
- 第2回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般男子（４０歳代）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:30:00

会場: 久喜市総合運動公園

主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

1時間11分17秒1 永井 誠2496 ＤＮＰﾅｶﾞｲ ﾏｺﾄ

1時間12分24秒2 渡辺 正博2239 白岡ＲＣﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ

1時間16分11秒3 原 克英2775 マシンＸﾊﾗ ｶﾂﾋﾃﾞ

1時間16分39秒4 下村 太郎2754 尾岱沼岬クラブｼﾓﾑﾗ ﾀﾛｳ

1時間18分05秒5 橋本　健太郎2837

1時間19分28秒6 新井 裕之2606 ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

1時間19分29秒7 佐藤 圭2265 上州ＡＣｻﾄｳ ｹｲ

1時間19分38秒8 代島 和典2594 ﾀﾞｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間19分42秒9 木野内 健次郎2614 ｷﾉｳﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間19分49秒10 蜂谷 幸治2751 大江戸飛脚会ﾊﾁﾔ ｺｳｼﾞ

1時間19分57秒11 根岸 浩2132 たくはるﾈｷﾞｼ ﾋﾛｼ

1時間20分13秒12 望月 正行2268 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾕｷ

1時間20分29秒13 真砂 毅2139 清瀬市梅園ﾏｻｺﾞ ﾂﾖｼ

1時間20分46秒14 諏訪 達也2530 稲沢ＡＣｽﾜ ﾀﾂﾔ

1時間21分00秒15 寺本 冬彦2634 明走會ＪＰＮﾃﾗﾓﾄ ﾌﾕﾋｺ

1時間21分00秒16 矢野 淳久2379 さいたま走友会ﾔﾉ ｱﾂﾋｻ

1時間21分20秒17 十二町 契太郎2684 ｼﾞｭｳﾆﾁｮｳ ｹｲﾀﾛｳ

1時間21分48秒18 阿部 勇二郎2403 白岡ＲＣｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ

1時間22分11秒19 黒川 哲也2608 久喜市役所ｸﾛｶﾜ ﾃﾂﾔ

1時間22分18秒20 田添 芳則2597 古河渡良瀬ＲＣﾀｿﾞｴ ﾖｼﾉﾘ

1時間22分35秒21 村山 明宏2542 菖蒲東小学校ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ

1時間23分52秒22 小島 竜也2328 税理士法人英智ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ

1時間24分10秒23 金村　始郎2800 ｶﾈﾑﾗ ｼﾞﾛｳ

1時間24分18秒24 米本 豊2590 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾀｶ

1時間24分19秒25 菅原 勇司2172 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ

1時間24分38秒26 中道 善徳2731 かんぽ生命ﾅｶﾐﾁ ﾖｼﾉﾘ

1時間24分39秒27 鬼塚 康弘2495 ｵﾆﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ

1時間24分42秒28 松谷 憲司2245 ﾏﾂﾀﾆ ｹﾝｼﾞ

1時間24分54秒29 三浦 淳2019 鷲宮イーグルスﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間24分58秒30 佐藤　博2823 白岡Ｊｒｻﾄｳ ﾋﾛｼ

1時間25分09秒31 阿部 大二郎2253 しがないＲＣｱﾍﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ

1時間25分10秒32 大澤 元2691 川口技研ＲＣｵｵｻﾜ ｹﾞﾝ

1時間25分11秒33 清水 弘幸2046 清水ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間25分57秒34 西村 圭2418 咲香応援団ﾆｼﾑﾗ ｹｲ

1時間25分57秒35 北島 康延2582 ｷﾀｼﾞﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ

1時間26分03秒36 松本 玲磨2722 ﾏﾂﾓﾄ ﾚｲﾏ

1時間26分10秒37 鶴岡 伸光2454 ﾂﾙｵｶ ﾉﾌﾞﾐﾂ

1時間26分28秒38 迫田 伸之2624 塩谷広域ｻｺﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間26分32秒39 倉本 勝広2524 ＮＲランナーズｸﾗﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ

1時間26分33秒40 甚田 輝幸2716 ｼﾞﾝﾀ ﾃﾙﾕｷ

1時間26分39秒41 野村 佳彦2160 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋｺ

1時間26分41秒42 高澤 法之2563 ﾀｶｻﾞﾜ ﾉﾘﾕｷ

1時間26分49秒43 前川 文彦2242 ﾏｴｶﾜ ﾌﾐﾋｺ

1時間26分55秒44 大島 貴博2750 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間27分12秒45 田中 健太2529 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ

1時間27分47秒46 松本 貴光2576 大伸化学ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ

1時間28分17秒47 加藤 正芳2649 松戸２１ＲＣｶﾄｳ ﾏｻﾖｼ

1時間28分26秒48 篠田 和彦2591 ｼﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

1時間28分27秒49 森　敦2828 ﾓﾘ ｱﾂｼ

1時間28分28秒50 関根 克浩2428 さいたま走友会ｾｷﾈ ｶﾂﾋﾛ
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1時間28分34秒51 洞口 寛之2656 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間28分42秒52 柏原 崇宏2697 ｶｼﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ

1時間28分44秒53 富岡 和彦2176 ﾄﾐｵｶ ｶｽﾞﾋｺ

1時間29分09秒54 野口 健二2798 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞ

1時間29分15秒55 田口 浩隆2164 東武東上ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ

1時間29分17秒56 黒坂 実2199 矢板ＲＣｸﾛｻｶ ﾐﾉﾙ

1時間29分30秒57 岩崎 健2230 コマツ物流ｲﾜｻｷ ﾀｹｼ

1時間29分38秒58 中村 淳2603 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間29分40秒59 花輪 憲司2682 ﾊﾅﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間29分41秒60 斉藤　芳明2821 練馬ＳＴＡｻｲﾄｳ ﾖｼｱｷ

1時間29分52秒61 後藤 晃治郎2338 ミニワンズｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾞﾛｳ

1時間30分07秒62 近藤 万雅2152 東京陸協ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏｻ

1時間30分18秒63 花房 秀利2441 南浦和駅ﾊﾅﾌｻ ﾋﾃﾞﾄｼ

1時間30分25秒64 田中 康史2401 鷲宮ガスﾀﾅｶ ﾔｽｼ

1時間30分26秒65 谷本 寿英2377 ﾀﾆﾓﾄ ﾋｻﾋﾃﾞ

1時間30分39秒66 富樫 修2502 ﾄｶﾞｼ ｵｻﾑ

1時間30分42秒67 新美 倫昭2207 メグスノーﾆｲﾐ ﾉﾘｱｷ

1時間30分44秒68 川上 和男2124 アキランメイツｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｵ

1時間30分46秒69 渡辺 久夫2316 アスカﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｵ

1時間30分49秒70 野﨑 健一2507 ＧＡＣﾉｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ

1時間30分54秒71 岩佐 隆志2484 さや姉命ｲﾜｻ ﾀｶｼ

1時間30分57秒72 松原 勉2664 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ

1時間31分01秒73 米本 晋也2126 ﾖﾈﾓﾄ ｼﾝﾔ

1時間31分06秒74 大八木 健夫2118 青葉小学校ｵｵﾔｷﾞ ﾀｹｵ

1時間31分15秒75 松岡 隆二2219 埼玉原種育成会ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳｼﾞ

1時間31分43秒76 吉岡 哲也2487 ﾖｼｵｶ ﾃﾂﾔ

1時間31分46秒77 山谷 淳2670 鬼の持久力ﾔﾏﾔ ｼﾞｭﾝ

1時間31分51秒78 森永 宣樹2130 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾉﾌﾞｷ

1時間31分53秒79 上島 靖範2609 ｳｴｼﾏ ﾔｽﾉﾘ

1時間31分54秒80 堀江 浩之2089 無しﾎﾘｴ ﾋﾛﾕｷ

1時間31分59秒81 早川 直樹2626 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵｷ

1時間32分08秒82 久恒 基史2720 ﾋｻﾂﾈ ﾓﾄｼ

1時間32分12秒83 西河 輝2744 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ

1時間32分23秒84 竹村 博文2315 Ｔｅａｍ　七空ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ

1時間32分26秒85 原 英起2204 大河の一滴ﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ

1時間32分37秒86 元井 隆2841 ＪＴＢ関東ﾓﾄｲ ﾀｶｼ

1時間32分41秒87 春本 雅史2383 ﾊﾙﾓﾄ ﾏｻｼ

1時間32分51秒88 進藤 義之2374 ＮＥＣｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾕｷ

1時間32分51秒89 古澤 伸幸2714 越谷競走倶楽部ﾌﾙｻﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間33分01秒90 大谷津 勝2190 ∞無限定食∞ｵｵﾔﾂ ﾏｻﾙ

1時間33分02秒91 閏間 隆一2309 ポポロＡＣｳﾙﾏ ﾘｭｳｲﾁ

1時間33分07秒92 中村 拓哉2575 カネテンﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ

1時間33分13秒93 松本 将和2719 あぶら部ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ

1時間33分33秒94 石川 誠2314 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ

1時間33分54秒95 鈴木 淳一2312 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間33分56秒96 長 達也2375 千代田ﾁｮｳ ﾀﾂﾔ

1時間34分01秒97 村上 裕樹2470 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｷ

1時間34分09秒98 高橋 史明2478 ライズウィルﾀｶﾊｼ ﾌﾐｱｷ

1時間34分18秒99 三浦 崇2165 チームドＭﾐｳﾗ ﾀｶｼ

1時間34分24秒100 伊福 暢盛2599 ｲﾌｸ ﾏｻﾓﾘ
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1時間34分25秒101 笹木 雅義2718 古河ＲＣｻｻｷ ﾏｻﾖｼ

1時間34分34秒102 黒澤 清剛2283 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ

1時間34分38秒103 三浦 隆司2260 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ

1時間34分47秒104 中島 勅人2213 リンパ管腫ＡＣﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾄ

1時間34分49秒105 濱田 昭生2298 ＡＶＲＣ埼玉ﾊﾏﾀﾞ ｱｷｵ

1時間35分08秒106 秋本 将亨2159 久喜市民ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ

1時間35分12秒107 松本 豊和2456 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾖｶｽﾞ

1時間35分17秒108 宍戸 淳2746 ｼｼﾄﾞ ｼﾞｭﾝ

1時間35分23秒109 藤井 充彦2358 ＪＡ南彩ﾌｼﾞｲ ｱﾂﾋｺ

1時間35分29秒110 赤石 光康2667 ｱｶｲｼ ﾐﾂﾔｽ

1時間35分34秒111 鈴木 崇裕2551 さいたま市ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間35分39秒112 上田 和正2564 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ

1時間35分39秒113 西垣 晴生2782 ﾆｼｶﾞｷ ﾊﾙｵ

1時間35分45秒114 高久 康紀2217 ＦＣ桜田ﾀｶｸ ﾔｽﾉﾘ

1時間35分50秒115 松坂 良一2202 嵐妃龍ﾏﾂｻｶ ﾘｮｳｲﾁ

1時間35分53秒116 佐々木　勝2813 ｻｻｷ ﾏｻﾙ

1時間35分54秒117 増田 規彦2397 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ

1時間35分57秒118 新井 仁2055 無所属ｱﾗｲ ｼﾞﾝ

1時間36分04秒119 高橋 敏志2733 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ

1時間36分11秒120 勝賀瀬 晶敏2600 大伸化学ｼｮｳｶﾞｾ ｱｷﾄｼ

1時間36分13秒121 斎藤 賢一2725 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ

1時間36分28秒122 柳橋 真人2090 なしﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ﾏｺﾄ

1時間36分31秒123 及川 哲2768 ＣＲ２東日本ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ

1時間36分38秒124 遠藤 裕介2526 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

1時間36分40秒125 石瀬 崇2269 チーム山田ｲｼｾ ﾀｶｼ

1時間36分42秒126 小野 知之2211 羽根ｵﾉ ﾄﾓﾕｷ

1時間36分44秒127 中村 友則2430 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ

1時間36分44秒128 富岡 和久2291 ﾄﾐｵｶ ｶｽﾞﾋｻ

1時間36分45秒129 田口 正俊2728 伊奈スポﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ

1時間36分49秒130 小瀬 大輔2186 東光電気工事ｺｾ ﾀﾞｲｽｹ

1時間36分59秒131 長沢 清貴2028 無しﾅｶﾞｻﾜ ｷﾖﾀｶ

1時間37分03秒132 橋本 誠紀2353 ランニングマンﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ

1時間37分07秒133 高橋 洋2040 ＯＳＫﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ

1時間37分07秒134 海老澤 陽2617 ｴﾋﾞｻﾜ ｱｷﾗ

1時間37分11秒135 会田 誠2537 ｱｲﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間37分14秒136 吉田 秀男2307 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ

1時間37分18秒137 田所 優2781 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏｻﾙ

1時間37分23秒138 太田 雅俊2612 かけっこ軍団ｵｵﾀ ﾏｻﾄｼ

1時間37分28秒139 菊野 武司2773 ｷｸﾉ ﾀｹｼ

1時間37分39秒140 小島 輝之2459 ｺｼﾞﾏ ﾃﾙﾕｷ

1時間37分40秒141 原田　慎一2809 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間37分41秒142 菅家　宏幸2815 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛﾕｷ

1時間37分52秒143 川上 圭介2423 ｶﾜｶﾐ ｹｲｽｹ

1時間37分52秒144 小川 登志幸2676 片柳分団ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ

1時間38分00秒145 菅原 孝幸2340 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ

1時間38分05秒146 柏崎 敬志2710 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀｶｼ

1時間38分18秒147 藤田 憲2501 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｼ

1時間38分18秒148 長塩 博英2254 白岡そうゆう会ﾅｶﾞｼｵ ﾋﾛﾋﾃﾞ

1時間38分23秒149 古田土 長夫2516 ｺﾀﾄ ﾅｶﾞｵ

1時間38分24秒150 齋藤 俊明2523 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ
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1時間38分34秒151 堀口 敦彦2711 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾂﾋｺ

1時間38分35秒152 山岸 篤道2250 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｸﾐﾁ

1時間38分36秒153 田口 孝夫2765 東京電子工業ﾀｸﾞﾁ ﾀｶｵ

1時間38分36秒154 篠沢 洋平2699 たけしーずｼﾉｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ

1時間38分38秒155 中山 秀喜2122 チームニチコンﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ

1時間38分38秒156 荒井 章博2741 ティップネスｱﾗｲ ｱｷﾋﾛ

1時間38分39秒157 奥谷 智弘2405 ＮＲＣｵｸﾔ ﾄﾓﾋﾛ

1時間38分42秒158 深井 一佳2559 ﾌｶｲ ｶｽﾞﾖｼ

1時間38分45秒159 中村 圭輔2521 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

1時間38分47秒160 渡邉 裕之2660 ポートガリバーﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間38分48秒161 大嶋 徹也2182 ｵｵｼﾏ ﾃﾂﾔ

1時間38分50秒162 仲本 佳司2304 ﾅｶﾓﾄ ｹｲｼﾞ

1時間38分56秒163 土屋 俊弘2778 ﾂﾁﾔ ﾄｼﾋﾛ

1時間38分56秒164 東畑 雅昭2473 ﾄｳﾊﾀ ﾏｻｱｷ

1時間38分57秒165 柏木　利三雄2801 （株）キヤスティックｶｼﾜｷﾞ ﾘﾐｵ

1時間39分00秒166 間 清二2116 MMRCｱｲﾀﾞ ｾｲｼﾞ

1時間39分03秒167 山下 一隆2210 日テレＪＣﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾀｶ

1時間39分15秒168 佐藤 公威2706 江川ＲＣｻﾄｳ ｷﾐﾀｹ

1時間39分16秒169 東 裕明2739 Ｄ．Ｒ．ＡＣｱｽﾞﾏ ﾋﾛｱｷ

1時間39分17秒170 大久保 慎一2266 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾝｲﾁ

1時間39分30秒171 鈴木　大資2804 白岡ＲＣｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ

1時間39分36秒172 岡本 靖弘2645 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ

1時間39分37秒173 高橋 幸治2232 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

1時間39分37秒174 塩島 健2286 東鷲宮病院ｼｵｼﾞﾏ ﾀｹｼ

1時間39分45秒175 菊地 朝志2119 ｷｸﾁ ﾄﾓｼ

1時間39分54秒176 古川 悟2451 ﾌﾙｶﾜ ｻﾄﾙ

1時間39分56秒177 小宮 利隆2786 さくらｺﾐﾔ ﾄｼﾀｶ

1時間40分08秒178 田村 方孝2087 パパーズﾀﾑﾗ ﾐﾁﾀｶ

1時間40分11秒179 有賀 健一2756 ｱﾘｶﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間40分14秒180 安達 晃彦2579 ｱﾀﾞﾁ ｱｷﾋｺ

1時間40分29秒181 高尾 茂樹2342 さわ研究所ﾀｶｵ ｼｹﾞｷ

1時間40分30秒182 高橋 三春2121 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ

1時間40分39秒183 黒羽 義孝2187 大里ブロックｸﾛﾊﾞ ﾖｼﾀｶ

1時間40分41秒184 杉山 和之2432 ビールがぶが部ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ

1時間40分45秒185 吉村 明敏2332 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾄｼ

1時間40分46秒186 平野 義洋2635 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾋﾛ

1時間40分58秒187 川上 大悟2249 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ

1時間41分08秒188 塚田 英樹2345 日本信号ﾂｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

1時間41分14秒189 加藤 宏一2628 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ

1時間41分18秒190 高川 良司2662 ﾀｶｶﾞﾜ ﾘｮｳｼﾞ

1時間41分19秒191 長嶋 克成2703 チームオアシスﾅｶﾞｼﾏ ｶﾂﾅﾘ

1時間41分23秒192 松下 真也2297 ﾏﾂｼﾀ ｼﾝﾔ

1時間41分33秒193 松本 圭介2480 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ

1時間41分33秒194 松沢 健一2256 ふわっぴーﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間41分36秒195 原 浩二2789 ﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間41分41秒196 河野 哲也2476 ｺｳﾉ ﾃﾂﾔ

1時間41分52秒197 鈴木 剛史2636 キサイフーズｽｽﾞｷ ﾀｹｼ

1時間41分53秒198 べキン マティアス2772 ﾍﾞｷﾝ ﾏﾃｨｱｽ

1時間41分53秒199 竹原 公二2366 チ－ム妖怪ﾀｹﾊﾗ ｺｳｼﾞ

1時間41分53秒200 本多 英二2774 ﾎﾝﾀﾞ ｴｲｼﾞ
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1時間41分57秒201 川上 征樹2543 日光千姫物語ｶﾜｶﾐ ｾｲｷ

1時間42分22秒202 竹谷 純2153 チームマグナムﾀｹﾔ ｼﾞｭﾝ

1時間42分29秒203 武藤 秀樹2417 平和島マラソンﾑﾄｳ ﾋﾃﾞｷ

1時間42分33秒204 澤 靖浩2685 ｻﾜ ﾔｽﾋﾛ

1時間42分33秒205 上江 直樹2303 ｶﾐｴ ﾅｵｷ

1時間42分43秒206 小島 利明2235 陶秀ｵｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ

1時間42分46秒207 板垣 均2167 ｲﾀｶﾞｷ ﾋﾄｼ

1時間42分57秒208 横井 司2228 チーム三ちゃんﾖｺｲ ﾂｶｻ

1時間43分01秒209 鈴木 善行2434 Ａ－ＲＵＮｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ

1時間43分10秒210 上島 高広2106 fc桜田イーグルスｶﾐｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ

1時間43分12秒211 増谷 祐之2296 ｿｳﾔ ｻﾁﾕｷ

1時間43分24秒212 村岡 智之2573 むらﾑﾗｵｶ ﾄﾓﾕｷ

1時間43分25秒213 高木 尚2794 松木会ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ

1時間43分29秒214 岡田 健一2758 ＮＴＴコムｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間43分30秒215 柏木 勝2157 せんとらるｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾙ

1時間43分35秒216 片桐 哲人2755 横浜市陸協ｶﾀｷﾞﾘ ﾃﾂﾄ

1時間43分40秒217 石原 聡2735 ｲｼﾊﾗ ｻﾄｼ

1時間43分42秒218 中村 進一2762 つみ木ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

1時間43分51秒219 貝嶋 武史2150 チーム三ちゃんｶｲｼﾞﾏ ﾀｹｼ

1時間43分55秒220 船水　康平2819 武蔵野銀行久喜支店ﾌﾅﾐｽﾞ ｺｳﾍｲ

1時間43分58秒221 竹野 智之2705 江川ＲＣﾀｹﾉ ﾄﾓﾕｷ

1時間44分00秒222 酒井 孝晃2023 無所属ｻｶｲ ﾀｶｱｷ

1時間44分03秒223 薄井 健2216 ＦＣ桜田ｳｽｲ ｹﾝ

1時間44分15秒224 恒川 賢二2571 ﾂﾈｶﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間44分16秒225 林 伸治2133 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾊﾙ

1時間44分17秒226 山中 幹生2734 あやめ寮ﾔﾏﾅｶ ﾐｷｵ

1時間44分18秒227 菅沼 栄介2457 ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲｽｹ

1時間44分23秒228 宇山 英幸2263 ｳﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間44分30秒229 金野 正樹2527 ｷﾝﾉ ﾏｻｷ

1時間44分31秒230 菅野 完2330 ＮＩＫＫＯＬｶﾝﾉ ﾀﾓﾂ

1時間44分31秒231 松田 健太郎2224 まつだ会計ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ

1時間44分33秒232 高橋 誠2209 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ

1時間44分39秒233 石橋 正徳2067 株式会社チノーｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾉﾘ

1時間44分42秒234 松尾 義和2616 ﾏﾂｵ ﾖｼｶｽﾞ

1時間44分42秒235 牧野 耕平2577 日テレＪＣﾏｷﾉ ｺｳﾍｲ

1時間44分49秒236 小林 智晴2509 ｔｏｐｐａラボｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾊﾙ

1時間44分50秒237 田沼 信孝2236 タヌマ企画ﾀﾇﾏ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間44分51秒238 浅倉 亮2195 ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ

1時間44分55秒239 工藤 哲彦2039 カネ転ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾋｺ

1時間45分01秒240 都丸 宏光2142 ﾄﾏﾙ ﾋﾛﾐﾂ

1時間45分09秒241 千葉 文雄2490 ﾁﾊﾞ ﾌﾐｵ

1時間45分16秒242 高道 博文2730 ﾀｶﾐﾁ ﾋﾛﾌﾐ

1時間45分21秒243 及川 元太2629 アキランメイツｵｲｶﾜ ｹﾞﾝﾀ

1時間45分26秒244 竹本 睦弘2192 チーム三ちゃんﾀｹﾓﾄ ﾑﾂﾋﾛ

1時間45分28秒245 小林 勇次2318 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ

1時間45分30秒246 小岡 幸佐2285 ｺｵｶ ｺｳｽｹ

1時間45分36秒247 織田 隼人2024 久喜市民ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ

1時間45分38秒248 伊東 隆2387 ｲﾄｳ ﾀｶｼ

1時間45分42秒249 小林 徹2460 板橋区ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ

1時間45分43秒250 近藤 信夫2416 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞｵ
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1時間45分46秒251 武岡 一満2091 株式会社エフテックﾀｹｵｶ ｶｽﾞﾐﾂ

1時間45分48秒252 橋本 賢一2065 メトランRCﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ

1時間45分52秒253 菊池 勉2700 三郷消防ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ

1時間45分54秒254 沼田 昌2247 ﾇﾏﾀ ﾏｻｼ

1時間45分54秒255 荒川 和之2433 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ

1時間45分56秒256 佐藤 豊2163 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ

1時間45分59秒257 神山 勉2426 ｶﾐﾔﾏ ﾂﾄﾑ

1時間46分00秒258 本谷 真芳2212 コマツﾓﾄﾀﾆ ﾏｻﾖｼ

1時間46分03秒259 半仁田 敦史2477 ﾊﾝﾆﾀ ｱﾂｼ

1時間46分05秒260 柴田 和也2166 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ

1時間46分08秒261 新井 和則2354 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾉﾘ

1時間46分08秒262 稲垣 賢一2562 ｲﾅｶﾞｷ ｹﾝｲﾁ

1時間46分31秒263 細田 竜2128 ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳ

1時間46分31秒264 出井 輝昌2784 騎西分署３部ｲﾃﾞｲ ﾃﾙﾏｻ

1時間46分33秒265 小松 繁2427 てぃあらんらんｺﾏﾂ ｼｹﾞﾙ

1時間46分33秒266 渡辺 誠一2289 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｲﾁ

1時間46分45秒267 遠藤 宏行2044 つばさ国際特許事務所ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ

1時間46分46秒268 山川 雅裕2601 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾋﾛ

1時間46分47秒269 石森 丈夫2226 ダンディーズｲｼﾓﾘ ﾀｹｵ

1時間46分48秒270 多田 誠2032 会社員ﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ

1時間46分54秒271 五月女 武2264 ｿｳﾄﾒ ﾀｹｼ

1時間46分57秒272 山北 一平2399 ﾔﾏｷﾀ ｲｯﾍﾟｲ

1時間47分06秒273 依田 健一2134 走ろう会ﾖﾀﾞ ｹﾝｲﾁ

1時間47分06秒274 木下 操2541 ｷﾉｼﾀ ﾐｻｵ

1時間47分07秒275 青木 崇2033 市原刑務所ｱｵｷ ﾀｶｼ

1時間47分13秒276 千田 博2583 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間47分16秒277 大熊 聡2508 ｵｵｸﾏ ｻﾄｼ

