
- 第2回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般男子（５０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14分11秒1 及川 篤3298 葛西ランナーズｵｲｶﾜ ｱﾂｼ

1時間16分33秒2 池田 健司3263 東光高岳ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

1時間16分57秒3 江森 弘明3153 久喜高等学校ｴﾓﾘ ﾋﾛｱｷ

1時間21分45秒4 橋本 康範3228 カナガワＲＣﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ

1時間22分01秒5 田村 一也3234 埼玉南走友会ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾔ

1時間22分06秒6 平山 毅3440 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｹｼ

1時間22分39秒7 野沢 剛3301 ＳＲＣﾉｻﾞﾜ ﾂﾖｼ

1時間23分00秒8 鈴木 賢司3438 リスタートｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ

1時間23分22秒9 一ノ口 徹3121 湘南茅ヶ崎ｲﾁﾉｸﾁ ﾄｵﾙ

1時間24分32秒10 高木 剛3202 ﾀｶｷﾞ ﾀｹｼ

1時間24分36秒11 清水 宏眞3239 ＫＲＳｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾏｻ

1時間25分06秒12 豊川 賢司3145 関東警送駅伝部ﾄﾖｶﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間25分28秒13 浜野　直一3539 ﾊﾏﾉ ﾅｵｶｽﾞ

1時間25分58秒14 鈴木 誠3512 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ

1時間27分23秒15 原沢 賢二3224 久喜菖蒲公園ﾊﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ

1時間27分34秒16 矢島 章3344 上州アスリートﾔｼﾞﾏ ｱｷﾗ

1時間27分45秒17 齊藤 光弘3420 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ

1時間28分27秒18 齋藤 純一3088 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間28分36秒19 岩田 弘行3051 牛久走友会ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ

1時間28分55秒20 平野 橋造3445 ﾋﾗﾉ ﾊｼｿﾞｳ

1時間29分58秒21 野口 聡3458 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ

1時間30分23秒22 腰越 郁雄3415 サトーＧＡＣｺｼｺﾞｴ ｲｸｵ

1時間30分31秒23 疋田 勤3378 ﾋｷﾀ ﾂﾄﾑ

1時間30分40秒24 廣瀬 哲3092 広信走友会ﾋﾛｾ ｻﾄﾙ

1時間30分45秒25 小岩 重治3274 ＲＩＳＥ　ＡＣｺｲﾜ ｼｹﾞﾊﾙ

1時間30分52秒26 三木 武志3424 新井塾ﾐｷ ﾀｹｼ

1時間31分09秒27 八代　敏和3546 ケイシチョウﾔｼﾛ ﾄｼｶｽﾞ

1時間31分50秒28 大久保 和行3273 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾕｷ

1時間32分30秒29 上村 賢司3317 トランプ大統領ｶﾐﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間32分53秒30 石原　博3528 ｲｼﾊﾗ ﾋﾛｼ

1時間33分05秒31 渡邊 真之3175 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ

1時間33分09秒32 吉澤 正光3355 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ

1時間34分14秒33 小林 暁3363 うらわｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ

1時間34分16秒34 青木 和弘3080 東京北部ＲＣｱｵｷ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間34分21秒35 小関 望3450 タムサイｺｾｷ ﾉｿﾞﾑ

1時間34分30秒36 鳩貝 久雄3321 エフテックﾊﾄｶﾞｲ ﾋｻｵ

1時間34分40秒37 島袋 良和3028 伊江島31期走ろう会ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾖｼｶｽﾞ

1時間34分42秒38 佐藤 哲也3073 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ

1時間34分43秒39 小山 幸好3156 本四ランクラブｺﾔﾏ ﾕｷﾖｼ

1時間35分08秒40 藤井 和夫3220 ﾌｼﾞｲ ｶｽﾞｵ

1時間35分30秒41 葛西 智3162 ｶｻｲ ｻﾄｼ

1時間35分47秒42 神崎 博3115 新井病院ｶﾝｻﾞｷ ﾋﾛｼ

1時間36分24秒43 金子 孝3453 ｶﾈｺ ﾀｶｼ

1時間36分26秒44 宇都野 睦3267 アステラスｳﾂﾉ ｱﾂｼ

1時間36分28秒45 杉山 裕一3215 日立Ｆ＆Ｌｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾛｶｽﾞ

1時間36分29秒46 高橋 修3117 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ

1時間36分30秒47 矢間 靖人3354 郵船ﾔｻﾞﾏ ﾔｽﾋﾄ

1時間36分34秒48 渡邉 積3130 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾓﾙ

1時間36分41秒49 福島 幹夫3125 ﾌｸｼﾏ ﾐｷｵ

1時間36分43秒50 吉岡 博之3208 さいたま走友会ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾕｷ
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1時間36分46秒51 田村　和男3522 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞｵ

1時間36分49秒52 天野 英章3373 埼玉陸協ｱﾏﾉ ﾋﾃﾞｱｷ

1時間37分05秒53 永安　薫3529 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｵﾙ

1時間37分34秒54 野島 弥八郎3396 ﾉｼﾞﾏ ﾔﾊﾁﾛｳ

1時間37分35秒55 室岡 義司3248 ﾑﾛｵｶ ﾖｼｼﾞ

1時間37分48秒56 白井 和夫3510 ｼﾗｲ ｶｽﾞｵ

1時間37分52秒57 野本 康仁3302 丹青社ﾉﾓﾄ ﾔｽﾋﾄ

1時間37分57秒58 鵜崎 彰3116 自由人ｳｻﾞｷ ｱｷﾗ

1時間37分58秒59 小嶋 信一3108 アドバンｺｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ

1時間38分02秒60 小林 浩之3266 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

1時間38分06秒61 金子 秀夫3170 県陸協ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ

1時間38分06秒62 木本 豊3275 ｷﾓﾄ ﾕﾀｶ

1時間38分09秒63 西野 浩3513 坂本塾ﾆｼﾉ ﾋﾛｼ

1時間38分10秒64 石岡 貴博3178 ティップネスｲｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ

1時間38分13秒65 佐山 正夫3460 ｻﾔﾏ ﾏｻｵ

1時間38分24秒66 松野 誠一郎3386 社労士まつのﾏﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ

1時間38分37秒67 新井 真3204 あしべシールズｱﾗｲ ﾏｺﾄ

1時間38分41秒68 大高 淳3056 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ

1時間38分45秒69 岡崎 達之3199 ＪＦＥテクノｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾕｷ

1時間38分51秒70 三井 朗3281 水岩ﾐﾂｲ ｱｷﾗ

1時間39分14秒71 井上 卓也3165 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾔ

1時間39分50秒72 及川 勝敏3144 ｵｲｶﾜ ｶﾂﾄｼ

1時間39分56秒73 為平 倫之3128 奥むさしＲＣﾀﾒﾋﾗ ﾄﾓﾕｷ

1時間40分05秒74 清水 信行3264 ｼﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ

1時間40分05秒75 織田　義秋3538 草加ＪＯＧＳｵﾀﾞ ﾖｼｱｷ

1時間40分15秒76 戸國 健一3040 上尾市役所ＲＣﾄｸﾆ ｹﾝｲﾁ

1時間40分20秒77 藤田 典之3146 ﾌｼﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ

1時間40分21秒78 作山 壮一3163 ｻｸﾔﾏ ｿｳｲﾁ

1時間40分29秒79 富田 努3299 新日本無線ﾄﾐﾀ ﾂﾄﾑ

1時間40分44秒80 野田 知義3209 高砂熱学工業ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ

1時間40分45秒81 矢野 正治3439 ﾔﾉ ｼｮｳｼﾞ

1時間41分20秒82 佐藤 洋一3409 セキスイハイムｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ

1時間41分25秒83 広瀬 泉3465 三菱電機ﾋﾛｾ ｲｽﾞﾐ

1時間41分31秒84 小野目 如快3084 正傳寺ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ

1時間41分36秒85 野本 健児3314 クラブ東日本ﾉﾓﾄ ｹﾝｼﾞ

1時間41分37秒86 木村 経生3105 ｷﾑﾗ ﾂﾈｵ

1時間41分39秒87 酒井 啓介3496 ＳＩＮＰＡＮｻｶｲ ｹｲｽｹ

1時間41分44秒88 篠﨑 隆次3188 ヘレナｼﾉｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ

1時間42分02秒89 金平 正志3068 レガーメＲＣｶﾈﾋﾗ ﾏｻｼ

1時間42分18秒90 平井 紀男3395 光　ＲＣﾋﾗｲ ﾉﾘｵ

1時間42分23秒91 阿部 茂昭3323 ｱﾍﾞ ｼｹﾞｱｷ

1時間42分39秒92 板橋 勇二3376 ｲﾀﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ

1時間42分41秒93 山崎 浩美3046 久喜市役所ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐ

1時間42分47秒94 樽見 正行3063 ＳＷＡＣﾀﾙﾐ ﾏｻﾕｷ

1時間42分53秒95 山内 俊哉3238 上田ハーローﾔﾏｳﾁ ﾄｼﾔ

1時間42分56秒96 岩本　幸康3523 ＭＣ２４ｲﾜﾓﾄ ﾕｷﾔｽ

1時間43分04秒97 林 啓3474 ﾊﾔｼ ｹｲ

1時間43分11秒98 恩田 直一3131 日本通信紙ｵﾝﾀﾞ ﾅｵｶｽﾞ

1時間43分17秒99 中山 伸治3095 スタートラインﾅｶﾔﾏ ｼﾝｼﾞ

1時間43分20秒100 松田 和義3331 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ
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1時間43分29秒101 原崎 崇3473 ラン＆リンクﾊﾗｻｷ ﾀｶｼ

1時間43分35秒102 前田 浩一3393 ﾏｴﾀﾞ ｺｳｲﾁ

1時間43分38秒103 佐藤 正之3356 らく走会ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ

1時間43分43秒104 坂田 将美3101 ｻｶﾀ ﾏｻﾐ

1時間43分43秒105 久保 聡3151 スギ薬局ｸﾎﾞ ｻﾄｼ

1時間43分45秒106 矢野 忠彦3311 新久喜総合病院ﾔﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ

1時間43分56秒107 ＨＩＳＣＯＣＫ ＤＡＶＥ3316 横田ストライダﾋｽｺｯｸ ﾃﾞｲﾌﾞ

1時間43分56秒108 千葉 勝義3268 横浜陸協ﾁﾊﾞ ｶﾂﾖｼ

1時間44分19秒109 大貫 裕之3324 ｵｵﾇｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分20秒110 町田 浩之3247 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間44分25秒111 大高 晋3173 カバドッとＲＣｵｵﾀｶ ｽｽﾑ

1時間44分33秒112 本澤 秀幸3358 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間44分38秒113 海老原 正明3016 久喜吉羽ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｱｷ

1時間44分38秒114 坂井 一郎3246 城山製作所ｻｶｲ ｲﾁﾛｳ

1時間44分40秒115 加藤 一3403 ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ

1時間44分41秒116 萩野 亮3359 ﾊｷﾞﾉ ﾘｮｳ

1時間44分42秒117 久保田 聡3100 日本信号ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｼ

1時間44分43秒118 上條 航樹3277 東京陸協ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ

1時間44分45秒119 竹鼻 啓二3048 みくてぃーﾀｹﾊﾅ ｹｲｼﾞ

1時間44分45秒120 高土居 雅法3076 ＷＲＣﾀｶﾄﾞｲ ﾏｻﾉﾘ

1時間44分46秒121 底 正則3009 東京都杉並区ｿｺ ﾏｻﾉﾘ

1時間44分59秒122 中村 茂雄3349 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞｵ

1時間45分07秒123 高橋 敏道3414 足利ＲＣﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾁ

1時間45分10秒124 蜂須賀　喜泰3548 ﾊﾁｽｶ ｷﾖｼ

1時間45分10秒125 吉田 正一3179 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ

1時間45分19秒126 鈴木 基久3486 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋｻ

1時間45分22秒127 竹下 昭人3154 ﾀｹｼﾀ ｱｷﾄ

1時間45分27秒128 大塚 利広3018 ティップネス久喜ｵｵﾂｶ ﾄｼﾋﾛ

1時間45分31秒129 稲見 智3195 ｲﾅﾐ ｻﾄｼ

1時間45分51秒130 岩瀨 悦夫3318 ｲﾜｾ ｴﾂｵ

1時間46分08秒131 結束 公高3408 松戸走ろう会ｹｯｿｸ ｷﾐﾀｶ

1時間46分12秒132 星野 忠彦3166 チーム山田ﾎｼﾉ ﾀﾀﾞﾋｺ

1時間46分21秒133 浅野 俊春3137 ｱｻﾉ ﾄｼﾊﾙ

1時間46分27秒134 高岡 靖3432 東武ＰＲＯﾀｶｵｶ ﾔｽｼ

1時間46分29秒135 上国料 照一郎3337 ｶﾐｺｸﾘｮｳ ｼｮｳｲﾁﾛｳ

1時間46分32秒136 中山 寿二3482 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｼﾞ

1時間46分40秒137 三木 猛3180 トーカロおやじﾐｷ ﾀｹｼ

1時間46分42秒138 手島 欣親3327 チームみんみんﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ

1時間46分55秒139 倉田 林一3351 ｸﾗﾀ ﾘﾝｲﾁ

1時間46分58秒140 飯島 貴美男3468 ｲｲｼﾞﾏ ｷﾐｵ

1時間47分03秒141 浅見 清美3249 チーム山田ｱｻﾐ ｷﾖﾐ

1時間47分09秒142 丸子 千明3343 バリーズﾏﾙｺ ﾁｱｷ

1時間47分09秒143 松本　誠司3526 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞ

1時間47分11秒144 正木 昇3177 ﾏｻｷ ﾉﾎﾞﾙ

1時間47分15秒145 島田 和彦3024 公務員ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ

1時間47分22秒146 細井 実3347 会社員ﾎｿｲ ﾐﾉﾙ

1時間47分35秒147 渡辺 一博3471 カルソカンセイﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間47分39秒148 永津 和彦3047 アキランメイツﾅｶﾞﾂ ｶｽﾞﾋｺ

1時間48分02秒149 福島 宗則3210 千日走会ﾌｸｼﾏ ﾑﾈﾉﾘ

1時間48分06秒150 渡辺 正美3348 鶴亀クラブﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐ
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1時間48分13秒151 上島 靖啓3428 ｳｴｼﾏ ﾔｽﾋﾛ

1時間48分16秒152 渡辺 勉3406 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ

1時間48分18秒153 山中 佳弘3211 ＹＵＭＥﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾋﾛ

1時間48分18秒154 高橋 文彦3212 ＰＡＮＤＡＪＰﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾋｺ

1時間48分33秒155 片岡 豊美3374 コマツｶﾀｵｶ ﾄﾖﾐ

1時間48分39秒156 佐藤 克幸3256 ＲＵＮＷＡＹｻﾄｳ ｶﾂﾕｷ

1時間48分40秒157 椎野 哲二3390 ｼｲﾉ ﾃﾂｼﾞ

1時間48分44秒158 高橋 和哉3098 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ

1時間48分52秒159 佐間田 孝3515 チーム白山ｻﾏﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間48分54秒160 生田目 俊則3011 桜田一丁目ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾄｼﾉﾘ

1時間49分11秒161 内田 雅章3037 優＆陽ｳﾁﾀﾞ ﾏｻｱｷ

1時間49分24秒162 佐藤 満3399 聖地化プロｻﾄｳ ﾐﾂﾙ

1時間49分25秒163 木村 佳正3198 信越化学ｷﾑﾗ ﾖｼﾏｻ

1時間49分25秒164 増田 隆幸3270 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

1時間49分26秒165 賀來 宏3143 ｶｸ ﾋﾛｼ

1時間49分30秒166 中津 秀之3466 関東学院大教員ﾅｶﾂ ﾋﾃﾞﾕｷ

1時間49分37秒167 馬越 正明3427 ﾏｺﾞｼ ﾏｻｱｷ

1時間49分42秒168 伊藤 信和3077 ＰＩＫＩＮｲﾄｳ ﾉﾌﾞｶｽﾞ

1時間49分50秒169 水野 浩樹3255 らくそう会川越ﾐｽﾞﾉ ｺｳｷ

1時間49分57秒170 藤井 秀理3120 ヤクルトﾌｼﾞｲ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ

1時間50分01秒171 四枝 修二3225 ﾖﾂｴﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ

1時間50分02秒172 増井 薫3254 ﾏｽｲ ｶｵﾙ

1時間50分20秒173 阿部 秀晴3103 ＮＲＩｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾊﾙ

1時間50分30秒174 郡司 敏雄3394 ｸﾞﾝｼﾞ ﾄｼｵ

1時間50分36秒175 栗原 淳3305 ｸﾘﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

1時間50分38秒176 矢島 重勝3383 ＭＩＲＯﾔｼﾞﾏ ｼｹﾞｶﾂ

1時間50分56秒177 下野 由紀雄3176 ｼﾓﾉ ﾕｷｵ

1時間51分02秒178 山谷 祐一3372 ﾔﾏﾀﾆ ﾕｳｲﾁ

1時間51分02秒179 小野 昭彦3484 新日鉄住金ソルｵﾉ ｱｷﾋｺ

1時間51分11秒180 高橋 孔宏3410 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ

1時間51分11秒181 福中 又之3272 ﾌｸﾅｶ ﾏﾀﾕｷ

1時間51分28秒182 槇原 耕太郎3442 ﾏｷﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ

1時間51分29秒183 伊藤 美寿3142 岩渕倶楽部ｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ

1時間51分35秒184 山田 博行3082 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間51分35秒185 小澤 俊隆3330 リボンｵｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ

1時間51分54秒186 岡田 崇3306 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ

1時間51分54秒187 山田 義夫3520 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｵ

1時間51分56秒188 服部 哲也3159 チーム三ちゃんﾊｯﾄﾘ ﾃﾂﾔ

1時間51分59秒189 安孫子 大慶3280 清水公園ＲＣｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾖｼ

1時間52分16秒190 名田 勝3094 ﾅﾀﾞ ﾏｻﾙ

1時間52分30秒191 和田 修3291 ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ

1時間52分31秒192 小山　幸夫3527 ｺﾔﾏ ﾕｷｵ

1時間52分41秒193 大橋　光司3536 ※杉戸走友会※ｵｵﾊｼ ﾐﾂｼ

1時間52分42秒194 伊藤 正市3437 筑波走明会ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ

1時間52分46秒195 山田 仁3250 チーム山田ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間52分59秒196 岡安 三喜夫3444 テイップネスｵｶﾔｽ ﾐｷｵ

1時間53分01秒197 小野塚 理3276 小野塚接骨院ｵﾉﾂﾞｶ ｵｻﾑ

1時間53分04秒198 松本 透3416 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ

1時間53分05秒199 川口 哲則3152 Ｒ＆Ｂｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂﾉﾘ

1時間53分08秒200 船橋 正道3132 埼玉県庁走友会ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｻﾐﾁ
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1時間53分11秒201 中村 孝司3067 つくばランﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ

1時間53分11秒202 高松 伸二3551 新久喜総合病院ﾀｶﾏﾂ ｼﾝｼﾞ

1時間53分13秒203 鈴木　一弘3521 太田ホワイトｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間53分24秒204 加藤 利訓3499 ｶﾄｳ ﾄｼﾉﾘ

1時間53分24秒205 友重 卓司3031 エコバイクJPﾄﾓｼｹﾞ ﾀｸｼﾞ

1時間53分31秒206 佐々木 敏之3020 桜部ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ

1時間53分39秒207 大畑 茂久3500 ｵｵﾊﾀ ｼｹﾞﾋｻ

1時間53分45秒208 阿古 義人3149 ｱｺ ﾖｼﾋﾄ

1時間53分47秒209 山本 信久3007 なしﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｻ

1時間54分06秒210 杉田 直実3064 関専１０Ｅｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ

1時間54分06秒211 林 昌宏3134 金井タッキーズﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

1時間54分12秒212 金田 雄志3087 ｶﾈﾀﾞ ﾕｳｼ

1時間54分17秒213 三次 利明3252 ﾐﾂｷﾞ ﾄｼｱｷ

1時間54分19秒214 後藤 重人3489 太平洋ＢＷｺﾞﾄｳ ｼｸﾞﾄ

1時間54分21秒215 西尾 文宏3308 ﾆｼｵ ﾌﾐﾋﾛ

1時間54分23秒216 斎藤 世一3019 桜部ｻｲﾄｳ ﾖｲﾁ

1時間54分24秒217 新井 正3475 ｱﾗｲ ﾀﾀﾞｼ

1時間54分26秒218 松本 博之3004 鷲宮ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ

1時間54分35秒219 山田 博之3332 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ

1時間54分43秒220 武藤 政治3261 ﾑﾄｳ ﾏｻﾊﾙ

1時間54分49秒221 伊藤 順一3429 埼玉県庁走友会ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間54分51秒222 新井 一英3516 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

1時間54分55秒223 島田 日出夫3001 会社員ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ

1時間55分00秒224 田嶋 了3053 日本信号ﾀｼﾏ ｻﾄﾙ

1時間55分21秒225 松田 浩三3470 みちのく一人旅ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ

1時間55分23秒226 小林 由長3365 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｹ

1時間55分25秒227 豊嶋 一人3435 チームかずまいﾄｼﾏ ｶｽﾞﾄ

1時間55分31秒228 大島 浩3172 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｼ

1時間55分34秒229 櫻井 繁道3207 ｻｸﾗｲ ｼｹﾞﾐﾁ

1時間55分43秒230 野口 俊典3350 岩槻槻の森ＪＣﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾘ

1時間55分44秒231 石井 久雄3508 思川桜組ｲｼｲ ﾋｻｵ

1時間55分44秒232 桟 豊樹3206 チーム三ちゃんｶｹﾊｼ ﾄﾖｷ

1時間55分52秒233 荻山 誠二3035 なしｵｷﾞﾔﾏ ｾｲｼﾞ

1時間55分53秒234 北川 公昭3346 ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾐｱｷ

1時間55分53秒235 植野 勝3085 ｳｴﾉ ﾏｻﾙ

1時間56分02秒236 熱海 英治3050 抜き足差し足ｱﾂﾐ ｴｲｼﾞ

1時間56分09秒237 斎藤 秀一3283 シギーズ川越ｻｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ

1時間56分10秒238 鈴木 博之3398 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

1時間56分15秒239 西村 経明3325 ＭａｙＪ．Ｆﾆｼﾑﾗ ﾂﾈｱｷ

1時間56分24秒240 水島 典彦3421 ハッピー戦隊ﾐｽﾞｼﾏ ﾉﾘﾋｺ

1時間56分25秒241 佐藤 隆幸3054 田中鉄鋼販売ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ

1時間56分27秒242 深澤 聖史3221 ﾌｶｻﾞﾜ ﾏｻｼ

1時間56分31秒243 福田 敏夫3122 仏滅会ﾌｸﾀﾞ ﾄｼｵ

1時間56分36秒244 高谷 昌紀3093 トキタ種苗（株ﾀｶﾔ ﾏｻﾉﾘ

1時間56分41秒245 藤倉 賢次3005 KDSﾌｼﾞｸﾗ ｹﾝｼﾞ

1時間56分42秒246 西村 昌博3278 増西イーグルスﾆｼﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ

1時間56分46秒247 高橋 光弘3517 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋﾛ

1時間56分56秒248 森田 進3418 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ

1時間57分02秒249 高坂 浩3459 ﾀｶｻｶ ﾋﾛｼ

1時間57分02秒250 稲木 均3066 新船橋ｲﾅｷ ﾋﾄｼ
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1時間57分09秒251 齋藤　靖利3531 埼玉県吹奏楽連盟ｻｲﾄｳ ﾔｽﾄｼ

1時間57分16秒252 茂木 浩典3036 八生建設株式会社ﾓｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ

1時間57分39秒253 山本 龍彦3357 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾋｺ

1時間57分46秒254 二宮 成夫3071 ﾆﾉﾐﾔ ｼｹﾞｵ

1時間57分51秒255 金子 康弘3501 埼玉県信用金庫ｶﾈｺ ﾔｽﾋﾛ

1時間57分55秒256 谷古宇 祐司3136 あおば保険ﾔｺｳ ﾕｳｼﾞ

1時間58分02秒257 竹鼻 純一3133 ニューミヤビﾀｹﾊﾅ ｼﾞｭﾝｲﾁ

1時間58分10秒258 郷間 彰3282 ＣＦＲびわこｺﾞｳﾏ ｱｷﾗ

1時間58分12秒259 上野 哲男3483 ｳｴﾉ ﾃﾂｵ

1時間58分16秒260 溝口 孝夫3288 五十番会ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾀｶｵ

1時間58分18秒261 加藤 陽一郎3029 町屋で５時！ｶﾄｳ ﾖｳｲﾁﾛｳ

1時間58分20秒262 社本 健3478 ｼｬﾓﾄ ﾀｹｼ

1時間58分22秒263 瀧口 敦3481 ﾀｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ

1時間58分24秒264 田中 利洋3187 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ

1時間58分27秒265 大久保 智美3021 一般ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄﾐ

1時間58分38秒266 松田 豊3182 ﾏﾂﾀﾞ ﾕﾀｶ

1時間58分40秒267 渋谷　学3542 ｼﾌﾞﾔ ﾏﾅﾌﾞ

1時間58分55秒268 岩崎 光宏3045 栃木工業高等学校ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾋﾛ

1時間59分00秒269 津田 博3339 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ

1時間59分00秒270 中里 寛3174 独立独創ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾛｼ

1時間59分00秒271 大石 格3492 たけななｵｵｲｼ ｲﾀﾙ

1時間59分07秒272 飯島 敏雄3381 結城市役所ＡＣｲｲｼﾞﾏ ﾄｼｵ

1時間59分08秒273 高橋 真三樹3089 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ

1時間59分24秒274 吉田 洋介3462 クラツーﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ

1時間59分30秒275 冨岡　邦雄3525 ＮＰＯ法人あどぼﾄﾐｵｶ ｸﾆｵ

1時間59分36秒276 渡辺 晃3218 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ

1時間59分36秒277 山田 敦3072 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ

1時間59分37秒278 齋藤 明夫3147 ｻｲﾄｳ ｱｷｵ

1時間59分38秒279 島田 一弘3185 ガスミックスｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

1時間59分40秒280 浅井　孝夫3533 ｱｻｲ ﾀｶｵ

1時間59分45秒281 塩塚 英治3519 ト－アｼｵﾂｶ ｴｲｼﾞ

1時間59分57秒282 塩澤 直樹3014 小石川ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ

1時間59分59秒283 小丹 篤3217 ｺﾀﾝ ｱﾂｼ

2時間00分04秒284 大野 進3023 久喜市民ｵｵﾉ ｽｽﾑ

2時間00分04秒285 滝沢 直司3436 アキランメイツﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｼﾞ

2時間00分19秒286 深谷 康人3446 ﾌｶﾔ ﾔｽﾋﾄ

2時間00分40秒287 三浦 孝之3196 元喜沢中ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ

2時間00分45秒288 荒川 正之3184 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｼ

2時間00分47秒289 島田 善行3229 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ

2時間00分50秒290 内田 隆信3362 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ

2時間00分54秒291 飯田 国弘3319 ＳＷＡＣｲｲﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ

2時間00分57秒292 深澤 清人3303 ＳＲＣﾌｶｻﾜ ｷﾖﾄ

2時間01分02秒293 山口 達也3490 ハレルヤＲＣﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ

2時間01分02秒294 五十嵐 誠一3161 ｲｶﾞﾗｼ ｾｲｲﾁ

2時間01分04秒295 梶谷 哲彦3214 ｶｼﾞﾔ ﾃﾂﾋｺ

2時間01分21秒296 巻渕 裕二3253 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳｼﾞ

2時間01分22秒297 小野内 好秋3241 日本通信紙ｵﾉｳﾁ ﾖｼｱｷ

2時間01分23秒298 小林 裕幸3443 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ

2時間01分26秒299 近藤 信二3353 くまさん走友会ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝｼﾞ

2時間01分34秒300 牛久 史彦3061 ｳｼｸ ﾄｼﾋｺ
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2時間01分37秒301 今関 哲雄3426 ｲﾏｾﾞｷ ﾃﾂｵ

2時間01分55秒302 小野田 孝一3447 ｵﾉﾀﾞ ｺｳｲﾁ

2時間02分02秒303 佐々木 光春3412 ｻｻｷ ﾐﾂﾊﾙ

2時間02分18秒304 内田 宗宏3232 童友社ｳﾁﾀﾞ ﾑﾈﾋﾛ

2時間02分19秒305 小田 清3075 高橋組久喜支店ｵﾀﾞ ｷﾖｼ

2時間02分20秒306 大迫 博之3287 ｵｵｻｺ ﾋﾛﾕｷ

2時間02分23秒307 師岡 明人3226 ﾓﾛｵｶ ｱｷﾋﾄ

2時間02分24秒308 青木 淳之3138 白岡アルディｱｵｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ

2時間02分28秒309 筧 実好3286 地下鉄ｶｹﾋ ﾐﾖｼ

2時間02分37秒310 田口 康正3090 ランメイツﾀｸﾞﾁ ﾔｽﾏｻ

2時間02分39秒311 中村 信夫3148 この指とまれﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞｵ

2時間02分54秒312 小泉 肇3233 アルコール中学ｺｲｽﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ

2時間03分36秒313 益子 篤行3039 春日部高教員ﾏｽｺ ｱﾂﾕｷ

2時間03分37秒314 実川 勉3511 ヤマハｼﾞﾂｶﾜ ﾂﾄﾑ

2時間03分51秒315 泉 豊勝3222 ｲｽﾞﾐ ﾄﾖｶﾂ

2時間03分52秒316 杉崎 恒夫3083 ｽｷﾞｻｷ ﾂﾈｵ

2時間03分59秒317 中村 成輝3449 ＵＡＣＪ小山ﾅｶﾑﾗ ｾｲｷ

2時間04分09秒318 高橋 衛3509 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ

2時間04分11秒319 山崎 時弘3370 フロム川越ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｷﾋﾛ

2時間04分14秒320 亀井 昇3262 一和ランナーズｶﾒｲ ﾉﾎﾞﾙ

2時間04分27秒321 松浦 伸一3216 吉川松ちゃんずﾏﾂｳﾗ ｼﾝｲﾁ

2時間04分28秒322 金丸 民義3111 ファンライドｶﾈﾏﾙ ﾀﾐﾖｼ

2時間04分43秒323 岩井 隆3448 足利市社協ｲﾜｲ ﾀｶｼ

2時間04分51秒324 瀬尾 俊哉3079 ｾｵ ﾄｼﾔ

2時間04分58秒325 竹内 督晃3385 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ

2時間05分00秒326 酒井 正彦3008 俊正会ｻｶｲ ﾏｻﾋｺ

2時間05分00秒327 小竹 勲3055 いりなか走友会ｺﾀｹ ｲｻｵ

2時間05分04秒328 中野 丈明3295 ﾅｶﾉ ﾀｹｱｷ

2時間05分34秒329 中村 彰宏3127 アキランメイツﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ

2時間05分35秒330 園部 茂雄3006 久喜市議会ｿﾉﾍﾞ ｼｹﾞｵ

2時間05分38秒331 柿沼 正志3433 三桜工業ｶｷﾇﾏ ﾏｻｼ

2時間05分40秒332 野村 直行3223 ＳＨＲＵＮﾉﾑﾗ ﾅｵﾕｷ

2時間05分51秒333 立松 幹康3106 日本通信紙ﾀﾃﾏﾂ ﾐｷﾔｽ

2時間06分06秒334 南谷 鉄二3494 坂東遠足巡礼会ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾃﾂｼﾞ

2時間06分17秒335 国信 主馬3074 ｸﾆﾉﾌﾞ ｶｽﾞﾏ

2時間06分21秒336 水野 勝己3192 ﾐｽﾞﾉ ｶﾂﾐ

2時間06分24秒337 友政　哲3535 ﾄﾓﾏｻ ｻﾄｼ

2時間06分36秒338 須永 正己3243 ｽﾅｶﾞ ﾏｻﾐ

2時間06分38秒339 近藤 聡司3160 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ

2時間06分38秒340 橋本 祐司3491 アキランメイツﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ

2時間06分57秒341 水谷 太3360 清原住電ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾄｼ

2時間06分59秒342 鈴木 繁3097 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ

2時間07分04秒343 長谷川　圭三3530 会社員ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｿﾞｳ

2時間07分10秒344 武井 正美3290 ﾀｹｲ ﾏｻﾐ

2時間07分19秒345 梅原 宏幸3010 FC桜田ｳﾒﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

