一般男子（40歳代） 2801 1:38:57 柏木　利三雄 ｶｼﾜｷﾞ ﾘﾐｵ （株）キヤスティック

439 一般男子（高校生・39歳以下） 1620 1:38:59 清野 裕直 ｾｲﾉ ﾋﾛﾅｵ

440 一般男子（40歳代） 2116 1:39:00 間 清二 ｱｲﾀﾞ ｾｲｼﾞ MMRC

441 一般男子（40歳代） 2210 1:39:03 山下 一隆 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾀｶ 日テレＪＣ

442 一般男子（高校生・39歳以下） 1238 1:39:05 金丸 親也 ｶﾈﾏﾙ ｼﾝﾔ 仏滅会

446 一般男子（高校生・39歳以下） 1094 1:39:14 玉木 雄介 ﾀﾏｷ ﾕｳｽｹ 獨協埼玉中学高等学校

444 一般男子（50歳代） 3165 1:39:14 井上 卓也 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ

445 一般男子（60歳代以上） 4120 1:39:14 戸辺 栄一 ﾄﾍﾞ ｴｲｲﾁ

443 一般男子（高校生・39歳以下） 1627 1:39:14 仁昌寺 佑輔 ﾆｼｮｳｼﾞ ﾕｳｽｹ

447 一般男子（40歳代） 2706 1:39:15 佐藤 公威 ｻﾄｳ ｷﾐﾀｹ 江川ＲＣ

448 一般男子（40歳代） 2739 1:39:16 東 裕明 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ Ｄ．Ｒ．ＡＣ

449 一般男子（高校生・39歳以下） 1603 1:39:17 関口 武 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｹﾙ

451 一般男子（40歳代） 2266 1:39:17 大久保 慎一 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ

450 一般男子（高校生・39歳以下） 1749 1:39:17 土岐 貴義 ﾄｷ ﾀｶﾖｼ

452 一般女子（40歳代） 6064 1:39:22 菅谷 なおみ ｽｶﾞﾔ ﾅｵﾐ

453 一般男子（高校生・39歳以下） 1713 1:39:28 堀口 孝人 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾄ

454 一般男子（40歳代） 2804 1:39:30 鈴木　大資 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 白岡ＲＣ

455 一般男子（高校生・39歳以下） 1239 1:39:31 野島 健史 ﾉｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ

456 一般男子（高校生・39歳以下） 1587 1:39:34 設樂 和弘 ｼﾀﾗ ｶｽﾞﾋﾛ

457 一般男子（高校生・39歳以下） 1836 1:39:36 横溝 健太 ﾖｺﾐｿﾞ ｹﾝﾀ

458 一般男子（40歳代） 2645 1:39:36 岡本 靖弘 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

460 一般男子（40歳代） 2286 1:39:37 塩島 健 ｼｵｼﾞﾏ ﾀｹｼ 東鷲宮病院

459 一般男子（40歳代） 2232 1:39:37 高橋 幸治 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

461 一般男子（60歳代以上） 4104 1:39:40 大澤 博 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｼ 日本電子照射

462 一般男子（高校生・39歳以下） 1844 1:39:41 平野 周 ﾋﾗﾉ ｼｭｳ

463 一般男子（60歳代以上） 4290 1:39:42 石井　成美 ｲｼｲ ｼｹﾞﾖｼ ナルミクラブ

466 一般男子（高校生・39歳以下） 1576 1:39:45 鈴木 健之 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾕｷ 大桑走友会

465 一般男子（40歳代） 2119 1:39:45 菊地 朝志 ｷｸﾁ ﾄﾓｼ

464 一般男子（高校生・39歳以下） 1295 1:39:45 飯塚 清孝 ｲｲﾂﾞｶ ｷﾖﾀｶ

467 一般男子（高校生・39歳以下） 1803 1:39:48 渡邉 浩樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ

468 一般男子（50歳代） 3144 1:39:50 及川 勝敏 ｵｲｶﾜ ｶﾂﾄｼ



469 一般男子（高校生・39歳以下） 1774 1:39:53 古関 雄太 ｺｾｷ ﾕｳﾀ 弱市民ランナー

471 一般男子（高校生・39歳以下） 1561 1:39:54 柿沼 誠 ｶｷﾇﾏ ﾏｺﾄ 柿沼自動車

470 一般男子（40歳代） 2451 1:39:54 古川 悟 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄﾙ

473 一般男子（高校生・39歳以下） 1103 1:39:56 小野 靖方 ｵﾉ ﾔｽﾉﾘ Schwarz

474 一般男子（40歳代） 2786 1:39:56 小宮 利隆 ｺﾐﾔ ﾄｼﾀｶ さくら

475 一般男子（50歳代） 3128 1:39:56 為平 倫之 ﾀﾒﾋﾗ ﾄﾓﾕｷ 奥むさしＲＣ

472 一般男子（高校生・39歳以下） 1197 1:39:56 二口 孝志 ﾆｸﾞﾁ ﾀｶｼ

477 一般男子（50歳代） 3538 1:40:05 織田　義秋 ｵﾀﾞ ﾖｼｱｷ 草加ＪＯＧＳ

476 一般男子（50歳代） 3264 1:40:05 清水 信行 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

478 一般男子（40歳代） 2087 1:40:08 田村 方孝 ﾀﾑﾗ ﾐﾁﾀｶ パパーズ

479 一般男子（高校生・39歳以下） 1009 1:40:10 安松 芳郎 ﾔｽﾏﾂ ﾖｼﾛｳ プリズナーズ

480 一般男子（40歳代） 2756 1:40:11 有賀 健一 ｱﾘｶﾞ ｹﾝｲﾁ

481 一般男子（40歳代） 2579 1:40:14 安達 晃彦 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾋｺ

482 一般男子（50歳代） 3040 1:40:15 戸國 健一 ﾄｸﾆ ｹﾝｲﾁ 上尾市役所ＲＣ

483 一般男子（高校生・39歳以下） 1268 1:40:16 若田 智和 ﾜｶﾀ ﾄﾓｶｽﾞ

484 一般男子（60歳代以上） 4307 1:40:18 岩田　守正 ｲﾜﾀ ﾓﾘﾏｻ 横瀩ＲＣ

486 一般男子（高校生・39歳以下） 1524 1:40:20 青木 勝裕 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾛ

485 一般男子（高校生・39歳以下） 1832 1:40:20 中川西 高廣 ﾅｶｶﾞﾜｻｲ ﾀｶﾋﾛ

487 一般男子（50歳代） 3146 1:40:20 藤田 典之 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ

489 一般男子（50歳代） 3163 1:40:21 作山 壮一 ｻｸﾔﾏ ｿｳｲﾁ

488 一般男子（高校生・39歳以下） 1390 1:40:21 石島 丈晴 ｲｼｼﾞﾏ ﾀｹﾊﾙ

490 一般男子（高校生・39歳以下） 1562 1:40:25 宮下 建 ﾐﾔｼﾀ ｹﾝ

491 一般男子（高校生・39歳以下） 1761 1:40:28 斉藤 憲之 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ

492 一般男子（40歳代） 2342 1:40:29 高尾 茂樹 ﾀｶｵ ｼｹﾞｷ さわ研究所

493 一般男子（50歳代） 3299 1:40:29 富田 努 ﾄﾐﾀ ﾂﾄﾑ 新日本無線

494 一般男子（40歳代） 2121 1:40:30 高橋 三春 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ

495 一般女子（高校生・39歳以下） 5117 1:40:32 稲子 史江 ｲﾅｺ ﾌﾐｴ

496 一般男子（高校生・39歳以下） 1468 1:40:36 石井 奎吾 ｲｼｲ ｹｲｺﾞ 不動岡高校

497 一般女子（高校生・39歳以下） 5182 1:40:37 佐藤 絢乃 ｻﾄｳ ｱﾔﾉ

498 一般男子（40歳代） 2187 1:40:39 黒羽 義孝 ｸﾛﾊﾞ ﾖｼﾀｶ 大里ブロック

499 一般男子（40歳代） 2432 1:40:41 杉山 和之 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ ビールがぶが部

500 一般男子（50歳代） 3209 1:40:44 野田 知義 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ 高砂熱学工業

503 一般男子（40歳代） 2332 1:40:45 吉村 明敏 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄｼ

501 一般男子（高校生・39歳以下） 1816 1:40:45 近江 力 ｵｳﾐ ﾁｶﾗ

502 一般男子（高校生・39歳以下） 1476 1:40:45 山崎 義彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ

504 一般男子（50歳代） 3439 1:40:45 矢野 正治 ﾔﾉ ｼｮｳｼﾞ

505 一般男子（40歳代） 2635 1:40:46 平野 義洋 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ

506 一般男子（高校生・39歳以下） 1196 1:40:51 山本 潤 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝ チーム三ちゃん

507 一般男子（高校生・39歳以下） 1283 1:40:53 吉田 祐介 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ

509 一般男子（高校生・39歳以下） 1805 1:40:54 丸山 誠 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｺﾄ エイト陸上部

508 一般男子（60歳代以上） 4309 1:40:54 千葉　松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ

510 一般男子（高校生・39歳以下） 1261 1:40:55 中川 智貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾀｶ

511 一般男子（高校生・39歳以下） 1551 1:40:57 木暮 大樹 ｺｸﾞﾚ ﾀﾞｲｷ

512 一般男子（40歳代） 2249 1:40:58 川上 大悟 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ

513 一般男子（高校生・39歳以下） 1726 1:41:03 大森 匠悟 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｺﾞ 早稲田大学

514 一般男子（高校生・39歳以下） 1375 1:41:05 植竹 強 ｳｴﾀｹ ﾂﾖｼ 池沢ＲＣ

515 一般男子（高校生・39歳以下） 1382 1:41:07 田村 勇之進 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾉｼﾝ すぐ帰る

516 一般男子（40歳代） 2345 1:41:08 塚田 英樹 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 日本信号

517 一般男子（高校生・39歳以下） 1200 1:41:11 津布久 陽平 ﾂﾌﾞｸ ｼｹﾞﾄﾓ

518 一般男子（高校生・39歳以下） 1768 1:41:12 伊藤 慶和 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ

519 一般男子（40歳代） 2628 1:41:14 加藤 宏一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

520 一般男子（40歳代） 2662 1:41:18 高川 良司 ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ

521 一般男子（40歳代） 2703 1:41:19 長嶋 克成 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾂﾅﾘ チームオアシス

522 一般男子（50歳代） 3409 1:41:20 佐藤 洋一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ セキスイハイム

523 一般男子（40歳代） 2297 1:41:23 松下 真也 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ

524 一般男子（高校生・39歳以下） 1077 1:41:24 大平 迪陽 ｵｵﾋﾗ ﾐﾁｱｷ 荒川塗料工業株式会社

525 一般男子（50歳代） 3465 1:41:25 広瀩 泉 ﾋﾛｾ ｲｽﾞﾐ 三菱電機

526 一般女子（高校生・39歳以下） 5054 1:41:27 細谷 香苗 ﾎｿﾔ ｶﾅｴ ＢＯＷＨＯＪＩ

527 一般男子（50歳代） 3084 1:41:31 小野目 如快 ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ 正傳寺



529 一般男子（40歳代） 2256 1:41:33 松沢 健一 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ふわっぴー

528 一般男子（40歳代） 2480 1:41:33 松本 圭介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

531 一般男子（50歳代） 3314 1:41:36 野本 健児 ﾉﾓﾄ ｹﾝｼﾞ クラブ東日本

530 一般男子（40歳代） 2789 1:41:36 原 浩二 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ

532 一般男子（50歳代） 3105 1:41:37 木村 経生 ｷﾑﾗ ﾂﾈｵ

533 一般男子（50歳代） 3496 1:41:39 酒井 啓介 ｻｶｲ ｹｲｽｹ ＳＩＮＰＡＮ

534 一般男子（40歳代） 2476 1:41:41 河野 哲也 ｺｳﾉ ﾃﾂﾔ

535 一般男子（50歳代） 3188 1:41:44 篠﨑 隆次 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ ヘレナ

536 一般男子（40歳代） 2636 1:41:52 鈴木 剛史 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ キサイフーズ

539 一般男子（40歳代） 2366 1:41:53 竹原 公二 ﾀｹﾊﾗ ｺｳｼﾞ チ－ム妖怪

537 一般男子（40歳代） 2772 1:41:53 べキン マティアス ﾍﾞｷﾝ ﾏﾃｨｱｽ

538 一般男子（40歳代） 2774 1:41:53 本多 英二 ﾎﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ

540 一般男子（高校生・39歳以下） 1414 1:41:55 堀口 直人 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾅｵﾄ

541 一般男子（40歳代） 2543 1:41:57 川上 征樹 ｶﾜｶﾐ ｾｲｷ 日光千姫物語

542 一般男子（高校生・39歳以下） 1149 1:42:01 山下 友彰 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓｱｷ カワグチハイホー

543 一般男子（高校生・39歳以下） 1820 1:42:02 飯田 徹 ｲｲﾀﾞ ﾄｵﾙ バルテック

544 一般男子（50歳代） 3068 1:42:02 金平 正志 ｶﾈﾋﾗ ﾏｻｼ レガーメＲＣ

545 一般男子（高校生・39歳以下） 1408 1:42:08 五十畑 剛 ｲｿﾊﾀ ﾂﾖｼ

546 一般男子（60歳代以上） 4071 1:42:09 野村 修二 ﾉﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ ノムテック

547 一般女子（50歳代） 7002 1:42:11 藤森 保代 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽﾖ 無し

548 一般男子（高校生・39歳以下） 1348 1:42:15 清本 武史 ｷﾖﾓﾄ ﾀｹｼ ＫＩＹＯＲＵＮ

549 一般男子（50歳代） 3395 1:42:18 平井 紀男 ﾋﾗｲ ﾉﾘｵ 光　ＲＣ

550 一般男子（高校生・39歳以下） 1748 1:42:19 田谷 良太 ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ カタリナーズ

551 一般男子（40歳代） 2153 1:42:22 竹谷 純 ﾀｹﾔ ｼﾞｭﾝ チームマグナム

552 一般男子（50歳代） 3323 1:42:23 阿部 茂昭 ｱﾍﾞ ｼｹﾞｱｷ

553 一般男子（高校生・39歳以下） 1055 1:42:25 吉澤 亮信 ﾖｼｻﾞﾜ ｱｷﾄｼ クラシス株式会社

554 一般男子（高校生・39歳以下） 1185 1:42:25 山﨑 幹太 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾝﾀ 東鷲宮砂場

556 一般男子（40歳代） 2417 1:42:29 武藤 秀樹 ﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 平和島マラソン

555 一般男子（高校生・39歳以下） 1616 1:42:29 佐藤 要 ｻﾄｳ ｶﾅﾒ

558 一般男子（40歳代） 2303 1:42:33 上江 直樹 ｶﾐｴ ﾅｵｷ

557 一般男子（40歳代） 2685 1:42:33 澤 靖浩 ｻﾜ ﾔｽﾋﾛ

559 一般男子（高校生・39歳以下） 1702 1:42:34 降幡 光寿 ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾂﾄｼ

560 一般男子（高校生・39歳以下） 1213 1:42:37 塚田 健太 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 株式会社フェス

561 一般男子（50歳代） 3376 1:42:39 板橋 勇二 ｲﾀﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ

562 一般女子（高校生・39歳以下） 5070 1:42:40 田中 里美 ﾀﾅｶ ｻﾄﾐ

564 一般男子（50歳代） 3046 1:42:41 山崎 浩美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ 久喜市役所

563 一般男子（60歳代以上） 4083 1:42:41 小暮 勇 ｺｸﾞﾚ ｲｻﾑ

565 一般男子（高校生・39歳以下） 1819 1:42:42 田畑 淳史 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 田畑工務店

567 一般男子（40歳代） 2235 1:42:43 小島 利明 ｵｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 陶秀

566 一般男子（高校生・39歳以下） 1516 1:42:43 桑山 雄大 ｸﾜﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ

568 一般男子（40歳代） 2167 1:42:46 板垣 均 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾄｼ

569 一般男子（50歳代） 3063 1:42:47 樽見 正行 ﾀﾙﾐ ﾏｻﾕｷ ＳＷＡＣ

570 一般男子（高校生・39歳以下） 1347 1:42:48 仲田 浩己 ﾅｶﾀﾞ ﾋﾛｷ クラシス

571 一般男子（高校生・39歳以下） 1201 1:42:49 北村 泰一郎 ｷﾀﾑﾗ ﾀｲｲﾁﾛｳ Ｍ．Ｂ．Ｒ．Ｃ

572 一般男子（50歳代） 3238 1:42:53 山内 俊哉 ﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾔ 上田ハーロー

573 一般女子（40歳代） 6076 1:42:55 嘉手苅 一未 ｶﾃﾞｶﾘ ｶﾂﾞﾐ

574 一般男子（50歳代） 3523 1:42:56 岩本　幸康 ｲﾜﾓﾄ ﾕｷﾔｽ ＭＣ２４

575 一般男子（40歳代） 2228 1:42:57 横井 司 ﾖｺｲ ﾂｶｻ チーム三ちゃん

576 一般男子（高校生・39歳以下） 1742 1:42:58 木滑 雅俊 ｷﾅﾒ ﾏｻﾄｼ 三橋マラソン部

577 一般男子（40歳代） 2434 1:43:01 鈴木 善行 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ Ａ－ＲＵＮ

579 一般男子（高校生・39歳以下） 1641 1:43:04 森 雅史 ﾓﾘ ﾏｻｼ 高田製薬

578 一般男子（50歳代） 3474 1:43:04 林 啓 ﾊﾔｼ ｹｲ

580 一般男子（60歳代以上） 4191 1:43:08 山本 昌利 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄｼ Ｅ＆Ｍ

581 一般男子（40歳代） 2106 1:43:10 上島 高広 ｶﾐｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ fc桜田イーグルス

582 一般男子（50歳代） 3131 1:43:11 恩田 直一 ｵﾝﾀﾞ ﾅｵｶｽﾞ 日本通信紙

583 一般男子（40歳代） 2296 1:43:12 増谷 祐之 ｿｳﾔ ｻﾁﾕｷ

584 一般男子（60歳代以上） 4100 1:43:14 飯田 正義 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾖｼ

585 一般男子（50歳代） 3095 1:43:17 中山 伸治 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ スタートライン

586 一般男子（50歳代） 3331 1:43:20 松田 和義 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ



587 一般男子（高校生・39歳以下） 1118 1:43:22 森崎 源 ﾓﾘｻｷ ｹﾞﾝ 久喜

589 一般男子（40歳代） 2573 1:43:24 村岡 智之 ﾑﾗｵｶ ﾄﾓﾕｷ むら

588 一般男子（高校生・39歳以下） 1690 1:43:24 須田 崇行 ｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

590 一般男子（60歳代以上） 4058 1:43:25 下田 昌一 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 浦和駄馬の会

591 一般男子（40歳代） 2794 1:43:25 高木 尚 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 松木会

592 一般男子（40歳代） 2758 1:43:29 岡田 健一 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ ＮＴＴコム

593 一般男子（50歳代） 3473 1:43:29 原崎 崇 ﾊﾗｻｷ ﾀｶｼ ラン＆リンク

594 一般男子（40歳代） 2157 1:43:30 柏木 勝 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾙ せんとらる

596 一般男子（40歳代） 2755 1:43:35 片桐 哲人 ｶﾀｷﾞﾘ ﾃﾂﾄ 横浜市陸協

595 一般男子（50歳代） 3393 1:43:35 前田 浩一 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ

598 一般男子（高校生・39歳以下） 1534 1:43:36 水谷 渉 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾜﾀﾙ チーム杉戸

597 一般男子（高校生・39歳以下） 1492 1:43:36 大月 大輔 ｵｵﾂｷ ﾀﾞｲｽｹ

599 一般男子（50歳代） 3356 1:43:38 佐藤 正之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ らく走会

600 一般男子（40歳代） 2735 1:43:40 石原 聡 ｲｼﾊﾗ ｻﾄｼ

601 一般男子（40歳代） 2762 1:43:42 中村 進一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ つみ木

603 一般男子（50歳代） 3151 1:43:43 久保 聡 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ スギ薬局

602 一般男子（50歳代） 3101 1:43:43 坂田 将美 ｻｶﾀ ﾏｻﾐ

604 一般女子（50歳代） 7018 1:43:44 中村 絵理 ﾅｶﾑﾗ ｴﾘ ザバス和光

605 一般男子（50歳代） 3311 1:43:45 矢野 忠彦 ﾔﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ 新久喜総合病院

606 一般女子（50歳代） 7044 1:43:47 松尾 倫子 ﾏﾂｵ ﾘﾝｺ

607 一般男子（60歳代以上） 4159 1:43:50 東村 健一 ﾄｳﾑﾗ ｹﾝｲﾁ

608 一般男子（40歳代） 2150 1:43:51 貝嶋 武史 ｶｲｼﾞﾏ ﾀｹｼ チーム三ちゃん

609 一般女子（50歳代） 7049 1:43:55 HISCOCK TAMMY ﾋｽｺｯｸ ﾀﾐｰ 横田ストライダ

610 一般男子（40歳代） 2819 1:43:55 船水　康平 ﾌﾅﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ 武蔵野銀行久喜支店

611 一般男子（50歳代） 3316 1:43:56 HISCOCK DAVE ﾋｽｺｯｸ ﾃﾞｲﾌﾞ 横田ストライダ

612 一般男子（50歳代） 3268 1:43:56 千葉 勝義 ﾁﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 横浜陸協

613 一般男子（高校生・39歳以下） 1433 1:43:57 武井 慎一 ﾀｹｲ ｼﾝｲﾁ

614 一般男子（40歳代） 2705 1:43:58 竹野 智之 ﾀｹﾉ ﾄﾓﾕｷ 江川ＲＣ

615 一般男子（高校生・39歳以下） 1170 1:43:58 青木 康浩 ｱｵｷ ﾔｽﾋﾛ 青木康浩

616 一般男子（高校生・39歳以下） 1725 1:43:59 島村 聡 ｼﾏﾑﾗ ｻﾄｼ

617 一般男子（40歳代） 2023 1:44:00 酒井 孝晃 ｻｶｲ ﾀｶｱｷ 無所属

619 一般男子（高校生・39歳以下） 1540 1:44:02 大平 正信 ｵｵﾋﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 酒ＲＵＮ部

618 一般女子（60歳代以上） 8016 1:44:02 牧田 あき子 ﾏｷﾀ ｱｷｺ

620 一般男子（40歳代） 2216 1:44:03 薄井 健 ｳｽｲ ｹﾝ ＦＣ桜田

621 一般男子（60歳代以上） 4139 1:44:03 鈴木 晴男 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｵ 兄貴会

622 一般男子（高校生・39歳以下） 1513 1:44:04 竹之内 信吾 ﾀｹﾉｳﾁ ｼﾝｺﾞ 東鷲宮小学校

623 一般女子（高校生・39歳以下） 5102 1:44:07 坂巻 佳世 ｻｶﾏｷ ｶﾖ

625 一般男子（高校生・39歳以下） 1039 1:44:14 栗田 雅彦 ｸﾘﾀ ﾏｻﾋｺ コヤマ工業㈱

624 一般男子（高校生・39歳以下） 1526 1:44:14 前田 智 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄﾙ

626 一般男子（40歳代） 2571 1:44:15 恒川 賢二 ﾂﾈｶﾜ ｹﾝｼﾞ

627 一般男子（40歳代） 2133 1:44:16 林 伸治 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾊﾙ

628 一般男子（40歳代） 2734 1:44:17 山中 幹生 ﾔﾏﾅｶ ﾐｷｵ あやめ寮

629 一般男子（40歳代） 2457 1:44:18 菅沼 栄介 ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲｽｹ

630 一般女子（50歳代） 7045 1:44:18 竹原 育子 ﾀｹﾊﾗ ｲｸｺ

632 一般男子（60歳代以上） 4087 1:44:19 吉岡 由夫 ﾖｼｵｶ ﾖｼｵ

631 一般男子（50歳代） 3324 1:44:19 大貫 裕之 ｵｵﾇｷ ﾋﾛﾕｷ

633 一般男子（50歳代） 3247 1:44:20 町田 浩之 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

634 一般男子（高校生・39歳以下） 1041 1:44:21 斉藤 光晴 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ 久喜市

635 一般男子（40歳代） 2263 1:44:23 宇山 英幸 ｳﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

636 一般男子（50歳代） 3173 1:44:25 大高 晋 ｵｵﾀｶ ｽｽﾑ カバドッとＲＣ

637 一般男子（高校生・39歳以下） 1777 1:44:26 寺田 篤史 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ

639 一般男子（60歳代以上） 4188 1:44:27 向佐 光治 ﾑｶｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県庁走友会

638 一般女子（40歳代） 6055 1:44:27 光岡 由美江 ﾐﾂｵｶ ﾕﾐｴ

640 一般男子（40歳代） 2527 1:44:30 金野 正樹 ｷﾝﾉ ﾏｻｷ

641 一般男子（40歳代） 2330 1:44:31 菅野 完 ｶﾝﾉ ﾀﾓﾂ ＮＩＫＫＯＬ

642 一般男子（40歳代） 2224 1:44:31 松田 健太郎 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ まつだ会計

643 一般男子（40歳代） 2209 1:44:33 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ

644 一般男子（50歳代） 3358 1:44:33 本澤 秀幸 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

645 一般男子（60歳代以上） 4306 1:44:34 加藤　功 ｶﾄｳ ｲｻｵ 宮代ＭＭ走友会



647 一般男子（50歳代） 3016 1:44:38 海老原 正明 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｱｷ 久喜吉羽

648 一般男子（50歳代） 3246 1:44:38 坂井 一郎 ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ 城山製作所

646 一般男子（高校生・39歳以下） 1520 1:44:38 上田 道久 ｳｴﾀﾞ ﾐﾁﾋｻ

649 一般男子（40歳代） 2067 1:44:39 石橋 正徳 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾉﾘ 株式会社チノー

651 一般男子（60歳代以上） 4004 1:44:40 青木 武志 ｱｵｷ ﾀｹｼ 毎日興業アリーナ久喜

650 一般男子（50歳代） 3403 1:44:40 加藤 一 ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ

652 一般男子（50歳代） 3359 1:44:41 萩野 亮 ﾊｷﾞﾉ ﾘｮｳ

654 一般男子（40歳代） 2577 1:44:42 牧野 耕平 ﾏｷﾉ ｺｳﾍｲ 日テレＪＣ

655 一般男子（50歳代） 3100 1:44:42 久保田 聡 ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｼ 日本信号

653 一般男子（40歳代） 2616 1:44:42 松尾 義和 ﾏﾂｵ ﾖｼｶｽﾞ

657 一般男子（50歳代） 3277 1:44:43 上條 航樹 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ 東京陸協

656 一般男子（高校生・39歳以下） 1553 1:44:43 佐々木 将司 ｻｻｷ ｼｮｳｼﾞ

658 一般男子（50歳代） 3076 1:44:45 高土居 雅法 ﾀｶﾄﾞｲ ﾏｻﾉﾘ ＷＲＣ

659 一般男子（50歳代） 3048 1:44:45 竹鼻 啓二 ﾀｹﾊﾅ ｹｲｼﾞ みくてぃー

660 一般男子（50歳代） 3009 1:44:46 底 正則 ｿｺ ﾏｻﾉﾘ 東京都杉並区

661 一般男子（40歳代） 2509 1:44:49 小林 智晴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾊﾙ ｔｏｐｐａラボ

663 一般男子（40歳代） 2236 1:44:50 田沼 信孝 ﾀﾇﾏ ﾉﾌﾞﾀｶ タヌマ企画

662 一般男子（高校生・39歳以下） 1008 1:44:50 柴崎 俊和 ｼﾊﾞｻｷ ﾄｼｶｽﾞ

664 一般男子（40歳代） 2195 1:44:51 浅倉 亮 ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ

665 一般男子（高校生・39歳以下） 1698 1:44:54 坂田 慧介 ｻｶﾀ ｹｲｽｹ 新宿区役所

666 一般男子（40歳代） 2039 1:44:55 工藤 哲彦 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾋｺ カネ転

667 一般男子（50歳代） 3349 1:44:59 中村 茂雄 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｵ

669 一般男子（60歳代以上） 4026 1:45:01 清住 周広 ｷﾖｽﾐ ｶﾈﾋﾛ 無所属

668 一般男子（40歳代） 2142 1:45:01 都丸 宏光 ﾄﾏﾙ ﾋﾛﾐﾂ

670 一般男子（高校生・39歳以下） 1822 1:45:03 竹内 聡 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ

671 一般男子（高校生・39歳以下） 1452 1:45:05 中谷 泰三 ﾅｶﾀﾆ ﾀｲｿﾞｳ １０まんボルト

672 一般男子（50歳代） 3414 1:45:07 高橋 敏道 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾁ 足利ＲＣ

673 一般男子（40歳代） 2490 1:45:09 千葉 文雄 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｵ

675 一般男子（50歳代） 3179 1:45:10 吉田 正一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

674 一般男子（50歳代） 3548 1:45:10 蜂須賀　喜泰 ﾊﾁｽｶ ｷﾖｼ

676 一般女子（高校生・39歳以下） 5069 1:45:11 小峰 萌 ｺﾐﾈ ﾓｴ

677 一般男子（60歳代以上） 4171 1:45:14 福岡 新弥 ﾌｸｵｶ ｼﾝﾔ 二枚目走友会

678 一般男子（40歳代） 2730 1:45:16 高道 博文 ﾀｶﾐﾁ ﾋﾛﾌﾐ

679 一般男子（60歳代以上） 4158 1:45:17 高尾 博二 ﾀｶｵ ﾋﾛｼﾞ

680 一般男子（50歳代） 3486 1:45:19 鈴木 基久 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋｻ

681 一般男子（40歳代） 2629 1:45:21 及川 元太 ｵｲｶﾜ ｹﾞﾝﾀ アキランメイツ

682 一般男子（50歳代） 3154 1:45:22 竹下 昭人 ﾀｹｼﾀ ｱｷﾄ

683 一般男子（40歳代） 2192 1:45:26 竹本 睦弘 ﾀｹﾓﾄ ﾑﾂﾋﾛ チーム三ちゃん

684 一般男子（50歳代） 3018 1:45:27 大塚 利広 ｵｵﾂｶ ﾄｼﾋﾛ ティップネス久喜

685 一般男子（40歳代） 2318 1:45:28 小林 勇次 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ

686 一般男子（40歳代） 2285 1:45:30 小岡 幸佐 ｺｵｶ ｺｳｽｹ

688 一般男子（60歳代以上） 4043 1:45:31 池島 晃 ｲｹｼﾞﾏ ｱｷﾗ オールバディ

687 一般男子（50歳代） 3195 1:45:31 稲見 智 ｲﾅﾐ ｻﾄｼ

689 一般男子（40歳代） 2024 1:45:36 織田 隼人 ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ 久喜市民

690 一般男子（40歳代） 2387 1:45:38 伊東 隆 ｲﾄｳ ﾀｶｼ

691 一般男子（高校生・39歳以下） 1208 1:45:40 田中 一暢 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ

692 一般男子（40歳代） 2460 1:45:42 小林 徹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 板橋区

694 一般女子（高校生・39歳以下） 5071 1:45:43 吉谷 弘子 ﾖｼﾀﾆ ﾋﾛｺ

693 一般男子（40歳代） 2416 1:45:43 近藤 信夫 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ

695 一般男子（40歳代） 2091 1:45:46 武岡 一満 ﾀｹｵｶ ｶｽﾞﾐﾂ 株式会社エフテック

696 一般男子（40歳代） 2065 1:45:48 橋本 賢一 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ メトランRC

697 一般男子（60歳代以上） 4030 1:45:49 池田 健 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ Fujixerox

700 一般男子（高校生・39歳以下） 1861 1:45:51 須藤　陽平 ｽﾄｳ ﾖｳﾍｲ 明治大学

698 一般男子（50歳代） 3318 1:45:51 岩瀨 悦夫 ｲﾜｾ ｴﾂｵ

699 一般男子（60歳代以上） 4181 1:45:51 石橋 芳夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｵ

701 一般男子（40歳代） 2700 1:45:52 菊池 勉 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 三郷消防