1時間47分16秒278 酒井 貞臣2568 ｻｶｲ ｻﾀﾞｵﾐ

1時間47分20秒279 鈴木 達也2369 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ

1時間47分22秒280 宇賀田 伸彦2593 宇賀田会計ｳｶﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ

1時間47分23秒281 山川 一美2587 ﾔﾏｶﾜ ｶｽﾞﾐ

1時間47分25秒282 松澤 尚利2206 ﾏﾂｻﾜ ﾅｵﾄｼ

1時間47分26秒283 丸山 友律2070 昱株式会社ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾉﾘ

1時間47分26秒284 井上 雅之2791 チーム白山ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ

1時間47分27秒285 水貝 吉邦2680 ﾐｽﾞｶﾞｲ ﾖｼｸﾆ

1時間47分44秒286 柳沢 克二2352 ＹＵＭＥﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾂｼﾞ

1時間48分01秒287 長谷川 雅彦2402 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾋｺ

1時間48分09秒288 近藤 宏2066 会社員ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ

1時間48分18秒289 目黒 誠2517 ﾒｸﾞﾛ ﾏｺﾄ

1時間48分22秒290 村上 聡2349 ポレスターﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ

1時間48分23秒291 尾崎 芳之2513 ｵｻﾞｷ ﾖｼﾕｷ

1時間48分43秒292 佐藤　知之2806 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ

1時間48分49秒293 小田中 隆芳2125 ｵﾀﾞﾅｶ ﾀｶﾖｼ

1時間48分50秒294 片岡 誠司2043 ㈱ＮＴＴデータＳＭＳｶﾀｵｶ ｾｲｼﾞ

1時間48分58秒295 元井 亨2257 ﾓﾄｲ ﾄｵﾙ

1時間49分00秒296 石川 剛2707 たこ焼き屋さんｲｼｶﾜ ﾀｹｼ

1時間49分05秒297 平阪 圭志2585 ﾋﾗｻｶ ｹｲｼ

1時間49分05秒298 中山 計2643 ﾅｶﾔﾏ ﾊｶﾙ

1時間49分10秒299 藤井 武志2018 蓮田融走隊ﾌｼﾞｲ ﾀｹｼ

1時間49分11秒300 三井 好則2384 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ
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1時間49分19秒301 斉藤 孝裕2255 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ

1時間49分28秒302 西田 雅行2497 ﾆｼﾀ ﾏｻﾕｷ

1時間49分29秒303 上田　昭夫2803 ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ

1時間49分32秒304 小野澤 智昭2569 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ

1時間49分40秒305 千葉 克巳2048 無しﾁﾊﾞ ｶﾂﾐ

1時間49分42秒306 中村 宏之2610 ＳＲＣﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ

1時間49分59秒307 高垣 昭二2357 ﾀｶｶﾞｷ ｼｮｳｼﾞ

1時間50分05秒308 外崎 和浩2742 Ｂｕｃｋｙ’ｓﾄﾉｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間50分10秒309 三浦 正徳2240 ﾐｳﾗ ﾏｻﾉﾘ

1時間50分10秒310 笠原 直輝2223 ｶｻﾊﾗ ﾅｵｷ

1時間50分13秒311 舟山 高一2322 ﾌﾅﾔﾏ ｺｳｲﾁ

1時間50分14秒312 須永 博明2658 ｽﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間50分19秒313 籠宮 光明2049 桜部ｶｺﾞﾐﾔ ﾐﾂｱｷ

1時間50分25秒314 西野 智久2595 栃木陸協ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｻ

1時間50分26秒315 荒井 真一2300 南熊野球部ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁ

1時間50分28秒316 石井 健二2284 ｲｼｲ ｹﾝｼﾞ

1時間50分31秒317 酒巻 順一2654 ＬＰＰｻｶﾏｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間50分33秒318 山田 龍2438 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ

1時間50分36秒319 小林 幸市2694 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ

1時間50分37秒320 荒井 正巳2191 ｱﾗｲ ﾏｻﾐ

1時間50分45秒321 齊藤 均2113 川島中学校ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ

1時間50分49秒322 森岡 秀文2468 チームひららﾓﾘｵｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ

1時間50分50秒323 福田 剛士2566 えふじぇ～えむﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間50分57秒324 古川 浩樹2373 ｺｶﾞﾜ ﾋﾛｷ

1時間50分57秒325 田熊 純也2769 さいたまﾀｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ

1時間50分59秒326 高瀬 祐志2619 株式会社フェスﾀｶｾ ﾏｻｼ

1時間51分00秒327 畠山 真弘2237 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ

1時間51分02秒328 津内口 昌紀2398 ﾂﾅｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ

1時間51分03秒329 新藤 正彦2234 新藤ｼﾝﾄｳ ﾏｻﾋｺ

1時間51分04秒330 宇賀 伸悟2359 和真ｳｶﾞ ｼﾝｺﾞ

1時間51分07秒331 片貝 勇人2602 フコクｶﾀｶｲ ﾕｳﾄ

1時間51分07秒332 中嶋 康幸2227 アキランメイツﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ

1時間51分15秒333 木下 達哉2661 東住設ｷﾉｼﾀ ﾀﾂﾔ

1時間51分18秒334 森 和弘2158 ラン友ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間51分19秒335 城 隆夫2729 一の会ｼﾞｮｳ ﾀｶｵ

1時間51分21秒336 鈴木 孝弘2045 所沢ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ

1時間51分21秒337 遠藤 康輝2400 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾃﾙ

1時間51分37秒338 駒 光哲2638 キサイフーズｺﾏ ﾐﾂﾉﾘ

1時間51分42秒339 槙村 智2317 ﾏｷﾑﾗ ｻﾄｼ

1時間51分43秒340 山田 博明2483 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ

1時間51分44秒341 成澤 重晴2547 デコサイン東美ﾅﾘｻﾜ ｼｹﾞﾊﾙ

1時間51分52秒342 前田 幸生2333 ﾏｴﾀﾞ ﾕｷｵ

1時間51分53秒343 保坂 淳2295 ﾎｻｶ ｼﾞｭﾝ

1時間51分54秒344 赤松 誠2717 蒲生愛宕町МＣｱｶﾏﾂ ﾏｺﾄ

1時間51分54秒345 菊池 勤2783 ＲＵＮＳｷｸﾁ ﾂﾄﾑ

1時間51分56秒346 黄 耀徳2179 ｺｳ ﾖｳﾄｸ

1時間51分56秒347 小川 泰宣2093 Rizardｵｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ

1時間52分13秒348 鈴木 巧2168 まいぴぃ～ずｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ

1時間52分23秒349 鈴木 健二2652 日医大ＴＢＣｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ

1時間52分34秒350 中山 智史2372 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾌﾐ
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ハーフ　一般男子（４０歳代）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:30:00

会場: 久喜市総合運動公園

主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

1時間52分36秒351 瀧口 修司2589 大人倶楽部ﾀｷｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ

1時間52分39秒352 中屋 歩2151 ﾅｶﾔ ｱﾕﾑ

1時間52分45秒353 安齋 僚2493 ｱﾝｻﾞｲ ﾘｮｳ

1時間52分48秒354 竹内　一浩2812 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間52分52秒355 菅野 博2740 ｶﾝﾉ ﾋﾛｼ

1時間52分53秒356 稲垣 勝利2015 個人ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂﾄｼ

1時間52分54秒357 栗原 環2436 ｸﾘﾊﾗ ﾀﾏｷ

1時間52分55秒358 片柳 恵太2092 同意します。ｶﾀﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ

1時間52分56秒359 大河原 法男2611 日経印刷脚部ｵｵｶﾜﾗ ﾉﾘｵ

1時間52分59秒360 岡安 秀憲2363 藤柳苑ｵｶﾔｽ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間53分01秒361 田中 潤一2412 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間53分02秒362 鴨下 浩司2197 ｶﾓｼﾀ ﾋﾛｼ

1時間53分10秒363 丸山 範明2799 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｱｷ

1時間53分19秒364 本間 実2140 キヤノンＥＩﾎﾝﾏ ﾐﾉﾙ

1時間53分20秒365 高塚 弘行2370 ヒルズサービスﾀｶﾂｶ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分29秒366 野口　宏幸2831 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ

1時間53分32秒367 小池 洋2500 ｺｲｹ ﾋﾛｼ

1時間53分41秒368 小川 智広2261 三協工業ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

1時間53分42秒369 宮原 正行2115 麦走会ﾐﾔﾊﾗ ﾏｻﾕｷ

1時間53分42秒370 北岡 健史2378 ｷﾀｵｶ ﾀｹｼ

1時間53分43秒371 槇島 隆一2455 ﾏｷｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ

1時間53分46秒372 染谷 智郎2561 水戸刑走友会ｿﾒﾔ ﾉﾘｵ

1時間53分47秒373 上江 隆史2653 ＭＣＢＳｶﾐｴ ﾀｶｼ

1時間53分49秒374 加藤 隆行2012 日清紡ブレーキｶﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間53分50秒375 長 誠2574 ｵｻ ﾏｺﾄ

1時間53分51秒376 冨永　一巳2834 ﾄﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞﾐ

1時間53分52秒377 田村 克之2267 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾕｷ

1時間53分54秒378 市川　健一2810 アーリーバードｲﾁｶﾜ ｹﾝｲﾁ

1時間53分58秒379 寺井 健二郎2279 ﾃﾗｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ

1時間54分00秒380 齋藤　武夫2820 ｻｲﾄｳ ﾀｹｵ

1時間54分08秒381 若山 茂大2095 三協工業㈱ﾜｶﾔﾏ ｼｹﾞﾋﾛ

1時間54分11秒382 後藤 満2696 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾙ

1時間54分13秒383 栗田 辰男2646 ｸﾘﾀ ﾀﾂｵ

1時間54分18秒384 田中 守人2679 ﾀﾅｶ ﾓﾘﾄ

1時間54分18秒385 藤崎 朝也2745 キーサイトﾌｼﾞｻｷ ﾄﾓﾔ

1時間54分19秒386 染谷 隆児2262 ｿﾒﾔ ﾘｭｳｼﾞ

1時間54分21秒387 栄田 良武2760 古河激走会ｻｶｴﾀﾞ ﾖｼﾀｹ

1時間54分23秒388 佐々木 啓2052 LIXILﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟ黒須建設ｻｻｷ ｱｷﾗ

1時間54分26秒389 渡辺 和文2554 オフィス渡辺ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾌﾐ

1時間54分27秒390 仲山 洋和2025 無所属ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間54分27秒391 鈴木 富夫2761 ｽｽﾞｷ ﾄﾐｵ

1時間54分28秒392 大野 優樹2712 ｵｵﾉ ﾕｳｷ

1時間54分29秒393 小林 伸泰2123 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾔｽ

1時間54分32秒394 山田 裕也2189 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ

1時間54分40秒395 鍋田 哲朗2510 ﾅﾍﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ

1時間54分48秒396 和田 英之2548 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間54分49秒397 難波 剛志2429 ﾅﾝﾊﾞ ﾀｹｼ

1時間54分52秒398 清水 一樹2144 ゆう＆あややんｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ

1時間54分54秒399 大瀧 寿夫2770 ｵｵﾀｷ ﾄｼｵ

1時間54分59秒400 黒崎 進2003 堀内発條製作所ｸﾛｻｷ ｽｽﾑ
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1時間55分02秒401 長谷部 弥2515 ﾊｾﾍﾞ ﾋｻｼ

1時間55分11秒402 森田 謙吾2414 ﾓﾘﾀ ｹﾝｺﾞ

1時間55分13秒403 沖村 剛2036 伊那食品工業株式会社ｵｷﾑﾗ ﾂﾖｼ

1時間55分18秒404 佐々木　勝昭2832 ｻｻｷ ｶﾂｱｷ

1時間55分21秒405 小川 勝2748 ディブルｵｶﾞﾜ ﾏｻﾙ

1時間55分40秒406 大塚 隆行2795 多摩信用金庫ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ

1時間55分42秒407 冨井 賢二2419 日立システムズﾄﾐｲ ｹﾝｼﾞ

1時間55分50秒408 吉松 昌晃2114 なしﾖｼﾏﾂ ﾏｻﾃﾙ

1時間56分04秒409 渡辺 智紀2208 久喜工業高校ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ

1時間56分21秒410 大矢 潤一2672 ピンパンｵｵﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間56分23秒411 沓掛 博之2743 ｸﾂｶｹ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分24秒412 本田 典久2136 東京陸協ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ

1時間56分34秒413 大隈 正吾2078 （株）極洋ｵｵｸﾏ ｼｮｳｺﾞ

1時間56分36秒414 後藤 勝徳2246 ミズシィｺﾞﾄｳ ｶﾂﾉﾘ

1時間56分38秒415 渡部 昇2550 ﾜﾀﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ

1時間56分38秒416 関茂 欣司2127 埼玉陸協ｾｷﾓ ｷﾝｼﾞ

1時間56分40秒417 内田 功一2759 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間56分44秒418 小原 俊郎2555 ｺﾊﾗ ﾄｼﾛｳ

1時間56分46秒419 奥田 敏大2188 三ちゃんｵｸﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ

1時間56分51秒420 浜多 貴政2785 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾏｻ

1時間56分53秒421 風戸 武博2465 武蔵野銀行ｶｻﾞﾄ ﾀｹﾋﾛ

1時間57分01秒422 西井 弘樹2520 ﾆｼｲ ﾋﾛｷ

1時間57分01秒423 河口 信洋2362 鬼才クリニックｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ

1時間57分08秒424 中島 大士2683 ＤＴＳﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

1時間57分15秒425 熊谷 彰2161 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ

1時間57分20秒426 山本 武久2037 チーム明ちゃんﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾋｻ

1時間57分37秒427 岡田 宏樹2736 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ

1時間57分41秒428 細矢 慎二2439 バリエンテスﾎｿﾔ ｼﾝｼﾞ

1時間57分51秒429 髙野 政文2525 ﾀｶﾉ ﾏｻﾌﾐ

1時間57分56秒430 黒須 直人2020 なしｸﾛｽ ﾅｵﾄ

1時間57分56秒431 関根 由貴仁2053 JA南彩ｾｷﾈ ﾕｷﾋﾄ

1時間57分58秒432 大橋 信貴2146 ｵｵﾊｼ ﾉﾌﾞﾀｶ

1時間58分00秒433 青木 雅彦2839 日医大ＴＢＣｱｵｷ ﾏｻﾋｺ

1時間58分04秒434 鈴木 英紀2618 ＪＲ高崎ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ

1時間58分05秒435 秋谷 和広2409 ｱｷﾔ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間58分05秒436 清水 将司2443 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｼ

1時間58分11秒437 佐々木 義徳2448 メタボごっこｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ

1時間58分11秒438 大村 修司2145 ｵｵﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ

1時間58分14秒439 佐藤 高之2688 ヘルシーロードｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間58分32秒440 大野 純男2221 ｵｵﾉ ｽﾐｵ

1時間58分36秒441 影森 茂俊2779 ｶｹﾞﾓﾘ ｼｹﾞﾄｼ

1時間58分36秒442 堀越 晃之2376 ﾎﾘｺｼ ﾃﾙﾕｷ

1時間58分42秒443 曽我 英孝2752 ｿｶﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ

1時間58分47秒444 稲垣 寿法2532 チーム残尿感ｲﾅｶﾞｷ ﾋｻﾉﾘ

1時間58分48秒445 岡村 卓司2622 ＪＩＣＳｵｶﾑﾗ ﾀｸｼﾞ

1時間58分58秒446 関根 恵一2452 ｾｷﾈ ｹｲｲﾁ

1時間59分08秒447 降矢　寿三2822 ﾌﾙﾔ ﾄｼｿﾞｳ

1時間59分10秒448 春日 晴夫2184 ウイングｶｽｶﾞ ﾊﾙｵ

1時間59分16秒449 関川 次郎2475 ｾｷｶﾜ ｼﾞﾛｳ

1時間59分17秒450 福田 和雄2233 戸塚村ＲＣﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｵ
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1時間59分19秒451 大沼 貴志2008 ㈱キタセキｵｵﾇﾏ ﾀｶｼ

1時間59分20秒452 内田 昭之2017 鷲宮クラブｳﾁﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ

1時間59分24秒453 近藤 貞之2270 チームハラグロｺﾝﾄﾞｳ ｻﾀﾞﾕｷ

1時間59分27秒454 風間 弘毅2382 ｶｻﾞﾏ ｺｳｷ

1時間59分28秒455 高橋 頼孝2540 有賀園ゴルフﾀｶﾊｼ ﾖﾘﾀｶ

1時間59分39秒456 伊藤 和之2621 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ

1時間59分43秒457 三田 良幸2499 ﾐﾀ ﾖｼﾕｷ

1時間59分47秒458 島崎 洋一2098 カワグチハイホーｼﾏｻﾞｷ ﾖｳｲﾁ

1時間59分51秒459 佐藤 弘樹2596 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ

1時間59分52秒460 菅野 惠天2241 ｶﾝﾉ ﾔｽﾉﾘ

1時間59分57秒461 吉岡 正樹2355 ﾖｼｵｶ ﾏｻｷ

1時間59分57秒462 村田 一雄2462 ＰＳ多摩川ＧＲﾑﾗﾀ ｶｽﾞｵ

2時間00分02秒463 高島 勝秀2137 こせんせいﾀｶｼﾏ ｶﾂﾋﾃﾞ

2時間00分06秒464 黒木 雅之2096 会社員ｸﾛｷ ﾏｻﾕｷ

2時間00分10秒465 星野 晃2391 ﾎｼﾉ ｱｷﾗ

2時間00分11秒466 須藤 善且2009 寺木産業株式会社ｽﾄｳ ﾖｼｶﾂ

2時間00分11秒467 白石 充2035 （株）資生堂　久喜工場ｼﾗｲｼ ﾐﾂﾙ

2時間00分15秒468 宮城 守秀2057 農林中央金庫ﾐﾔｷﾞ ﾓﾘﾋﾃﾞ

2時間00分16秒469 斉藤 誠2047 チームｶﾞﾙﾄｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ

2時間00分24秒470 菊田 敦史2425 ｷｸﾀ ｱﾂｼ

2時間00分25秒471 安藤　裕之2808 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ

2時間00分27秒472 後藤 剛志2641 ｺﾞﾄｳ ﾂﾖｼ

2時間00分28秒473 猪又 昇2737 ｲﾉﾏﾀ ﾉﾎﾞﾙ

2時間00分32秒474 高野 吉夫2648 ﾀｶﾉ ﾖｼｵ

2時間00分34秒475 中塚 暁之2061 森紙器ﾅｶﾂｶ ﾄｼﾕｷ

2時間00分37秒476 上原 和幸2392 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾕｷ

2時間00分42秒477 増田 卓郎2578 ﾏｽﾀﾞ ﾀｸﾛｳ

2時間00分46秒478 小豆沢 浩2196 ｱｽﾞｻﾜ ﾋﾛｼ

2時間00分53秒479 栗本 隆雄2420 和戸祭世話人会ｸﾘﾓﾄ ﾀｶｵ

2時間00分58秒480 黄 世忠2251 ﾌｧﾝ ｼﾁｮﾝ

2時間01分03秒481 小倉　貴夫2835 ｵｸﾞﾗ ﾀｶｵ

2時間01分05秒482 梅田 修一2474 聖地化プロｳﾒﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ

2時間01分07秒483 今野 秀昭2068 埼玉県ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間01分08秒484 大橋 賢二2278 ｵｵﾊｼ ｹﾝｼﾞ

2時間01分14秒485 瀧口 兼太郎2673 杉戸走友会ﾀｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間01分35秒486 中根 昌宏2117 白岡西少女ソフトクラブﾅｶﾈ ﾏｻﾋﾛ

2時間01分46秒487 鹿毛 隆宏2625 第二地銀協会ｶｹﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間01分49秒488 中村 勇2488 大槌魂ダゴッタﾅｶﾑﾗ ｲｻﾑ

2時間01分51秒489 大熊 政之2380 ｵｵｸﾏ ﾏｻﾕｷ

2時間01分54秒490 青木 勝裕2325 ｱｵｷ ｶﾂﾋﾛ

2時間02分00秒491 竹内 裕紀2031 埼玉東部消防ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｷ

2時間02分06秒492 栃木 直文2259 ﾄﾁｷﾞ ﾅｵﾌﾞﾐ

2時間02分18秒493 玉井 裕介2274 ランメイトﾀﾏｲ ﾕｳｽｹ

2時間02分22秒494 朝戸 健太郎2607 ｱｻﾄ ｹﾝﾀﾛｳ

2時間02分32秒495 村上 毅2013 ＫＪＣﾑﾗｶﾐ ﾀｹｼ

2時間02分36秒496 鈴木 英明2162 白岡ＲＣｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間02分41秒497 星野 卓広2698 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ

2時間02分42秒498 高畠 道広2170 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ

2時間02分50秒499 黒木 竜2171 日本交通ｸﾛｷ ﾘｮｳ

2時間02分50秒500 今崎 孝則2178 健走会虹音ｲﾏｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ
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2時間02分52秒501 神田 裕孝2669 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ

2時間02分56秒502 福田 慎次2796 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間02分58秒503 紙山 周三2200 ｶﾐﾔﾏ ｼｭｳｿﾞｳ

2時間03分15秒504 松谷 一成2479 ﾏﾂﾀﾆ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間03分20秒505 大橋 智幸2678 ｵｵﾊｼ ﾄﾓﾕｷ

2時間03分21秒506 横田 彰2290 ﾖｺﾀ ｱｷﾗ

2時間03分34秒507 斉藤 雅春2463 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾊﾙ

2時間03分35秒508 中村 智和2062 ドンキーズﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間03分43秒509 猪瀬 康二2244 ｲﾉｾ ｺｳｼﾞ

2時間03分53秒510 櫻井 貴之2310 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ

2時間03分57秒511 出口 博2329 ＨＩＰＰＯ－Ａﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｼ

2時間03分58秒512 金子 雅巳2343 ｶﾈｺ ﾏｻﾐ

2時間04分00秒513 小出 和輝2173 チ－ム石川大輔ｺｲﾃﾞ ｶｽﾞﾃﾙ

2時間04分04秒514 鈴木 智之2281 鈴木智之ＬＯｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ

2時間04分05秒515 島田 浩一2519 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁ

2時間04分06秒516 林 幸慶2181 ﾊﾔｼ ﾕｷﾉﾘ

2時間04分14秒517 知久 和広2503 日本信号ﾁｷｭｳ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間04分17秒518 中本 淳2727 日本ＫＦＣＨﾅｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ

2時間04分25秒519 有山 隆利2446 メタボごっこｱﾘﾔﾏ ﾀｶﾄｼ

2時間04分31秒520 吉田 光良2007 ANTxBEEﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ

2時間04分39秒521 根岸 潤一2347 ﾈｷﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間04分45秒522 松村 宜久2692 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾋｻ

2時間04分52秒523 砂川 正幸2797 ｽﾅｶﾜ ﾏｻﾕｷ

2時間04分53秒524 中村 芳浩2413 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ

2時間05分07秒525 荒井 宏幸2056 上尾元気愛走会ｱﾗｲ ﾋﾛﾕｷ

2時間05分10秒526 鈴木 純一2131 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間05分13秒527 百武 正嗣2169 七里ホームﾋｬｸﾀｹ ﾏｻﾂｸﾞ

2時間05分29秒528 渡邉 大輔2793 松木会ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ

2時間05分38秒529 岡村 靖路2299 ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼﾞ

2時間05分39秒530 松崎 友紀2461 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ

2時間05分42秒531 岡野 誠2201 ｵｶﾉ ﾏｺﾄ

2時間05分49秒532 榊原 健2464 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝ

2時間06分02秒533 塩田 知之2334 ｼｵﾀ ﾄﾓﾕｷ

2時間06分05秒534 白崎 俊之2604 ｼﾗｻｷ ﾄｼﾕｷ

2時間06分11秒535 神田 信二2671 生活係ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｼﾞ

2時間06分21秒536 秋山 勝己2435 ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾐ

2時間06分29秒537 榎本 大輔2689 セイキ販売ｴﾉﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

2時間06分32秒538 馬庭 仁2506 ﾏﾆﾜ ﾋﾄｼ

2時間06分34秒539 佐田 竜一2545 チームジオンｻﾀ ﾘｭｳｲﾁ

2時間06分37秒540 稲田 俊司2453 佐原信用金庫ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ

2時間06分42秒541 前田 貴宏2485 さや姉命ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ

2時間06分47秒542 児玉　二郎2827 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞﾛｳ

2時間06分54秒543 佐竹 公仁2408 ＡＶＲＣ埼玉ｻﾀｹ ｷﾐﾋﾄ

2時間06分54秒544 高桑 純一2292 銀行ﾀｶｸﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間06分55秒545 山口 明2492 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾗ

2時間06分55秒546 井上　周二2818 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ

2時間06分58秒547 吉村 直紀2275 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵｷ

2時間07分16秒548 千吉良 孝一2174 ﾁｷﾞﾗ ｺｳｲﾁ

2時間07分30秒549 鈴木 浩一2620 株式会社フェスｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ

2時間07分31秒550 田畑　泰則2833 ﾀﾊﾞﾀ ﾔｽﾉﾘ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第2回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般男子（４０歳代）