2時間07分28秒346 播摩 章3171 ﾊﾘﾏ ｱｷﾗ

2時間07分34秒347 辻 文夫3058 ひでちゃんずﾂｼﾞ ﾌﾐｵ

2時間07分39秒348 船水 一成3392 ﾌﾅﾐｽﾞ ｶｽﾞﾅﾘ

2時間07分45秒349 山本 直人3236 住友重機械ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾄ

2時間08分05秒350 山本　茂貴3545 母ちゃん元気で！ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ
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2時間08分08秒351 中村 玄二3285 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ

2時間08分18秒352 越前 千尋3504 日本郵便ｴﾁｾﾞﾝ ﾁﾋﾛ

2時間08分25秒353 大和田 洋一3091 インヴァネスｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｲﾁ

2時間08分26秒354 山本 達也3240 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂﾔ

2時間08分27秒355 堀池 健3107 ＳＭＣﾎﾘｲｹ ﾀｹｼ

2時間08分36秒356 関口 正夫3057 ｾｷｸﾞﾁ ﾏｻｵ

2時間08分41秒357 石川 勝利3017 jreiｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ

2時間08分46秒358 山岸 智3271 ﾔﾏｷﾞｼ ｻﾄｼ

2時間08分50秒359 遠藤 仁根3411 アキランメイツｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾄﾈ

2時間09分09秒360 山本 高廣3034 株式会社ワコムﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ

2時間09分13秒361 赤塚 幸重3341 ｱｶﾂｶ ﾕｷｼｹﾞ

2時間09分38秒362 若林 徹3384 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ

2時間09分41秒363 吉田 淳一3193 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間09分43秒364 遠山 勉3377 （税）東武会計ﾄｵﾔﾏ ﾂﾄﾑ

2時間09分46秒365 武井 達雄3030 株式会社武井組ﾀｹｲ ﾀﾂｵ

2時間09分48秒366 茂呂 益彦3190 ﾓﾛ ﾏｽﾋｺ

2時間09分52秒367 菅野 守3338 イシクラｶﾝﾉ ﾏﾓﾙ

2時間10分05秒368 入江 美明3430 ｲﾘｴ ﾖｼｱｷ

2時間10分06秒369 山口 真3086 東鷲宮クラブﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝ

2時間10分15秒370 早武 忠昭3498 メルセンＦＭＡﾊﾔﾀｹ ﾀﾀﾞｱｷ

2時間10分21秒371 熊田 久徳3049 マラソン完走Ｃｸﾏﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ

2時間10分33秒372 小室 博3434 チームスマイルｺﾑﾛ ﾋﾛｼ

2時間10分38秒373 石橋 勝己3191 復職支援班ｲｼﾊﾞｼ ｶﾂｷ

2時間10分55秒374 廣田 俊哉3300 ﾋﾛﾀ ﾄｼﾔ

2時間11分01秒375 野村　広長3544 ﾉﾑﾗ ﾋﾛﾅｶﾞ

2時間11分02秒376 斎藤 厚史3480 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ

2時間11分17秒377 髙橋 義春3099 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾊﾙ

2時間11分25秒378 青木 渉3197 ｱｵｷ ﾜﾀﾙ

2時間11分33秒379 相澤 勝己3479 春日部東ｱｲｻﾞﾜ ｶﾂﾐ

2時間11分36秒380 三宅 康之3070 ﾐﾔｹ ﾔｽﾕｷ

2時間12分07秒381 中里 守志3296 ﾅｶｻﾄ ﾓﾘﾕｷ

2時間12分09秒382 小黒 俊夫3400 ｵｸﾞﾛ ﾄｼｵ

2時間12分17秒383 永墓 潔3181 だいきよしﾅｶﾞﾂｶ ｷﾖｼ

2時間12分23秒384 金田 貢3485 Ｇ×Ｇｶﾈﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ

2時間12分35秒385 三輪 龍士3265 ＭＩＰﾐﾜ ﾀﾂｼ

2時間12分57秒386 櫻庭 健一3141 ｻｸﾗﾊﾞ ｹﾝｲﾁ

2時間13分42秒387 塚本 英彦3258 日本信号ﾂｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋｺ

2時間13分44秒388 野口　芳典3524 三浦ＲＣﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ

2時間13分59秒389 中島 和佳3379 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾖｼ

2時間14分01秒390 岡野 勝俊3065 ｵｶﾉ ｶﾂﾄｼ

2時間14分02秒391 田上 英明3167 日本信号ﾀｶﾞﾐ ﾋﾃﾞｱｷ

2時間14分02秒392 吉野　淳3537 ﾖｼﾉ ｼﾞｭﾝ

2時間14分38秒393 永田 伯治3364 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾁﾊﾙ

2時間14分38秒394 石丸 弘3059 仏滅会ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｼ

2時間14分41秒395 杉谷 信行3413 ｽｷﾞﾀﾆ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間14分54秒396 今津 正人3284 なしｲﾏﾂﾞ ﾏｻﾄ

2時間14分57秒397 高津戸 隆3015 全農ﾀｶﾂﾄﾞ ﾀｶｼ

2時間15分01秒398 岩崎 任宏3044 クッキーズｲﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ

2時間15分01秒399 鈴木 健二3126 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ

2時間15分13秒400 泉 慎一3507 ｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ
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2時間15分31秒401 大石 哲士3441 ＴＰＳＣｵｵｲｼ ﾉﾘｵ

2時間15分37秒402 小林 敏也3033 無しｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ

2時間15分44秒403 神山　 整志3003 （株）フジハウジングｶﾐﾔﾏ ｾｲｼ

2時間15分46秒404 落合 英男3078 チームマグナムｵﾁｱｲ ﾋﾃﾞｵ

2時間15分47秒405 山田 治男3452 かめさんずﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙｵ

2時間15分56秒406 中村 正視3013 太洋社ひまわりクリーニングﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ

2時間16分13秒407 黒沢 隆雄3112 ＪＵＴＥＣＲＣｸﾛｻﾜ ﾀｶｵ

2時間16分30秒408 佐野 康一3419 ｻﾉ ｺｳｲﾁ

2時間16分37秒409 新井 誠3150 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ

2時間16分52秒410 鶴見 大輔3227 ﾂﾙﾐ ﾀﾞｲｽｹ

2時間17分15秒411 瀬下 好久3155 ＭＥネオペＲＣｾｼﾓ ﾖｼﾋｻ

2時間17分31秒412 滝沢 忠良3425 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀﾀﾞﾖｼ

2時間17分57秒413 神田　耕一郎3540 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ

2時間17分57秒414 藤木 章敬3032 戸塚P&Mﾌｼﾞｷ ｱｷﾖｼ

2時間18分52秒415 内尾 尚3335 ｳﾁｵ ﾀｶｼ

2時間19分03秒416 佐藤 信義3235 ＳＫＳＩｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾖｼ

2時間19分35秒417 神永 茂樹3463 ｶﾐﾅｶﾞ ｼｹﾞｷ

2時間19分42秒418 町山 浩幸3336 東海東京ﾏﾁﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

2時間19分45秒419 岡田 高明3389 坂戸陸協Ｊｒｵｶﾀﾞ ﾀｶｱｷ

2時間19分58秒420 宮田 裕治3404 ﾐﾔﾀ ﾕｳｼﾞ

2時間20分03秒421 吉野 裕宣3164 アキランメイツﾖｼﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ

2時間20分14秒422 大森 俊幸3472 新田ｵｵﾓﾘ ﾄｼﾕｷ

2時間20分27秒423 永野 修3387 春日部地方庁舎ﾅｶﾞﾉ ｵｻﾑ

2時間20分41秒424 遠藤 之久3205 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋｻ

2時間20分42秒425 小澤 信行3422 ハッピー戦隊ｵｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ

2時間20分45秒426 三橋 義治3502 ﾐﾂﾊｼ ﾖｼﾊﾙ

2時間20分56秒427 関根　賢治3532 ｾｷﾈ ｹﾝｼﾞ

2時間21分23秒428 小野 順一3052 四季の会ｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ

2時間21分41秒429 古関 正広3380 黒西ｺｾｷ ﾏｻﾋﾛ

2時間21分54秒430 小林 啓史3371 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｼﾞ

2時間22分30秒431 和田 昌彦3518 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋｺ

2時間22分31秒432 津布久 成智3062 ﾂﾌﾞｸ ｼｹﾞﾄﾓ

2時間23分33秒433 石田 智朗3307 Ａ－ＨＩＰＰＯｲｼﾀﾞ ﾄﾓｵ

2時間24分02秒434 大橋 実樹夫3550 ｵｵﾊｼ ﾐｷｵ

2時間24分16秒435 宇野 幹彦3476 富士通株式会社ｳﾉ ﾓﾄﾋｺ

2時間24分30秒436 宮城 康男3002 （株）フジハウジングﾐﾔｷﾞ ﾔｽｵ

2時間24分31秒437 小野 一美3352 ＳＡＡｵﾉ ｶｽﾞﾐ

2時間25分12秒438 柳田 二郎3417 東京消防ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼﾞﾛｳ

2時間25分27秒439 中村 豊3183 日興通信ﾅｶﾑﾗ ﾕﾀｶ

2時間25分46秒440 堀内 進3110 ﾎﾘｳﾁ ｽｽﾑ

2時間26分47秒441 林 和彦3168 日本信号ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋｺ

2時間26分52秒442 吉岡 輝雄3060 ﾖｼｵｶ ﾃﾙｵ

2時間27分08秒443 白石 善己3043 tctｼﾗｲｼ ﾖｼﾐ

2時間27分29秒444 荒川 誠3488 ｱﾗｶﾜ ﾏｺﾄ

2時間27分40秒445 榎本 一明3402 小林小学校ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ

2時間27分40秒446 高橋 研生3203 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｾｲ

2時間28分15秒447 小美野 恭輝3140 ｺﾐﾉ ﾔｽﾃﾙ

2時間28分26秒448 齋藤 和彦3297 タカマコンペｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ

2時間28分30秒449 吉田 雅一3027 SCSKﾖｼﾀﾞ ﾏｻｲﾁ

2時間29分06秒450 遠藤　義和3543 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ
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2時間29分11秒451 柳田 剛3113 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾂﾖｼ

2時間29分42秒452 新井 和幸3245 ＦＪＭｱﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ

2時間29分46秒453 溝口 義浩3230 ＴＳＳマラソンﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ

2時間30分11秒454 吉田 登3124 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ

2時間30分39秒455 田中 利明3186 ウィングＡＣﾀﾅｶ ﾄｼｱｷ

2時間30分49秒456 東 義則3259 日本信号ｱﾂﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ

2時間31分18秒457 石井 成光3157 ｲｼｲ ﾅﾘﾐﾂ

2時間34分21秒458 荻野 久男3022 大学生協ｵｷﾞﾉ ﾋｻｵ

2時間34分53秒459 手塚 利幸3334 獨協埼玉中高ﾃﾂｶ ﾄｼﾕｷ

2時間35分33秒460 松浦 一紀3487 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ

2時間37分19秒461 黒澤 敏也3231 ｸﾛｻﾜ ﾄｼﾔ
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