703 一般男子（60歳代以上） 4263 1:45:53 市川　博 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ アーリーバード

704 一般女子（40歳代） 6005 1:45:53 松尾 恵子 ﾏﾂｵ ｹｲｺ なし

702 一般男子（60歳代以上） 4250 1:45:53 三浦　智 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ



706 一般男子（40歳代） 2433 1:45:54 荒川 和之 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ

705 一般男子（40歳代） 2247 1:45:54 沼田 昌 ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ

708 一般女子（40歳代） 6100 1:45:56 丸子 薫 ﾏﾙｺ ｶｵﾙ バリーズ

707 一般男子（40歳代） 2163 1:45:56 佐藤 豊 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ

709 一般男子（高校生・39歳以下） 1719 1:45:58 加藤 壮太 ｶﾄｳ ｿｳﾀ

710 一般男子（40歳代） 2426 1:45:59 神山 勉 ｶﾐﾔﾏ ﾂﾄﾑ

711 一般男子（40歳代） 2212 1:46:00 本谷 真芳 ﾓﾄﾀﾆ ﾏｻﾖｼ コマツ

712 一般男子（40歳代） 2477 1:46:03 半仁田 敦史 ﾊﾝﾆﾀ ｱﾂｼ

714 一般女子（60歳代以上） 8023 1:46:04 菅原 由起江 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｴ

713 一般男子（高校生・39歳以下） 1374 1:46:04 正岡 隼一 ﾏｻｵｶ ﾊﾔｶｽﾞ

715 一般男子（40歳代） 2166 1:46:05 柴田 和也 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ

716 一般男子（高校生・39歳以下） 1033 1:46:06 平畑 慶伍 ﾋﾗﾊﾀ ｹｲｺﾞ 行田特別支援学校

721 一般男子（50歳代） 3408 1:46:08 結束 公高 ｹｯｿｸ ｷﾐﾀｶ 松戸走ろう会

719 一般男子（40歳代） 2562 1:46:08 稲垣 賢一 ｲﾅｶﾞｷ ｹﾝｲﾁ

718 一般男子（40歳代） 2354 1:46:08 新井 和則 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ

717 一般男子（高校生・39歳以下） 1554 1:46:08 杉村 洋維 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

720 一般女子（高校生・39歳以下） 5176 1:46:08 徳山 由布 ﾄｸﾔﾏ ﾕｳ

722 一般男子（高校生・39歳以下） 1448 1:46:09 大山 敏伸 ｵｵﾔﾏ ﾄｼﾉﾌﾞ

723 一般男子（50歳代） 3166 1:46:12 星野 忠彦 ﾎｼﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ チーム山田

724 一般女子（40歳代） 6054 1:46:13 金山 幸枝 ｶﾅﾔﾏ ﾕｷｴ

725 一般男子（高校生・39歳以下） 1697 1:46:14 江面 和哉 ｴﾂﾞﾗ ｶｽﾞﾔ

726 一般男子（高校生・39歳以下） 1386 1:46:15 植野 将行 ｳｴﾉ ﾏｻﾕｷ

727 一般男子（高校生・39歳以下） 1596 1:46:19 山口 孝一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ

728 一般男子（50歳代） 3137 1:46:21 浅野 俊春 ｱｻﾉ ﾄｼﾊﾙ

729 一般男子（高校生・39歳以下） 1157 1:46:23 當摩 任史 ﾄｳﾏ ﾀｶﾌﾐ 特になし

731 一般男子（50歳代） 3432 1:46:27 高岡 靖 ﾀｶｵｶ ﾔｽｼ 東武ＰＲＯ

730 一般男子（高校生・39歳以下） 1592 1:46:27 望月 实 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｺﾄ

732 一般男子（高校生・39歳以下） 1637 1:46:28 渡邉 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

733 一般男子（50歳代） 3337 1:46:29 上国料 照一郎 ｶﾐｺｸﾘｮｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

735 一般男子（40歳代） 2784 1:46:31 出井 輝昌 ｲﾃﾞｲ ﾃﾙﾏｻ 騎西分署３部

734 一般男子（40歳代） 2128 1:46:31 細田 竜 ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳ

736 一般男子（50歳代） 3482 1:46:32 中山 寿二 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｼﾞ

738 一般男子（40歳代） 2427 1:46:33 小松 繁 ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾙ てぃあらんらん

737 一般男子（40歳代） 2289 1:46:33 渡辺 誠一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ

739 一般男子（高校生・39歳以下） 1224 1:46:34 昇 隆章 ﾉﾎﾞﾘ ﾀｶﾌﾐ

740 一般男子（高校生・39歳以下） 1862 1:46:39 小島　直政 ｺｼﾞﾏ ﾅｵﾏｻ

741 一般男子（50歳代） 3180 1:46:40 三木 猛 ﾐｷ ﾀｹｼ トーカロおやじ

742 一般男子（50歳代） 3327 1:46:42 手島 欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ チームみんみん

743 一般男子（40歳代） 2044 1:46:45 遠藤 宏行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ つばさ国際特許事務所

744 一般男子（40歳代） 2601 1:46:46 山川 雅裕 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

745 一般男子（40歳代） 2226 1:46:47 石森 丈夫 ｲｼﾓﾘ ﾀｹｵ ダンディーズ

746 一般女子（高校生・39歳以下） 5078 1:46:48 大西 香穂里 ｵｵﾆｼ ｶｵﾘ ＮＩＫＫＯＬ

747 一般男子（40歳代） 2032 1:46:48 多田 誠 ﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 会社員

749 一般男子（高校生・39歳以下） 1125 1:46:54 坂 翼 ｻｶ ﾂﾊﾞｻ なし

748 一般男子（40歳代） 2264 1:46:54 五月女 武 ｿｳﾄﾒ ﾀｹｼ

750 一般男子（50歳代） 3351 1:46:55 倉田 林一 ｸﾗﾀ ﾘﾝｲﾁ

751 一般男子（40歳代） 2399 1:46:57 山北 一平 ﾔﾏｷﾀ ｲｯﾍﾟｲ

752 一般男子（50歳代） 3468 1:46:58 飯島 貴美男 ｲｲｼﾞﾏ ｷﾐｵ

753 一般男子（50歳代） 3249 1:47:03 浅見 清美 ｱｻﾐ ｷﾖﾐ チーム山田

754 一般男子（60歳代以上） 4202 1:47:05 吉村 章 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ

756 一般男子（40歳代） 2134 1:47:06 依田 健一 ﾖﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 走ろう会

755 一般男子（40歳代） 2541 1:47:06 木下 操 ｷﾉｼﾀ ﾐｻｵ

757 一般男子（40歳代） 2033 1:47:07 青木 崇 ｱｵｷ ﾀｶｼ 市原刑務所

758 一般女子（50歳代） 7034 1:47:08 長谷川 孝枝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｴ

761 一般男子（50歳代） 3343 1:47:09 丸子 千明 ﾏﾙｺ ﾁｱｷ バリーズ

760 一般男子（50歳代） 3526 1:47:09 松本　誠司 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ

759 一般男子（高校生・39歳以下） 1656 1:47:09 鈴木 崇弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

762 一般男子（高校生・39歳以下） 1518 1:47:11 松前 健太 ﾏﾂﾏｴ ｹﾝﾀ

763 一般男子（50歳代） 3177 1:47:11 正木 昇 ﾏｻｷ ﾉﾎﾞﾙ



764 一般男子（40歳代） 2583 1:47:13 千田 博 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ

765 一般女子（40歳代） 6028 1:47:14 葭本 志乃 ﾖｼﾓﾄ ｼﾉ チームここあ

766 一般男子（50歳代） 3024 1:47:15 島田 和彦 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 公務員

769 一般男子（高校生・39歳以下） 1652 1:47:16 齋藤 準 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ アライ

768 一般男子（40歳代） 2568 1:47:16 酒井 貞臣 ｻｶｲ ｻﾀﾞｵﾐ

767 一般男子（40歳代） 2508 1:47:16 大熊 聡 ｵｵｸﾏ ｻﾄｼ

770 一般男子（60歳代以上） 4038 1:47:17 千田 秀夫 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京税理士会

771 一般女子（50歳代） 7039 1:47:19 藤井 恵美子 ﾌｼﾞｲ ｴﾐｺ ラフラフＲＣ

772 一般男子（40歳代） 2369 1:47:20 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

773 一般男子（40歳代） 2593 1:47:22 宇賀田 伸彦 ｳｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 宇賀田会計

774 一般男子（50歳代） 3347 1:47:22 細井 实 ﾎｿｲ ﾐﾉﾙ 会社員

775 一般男子（40歳代） 2587 1:47:23 山川 一美 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾐ

777 一般男子（高校生・39歳以下） 1691 1:47:25 柴田 卓巳 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ トーカロおやじ

776 一般男子（40歳代） 2206 1:47:25 松澤 尚利 ﾏﾂｻﾜ ﾅｵﾄｼ

780 一般男子（40歳代） 2791 1:47:26 井上 雅之 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ チーム白山

781 一般男子（40歳代） 2070 1:47:26 丸山 友律 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ 昱株式会社

779 一般女子（40歳代） 6038 1:47:26 岩月 智子 ｲﾜﾂｷ ﾄﾓｺ

778 一般男子（60歳代以上） 4041 1:47:26 田部田 富夫 ﾀﾍﾞﾀ ﾄﾐｵ

782 一般男子（40歳代） 2680 1:47:27 水貝 吉邦 ﾐｽﾞｶﾞｲ ﾖｼｸﾆ

783 一般男子（高校生・39歳以下） 1040 1:47:30 根本 慎哉 ﾈﾓﾄ ｼﾝﾔ なし

784 一般女子（40歳代） 6129 1:47:31 音田 玲子 ｵﾝﾀﾞ ﾚｲｺ エデン

785 一般男子（高校生・39歳以下） 1804 1:47:34 岡澤 俊介 ｵｶｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ

787 一般男子（50歳代） 3471 1:47:35 渡辺 一博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ カルソカンセイ

788 一般男子（60歳代以上） 4122 1:47:35 前田 晃 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 楽健走会

786 一般女子（40歳代） 6029 1:47:35 花井 悦子 ﾊﾅｲ ｴﾂｺ

789 一般女子（40歳代） 6083 1:47:38 小林 有里 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾘ

790 一般男子（50歳代） 3047 1:47:39 永津 和彦 ﾅｶﾞﾂ ｶｽﾞﾋｺ アキランメイツ

791 一般女子（50歳代） 7009 1:47:41 大澤 裕美 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾐ RUNS

792 一般男子（40歳代） 2352 1:47:44 柳沢 克二 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂｼﾞ ＹＵＭＥ

793 一般男子（高校生・39歳以下） 1017 1:47:47 諏訪 太輝 ｽﾜ ﾀｲｷ (o・∇・o)

794 一般男子（60歳代以上） 4106 1:47:47 寺下 治孝 ﾃﾗｼﾀ ﾊﾙﾀｶ 埼玉県庁走友会

795 一般男子（高校生・39歳以下） 1739 1:47:55 初野 渉 ﾊﾂﾉ ﾜﾀﾙ 創価大学大学院

796 一般男子（高校生・39歳以下） 1437 1:47:57 新山 悠介 ﾆｲﾔﾏ ﾕｳｽｹ

797 一般男子（高校生・39歳以下） 1217 1:47:59 臼井 優人 ｳｽｲ ﾕｳﾄ ＵＳＴ５６

799 一般男子（高校生・39歳以下） 1640 1:48:00 高野 孝太郎 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 水戸信用金庫

798 一般女子（高校生・39歳以下） 5134 1:48:00 高野 栄理子 ﾀｶﾉ ｴﾘｺ

800 一般男子（高校生・39歳以下） 1396 1:48:01 井腰 統大 ｲｺｼ ﾉﾘｵ

801 一般男子（40歳代） 2402 1:48:01 長谷川 雅彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ

802 一般男子（50歳代） 3210 1:48:02 福島 宗則 ﾌｸｼﾏ ﾑﾈﾉﾘ 千日走会

804 一般男子（60歳代以上） 4252 1:48:03 細谷　重次 ﾎｿﾔ ｼﾞｭｳｼﾞ ＪＨ熊久

803 一般男子（高校生・39歳以下） 1720 1:48:03 中村 昌樹 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ

805 一般男子（50歳代） 3348 1:48:06 渡辺 正美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ 鶴亀クラブ

806 一般女子（60歳代以上） 8020 1:48:09 萩原 なみ江 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅﾐｴ さいたま走翔

807 一般男子（40歳代） 2066 1:48:09 近藤 宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 会社員

808 一般女子（60歳代以上） 8034 1:48:10 金井　博子 ｶﾅｲ ﾋﾛｺ

809 一般男子（高校生・39歳以下） 1787 1:48:11 丸井 義博 ﾏﾙｲ ﾖｼﾋﾛ 会社員

810 一般男子（50歳代） 3428 1:48:13 上島 靖啓 ｳｴｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

811 一般男子（50歳代） 3406 1:48:16 渡辺 勉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ

813 一般男子（50歳代） 3212 1:48:18 高橋 文彦 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾋｺ ＰＡＮＤＡＪＰ

814 一般男子（50歳代） 3211 1:48:18 山中 佳弘 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾋﾛ ＹＵＭＥ

815 一般男子（高校生・39歳以下） 1105 1:48:18 松藤 裕太 ﾏﾂﾌｼﾞ ﾕｳﾀ 特になし

812 一般男子（40歳代） 2517 1:48:18 目黒 誠 ﾒｸﾞﾛ ﾏｺﾄ

816 一般男子（高校生・39歳以下） 1704 1:48:21 関口 雄三 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳｿﾞｳ

817 一般男子（40歳代） 2349 1:48:22 村上 聡 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ ポレスター

818 一般男子（40歳代） 2513 1:48:23 尾崎 芳之 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ

819 一般女子（高校生・39歳以下） 5112 1:48:24 岩切 佳那子 ｲﾜｷﾘ ｶﾅｺ

820 一般男子（60歳代以上） 4057 1:48:31 野澤 正 ﾉｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ チームわたらせ

821 一般男子（50歳代） 3374 1:48:33 片岡 豊美 ｶﾀｵｶ ﾄﾖﾐ コマツ

822 一般男子（高校生・39歳以下） 1429 1:48:34 笹本 響 ｻｻﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 埼玉りそな銀行



823 一般男子（60歳代以上） 4052 1:48:36 小堀 秀雄 ｺﾎﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ

824 一般女子（高校生・39歳以下） 5050 1:48:36 増田 梨沙 ﾏｽﾀﾞ ﾘｻ

825 一般男子（50歳代） 3256 1:48:39 佐藤 克幸 ｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ ＲＵＮＷＡＹ

826 一般男子（50歳代） 3390 1:48:40 椎野 哲二 ｼｲﾉ ﾃﾂｼﾞ

827 一般男子（40歳代） 2806 1:48:43 佐藤　知之 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ

829 一般男子（60歳代以上） 4223 1:48:44 小林 栄昌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 農林走友会

828 一般男子（50歳代） 3098 1:48:44 高橋 和哉 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ

830 一般男子（高校生・39歳以下） 1837 1:48:45 新井 健一 ｱﾗｲ ｹﾝｲﾁ

831 一般男子（40歳代） 2125 1:48:49 小田中 隆芳 ｵﾀﾞﾅｶ ﾀｶﾖｼ

832 一般男子（40歳代） 2043 1:48:50 片岡 誠司 ｶﾀｵｶ ｾｲｼﾞ ㈱ＮＴＴデータＳＭＳ

833 一般女子（50歳代） 7001 1:48:51 竹内 雅子 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｺ チームわたらせ

834 一般男子（50歳代） 3515 1:48:52 佐間田 孝 ｻﾏﾀﾞ ﾀｶｼ チーム白山

835 一般男子（高校生・39歳以下） 1397 1:48:53 森 隆 ﾓﾘ ﾀｶｼ

836 一般男子（高校生・39歳以下） 1651 1:48:54 清水 新 ｼﾐｽﾞ ｱﾗﾀ ゼーレ

837 一般男子（50歳代） 3011 1:48:54 生田目 俊則 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾄｼﾉﾘ 桜田一丁目

838 一般男子（40歳代） 2257 1:48:58 元井 亨 ﾓﾄｲ ﾄｵﾙ

839 一般男子（高校生・39歳以下） 1106 1:48:59 上原 正幸 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾕｷ チーム上原

840 一般男子（40歳代） 2707 1:49:00 石川 剛 ｲｼｶﾜ ﾀｹｼ たこ焼き屋さん

842 一般男子（60歳代以上） 4119 1:49:03 芝崎 栄一 ｼﾊﾞｻｷ ｴｲｲﾁ 明走會ＪＰＮ

841 一般男子（高校生・39歳以下） 1810 1:49:03 笠井 亮 ｶｻｲ ﾘｮｳ

844 一般男子（40歳代） 2643 1:49:05 中山 計 ﾅｶﾔﾏ ﾊｶﾙ

843 一般男子（40歳代） 2585 1:49:05 平阪 圭志 ﾋﾗｻｶ ｹｲｼ

845 一般女子（50歳代） 7051 1:49:07 手島 康子 ﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ チームみんみん

846 一般男子（高校生・39歳以下） 1019 1:49:08 高瀩 彰広 ﾀｶｾ ｱｷﾋﾛ 高瀩自動車工業

847 一般男子（40歳代） 2018 1:49:10 藤井 武志 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ 蓮田融走隊

849 一般男子（50歳代） 3037 1:49:11 内田 雅章 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻｱｷ 優＆陽

848 一般男子（40歳代） 2384 1:49:11 三井 好則 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ

850 一般男子（高校生・39歳以下） 1381 1:49:12 平野 匠 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾐ 埼玉陸協

851 一般男子（高校生・39歳以下） 1011 1:49:13 石井　 一真 ｲｼｲ ｶｽﾞﾏ （株）フジハウジング

852 一般男子（60歳代以上） 4141 1:49:16 山田 久男 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｵ

853 一般男子（40歳代） 2255 1:49:19 斉藤 孝裕 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

854 一般男子（高校生・39歳以下） 1664 1:49:22 菊地 良太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ

855 一般男子（高校生・39歳以下） 1594 1:49:22 山口 知希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ

857 一般男子（50歳代） 3399 1:49:24 佐藤 満 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 聖地化プロ

856 一般女子（40歳代） 6143 1:49:24 林 幸枝 ﾊﾔｼ ﾕｷｴ

860 一般男子（50歳代） 3198 1:49:25 木村 佳正 ｷﾑﾗ ﾖｼﾏｻ 信越化学

858 一般男子（高校生・39歳以下） 1649 1:49:25 松本 雄佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ

859 一般男子（50歳代） 3270 1:49:25 増田 隆幸 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

861 一般男子（50歳代） 3143 1:49:26 賀來 宏 ｶｸ ﾋﾛｼ

862 一般男子（40歳代） 2497 1:49:28 西田 雅行 ﾆｼﾀ ﾏｻﾕｷ

863 一般男子（40歳代） 2803 1:49:29 上田　昭夫 ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ

864 一般男子（50歳代） 3466 1:49:30 中津 秀之 ﾅｶﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ 関東学院大教員

865 一般男子（40歳代） 2569 1:49:32 小野澤 智昭 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ

866 一般男子（高校生・39歳以下） 1083 1:49:34 山口 亮 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 大正製薬株式会社

868 一般男子（高校生・39歳以下） 1082 1:49:37 佐藤 誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 日本信号（株）

867 一般男子（50歳代） 3427 1:49:37 馬越 正明 ﾏｺﾞｼ ﾏｻｱｷ

869 一般男子（40歳代） 2048 1:49:40 千葉 克巳 ﾁﾊﾞ ｶﾂﾐ 無し

870 一般男子（50歳代） 3077 1:49:42 伊藤 信和 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｶｽﾞ ＰＩＫＩＮ

871 一般男子（40歳代） 2610 1:49:42 中村 宏之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ ＳＲＣ

872 一般男子（60歳代以上） 4198 1:49:43 倉沢 健二 ｸﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ チームキャラ

874 一般男子（60歳代以上） 4002 1:49:49 吉澤 秀治 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾊﾙ スカイファイツ

873 一般男子（高校生・39歳以下） 1522 1:49:49 土岡 康平 ﾂﾁｵｶ ｺｳﾍｲ

876 一般男子（50歳代） 3255 1:49:50 水野 浩樹 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｷ らくそう会川越

875 一般男子（高校生・39歳以下） 1478 1:49:50 藤井 和弥 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞﾔ

877 一般男子（高校生・39歳以下） 1065 1:49:51 堀越 雄介 ﾎﾘｺｼ ﾕｳｽｹ 会社員

878 一般男子（高校生・39歳以下） 1668 1:49:52 堀野 和弘 ﾎﾘﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 個人

879 一般男子（高校生・39歳以下） 1830 1:49:54 半田 知久 ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ

880 一般男子（高校生・39歳以下） 1751 1:49:55 奥富 将史 ｵｸﾄﾐ ﾏｻｼ

881 一般男子（高校生・39歳以下） 1447 1:49:56 弘島 裕介 ﾋﾛｼﾏ ﾕｳｽｹ



882 一般男子（50歳代） 3120 1:49:57 藤井 秀理 ﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ ヤクルト

883 一般男子（高校生・39歳以下） 1099 1:49:58 加藤 健司 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ なし

885 一般男子（40歳代） 2357 1:49:59 高垣 昭二 ﾀｶｶﾞｷ ｼｮｳｼﾞ

884 一般男子（高校生・39歳以下） 1435 1:49:59 松本 侑大 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ

886 一般男子（50歳代） 3225 1:50:01 四枝 修二 ﾖﾂｴﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

887 一般男子（50歳代） 3254 1:50:02 増井 薫 ﾏｽｲ ｶｵﾙ

888 一般男子（60歳代以上） 4196 1:50:03 細川 浩一郎 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ メタウォーター

889 一般男子（高校生・39歳以下） 1159 1:50:03 沖津 望 ｵｷﾂ ﾉｿﾞﾑ 武井組

890 一般男子（40歳代） 2742 1:50:05 外崎 和浩 ﾄﾉｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ Ｂｕｃｋｙ’ｓ

891 一般男子（高校生・39歳以下） 1313 1:50:05 渡沼 純一 ﾜﾀﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 上尾医専ＰＴ２

892 一般男子（60歳代以上） 4053 1:50:06 二階堂 隆 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ パン工場

893 一般女子（50歳代） 7017 1:50:07 二階堂 紀子 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾉﾘｺ パン工場

895 一般男子（40歳代） 2223 1:50:10 笠原 直輝 ｶｻﾊﾗ ﾅｵｷ

894 一般男子（40歳代） 2240 1:50:10 三浦 正徳 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾘ

896 一般女子（40歳代） 6127 1:50:12 大山 信子 ｵｵﾔﾏ ﾉﾌﾞｺ ８ＢＡＹ

897 一般男子（40歳代） 2322 1:50:13 舟山 高一 ﾌﾅﾔﾏ ｺｳｲﾁ

898 一般男子（40歳代） 2658 1:50:14 須永 博明 ｽﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ

899 一般男子（高校生・39歳以下） 1706 1:50:18 樋口 善丈 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾀｹ リアルフィット

900 一般男子（40歳代） 2049 1:50:19 籠宮 光明 ｶｺﾞﾐﾔ ﾐﾂｱｷ 桜部

901 一般男子（50歳代） 3103 1:50:20 阿部 秀晴 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ ＮＲＩ

902 一般男子（40歳代） 2595 1:50:25 西野 智久 ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ 栃木陸協

905 一般男子（40歳代） 2300 1:50:26 荒井 真一 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ 单熊野球部

903 一般男子（高校生・39歳以下） 1191 1:50:26 青木 豊 ｱｵｷ ﾕﾀｶ

904 一般男子（高校生・39歳以下） 1302 1:50:26 町田 貴志 ﾏﾁﾀﾞ ﾀｶｼ

906 一般女子（高校生・39歳以下） 5111 1:50:27 金子 愛美 ｶﾈｺ ﾏﾅﾐ

907 一般女子（40歳代） 6040 1:50:27 生方 路子 ｳﾌﾞｶﾀ ﾐﾁｺ

908 一般男子（40歳代） 2284 1:50:28 石井 健二 ｲｼｲ ｹﾝｼﾞ

909 一般男子（50歳代） 3394 1:50:30 郡司 敏雄 ｸﾞﾝｼﾞ ﾄｼｵ

910 一般男子（40歳代） 2654 1:50:31 酒巻 順一 ｻｶﾏｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＬＰＰ

911 一般男子（40歳代） 2438 1:50:33 山田 龍 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

913 一般男子（50歳代） 3305 1:50:36 栗原 淳 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

912 一般男子（40歳代） 2694 1:50:36 小林 幸市 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ

914 一般男子（40歳代） 2191 1:50:37 荒井 正巳 ｱﾗｲ ﾏｻﾐ

915 一般男子（50歳代） 3383 1:50:38 矢島 重勝 ﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞｶﾂ ＭＩＲＯ

916 一般男子（高校生・39歳以下） 1778 1:50:38 川田 孝紀 ｶﾜﾀ ﾀｶﾉﾘ えまだち

917 一般女子（高校生・39歳以下） 5072 1:50:40 門山 桃子 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾓﾓｺ

918 一般男子（高校生・39歳以下） 1685 1:50:41 柳 正人 ﾔﾅｷﾞ ﾏｻﾄ

919 一般男子（高校生・39歳以下） 1580 1:50:42 森田 琢大 ﾓﾘﾀ ﾀｸﾋﾛ

920 一般女子（50歳代） 7053 1:50:42 石井 雅子 ｲｼｲ ﾏｻｺ

921 一般男子（60歳代以上） 4249 1:50:43 日野　幸雄 ﾋﾉ ﾕｷｵ さくらだ金さん

922 一般男子（40歳代） 2113 1:50:45 齊藤 均 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 川島中学校

923 一般男子（40歳代） 2468 1:50:49 森岡 秀文 ﾓﾘｵｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ チームひらら

925 一般男子（40歳代） 2566 1:50:50 福田 剛士 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ えふじぇ～えむ

924 一般男子（60歳代以上） 4157 1:50:50 長峰 正光 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾐﾂ

926 一般男子（高校生・39歳以下） 1281 1:50:52 小畑 良介 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 株式会社フェス

927 一般男子（高校生・39歳以下） 1260 1:50:53 馬場 敏 ﾊﾞﾊﾞ ｻﾄｼ

928 一般男子（高校生・39歳以下） 1757 1:50:54 大島 隼一 ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

929 一般男子（50歳代） 3176 1:50:56 下野 由紀雄 ｼﾓﾉ ﾕｷｵ

932 一般男子（40歳代） 2769 1:50:57 田熊 純也 ﾀｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ さいたま

931 一般男子（40歳代） 2373 1:50:57 古川 浩樹 ｺｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

930 一般男子（高校生・39歳以下） 1882 1:50:57 篠塚　雄一 ｼﾉﾂｶ ﾕｳｲﾁ

933 一般男子（高校生・39歳以下） 1745 1:50:59 角田 和哉 ﾂﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾔ ポポロＡＣ

934 一般男子（40歳代） 2619 1:50:59 高瀩 祐志 ﾀｶｾ ﾏｻｼ 株式会社フェス

935 一般男子（40歳代） 2237 1:51:00 畠山 真弘 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

938 一般男子（50歳代） 3484 1:51:02 小野 昭彦 ｵﾉ ｱｷﾋｺ 新日鉄住金ソル

937 一般男子（50歳代） 3372 1:51:02 山谷 祐一 ﾔﾏﾀﾆ ﾕｳｲﾁ

936 一般男子（40歳代） 2398 1:51:02 津内口 昌紀 ﾂﾅｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ

939 一般男子（40歳代） 2234 1:51:03 新藤 正彦 ｼﾝﾄｳ ﾏｻﾋｺ 新藤

940 一般男子（40歳代） 2359 1:51:04 宇賀 伸悟 ｳｶﾞ ｼﾝｺﾞ 和真



941 一般男子（高校生・39歳以下） 1010 1:51:05 西村 真悟 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 株式会社フェス

942 一般男子（60歳代以上） 4127 1:51:06 中村 徹 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 中村道場

944 一般男子（40歳代） 2227 1:51:07 中嶋 康幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ アキランメイツ

945 一般男子（40歳代） 2602 1:51:07 片貝 勇人 ｶﾀｶｲ ﾕｳﾄ フコク

943 一般男子（高校生・39歳以下） 1266 1:51:07 甲田 茂久 ｺｳﾀﾞ ｼｹﾞﾋｻ

946 一般男子（高校生・39歳以下） 1231 1:51:09 染谷 大地 ｿﾒﾔ ﾀﾞｲﾁ

947 一般男子（50歳代） 3410 1:51:11 高橋 孔宏 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

948 一般男子（50歳代） 3272 1:51:11 福中 又之 ﾌｸﾅｶ ﾏﾀﾕｷ

949 一般女子（60歳代以上） 8011 1:51:12 潮田 美江 ｳｼｵﾀﾞ ﾖｼｴ

950 一般男子（40歳代） 2661 1:51:15 木下 達哉 ｷﾉｼﾀ ﾀﾂﾔ 東住設

952 一般男子（40歳代） 2158 1:51:18 森 和弘 ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ラン友

951 一般男子（高校生・39歳以下） 1610 1:51:18 小河原 佑介 ｵｶﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ

953 一般男子（60歳代以上） 4124 1:51:19 岡江 裕司 ｵｶｴ ﾋﾛｼ チームくものこ

954 一般男子（40歳代） 2729 1:51:19 城 隆夫 ｼﾞｮｳ ﾀｶｵ 一の会

956 一般男子（40歳代） 2045 1:51:21 鈴木 孝弘 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 所沢

955 一般男子（40歳代） 2400 1:51:21 遠藤 康輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾃﾙ

957 一般男子（高校生・39歳以下） 1483 1:51:23 荒井 健吾 ｱﾗｲ ｹﾝｺﾞ

958 一般女子（高校生・39歳以下） 5171 1:51:25 野澤 由紀 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷ

959 一般男子（高校生・39歳以下） 1112 1:51:26 山越 宏樹 ﾔﾏｺｼ ﾋﾛｷ 無

960 一般女子（高校生・39歳以下） 5145 1:51:27 長嶋 和佳子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾜｶｺ

962 一般男子（高校生・39歳以下） 1389 1:51:28 烏帽子 裕 ｴﾎﾞｼ ﾕｳ

961 一般男子（高校生・39歳以下） 1740 1:51:28 齊藤 雅之 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ

963 一般男子（50歳代） 3442 1:51:28 槇原 耕太郎 ﾏｷﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ

964 一般男子（50歳代） 3142 1:51:29 伊藤 美寿 ｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 岩渕倶楽部

965 一般男子（高校生・39歳以下） 1555 1:51:31 小菅 智大 ｺｽｹﾞ ﾄﾓﾋﾛ

967 一般女子（40歳代） 6004 1:51:32 丸山 美佐恵 ﾏﾙﾔﾏ ﾐｻｴ マグナム

968 一般男子（60歳代以上） 4177 1:51:32 小島 文夫 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｵ ロッテ浦和ＲＣ

966 一般男子（60歳代以上） 4247 1:51:32 田村　薫 ﾀﾑﾗ ｶｵﾙ

970 一般女子（50歳代） 7035 1:51:35 高屋敷 ちえみ ﾀｶﾔｼｷ ﾁｴﾐ Ｒ＆Ｂ

971 一般男子（50歳代） 3330 1:51:35 小澤 俊隆 ｵｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ リボン

969 一般男子（50歳代） 3082 1:51:35 山田 博行 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

972 一般男子（40歳代） 2638 1:51:37 駒 光哲 ｺﾏ ﾐﾂﾉﾘ キサイフーズ

973 一般男子（高校生・39歳以下） 1826 1:51:38 井上 敬二 ｲﾉｳｴ ｹｲｼﾞ

974 一般女子（高校生・39歳以下） 5089 1:51:40 中澤 奈美 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾐ 走友会

975 一般男子（40歳代） 2317 1:51:42 槙村 智 ﾏｷﾑﾗ ｻﾄｼ

976 一般男子（40歳代） 2483 1:51:43 山田 博明 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