順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2017/3/19

スタート： 9:30:00

会場: 久喜市総合運動公園

主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

2時間07分51秒551 長谷川 哲生2075 なしﾊｾｶﾞﾜ ﾃﾂｵ

2時間07分53秒552 藤本 健2110 久喜市役所ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝ

2時間08分02秒553 若林 弘幸2218 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間08分06秒554 矢野 修2004 無しﾔﾉ ｵｻﾑ

2時間08分12秒555 鈴木　正人2805 みやまクラブｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ

2時間08分27秒556 佐川 富夫2229 ＳＭＣｻｶﾞﾜ ﾄﾐｵ

2時間08分27秒557 蓮沼 久幸2252 ＳＭＣﾊｽﾇﾏ ﾋｻﾕｷ

2時間08分34秒558 宮田 顕弘2390 さくら＆すみれﾐﾔﾀ ｱｷﾋﾛ

2時間08分38秒559 福島 庸守2709 ﾌｸｼﾏ ﾂﾈﾓﾘ

2時間08分42秒560 待島 勝行2472 ファイザーﾏﾁｼﾏ ｶﾂﾕｷ

2時間08分43秒561 石通 英幸2704 ｲｼｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間08分50秒562 矢作 透2421 ﾔﾊｷﾞ ﾄｵﾙ

2時間08分54秒563 石川 竜二2081 星和電機ｲｼｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ

2時間09分01秒564 安田 恵一2104 ビールがぶが部ﾔｽﾀﾞ ｹｲｲﾁ

2時間09分02秒565 井踏 一紀2016 ティップネス久喜ｲﾌﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間09分21秒566 古塩 英之2135 ｺｼｵ ﾋﾃﾞﾕｷ

2時間09分28秒567 大崎 弘吉2749 ＡＫＡＮＥｵｵｻｷ ﾋﾛﾖｼ

2時間09分29秒568 木村 隆哉2072 ボーイスカウト久喜１３団ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ

2時間09分32秒569 石川 晃2381 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ

2時間09分33秒570 栗田 泰昭2840 あｸﾘﾀ ﾔｽｱｷ

2時間09分45秒571 赤城 努2424 ｱｶｷﾞ ﾂﾄﾑ

2時間09分55秒572 坂庭 将和2511 ＳＲＣｻｶﾆﾜ ﾏｻｶｽﾞ

2時間09分56秒573 机 忍2757 北菖蒲沼走友会ﾂｸｴ ｼﾉﾌﾞ

2時間09分57秒574 槇島 洋介2747 大永商事ﾏｷｼﾏ ﾖｳｽｹ

2時間10分01秒575 寒河江 豊2764 東中野坂上ｻｶﾞｴ ﾕﾀｶ

2時間10分06秒576 鹿沼 幸祐2305 ｶﾇﾏ ｺｳｽｹ

2時間10分11秒577 重田 修治2371 サンテｼｹﾞﾀ ｼｭｳｼﾞ

2時間10分11秒578 池田 裕範2556 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ

2時間10分15秒579 中村 貴典2675 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ

2時間10分16秒580 高橋 義典2584 日本信号ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾘ

2時間10分23秒581 渡村 雄一2630 アキランメイツﾄﾑﾗ ﾕｳｲﾁ

2時間10分25秒582 麻原 忠夫2633 東工大バレー部ｱｻﾊﾗ ﾀﾀﾞｵ

2時間10分26秒583 古山 富一2225 ｺﾔﾏ ﾋｻｶｽﾞ

2時間10分28秒584 新井　健治2836 なんちゃってRunｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ

2時間10分31秒585 大木 寛之2094 なしｵｵｷ ﾋﾛﾕｷ

2時間10分36秒586 牧野 正2639 猫が寝転んだﾏｷﾉ ﾀﾀﾞｼ

2時間10分40秒587 関 勝巳2535 ニチベイｾｷ ｶﾂﾐ

2時間10分41秒588 稲生 和仁2147 ｲﾅｵ ｶｽﾞﾋﾄ

2時間10分47秒589 大金 祥俊2546 ｵｵｶﾞﾈ ﾖｼﾀｶ

2時間10分50秒590 石塚 剛2536 桜田ドンキーズｲｼﾂﾞｶ ﾂﾖｼ

2時間10分51秒591 土田 修嗣2518 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

2時間10分56秒592 伊藤 敏博2713 ライフプラザｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ

2時間11分08秒593 森 智和2528 ﾓﾘ ﾄﾓｶｽﾞ

2時間11分15秒594 轡田 真幸2059 チームとわたりｸﾂﾜﾀﾞ ﾏｻｷ

2時間11分21秒595 藤田 司2613 ﾌｼﾞﾀ ﾂｶｻ

2時間11分23秒596 小宮山 勝博2276 ｺﾐﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ

2時間11分23秒597 山口　知也2816 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

2時間11分28秒598 舟越 好輝2215 ﾌﾅｺｼ ﾖｼﾃﾙ

2時間11分29秒599 藤本 幸久2194 鷲宮小学校ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾋｻ

2時間11分30秒600 山崎 光男2681 燕市役所ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂｵ
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2時間11分32秒601 佐藤 大輔2082 クラウンマラソン部ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ

2時間11分36秒602 松原 賢史2588 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄｼ

2時間11分40秒603 木戸 督2560 ｷﾄﾞ ｱﾂｼ

2時間11分46秒604 山中 秀一2331 インテルラボﾔﾏﾅｶ ｼｭｳｲﾁ

2時間11分48秒605 石嵜 知典2581 ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ

2時間12分00秒606 豊住 暢臣2198 ﾄﾖｽﾞﾐ ﾏｻｵﾐ

2時間12分05秒607 増田 良太2319 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳﾀ

2時間12分21秒608 久保 尚則2154 ｸﾎﾞ ﾅｵﾉﾘ

2時間12分30秒609 善林 孝博2271 ｾﾞﾝﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ

2時間12分30秒610 切貫　博久2817 ｷﾘﾇｷ ﾋﾛﾋｻ

2時間12分39秒611 大久保 崇雄2753 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｵ

2時間12分50秒612 渡邉 充彦2010 渡邉土地家屋調査士事務所ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾋｺ

2時間13分00秒613 牧瀬 勉2143 青葉クラブﾏｷｾ ﾂﾄﾑ

2時間13分01秒614 高田 直樹2248 オーパスワンﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ

2時間13分05秒615 深津 修2351 ﾌｶﾂ ｵｻﾑ

2時間13分06秒616 佐藤 太志2344 ｻﾄｳ ﾌﾄｼ

2時間13分09秒617 芹澤 寿晴2489 ハロー薬局ｾﾘｻﾞﾜ ﾄｼﾊﾙ

2時間13分11秒618 吉川 盛雄2690 ﾖｼｶﾜ ﾓﾘｵ

2時間13分11秒619 佐藤 淳智2650 カーメイトｻﾄｳ ｱﾂﾄﾓ

2時間13分12秒620 湯本 修2512 筑波銀行ﾕﾓﾄ ｵｻﾑ

2時間13分18秒621 古谷 浩太郎2776 ﾌﾙﾀﾆ ｺｳﾀﾛｳ

2時間13分19秒622 水盛 誠一郎2558 ﾐｽﾞﾓﾘ ｾｲｲﾁﾛｳ

2時間13分21秒623 飯島 一弘2788 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾛ

2時間13分35秒624 山﨑 良明2034 なしﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｱｷ

2時間13分42秒625 舘野 勝2539 ﾀﾃﾉ ﾏｻﾙ

2時間13分43秒626 寺崎 力2444 チミモハクラブﾃﾗｻﾞｷ ﾁｶﾗ

2時間13分48秒627 角田 秀治2282 角田製菓ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ

2時間13分49秒628 小川 智則2156 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ

2時間13分50秒629 片野　義則2001 ㈱関商店

2時間13分57秒630 中島 宏2367 おもいやりの郷ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｼ

2時間13分59秒631 大照 純一2365 公務員ｵｵﾃﾙ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間14分12秒632 笠倉 英知2085 ぶーちゃんちｶｻｸﾗ ﾋﾃﾞﾄﾓ

2時間14分18秒633 柴崎 憲一2663 久喜市役所ｼﾊﾞｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ

2時間14分58秒634 北川 敬2058 なしｷﾀｶﾞﾜ ｹｲ

2時間15分19秒635 平野 智巳2339 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾐ

2時間15分28秒636 小豆澤　俊光2807 ｱﾂﾞｷｻﾞﾜ ﾄｼﾐﾂ

2時間15分35秒637 井上 和己2272 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾐ

2時間15分35秒638 堀越 潤一2642 ﾎﾘｺｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間15分58秒639 岡田 篤史2080 なしｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ

2時間16分16秒640 三ヶ田 勉2657 サトーＧＡＣﾐｹﾀ ﾂﾄﾑ

2時間16分35秒641 太刀川 聡明2586 ＯＳＫﾀﾁｶﾜ ﾄｼｱｷ

2時間16分43秒642 勢濃 良太2083 武井組ｾﾉ ﾘｮｳﾀ

2時間17分05秒643 源田 哲朗2022 -ｹﾞﾝﾀﾞ ｱｷﾛｳ

2時間17分11秒644 田之頭 未繁2011 会社員ﾀﾉｶｼﾗ ﾋﾃﾞｼｹﾞ

2時間17分11秒645 金子 芳明2471 ｶﾈｺ ﾖｼｱｷ

2時間17分11秒646 五十嵐 真2723 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ

2時間17分13秒647 大石 貴之2149 ｵｵｲｼ ﾀｶﾕｷ

2時間17分41秒648 小松 勝男2410 ｺﾏﾂ ｶﾂｵ

2時間17分57秒649 宮崎 克宜2073 やまちゃんずﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂﾖｼ

2時間18分01秒650 松原 宏之2687 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ
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主催: 久喜市、久喜市教育委員会、久喜市体育協会

2時間18分09秒651 和泉 良幸2422 大成建設ｲｽﾞﾐ ﾖｼﾖｷ

2時間18分14秒652 船越　英徳2824 日本マタイﾌﾅｺｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ

2時間18分55秒653 浦崎 直浩2647 ｳﾗｻｷ ﾅｵﾋﾛ

2時間18分55秒654 藤田 健一2640 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｲﾁ

2時間18分59秒655 乗物 宜輝2183 ﾉﾘﾓﾉ ﾖｼﾃﾙ

2時間19分06秒656 今井 正浩2544 ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾛ

2時間19分14秒657 曽根 陽介2100 ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｿﾈ ﾖｳｽｹ

2時間19分16秒658 堤 秀樹2220 ﾂﾂﾐ ﾋﾃﾞｷ

2時間19分25秒659 馬場　幸司2829 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｼﾞ

2時間19分37秒660 小野寺 弘志2724 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ

2時間20分04秒661 鎌田 健快2481 ｶﾏﾀﾞ ﾀｹﾖｼ

2時間20分32秒662 保田 忠治2060 ヒッポﾔｽﾀﾞ ﾀﾀﾞﾊﾙ

2時間20分41秒663 金守 哲也2538 全農物流ｶﾅﾓﾘ ﾃﾂﾔ

2時間20分46秒664 佐々木 俊祐2505 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ

2時間20分50秒665 秋田 謙作2306 ＮＴＴ東日本ｱｷﾀ ｹﾝｻｸ

2時間21分02秒666 椿 智裕2111 久喜市ﾂﾊﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ

2時間21分18秒667 中井 敏博2627 ﾅｶｲ ﾄｼﾋﾛ

2時間22分01秒668 三浦 邦彦2102 -ﾐｳﾗ ｸﾆﾋｺ

2時間22分02秒669 瀬戸川 隆2763 ダークホースｾﾄｶﾞﾜ ﾀｶｼ

2時間22分05秒670 木村 清治2027 なしｷﾑﾗ ｾｲｼﾞ

2時間22分15秒671 五十嵐 敦2041 千葉県ｲｶﾞﾗｼ ｱﾂｼ

2時間22分18秒672 小川 英明2155 ＩＩＪｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間22分22秒673 鈴木 哲也2447 メタボごっこｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ

2時間22分27秒674 五十嵐　広幸2814 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間22分49秒675 森島 英文2695 ﾓﾘｼﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ

2時間23分10秒676 杉森 崇2491 ｽｷﾞﾓﾘ ﾀｶｼ

2時間23分13秒677 村上 紀幸2180 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾘﾕｷ

2時間23分16秒678 佐藤 昌弘2406 エスアールシーｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

2時間23分21秒679 川原 大2042 無しｶﾜﾊﾗ ﾋﾛｼ

2時間24分06秒680 高橋 光二2335 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ

2時間24分07秒681 竹村 広美2467 走麺会ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛﾐ

2時間24分11秒682 渡辺 昭康2014 埼玉りそな銀行ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾔｽ

2時間24分19秒683 渡辺 裕之2138 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ

2時間24分28秒684 菊池 雄2258 ｷｸﾁ ﾕｳ

2時間25分22秒685 手塚 洋幸2767 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ

2時間25分36秒686 沢田 欣2243 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽｼ

2時間25分58秒687 柳田 嘉仁2677 ぎだやなだぁﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ

2時間26分06秒688 平野 清和2097 久喜市役所ﾋﾗﾉ ｷﾖｶｽﾞ

2時間26分54秒689 俵 充夫2109 久喜東４丁目ﾀﾜﾗ ﾐﾂｵ

2時間27分12秒690 佐藤 靖男2129 瞳ドルｻﾄｳ ﾔｽｵ

2時間27分24秒691 岩田 和也2637 ｲﾜﾀ ｶｽﾞﾔ

2時間28分46秒692 松浦 信幸2038 橋本総業ﾏﾂｳﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間28分48秒693 小池 良宏2064 チームYｺｲｹ ﾖｼﾋﾛ

2時間29分14秒694 平井 靖広2175 ＧＲＴﾋﾗｲ ﾔｽﾋﾛ

2時間29分44秒695 坂本 直紀2360 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ

2時間29分54秒696 佐々木 隆行2726 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ

2時間30分41秒697 大熊 昭一2103 個人ｵｵｸﾏ ｼｮｳｲﾁ

2時間30分57秒698 落合 雅人2605 ｵﾁｱｲ ﾏｻﾄ

2時間31分09秒699 今村 望太郎2631 ｲﾏﾑﾗ ﾎﾞｳﾀﾛｳ

2時間31分22秒700 小鷹 宏之2732 チームおろしいｵﾀﾞｶ ﾋﾛｼ
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2時間31分43秒701 酒井 正志2469 ｻｶｲ ﾏｻｼ

2時間31分45秒702 山口 政隆2287 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ

2時間31分53秒703 岡田 忠明2302 イマギイレｵｶﾀﾞ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間32分10秒704 中井 成年2280 ﾅｶｲ ｼｹﾞﾄｼ

2時間32分18秒705 森住　悟郎2826 ﾓﾘｽﾞﾐ ｺﾞﾛｳ

2時間32分20秒706 白石　純一2002 ㈱武井組

2時間32分24秒707 舘谷 博明2071 (株)ベルーナﾀﾂﾀﾆ ﾋﾛｱｷ

2時間33分23秒708 田口 純一2107 アークレイマーケティング株・ﾀｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間33分43秒709 廣瀬 文孝2026 チームつばさﾋﾛｾ ﾌﾐﾀｶ

2時間34分01秒710 川上 喜久2346 日本信号ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾋｻ

2時間34分12秒711 岩舩 敦2141 ｲﾜﾌﾈ ｱﾂｼ

2時間35分07秒712 足立 純2668 足利市役所ｱﾀﾞﾁ ｼﾞｭﾝ

2時間35分17秒713 新井 直2411 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ

2時間36分20秒714 藤巻 貴志2077 ㈱黒須建設ﾌｼﾞﾏｷ ﾀｶｼ

2時間36分30秒715 鹿児島 徹2105 久喜市教育委員会ｶｺﾞｼﾏ ﾄｵﾙ

2時間36分41秒716 加藤 専2721 ｶﾄｳ ｱﾂｼ

2時間36分52秒717 篠崎 政規2368 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻｷ

2時間37分26秒718 吉田　隆之2825 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

2時間38分44秒719 増田 浩文2666 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ

2時間39分02秒720 竹枝 寛司2693 ﾀｹｴﾀﾞ ﾋﾛｼ

2時間39分21秒721 荒平 幹雄2494 ｱﾗﾋﾗ ﾐｷｵ

2時間40分59秒722 小野寺 雄二2069 昌平アスリートクラブｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｼﾞ

2時間41分07秒723 酒巻　満2830 ｻｶﾏｷ ﾐﾂﾙ

2時間42分19秒724 石田 健吾2231 ガスミックスｲｼﾀﾞ ｹﾝｺﾞ

2時間42分39秒725 斉藤　幸夫2802 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ

2時間44分11秒726 鶴木 将二郎2792 倫理法人会ﾂﾙｷ ｼｮｳｼﾞﾛｳ

2時間44分22秒727 小野寺 正樹2101 ㈱ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ
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