
ハーフ　一般男子（６０歳代以上）

順位 タイム ナンバー 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 1:20:21 4205 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ ＲＵＮＳ

2 1:30:59 4032 三上山 一二 ﾐｶﾐﾔﾏ ｶﾂｼﾞ 野辺地アスリート

3 1:32:00 4125 鈴木 博典 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県庁

4 1:32:45 4067 阿部 徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ -

5 1:34:24 4187 高橋 重雄 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ -

6 1:35:19 4118 中島 正 ﾅｶｼﾏ ﾀﾀﾞｼ -

7 1:35:44 4110 森谷 博行 ﾓﾘﾔ ﾋﾛﾕｷ 作戦会議

8 1:36:56 4270 黒澤　幸久 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋｻ -

9 1:37:54 4312 八木橋　義憲 ﾔｷﾞﾊｼ ﾖｼﾉﾘ -

10 1:38:41 4300 冨田　文夫 ﾄﾐﾀ ﾌﾐｵ -

11 1:38:42 4168 鳴河 敬一 ﾅﾙｶﾜ ｹｲｲﾁ -

12 1:38:55 4034 江口 好晴 ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ コブラン

13 1:39:14 4120 戸辺 栄一 ﾄﾍﾞ ｴｲｲﾁ -

14 1:39:40 4104 大澤 博 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｼ 日本電子照射

15 1:39:42 4290 石井　成美 ｲｼｲ ｼｹﾞﾖｼ ナルミクラブ

16 1:40:18 4307 岩田　守正 ｲﾜﾀ ﾓﾘﾏｻ 横瀬ＲＣ

17 1:40:54 4309 千葉　松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ -

18 1:42:09 4071 野村 修二 ﾉﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ ノムテック

19 1:42:41 4083 小暮 勇 ｺｸﾞﾚ ｲｻﾑ -

20 1:43:08 4191 山本 昌利 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄｼ Ｅ＆Ｍ

21 1:43:14 4100 飯田 正義 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾖｼ -

22 1:43:25 4058 下田 昌一 ｼﾓﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 浦和駄馬の会

23 1:43:50 4159 東村 健一 ﾄｳﾑﾗ ｹﾝｲﾁ -

24 1:44:03 4139 鈴木 晴男 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｵ 兄貴会

25 1:44:19 4087 吉岡 由夫 ﾖｼｵｶ ﾖｼｵ -

26 1:44:27 4188 向佐 光治 ﾑｶｻ ｺｳｼﾞ 埼玉県庁走友会

27 1:44:34 4306 加藤　功 ｶﾄｳ ｲｻｵ 宮代ＭＭ走友会

28 1:44:40 4004 青木 武志 ｱｵｷ ﾀｹｼ 毎日興業アリーナ久喜

29 1:45:01 4026 清住 周広 ｷﾖｽﾐ ｶﾈﾋﾛ 無所属

30 1:45:14 4171 福岡 新弥 ﾌｸｵｶ ｼﾝﾔ 二枚目走友会

31 1:45:17 4158 高尾 博二 ﾀｶｵ ﾋﾛｼﾞ -

32 1:45:31 4043 池島 晃 ｲｹｼﾞﾏ ｱｷﾗ オールバディ

33 1:45:49 4030 池田 健 ｲｹﾀﾞ ﾀｹｼ Fujixerox

34 1:45:51 4181 石橋 芳夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼｵ -

35 1:45:53 4250 三浦　智 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ -

36 1:45:53 4263 市川　博 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｼ アーリーバード

37 1:47:05 4202 吉村 章 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ -

38 1:47:17 4038 千田 秀夫 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京税理士会

39 1:47:26 4041 田部田 富夫 ﾀﾍﾞﾀ ﾄﾐｵ -

40 1:47:35 4122 前田 晃 ﾏｴﾀﾞ ｱｷﾗ 楽健走会

41 1:47:47 4106 寺下 治孝 ﾃﾗｼﾀ ﾊﾙﾀｶ 埼玉県庁走友会

42 1:48:03 4252 細谷　重次 ﾎｿﾔ ｼﾞｭｳｼﾞ ＪＨ熊久

43 1:48:31 4057 野澤 正 ﾉｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ チームわたらせ