977 一般男子（40歳代） 2547 1:51:44 成澤 重晴 ﾅﾘｻﾜ ｼｹﾞﾊﾙ デコサイン東美

978 一般女子（40歳代） 6060 1:51:46 松浦 千歌 ﾏﾂｳﾗ ﾁｶ 吉川松ちゃんず

979 一般女子（高校生・39歳以下） 5027 1:51:47 伊東 莉央 ｲﾄｳ ﾘｵ むらもと歯科医院

982 一般男子（高校生・39歳以下） 1005 1:51:52 小幡 隆博 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ なし

981 一般男子（40歳代） 2333 1:51:52 前田 幸生 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｵ

980 一般男子（高校生・39歳以下） 1874 1:51:52 大熊　真幸 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾕｷ

983 一般男子（40歳代） 2295 1:51:53 保坂 淳 ﾎｻｶ ｼﾞｭﾝ

986 一般男子（40歳代） 2783 1:51:54 菊池 勤 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ ＲＵＮＳ

987 一般男子（40歳代） 2717 1:51:54 赤松 誠 ｱｶﾏﾂ ﾏｺﾄ 蒲生愛宕町МＣ

984 一般男子（50歳代） 3306 1:51:54 岡田 崇 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ

985 一般男子（50歳代） 3520 1:51:54 山田 義夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｵ

989 一般男子（40歳代） 2093 1:51:56 小川 泰宣 ｵｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ Rizard

990 一般男子（50歳代） 3159 1:51:56 朋部 哲也 ﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ チーム三ちゃん

988 一般男子（40歳代） 2179 1:51:56 黄 耀徳 ｺｳ ﾖｳﾄｸ

991 一般男子（50歳代） 3280 1:51:59 安孫子 大慶 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾖｼ 清水公園ＲＣ

992 一般男子（高校生・39歳以下） 1548 1:52:02 大橋 学 ｵｵﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ

993 一般男子（高校生・39歳以下） 1084 1:52:05 渡辺 和貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾀｶ なし

994 一般男子（高校生・39歳以下） 1194 1:52:07 田嶋 樹 ﾀｼﾏ ｲﾂｷ 栃木高校

995 一般男子（高校生・39歳以下） 1852 1:52:08 鈴木 俊広 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋﾛ

997 一般男子（高校生・39歳以下） 1060 1:52:09 橋本 正弘 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 無所属

996 一般男子（高校生・39歳以下） 1343 1:52:09 八木 弘樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ

998 一般男子（高校生・39歳以下） 1517 1:52:11 月山 裕樹 ﾂｷﾔﾏ ﾕｳｷ

1000 一般女子（40歳代） 6035 1:52:13 鈴木 恵子 ｽｽﾞｷ ｹｲｺ まいぴぃ～ず



999 一般男子（40歳代） 2168 1:52:13 鈴木 巧 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ まいぴぃ～ず

1001 一般女子（高校生・39歳以下） 5075 1:52:15 柴崎 亜希子 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｱｷｺ

1002 一般男子（50歳代） 3094 1:52:16 名田 勝 ﾅﾀﾞ ﾏｻﾙ

1003 一般男子（高校生・39歳以下） 1686 1:52:17 谷山 亮平 ﾀﾆﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ

1004 一般男子（高校生・39歳以下） 1675 1:52:18 本島 和洋 ﾓﾄｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

1005 一般男子（高校生・39歳以下） 1469 1:52:20 脇田 大輔 ﾜｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ

1006 一般男子（高校生・39歳以下） 1133 1:52:23 岡 健太 ｵｶ ｹﾝﾀ なし

1007 一般男子（40歳代） 2652 1:52:23 鈴木 健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 日医大ＴＢＣ

1008 一般男子（高校生・39歳以下） 1253 1:52:24 浅香 智行 ｱｻｶ ﾄﾓﾕｷ

1009 一般女子（50歳代） 7050 1:52:25 小倉 さゆり ｵｸﾞﾗ ｻﾕﾘ

1011 一般男子（高校生・39歳以下） 1222 1:52:27 中野 陽太 ﾅｶﾉ ﾖｳﾀ 中野バラの園

1010 一般男子（高校生・39歳以下） 1731 1:52:27 濱屋 拓央 ﾊﾏﾔ ﾀｸｵ

1012 一般男子（50歳代） 3291 1:52:30 和田 修 ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ

1014 一般男子（50歳代） 3527 1:52:31 小山　幸夫 ｺﾔﾏ ﾕｷｵ

1013 一般男子（高校生・39歳以下） 1505 1:52:31 澤木 一司 ｻﾜｷ ｲﾂｼ

1015 一般男子（60歳代以上） 4304 1:52:32 市村　保 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾓﾂ 宮代ＭＭ走友会

1016 一般男子（60歳代以上） 4222 1:52:32 佐藤 政雄 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 佐倉走る会

1017 一般女子（40歳代） 6147 1:52:33 岩本　裕子 ｲﾜﾓﾄ ﾋﾛｺ

1019 一般女子（40歳代） 6090 1:52:34 川野 幸子 ｶﾜﾉ ｻﾁｺ

1018 一般男子（40歳代） 2372 1:52:34 中山 智史 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾌﾐ

1020 一般男子（40歳代） 2589 1:52:36 瀧口 修司 ﾀｷｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 大人倶楽部

1021 一般男子（60歳代以上） 4082 1:52:37 平山 武文 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 栗原走友会

1022 一般女子（40歳代） 6011 1:52:38 橋爪 初恵 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾊﾂｴ カワサキライフコーポレーション

1024 一般男子（60歳代以上） 4001 1:52:39 伊藤　隆 -

1023 一般男子（40歳代） 2151 1:52:39 中屋 歩 ﾅｶﾔ ｱﾕﾑ

1025 一般男子（高校生・39歳以下） 1585 1:52:40 佐藤 英行 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 大沢駅伝部

1026 一般男子（50歳代） 3536 1:52:41 大橋　光司 ｵｵﾊｼ ﾐﾂｼ ※杉戸走友会※

1027 一般女子（40歳代） 6073 1:52:41 照井 奈緒美 ﾃﾙｲ ﾅｵﾐ ＳＲＣ

1028 一般男子（50歳代） 3437 1:52:42 伊藤 正市 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 筑波走明会

1029 一般女子（50歳代） 7015 1:52:43 加納 由美子 ｶﾉｳ ﾕﾐｺ

1030 一般男子（40歳代） 2493 1:52:45 安齋 僚 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｮｳ

1031 一般男子（50歳代） 3250 1:52:46 山田 仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ チーム山田

1033 一般男子（高校生・39歳以下） 1890 1:52:48 中田 晃平 ﾅｶﾀ ｺｳﾍｲ トーカロ

1032 一般男子（40歳代） 2812 1:52:48 竹内　一浩 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

1034 一般男子（高校生・39歳以下） 1061 1:52:51 矢嶋 匡 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 教員

1035 一般男子（40歳代） 2740 1:52:52 菅野 博 ｶﾝﾉ ﾋﾛｼ

1036 一般男子（40歳代） 2015 1:52:53 稲垣 勝利 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂﾄｼ 個人

1038 一般男子（40歳代） 2436 1:52:54 栗原 環 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾏｷ

1037 一般男子（高校生・39歳以下） 1870 1:52:54 高橋　聡 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

1040 一般男子（40歳代） 2092 1:52:55 片柳 恵太 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 同意します。

1039 一般女子（高校生・39歳以下） 5086 1:52:55 佐々木 あや ｻｻｷ ｱﾔ

1041 一般男子（40歳代） 2611 1:52:56 大河原 法男 ｵｵｶﾜﾗ ﾉﾘｵ 日経印刷脚部

1042 一般男子（高校生・39歳以下） 1315 1:52:57 山崎 賢一 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ

1044 一般男子（50歳代） 3444 1:52:59 岡安 三喜夫 ｵｶﾔｽ ﾐｷｵ テイップネス

1045 一般男子（40歳代） 2363 1:52:59 岡安 秀憲 ｵｶﾔｽ ﾋﾃﾞﾉﾘ 藤柳苑

1043 一般女子（60歳代以上） 8027 1:52:59 宇都宮　静恵 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｽﾞｴ

1047 一般男子（50歳代） 3276 1:53:01 小野塚 理 ｵﾉﾂﾞｶ ｵｻﾑ 小野塚接骨院

1046 一般男子（40歳代） 2412 1:53:01 田中 潤一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1048 一般男子（40歳代） 2197 1:53:02 鴨下 浩司 ｶﾓｼﾀ ﾋﾛｼ

1049 一般男子（60歳代以上） 4293 1:53:02 相楽　寧彦 ｻｶﾞﾗ ﾔｽﾋｺ

1050 一般男子（50歳代） 3416 1:53:04 松本 透 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ

1052 一般男子（50歳代） 3152 1:53:05 川口 哲則 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂﾉﾘ Ｒ＆Ｂ

1051 一般男子（高校生・39歳以下） 1506 1:53:05 岩崎 康裕 ｲﾜｻｷ ﾔｽﾋﾛ

1054 一般女子（40歳代） 6030 1:53:07 江川 由里子 ｴｶﾞﾜ ﾕﾘｺ

1053 一般女子（40歳代） 6116 1:53:07 高橋 早苗 ﾀｶﾊｼ ｻﾅｴ

1055 一般男子（50歳代） 3132 1:53:08 船橋 正道 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｻﾐﾁ 埼玉県庁走友会

1056 一般女子（40歳代） 6118 1:53:09 福島 佳代 ﾌｸｼﾏ ｶﾖ

1058 一般男子（高校生・39歳以下） 1038 1:53:10 塚田 光 ﾂｶﾀﾞ ﾋｶﾙ 無所属

1057 一般男子（40歳代） 2799 1:53:10 丸山 範明 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｱｷ



1059 一般男子（50歳代） 3067 1:53:11 中村 孝司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ つくばラン

1060 一般男子（50歳代） 3551 1:53:11 高松 伸二 ﾀｶﾏﾂ ｼﾝｼﾞ 新久喜総合病院

1061 一般女子（50歳代） 7019 1:53:12 竹沢 由紀子 ﾀｹｻﾞﾜ ﾕｷｺ

1063 一般男子（高校生・39歳以下） 1511 1:53:13 矢崎 雅之 ﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ チーム单浦和

1064 一般男子（50歳代） 3521 1:53:13 鈴木　一弘 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 太田ホワイト

1062 一般男子（60歳代以上） 4227 1:53:13 宇津野 一郎 ｳﾂﾉ ｲﾁﾛｳ

1066 一般男子（高校生・39歳以下） 1028 1:53:17 清水 遼太 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 十条ケミカル製造

1065 一般男子（高校生・39歳以下） 1485 1:53:17 井上 卓弥 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ

1067 一般男子（40歳代） 2140 1:53:19 本間 实 ﾎﾝﾏ ﾐﾉﾙ キヤノンＥＩ

1068 一般男子（40歳代） 2370 1:53:20 高塚 弘行 ﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾕｷ ヒルズサービス

1069 一般男子（高校生・39歳以下） 1455 1:53:21 WATTS WILLIAM ﾜｯﾂ ｳｨﾘｱﾑ 横田ストライダ

1070 一般男子（高校生・39歳以下） 1434 1:53:23 生方 瑛二 ｳﾌﾞｶﾀ ｴｲｼﾞ リリィ

1073 一般男子（50歳代） 3031 1:53:24 友重 卓司 ﾄﾓｼｹﾞ ﾀｸｼﾞ エコバイクJP

1072 一般男子（50歳代） 3499 1:53:24 加藤 利訓 ｶﾄｳ ﾄｼﾉﾘ

1071 一般男子（高校生・39歳以下） 1398 1:53:24 渋木 俊彦 ｼﾌﾞｷ ﾄｼﾋｺ

1074 一般男子（高校生・39歳以下） 1618 1:53:26 砂川 正樹 ｽﾅｶﾞﾜ ﾏｻｷ

1075 一般男子（40歳代） 2831 1:53:29 野口　宏幸 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

1076 一般男子（50歳代） 3020 1:53:31 佐々木 敏之 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ 桜部

1077 一般男子（40歳代） 2500 1:53:32 小池 洋 ｺｲｹ ﾋﾛｼ

1078 一般男子（高校生・39歳以下） 1115 1:53:38 菊池 和人 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾄ 東鷲宮小学校

1079 一般男子（50歳代） 3500 1:53:39 大畑 茂久 ｵｵﾊﾀ ｼｹﾞﾋｻ

1080 一般男子（40歳代） 2261 1:53:41 小川 智広 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 三協工業

1082 一般男子（40歳代） 2115 1:53:42 宮原 正行 ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 麦走会

1081 一般男子（40歳代） 2378 1:53:42 北岡 健史 ｷﾀｵｶ ﾀｹｼ

1083 一般男子（40歳代） 2455 1:53:43 槇島 隆一 ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ

1085 一般男子（50歳代） 3149 1:53:45 阿古 義人 ｱｺ ﾖｼﾋﾄ

1084 一般男子（高校生・39歳以下） 1823 1:53:45 三浦 涼輔 ﾐｳﾗ ﾘｮｳｽｹ

1086 一般女子（40歳代） 6062 1:53:45 清水 和美 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾐ

1088 一般男子（40歳代） 2561 1:53:46 染谷 智郎 ｿﾒﾔ ﾉﾘｵ 水戸刑走友会

1087 一般男子（高校生・39歳以下） 1332 1:53:46 斉藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ

1089 一般男子（40歳代） 2653 1:53:47 上江 隆史 ｶﾐｴ ﾀｶｼ ＭＣＢＳ

1090 一般男子（50歳代） 3007 1:53:47 山本 信久 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｻ なし

1092 一般男子（40歳代） 2012 1:53:49 加藤 隆行 ｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ 日清紡ブレーキ

1091 一般男子（60歳代以上） 4056 1:53:49 竹沢 克昌 ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾂﾏｻ

1094 一般男子（60歳代以上） 4167 1:53:50 渋谷 正美 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾐ

1093 一般男子（40歳代） 2574 1:53:50 長 誠 ｵｻ ﾏｺﾄ

1096 一般男子（高校生・39歳以下） 1214 1:53:51 佐藤 智之 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 埼玉陸協

1095 一般男子（40歳代） 2834 1:53:51 冨永　一巳 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾐ

1097 一般男子（40歳代） 2267 1:53:52 田村 克之 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾕｷ

1098 一般男子（高校生・39歳以下） 1230 1:53:53 武原 淳 ﾀｹﾊﾗ ｱﾂｼ

1099 一般男子（40歳代） 2810 1:53:54 市川　健一 ｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ アーリーバード

1100 一般男子（高校生・39歳以下） 1175 1:53:56 小沼 智史 ｵﾇﾏ ｻﾄｼ 日立アプライアンス株式会社

1101 一般男子（40歳代） 2279 1:53:58 寺井 健二郎 ﾃﾗｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1102 一般男子（高校生・39歳以下） 1833 1:53:59 諏訪 智郁 ｽﾜ ﾄﾓﾌﾐ

1104 一般女子（高校生・39歳以下） 5098 1:54:00 PRIVRATSKY NOZOMI ﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ﾉｿﾞﾐ 横田ストライダ

1103 一般男子（40歳代） 2820 1:54:00 齋藤　武夫 ｻｲﾄｳ ﾀｹｵ

1105 一般男子（60歳代以上） 4070 1:54:01 佐藤 喜好 ｻﾄｳ ｷﾖｼ

1106 一般女子（高校生・39歳以下） 5155 1:54:04 松田 絵里 ﾏﾂﾀﾞ ｴﾘ

1107 一般男子（50歳代） 3064 1:54:06 杉田 直实 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 関専１０Ｅ

1108 一般男子（50歳代） 3134 1:54:06 林 昌宏 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 金井タッキーズ

1109 一般男子（高校生・39歳以下） 1277 1:54:07 高橋 遼太郎 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ

1110 一般男子（高校生・39歳以下） 1285 1:54:08 門山 知聖 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾁｾｲ 高砂

1111 一般男子（40歳代） 2095 1:54:08 若山 茂大 ﾜｶﾔﾏ ｼｹﾞﾋﾛ 三協工業㈱

1112 一般男子（40歳代） 2696 1:54:11 後藤 満 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾙ

1114 一般男子（高校生・39歳以下） 1813 1:54:12 小沼 智史 ｺﾇﾏ ｻﾄｼ 西中ランクラブ

1113 一般男子（50歳代） 3087 1:54:12 金田 雄志 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｼ

1118 一般女子（50歳代） 7008 1:54:13 八尾 宜代 ﾔｵ ﾉﾌﾞﾖ カレー部

1116 一般男子（60歳代以上） 4098 1:54:13 宮前 明夫 ﾐﾔﾏｴ ｱｷｵ

1115 一般男子（40歳代） 2646 1:54:13 栗田 辰男 ｸﾘﾀ ﾀﾂｵ



1117 一般女子（40歳代） 6039 1:54:13 塚田 京子 ﾂｶﾀﾞ ｷﾖｳｺ

1119 一般男子（60歳代以上） 4016 1:54:15 牛木 良介 ｳｼｷ ﾘｮｳｽｹ 庄和体育館

1120 一般男子（50歳代） 3252 1:54:17 三次 利明 ﾐﾂｷﾞ ﾄｼｱｷ

1122 一般男子（40歳代） 2745 1:54:18 藤崎 朝也 ﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔ キーサイト

1121 一般男子（40歳代） 2679 1:54:18 田中 守人 ﾀﾅｶ ﾓﾘﾄ

1126 一般男子（50歳代） 3489 1:54:19 後藤 重人 ｺﾞﾄｳ ｼｸﾞﾄ 太平洋ＢＷ

1125 一般女子（50歳代） 7054 1:54:19 金子 良子 ｶﾈｺ ﾖｼｺ

1123 一般男子（40歳代） 2262 1:54:19 染谷 隆児 ｿﾒﾔ ﾘｭｳｼﾞ

1124 一般男子（60歳代以上） 4050 1:54:19 本夛 治雄 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｵ

1128 一般男子（40歳代） 2760 1:54:21 栄田 良武 ｻｶｴﾀﾞ ﾖｼﾀｹ 古河激走会

1127 一般男子（50歳代） 3308 1:54:21 西尾 文宏 ﾆｼｵ ﾌﾐﾋﾛ

1130 一般男子（40歳代） 2052 1:54:23 佐々木 啓 ｻｻｷ ｱｷﾗ LIXILﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟ黒須建設

1131 一般男子（50歳代） 3019 1:54:23 斎藤 世一 ｻｲﾄｳ ﾖｲﾁ 桜部

1132 一般男子（高校生・39歳以下） 1392 1:54:23 高橋 宏輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 氷川参道ラン

1129 一般男子（60歳代以上） 4093 1:54:23 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ

1133 一般男子（50歳代） 3475 1:54:24 新井 正 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ

1134 一般男子（60歳代以上） 4160 1:54:25 田中 正 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞｼ

1135 一般男子（40歳代） 2554 1:54:26 渡辺 和文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ オフィス渡辺

1136 一般男子（50歳代） 3004 1:54:26 松本 博之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 鷲宮

1138 一般女子（50歳代） 7025 1:54:27 星野 綾子 ﾎｼﾉ ｱﾔｺ 草加ＪＯＧＳ

1139 一般男子（40歳代） 2025 1:54:27 仲山 洋和 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ 無所属

1137 一般男子（40歳代） 2761 1:54:27 鈴木 富夫 ｽｽﾞｷ ﾄﾐｵ

1142 一般女子（40歳代） 6139 1:54:28 氏家 なみ恵 ｳｼﾞｲｴ ﾅﾐｴ なんちってラン

1140 一般男子（高校生・39歳以下） 1267 1:54:28 永峰 翔 ﾅｶﾞﾐﾈ ｼｮｳ

1141 一般男子（40歳代） 2712 1:54:28 大野 優樹 ｵｵﾉ ﾕｳｷ

1143 一般男子（40歳代） 2123 1:54:29 小林 伸泰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾔｽ

1144 一般男子（高校生・39歳以下） 1563 1:54:31 長谷川 透 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ

1146 一般男子（40歳代） 2189 1:54:32 山田 裕也 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

1145 一般男子（高校生・39歳以下） 1530 1:54:32 田村 健 ﾀﾑﾗ ｹﾝ

1147 一般女子（60歳代以上） 8005 1:54:34 田村 敏子 ﾀﾑﾗ ﾄｼｺ

1148 一般男子（50歳代） 3332 1:54:35 山田 博之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1149 一般女子（40歳代） 6124 1:54:37 豊嶋 麻衣子 ﾄｼﾏ ﾏｲｺ チームかずまい

1150 一般男子（60歳代以上） 4062 1:54:37 九石 研一 ｸｲｼ ｹﾝｲﾁ 大林組ＲＣ

1151 一般男子（高校生・39歳以下） 1122 1:54:38 折原 潤一 ｵﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 株式会社　武井組

1152 一般男子（40歳代） 2510 1:54:40 鍋田 哲朗 ﾅﾍﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ

1154 一般男子（高校生・39歳以下） 1738 1:54:41 渡邉 雅浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 渡邉興業

1155 一般男子（60歳代以上） 4091 1:54:41 福地 恒夫 ﾌｸﾁ ﾂﾈｵ 日本化薬

1153 一般男子（60歳代以上） 4242 1:54:41 坂本　優 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ

1156 一般男子（50歳代） 3261 1:54:43 武藤 政治 ﾑﾄｳ ﾏｻﾊﾙ

1157 一般男子（高校生・39歳以下） 1190 1:54:45 永井 拓也 ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾔ Shs T&F OB

1158 一般男子（高校生・39歳以下） 1521 1:54:46 新井 和行 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 春高応援指導部

1160 一般男子（60歳代以上） 4085 1:54:47 兼子 勝 ｶﾈｺ ﾏｻﾙ ヤクルト茨城

1159 一般男子（高校生・39歳以下） 1480 1:54:47 濁川 拓也 ﾆｺﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾔ

1163 一般女子（40歳代） 6048 1:54:48 染谷 博美 ｿﾒﾔ ﾋﾛﾐ さいたま走友会

1162 一般男子（60歳代以上） 4046 1:54:48 門井 邦夫 ｶﾄﾞｲ ｸﾆｵ

1161 一般男子（40歳代） 2548 1:54:48 和田 英之 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

1165 一般男子（高校生・39歳以下） 1730 1:54:49 町田 一作 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾄﾓ ハイタイム

1166 一般男子（50歳代） 3429 1:54:49 伊藤 順一 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県庁走友会

1164 一般男子（40歳代） 2429 1:54:49 難波 剛志 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｹｼ

1167 一般男子（高校生・39歳以下） 1391 1:54:51 佐藤 和真 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ

1168 一般男子（50歳代） 3516 1:54:51 新井 一英 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1169 一般男子（40歳代） 2144 1:54:52 清水 一樹 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ ゆう＆あややん

1172 一般女子（高校生・39歳以下） 5168 1:54:54 関口 恵理子 ｾｷｸﾞﾁ ｴﾘｺ

1170 一般男子（高校生・39歳以下） 1634 1:54:54 小内 亮太 ｵﾅｲ ﾘｮｳﾀ

1171 一般男子（40歳代） 2770 1:54:54 大瀧 寿夫 ｵｵﾀｷ ﾄｼｵ

1173 一般男子（50歳代） 3001 1:54:55 島田 日出夫 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 会社員

1174 一般男子（40歳代） 2003 1:54:59 黒崎 進 ｸﾛｻｷ ｽｽﾑ 堀内発條製作所

1175 一般男子（50歳代） 3053 1:55:00 田嶋 了 ﾀｼﾏ ｻﾄﾙ 日本信号

1177 一般男子（高校生・39歳以下） 1131 1:55:02 新島 隆弘 ﾆｲｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 動物園



1176 一般男子（40歳代） 2515 1:55:02 長谷部 弥 ﾊｾﾍﾞ ﾋｻｼ

1178 一般男子（60歳代以上） 4061 1:55:03 添野 義光 ｿｴﾉ ﾖｼﾐﾂ チョー気持ちい

1179 一般男子（高校生・39歳以下） 1645 1:55:05 菅原 伸弥 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ

1180 一般女子（40歳代） 6053 1:55:07 佐々木 文 ｻｻｷ ｱﾔ 株式会社ヤマニ

1181 一般男子（60歳代以上） 4195 1:55:09 秋田 修 ｱｷﾀ ｵｻﾑ

1182 一般男子（高校生・39歳以下） 1127 1:55:10 長谷川 裕紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳｷ TRIPLE ACE

1183 一般男子（40歳代） 2414 1:55:11 森田 謙吾 ﾓﾘﾀ ｹﾝｺﾞ

1184 一般男子（高校生・39歳以下） 1632 1:55:12 山際 淳也 ﾔﾏｷﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ イズミックス

1185 一般男子（40歳代） 2036 1:55:13 沖村 剛 ｵｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 伊那食品工業株式会社

1186 一般男子（高校生・39歳以下） 1181 1:55:15 柏浦 俊行 ｶｼｳﾗ ﾄｼﾕｷ 自由人

1187 一般男子（高校生・39歳以下） 1628 1:55:16 渡邉 匠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ

1188 一般男子（40歳代） 2832 1:55:18 佐々木　勝昭 ｻｻｷ ｶﾂｱｷ

1189 一般男子（高校生・39歳以下） 1192 1:55:20 佐藤 寿修 ｻﾄｳ ﾄｼﾅｶﾞ 柴犬の会

1190 一般男子（40歳代） 2748 1:55:21 小川 勝 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾙ ディブル

1191 一般男子（50歳代） 3470 1:55:21 松田 浩三 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ みちのく一人旅

1192 一般男子（50歳代） 3365 1:55:23 小林 由長 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｹ

1193 一般男子（高校生・39歳以下） 1712 1:55:24 宍戸 司 ｼｼﾄﾞ ﾂｶｻ

1195 一般男子（50歳代） 3435 1:55:25 豊嶋 一人 ﾄｼﾏ ｶｽﾞﾄ チームかずまい

1194 一般男子（高校生・39歳以下） 1630 1:55:25 栁澤 亮 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳ

1196 一般男子（60歳代以上） 4218 1:55:28 清和 守 ｾｲﾜ ﾏﾓﾙ

1197 一般男子（50歳代） 3172 1:55:31 大島 浩 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ

1198 一般男子（60歳代以上） 4109 1:55:33 江連 良久 ｴﾂﾞﾚ ﾖｼﾋｻ

1200 一般男子（60歳代以上） 4144 1:55:34 柴沼 英博 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 明走会ＪＰＮ

1199 一般男子（50歳代） 3207 1:55:34 櫻井 繁道 ｻｸﾗｲ ｼｹﾞﾐﾁ

1201 一般男子（高校生・39歳以下） 1821 1:55:39 片倉 幸輝 ｶﾀｸﾗ ｺｳｷ

1202 一般男子（40歳代） 2795 1:55:40 大塚 隆行 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 多摩信用金庫

1203 一般男子（高校生・39歳以下） 1682 1:55:41 古河 俊輔 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝｽｹ

1204 一般男子（40歳代） 2419 1:55:42 冨井 賢二 ﾄﾐｲ ｹﾝｼﾞ 日立システムズ

1205 一般男子（50歳代） 3350 1:55:43 野口 俊典 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾘ 岩槻槻の森ＪＣ

1206 一般男子（50歳代） 3206 1:55:44 桟 豊樹 ｶｹﾊｼ ﾄﾖｷ チーム三ちゃん

1207 一般男子（50歳代） 3508 1:55:44 石井 久雄 ｲｼｲ ﾋｻｵ 思川桜組

1208 一般男子（高校生・39歳以下） 1256 1:55:46 若林 健太郎 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 新久喜総合病院

1209 一般男子（60歳代以上） 4060 1:55:47 大野 聡 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 鷲宮弦代ＪＣ

1210 一般男子（40歳代） 2114 1:55:50 吉松 昌晃 ﾖｼﾏﾂ ﾏｻﾃﾙ なし

1211 一般男子（50歳代） 3035 1:55:52 荻山 誠二 ｵｷﾞﾔﾏ ｾｲｼﾞ なし

1214 一般男子（60歳代以上） 4299 1:55:53 三瓶　輝征 - 栗橋走友会

1213 一般男子（50歳代） 3085 1:55:53 植野 勝 ｳｴﾉ ﾏｻﾙ

1212 一般男子（50歳代） 3346 1:55:53 北川 公昭 ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾐｱｷ

1215 一般男子（高校生・39歳以下） 1680 1:55:57 田澤 昌孝 ﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ ＴＩＳ

1216 一般男子（高校生・39歳以下） 1683 1:55:59 町田 裕紀 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｷ エムエルアイ

1217 一般男子（50歳代） 3050 1:56:02 熱海 英治 ｱﾂﾐ ｴｲｼﾞ 抜き足差し足

1218 一般男子（60歳代以上） 4155 1:56:04 玉木 昌美 ﾀﾏｷ ﾏｻﾐ びわこランナー

1219 一般男子（40歳代） 2208 1:56:04 渡辺 智紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 久喜工業高校

1220 一般女子（40歳代） 6098 1:56:07 渡邊 未来子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷｺ チームたのかん

1221 一般男子（50歳代） 3283 1:56:09 斎藤 秀一 ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ シギーズ川越

1222 一般男子（50歳代） 3398 1:56:10 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

1224 一般男子（60歳代以上） 4228 1:56:11 瀩戸 典夫 ｾﾄ ﾉﾘｵ 白岡夜人ＲＣ

1223 一般女子（40歳代） 6041 1:56:11 吉崎 深雪 ﾖｼｻﾞｷ ﾐﾕｷ

1225 一般女子（40歳代） 6135 1:56:13 外崎 由美子 ﾄﾉｻｷ ﾕﾐｺ Ｂｕｃｋｙ’ｓ

1226 一般男子（50歳代） 3325 1:56:15 西村 経明 ﾆｼﾑﾗ ﾂﾈｱｷ ＭａｙＪ．Ｆ

1228 一般男子（高校生・39歳以下） 1188 1:56:16 高田 祐次 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 鷲宮東中学校

1227 一般男子（高校生・39歳以下） 1186 1:56:16 小泉 陽平 ｺｲｽﾞﾐ ﾖｳﾍｲ 鷲宮東中学校

1229 一般男子（高校生・39歳以下） 1134 1:56:17 小澤 裕也 ｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 埼玉弁護士会

1231 一般男子（40歳代） 2672 1:56:21 大矢 潤一 ｵｵﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ ピンパン

1230 一般女子（高校生・39歳以下） 5052 1:56:21 中山 優子 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺ

1233 一般男子（高校生・39歳以下） 1221 1:56:22 深井 孝二 ﾌｶｲ ｺｳｼﾞ 会社員

1232 一般男子（60歳代以上） 4269 1:56:22 槙納　秀美 ﾏｷﾉ ﾋﾃﾞﾐ

1234 一般男子（40歳代） 2743 1:56:23 沓掛 博之 ｸﾂｶｹ ﾋﾛﾕｷ

1235 一般男子（50歳代） 3421 1:56:24 水島 典彦 ﾐｽﾞｼﾏ ﾉﾘﾋｺ ハッピー戦隊



1236 一般男子（高校生・39歳以下） 1092 1:56:24 麻生 竜太 ｱｿｳ ﾘｭｳﾀ 星野アントラーズ

1237 一般男子（40歳代） 2136 1:56:24 本田 典久 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ 東京陸協

1238 一般男子（50歳代） 3054 1:56:25 佐藤 隆幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 田中鉄鋼販売

1240 一般男子（高校生・39歳以下） 1406 1:56:27 遠藤 諒人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 日本アクセス

1239 一般男子（50歳代） 3221 1:56:27 深澤 聖史 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｻｼ

1242 一般男子（高校生・39歳以下） 1034 1:56:30 荒川 貴行 ｱﾗｶﾜ ﾀｶﾕｷ なし

1241 一般男子（高校生・39歳以下） 1639 1:56:30 高橋 信博 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1244 一般男子（50歳代） 3122 1:56:31 福田 敏夫 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｵ 仏滅会

1243 一般女子（50歳代） 7040 1:56:31 阿部 賢子 ｱﾍﾞ ﾀｶｺ

1245 一般男子（60歳代以上） 4214 1:56:33 米山 三好 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾖｼ

1246 一般男子（40歳代） 2078 1:56:34 大隈 正吾 ｵｵｸﾏ ｼｮｳｺﾞ （株）極洋

1247 一般男子（60歳代以上） 4277 1:56:34 坂牧　光義 ｻｶﾏｷ ﾐﾂﾖｼ 春日部陸友会

1248 一般男子（高校生・39歳以下） 1441 1:56:35 渕田 大貴 ﾌﾁﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 新久喜総合病院

1250 一般男子（50歳代） 3093 1:56:36 高谷 昌紀 ﾀｶﾔ ﾏｻﾉﾘ トキタ種苗（株

1251 一般男子（40歳代） 2246 1:56:36 後藤 勝徳 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾉﾘ ミズシィ

1249 一般男子（高校生・39歳以下） 1879 1:56:36 藤本　雄一 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｲﾁ

1253 一般男子（40歳代） 2127 1:56:38 関茂 欣司 ｾｷﾓ ｷﾝｼﾞ 埼玉陸協

1254 一般男子（高校生・39歳以下） 1638 1:56:38 八尋 豊 ﾔﾋﾛ ﾕﾀｶ 三桜工業

1252 一般男子（40歳代） 2550 1:56:38 渡部 昇 ﾜﾀﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1255 一般男子（40歳代） 2759 1:56:40 内田 功一 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1256 一般男子（50歳代） 3005 1:56:41 藤倉 賢次 ﾌｼﾞｸﾗ ｹﾝｼﾞ KDS

1257 一般男子（50歳代） 3278 1:56:42 西村 昌博 ﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 増西イーグルス

1258 一般男子（40歳代） 2555 1:56:44 小原 俊郎 ｺﾊﾗ ﾄｼﾛｳ

1260 一般男子（40歳代） 2188 1:56:46 奥田 敏大 ｵｸﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 三ちゃん

1261 一般男子（60歳代以上） 4123 1:56:46 清水 恒利 ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾄｼ 山岳遊歩会

1259 一般男子（50歳代） 3517 1:56:46 高橋 光弘 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋﾛ

1262 一般女子（50歳代） 7016 1:56:48 栗原 洋子 ｸﾘﾊﾗ ﾖｳｺ

1263 一般女子（40歳代） 6031 1:56:49 水野 智子 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ チームマグナム

1264 一般男子（40歳代） 2785 1:56:51 浜多 貴政 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾏｻ

1266 一般男子（60歳代以上） 4095 1:56:52 宮崎 富司 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾐｼﾞ かぐらＳＡＣ

1265 一般男子（高校生・39歳以下） 1595 1:56:52 斉藤 彰久 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｻ

1268 一般男子（40歳代） 2465 1:56:53 風戸 武博 ｶｻﾞﾄ ﾀｹﾋﾛ 武蔵野銀行

1267 一般女子（50歳代） 7022 1:56:53 阿部 晶子 ｱﾍﾞ ｱｷｺ

1269 一般男子（60歳代以上） 4003 1:56:54 川田 清 ｶﾜﾀﾞ ｷﾖｼ 会社員

1271 一般男子（高校生・39歳以下） 1248 1:56:56 金子 雅之 ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ 千日走会

1270 一般男子（50歳代） 3418 1:56:56 森田 進 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ

1272 一般男子（高校生・39歳以下） 1263 1:56:57 染谷 光太郎 ｿﾒﾔ ｺｳﾀﾛｳ

1273 一般男子（高校生・39歳以下） 1399 1:56:59 大庭 崇彦 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾋｺ

1275 一般男子（高校生・39歳以下） 1442 1:57:00 神﨑 大貴 ｶﾝｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 新久喜総合病院

1274 一般男子（高校生・39歳以下） 1782 1:57:00 尾崎 勝友 ｵｻﾞｷ ｶﾂﾄﾓ

1277 一般男子（40歳代） 2362 1:57:01 河口 信洋 ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 鬼才クリニック

1276 一般男子（40歳代） 2520 1:57:01 西井 弘樹 ﾆｼｲ ﾋﾛｷ

1279 一般男子（50歳代） 3066 1:57:02 稲木 均 ｲﾅｷ ﾋﾄｼ 新船橋

1278 一般男子（50歳代） 3459 1:57:02 高坂 浩 ﾀｶｻｶ ﾋﾛｼ

1281 一般男子（高校生・39歳以下） 1864 1:57:03 野房　弘明 ﾉﾌﾞｻ ﾋﾛｱｷ 株式会社サンコー

1280 一般男子（60歳代以上） 4078 1:57:03 布川 勝彦 ﾇﾉｶﾜ ｶﾂﾋｺ

1283 一般女子（50歳代） 7056 1:57:04 外西 滝美 ﾎｶﾆｼ ﾀｷﾐ チーム　薔薇

1282 一般男子（高校生・39歳以下） 1318 1:57:04 飯田 貴正 ｲｲﾀﾞ ﾀｶﾏｻ

1284 一般男子（高校生・39歳以下） 1054 1:57:06 塩田 竜太郎 ｼｵﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 芝浦工業大学

1285 一般男子（40歳代） 2683 1:57:08 中島 大士 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ ＤＴＳ

1286 一般女子（60歳代以上） 8001 1:57:09 北須賀 佳子 ｷﾀｽｶﾞ ｹｲｺ チョコチョコ

1287 一般男子（50歳代） 3531 1:57:09 齋藤　靖利 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾄｼ 埼玉県吹奏楽連盟

1288 一般男子（高校生・39歳以下） 1665 1:57:10 荒井 康 ｱﾗｲ ﾔｽｼ つるま製作所

1289 一般男子（60歳代以上） 4203 1:57:11 吉田 一久 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ ヨシダ住宅工房

1290 一般男子（高校生・39歳以下） 1732 1:57:12 岩田 崇志 ｲﾜﾀ ﾀｶﾕｷ 市川製作所

1291 一般男子（高校生・39歳以下） 1064 1:57:14 木ノ内 洋 ｷﾉｳﾁ ﾋﾛｼ K-TOWN

1292 一般男子（40歳代） 2161 1:57:15 熊谷 彰 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ

1293 一般男子（高校生・39歳以下） 1623 1:57:16 齋藤 正樹 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 中央大学卒

1294 一般男子（50歳代） 3036 1:57:16 茂木 浩典 ﾓｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ 八生建設株式会社



1295 一般男子（高校生・39歳以下） 1144 1:57:18 佐久間 圭 ｻｸﾏ ｹｲ 久喜市立江面第一小学校

1296 一般男子（60歳代以上） 4316 1:57:18 吉田　秀司 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 群馬館林高校ＲＣ

1297 一般男子（40歳代） 2037 1:57:20 山本 武久 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋｻ チーム明ちゃん

1298 一般男子（高校生・39歳以下） 1145 1:57:21 森 琢磨 ﾓﾘ ﾀｸﾏ 久喜市立久喜北小学校

1299 一般男子（60歳代以上） 4014 1:57:22 仲村 徹 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ rolarunningclub

1300 一般男子（高校生・39歳以下） 1572 1:57:23 松本 英一 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｲﾁ

1301 一般男子（高校生・39歳以下） 1788 1:57:27 遠藤 純 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ

1302 一般女子（高校生・39歳以下） 5017 1:57:30 横山 由里子 ﾖｺﾔﾏ ﾕﾘｺ 思川緑地

1304 一般男子（高校生・39歳以下） 1724 1:57:33 栗本 知幸 ｸﾘﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ

1303 一般男子（高校生・39歳以下） 1291 1:57:33 小松 正英 ｺﾏﾂ ﾏｻﾋﾃﾞ

1305 一般男子（高校生・39歳以下） 1658 1:57:34 内山 友介 ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｽｹ

1306 一般男子（40歳代） 2736 1:57:37 岡田 宏樹 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ

1307 一般男子（50歳代） 3357 1:57:39 山本 龍彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ

1308 一般男子（40歳代） 2439 1:57:41 細矢 慎二 ﾎｿﾔ ｼﾝｼﾞ バリエンテス

1309 一般男子（高校生・39歳以下） 1298 1:57:42 島村 昌則 ｼﾏﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ

1311 一般男子（60歳代以上） 4302 1:57:46 関口　正 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ

1312 一般女子（40歳代） 6074 1:57:46 堤 信恵 ﾂﾂﾐ ﾉﾌﾞｴ

1310 一般男子（50歳代） 3071 1:57:46 二宮 成夫 ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞｵ

1313 一般女子（高校生・39歳以下） 5096 1:57:48 多田 陽子 ﾀﾀﾞ ﾖｳｺ

1315 一般男子（50歳代） 3501 1:57:51 金子 康弘 ｶﾈｺ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県信用金庫

1314 一般男子（40歳代） 2525 1:57:51 髙野 政文 ﾀｶﾉ ﾏｻﾌﾐ

1316 一般女子（50歳代） 7077 1:57:52 中村 素子 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｺ

1317 一般女子（高校生・39歳以下） 5091 1:57:53 立川 志津香 ﾀﾁｶﾜ ｼｽﾞｶ

1318 一般男子（高校生・39歳以下） 1464 1:57:54 園木 誠 ｿﾉｷ ﾏｺﾄ 旧Ｂ１を偲ぶ会

1319 一般男子（50歳代） 3136 1:57:55 谷古宇 祐司 ﾔｺｳ ﾕｳｼﾞ あおば保険

1322 一般男子（40歳代） 2053 1:57:56 関根 由貴仁 ｾｷﾈ ﾕｷﾋﾄ JA单彩

1323 一般男子（40歳代） 2020 1:57:56 黒須 直人 ｸﾛｽ ﾅｵﾄ なし

1321 一般男子（60歳代以上） 4221 1:57:56 小林 一成 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ

1320 一般男子（高校生・39歳以下） 1247 1:57:56 末次 健太 ｽｴﾂｸﾞ ｹﾝﾀ

1325 一般男子（高校生・39歳以下） 1012 1:57:58 能登 亮太 ﾉﾄ ﾘｮｳﾀ 会社員

1324 一般男子（40歳代） 2146 1:57:58 大橋 信貴 ｵｵﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｶ

1326 一般男子（40歳代） 2839 1:58:00 青木 雅彦 ｱｵｷ ﾏｻﾋｺ 日医大ＴＢＣ

1328 一般男子（50歳代） 3133 1:58:02 竹鼻 純一 ﾀｹﾊﾅ ｼﾞｭﾝｲﾁ ニューミヤビ

1329 一般男子（高校生・39歳以下） 1251 1:58:02 塩浦 元気 ｼｵｳﾗ ｹﾞﾝｷ 無所属

1327 一般女子（40歳代） 6105 1:58:02 澄本 美津子 ｽﾐﾓﾄ ﾐﾂｺ

1330 一般男子（40歳代） 2618 1:58:04 鈴木 英紀 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＪＲ高崎

1333 一般男子（高校生・39歳以下） 1605 1:58:05 佐野 洋輔 ｻﾉ ﾖｳｽｹ アルー株式会社

1331 一般男子（40歳代） 2409 1:58:05 秋谷 和広 ｱｷﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

1332 一般男子（40歳代） 2443 1:58:05 清水 将司 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｼ

1334 一般男子（高校生・39歳以下） 1255 1:58:06 すずき まこと ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

1335 一般男子（60歳代以上） 4096 1:58:07 田辺 均 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ

1336 一般男子（高校生・39歳以下） 1635 1:58:08 今泉 信彦 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞﾋｺ 川光商事

1337 一般男子（50歳代） 3282 1:58:10 郷間 彰 ｺﾞｳﾏ ｱｷﾗ ＣＦＲびわこ

1339 一般男子（高校生・39歳以下） 1085 1:58:11 三浦 茂樹 ﾐｳﾗ ｼｹﾞｷ ガスミックス工業

1340 一般男子（40歳代） 2448 1:58:11 佐々木 義徳 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ メタボごっこ

1338 一般男子（40歳代） 2145 1:58:11 大村 修司 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ

1341 一般男子（50歳代） 3483 1:58:12 上野 哲男 ｳｴﾉ ﾃﾂｵ

1343 一般男子（40歳代） 2688 1:58:14 佐藤 高之 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ ヘルシーロード

1342 一般男子（60歳代以上） 4131 1:58:14 佐藤 貞彦 ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾋｺ

1344 一般男子（高校生・39歳以下） 1624 1:58:15 村田 誠 ﾑﾗﾀ ﾏｺﾄ

1345 一般男子（50歳代） 3288 1:58:16 溝口 孝夫 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶｵ 五十番会

1346 一般男子（50歳代） 3029 1:58:18 加藤 陽一郎 ｶﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ 町屋で５時！

1348 一般女子（高校生・39歳以下） 5175 1:58:20 柿谷 麻未 ｶｷﾀﾆ ｱｻﾐ

1347 一般男子（50歳代） 3478 1:58:20 社本 健 ｼｬﾓﾄ ﾀｹｼ

1349 一般男子（50歳代） 3481 1:58:22 瀧口 敦 ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ

1350 一般男子（高校生・39歳以下） 1152 1:58:23 中島 尚哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 一般

1351 一般男子（50歳代） 3187 1:58:24 田中 利洋 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ

1352 一般男子（50歳代） 3021 1:58:27 大久保 智美 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄﾐ 一般

1353 一般男子（60歳代以上） 4184 1:58:28 石川 健 ｲｼｶﾜ ｹﾝ



1354 一般女子（高校生・39歳以下） 5079 1:58:30 葛西 美涼 ｶｻｲ ﾐｽｽﾞ 小林精肉店

1355 一般男子（高校生・39歳以下） 1878 1:58:31 石橋　正浩 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾋﾛ

1356 一般男子（40歳代） 2221 1:58:32 大野 純男 ｵｵﾉ ｽﾐｵ

1357 一般男子（高校生・39歳以下） 1139 1:58:34 遠藤 峻介 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 会社員

1360 一般男子（高校生・39歳以下） 1365 1:58:36 山根 政紀 ﾔﾏﾈ ﾏｻｷ ＵＰＲＣ

1358 一般男子（40歳代） 2779 1:58:36 影森 茂俊 ｶｹﾞﾓﾘ ｼｹﾞﾄｼ

1359 一般男子（40歳代） 2376 1:58:36 堀越 晃之 ﾎﾘｺｼ ﾃﾙﾕｷ

1361 一般男子（50歳代） 3182 1:58:38 松田 豊 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾀｶ

1362 一般男子（50歳代） 3542 1:58:40 渋谷　学 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾅﾌﾞ

1363 一般男子（高校生・39歳以下） 1825 1:58:41 澤田 康之 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾕｷ

1365 一般女子（40歳代） 6149 1:58:42 奥澤　裕美子 ｵｸｻﾞﾜ ﾕﾐｺ なんちゃってRun

1364 一般男子（40歳代） 2752 1:58:42 曽我 英孝 ｿｶﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

1366 一般女子（高校生・39歳以下） 5008 1:58:43 島 直子 ｼﾏ ﾅｵｺ マカロニ

1367 一般男子（40歳代） 2532 1:58:47 稲垣 寿法 ｲﾅｶﾞｷ ﾋｻﾉﾘ チーム残尿感

1368 一般男子（高校生・39歳以下） 1068 1:58:47 泙野 航輝 ﾅｷﾞﾉ ｺｳｷ 早稲田大学

1370 一般男子（40歳代） 2622 1:58:48 岡村 卓司 ｵｶﾑﾗ ﾀｸｼﾞ ＪＩＣＳ

1369 一般女子（高校生・39歳以下） 5135 1:58:48 井上 葉子 ｲﾉｳｴ ﾖｳｺ

1371 一般男子（高校生・39歳以下） 1643 1:58:50 船戸 康之 ﾌﾅﾄ ﾔｽﾕｷ

1372 一般男子（60歳代以上） 4039 1:58:52 小澤 由紀夫 ｵｻﾞﾜ ﾕｷｵ １６快走クラブ

1373 一般男子（高校生・39歳以下） 1684 1:58:53 稲見 惇 ｲﾅﾐ ｱﾂｼ

1375 一般男子（60歳代以上） 4126 1:58:54 佐々木 甚次 ｻｻｷ ｼﾞﾝﾂｷﾞ

1374 一般男子（高校生・39歳以下） 1881 1:58:54 神谷　学 ｶﾐﾔ ﾏﾅﾌﾞ

1377 一般女子（高校生・39歳以下） 5045 1:58:55 吉田 さや香 ﾖｼﾀﾞ ｻﾔｶ なし

1378 一般男子（50歳代） 3045 1:58:55 岩崎 光宏 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾋﾛ 栃木工業高等学校

1376 一般男子（高校生・39歳以下） 1494 1:58:55 杉森 大星 ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｲｾｲ

1379 一般女子（高校生・39歳以下） 5158 1:58:56 鈴木 智子 ｽｽﾞｷ ｻﾄｺ

1380 一般男子（高校生・39歳以下） 1436 1:58:57 町田 雄輝 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｷ マルモ産業

1381 一般男子（60歳代以上） 4150 1:58:57 西村 繁隆 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ 八尾風の盆ｊｃ

1383 一般男子（40歳代） 2452 1:58:58 関根 恵一 ｾｷﾈ ｹｲｲﾁ

1382 一般男子（高校生・39歳以下） 1859 1:58:58 天川　修一郎 ｱﾏｶﾜ ｼｭｳｲﾁﾛｳ

1385 一般男子（50歳代） 3492 1:59:00 大石 格 ｵｵｲｼ ｲﾀﾙ たけなな

1386 一般男子（50歳代） 3174 1:59:00 中里 寛 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾛｼ 独立独創

1384 一般男子（50歳代） 3339 1:59:00 津田 博 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

1387 一般男子（60歳代以上） 4116 1:59:04 今井 治雄 ｲﾏｲ ﾊﾙｵ

1388 一般男子（高校生・39歳以下） 1258 1:59:06 清 諒平 ｾｲ ﾘｮｳﾍｲ

1390 一般男子（50歳代） 3381 1:59:07 飯島 敏雄 ｲｲｼﾞﾏ ﾄｼｵ 結城市役所ＡＣ

1389 一般男子（60歳代以上） 4245 1:59:07 細田　清 ﾎｿﾀﾞ ｷﾖｼ

1393 一般女子（40歳代） 6014 1:59:08 芦田 千英 ｱｼﾀﾞ ﾁｴ 無所属

1391 一般男子（40歳代） 2822 1:59:08 降矢　寿三 ﾌﾙﾔ ﾄｼｿﾞｳ

1392 一般男子（50歳代） 3089 1:59:08 高橋 真三樹 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ

1394 一般男子（60歳代以上） 4142 1:59:09 小野寺 博 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ

1395 一般男子（40歳代） 2184 1:59:10 春日 晴夫 ｶｽｶﾞ ﾊﾙｵ ウイング

1396 一般男子（高校生・39歳以下） 1496 1:59:15 柳田 輝光 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾃﾙﾐﾂ

1397 一般男子（40歳代） 2475 1:59:16 関川 次郎 ｾｷｶﾜ ｼﾞﾛｳ

1398 一般男子（40歳代） 2233 1:59:17 福田 和雄 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ 戸塚村ＲＣ

1399 一般男子（高校生・39歳以下） 1294 1:59:19 那須 真也 ﾅｽ ｼﾝﾔ ＭＲＦ

1400 一般男子（40歳代） 2008 1:59:19 大沼 貴志 ｵｵﾇﾏ ﾀｶｼ ㈱キタセキ

1401 一般男子（40歳代） 2017 1:59:20 内田 昭之 ｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 鷲宮クラブ

1402 一般男子（60歳代以上） 4240 1:59:21 森田　衛司 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ

1403 一般女子（50歳代） 7021 1:59:22 宍戸 晶子 ｼｼﾄﾞ ｱｷｺ

1404 一般女子（50歳代） 7066 1:59:23 大内 薫 ｵｵｳﾁ ｶｵﾙ チームひつじ

1406 一般男子（50歳代） 3462 1:59:24 吉田 洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ クラツー

1407 一般男子（40歳代） 2270 1:59:24 近藤 貞之 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾀﾞﾕｷ チームハラグロ

1405 一般男子（高校生・39歳以下） 1775 1:59:24 山崎 輝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ

1408 一般男子（40歳代） 2382 1:59:27 風間 弘毅 ｶｻﾞﾏ ｺｳｷ

1409 一般男子（40歳代） 2540 1:59:28 高橋 頼孝 ﾀｶﾊｼ ﾖﾘﾀｶ 有賀園ゴルフ

1410 一般男子（高校生・39歳以下） 1240 1:59:29 小林 充 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ

1411 一般男子（50歳代） 3525 1:59:30 冨岡　邦雄 ﾄﾐｵｶ ｸﾆｵ ＮＰＯ法人あどぼ

1412 一般男子（高校生・39歳以下） 1848 1:59:33 武井 達志 ﾀｹｲ ﾀﾂｼ あおもりたけい



1416 一般男子（高校生・39歳以下） 1146 1:59:36 大畑 恭兵 ｵｵﾊﾞﾀ ｷｮｳﾍｲ カワグチハイホー

1417 一般女子（50歳代） 7043 1:59:36 曽川 恵智子 ｿｶﾞﾜ ｴﾁｺ 花谷塾

1414 一般男子（50歳代） 3072 1:59:36 山田 敦 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

1413 一般男子（50歳代） 3218 1:59:36 渡辺 晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ

1415 一般男子（60歳代以上） 4231 1:59:36 美和 新一 ﾐﾜ ｼﾝｲﾁ

1418 一般男子（50歳代） 3147 1:59:37 齋藤 明夫 ｻｲﾄｳ ｱｷｵ

1419 一般男子（50歳代） 3185 1:59:38 島田 一弘 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ガスミックス

1420 一般男子（40歳代） 2621 1:59:39 伊藤 和之 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ

1421 一般男子（60歳代以上） 4280 1:59:39 並木　一郎 ﾅﾐｷ ｲﾁﾛｳ

1423 一般男子（50歳代） 3533 1:59:40 浅井　孝夫 ｱｻｲ ﾀｶｵ

1422 一般男子（高校生・39歳以下） 1764 1:59:40 堀 尊詞 ﾎﾘ ﾀｶﾌﾐ

1425 一般男子（高校生・39歳以下） 1026 1:59:41 濱岸 隆志 ﾊﾏｷﾞｼ ﾀｶｼ 兼貞物産㈱

1424 一般男子（60歳代以上） 4128 1:59:41 柴田 裕行 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ

1426 一般男子（高校生・39歳以下） 1876 1:59:42 辺見　幸邦 ﾍﾝﾐ ﾕｷﾄﾓ

1427 一般男子（40歳代） 2499 1:59:43 三田 良幸 ﾐﾀ ﾖｼﾕｷ

1429 一般女子（60歳代以上） 8010 1:59:44 黒須 初江 ｸﾛｽ ﾊﾂｴ カットサロンｋ

1428 一般男子（60歳代以上） 4272 1:59:44 関口　聡 ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｼ

1430 一般男子（50歳代） 3519 1:59:45 塩塚 英治 ｼｵﾂｶ ｴｲｼﾞ ト－ア

1433 一般男子（40歳代） 2098 1:59:47 島崎 洋一 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ カワグチハイホー

1432 一般男子（60歳代以上） 4051 1:59:47 田中 裕 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ

1431 一般男子（高校生・39歳以下） 1679 1:59:47 島村 貴博 ｼﾏﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1434 一般男子（40歳代） 2596 1:59:51 佐藤 弘樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ

1435 一般男子（40歳代） 2241 1:59:52 菅野 惠天 ｶﾝﾉ ﾔｽﾉﾘ

1436 一般男子（高校生・39歳以下） 1076 1:59:53 仁平 健太 ﾆﾍｲ ｹﾝﾀ 埼玉りそな銀行

1437 一般男子（高校生・39歳以下） 1264 1:59:54 木村 公太 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ エコーセンター

1438 一般男子（60歳代以上） 4121 1:59:55 竹内 正博 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ

1440 一般男子（40歳代） 2462 1:59:57 村田 一雄 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｵ ＰＳ多摩川ＧＲ

1441 一般男子（50歳代） 3014 1:59:57 塩澤 直樹 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 小石川

1439 一般男子（40歳代） 2355 1:59:57 吉岡 正樹 ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ

1442 一般男子（50歳代） 3217 1:59:59 小丹 篤 ｺﾀﾝ ｱﾂｼ

1443 一般男子（60歳代以上） 4256 1:59:59 松島　孝博 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

1444 一般男子（60歳代以上） 4101 2:00:01 岩崎 明生 ｲﾜｻｷ ｱｷｵ 久喜菖蒲公園Ｊ

1445 一般男子（高校生・39歳以下） 1100 2:00:01 飯島 勇輝 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 芝浦工業大学

1446 一般男子（40歳代） 2137 2:00:02 高島 勝秀 ﾀｶｼﾏ ｶﾂﾋﾃﾞ こせんせい

1447 一般男子（50歳代） 3436 2:00:04 滝沢 直司 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｼﾞ アキランメイツ

1448 一般男子（高校生・39歳以下） 1290 2:00:04 工藤 雄亮 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 音ノ木坂学院

1449 一般男子（50歳代） 3023 2:00:04 大野 進 ｵｵﾉ ｽｽﾑ 久喜市民

1450 一般男子（40歳代） 2096 2:00:06 黒木 雅之 ｸﾛｷ ﾏｻﾕｷ 会社員

1451 一般男子（高校生・39歳以下） 1577 2:00:10 橋本 崇裕 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

1452 一般男子（40歳代） 2391 2:00:10 星野 晃 ﾎｼﾉ ｱｷﾗ

1453 一般男子（40歳代） 2035 2:00:11 白石 充 ｼﾗｲｼ ﾐﾂﾙ （株）資生堂　久喜工場

1454 一般男子（60歳代以上） 4094 2:00:11 多田 正直 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾅｵ チームエルモ

1455 一般男子（40歳代） 2009 2:00:11 須藤 善且 ｽﾄｳ ﾖｼｶﾂ 寺木産業株式会社

1456 一般男子（高校生・39歳以下） 1581 2:00:11 平野 貴大 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾋﾛ 日本信号

1457 一般女子（40歳代） 6032 2:00:13 梶原 聡子 ｶｼﾞﾊﾗ ｻﾄｺ

1458 一般男子（高校生・39歳以下） 1612 2:00:14 田村 幸久 ﾀﾑﾗ ﾕｷﾋｻ

1459 一般男子（40歳代） 2057 2:00:15 宮城 守秀 ﾐﾔｷﾞ ﾓﾘﾋﾃﾞ 農林中央金庫

1460 一般男子（40歳代） 2047 2:00:16 斉藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ チームｶﾞﾙﾄ

1461 一般男子（60歳代以上） 4066 2:00:18 鈴木 武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ

1462 一般男子（50歳代） 3446 2:00:19 深谷 康人 ﾌｶﾔ ﾔｽﾋﾄ

1463 一般男子（40歳代） 2425 2:00:24 菊田 敦史 ｷｸﾀ ｱﾂｼ

1465 一般男子（40歳代） 2808 2:00:25 安藤　裕之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ

1464 一般男子（高校生・39歳以下） 1860 2:00:25 酒井　達也 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ

1466 一般女子（高校生・39歳以下） 5151 2:00:26 伊藤 美和子 ｲﾄｳ ﾐﾜｺ

1467 一般男子（40歳代） 2641 2:00:27 後藤 剛志 ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ

1468 一般男子（40歳代） 2737 2:00:28 猪又 昇 ｲﾉﾏﾀ ﾉﾎﾞﾙ

1469 一般女子（60歳代以上） 8022 2:00:30 山本 悦子 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾂｺ Ｅ＆Ｍ

1471 一般男子（60歳代以上） 4074 2:00:31 母原 利男 ﾓﾊﾗ ﾄｼｵ つばさＲＣ

1470 一般男子（高校生・39歳以下） 1243 2:00:31 渡部 茂 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾙ



1472 一般男子（40歳代） 2648 2:00:32 高野 吉夫 ﾀｶﾉ ﾖｼｵ

1474 一般男子（40歳代） 2061 2:00:34 中塚 暁之 ﾅｶﾂｶ ﾄｼﾕｷ 森紙器

1473 一般男子（高校生・39歳以下） 1525 2:00:34 久保田 祥弘 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾋﾛ

1475 一般男子（40歳代） 2392 2:00:37 上原 和幸 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ

1476 一般男子（高校生・39歳以下） 1841 2:00:39 真中 健二 ﾏﾅｶ ｹﾝｼﾞ フリー

1477 一般男子（50歳代） 3196 2:00:40 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ 元喜沢中

1479 一般男子（高校生・39歳以下） 1489 2:00:42 林 寛之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 新久喜総合病院

1478 一般男子（40歳代） 2578 2:00:42 増田 卓郎 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾛｳ

1480 一般男子（高校生・39歳以下） 1552 2:00:44 山田 定雄 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞｵ 千日走会

1481 一般男子（50歳代） 3184 2:00:45 荒川 正之 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｼ

1483 一般女子（高校生・39歳以下） 5033 2:00:46 上水流 春子 ｶﾐｽﾞﾙ ﾊﾙｺ チームとわたり

1484 一般女子（高校生・39歳以下） 5014 2:00:46 須之内 麻美 ｽﾉｳﾁ ｱｻﾐ 株式会社ヴァンドームヤマダ

1482 一般男子（40歳代） 2196 2:00:46 小豆沢 浩 ｱｽﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

1485 一般男子（50歳代） 3229 2:00:47 島田 善行 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

1486 一般男子（60歳代以上） 4148 2:00:48 小林 義憲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ ＪＴＣＣＭ

1487 一般男子（高校生・39歳以下） 1736 2:00:50 田澤 雄紀 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ

1488 一般男子（50歳代） 3362 2:00:50 内田 隆信 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ

1489 一般男子（60歳代以上） 4007 2:00:51 木場田 繁 ｺﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾙ JAXA

1490 一般男子（40歳代） 2420 2:00:53 栗本 隆雄 ｸﾘﾓﾄ ﾀｶｵ 和戸祭世話人会

1491 一般男子（50歳代） 3319 2:00:54 飯田 国弘 ｲｲﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ ＳＷＡＣ

1492 一般男子（高校生・39歳以下） 1124 2:00:55 岡芹 明人 ｵｶｾﾞﾘ ｱｷﾄ 藤倉化成株式会社

1493 一般男子（高校生・39歳以下） 1035 2:00:55 東原 拓也 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾀｸﾔ 無所属

1494 一般男子（50歳代） 3303 2:00:57 深澤 清人 ﾌｶｻﾜ ｷﾖﾄ ＳＲＣ

1495 一般男子（40歳代） 2251 2:00:58 黄 世忠 ﾌｧﾝ ｼﾁｮﾝ

1496 一般女子（高校生・39歳以下） 5007 2:00:59 松本 悠 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｶ 鷲宮

1497 一般女子（50歳代） 7068 2:01:01 伊藤 あけみ ｲﾄｳ ｱｹﾐ 筑波走明会

1499 一般男子（50歳代） 3490 2:01:02 山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ハレルヤＲＣ

1498 一般男子（50歳代） 3161 2:01:02 五十嵐 誠一 ｲｶﾞﾗｼ ｾｲｲﾁ

1500 一般男子（40歳代） 2835 2:01:03 小倉　貴夫 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｵ

1501 一般男子（60歳代以上） 4099 2:01:03 浅岡 則明 ｱｻｵｶ ﾉﾘｱｷ

1502 一般男子（50歳代） 3214 2:01:04 梶谷 哲彦 ｶｼﾞﾔ ﾃﾂﾋｺ

1503 一般男子（40歳代） 2474 2:01:05 梅田 修一 ｳﾒﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 聖地化プロ

1505 一般男子（40歳代） 2068 2:01:07 今野 秀昭 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県

1504 一般男子（高校生・39歳以下） 1845 2:01:07 佐々木 慎 ｻｻｷ ﾏｺﾄ

1506 一般男子（40歳代） 2278 2:01:08 大橋 賢二 ｵｵﾊｼ ｹﾝｼﾞ

1507 一般女子（高校生・39歳以下） 5043 2:01:09 田中 和美 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ 会社員