44 1:48:36 4052 小堀 秀雄 ｺﾎﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ -

45 1:48:44 4223 小林 栄昌 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾏｻ 農林走友会

46 1:49:03 4119 芝崎 栄一 ｼﾊﾞｻｷ ｴｲｲﾁ 明走會ＪＰＮ

47 1:49:16 4141 山田 久男 ﾔﾏﾀﾞ ﾋｻｵ -

48 1:49:43 4198 倉沢 健二 ｸﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ チームキャラ

49 1:49:49 4002 吉澤 秀治 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾊﾙ スカイファイツ

50 1:50:03 4196 細川 浩一郎 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ メタウォーター

51 1:50:06 4053 二階堂 隆 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｶｼ パン工場

52 1:50:43 4249 日野　幸雄 ﾋﾉ ﾕｷｵ さくらだ金さん

53 1:50:50 4157 長峰 正光 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾐﾂ -

54 1:51:06 4127 中村 徹 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 中村道場

55 1:51:19 4124 岡江 裕司 ｵｶｴ ﾋﾛｼ チームくものこ

56 1:51:32 4177 小島 文夫 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐｵ ロッテ浦和ＲＣ

57 1:51:32 4247 田村　薫 ﾀﾑﾗ ｶｵﾙ -



58 1:52:32 4304 市村　保 ｲﾁﾑﾗ ﾀﾓﾂ 宮代ＭＭ走友会

59 1:52:32 4222 佐藤 政雄 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 佐倉走る会

60 1:52:37 4082 平山 武文 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 栗原走友会

61 1:52:39 4001 伊藤　隆 - -

62 1:53:02 4293 相楽　寧彦 ｻｶﾞﾗ ﾔｽﾋｺ -

63 1:53:13 4227 宇津野 一郎 ｳﾂﾉ ｲﾁﾛｳ -

64 1:53:49 4056 竹沢 克昌 ﾀｹｻﾞﾜ ｶﾂﾏｻ -

65 1:53:50 4167 渋谷 正美 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾐ -

66 1:54:01 4070 佐藤 喜好 ｻﾄｳ ｷﾖｼ -

67 1:54:13 4098 宮前 明夫 ﾐﾔﾏｴ ｱｷｵ -

68 1:54:15 4016 牛木 良介 ｳｼｷ ﾘｮｳｽｹ 庄和体育館

69 1:54:19 4050 本夛 治雄 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾙｵ -

70 1:54:23 4093 松本 直樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵｷ -

71 1:54:25 4160 田中 正 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞｼ -

72 1:54:37 4062 九石 研一 ｸｲｼ ｹﾝｲﾁ 大林組ＲＣ

73 1:54:41 4242 坂本　優 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾙ -

74 1:54:41 4091 福地 恒夫 ﾌｸﾁ ﾂﾈｵ 日本化薬

75 1:54:47 4085 兼子 勝 ｶﾈｺ ﾏｻﾙ ヤクルト茨城

76 1:54:48 4046 門井 邦夫 ｶﾄﾞｲ ｸﾆｵ -

77 1:55:03 4061 添野 義光 ｿｴﾉ ﾖｼﾐﾂ チョー気持ちい

78 1:55:09 4195 秋田 修 ｱｷﾀ ｵｻﾑ -

79 1:55:28 4218 清和 守 ｾｲﾜ ﾏﾓﾙ -

80 1:55:33 4109 江連 良久 ｴﾂﾞﾚ ﾖｼﾋｻ -

81 1:55:34 4144 柴沼 英博 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ 明走会ＪＰＮ

82 1:55:47 4060 大野 聡 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 鷲宮弦代ＪＣ

83 1:55:53 4299 三瓶　輝征 - 栗橋走友会

84 1:56:04 4155 玉木 昌美 ﾀﾏｷ ﾏｻﾐ びわこランナー

85 1:56:11 4228 瀬戸 典夫 ｾﾄ ﾉﾘｵ 白岡夜人ＲＣ

86 1:56:22 4269 槙納　秀美 ﾏｷﾉ ﾋﾃﾞﾐ -

87 1:56:33 4214 米山 三好 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾖｼ -

88 1:56:34 4277 坂牧　光義 ｻｶﾏｷ ﾐﾂﾖｼ 春日部陸友会

89 1:56:46 4123 清水 恒利 ｼﾐｽﾞ ﾂﾈﾄｼ 山岳遊歩会

90 1:56:52 4095 宮崎 富司 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾐｼﾞ かぐらＳＡＣ

91 1:56:54 4003 川田 清 ｶﾜﾀﾞ ｷﾖｼ 会社員

92 1:57:03 4078 布川 勝彦 ﾇﾉｶﾜ ｶﾂﾋｺ -

93 1:57:11 4203 吉田 一久 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ ヨシダ住宅工房

94 1:57:18 4316 吉田　秀司 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 群馬館林高校ＲＣ

95 1:57:22 4014 仲村 徹 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ rolarunningclub

96 1:57:46 4302 関口　正 ｾｷｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ -

97 1:57:56 4221 小林 一成 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ -

98 1:58:07 4096 田辺 均 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ -

99 1:58:14 4131 佐藤 貞彦 ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾋｺ -

100 1:58:28 4184 石川 健 ｲｼｶﾜ ｹﾝ -

101 1:58:52 4039 小澤 由紀夫 ｵｻﾞﾜ ﾕｷｵ １６快走クラブ

102 1:58:54 4126 佐々木 甚次 ｻｻｷ ｼﾞﾝﾂｷﾞ -

103 1:58:57 4150 西村 繁隆 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ 八尾風の盆ｊｃ

104 1:59:04 4116 今井 治雄 ｲﾏｲ ﾊﾙｵ -

105 1:59:07 4245 細田　清 ﾎｿﾀﾞ ｷﾖｼ -

106 1:59:09 4142 小野寺 博 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ -

107 1:59:21 4240 森田　衛司 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ -

108 1:59:36 4231 美和 新一 ﾐﾜ ｼﾝｲﾁ -

109 1:59:39 4280 並木　一郎 ﾅﾐｷ ｲﾁﾛｳ -

110 1:59:41 4128 柴田 裕行 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ -

111 1:59:44 4272 関口　聡 ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｼ -

112 1:59:47 4051 田中 裕 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ -

113 1:59:55 4121 竹内 正博 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ -

114 1:59:59 4256 松島　孝博 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾋﾛ -

115 2:00:01 4101 岩崎 明生 ｲﾜｻｷ ｱｷｵ 久喜菖蒲公園Ｊ

116 2:00:11 4094 多田 正直 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾅｵ チームエルモ



117 2:00:18 4066 鈴木 武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ -

118 2:00:31 4074 母原 利男 ﾓﾊﾗ ﾄｼｵ つばさＲＣ

119 2:00:48 4148 小林 義憲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ ＪＴＣＣＭ

120 2:00:51 4007 木場田 繁 ｺﾊﾞﾀ ｼｹﾞﾙ JAXA

121 2:01:03 4099 浅岡 則明 ｱｻｵｶ ﾉﾘｱｷ -

122 2:01:14 4189 大枝 幹夫 ｵｵｴﾀﾞ ﾐｷｵ 新北斗

123 2:02:05 4271 池沢　香 ｲｹｻﾞﾜ ｶｵﾙ -

124 2:02:16 4176 百瀬 哲 ﾓﾓｾ ｻﾄﾙ -

125 2:02:26 4042 岡野 三樹雄 ｵｶﾉ ﾐｷｵ ｅｍｉｙｓ

126 2:02:31 4153 堀内 恭吾 ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳｺﾞ -

127 2:02:40 4244 小林　美英 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾃﾞ -

128 2:02:41 4241 篠崎　優 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾙ -

129 2:03:19 4294 金古　富士夫 ｶﾈｺ ﾌｼﾞｵ 金古工務店

130 2:03:20 4162 蒔田 勲 ﾏｷﾀ ｲｻｵ -

131 2:03:22 4045 宮道 壽一 ﾐﾔﾐﾁ ｼﾞｭｲﾁ 空

132 2:03:42 4185 加藤 秀雄 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ -

133 2:03:46 4006 田沼 広 ﾀﾇﾏ ﾋﾛｼ しくじり人生　白岡

134 2:03:47 4298 山岸　聡 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ -

135 2:03:50 4226 上岡 照雄 ｶﾐｵｶ ﾃﾙｵ ＫＤＤＩ

136 2:04:39 4073 鎌田 正晴 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ テスコ

137 2:04:45 4090 今井 盾之 ｲﾏｲ ﾀﾃﾕｷ -

138 2:04:51 4033 山下 孝芳 ﾔﾏｼﾀ ﾀｶﾖｼ なし

139 2:05:08 4259 土屋　信男 ﾂﾁﾔ ﾉﾌﾞｵ -

140 2:05:10 4103 金井 輝充 ｶﾅｲ ﾃﾙﾐﾂ -

141 2:05:38 4163 新井 孝明 ｱﾗｲ ﾀｶｱｷ -

142 2:05:43 4192 兼目 忍 ｹﾝﾓｸ ｼﾉﾌﾞ ハーフ２００α

143 2:05:52 4173 山田 薫 ﾔﾏﾀﾞ ｶｵﾙ -

144 2:05:57 4115 福島 祐一 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｲﾁ 福島クリニック

145 2:05:58 4246 斉藤　竹男 ｻｲﾄｳ ﾀｹｵ -

146 2:06:14 4201 石丸 健二 ｲｼﾏﾙ ｹﾝｼﾞ 明走會

147 2:06:30 4133 大崎 直紀 ｵｵｻｷ ﾅｵｷ -

148 2:06:51 4092 横井 守 ﾖｺｲ ﾏﾓﾙ 春日部内牧

149 2:07:13 4314 五十嵐　義行 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾕｷ -

150 2:07:46 4161 佐藤 直寿 ｻﾄｳ ﾅｵﾄｼ -

151 2:07:50 4268 新井　勝彦 ｱﾗｲ ｶﾂﾋｺ -

152 2:07:52 4088 引間 貞章 ﾋｷﾏ ｻﾀﾞｱｷ -

153 2:08:01 4024 野崎 祥一 ﾉｻﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 昱株式会社

154 2:08:26 4213 川上 和宏 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾋﾛ -

155 2:08:31 4022 西中 正利 ﾆｼﾅｶ ﾏｻﾄｼ 無職

156 2:08:45 4134 岡田 幸作 ｵｶﾀﾞ ｺｳｻｸ -

157 2:08:48 4013 石井 正晴 ｲｼｲ ﾏｻﾊﾙ 無し

158 2:08:51 4169 中村 敏美 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾐ -

159 2:08:54 4217 岡田 清典 ｵｶﾀﾞ ｷﾖﾉﾘ -

160 2:09:26 4048 坂巻 良夫 ｻｶﾏｷ ﾖｼｵ やよい

161 2:09:34 4156 村田 繁 ﾑﾗﾀ ｼｹﾞﾙ 富岡走ろう会

162 2:09:47 4208 相場 孝 ｱｲﾊﾞ ﾀｶｼ ＳＨＩ－ＥＶ

163 2:09:55 4178 井口 順 ｲｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ -

164 2:10:16 4318 榎本　弘 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛｼ 清水公園ＲＣ

165 2:10:22 4212 中里 雅光 ﾅｶｻﾞﾄ ﾏｻﾐﾂ -

166 2:10:24 4251 森山　実 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾉﾙ -

167 2:10:25 4064 国友 淳一 ｸﾆﾄﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ 久喜聖地化Ｐ

168 2:10:57 4018 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

169 2:11:03 4321 増川　義見 ﾏｽｶﾜ ﾖｼﾐ -

170 2:11:28 4267 野崎　一雄 ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｵ -

171 2:11:35 4021 若山 忠司 ﾜｶﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 久喜市役所

172 2:12:01 4044 吉富 一博 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 藤倉化成

173 2:12:12 4027 細見 雅生 ﾎｿﾐ ﾏｻｵ 会社員

174 2:12:19 4152 坂口 雅司 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｼ -

175 2:12:43 4075 富田 久志 ﾄﾐﾀ ﾋｻｼ 三橋ナーシング



176 2:12:53 4209 江口 等 ｴｸﾞﾁ ﾋﾄｼ -

177 2:12:58 4193 遠藤 俊雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ -

178 2:13:16 4248 吉満　恭二 ﾖｼﾐﾂ ｷｮｳｼﾞ -

179 2:13:25 4210 土屋 光男 ﾂﾁﾔ ﾐﾂｵ -

180 2:13:31 4230 滝田 幸男 ﾀｷﾀﾞ ﾕｷｵ -

181 2:13:32 4179 山本 智司 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓｼﾞ -

182 2:13:51 4224 西出 信夫 ﾆｼﾃﾞ ﾉﾌﾞｵ -

183 2:13:57 4015 寿原 英樹 ｽﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 浦和北ＲＣ

184 2:14:01 4286 藤原　秀貴 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 宮代ＭＭ走友会

185 2:14:05 4165 島村 秀夫 ｼﾏﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ -

186 2:14:30 4186 青田 次郎 ｱｵﾀ ｼﾞﾛｳ -

187 2:14:40 4253 安齋　善男 ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼｵ 日本空手協会

188 2:15:04 4200 高橋 勲 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ -

189 2:15:11 4105 土屋 昌彦 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋｺ -

190 2:15:39 4130 加藤 良雄 ｶﾄｳ ﾖｼｵ しんきん走遊会

191 2:16:04 4107 田端 勇仁 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾝ ＮＩＫＫＯＬ

192 2:16:19 4111 齋藤 幸雄 ｻｲﾄｳ ﾕｷｵ ＦＤＫ

193 2:16:24 4037 岩崎 良雄 ｲﾜｻｷ ﾖｼｵ アキランメイツ

194 2:17:11 4005 柴崎 和雄 ｼﾊﾞｻｷ ｶｽﾞｵ

195 2:17:14 4254 梅田　茂 ｳﾒﾀﾞ ｼｹﾞﾙ -

196 2:17:31 4238 阿部　信雄 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞｵ -

197 2:17:53 4182 近藤 芳文 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ -

198 2:17:59 4149 元井 直栄 ﾓﾄｲ ﾅｵｴｲ 蓮田ＫＳＰ

199 2:18:04 4265 山崎　信明 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ -

200 2:18:11 4089 柏原 幸次 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ -

201 2:18:20 4292 井草　宣義 ｲｸﾞｻ ﾉﾌﾞﾖｼ -

202 2:18:54 4295 荒木　登 ｱﾗｷ ﾉﾎﾞﾙ -

203 2:18:54 4113 井下 清倫 ｲﾉｼﾀ ｷﾖﾐﾁ さ～ぼ

204 2:19:04 4086 伊藤 敏晃 ｲﾄｳ ﾄｼｱｷ ＳＡＨＡＲＩ

205 2:19:07 4315 今田　智也 ｺﾝﾀ ﾄﾓﾔ -

206 2:19:07 4260 岸　正弘 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ -

207 2:19:24 4025 新妻 弘章 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 会社員

208 2:19:45 4278 逸見　春敏 ﾍﾝﾐ ﾊﾙﾄｼ -

209 2:19:47 4296 星　徹 ﾎｼ ﾄｵﾙ -

210 2:19:49 4320 三浦　一二 ﾐｳﾗ ｶｽﾞｼﾞ -

211 2:20:08 4301 篠崎　三男 ｼﾉｻﾞｷ ﾐﾂｵ -

212 2:20:16 4305 石橋　勝 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾙ -

213 2:20:29 4097 石井 洋 ｲｼｲ ﾋﾛｼ -

214 2:20:36 4019 平山 操 ﾋﾗﾔﾏ ﾐｻｵ 港区スポーツせんたー

215 2:20:59 4040 石川 志朗 ｲｼｶﾜ ｼﾛｳ セントラル秋田

216 2:21:30 4282 岩崎　勝好 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾖｼ -

217 2:21:34 4020 今西 太一 ｲﾏﾆｼ ﾀｲﾁ なし

218 2:22:00 4080 小林 孝明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 岩槻槻の森

219 2:22:08 4108 千葉 修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ -

220 2:23:25 4235 高橋　完造 ﾀｶﾊｼ ｶﾝｿﾞｳ マッカーサー元帥

221 2:23:27 4297 八木橋　信雄 ﾔｷﾞﾊｼ ﾉﾌﾞｵ -

222 2:23:39 4225 工藤 幸一 ｸﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ -

223 2:24:01 4180 小栁 卓 ｺﾔﾅｷﾞ ﾀｶｼ ラノック

224 2:24:29 4207 内藤 正人 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾄ ゴリラの会

225 2:24:51 4262 荒井　信男 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｵ -

226 2:24:52 4261 廣田　耕治 ﾋﾛﾀ ｺｳｼﾞ -

227 2:25:27 4009 鎌田 邦夫 ｶﾏﾀ ｸﾆｵ なし

228 2:25:30 4079 砂川 隆秀 ｽﾅｶﾜ ﾀｶﾋﾃﾞ -

229 2:25:54 4072 田口 伸二 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ -

230 2:26:45 4008 石田 旭 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾗ なし

231 2:26:54 4031 渡邉 敏章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 無し

232 2:26:57 4175 橋本 修峰 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾎｳ 楽走・９の会

233 2:27:37 4236 安斎　明典 ｱﾝｻﾞｲ ｱｷﾉﾘ -

234 2:27:41 4137 本間 充 ﾎﾝﾏ ﾐﾂﾙ ルネ春日部



235 2:27:48 4135 堀内 尚寿 ﾎﾘｳﾁ ﾋｻﾄｼ 日本信号

236 2:27:52 4170 山本 恭三 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｿﾞｳ 走翔

237 2:28:12 4084 伊藤 勉 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ -

238 2:28:22 4322 梅山　良次 ｳﾒﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 栗橋ランニング

239 2:28:22 4281 長岡　芳雄 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼｵ 栗橋走友会

240 2:29:38 4234 星野　道男 ﾎｼﾉ ﾐﾁｵ 宮代ＭＭ走友会

241 2:30:05 4081 木村 公一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ -

242 2:30:31 4274 金子　守 ｶﾈｺ ﾏﾓﾙ -

243 2:30:50 4258 田中　秀典 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ -

244 2:31:50 4174 穂積 健司 ﾎｽﾞﾐ ｹﾝｼﾞ -

245 2:32:37 4151 奥山 睦男 ｵｸﾔﾏ ﾑﾂｵ -

246 2:33:45 4204 高田 昌一 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ -

247 2:34:10 4313 竹林　英一 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｴｲｲﾁ -

248 2:34:41 4233 椎橋 健治 ｼｲﾊｼ ｹﾝｼﾞ -

249 2:37:11 4011 野村 亨 ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ IPCC

250 2:38:46 4264 杉田　勝 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾙ -

251 2:39:58 4219 井上 裕史 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ -

252 2:39:59 4266 土田　重春 ﾂﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ -

253 2:41:38 4257 野澤　敬治 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 草加ランメイト