1508 一般女子（60歳代以上） 8019 2:01:10 小栁 恭子 ｺﾔﾅｷﾞ ｷｮｳｺ 走る！保健室

1509 一般男子（高校生・39歳以下） 1451 2:01:11 近藤 賢 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ Ｏ２

1510 一般男子（60歳代以上） 4189 2:01:14 大枝 幹夫 ｵｵｴﾀﾞ ﾐｷｵ 新北斗

1511 一般男子（40歳代） 2673 2:01:14 瀧口 兼太郎 ﾀｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 杉戸走友会

1512 一般男子（高校生・39歳以下） 1865 2:01:18 岩上　航 ｲﾜｶﾐ ﾜﾀﾙ

1513 一般男子（50歳代） 3253 2:01:21 巻渕 裕二 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

1514 一般男子（50歳代） 3241 2:01:22 小野内 好秋 ｵﾉｳﾁ ﾖｼｱｷ 日本通信紙

1515 一般男子（50歳代） 3443 2:01:23 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

1516 一般女子（高校生・39歳以下） 5124 2:01:23 新田 紗希 ﾆｯﾀ ｻｷ

1517 一般男子（50歳代） 3353 2:01:26 近藤 信二 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ くまさん走友会

1518 一般女子（50歳代） 7073 2:01:29 中本 由紀 ﾅｶﾓﾄ ﾕｷ

1519 一般男子（高校生・39歳以下） 1242 2:01:32 中村 亮介 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ

1520 一般男子（50歳代） 3061 2:01:34 牛久 史彦 ｳｼｸ ﾄｼﾋｺ

1521 一般男子（40歳代） 2117 2:01:35 中根 昌宏 ﾅｶﾈ ﾏｻﾋﾛ 白岡西尐女ソフトクラブ

1522 一般男子（高校生・39歳以下） 1334 2:01:36 佐藤 貴紀 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ

1523 一般男子（50歳代） 3426 2:01:37 今関 哲雄 ｲﾏｾﾞｷ ﾃﾂｵ

1524 一般男子（高校生・39歳以下） 1306 2:01:38 田中 豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ ＶＨＦ

1525 一般男子（高校生・39歳以下） 1705 2:01:41 川島 慶太 ｶﾜｼﾏ ｹｲﾀ

1526 一般男子（高校生・39歳以下） 1411 2:01:43 山本 裕 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 早稲田大学

1527 一般男子（高校生・39歳以下） 1424 2:01:44 三角 将洋 ﾐｽﾐ ﾏｻﾋﾛ

1528 一般男子（高校生・39歳以下） 1556 2:01:45 佐藤 正志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ

1529 一般男子（40歳代） 2625 2:01:46 鹿毛 隆宏 ｶｹﾞ ﾀｶﾋﾛ 第二地銀協会

1530 一般男子（40歳代） 2488 2:01:49 中村 勇 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾑ 大槌魂ダゴッタ



1531 一般女子（40歳代） 6068 2:01:50 三浦 由紀 ﾐｳﾗ ﾕｷ

1532 一般男子（40歳代） 2380 2:01:51 大熊 政之 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾕｷ

1534 一般女子（高校生・39歳以下） 5114 2:01:54 新井 奈緒子 ｱﾗｲ ﾅｵｺ

1533 一般男子（40歳代） 2325 2:01:54 青木 勝裕 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾛ

1535 一般男子（50歳代） 3447 2:01:55 小野田 孝一 ｵﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1536 一般女子（50歳代） 7027 2:01:56 櫻井 麻里 ｻｸﾗｲ ﾏﾘ

1537 一般男子（高校生・39歳以下） 1420 2:01:58 永井 高志 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ

1538 一般女子（50歳代） 7058 2:02:00 山本 美也子 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾔｺ テップ久喜

1539 一般男子（40歳代） 2031 2:02:00 竹内 裕紀 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ 埼玉東部消防

1540 一般男子（50歳代） 3412 2:02:02 佐々木 光春 ｻｻｷ ﾐﾂﾊﾙ

1541 一般男子（60歳代以上） 4271 2:02:05 池沢　香 ｲｹｻﾞﾜ ｶｵﾙ

1542 一般男子（40歳代） 2259 2:02:06 栃木 直文 ﾄﾁｷﾞ ﾅｵﾌﾞﾐ

1543 一般女子（40歳代） 6086 2:02:09 村田 佐恵子 ﾑﾗﾀ ｻｴｺ ＰＳ多摩川ＧＲ

1544 一般女子（40歳代） 6078 2:02:11 中里 嘉代 ﾅｶｻﾄ ｶﾖ

1545 一般男子（60歳代以上） 4176 2:02:16 百瀩 哲 ﾓﾓｾ ｻﾄﾙ

1547 一般男子（40歳代） 2274 2:02:18 玉井 裕介 ﾀﾏｲ ﾕｳｽｹ ランメイト

1548 一般男子（50歳代） 3232 2:02:18 内田 宗宏 ｳﾁﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ 童友社

1546 一般女子（50歳代） 7055 2:02:18 上国料 あや子 ｶﾐｺｸﾘｮｳ ｱﾔｺ

1549 一般女子（60歳代以上） 8003 2:02:19 岡野 悦子 ｵｶﾉ ｴﾂｺ ｅｍｉｙｓ

1550 一般男子（50歳代） 3075 2:02:19 小田 清 ｵﾀﾞ ｷﾖｼ 高橋組久喜支店

1552 一般女子（50歳代） 7064 2:02:20 森山 桂子 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺ アテナ陸上部

1551 一般男子（50歳代） 3287 2:02:20 大迫 博之 ｵｵｻｺ ﾋﾛﾕｷ

1553 一般女子（60歳代以上） 8013 2:02:21 小泉 孝子 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶｺ ポポロＡＣ

1554 一般男子（40歳代） 2607 2:02:22 朝戸 健太郎 ｱｻﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

1557 一般男子（高校生・39歳以下） 1573 2:02:23 河合 隼人 ｶﾜｲ ﾊﾔﾄ 久喜市立栢間小

1555 一般男子（50歳代） 3226 2:02:23 師岡 明人 ﾓﾛｵｶ ｱｷﾋﾄ

1556 一般女子（40歳代） 6099 2:02:23 舞田 恭子 ﾏｲﾀﾞ ｷｮｳｺ

1558 一般女子（40歳代） 6089 2:02:24 泉 真由美 ｲｽﾞﾐ ﾏﾕﾐ 在宅クリニック

1559 一般男子（50歳代） 3138 2:02:24 青木 淳之 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 白岡アルディ

1560 一般男子（60歳代以上） 4042 2:02:26 岡野 三樹雄 ｵｶﾉ ﾐｷｵ ｅｍｉｙｓ

1561 一般男子（50歳代） 3286 2:02:28 筧 实好 ｶｹﾋ ﾐﾖｼ 地下鉄

1562 一般男子（高校生・39歳以下） 1024 2:02:29 田中 秀和 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ランナーズハイ

1563 一般男子（60歳代以上） 4153 2:02:31 堀内 恭吾 ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳｺﾞ

1564 一般男子（40歳代） 2013 2:02:32 村上 毅 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ ＫＪＣ

1565 一般男子（高校生・39歳以下） 1143 2:02:33 中村 实孝 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ 江面第一小学校

1567 一般女子（高校生・39歳以下） 5053 2:02:36 佐藤 春奈 ｻﾄｳ ﾊﾙﾅ 白岡ＲＣ

1566 一般男子（40歳代） 2162 2:02:36 鈴木 英明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 白岡ＲＣ

1568 一般男子（50歳代） 3090 2:02:37 田口 康正 ﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾏｻ ランメイツ

1569 一般男子（50歳代） 3148 2:02:39 中村 信夫 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ この指とまれ

1570 一般男子（60歳代以上） 4244 2:02:40 小林　美英 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ

1572 一般男子（60歳代以上） 4241 2:02:41 篠崎　優 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾙ

1571 一般男子（40歳代） 2698 2:02:41 星野 卓広 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

1573 一般男子（40歳代） 2170 2:02:42 高畠 道広 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ

1574 一般女子（高校生・39歳以下） 5178 2:02:46 髙山　順子 ﾀｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ

1576 一般女子（40歳代） 6115 2:02:49 小河原 麻子 ｵｶﾞﾜﾗ ｱｻｺ ガチ変倶楽部

1575 一般女子（40歳代） 6088 2:02:49 石井 史恵 ｲｼｲ ﾌﾐｴ

1577 一般男子（40歳代） 2178 2:02:50 今崎 孝則 ｲﾏｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 健走会虹音

1578 一般男子（40歳代） 2171 2:02:50 黒木 竜 ｸﾛｷ ﾘｮｳ 日本交通

1579 一般女子（60歳代以上） 8018 2:02:51 和田 智恵子 ﾜﾀﾞ ﾁｴｺ

1580 一般男子（40歳代） 2669 2:02:52 神田 裕孝 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ

1581 一般女子（40歳代） 6093 2:02:53 古山 一美 ﾌﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 二木ゴルフ

1582 一般男子（50歳代） 3233 2:02:54 小泉 肇 ｺｲｽﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ アルコール中学

1583 一般男子（高校生・39歳以下） 1672 2:02:56 柿沼 雅人 ｶｷﾇﾏ ﾏｻﾄ

1584 一般男子（40歳代） 2796 2:02:56 福田 慎次 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

1585 一般男子（40歳代） 2200 2:02:58 紙山 周三 ｶﾐﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ

1586 一般女子（高校生・39歳以下） 5036 2:02:59 東浦 仁美 ﾋｶﾞｼｳﾗ ﾋﾄﾐ なし

1587 一般男子（高校生・39歳以下） 1847 2:03:03 本多 亮史 ﾎﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾄ

1588 一般女子（高校生・39歳以下） 5166 2:03:07 堤 久美子 ﾂﾂﾐ ｸﾐｺ ＲＵＮＳ

1589 一般男子（高校生・39歳以下） 1220 2:03:09 武井 紀博 ﾀｹｲ ﾉﾘﾋﾛ 酢だこ愛好会



1590 一般男子（高校生・39歳以下） 1166 2:03:12 宮本 和明 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 無所属

1591 一般男子（40歳代） 2479 2:03:15 松谷 一成 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾅﾘ

1592 一般男子（60歳代以上） 4294 2:03:19 金古　富士夫 ｶﾈｺ ﾌｼﾞｵ 金古工務店

1594 一般男子（60歳代以上） 4162 2:03:20 蒔田 勲 ﾏｷﾀ ｲｻｵ

1593 一般男子（40歳代） 2678 2:03:20 大橋 智幸 ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾕｷ

1595 一般男子（40歳代） 2290 2:03:21 横田 彰 ﾖｺﾀ ｱｷﾗ

1596 一般男子（60歳代以上） 4045 2:03:22 宮道 壽一 ﾐﾔﾐﾁ ｼﾞｭｲﾁ 空

1597 一般女子（高校生・39歳以下） 5026 2:03:23 柴崎 友美 ｼﾊﾞｻｷ ﾄﾓﾐ TBS

1598 一般男子（高校生・39歳以下） 1309 2:03:26 鶴見 祐輔 ﾂﾙﾐ ﾕｳｽｹ

1599 一般男子（40歳代） 2463 2:03:34 斉藤 雅春 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾊﾙ

1600 一般男子（40歳代） 2062 2:03:35 中村 智和 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ ドンキーズ

1601 一般男子（50歳代） 3039 2:03:36 益子 篤行 ﾏｽｺ ｱﾂﾕｷ 春日部高教員

1602 一般男子（50歳代） 3511 2:03:37 实川 勉 ｼﾞﾂｶﾜ ﾂﾄﾑ ヤマハ

1603 一般男子（高校生・39歳以下） 1737 2:03:38 大澤 亮祐 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳｽｹ

1604 一般男子（60歳代以上） 4185 2:03:42 加藤 秀雄 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ

1605 一般男子（40歳代） 2244 2:03:43 猪瀩 康二 ｲﾉｾ ｺｳｼﾞ

1606 一般男子（高校生・39歳以下） 1130 2:03:45 松田 翔悟 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ YouTuber

1607 一般男子（60歳代以上） 4006 2:03:46 田沼 広 ﾀﾇﾏ ﾋﾛｼ しくじり人生　白岡

1608 一般男子（60歳代以上） 4298 2:03:47 山岸　聡 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ

1609 一般女子（50歳代） 7060 2:03:48 蓑口 和美 ﾐﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ Ｂｕｃｋｙ＇ｓ

1610 一般男子（高校生・39歳以下） 1471 2:03:49 井田 直孝 ｲﾀﾞ ﾅｵﾀｶ

1611 一般男子（60歳代以上） 4226 2:03:50 上岡 照雄 ｶﾐｵｶ ﾃﾙｵ ＫＤＤＩ

1612 一般男子（50歳代） 3222 2:03:51 泉 豊勝 ｲｽﾞﾐ ﾄﾖｶﾂ

1614 一般男子（高校生・39歳以下） 1095 2:03:52 関根 宏教 ｾｷﾈ ﾋﾛﾉﾘ 関根接骨院

1613 一般男子（50歳代） 3083 2:03:52 杉崎 恒夫 ｽｷﾞｻｷ ﾂﾈｵ

1615 一般男子（40歳代） 2310 2:03:53 櫻井 貴之 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ

1616 一般男子（高校生・39歳以下） 1884 2:03:54 辻村 秀樹 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 大人倶楽部

1617 一般男子（高校生・39歳以下） 1514 2:03:56 佐藤 忠義 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾖｼ

1618 一般男子（40歳代） 2329 2:03:57 出口 博 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ ＨＩＰＰＯ－Ａ

1619 一般男子（40歳代） 2343 2:03:58 金子 雅巳 ｶﾈｺ ﾏｻﾐ

1620 一般男子（50歳代） 3449 2:03:59 中村 成輝 ﾅｶﾑﾗ ｾｲｷ ＵＡＣＪ小山

1621 一般男子（40歳代） 2173 2:04:00 小出 和輝 ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾃﾙ チ－ム石川大輔

1622 一般男子（40歳代） 2281 2:04:04 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 鈴木智之ＬＯ

1623 一般男子（40歳代） 2519 2:04:05 島田 浩一 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1624 一般男子（40歳代） 2181 2:04:06 林 幸慶 ﾊﾔｼ ﾕｷﾉﾘ

1625 一般男子（高校生・39歳以下） 1650 2:04:08 蒔苗 太一 ﾏｶﾅｴ ﾀｲﾁ

1626 一般男子（50歳代） 3509 2:04:09 高橋 衛 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ

1627 一般男子（50歳代） 3370 2:04:11 山崎 時弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｷﾋﾛ フロム川越

1628 一般男子（50歳代） 3262 2:04:14 亀井 昇 ｶﾒｲ ﾉﾎﾞﾙ 一和ランナーズ

1629 一般男子（40歳代） 2503 2:04:14 知久 和広 ﾁｷｭｳ ｶｽﾞﾋﾛ 日本信号

1630 一般女子（50歳代） 7013 2:04:15 森満 綾子 ﾓﾘﾐﾂ ｱﾔｺ

1631 一般男子（40歳代） 2727 2:04:17 中本 淳 ﾅｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 日本ＫＦＣＨ

1632 一般女子（40歳代） 6077 2:04:17 渡邉 美香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ 明走會ＪＰＮ

1633 一般男子（高校生・39歳以下） 1271 2:04:22 赤川 智耶 ｱｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ

1634 一般男子（40歳代） 2446 2:04:25 有山 隆利 ｱﾘﾔﾏ ﾀｶﾄｼ メタボごっこ

1635 一般男子（50歳代） 3216 2:04:27 松浦 伸一 ﾏﾂｳﾗ ｼﾝｲﾁ 吉川松ちゃんず

1637 一般男子（50歳代） 3111 2:04:28 金丸 民義 ｶﾈﾏﾙ ﾀﾐﾖｼ ファンライド

1636 一般女子（50歳代） 7086 2:04:28 鈴木　潤子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ

1638 一般女子（40歳代） 6072 2:04:29 高垣 純子 ﾀｶｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ

1639 一般男子（40歳代） 2007 2:04:31 吉田 光良 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ ANTxBEE

1640 一般男子（高校生・39歳以下） 1032 2:04:32 折原 優希 ｵﾘﾊﾗ ﾕｳｷ 昌平高校

1641 一般女子（50歳代） 7024 2:04:35 藤井 美恵子 ﾌｼﾞｲ ﾐｴｺ

1642 一般男子（高校生・39歳以下） 1631 2:04:37 宮西 優樹 ﾐﾔﾆｼ ﾕｳｷ

1644 一般男子（60歳代以上） 4073 2:04:39 鎌田 正晴 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ テスコ

1643 一般男子（40歳代） 2347 2:04:39 根岸 潤一 ﾈｷﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1645 一般女子（40歳代） 6066 2:04:40 竹中 園恵 ﾀｹﾅｶ ｿﾉｴ ＳＫＹＳＫＹ

1646 一般男子（50歳代） 3448 2:04:43 岩井 隆 ｲﾜｲ ﾀｶｼ 足利市社協

1648 一般男子（60歳代以上） 4090 2:04:45 今井 盾之 ｲﾏｲ ﾀﾃﾕｷ

1647 一般男子（40歳代） 2692 2:04:45 松村 宜久 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾋｻ



1651 一般男子（60歳代以上） 4033 2:04:51 山下 孝芳 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾖｼ なし

1650 一般男子（50歳代） 3079 2:04:51 瀩尾 俊哉 ｾｵ ﾄｼﾔ

1649 一般男子（高校生・39歳以下） 1371 2:04:51 前原 純 ﾏｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

1652 一般男子（40歳代） 2797 2:04:52 砂川 正幸 ｽﾅｶﾜ ﾏｻﾕｷ

1653 一般男子（40歳代） 2413 2:04:53 中村 芳浩 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

1655 一般男子（高校生・39歳以下） 1425 2:04:56 柳 賢次 ﾔﾅｷﾞ ｹﾝｼﾞ 三協工業

1654 一般男子（高校生・39歳以下） 1801 2:04:56 貴田 清典 ｷﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ

1656 一般男子（50歳代） 3385 2:04:58 竹内 督晃 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ

1657 一般男子（50歳代） 3055 2:05:00 小竹 勲 ｺﾀｹ ｲｻｵ いりなか走友会

1658 一般男子（50歳代） 3008 2:05:00 酒井 正彦 ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ 俊正会

1659 一般男子（高校生・39歳以下） 1072 2:05:00 吉田 航平 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾍｲ 無所属

1660 一般男子（50歳代） 3295 2:05:04 中野 丈明 ﾅｶﾉ ﾀｹｱｷ

1662 一般男子（40歳代） 2056 2:05:07 荒井 宏幸 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 上尾元気愛走会

1661 一般女子（40歳代） 6109 2:05:07 野澤 寿江 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼｴ

1664 一般男子（高校生・39歳以下） 1405 2:05:08 白取 真太郎 ｼﾗﾄﾘ ｼﾝﾀﾛｳ ＫＩＳＳＥＩ

1665 一般男子（高校生・39歳以下） 1444 2:05:08 兼行 洋治 ｶﾈﾕｷ ﾋﾛﾊﾙ 新久喜総合病院

1663 一般男子（60歳代以上） 4259 2:05:08 土屋　信男 ﾂﾁﾔ ﾉﾌﾞｵ

1667 一般女子（60歳代以上） 8035 2:05:09 山﨑　みつ江 ﾔﾏｻｷ ﾐﾂｴ

1666 一般女子（高校生・39歳以下） 5125 2:05:09 新田 裕香 ﾆｯﾀ ﾕｶ

1669 一般男子（60歳代以上） 4103 2:05:10 金井 輝充 ｶﾅｲ ﾃﾙﾐﾂ

1668 一般男子（40歳代） 2131 2:05:10 鈴木 純一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1670 一般男子（高校生・39歳以下） 1007 2:05:11 関根 秀晃 ｾｷﾈ ﾋﾃﾞｱｷ ランナーズハイ

1671 一般男子（高校生・39歳以下） 1018 2:05:11 濱田 直樹 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 会社員

1672 一般男子（高校生・39歳以下） 1023 2:05:12 保科 信介 ﾎｼﾅ ｼﾝｽｹ ランナーズハイ

1673 一般男子（40歳代） 2169 2:05:13 百武 正嗣 ﾋｬｸﾀｹ ﾏｻﾂｸﾞ 七里ホーム

1674 一般男子（高校生・39歳以下） 1057 2:05:16 植田 真行 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 獨協大学

1675 一般男子（高校生・39歳以下） 1752 2:05:18 畑中 直 ﾊﾀﾅｶ ﾅｵ

1676 一般女子（40歳代） 6117 2:05:20 高橋 和美 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ

1677 一般男子（高校生・39歳以下） 1834 2:05:22 江川 優 ｴｶﾞﾜ ﾕﾀｶ えがちゃぴん

1678 一般男子（高校生・39歳以下） 1827 2:05:27 乙倉 陽平 ｵﾄｸﾗ ﾖｳﾍｲ

1679 一般男子（40歳代） 2793 2:05:29 渡邉 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松木会

1680 一般男子（高校生・39歳以下） 1762 2:05:32 巻島 大樹 ﾏｷｼﾏ ﾀﾞｲｷ

1681 一般男子（50歳代） 3127 2:05:34 中村 彰宏 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ アキランメイツ

1682 一般男子（高校生・39歳以下） 1051 2:05:35 山王堂 真也 ｻﾝﾉｳﾄﾞｳ ｼﾝﾔ チームさんちゃん

1683 一般男子（50歳代） 3006 2:05:35 園部 茂雄 ｿﾉﾍﾞ ｼｹﾞｵ 久喜市議会

1686 一般男子（50歳代） 3433 2:05:38 柿沼 正志 ｶｷﾇﾏ ﾏｻｼ 三桜工業

1684 一般男子（40歳代） 2299 2:05:38 岡村 靖路 ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼﾞ

1685 一般男子（60歳代以上） 4163 2:05:38 新井 孝明 ｱﾗｲ ﾀｶｱｷ

1688 一般男子（高校生・39歳以下） 1458 2:05:39 菊地 繁靖 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾔｽ メタボごっこ

1687 一般男子（40歳代） 2461 2:05:39 松崎 友紀 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ

1689 一般男子（50歳代） 3223 2:05:40 野村 直行 ﾉﾑﾗ ﾅｵﾕｷ ＳＨＲＵＮ

1690 一般男子（40歳代） 2201 2:05:42 岡野 誠 ｵｶﾉ ﾏｺﾄ

1691 一般男子（60歳代以上） 4192 2:05:43 兼目 忍 ｹﾝﾓｸ ｼﾉﾌﾞ ハーフ２００α

1692 一般女子（40歳代） 6049 2:05:44 善林 亜希子 ｾﾞﾝﾊﾞﾔｼ ｱｷｺ

1693 一般男子（高校生・39歳以下） 1661 2:05:47 小木 学 ｵｷﾞ ﾏﾅﾌﾞ

1694 一般男子（40歳代） 2464 2:05:49 榊原 健 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝ

1695 一般男子（50歳代） 3106 2:05:51 立松 幹康 ﾀﾃﾏﾂ ﾐｷﾔｽ 日本通信紙

1696 一般男子（60歳代以上） 4173 2:05:52 山田 薫 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙ

1697 一般男子（高校生・39歳以下） 1578 2:05:53 谷保 潤一 ﾀﾆﾔｽ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1698 一般男子（高校生・39歳以下） 1292 2:05:54 桐林 克臣 ｷﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾂｵﾐ

1699 一般女子（50歳代） 7079 2:05:56 石井 啓子 ｲｼｲ ｹｲｺ 思川桜組

1700 一般男子（60歳代以上） 4115 2:05:57 福島 祐一 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｲﾁ 福島クリニック

1701 一般男子（60歳代以上） 4246 2:05:58 斉藤　竹男 ｻｲﾄｳ ﾀｹｵ

1702 一般女子（高校生・39歳以下） 5048 2:06:00 谷 明日美 ﾀﾆ ｱｽﾐ

1703 一般男子（高校生・39歳以下） 1259 2:06:01 清水 弘之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

1704 一般男子（40歳代） 2334 2:06:02 塩田 知之 ｼｵﾀ ﾄﾓﾕｷ

1705 一般男子（40歳代） 2604 2:06:05 白崎 俊之 ｼﾗｻｷ ﾄｼﾕｷ

1706 一般女子（高校生・39歳以下） 5131 2:06:05 平田 幸子 ﾋﾗﾀ ｻﾁｺ

1707 一般女子（40歳代） 6063 2:06:06 門脇 令子 ｶﾄﾞﾜｷ ﾚｲｺ ＮＥＳ－ＲＵＮ



1708 一般男子（50歳代） 3494 2:06:06 单谷 鉄二 ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾃﾂｼﾞ 坂東遠足巡礼会

1709 一般女子（高校生・39歳以下） 5047 2:06:07 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

1710 一般男子（40歳代） 2671 2:06:11 神田 信二 ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 生活係

1711 一般男子（60歳代以上） 4201 2:06:14 石丸 健二 ｲｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 明走會

1712 一般男子（50歳代） 3074 2:06:17 国信 为馬 ｸﾆﾉﾌﾞ ｶｽﾞﾏ

1713 一般男子（高校生・39歳以下） 1110 2:06:19 岡 祐希 ｵｶ ﾕｳｷ 武井組

1714 一般女子（高校生・39歳以下） 5136 2:06:20 二宮 末梨絵 ﾆﾉﾐﾔ ﾏﾘｴ

1715 一般男子（40歳代） 2435 2:06:21 秋山 勝己 ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾐ

1716 一般男子（50歳代） 3192 2:06:21 水野 勝己 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾐ

1717 一般男子（50歳代） 3535 2:06:24 友政　哲 ﾄﾓﾏｻ ｻﾄｼ

1718 一般女子（60歳代以上） 8028 2:06:28 高橋　英子 ﾀｶﾊｼ ｴｲｺ

1719 一般男子（40歳代） 2689 2:06:29 榎本 大輔 ｴﾉﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ セイキ販売

1720 一般男子（60歳代以上） 4133 2:06:30 大崎 直紀 ｵｵｻｷ ﾅｵｷ

1721 一般男子（40歳代） 2506 2:06:32 馬庭 仁 ﾏﾆﾜ ﾋﾄｼ

1722 一般男子（40歳代） 2545 2:06:34 佐田 竜一 ｻﾀ ﾘｭｳｲﾁ チームジオン

1723 一般男子（50歳代） 3243 2:06:36 須永 正己 ｽﾅｶﾞ ﾏｻﾐ

1724 一般男子（40歳代） 2453 2:06:37 稲田 俊司 ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 佐原信用金庫

1726 一般男子（50歳代） 3491 2:06:38 橋本 祐司 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ アキランメイツ

1727 一般男子（高校生・39歳以下） 1004 2:06:38 原田 泰隆 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 獨協大学

1725 一般男子（50歳代） 3160 2:06:38 近藤 聡司 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

1728 一般女子（50歳代） 7048 2:06:40 須永 孝子 ｽﾅｶﾞ ﾀｶｺ のらちゃんず

1729 一般男子（高校生・39歳以下） 1096 2:06:40 黒田 浩太郎 ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 早稲田大学大学院

1730 一般男子（高校生・39歳以下） 1080 2:06:41 本多 金之輔 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾝﾉｽｹ 越谷北高校

1731 一般男子（40歳代） 2485 2:06:42 前田 貴宏 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ さや姉命

1732 一般女子（高校生・39歳以下） 5093 2:06:44 森田 恵美子 ﾓﾘﾀ ｴﾐｺ リリィ

1733 一般女子（40歳代） 6003 2:06:44 田之頭 房子 ﾀﾉｶｼﾗ ﾌｻｺ 会社員

1734 一般男子（40歳代） 2827 2:06:47 児玉　二郎 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞﾛｳ

1735 一般男子（60歳代以上） 4092 2:06:51 横井 守 ﾖｺｲ ﾏﾓﾙ 春日部内牧

1736 一般男子（高校生・39歳以下） 1523 2:06:53 菅野 さく郎 ｶﾝﾉ ｻｸﾛｳ 日本文教出版

1737 一般男子（40歳代） 2408 2:06:54 佐竹 公仁 ｻﾀｹ ｷﾐﾋﾄ ＡＶＲＣ埼玉

1738 一般女子（高校生・39歳以下） 5034 2:06:54 長谷川 舞音 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｵ TRIPLE ACE

1739 一般男子（40歳代） 2292 2:06:54 高桑 純一 ﾀｶｸﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 銀行

1741 一般男子（40歳代） 2818 2:06:55 井上　周二 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ

1740 一般男子（40歳代） 2492 2:06:55 山口 明 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

1742 一般男子（50歳代） 3360 2:06:57 水谷 太 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾄｼ 清原住電

1743 一般男子（40歳代） 2275 2:06:58 吉村 直紀 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ

1744 一般男子（50歳代） 3097 2:06:59 鈴木 繁 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ

1745 一般女子（60歳代以上） 8029 2:07:02 天渡　祥子 ﾃﾝﾄ ﾖｼｺ

1747 一般男子（50歳代） 3530 2:07:04 長谷川　圭三 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｿﾞｳ 会社員

1746 一般女子（40歳代） 6095 2:07:04 小島 佐江子 ｺｼﾞﾏ ｻｴｺ

1748 一般男子（高校生・39歳以下） 1781 2:07:08 加藤 翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ

1750 一般女子（高校生・39歳以下） 5138 2:07:09 木村 真季 ｷﾑﾗ ﾏｷ

1749 一般男子（高校生・39歳以下） 1660 2:07:09 木村 隆寛 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ

1752 一般男子（50歳代） 3290 2:07:10 武井 正美 ﾀｹｲ ﾏｻﾐ

1751 一般男子（高校生・39歳以下） 1835 2:07:10 本間 洋介 ﾎﾝﾏ ﾖｳｽｹ

1753 一般男子（高校生・39歳以下） 1746 2:07:11 成田 一大 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 加須水深消防団

1754 一般男子（60歳代以上） 4314 2:07:13 五十嵐　義行 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾕｷ

1756 一般女子（60歳代以上） 8024 2:07:16 山下 福子 ﾔﾏｼﾀ ﾌｸｺ

1755 一般男子（40歳代） 2174 2:07:16 千吉良 孝一 ﾁｷﾞﾗ ｺｳｲﾁ

1757 一般男子（高校生・39歳以下） 1211 2:07:17 長谷川 瑞紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 浦和整形

1758 一般男子（高校生・39歳以下） 1138 2:07:17 斎藤 勇人 ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 会社員

1759 一般男子（高校生・39歳以下） 1164 2:07:18 佐々木 孝太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 会社員

1761 一般男子（50歳代） 3010 2:07:19 梅原 宏幸 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ FC桜田

1760 一般男子（高校生・39歳以下） 1760 2:07:19 宇佐美 英治 ｳｻﾐ ｴｲｼﾞ

1762 一般女子（40歳代） 6016 2:07:21 笠倉 智春 ｶｻｸﾗ ﾁﾊﾙ ぶーちゃんち

1763 一般男子（高校生・39歳以下） 1472 2:07:22 奥 祐児 ｵｸ ﾕｳｼﾞ

1764 一般男子（高校生・39歳以下） 1128 2:07:24 田嶋 真也 ﾀｼﾞﾏ ｼﾝﾔ TRIPLE ACE

1765 一般男子（高校生・39歳以下） 1503 2:07:25 渡邉 康平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ

1766 一般男子（50歳代） 3171 2:07:28 播摩 章 ﾊﾘﾏ ｱｷﾗ



1767 一般男子（高校生・39歳以下） 1380 2:07:29 森 崇広 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 新久喜総合病院

1769 一般男子（40歳代） 2620 2:07:30 鈴木 浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 株式会社フェス

1768 一般男子（高校生・39歳以下） 1601 2:07:30 宮下 太陽 ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾖｳ

1770 一般男子（40歳代） 2833 2:07:31 田畑　泰則 ﾀﾊﾞﾀ ﾔｽﾉﾘ

1771 一般女子（40歳代） 6069 2:07:31 國信 朊子 ｸﾆﾉﾌﾞ ﾄﾓｺ

1772 一般男子（50歳代） 3058 2:07:34 辻 文夫 ﾂｼﾞ ﾌﾐｵ ひでちゃんず

1773 一般女子（40歳代） 6034 2:07:35 渡辺 志保子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾎｺ

1774 一般男子（高校生・39歳以下） 1151 2:07:37 加藤 英明 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 久喜市立小林小学校

1775 一般男子（50歳代） 3392 2:07:39 船水 一成 ﾌﾅﾐｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

1776 一般男子（高校生・39歳以下） 1046 2:07:45 石川 航 ｲｼｶﾜ ﾜﾀﾙ jrei

1777 一般男子（50歳代） 3236 2:07:45 山本 直人 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ 住友重機械

1779 一般男子（高校生・39歳以下） 1108 2:07:46 蓮見 寛人 ﾊｽﾐ ﾋﾛﾄ NBI

1778 一般男子（60歳代以上） 4161 2:07:46 佐藤 直寿 ｻﾄｳ ﾅｵﾄｼ

1781 一般女子（50歳代） 7063 2:07:48 若松 由紀子 ﾜｶﾏﾂ ﾕｷｺ

1780 一般男子（高校生・39歳以下） 1327 2:07:48 渡辺 正 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ

1783 一般女子（高校生・39歳以下） 5055 2:07:50 小西 美香 ｺﾆｼ ﾐｶ ＢＯＷＨＯＪＩ

1782 一般男子（60歳代以上） 4268 2:07:50 新井　勝彦 ｱﾗｲ ｶﾂﾋｺ

1784 一般男子（40歳代） 2075 2:07:51 長谷川 哲生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂｵ なし

1785 一般男子（60歳代以上） 4088 2:07:52 引間 貞章 ﾋｷﾏ ｻﾀﾞｱｷ

1786 一般男子（40歳代） 2110 2:07:53 藤本 健 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝ 久喜市役所

1787 一般男子（高校生・39歳以下） 1779 2:07:57 田口 直樹 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ

1789 一般女子（40歳代） 6122 2:07:59 磯村 美佐子 ｲｿﾑﾗ ﾐｻｺ アキランメイツ

1788 一般男子（高校生・39歳以下） 1875 2:07:59 菊池　武徳 ｷｸﾁ ﾀｹﾉﾘ

1790 一般男子（高校生・39歳以下） 1378 2:08:00 田中 翼 ﾀﾅｶ ﾂﾊﾞｻ

1792 一般男子（60歳代以上） 4024 2:08:01 野崎 祥一 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 昱株式会社

1791 一般女子（60歳代以上） 8025 2:08:01 浅見 美知恵 ｱｻﾐ ﾐﾁｴ

1796 一般男子（高校生・39歳以下） 1153 2:08:02 船田 雄一 ﾌﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 無し

1795 一般女子（50歳代） 7080 2:08:02 加藤 稔子 ｶﾄｳ ﾄｼｺ

1794 一般女子（40歳代） 6140 2:08:02 佐藤 由貴 ｻﾄｳ ﾕｷ

1793 一般男子（40歳代） 2218 2:08:02 若林 弘幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

1798 一般女子（40歳代） 6142 2:08:03 近江 孝子 ｵｵﾐ ﾓﾄｺ

1797 一般男子（高校生・39歳以下） 1279 2:08:03 瀩下 真史 ｾｼﾓ ﾏｻﾌﾐ

1799 一般男子（高校生・39歳以下） 1160 2:08:05 松崎 翔吾 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 須賀工業㈱

1800 一般男子（50歳代） 3545 2:08:05 山本　茂貴 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ 母ちゃん元気で！

1801 一般男子（40歳代） 2004 2:08:06 矢野 修 ﾔﾉ ｵｻﾑ 無し

1802 一般女子（60歳代以上） 8015 2:08:07 加藤 洋子 ｶﾄｳ ﾖｳｺ

1803 一般男子（50歳代） 3285 2:08:08 中村 玄二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ

1804 一般男子（高校生・39歳以下） 1003 2:08:09 古西 隆一 ｺﾆｼ ﾘｭｳｲﾁ AC we Run

1805 一般女子（40歳代） 6150 2:08:11 新井　早苗 ｱﾗｲ ｻﾅｴ なんちゃってRun

1806 一般男子（40歳代） 2805 2:08:12 鈴木　正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ みやまクラブ

1807 一般男子（高校生・39歳以下） 1780 2:08:14 坂本 晴彦 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ

1808 一般女子（50歳代） 7038 2:08:15 木村 由美子 ｷﾑﾗ ﾕﾐｺ 明走會

1809 一般男子（50歳代） 3504 2:08:18 越前 千尋 ｴﾁｾﾞﾝ ﾁﾋﾛ 日本郵便

1812 一般男子（高校生・39歳以下） 1839 2:08:20 猪瀩 政貴 ｲﾉｾ ﾏｻﾀｶ 松木会

1810 一般女子（高校生・39歳以下） 5172 2:08:20 古庄 美穂 ﾌﾙｼｮｳ ﾐﾎ

1811 一般女子（高校生・39歳以下） 5161 2:08:20 湯田 晴佳 ﾕﾀﾞ ﾊﾙｶ

1813 一般男子（50歳代） 3091 2:08:25 大和田 洋一 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｲﾁ インヴァネス

1814 一般男子（50歳代） 3240 2:08:26 山本 達也 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ

1815 一般男子（60歳代以上） 4213 2:08:26 川上 和宏 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ

1816 一般男子（40歳代） 2229 2:08:27 佐川 富夫 ｻｶﾞﾜ ﾄﾐｵ ＳＭＣ

1818 一般男子（50歳代） 3107 2:08:27 堀池 健 ﾎﾘｲｹ ﾀｹｼ ＳＭＣ

1817 一般男子（40歳代） 2252 2:08:27 蓮沼 久幸 ﾊｽﾇﾏ ﾋｻﾕｷ ＳＭＣ

1819 一般男子（60歳代以上） 4022 2:08:31 西中 正利 ﾆｼﾅｶ ﾏｻﾄｼ 無職

1820 一般男子（高校生・39歳以下） 1120 2:08:32 折原 剛 ｵﾘﾊﾗ ﾀｹｼ ホシザキ北関東

1821 一般男子（40歳代） 2390 2:08:34 宮田 顕弘 ﾐﾔﾀ ｱｷﾋﾛ さくら＆すみれ

1822 一般男子（50歳代） 3057 2:08:36 関口 正夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻｵ

1824 一般女子（40歳代） 6114 2:08:38 森田 裕子 ﾓﾘﾀ ﾕｳｺ

1823 一般男子（40歳代） 2709 2:08:38 福島 庸守 ﾌｸｼﾏ ﾂﾈﾓﾘ

1825 一般男子（50歳代） 3017 2:08:41 石川 勝利 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ jrei



1826 一般女子（50歳代） 7010 2:08:41 稲垣 光枝 ｲﾅｶﾞｷ ﾐﾂｴ パート为婦

1828 一般男子（40歳代） 2472 2:08:42 待島 勝行 ﾏﾁｼﾏ ｶﾂﾕｷ ファイザー

1829 一般男子（高校生・39歳以下） 1187 2:08:42 竹内 祥希 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｷ 江面第一小学校

1827 一般男子（高校生・39歳以下） 1872 2:08:42 細野　健 ﾎｿﾉ ﾀｹｼ

1831 一般女子（高校生・39歳以下） 5179 2:08:43 須藤　花 ｽﾄﾞｳ ﾊﾅ

1830 一般男子（40歳代） 2704 2:08:43 石通 英幸 ｲｼｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

1832 一般女子（高校生・39歳以下） 5132 2:08:43 千葉 京子 ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ

1834 一般男子（高校生・39歳以下） 1140 2:08:45 藤田 郎成 ﾌｼﾞﾀ ｱｷﾅﾘ 会社員

1833 一般男子（60歳代以上） 4134 2:08:45 岡田 幸作 ｵｶﾀﾞ ｺｳｻｸ

1835 一般男子（50歳代） 3271 2:08:46 山岸 智 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ

1836 一般男子（高校生・39歳以下） 1459 2:08:47 水澤 寛 ﾐｽﾞｻﾜ ﾋﾛｼ メタボごっこ

1837 一般女子（40歳代） 6045 2:08:48 岩本 麻美 ｲﾜﾓﾄ ｱｻﾐ チームふたり

1838 一般男子（60歳代以上） 4013 2:08:48 石井 正晴 ｲｼｲ ﾏｻﾊﾙ 無し

1840 一般女子（50歳代） 7007 2:08:49 荻山 明美 ｵｷﾞﾔﾏ ｱｹﾐ なし

1839 一般女子（50歳代） 7042 2:08:49 三次 晃子 ﾐﾂｷﾞ ﾃﾙｺ

1842 一般男子（高校生・39歳以下） 1355 2:08:50 横井 克尚 ﾖｺｲ ｶﾂﾋｻ ＤＥＬＬＥＭＣ

1843 一般男子（50歳代） 3411 2:08:50 遠藤 仁根 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾈ アキランメイツ

1841 一般男子（40歳代） 2421 2:08:50 矢作 透 ﾔﾊｷﾞ ﾄｵﾙ

1844 一般男子（60歳代以上） 4169 2:08:51 中村 敏美 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾐ

1846 一般男子（高校生・39歳以下） 1648 2:08:53 神原 真周 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾏｼｭｳ 全農物流

1845 一般女子（50歳代） 7078 2:08:53 坂本 祐子 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｺ

1848 一般男子（40歳代） 2081 2:08:54 石川 竜二 ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 星和電機

1847 一般男子（60歳代以上） 4217 2:08:54 岡田 清典 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ

1849 一般男子（高校生・39歳以下） 1583 2:08:55 山本 力 ﾔﾏﾓﾄ ﾁｶﾗ 新井病院

1850 一般女子（40歳代） 6070 2:08:55 永島 敦子 ﾅｶﾞｼﾏ ｱﾂｺ 明走會

1851 一般男子（40歳代） 2104 2:09:01 安田 恵一 ﾔｽﾀﾞ ｹｲｲﾁ ビールがぶが部

1852 一般男子（40歳代） 2016 2:09:02 井踏 一紀 ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ ティップネス久喜

1853 一般男子（高校生・39歳以下） 1328 2:09:08 佐々木 昴 ｻｻｷ ｽﾊﾞﾙ

1854 一般男子（50歳代） 3034 2:09:09 山本 高廣 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 株式会社ワコム

1855 一般男子（50歳代） 3341 2:09:13 赤塚 幸重 ｱｶﾂｶ ﾕｷｼｹﾞ

1856 一般男子（40歳代） 2135 2:09:21 古塩 英之 ｺｼｵ ﾋﾃﾞﾕｷ

1857 一般女子（40歳代） 6020 2:09:24 星野 里美 ﾎｼﾉ ｻﾄﾐ 川口市

1858 一般男子（60歳代以上） 4048 2:09:26 坂巻 良夫 ｻｶﾏｷ ﾖｼｵ やよい

1859 一般男子（40歳代） 2749 2:09:28 大崎 弘吉 ｵｵｻｷ ﾋﾛﾖｼ ＡＫＡＮＥ

1861 一般男子（40歳代） 2072 2:09:29 木村 隆哉 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ ボーイスカウト久喜１３団

1862 一般男子（高校生・39歳以下） 1030 2:09:29 村上 猛 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹﾙ 橋本総業㈱

1860 一般男子（高校生・39歳以下） 1636 2:09:29 阿久澤 知基 ｱｸｻﾞﾜ ﾄﾓｷ

1863 一般男子（高校生・39歳以下） 1282 2:09:30 高橋 昭太 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 会社員

1864 一般男子（40歳代） 2381 2:09:32 石川 晃 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ

1865 一般男子（40歳代） 2840 2:09:33 栗田 泰昭 ｸﾘﾀ ﾔｽｱｷ あ

1866 一般女子（高校生・39歳以下） 5023 2:09:34 渡辺 佳央里 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｵﾘ なし

1867 一般男子（60歳代以上） 4156 2:09:34 村田 繁 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾙ 富岡走ろう会

1868 一般男子（50歳代） 3384 2:09:38 若林 徹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ

1869 一般男子（50歳代） 3193 2:09:41 吉田 淳一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1870 一般男子（50歳代） 3377 2:09:43 遠山 勉 ﾄｵﾔﾏ ﾂﾄﾑ （税）東武会計

1871 一般女子（50歳代） 7005 2:09:43 藤木 裕子 ﾌｼﾞｷ ﾋﾛｺ 戸塚P&M

1872 一般女子（50歳代） 7006 2:09:44 谷川 智美 ﾀﾆｶﾜ ｻﾄﾐ Bucky’s

1873 一般男子（40歳代） 2424 2:09:45 赤城 努 ｱｶｷﾞ ﾂﾄﾑ

1874 一般男子（50歳代） 3030 2:09:46 武井 達雄 ﾀｹｲ ﾀﾂｵ 株式会社武井組

1876 一般男子（60歳代以上） 4208 2:09:47 相場 孝 ｱｲﾊﾞ ﾀｶｼ ＳＨＩ－ＥＶ

1875 一般女子（40歳代） 6113 2:09:47 森 みゆき ﾓﾘ ﾐﾕｷ

1877 一般男子（50歳代） 3190 2:09:48 茂呂 益彦 ﾓﾛ ﾏｽﾋｺ

1878 一般男子（高校生・39歳以下） 1014 2:09:51 江川 博 ｴｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 栗橋保育園

1879 一般男子（50歳代） 3338 2:09:52 菅野 守 ｶﾝﾉ ﾏﾓﾙ イシクラ

1880 一般男子（高校生・39歳以下） 1165 2:09:53 小嶋 英夫 ｺｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 無所属

1883 一般男子（40歳代） 2511 2:09:55 坂庭 将和 ｻｶﾆﾜ ﾏｻｶｽﾞ ＳＲＣ

1882 一般男子（60歳代以上） 4178 2:09:55 井口 順 ｲｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

1881 一般男子（高校生・39歳以下） 1550 2:09:55 真下 大介 ﾏｼﾓ ﾀﾞｲｽｹ

1884 一般男子（40歳代） 2757 2:09:56 机 忍 ﾂｸｴ ｼﾉﾌﾞ 北菖蒲沼走友会



1885 一般男子（40歳代） 2747 2:09:57 槇島 洋介 ﾏｷｼﾏ ﾖｳｽｹ 大永商事

1886 一般男子（高校生・39歳以下） 1114 2:10:00 土屋 人生 ﾂﾁﾔ ｼﾞﾝｾｲ チームとわたり

1887 一般男子（40歳代） 2764 2:10:01 寒河江 豊 ｻｶﾞｴ ﾕﾀｶ 東中野坂上

1888 一般男子（50歳代） 3430 2:10:05 入江 美明 ｲﾘｴ ﾖｼｱｷ

1890 一般男子（50歳代） 3086 2:10:06 山口 真 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝ 東鷲宮クラブ

1889 一般男子（40歳代） 2305 2:10:06 鹿沼 幸祐 ｶﾇﾏ ｺｳｽｹ

1892 一般男子（高校生・39歳以下） 1182 2:10:07 高久田 直史 ﾀｶｸﾀ ﾅｵｼ 株式会社リコー

1891 一般女子（40歳代） 6103 2:10:07 茂木 佳美 ﾓｷﾞ ﾖｼﾐ

1893 一般男子（高校生・39歳以下） 1025 2:10:08 小林 幸男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ 芝電機㈱

1895 一般男子（40歳代） 2371 2:10:11 重田 修治 ｼｹﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ サンテ

1894 一般男子（40歳代） 2556 2:10:11 池田 裕範 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

1896 一般男子（高校生・39歳以下） 1814 2:10:14 天笠 篤史 ｱﾏｶﾞｻ ｱﾂｼ

1899 一般男子（50歳代） 3498 2:10:15 早武 忠昭 ﾊﾔﾀｹ ﾀﾀﾞｱｷ メルセンＦＭＡ

1897 一般男子（高校生・39歳以下） 1307 2:10:15 山本 真生 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ

1898 一般男子（40歳代） 2675 2:10:15 中村 貴典 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ

1900 一般男子（60歳代以上） 4318 2:10:16 榎本　弘 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ 清水公園ＲＣ

1901 一般男子（40歳代） 2584 2:10:16 高橋 義典 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ 日本信号

1902 一般女子（40歳代） 6130 2:10:18 野口 律子 ﾉｸﾞﾁ ﾘﾂｺ

1903 一般男子（高校生・39歳以下） 1052 2:10:21 杉山 拓也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ （株）資生堂　久喜工場

1904 一般男子（50歳代） 3049 2:10:21 熊田 久徳 ｸﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ マラソン完走Ｃ

1905 一般男子（60歳代以上） 4212 2:10:22 中里 雅光 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾐﾂ

1906 一般男子（40歳代） 2630 2:10:23 渡村 雄一 ﾄﾑﾗ ﾕｳｲﾁ アキランメイツ

1907 一般男子（60歳代以上） 4251 2:10:24 森山　实 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾉﾙ

1908 一般男子（60歳代以上） 4064 2:10:25 国友 淳一 ｸﾆﾄﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ 久喜聖地化Ｐ

1909 一般男子（40歳代） 2633 2:10:25 麻原 忠夫 ｱｻﾊﾗ ﾀﾀﾞｵ 東工大バレー部

1910 一般男子（40歳代） 2225 2:10:26 古山 富一 ｺﾔﾏ ﾋｻｶｽﾞ

1911 一般男子（40歳代） 2836 2:10:28 新井　健治 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ なんちゃってRun

1912 一般男子（40歳代） 2094 2:10:31 大木 寛之 ｵｵｷ ﾋﾛﾕｷ なし

1913 一般男子（50歳代） 3434 2:10:33 小室 博 ｺﾑﾛ ﾋﾛｼ チームスマイル

1916 一般男子（40歳代） 2639 2:10:36 牧野 正 ﾏｷﾉ ﾀﾀﾞｼ 猫が寝転んだ

1914 一般女子（40歳代） 6146 2:10:36 松橋　きみ子 ﾏﾂﾊｼ ｷﾐｺ

1915 一般女子（50歳代） 7057 2:10:36 田中 玲子 ﾀﾅｶ ﾚｲｺ

1917 一般女子（50歳代） 7029 2:10:38 高橋 和代 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾖ ＳＫＹＳＫＹ

1918 一般男子（50歳代） 3191 2:10:38 石橋 勝己 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾂｷ 復職支援班

1919 一般男子（40歳代） 2535 2:10:40 関 勝巳 ｾｷ ｶﾂﾐ ニチベイ

1920 一般男子（40歳代） 2147 2:10:41 稲生 和仁 ｲﾅｵ ｶｽﾞﾋﾄ

1921 一般男子（40歳代） 2546 2:10:47 大金 祥俊 ｵｵｶﾞﾈ ﾖｼﾀｶ

1923 一般男子（40歳代） 2536 2:10:50 石塚 剛 ｲｼﾂﾞｶ ﾂﾖｼ 桜田ドンキーズ

1922 一般男子（高校生・39歳以下） 1765 2:10:50 飯山 卓 ｲｲﾔﾏ ｽｸﾞﾙ

1924 一般男子（40歳代） 2518 2:10:51 土田 修嗣 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1925 一般男子（高校生・39歳以下） 1567 2:10:52 折原 森地 ｵﾘﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

1926 一般男子（高校生・39歳以下） 1418 2:10:53 森朝 文也 ﾓﾘｱｻ ﾌﾐﾔ 仙田ストイク

1927 一般男子（50歳代） 3300 2:10:55 廣田 俊哉 ﾋﾛﾀ ﾄｼﾔ

1928 一般男子（40歳代） 2713 2:10:56 伊藤 敏博 ｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ ライフプラザ

1929 一般女子（40歳代） 6015 2:10:57 片山 紀子 ｶﾀﾔﾏ ﾉﾘｺ なし

1930 一般男子（60歳代以上） 4018 2:10:57 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寿

1932 一般男子（高校生・39歳以下） 1216 2:10:59 廣瀩 裕二 ﾋﾛｾ ﾕｳｼﾞ 千葉大学走友会

1931 一般男子（高校生・39歳以下） 1384 2:10:59 渡邉 雄司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ

1933 一般男子（高校生・39歳以下） 1015 2:11:00 石井 潤 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ 一般

1934 一般男子（高校生・39歳以下） 1474 2:11:01 小野寺 剛 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ

1935 一般男子（50歳代） 3544 2:11:01 野村　広長 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾅｶﾞ

1936 一般男子（50歳代） 3480 2:11:02 斎藤 厚史 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

1937 一般男子（60歳代以上） 4321 2:11:03 増川　義見 ﾏｽｶﾜ ﾖｼﾐ

1938 一般男子（高校生・39歳以下） 1791 2:11:06 柴田 元気 ｼﾊﾞﾀ ｹﾞﾝｷ

1939 一般男子（高校生・39歳以下） 1798 2:11:06 大馬 和也 ｵｵﾊﾞ ｶｽﾞﾔ

1940 一般男子（40歳代） 2528 2:11:08 森 智和 ﾓﾘ ﾄﾓｶｽﾞ

1941 一般女子（60歳代以上） 8004 2:11:11 後藤 とし江 ｺﾞﾄｳ ﾄｼｴ

1942 一般男子（40歳代） 2059 2:11:15 轡田 真幸 ｸﾂﾜﾀﾞ ﾏｻｷ チームとわたり

1943 一般男子（50歳代） 3099 2:11:17 髙橋 義春 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾊﾙ



1945 一般男子（高校生・39歳以下） 1037 2:11:18 松尾 真二 ﾏﾂｵ ｼﾝｼﾞ さいたま

1944 一般男子（高校生・39歳以下） 1500 2:11:18 橋本 拓也 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ

1946 一般女子（高校生・39歳以下） 5170 2:11:19 デゼレ ガワ ﾃﾞｾﾞﾚ ｶﾞﾜ

1947 一般男子（40歳代） 2613 2:11:21 藤田 司 ﾌｼﾞﾀ ﾂｶｻ

1949 一般男子（40歳代） 2816 2:11:23 山口　知也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

1948 一般男子（40歳代） 2276 2:11:23 小宮山 勝博 ｺﾐﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ

1951 一般女子（高校生・39歳以下） 5123 2:11:24 上田 亜紗子 ｳｴﾀﾞ ｱｻｺ なし

1950 一般男子（高校生・39歳以下） 1356 2:11:24 原山 成士郎 ﾊﾗﾔﾏ ｾｲｼﾛｳ

1953 一般男子（高校生・39歳以下） 1717 2:11:25 瀩山 知徳 ｾﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ セイキ販売

1952 一般男子（50歳代） 3197 2:11:25 青木 渉 ｱｵｷ ﾜﾀﾙ

1954 一般男子（40歳代） 2215 2:11:28 舟越 好輝 ﾌﾅｺｼ ﾖｼﾃﾙ

1955 一般男子（60歳代以上） 4267 2:11:28 野崎　一雄 ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｵ

1956 一般男子（40歳代） 2194 2:11:29 藤本 幸久 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾋｻ 鷲宮小学校

1957 一般男子（40歳代） 2681 2:11:30 山崎 光男 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｵ 燕市役所

1958 一般男子（40歳代） 2082 2:11:32 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ クラウンマラソン部

1959 一般男子（50歳代） 3479 2:11:33 相澤 勝己 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾂﾐ 春日部東

1960 一般女子（50歳代） 7074 2:11:34 土屋 芳子 ﾂﾁﾔ ﾖｼｺ

1962 一般男子（60歳代以上） 4021 2:11:35 若山 忠司 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 久喜市役所

1961 一般男子（高校生・39歳以下） 1440 2:11:35 田中 俊幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ

1964 一般男子（50歳代） 3070 2:11:36 三宅 康之 ﾐﾔｹ ﾔｽﾕｷ

1963 一般男子（40歳代） 2588 2:11:36 松原 賢史 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄｼ

1965 一般男子（40歳代） 2560 2:11:40 木戸 督 ｷﾄﾞ ｱﾂｼ

1966 一般女子（50歳代） 7012 2:11:41 熊田 利英子 ｸﾏﾀﾞ ﾘｴｺ マラソン完走Ｃ

1967 一般女子（40歳代） 6075 2:11:44 河島 あき ｶﾜｼﾏ ｱｷ

1968 一般男子（40歳代） 2331 2:11:46 山中 秀一 ﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｲﾁ インテルラボ

1969 一般男子（40歳代） 2581 2:11:48 石嵜 知典 ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ

1970 一般男子（高校生・39歳以下） 1081 2:11:55 篠崎 紀大 ｼﾉｻﾞｷ ﾉﾘﾋﾛ 社会人

1971 一般女子（高校生・39歳以下） 5022 2:11:55 篠崎 美穂 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾎ 社会人

1972 一般男子（40歳代） 2198 2:12:00 豊住 暢臣 ﾄﾖｽﾞﾐ ﾏｻｵﾐ

1973 一般男子（60歳代以上） 4044 2:12:01 吉富 一博 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 藤倉化成

1974 一般女子（高校生・39歳以下） 5046 2:12:02 林 紫乃 ﾊﾔｼ ｼﾉ なし

1975 一般女子（50歳代） 7081 2:12:04 森田　星子 ﾓﾘﾀ ｾｲｺ

1976 一般男子（40歳代） 2319 2:12:05 増田 良太 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

1977 一般男子（50歳代） 3296 2:12:07 中里 守志 ﾅｶｻﾄ ﾓﾘﾕｷ

1978 一般男子（50歳代） 3400 2:12:09 小黒 俊夫 ｵｸﾞﾛ ﾄｼｵ

1980 一般女子（高校生・39歳以下） 5121 2:12:11 山本 梨渚 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾅ

1979 一般男子（高校生・39歳以下） 1842 2:12:11 小野 剛 ｵﾉ ｺﾞｳ

1982 一般男子（60歳代以上） 4027 2:12:12 細見 雅生 ﾎｿﾐ ﾏｻｵ 会社員

1981 一般男子（高校生・39歳以下） 1771 2:12:12 益子 拓磨 ﾏｼｺ ﾀｸﾏ

1983 一般男子（50歳代） 3181 2:12:17 永墓 潔 ﾅｶﾞﾂｶ ｷﾖｼ だいきよし

1984 一般男子（60歳代以上） 4152 2:12:19 坂口 雅司 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｼ

1987 一般男子（40歳代） 2154 2:12:21 久保 尚則 ｸﾎﾞ ﾅｵﾉﾘ

1986 一般男子（高校生・39歳以下） 1889 2:12:21 中村　祐次 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞ

1985 一般男子（高校生・39歳以下） 1337 2:12:21 田嶋 晶 ﾀｼﾏ ｱｷﾗ

1988 一般男子（50歳代） 3485 2:12:23 金田 貢 ｶﾈﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ Ｇ×Ｇ

1989 一般男子（高校生・39歳以下） 1209 2:12:26 門井 純一 ｶﾄﾞｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1992 一般女子（高校生・39歳以下） 5122 2:12:30 上田 理恵子 ｳｴﾀﾞ ﾘｴｺ なし

1991 一般男子（40歳代） 2817 2:12:30 切貫　博久 ｷﾘﾇｷ ﾋﾛﾋｻ

1990 一般男子（40歳代） 2271 2:12:30 善林 孝博 ｾﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

1993 一般女子（高校生・39歳以下） 5032 2:12:31 柳澤 めぐみ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾒｸﾞﾐ 氷川参道ラン

1994 一般男子（50歳代） 3265 2:12:35 三輪 龍士 ﾐﾜ ﾀﾂｼ ＭＩＰ

1995 一般男子（高校生・39歳以下） 1479 2:12:35 蒲池 健一 ｶﾏﾁ ｹﾝｲﾁ 新久喜総合病院

1996 一般男子（高校生・39歳以下） 1241 2:12:35 須藤 英理 ｽﾄﾞｳ ｴｲﾘ 半田塾

1997 一般男子（40歳代） 2753 2:12:39 大久保 崇雄 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｵ

1998 一般女子（高校生・39歳以下） 5038 2:12:41 成田 美琴 ﾅﾘﾀ ﾐｺﾄ 会社員

1999 一般女子（40歳代） 6043 2:12:42 大野 敦子 ｵｵﾉ ｱﾂｺ

2002 一般男子（60歳代以上） 4075 2:12:43 富田 久志 ﾄﾐﾀ ﾋｻｼ 三橋ナーシング

2001 一般男子（高校生・39歳以下） 1681 2:12:43 若月 俊明 ﾜｶﾂｷ ﾄｼｱｷ

2000 一般男子（高校生・39歳以下） 1817 2:12:43 多田 健太郎 ﾀﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ



2003 一般女子（高校生・39歳以下） 5051 2:12:46 吉野 理歩 ﾖｼﾉ ﾘﾎ ハープ友の会

2004 一般男子（高校生・39歳以下） 1276 2:12:46 高橋 友哉 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ ふさふさ

2005 一般男子（40歳代） 2010 2:12:50 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

2006 一般男子（60歳代以上） 4209 2:12:53 江口 等 ｴｸﾞﾁ ﾋﾄｼ

2007 一般男子（高校生・39歳以下） 1718 2:12:56 淵田 元 ﾌﾁﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ

2009 一般女子（40歳代） 6138 2:12:57 小沢 敦代 ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾖ はる・みー会

2008 一般男子（50歳代） 3141 2:12:57 櫻庭 健一 ｻｸﾗﾊﾞ ｹﾝｲﾁ

2011 一般男子（60歳代以上） 4193 2:12:58 遠藤 俊雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ

2010 一般男子（高校生・39歳以下） 1545 2:12:58 荻島 均 ｵｷﾞｼﾏ ﾋﾄｼ

2012 一般男子（40歳代） 2143 2:13:00 牧瀩 勉 ﾏｷｾ ﾂﾄﾑ 青葉クラブ

2013 一般男子（40歳代） 2248 2:13:01 高田 直樹 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ オーパスワン

2014 一般男子（40歳代） 2351 2:13:05 深津 修 ﾌｶﾂ ｵｻﾑ

2015 一般男子（40歳代） 2344 2:13:06 佐藤 太志 ｻﾄｳ ﾌﾄｼ

2016 一般男子（高校生・39歳以下） 1141 2:13:07 立石 貴史 ﾀﾃｲｼ ﾀｶﾌﾐ なし

2017 一般男子（40歳代） 2489 2:13:09 芹澤 寿晴 ｾﾘｻﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ ハロー薬局

2020 一般男子（40歳代） 2650 2:13:11 佐藤 淳智 ｻﾄｳ ｱﾂﾄﾓ カーメイト

2019 一般男子（40歳代） 2690 2:13:11 吉川 盛雄 ﾖｼｶﾜ ﾓﾘｵ

2018 一般男子（高校生・39歳以下） 1795 2:13:11 藤井 信夫 ﾌｼﾞｲ ﾉﾌﾞｵ

2021 一般男子（40歳代） 2512 2:13:12 湯本 修 ﾕﾓﾄ ｵｻﾑ 筑波銀行

2022 一般男子（60歳代以上） 4248 2:13:16 吉満　恭二 ﾖｼﾐﾂ ｷｮｳｼﾞ

2023 一般男子（40歳代） 2776 2:13:18 古谷 浩太郎 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ

2024 一般男子（40歳代） 2558 2:13:19 水盛 誠一郎 ﾐｽﾞﾓﾘ ｾｲｲﾁﾛｳ

2026 一般男子（高校生・39歳以下） 1174 2:13:21 小松 鴻佑 ｺﾏﾂ ｺｳｽｹ カルビーポテト

2025 一般男子（40歳代） 2788 2:13:21 飯島 一弘 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

2027 一般男子（60歳代以上） 4210 2:13:25 土屋 光男 ﾂﾁﾔ ﾐﾂｵ

2028 一般女子（40歳代） 6145 2:13:26 米田 菜穂子 ﾖﾈﾀ ﾅﾎｺ

2029 一般女子（50歳代） 7075 2:13:28 橋本 和子 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｺ

2031 一般男子（高校生・39歳以下） 1445 2:13:31 金井 信二 ｶﾅｲ ｼﾝｼﾞ 新久喜総合病院

2030 一般男子（60歳代以上） 4230 2:13:31 滝田 幸男 ﾀｷﾀﾞ ﾕｷｵ

2032 一般男子（60歳代以上） 4179 2:13:32 山本 智司 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｼﾞ

2033 一般男子（40歳代） 2034 2:13:35 山﨑 良明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｱｷ なし

2034 一般男子（高校生・39歳以下） 1161 2:13:35 田島 智広 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓﾋﾛ 走る部

2035 一般女子（60歳代以上） 8017 2:13:38 前谷 美加子 ﾏｴﾀﾆ ﾐｶｺ

2037 一般男子（50歳代） 3258 2:13:42 塚本 英彦 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ 日本信号

2036 一般男子（40歳代） 2539 2:13:42 舘野 勝 ﾀﾃﾉ ﾏｻﾙ

2038 一般男子（40歳代） 2444 2:13:43 寺崎 力 ﾃﾗｻﾞｷ ﾁｶﾗ チミモハクラブ

2039 一般男子（50歳代） 3524 2:13:44 野口　芳典 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 三浦ＲＣ

2040 一般男子（40歳代） 2282 2:13:48 角田 秀治 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ 角田製菓

2041 一般男子（40歳代） 2156 2:13:49 小川 智則 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ

2042 一般男子（高校生・39歳以下） 1703 2:13:50 塚本 裕之 ﾂｶﾓﾄ ﾋﾛｼ 茨城陸協

2043 一般男子（40歳代） 2001 2:13:50 片野　義則 - ㈱関商店

2044 一般男子（60歳代以上） 4224 2:13:51 西出 信夫 ﾆｼﾃﾞ ﾉﾌﾞｵ

2045 一般男子（高校生・39歳以下） 1888 2:13:53 黒木 敬介 ｸﾛｷﾞ ｹｲｽｹ

2048 一般女子（高校生・39歳以下） 5030 2:13:56 豊川 友梨 ﾄﾖｶﾜ ﾕﾘ 久喜小学校

2049 一般女子（高校生・39歳以下） 5020 2:13:56 宮前 璃奈 ﾐﾔﾏｴ ﾘﾅ 十善病院

2046 一般男子（高校生・39歳以下） 1404 2:13:56 河野 智成 ｺｳﾉ ﾄﾓﾅﾘ

2047 一般女子（高校生・39歳以下） 5084 2:13:56 船橋 祐香 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾕｶ

2050 一般男子（40歳代） 2367 2:13:57 中島 宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ おもいやりの郷

2051 一般男子（60歳代以上） 4015 2:13:57 寿原 英樹 ｽﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 浦和北ＲＣ

2053 一般男子（40歳代） 2365 2:13:59 大照 純一 ｵｵﾃﾙ ｼﾞｭﾝｲﾁ 公務員

2052 一般男子（50歳代） 3379 2:13:59 中島 和佳 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾖｼ

2055 一般男子（60歳代以上） 4286 2:14:01 藤原　秀貴 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 宮代ＭＭ走友会

2054 一般男子（50歳代） 3065 2:14:01 岡野 勝俊 ｵｶﾉ ｶﾂﾄｼ

2057 一般男子（50歳代） 3167 2:14:02 田上 英明 ﾀｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 日本信号

2056 一般男子（50歳代） 3537 2:14:02 吉野　淳 ﾖｼﾉ ｼﾞｭﾝ

2058 一般男子（高校生・39歳以下） 1274 2:14:03 室伏 正一 ﾑﾛﾌｼ ﾏｻｶﾂﾞ

2059 一般女子（40歳代） 6017 2:14:04 是永 久美 ｺﾚﾅｶﾞ ｸﾐ 無し

2060 一般男子（60歳代以上） 4165 2:14:05 島村 秀夫 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ

2061 一般男子（40歳代） 2085 2:14:12 笠倉 英知 ｶｻｸﾗ ﾋﾃﾞﾄﾓ ぶーちゃんち



2062 一般男子（高校生・39歳以下） 1531 2:14:15 吉田 建 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾙ

2063 一般女子（50歳代） 7072 2:14:16 吉田 靖子 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽｺ ヨシダ住宅工房

2064 一般男子（40歳代） 2663 2:14:18 柴崎 憲一 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 久喜市役所

2065 一般女子（高校生・39歳以下） 5115 2:14:19 鈴木 亜子 ｽｽﾞｷ ｱｺ さいたま市

2066 一般女子（高校生・39歳以下） 5059 2:14:20 久保山 礼子 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾚｲｺ

2067 一般女子（50歳代） 7003 2:14:25 上野 千津子 ｳｴﾉ ﾁﾂﾞｺ なし

2068 一般男子（高校生・39歳以下） 1322 2:14:29 石丸 大志 ｲｼﾏﾙ ﾀｲｼ

2070 一般男子（高校生・39歳以下） 1176 2:14:30 松永 克一 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ 久喜市役所

2069 一般男子（60歳代以上） 4186 2:14:30 青田 次郎 ｱｵﾀ ｼﾞﾛｳ

2071 一般女子（40歳代） 6120 2:14:33 長尾 佐知子 ﾅｶﾞｵ ｻﾁｺ

2072 一般男子（高校生・39歳以下） 1539 2:14:34 福井 聡 ﾌｸｲ ｻﾄｼ ＡＮＡ

2073 一般女子（40歳代） 6002 2:14:37 矢野 久美 ﾔﾉ ｸﾐ なし

2076 一般男子（50歳代） 3059 2:14:38 石丸 弘 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｼ 仏滅会

2075 一般男子（50歳代） 3364 2:14:38 永田 伯治 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾁﾊﾙ

2074 一般男子（高校生・39歳以下） 1744 2:14:38 八木橋 直樹 ﾔｷﾞﾊｼ ﾅｵｷ

2077 一般男子（高校生・39歳以下） 1606 2:14:39 有村 雄輝 ｱﾘﾑﾗ ﾕｳｷ

2079 一般男子（60歳代以上） 4253 2:14:40 安齋　善男 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｵ 日本空手協会

2078 一般男子（高校生・39歳以下） 1350 2:14:40 佐藤 陽亮 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ

2081 一般女子（40歳代） 6136 2:14:41 長澤 陽子 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｳｺ 阿須野クラブ

2080 一般男子（50歳代） 3413 2:14:41 杉谷 信行 ｽｷﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ

2082 一般女子（50歳代） 7004 2:14:45 本多 広恵 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｴ ﾁｰﾑHONDA

2083 一般女子（高校生・39歳以下） 5066 2:14:46 单雲 彩 ﾅｸﾞﾓ ｱﾔ

2084 一般男子（高校生・39歳以下） 1824 2:14:51 稲見 洋之 ｲﾅﾐ ﾋﾛﾕｷ ハイビック

2085 一般男子（50歳代） 3284 2:14:54 今津 正人 ｲﾏﾂﾞ ﾏｻﾄ なし

2086 一般男子（高校生・39歳以下） 1104 2:14:54 今村 誠 ｲﾏﾑﾗ ﾏｺﾄ ヤマキ株式会社

2087 一般男子（高校生・39歳以下） 1126 2:14:56 北角 和也 ｷﾀｶｸ ｶｽﾞﾔ 一般企業

2088 一般男子（50歳代） 3015 2:14:57 高津戸 隆 ﾀｶﾂﾄﾞ ﾀｶｼ 全農

2089 一般男子（40歳代） 2058 2:14:58 北川 敬 ｷﾀｶﾞﾜ ｹｲ なし

2090 一般女子（高校生・39歳以下） 5150 2:15:00 大崎 直美 ｵｵｻｷ ﾅｵﾐ

2092 一般男子（50歳代） 3044 2:15:01 岩崎 任宏 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ クッキーズ

2091 一般男子（50歳代） 3126 2:15:01 鈴木 健二 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2093 一般男子（60歳代以上） 4200 2:15:04 高橋 勲 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ

2094 一般男子（60歳代以上） 4105 2:15:11 土屋 昌彦 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｺ

2095 一般男子（50歳代） 3507 2:15:13 泉 慎一 ｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ

2096 一般男子（高校生・39歳以下） 1071 2:15:16 伊藤 賢一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 無所属

2097 一般女子（50歳代） 7032 2:15:17 丸山 妙子 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｴｺ

2098 一般男子（40歳代） 2339 2:15:19 平野 智巳 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾐ

2099 一般女子（50歳代） 7023 2:15:22 小根澤 広美 ｵﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ

2100 一般男子（40歳代） 2807 2:15:28 小豆澤　俊光 ｱﾂﾞｷｻﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ

2101 一般男子（50歳代） 3441 2:15:31 大石 哲士 ｵｵｲｼ ﾉﾘｵ ＴＰＳＣ

2104 一般女子（高校生・39歳以下） 5065 2:15:35 井上 晶子 ｲﾉｳｴ ｱｷｺ

2102 一般男子（40歳代） 2272 2:15:35 井上 和己 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾐ

2103 一般男子（40歳代） 2642 2:15:35 堀越 潤一 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2105 一般男子（50歳代） 3033 2:15:37 小林 敏也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 無し

2106 一般男子（高校生・39歳以下） 1528 2:15:38 長谷川 誠 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｺﾄ

2107 一般男子（60歳代以上） 4130 2:15:39 加藤 良雄 ｶﾄｳ ﾖｼｵ しんきん走遊会

2108 一般男子（50歳代） 3003 2:15:44 神山　 整志 ｶﾐﾔﾏ ｾｲｼ （株）フジハウジング

2110 一般男子（50歳代） 3078 2:15:46 落合 英男 ｵﾁｱｲ ﾋﾃﾞｵ チームマグナム

2111 一般男子（高校生・39歳以下） 1486 2:15:46 加藤 昌弘 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 無所属

2109 一般男子（高校生・39歳以下） 1232 2:15:46 奈良田 栄一 ﾅﾗﾀ ｴｲｲﾁ

2112 一般男子（50歳代） 3452 2:15:47 山田 治男 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｵ かめさんず

2113 一般男子（高校生・39歳以下） 1109 2:15:47 イリエメ 優希 ｲﾘｴﾒ ﾕｳｷ 会社員

2115 一般女子（40歳代） 6037 2:15:48 原田 顕子 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷｺ

2114 一般男子（高校生・39歳以下） 1858 2:15:48 神谷　友毅 ｶﾐﾔ ﾄﾓｷ

2116 一般女子（50歳代） 7047 2:15:53 北尾 智子 ｷﾀｵ ﾄﾓｺ

2117 一般女子（高校生・39歳以下） 5156 2:15:55 深迫 奈美絵 ﾌｶｻｺ ﾅﾐｴ ナイスラン

2118 一般男子（50歳代） 3013 2:15:56 中村 正視 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ 太洋社ひまわりクリーニング

2119 一般男子（40歳代） 2080 2:15:58 岡田 篤史 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ なし

2120 一般女子（50歳代） 7090 2:16:02 高橋　さゆり ﾀｶﾊｼ ｻﾕﾘ はなかいどう



2121 一般女子（40歳代） 6085 2:16:02 JANSONS LORI ｼﾞｬﾝｿﾝｽﾞ ﾛﾘ 横田ストライダ

2122 一般女子（50歳代） 7052 2:16:02 NIELSEN HISAYO ﾆｰﾙｾﾝ ﾋｻﾖ 横田ストライダ

2123 一般男子（60歳代以上） 4107 2:16:04 田端 勇仁 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾝ ＮＩＫＫＯＬ

2124 一般女子（40歳代） 6033 2:16:10 小川 敏子 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｺ

2125 一般男子（50歳代） 3112 2:16:13 黒沢 隆雄 ｸﾛｻﾜ ﾀｶｵ ＪＵＴＥＣＲＣ

2126 一般女子（50歳代） 7070 2:16:14 三宮 久美子 ﾐﾐﾔ ｸﾐｺ ＲＵＮＳ

2127 一般男子（40歳代） 2657 2:16:16 三ヶ田 勉 ﾐｹﾀ ﾂﾄﾑ サトーＧＡＣ

2128 一般男子（60歳代以上） 4111 2:16:19 齋藤 幸雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ ＦＤＫ

2129 一般男子（高校生・39歳以下） 1818 2:16:21 田中 駿 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ

2130 一般男子（60歳代以上） 4037 2:16:24 岩崎 良雄 ｲﾜｻｷ ﾖｼｵ アキランメイツ

2131 一般女子（40歳代） 6019 2:16:29 岸 曜子 ｷｼ ﾖｳｺ チームアライ

2132 一般女子（高校生・39歳以下） 5006 2:16:29 影山 とも恵 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｴ チームなんだっけ？

2133 一般男子（50歳代） 3419 2:16:30 佐野 康一 ｻﾉ ｺｳｲﾁ

2135 一般男子（40歳代） 2586 2:16:35 太刀川 聡明 ﾀﾁｶﾜ ﾄｼｱｷ ＯＳＫ

2134 一般男子（高校生・39歳以下） 1723 2:16:35 福田 直也 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵﾔ

2136 一般男子（高校生・39歳以下） 1246 2:16:36 細野 泰土 ﾎｿﾉ ﾀｲﾄ 昇会

2138 一般女子（高校生・39歳以下） 5162 2:16:37 伊藤 千鶴 ｲﾄｳ ﾁｽﾞﾙ

2137 一般男子（50歳代） 3150 2:16:37 新井 誠 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ

2139 一般女子（高校生・39歳以下） 5001 2:16:41 井原　希 ｲﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ クライムホーム

2140 一般男子（40歳代） 2083 2:16:43 勢濃 良太 ｾﾉ ﾘｮｳﾀ 武井組

2141 一般女子（40歳代） 6023 2:16:44 岡本 頼子 ｵｶﾓﾄ ﾖﾘｺ

2142 一般男子（50歳代） 3227 2:16:52 鶴見 大輔 ﾂﾙﾐ ﾀﾞｲｽｹ

2145 一般男子（高校生・39歳以下） 1541 2:17:00 鶴田 雄一 ﾂﾙﾀ ﾕｳｲﾁ 酒ＲＵＮ部

2143 一般男子（高校生・39歳以下） 1615 2:17:00 古川 直樹 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵｷ

2144 一般女子（40歳代） 6132 2:17:00 松本 加寿子 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｺ

2146 一般男子（高校生・39歳以下） 1301 2:17:03 海老原 康洋 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 半田塾

2147 一般男子（40歳代） 2022 2:17:05 源田 哲朗 ｹﾞﾝﾀﾞ ｱｷﾛｳ

2151 一般男子（40歳代） 2011 2:17:11 田之頭 未繁 ﾀﾉｶｼﾗ ﾋﾃﾞｼｹﾞ 会社員

2148 一般男子（40歳代） 2471 2:17:11 金子 芳明 ｶﾈｺ ﾖｼｱｷ

2149 一般男子（40歳代） 2723 2:17:11 五十嵐 真 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ

2152 一般男子（60歳代以上） 4005 2:17:11 柴崎 和雄 ｼﾊﾞｻｷ ｶｽﾞｵ

2150 一般女子（40歳代） 6152 2:17:11 土渕 真美 ﾂﾁﾌﾞﾁ ﾏｻﾐ

2153 一般男子（40歳代） 2149 2:17:13 大石 貴之 ｵｵｲｼ ﾀｶﾕｷ

2154 一般男子（60歳代以上） 4254 2:17:14 梅田　茂 ｳﾒﾀﾞ ｼｹﾞﾙ

2155 一般男子（50歳代） 3155 2:17:15 瀩下 好久 ｾｼﾓ ﾖｼﾋｻ ＭＥネオペＲＣ

2156 一般女子（50歳代） 7014 2:17:19 吉岡 扶美子 ﾖｼｵｶ ﾌﾐｺ

2158 一般女子（高校生・39歳以下） 5094 2:17:25 佐久間 千佳 ｻｸﾏ ﾁｶ 新久喜総合病院

2157 一般女子（40歳代） 6108 2:17:25 水盛 朊恵 ﾐｽﾞﾓﾘ ﾄﾓｴ

2159 一般男子（高校生・39歳以下） 1808 2:17:26 吉岡 達朗 ﾖｼｵｶ ﾀﾂﾛｳ 久喜市役所

2160 一般男子（高校生・39歳以下） 1856 2:17:27 田口 貴秀 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾃﾞ

2161 一般男子（高校生・39歳以下） 1373 2:17:30 杉田 達彦 ｽｷﾞﾀ ﾀﾂﾋｺ

2164 一般男子（60歳代以上） 4238 2:17:31 阿部　信雄 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ

2162 一般男子（高校生・39歳以下） 1234 2:17:31 杉森 諭 ｽｷﾞﾓﾘ ｻﾄｼ

2163 一般男子（50歳代） 3425 2:17:31 滝沢 忠良 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ

2165 一般男子（高校生・39歳以下） 1321 2:17:37 木場田 茂樹 ｺﾊﾞﾀ ｼｹﾞｷ 三菱自工

2166 一般男子（40歳代） 2410 2:17:41 小松 勝男 ｺﾏﾂ ｶﾂｵ

2167 一般女子（40歳代） 6080 2:17:41 小松 由美子 ｺﾏﾂ ﾕﾐｺ

2168 一般男子（高校生・39歳以下） 1800 2:17:46 柿田 紳介 ｶｷﾀ ｼﾝｽｹ

2169 一般男子（高校生・39歳以下） 1543 2:17:50 中野 統公 ﾅｶﾉ ﾉﾘﾋﾄ 酒ＲＵＮ部

2170 一般男子（高校生・39歳以下） 1097 2:17:51 蛭間 博樹 ﾋﾙﾏ ﾋﾛｷ 一般

2171 一般男子（60歳代以上） 4182 2:17:53 近藤 芳文 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ

2173 一般男子（40歳代） 2073 2:17:57 宮崎 克宜 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂﾖｼ やまちゃんず

2174 一般男子（50歳代） 3032 2:17:57 藤木 章敬 ﾌｼﾞｷ ｱｷﾖｼ 戸塚P&M

2172 一般男子（50歳代） 3540 2:17:57 神田　耕一郎 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

2175 一般男子（60歳代以上） 4149 2:17:59 元井 直栄 ﾓﾄｲ ﾅｵｴｲ 蓮田ＫＳＰ

2176 一般男子（40歳代） 2687 2:18:01 松原 宏之 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ

2177 一般男子（60歳代以上） 4265 2:18:04 山崎　信明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ

2178 一般女子（高校生・39歳以下） 5099 2:18:06 園木 恵里子 ｿﾉｷ ｴﾘｺ

2179 一般男子（40歳代） 2422 2:18:09 和泉 良幸 ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾖｷ 大成建設



2180 一般男子（60歳代以上） 4089 2:18:11 柏原 幸次 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ

2181 一般男子（40歳代） 2824 2:18:14 船越　英徳 ﾌﾅｺｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 日本マタイ

2182 一般女子（60歳代以上） 8031 2:18:17 佐藤　安代 ｻﾄｳ ﾔｽﾖ

2184 一般男子（60歳代以上） 4292 2:18:20 井草　宣義 ｲｸﾞｻ ﾉﾌﾞﾖｼ

2183 一般男子（高校生・39歳以下） 1537 2:18:20 丸山 翔 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ

2185 一般女子（50歳代） 7088 2:18:23 森　美樹 ﾓﾘ ﾐｷ

2188 一般女子（40歳代） 6006 2:18:52 千田 愛子 ﾁﾀﾞ ﾖｼｺ セキ薬品

2186 一般男子（50歳代） 3335 2:18:52 内尾 尚 ｳﾁｵ ﾀｶｼ

2187 一般女子（40歳代） 6094 2:18:52 北島 弘子 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｺ

2190 一般男子（60歳代以上） 4113 2:18:54 井下 清倫 ｲﾉｼﾀ ｷﾖﾐﾁ さ～ぼ

2189 一般男子（60歳代以上） 4295 2:18:54 荒木　登 ｱﾗｷ ﾉﾎﾞﾙ

2191 一般男子（40歳代） 2647 2:18:55 浦崎 直浩 ｳﾗｻｷ ﾅｵﾋﾛ

2192 一般男子（40歳代） 2640 2:18:55 藤田 健一 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｲﾁ

2193 一般男子（高校生・39歳以下） 1715 2:18:56 萩原 真介 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾝﾉｽｹ

2194 一般男子（40歳代） 2183 2:18:59 乗物 宜輝 ﾉﾘﾓﾉ ﾖｼﾃﾙ

2196 一般男子（50歳代） 3235 2:19:03 佐藤 信義 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ ＳＫＳＩ

2195 一般女子（40歳代） 6126 2:19:03 吉田 恵美 ﾖｼﾀﾞ ｴﾐ

2197 一般男子（60歳代以上） 4086 2:19:04 伊藤 敏晃 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ ＳＡＨＡＲＩ

2198 一般女子（50歳代） 7031 2:19:04 伊藤 茂子 ｲﾄｳ ｼｹﾞｺ ＳＡＨＡＲＩ

2199 一般男子（40歳代） 2544 2:19:06 今井 正浩 ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾛ

2201 一般男子（60歳代以上） 4260 2:19:07 岸　正弘 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ

2200 一般男子（60歳代以上） 4315 2:19:07 今田　智也 ｺﾝﾀ ﾄﾓﾔ

2202 一般女子（高校生・39歳以下） 5087 2:19:07 木村 奈央 ｷﾑﾗ ﾅｵ

2204 一般女子（40歳代） 6102 2:19:09 向井 香里 ﾑｶｲ ｶｵﾘ 新久喜総合病院

2203 一般女子（50歳代） 7062 2:19:09 杉田 逸子 ｽｷﾞﾀ ｲﾂｺ

2205 一般男子（高校生・39歳以下） 1045 2:19:13 石田 司 ｲｼﾀﾞ ﾂｶｻ ジロリアン

2206 一般男子（40歳代） 2100 2:19:14 曽根 陽介 ｿﾈ ﾖｳｽｹ ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

2207 一般男子（40歳代） 2220 2:19:16 堤 秀樹 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞｷ

2208 一般男子（高校生・39歳以下） 1466 2:19:22 内田 泰弘 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ

2209 一般男子（60歳代以上） 4025 2:19:24 新妻 弘章 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 会社員

2210 一般男子（40歳代） 2829 2:19:25 馬場　幸司 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｼﾞ

2211 一般男子（高校生・39歳以下） 1676 2:19:27 入江 裕介 ｲﾘｴ ﾕｳｽｹ

2212 一般女子（高校生・39歳以下） 5080 2:19:30 田嶋 千彩 ﾀｼﾏ ﾁｻ

2213 一般女子（50歳代） 7082 2:19:32 鈴木　久仁子 ｽｽﾞｷ ｸﾆｺ

2214 一般男子（50歳代） 3463 2:19:35 神永 茂樹 ｶﾐﾅｶﾞ ｼｹﾞｷ

2215 一般男子（40歳代） 2724 2:19:37 小野寺 弘志 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ

2216 一般男子（50歳代） 3336 2:19:42 町山 浩幸 ﾏﾁﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 東海東京

2217 一般男子（高校生・39歳以下） 1443 2:19:43 平野 秀实 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞﾐ 新久喜総合病院

2218 一般女子（40歳代） 6110 2:19:44 梅津 寛美 ｳﾒﾂ ﾋﾛﾐ

2220 一般男子（50歳代） 3389 2:19:45 岡田 高明 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｱｷ 坂戸陸協Ｊｒ

2219 一般男子（60歳代以上） 4278 2:19:45 逸見　春敏 ﾍﾝﾐ ﾊﾙﾄｼ

2221 一般男子（60歳代以上） 4296 2:19:47 星　徹 ﾎｼ ﾄｵﾙ

2222 一般男子（60歳代以上） 4320 2:19:49 三浦　一二 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｼﾞ

2223 一般男子（高校生・39歳以下） 1653 2:19:56 渡辺 陽太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾀ

2224 一般男子（50歳代） 3404 2:19:58 宮田 裕治 ﾐﾔﾀ ﾕｳｼﾞ

2225 一般女子（50歳代） 7030 2:20:02 脇田 美香 ﾜｷﾀ ﾐｶ アキランメイツ

2226 一般男子（50歳代） 3164 2:20:03 吉野 裕宣 ﾖｼﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ アキランメイツ

2228 一般女子（40歳代） 6091 2:20:04 海老沢 佳代子 ｴﾋﾞｻﾜ ｶﾖｺ

2227 一般男子（40歳代） 2481 2:20:04 鎌田 健快 ｶﾏﾀﾞ ﾀｹﾖｼ

2230 一般男子（高校生・39歳以下） 1428 2:20:08 夏井 勇人 ﾅﾂｲ ﾊﾔﾄ ダイニチカラー

2229 一般男子（60歳代以上） 4301 2:20:08 篠崎　三男 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾂｵ

2231 一般女子（高校生・39歳以下） 5015 2:20:09 井上 恵梨奈 ｲﾉｳｴ ｴﾘﾅ なし

2232 一般男子（50歳代） 3472 2:20:14 大森 俊幸 ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾕｷ 新田

2233 一般男子（60歳代以上） 4305 2:20:16 石橋　勝 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾙ

2234 一般男子（高校生・39歳以下） 1272 2:20:22 立川 順一 ﾀﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2235 一般男子（高校生・39歳以下） 1387 2:20:23 柿沼 友洋 ｶｷﾇﾏ ﾄﾓﾋﾛ 体重増えすぎ

2236 一般女子（高校生・39歳以下） 5028 2:20:25 鈴木 恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ マカロ二

2237 一般男子（50歳代） 3387 2:20:27 永野 修 ﾅｶﾞﾉ ｵｻﾑ 春日部地方庁舎

2238 一般男子（60歳代以上） 4097 2:20:29 石井 洋 ｲｼｲ ﾋﾛｼ



2239 一般女子（高校生・39歳以下） 5095 2:20:32 宗形 真帄 ﾑﾅｶﾀ ﾏﾎ ＹＫＫＡＰ

2240 一般男子（40歳代） 2060 2:20:32 保田 忠治 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞﾊﾙ ヒッポ

2242 一般男子（60歳代以上） 4019 2:20:36 平山 操 ﾋﾗﾔﾏ ﾐｻｵ 港区スポーツせんたー

2241 一般女子（40歳代） 6107 2:20:36 河内山 桃子 ｺｳﾁﾔﾏ ﾓﾓｺ

2243 一般男子（高校生・39歳以下） 1488 2:20:38 三田 尚弥 ﾐﾀ ﾅｵﾔ 新久喜総合病院

2245 一般男子（40歳代） 2538 2:20:41 金守 哲也 ｶﾅﾓﾘ ﾃﾂﾔ 全農物流

2244 一般男子（50歳代） 3205 2:20:41 遠藤 之久 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋｻ

2248 一般男子（50歳代） 3422 2:20:42 小澤 信行 ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ ハッピー戦隊

2247 一般女子（高校生・39歳以下） 5058 2:20:42 米村 典子 ﾖﾈﾑﾗ ﾉﾘｺ

2246 一般男子（高校生・39歳以下） 1275 2:20:42 鈴木 知明 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｱｷ

2249 一般男子（50歳代） 3502 2:20:45 三橋 義治 ﾐﾂﾊｼ ﾖｼﾊﾙ

2251 一般男子（高校生・39歳以下） 1098 2:20:46 斉藤 雅之 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 岡谷鋼機株式会社

2250 一般男子（40歳代） 2505 2:20:46 佐々木 俊祐 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

2252 一般男子（高校生・39歳以下） 1510 2:20:47 加藤 純規 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ

2253 一般女子（高校生・39歳以下） 5041 2:20:48 伊藤 亜由美 ｲﾄｳ ｱﾕﾐ 走る部

2255 一般男子（40歳代） 2306 2:20:50 秋田 謙作 ｱｷﾀ ｹﾝｻｸ ＮＴＴ東日本

2254 一般女子（高校生・39歳以下） 5108 2:20:50 奥山 直子 ｵｸﾔﾏ ﾅｵｺ

2256 一般女子（40歳代） 6061 2:20:53 荻島 貴代 ｵｷﾞｼﾏ ﾀｶﾖ

2257 一般男子（高校生・39歳以下） 1611 2:20:54 小畑 徹 ｵﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ 埼玉県庁の星屑

2258 一般男子（50歳代） 3532 2:20:56 関根　賢治 ｾｷﾈ ｹﾝｼﾞ

2259 一般男子（60歳代以上） 4040 2:20:59 石川 志朗 ｲｼｶﾜ ｼﾛｳ セントラル秋田

2260 一般女子（40歳代） 6111 2:21:00 東 尚子 ﾋｶﾞｼ ﾅｵｺ

2261 一般男子（40歳代） 2111 2:21:02 椿 智裕 ﾂﾊﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 久喜市

2263 一般男子（高校生・39歳以下） 1286 2:21:03 嶋村 直人 ｼﾏﾑﾗ ﾅｵﾄ さいたま走友会

2262 一般女子（高校生・39歳以下） 5067 2:21:03 照井 かおり ﾃﾙｲ ｶｵﾘ

2264 一般男子（高校生・39歳以下） 1481 2:21:05 藤田 一 ﾌｼﾞﾀ ﾊｼﾞﾒ

2265 一般女子（高校生・39歳以下） 5004 2:21:06 寺西 美佳 ﾃﾗﾆｼ ﾐｶ 豊田通商株式会社

2266 一般女子（高校生・39歳以下） 5031 2:21:09 城谷 愛 ｼﾛﾀﾆ ｱｲ なし

2267 一般女子（40歳代） 6013 2:21:09 本多 里美 ﾎﾝﾀﾞ ｻﾄﾐ なし

2268 一般男子（40歳代） 2627 2:21:18 中井 敏博 ﾅｶｲ ﾄｼﾋﾛ

2269 一般男子（高校生・39歳以下） 1156 2:21:20 嶋田 明徳 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 久喜市立小林小学校

2270 一般男子（高校生・39歳以下） 1351 2:21:21 飛高 達 ﾋﾀﾞｶ ﾄｵﾙ 山武製作所

2271 一般女子（40歳代） 6025 2:21:22 小野 地里 ｵﾉ ﾁｻﾄ 四季の会

2272 一般男子（50歳代） 3052 2:21:23 小野 順一 ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 四季の会

2273 一般女子（40歳代） 6081 2:21:24 川上 和恵 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｴ

2274 一般女子（高校生・39歳以下） 5088 2:21:26 青木 ひとみ ｱｵｷ ﾋﾄﾐ 氷川参道ラン

2275 一般男子（高校生・39歳以下） 1868 2:21:30 丸島　友典 ﾏﾙｼﾏ ﾄﾓﾉﾘ

2276 一般男子（60歳代以上） 4282 2:21:30 岩崎　勝好 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾖｼ

2277 一般女子（50歳代） 7083 2:21:31 細谷　弘子 ﾎｿﾔ ﾋﾛｺ

2279 一般男子（60歳代以上） 4020 2:21:34 今西 太一 ｲﾏﾆｼ ﾀｲﾁ なし

2278 一般男子（高校生・39歳以下） 1696 2:21:34 橋谷 厚志 ﾊｼﾔ ｱﾂｼ

2280 一般男子（50歳代） 3380 2:21:41 古関 正広 ｺｾｷ ﾏｻﾋﾛ 黒西

2281 一般女子（50歳代） 7085 2:21:46 荒木　伊里子 ｱﾗｷ ｲﾘｺ

2282 一般男子（高校生・39歳以下） 1727 2:21:51 木村 太一 ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ

2283 一般女子（高校生・39歳以下） 5152 2:21:51 木村 麻未 ｷﾑﾗ ﾏﾐ

2284 一般男子（高校生・39歳以下） 1671 2:21:53 作本 雅典 ｻｸﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 須賀工業

2285 一般男子（50歳代） 3371 2:21:54 小林 啓史 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ

2286 一般男子（60歳代以上） 4080 2:22:00 小林 孝明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 岩槻槻の森

2287 一般男子（40歳代） 2102 2:22:01 三浦 邦彦 ﾐｳﾗ ｸﾆﾋｺ

2288 一般男子（40歳代） 2763 2:22:02 瀩戸川 隆 ｾﾄｶﾞﾜ ﾀｶｼ ダークホース

2289 一般男子（40歳代） 2027 2:22:05 木村 清治 ｷﾑﾗ ｾｲｼﾞ なし

2291 一般女子（50歳代） 7011 2:22:08 細野 美香 ﾎｿﾉ ﾐｶ 細野

2290 一般男子（60歳代以上） 4108 2:22:08 千葉 修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ

2292 一般男子（40歳代） 2041 2:22:15 五十嵐 敦 ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｼ 千葉県

2293 一般女子（40歳代） 6009 2:22:16 五十嵐 美和子 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾜｺ 千葉県

2294 一般男子（40歳代） 2155 2:22:18 小川 英明 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ ＩＩＪ

2295 一般男子（40歳代） 2447 2:22:22 鈴木 哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ メタボごっこ

2296 一般男子（高校生・39歳以下） 1086 2:22:23 萩原 健司 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 鷲宮小学校

2297 一般男子（高校生・39歳以下） 1020 2:22:26 藤井 信吾 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｺﾞ 無し



2298 一般男子（40歳代） 2814 2:22:27 五十嵐　広幸 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾕｷ

2300 一般男子（高校生・39歳以下） 1806 2:22:30 宮崎 健太朗 ﾐﾔｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ エイト陸上部

2299 一般男子（50歳代） 3518 2:22:30 和田 昌彦 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

2301 一般男子（50歳代） 3062 2:22:31 津布久 成智 ﾂﾌﾞｸ ｼｹﾞﾄﾓ

2302 一般男子（40歳代） 2695 2:22:49 森島 英文 ﾓﾘｼﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ

2303 一般女子（40歳代） 6151 2:22:57 及川　千恵子 ｵｲｶﾜ ﾁｴｺ なんちゃってRun

2304 一般男子（高校生・39歳以下） 1067 2:22:57 岩元 謙志 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 薫風園

2305 一般女子（50歳代） 7076 2:22:59 奈良 千鶴 ﾅﾗ ﾁﾂﾞ

2306 一般男子（高校生・39歳以下） 1059 2:23:04 山崎 淳 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾂｼ 久喜市

2307 一般女子（50歳代） 7067 2:23:05 保坂 由美子 ﾎｻｶ ﾕﾐｺ 足利ＲＣ

2308 一般女子（40歳代） 6012 2:23:06 近野 直子 ｺﾝﾉ ﾅｵｺ なし

2309 一般男子（40歳代） 2491 2:23:10 杉森 崇 ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ

2310 一般男子（40歳代） 2180 2:23:13 村上 紀幸 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾕｷ

2312 一般男子（40歳代） 2406 2:23:16 佐藤 昌弘 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ エスアールシー

2311 一般女子（40歳代） 6148 2:23:16 田中　智子 ﾀﾅｶ ﾄﾓｺ

2313 一般男子（40歳代） 2042 2:23:21 川原 大 ｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ 無し

2314 一般男子（60歳代以上） 4235 2:23:25 高橋　完造 ﾀｶﾊｼ ｶﾝｿﾞｳ マッカーサー元帥

2315 一般男子（60歳代以上） 4297 2:23:27 八木橋　信雄 ﾔｷﾞﾊｼ ﾉﾌﾞｵ

2316 一般男子（50歳代） 3307 2:23:33 石田 智朗 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｵ Ａ－ＨＩＰＰＯ

2317 一般男子（60歳代以上） 4225 2:23:39 工藤 幸一 ｸﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ

2318 一般男子（高校生・39歳以下） 1614 2:23:56 小橋 知明 ｺﾊﾞｼ ﾄﾓｱｷ

2319 一般男子（60歳代以上） 4180 2:24:01 小栁 卓 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ ラノック

2320 一般男子（50歳代） 3550 2:24:02 大橋 实樹夫 ｵｵﾊｼ ﾐｷｵ

2321 一般男子（高校生・39歳以下） 1410 2:24:04 安藤 賢将 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼｮｳ 埼玉りそな銀行

2322 一般男子（40歳代） 2335 2:24:06 高橋 光二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

2323 一般男子（40歳代） 2467 2:24:07 竹村 広美 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾐ 走麺会

2324 一般男子（高校生・39歳以下） 1158 2:24:10 井上 慶太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ クライムホーム

2325 一般男子（40歳代） 2014 2:24:11 渡辺 昭康 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾔｽ 埼玉りそな銀行

2326 一般女子（40歳代） 6010 2:24:12 中山 清子 ﾅｶﾔﾏ ｾｲｺ セブンディー

2327 一般男子（50歳代） 3476 2:24:16 宇野 幹彦 ｳﾉ ﾓﾄﾋｺ 富士通株式会社

2328 一般男子（40歳代） 2138 2:24:19 渡辺 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

2329 一般女子（高校生・39歳以下） 5039 2:24:27 平 美菜里 ﾀｲﾗ ﾐﾅﾘ 大学院

2330 一般男子（40歳代） 2258 2:24:28 菊池 雄 ｷｸﾁ ﾕｳ

2331 一般男子（60歳代以上） 4207 2:24:29 内藤 正人 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ ゴリラの会

2332 一般男子（50歳代） 3002 2:24:30 宮城 康男 ﾐﾔｷﾞ ﾔｽｵ （株）フジハウジング

2333 一般男子（50歳代） 3352 2:24:31 小野 一美 ｵﾉ ｶｽﾞﾐ ＳＡＡ

2334 一般男子（高校生・39歳以下） 1547 2:24:39 髙橋 勇貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ チーム单浦和

2335 一般男子（高校生・39歳以下） 1873 2:24:50 細野　剛 ﾎｿﾉ ﾂﾖｼ

2336 一般男子（60歳代以上） 4262 2:24:51 荒井　信男 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｵ

2337 一般男子（60歳代以上） 4261 2:24:52 廣田　耕治 ﾋﾛﾀ ｺｳｼﾞ

2338 一般女子（高校生・39歳以下） 5013 2:24:58 山王堂 美紀 ｻﾝﾉｳﾄﾞｳ ﾐｷ チームさんちゃん

2339 一般女子（40歳代） 6044 2:25:00 小高 睦美 ｵﾀﾞｶ ﾑﾂﾐ らくそう会

2342 一般女子（高校生・39歳以下） 5010 2:25:03 山中 尚美 ﾔﾏﾅｶ ﾅｵﾐ 特になし

2340 一般男子（高校生・39歳以下） 1229 2:25:03 椛澤 弘紀 ｶﾊﾞｻﾜ ﾋﾛｷ

2341 一般女子（高校生・39歳以下） 5062 2:25:03 有迫 蘭 ｱﾘｻｺ ｱﾗﾗｷﾞ

2343 一般男子（高校生・39歳以下） 1254 2:25:04 川原 善紀 ｶﾜﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ

2344 一般女子（40歳代） 6123 2:25:06 相馬 佐穂 ｿｳﾏ ｻﾎ えすびぃ

2345 一般女子（高校生・39歳以下） 5141 2:25:06 相馬 望恵佳 ｿｳﾏ ﾓｴｶ 久喜特別支援

2346 一般男子（高校生・39歳以下） 1515 2:25:10 宮村 大治郎 ﾐﾔﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

2347 一般女子（高校生・39歳以下） 5101 2:25:11 宮村 愛 ﾐﾔﾑﾗ ﾒｸﾞﾐ

2348 一般男子（50歳代） 3417 2:25:12 柳田 二郎 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾞﾛｳ 東京消防

2349 一般女子（高校生・39歳以下） 5068 2:25:17 室伏 むつ美 ﾑﾛﾌｼ ﾑﾂﾐ

2350 一般男子（40歳代） 2767 2:25:22 手塚 洋幸 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ

2351 一般男子（60歳代以上） 4009 2:25:27 鎌田 邦夫 ｶﾏﾀ ｸﾆｵ なし

2352 一般男子（50歳代） 3183 2:25:27 中村 豊 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ 日興通信

2353 一般女子（高校生・39歳以下） 5129 2:25:28 中村 由季乃 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷﾉ

2354 一般男子（60歳代以上） 4079 2:25:30 砂川 隆秀 ｽﾅｶﾜ ﾀｶﾋﾃﾞ

2355 一般女子（50歳代） 7087 2:25:35 江原　和子 ｴﾊﾗ ｶｽﾞｺ

2356 一般男子（40歳代） 2243 2:25:36 沢田 欣 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽｼ



2357 一般男子（高校生・39歳以下） 1527 2:25:38 出野 裕久 ﾃﾞﾉ ﾋﾛﾋｻ

2358 一般男子（高校生・39歳以下） 1363 2:25:38 小岩井 亮 ｺｲﾜｲ ｱｷﾗ

2359 一般女子（60歳代以上） 8033 2:25:45 直江　てい子 ﾅｵｴ ﾃｲｺ

2360 一般男子（50歳代） 3110 2:25:46 堀内 進 ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾑ

2361 一般男子（60歳代以上） 4072 2:25:54 田口 伸二 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

2362 一般男子（40歳代） 2677 2:25:58 柳田 嘉仁 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ ぎだやなだぁ

2363 一般男子（40歳代） 2097 2:26:06 平野 清和 ﾋﾗﾉ ｷﾖｶｽﾞ 久喜市役所

2364 一般男子（高校生・39歳以下） 1407 2:26:26 大野 高嗣 ｵｵﾉ ﾀｶｼ

2365 一般男子（高校生・39歳以下） 1721 2:26:28 柿沼 宏 ｶｷﾇﾏ ﾋﾛｼ 太東中

2366 一般女子（60歳代以上） 8026 2:26:34 浅井　明美 ｱｻｲ ｱｹﾐ

2368 一般男子（60歳代以上） 4008 2:26:45 石田 旭 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾗ なし

2367 一般男子（高校生・39歳以下） 1707 2:26:45 齋藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ

2370 一般男子（50歳代） 3168 2:26:47 林 和彦 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋｺ 日本信号

2369 一般男子（高校生・39歳以下） 1710 2:26:47 齋藤 祐樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

2371 一般女子（40歳代） 6046 2:26:50 杉山 恵子 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｺ

2373 一般女子（40歳代） 6018 2:26:52 鈴木 麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

2372 一般男子（50歳代） 3060 2:26:52 吉岡 輝雄 ﾖｼｵｶ ﾃﾙｵ

2374 一般男子（40歳代） 2109 2:26:54 俵 充夫 ﾀﾜﾗ ﾐﾂｵ 久喜東４丁目

2375 一般男子（60歳代以上） 4031 2:26:54 渡邉 敏章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 無し

2377 一般男子（60歳代以上） 4175 2:26:57 橋本 修峰 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾎｳ 楽走・９の会

2376 一般女子（高校生・39歳以下） 5147 2:26:57 豊田 直子 ﾄﾖﾀﾞ ﾅｵｺ

2378 一般女子（高校生・39歳以下） 5154 2:26:58 熊井 加奈江 ｸﾏｲ ｶﾅｴ

2379 一般男子（50歳代） 3043 2:27:08 白石 善己 ｼﾗｲｼ ﾖｼﾐ tct

2380 一般男子（40歳代） 2129 2:27:12 佐藤 靖男 ｻﾄｳ ﾔｽｵ 瞳ドル

2381 一般男子（40歳代） 2637 2:27:24 岩田 和也 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾔ

2382 一般男子（50歳代） 3488 2:27:29 荒川 誠 ｱﾗｶﾜ ﾏｺﾄ

2384 一般男子（高校生・39歳以下） 1642 2:27:37 加藤 翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ フェス

2383 一般男子（60歳代以上） 4236 2:27:37 安斎　明典 ｱﾝｻﾞｲ ｱｷﾉﾘ

2386 一般男子（50歳代） 3402 2:27:40 榎本 一明 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 小林小学校

2385 一般男子（50歳代） 3203 2:27:40 高橋 研生 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｾｲ

2387 一般男子（60歳代以上） 4137 2:27:41 本間 充 ﾎﾝﾏ ﾐﾂﾙ ルネ春日部

2388 一般男子（高校生・39歳以下） 1135 2:27:44 櫻井 健吾 ｻｸﾗｲ ｹﾝｺﾞ 株式会社椿本チエイン

2389 一般男子（60歳代以上） 4135 2:27:48 堀内 尚寿 ﾎﾘｳﾁ ﾋｻﾄｼ 日本信号

2390 一般男子（60歳代以上） 4170 2:27:52 山本 恭三 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｿﾞｳ 走翔

2391 一般男子（高校生・39歳以下） 1021 2:27:55 櫻井 誠 ｻｸﾗｲ ﾏｺﾄ 金転

2392 一般男子（高校生・39歳以下） 1863 2:28:04 丹野　真次 ﾀﾝﾉ ｼﾝｼﾞ

2393 一般女子（高校生・39歳以下） 5177 2:28:04 丹野　单 ﾀﾝﾉ ﾐﾅﾐ

2394 一般男子（高校生・39歳以下） 1189 2:28:08 成田 拓矢 ﾅﾘﾀ ﾀｸﾔ Shs T&F OB

2395 一般男子（60歳代以上） 4084 2:28:12 伊藤 勉 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ

2396 一般男子（50歳代） 3140 2:28:15 小美野 恭輝 ｺﾐﾉ ﾔｽﾃﾙ

2397 一般男子（高校生・39歳以下） 1388 2:28:16 山田 達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ 聖地化プロ久喜

2398 一般女子（40歳代） 6104 2:28:17 秋澤 あゆみ ｱｷｻﾞﾜ ｱﾕﾐ

2399 一般男子（高校生・39歳以下） 1421 2:28:22 衣笠 崇士 ｷﾇｶﾞｻ ﾀｶｼ ヤマト運輸

2400 一般男子（60歳代以上） 4322 2:28:22 梅山　良次 ｳﾒﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 栗橋ランニング

2401 一般男子（60歳代以上） 4281 2:28:22 長岡　芳雄 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｵ 栗橋走友会

2402 一般男子（50歳代） 3297 2:28:26 齋藤 和彦 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ タカマコンペ

2403 一般男子（50歳代） 3027 2:28:30 吉田 雅一 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｲﾁ SCSK

2404 一般女子（高校生・39歳以下） 5056 2:28:32 今野 妙美 ｺﾝﾉ ﾀｴﾐ 浦和整形

2405 一般女子（40歳代） 6021 2:28:34 濱田 晴美 ﾊﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ

2406 一般男子（高校生・39歳以下） 1142 2:28:37 小松 稜 ｺﾏﾂ ﾘｮｳ 須賀工業

2407 一般女子（40歳代） 6133 2:28:38 大崎 玲子 ｵｵｻｷ ﾚｲｺ リッカ

2408 一般女子（50歳代） 7065 2:28:39 大枝 美春 ｵｵｴﾀﾞ ﾐﾊﾙ 新北斗

2409 一般女子（50歳代） 7059 2:28:44 陳野 るり子 ｼﾞﾝﾉ ﾙﾘｺ

2410 一般男子（40歳代） 2038 2:28:46 松浦 信幸 ﾏﾂｳﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 橋本総業

2411 一般男子（40歳代） 2064 2:28:48 小池 良宏 ｺｲｹ ﾖｼﾋﾛ チームY

2412 一般女子（高校生・39歳以下） 5057 2:28:48 斎藤 梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 浦和整形外科

2414 一般男子（高校生・39歳以下） 1793 2:29:04 青砥 貴律 ｱｵﾄ ﾖｼﾉﾘ 走る部

2413 一般女子（50歳代） 7028 2:29:04 植村 裕美 ｳｴﾑﾗ ﾋﾛﾐ

2415 一般男子（高校生・39歳以下） 1043 2:29:05 信太 薫 ｼﾀﾞ ｶｵﾙ 新久喜総合病院



2416 一般男子（50歳代） 3543 2:29:06 遠藤　義和 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ

2417 一般男子（50歳代） 3113 2:29:11 柳田 剛 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾂﾖｼ

2418 一般男子（40歳代） 2175 2:29:14 平井 靖広 ﾋﾗｲ ﾔｽﾋﾛ ＧＲＴ

2419 一般女子（高校生・39歳以下） 5009 2:29:28 秋葉 愛弓 ｱｷﾊﾞ ｱﾕﾐ 派遣社員

2420 一般男子（高校生・39歳以下） 1121 2:29:33 出井 昌孝 ﾃﾞｲ ﾏｻﾀｶ

2421 一般男子（60歳代以上） 4234 2:29:38 星野　道男 ﾎｼﾉ ﾐﾁｵ 宮代ＭＭ走友会

2422 一般男子（50歳代） 3245 2:29:42 新井 和幸 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ ＦＪＭ

2423 一般男子（40歳代） 2360 2:29:44 坂本 直紀 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ

2424 一般男子（50歳代） 3230 2:29:46 溝口 義浩 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ ＴＳＳマラソン

2425 一般女子（高校生・39歳以下） 5024 2:29:48 斎藤 彩花 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ ぐっとないと

2426 一般男子（高校生・39歳以下） 1415 2:29:52 丸島 秀一 ﾏﾙｼﾏ ｼｭｳｲﾁ

2427 一般男子（40歳代） 2726 2:29:54 佐々木 隆行 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ

2428 一般男子（高校生・39歳以下） 1087 2:29:58 小林 純也 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ なし

2429 一般男子（60歳代以上） 4081 2:30:05 木村 公一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ

2430 一般女子（高校生・39歳以下） 5169 2:30:08 弓削 幸子 ﾕｹﾞ ｻﾁｺ

2431 一般男子（50歳代） 3124 2:30:11 吉田 登 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

2432 一般男子（60歳代以上） 4274 2:30:31 金子　守 ｶﾈｺ ﾏﾓﾙ

2433 一般男子（50歳代） 3186 2:30:39 田中 利明 ﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ ウィングＡＣ

2434 一般男子（40歳代） 2103 2:30:41 大熊 昭一 ｵｵｸﾏ ｼｮｳｲﾁ 個人

2435 一般男子（50歳代） 3259 2:30:49 東 義則 ｱﾂﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 日本信号

2436 一般男子（60歳代以上） 4258 2:30:50 田中　秀典 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2437 一般男子（40歳代） 2605 2:30:57 落合 雅人 ｵﾁｱｲ ﾏｻﾄ

2438 一般男子（40歳代） 2631 2:31:09 今村 望太郎 ｲﾏﾑﾗ ﾎﾞｳﾀﾛｳ

2439 一般男子（高校生・39歳以下） 1070 2:31:12 足立 耕平 ｱﾀﾞﾁ ｺｳﾍｲ チーム食品

2440 一般男子（50歳代） 3157 2:31:18 石井 成光 ｲｼｲ ﾅﾘﾐﾂ

2441 一般男子（高校生・39歳以下） 1617 2:31:20 竹内 直之 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾕｷ

2442 一般男子（40歳代） 2732 2:31:22 小鷹 宏之 ｵﾀﾞｶ ﾋﾛｼ チームおろしい

2443 一般女子（高校生・39歳以下） 5167 2:31:33 伊丹 真澄 ｲﾀﾐ ﾏｽﾐ アキランメイツ

2444 一般女子（高校生・39歳以下） 5113 2:31:40 濱田 恵津子 ﾊﾏﾀﾞ ｴﾂｺ

2445 一般女子（60歳代以上） 8007 2:31:42 佐藤 綾子 ｻﾄｳ ｱﾔｺ

2447 一般女子（高校生・39歳以下） 5044 2:31:43 中村 一恵 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄﾐ 久喜市役所

2446 一般男子（40歳代） 2469 2:31:43 酒井 正志 ｻｶｲ ﾏｻｼ

2448 一般女子（40歳代） 6106 2:31:44 酒井 浩子 ｻｶｲ ﾋﾛｺ

2449 一般男子（40歳代） 2287 2:31:45 山口 政隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

2450 一般女子（高校生・39歳以下） 5029 2:31:48 粟野 真美 ｱﾜﾉ ﾏﾐ 跡見学園女子大学

2452 一般女子（高校生・39歳以下） 5181 2:31:50 山中 悠嘉 ﾔﾏﾅｶ ﾕｶ

2451 一般男子（60歳代以上） 4174 2:31:50 穂積 健司 ﾎｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ

2453 一般男子（40歳代） 2302 2:31:53 岡田 忠明 ｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ イマギイレ

2454 一般男子（高校生・39歳以下） 1352 2:31:55 磯部 亮太 ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 鹿島建設

2455 一般女子（高校生・39歳以下） 5003 2:32:08 大塚　美紅 - ㈱武井組

2456 一般女子（高校生・39歳以下） 5002 2:32:08 白石　茜 ｼﾗｲｼ ｱｶﾈ ㈱武井組

2457 一般男子（40歳代） 2280 2:32:10 中井 成年 ﾅｶｲ ｼｹﾞﾄｼ

2458 一般女子（高校生・39歳以下） 5159 2:32:14 浅見 未央 ｱｻﾐ ﾐｵ

2459 一般男子（40歳代） 2826 2:32:18 森住　悟郎 ﾓﾘｽﾞﾐ ｺﾞﾛｳ

2460 一般男子（高校生・39歳以下） 1372 2:32:19 宇田 昭広 ｳﾀ ｱｷﾋﾛ 埼玉りそな銀行

2462 一般女子（40歳代） 6001 2:32:20 折原　美智子 ｵﾘﾊﾗ ﾐﾁｺ ㈱武井組

2461 一般男子（40歳代） 2002 2:32:20 白石　純一 - ㈱武井組

2463 一般男子（40歳代） 2071 2:32:24 舘谷 博明 ﾀﾂﾀﾆ ﾋﾛｱｷ (株)ベルーナ

2464 一般男子（60歳代以上） 4151 2:32:37 奥山 睦男 ｵｸﾔﾏ ﾑﾂｵ

2465 一般男子（高校生・39歳以下） 1183 2:32:38 木村 隆一 ｷﾑﾗ ﾘｭｳｲﾁ 個人

2466 一般男子（高校生・39歳以下） 1487 2:32:50 中條 祐介 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾕｽｹ チームこんどう

2467 一般女子（40歳代） 6008 2:32:57 竹内 久美子 ﾀｹｳﾁ ｸﾐｺ （株）ウインスター

2468 一般男子（高校生・39歳以下） 1148 2:33:06 廣澤 直人 ﾋﾛｻﾜ ﾅｵﾄ カワグチハイホー

2469 一般男子（40歳代） 2107 2:33:23 田口 純一 ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ アークレイマーケティング株式会社

2470 一般女子（高校生・39歳以下） 5077 2:33:26 奥野木 里沙 ｵｸﾉｷﾞ ﾘｻ

2471 一般女子（60歳代以上） 8008 2:33:26 綿引 勝代 ﾜﾀﾋｷ ｶﾂﾖ

2472 一般男子（40歳代） 2026 2:33:43 廣瀩 文孝 ﾋﾛｾ ﾌﾐﾀｶ チームつばさ

2473 一般男子（60歳代以上） 4204 2:33:45 高田 昌一 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

2474 一般男子（高校生・39歳以下） 1016 2:33:48 伊藤 寛之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ なし



2475 一般男子（40歳代） 2346 2:34:01 川上 喜久 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ 日本信号

2476 一般女子（高校生・39歳以下） 5011 2:34:05 岡田 智美 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾐ クラシス株式会社

2477 一般女子（高校生・39歳以下） 5042 2:34:07 寺原 ゆかり ﾃﾗﾊﾗ ﾕｶﾘ 走る部

2478 一般男子（60歳代以上） 4313 2:34:10 竹林　英一 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｴｲｲﾁ

2479 一般男子（40歳代） 2141 2:34:12 岩舩 敦 ｲﾜﾌﾈ ｱﾂｼ

2480 一般男子（高校生・39歳以下） 1129 2:34:16 小澤 惇 ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ TRIPLE ACE

2481 一般男子（50歳代） 3022 2:34:21 荻野 久男 ｵｷﾞﾉ ﾋｻｵ 大学生協

2482 一般男子（60歳代以上） 4233 2:34:41 椎橋 健治 ｼｲﾊｼ ｹﾝｼﾞ

2483 一般女子（高校生・39歳以下） 5040 2:34:46 市村 敬子 ｲﾁﾑﾗ ｹｲｺ マカロニ

2484 一般男子（50歳代） 3334 2:34:53 手塚 利幸 ﾃﾂｶ ﾄｼﾕｷ 獨協埼玉中高

2485 一般女子（高校生・39歳以下） 5126 2:35:03 松薗 亜沙美 ﾏﾂｿﾞﾉ ｱｻﾐ 新久喜総合病院

2486 一般男子（40歳代） 2668 2:35:07 足立 純 ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 足利市役所

2487 一般男子（40歳代） 2411 2:35:17 新井 直 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ

2488 一般男子（高校生・39歳以下） 1857 2:35:27 石本　隆蔵 ｲｼﾓﾄ ﾘｭｳｿﾞｳ

2489 一般男子（50歳代） 3487 2:35:33 松浦 一紀 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

2490 一般男子（高校生・39歳以下） 1048 2:35:34 岩崎 宏一 ｲﾜｻｷ ｺｳｲﾁ IMJ Corporation

2491 一般男子（高校生・39歳以下） 1299 2:35:36 保科 隆士 ﾎｼﾅ ﾀｶｼ

2492 一般男子（高校生・39歳以下） 1089 2:35:46 大塚 健大 ｵｵﾂｶ ｹﾝﾀ 昱株式会社

2493 一般女子（高校生・39歳以下） 5025 2:35:47 和佐 千賀子 ﾜｻ ﾁｶｺ 昱株式会社

2494 一般女子（40歳代） 6134 2:35:49 中根 敬子 ﾅｶﾈ ｹｲｺ

2495 一般女子（高校生・39歳以下） 5140 2:35:50 原 明日香 ﾊﾗ ｱｽｶ

2496 一般男子（高校生・39歳以下） 1843 2:35:56 寺内 悠 ﾃﾗｳﾁ ﾕｳ

2497 一般男子（40歳代） 2077 2:36:20 藤巻 貴志 ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ ㈱黒須建設

2498 一般男子（40歳代） 2105 2:36:30 鹿児島 徹 ｶｺﾞｼﾏ ﾄｵﾙ 久喜市教育委員会

2499 一般女子（40歳代） 6057 2:36:34 高木 美和 ﾀｶｷﾞ ﾐﾜ

2500 一般男子（40歳代） 2721 2:36:41 加藤 専 ｶﾄｳ ｱﾂｼ

2501 一般男子（高校生・39歳以下） 1123 2:36:50 廣瀩 雅則 ﾋﾛｾ ﾏｻﾉﾘ 全農物流株式会社

2503 一般男子（高校生・39歳以下） 1722 2:36:52 鶴間 新 ﾂﾙﾏ ｱﾗﾀ 菖蒲中ＲＵＮ部

2502 一般男子（40歳代） 2368 2:36:52 篠崎 政規 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻｷ

2504 一般女子（50歳代） 7046 2:36:56 白鳥 彰子 ｼﾗﾄﾘ ｱｷｺ

2505 一般男子（高校生・39歳以下） 1002 2:37:07 齊藤　友基 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ

2506 一般男子（60歳代以上） 4011 2:37:11 野村 亨 ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ IPCC

2507 一般男子（50歳代） 3231 2:37:19 黒澤 敏也 ｸﾛｻﾜ ﾄｼﾔ

2508 一般女子（高校生・39歳以下） 5118 2:37:19 川合 恭子 ｶﾜｲ ｷｮｳｺ

2509 一般男子（40歳代） 2825 2:37:26 吉田　隆之 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2510 一般女子（高校生・39歳以下） 5128 2:37:42 石橋 佑香 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｶ

2512 一般女子（高校生・39歳以下） 5035 2:37:53 細井 比香里 ﾎｿｲ ﾋｶﾘ YKKAP㈱

2511 一般男子（高校生・39歳以下） 1799 2:37:53 加藤 康之 ｶﾄｳ ﾔｽﾕｷ

2513 一般男子（高校生・39歳以下） 1785 2:38:13 岩崎 雄人 ｲﾜｻｷ ﾕｳﾄ ケアーホープ

2514 一般男子（高校生・39歳以下） 1734 2:38:38 大木 新一 ｵｵｷ ｼﾝｲﾁ やりたがり～ズ

2515 一般女子（高校生・39歳以下） 5157 2:38:39 菅原 恵利子 ｽｶﾞﾊﾗ ｴﾘｺ

2516 一般男子（40歳代） 2666 2:38:44 増田 浩文 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

2518 一般男子（高校生・39歳以下） 1006 2:38:46 宮下 宏明 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｱｷ 会社員

2517 一般男子（60歳代以上） 4264 2:38:46 杉田　勝 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾙ

2519 一般女子（高校生・39歳以下） 5139 2:38:48 折原 あゆみ ｵﾘﾊﾗ ｱﾕﾐ 桶川市吹奏楽団

2520 一般男子（高校生・39歳以下） 1662 2:38:56 加藤 徳浩 ｶﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 桶川市吹奏楽団

2521 一般男子（40歳代） 2693 2:39:02 竹枝 寛司 ﾀｹｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

2522 一般女子（高校生・39歳以下） 5060 2:39:20 森田 葉子 ﾓﾘﾀ ﾖｳｺ

2523 一般男子（40歳代） 2494 2:39:21 荒平 幹雄 ｱﾗﾋﾗ ﾐｷｵ

2524 一般女子（40歳代） 6097 2:39:21 荒平 和世 ｱﾗﾋﾗ ｶｽﾞﾖ

2525 一般男子（高校生・39歳以下） 1456 2:39:43 古賀 悠弥 ｺｶﾞ ﾕｳﾔ 新久喜総合病院

2526 一般男子（60歳代以上） 4219 2:39:58 井上 裕史 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ

2527 一般男子（60歳代以上） 4266 2:39:59 土田　重春 ﾂﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ

2528 一般女子（高校生・39歳以下） 5103 2:40:16 山内 日香里 ﾔﾏｳﾁ ﾋｶﾘ 新久喜総合病院

2529 一般男子（40歳代） 2069 2:40:59 小野寺 雄二 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 昌平アスリートクラブ

2530 一般女子（高校生・39歳以下） 5012 2:40:59 江川 友菜 ｴｶﾞﾜ ﾕｳﾅ 同意します。

2531 一般女子（高校生・39歳以下） 5164 2:41:05 佐藤 樹里 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾘ

2532 一般女子（高校生・39歳以下） 5165 2:41:05 上田 小百合 ｳｴﾀﾞ ｻﾕﾘ

2533 一般男子（40歳代） 2830 2:41:07 酒巻　満 ｻｶﾏｷ ﾐﾂﾙ



2534 一般女子（40歳代） 6096 2:41:19 杉森 絹子 ｽｷﾞﾓﾘ ｷﾇｺ

2535 一般男子（60歳代以上） 4257 2:41:38 野澤　敬治 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 草加ランメイト

2536 一般女子（高校生・39歳以下） 5153 2:41:42 平林 湖寿江 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｽﾞｴ

2537 一般男子（40歳代） 2231 2:42:19 石田 健吾 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ ガスミックス

2538 一般男子（40歳代） 2802 2:42:39 斉藤　幸夫 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ

2539 一般男子（高校生・39歳以下） 1326 2:43:14 奥野木 郷 ｵｸﾉｷﾞ ｺﾞｳ

2540 一般男子（高校生・39歳以下） 1150 2:43:27 奥村 勇司 ｵｸﾑﾗ ﾕｳｼﾞ カワグチハイホー

2541 一般男子（高校生・39歳以下） 1457 2:43:53 佐藤 友彦 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｺ メタボごっこ

2542 一般男子（高校生・39歳以下） 1422 2:43:59 丸山 雅嗣 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾂｸﾞ

2543 一般男子（40歳代） 2792 2:44:11 鶴木 将二郎 ﾂﾙｷ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 倫理法人会

2544 一般男子（40歳代） 2101 2:44:22 小野寺 正樹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

2545 一般男子（高校生・39歳以下） 1117 2:44:44 藤田 倫生 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾅﾘ チーム寿

2546 一般女子（60歳代以上） 8009 2:44:48 石井 幸子 ｲｼｲ ｻﾁｺ らくそう会

2547 一般女子（40歳代） 6007 2:44:51 中村 文香 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐｶ 橋本総業株式会社

2548 一般男子（高校生・39歳以下） 1750 2:45:12 井上 裕太 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ


