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1時間17分47秒1 山田　能之3630 ヤマダ ヨシユキ

1時間17分50秒2 大竹 基之3389 ラフラフＲＣオオタケ モトユキ

1時間19分28秒3 江森 弘明3038 久喜高校エモリ ヒロアキ

1時間19分58秒4 大島 修3078 Ｍ＠平塚オオシマ オサム

1時間22分54秒5 川端 宏治3242 埼玉県庁カワバタ コウジ

1時間23分56秒6 野沢 剛3183 ＳＲＣノザワ ツヨシ

1時間24分19秒7 橋本 康範3031 カナガワＲＣハシモト ヤスノリ

1時間24分38秒8 一ノ口 徹3175 湘南茅ヶ崎イチノクチ トオル

1時間25分38秒9 冨永 武史3245 トミナガ タケシ

1時間26分53秒10 榎本 真也3046 第一三共エノモト シンヤ

1時間27分09秒11 清水 宏眞3108 ＫＲＳシミズ ヒロマサ

1時間27分30秒12 大越 詳一3262 オオコシ ショウイチ

1時間27分36秒13 須賀 雄一3357 チームＤａｒｃスガ ユウイチ

1時間27分59秒14 小野 宏之3261 東京陸協オノ ヒロユキ

1時間29分00秒15 鈴木 直樹3580 スズキ ナオキ

1時間29分15秒16 浅古 克己3134 アサコ カツミ

1時間29分28秒17 石井 克彦3092 ＦＪＣイシイ カツヒコ

1時間29分32秒18 大田原啓3640 We.ランオオタワラケイ

1時間29分54秒19 伊藤 正毅3129 ＦＦＧイトウ マサキ

1時間30分06秒20 石原　博3614 イシハラ ヒロシ

1時間30分24秒21 高木 剛3287 タカギ タケシ

1時間30分41秒22 黒坂 実3164 矢板ＲＣクロサカ ミノル

1時間30分44秒23 原沢 賢二3168 久喜菖蒲公園ハラサワ ケンジ

1時間30分45秒24 増田 透3162 ＲＷＶ＿ＡＣマスダ トオル

1時間30分52秒25 八代　敏和3635 ヤシロ トシカズ

1時間31分17秒26 吉澤 淳3219 藤倉化成ヨシザワ アツシ

1時間31分20秒27 疋田 勤3144 ヒキタ ツトム

1時間31分28秒28 吉澤 正光3286 ヨシザワ マサミツ

1時間31分40秒29 齋藤 純一3214 サイトウ ジュンイチ

1時間31分48秒30 佐々木 裕一3501 ササキ ユウイチ

1時間31分52秒31 腰越 郁雄3306 サトーグローバルアスリートコシゴエ イクオ

1時間31分53秒32 岩田 弘行3426 茨城牛久走友会イワタ ヒロユキ

1時間31分55秒33 山崎 進3431 久喜ヤマザキ ススム

1時間32分10秒34 藤岡 英二3330 ＪＢＡＣフジオカ ヒデジ

1時間32分16秒35 加來 伸介3217 白岡ＲＣカク シンスケ

1時間32分22秒36 水上 透3159 ミヤコスポーツミズカミ トオル

1時間32分30秒37 田中 賢行3457 タナカ マサユキ

1時間33分43秒38 鈴木 康孝3170 チームたかさえスズキ ヤスタカ

1時間34分02秒39 中島 優3081 新潟トキめきＲＣナカジマ マサル

1時間34分02秒40 佐藤　満3642 聖地化ＰＪＴサトウミツル

1時間34分06秒41 室岡 義司3050 ワセダクラブムロオカ ヨシジ

1時間34分06秒42 竹中 弘紀3263 タケナカ ヒロキ

1時間34分11秒43 花岡 淳志3441 ハナマリンハナオカ アツシ

1時間34分16秒44 磯村 国生3010 別所沼ＳＭＩＬＥイソムラ クニオ

1時間34分19秒45 松本　誠司3622 マツモト セイジ

1時間34分22秒46 小林 暁3539 ｕｒａｗａコバヤシ サトシ

1時間34分57秒47 青木 広美3318 マサノリカヨコアオキ ヒロミ

1時間35分10秒48 鵜飼 仁3041 ウカイ マサシ
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1時間35分13秒49 桟 豊樹3280 チーム三ちゃんカケハシ トヨキ

1時間35分19秒50 小関 望3095 タムサイコセキ ノゾム

1時間35分25秒51 内田 佳親3273 Ｙ２Ｓ陸上部ウチダ ヨシチカ

1時間36分14秒52 矢間 靖人3384 郵船ヤザマ ヤスヒト

1時間36分16秒53 古川 啓一3395 日本信号株式会社フルカワ ケイイチ

1時間36分22秒54 鳩貝 久雄3391 エフテックハトガイ ヒサオ

1時間36分30秒55 鈴木 健二3187 スズキ ケンジ

1時間36分49秒56 井上 卓也3087 ランニング・デポイノウエ タクヤ

1時間36分51秒57 金子 隆3345 カネコ タカシ

1時間37分29秒58 森泉 正寿3297 草加走ろう会モリイズミ マサトシ

1時間37分39秒59 中山 伸治3285 ナカヤマ シンジ

1時間37分47秒60 佐藤 勝彦3153 大成横浜走友会サトウ カツヒコ

1時間37分52秒61 海老原 正明3008 久喜吉羽エビハラ マサアキ

1時間38分15秒62 町田 浩之3254 マチダ ヒロユキ

1時間38分18秒63 春川 和夫3034 リスタートハルカワ カズオ

1時間38分20秒64 古澤 伸幸3161 越谷競走倶楽部フルサワ ノブユキ

1時間38分26秒65 清水 洋幸3268 シミズ ヒロユキ

1時間38分27秒66 田波 健一3523 タナミ ケンイチ

1時間38分30秒67 底 正則3552 ソコ マサノリ

1時間38分46秒68 堀江 浩之3307 ホリエ ヒロユキ

1時間38分51秒69 足部 道行3476 アシベ ミチユキ

1時間38分57秒70 谷村 聡3179 ウィルソンズタニムラ サトル

1時間39分04秒71 山ノ井 茂雄3207 ヤマノイ シゲオ

1時間39分06秒72 小山 幸好3481 本太四丁目青年会ランクラコヤマ ユキヨシ

1時間39分09秒73 田口 穣3257 公園Ｓタグチ ユタカ

1時間39分19秒74 船橋 正道3149 埼玉県庁走友会フナバシ マサミチ

1時間39分19秒75 原 英起3112 チーム鴻巣西ハラ ヒデキ

1時間39分24秒76 長塩 博英3062 白岡そうゆうかい？ナガシオ ヒロヒデ

1時間39分47秒77 横山 勇一郎3208 ダイヤケミカルヨコヤマ ユウイチロウ

1時間39分50秒78 冨田 健一3594 さいたまｒｃトミタ ケンイチ

1時間39分53秒79 為平 倫之3045 タメヒラ トモユキ

1時間39分54秒80 塚原 昭男3128 ＪＡ茨城かすみツカハラ アキオ

1時間39分55秒81 曽我 威夫3266 ソガ タケオ

1時間39分59秒82 荒井 章博3568 ティップネス久喜アライ アキヒロ

1時間40分04秒83 葛西 智3255 カサイ サトシ

1時間40分15秒84 野田 知義3528 高砂熱学工業ノダ トモヨシ

1時間40分15秒85 島袋 良和3482 ＰＣＩ走リューションズシマブクロ ヨシカズ

1時間40分20秒86 野島 弥八郎3425 ノジマ ヤハチロウ

1時間40分21秒87 平井 紀男3326 清原住電　光ＲＣヒライ ノリオ

1時間40分27秒88 中村 勝彦3415 大林組ナカムラ カツヒコ

1時間40分35秒89 三井 朗3543 水岩ファッションサービスミツイ アキラ

1時間40分46秒90 竹本 睦弘3032 チーム三ちゃんタケモト ムツヒロ

1時間40分46秒91 野崎 義朗3249 ノザキ ヨシアキ

1時間40分49秒92 渡部 修司3209 ＲＵＮ４８ワタナベ シュウジ

1時間40分50秒93 松下 純一3337 ＰＲＣマツシタ ジュンイチ

1時間41分03秒94 大高 淳3165 聖地化プロジェクトオオタカ ジュン

1時間41分08秒95 伊関 淳3171 イセキ アツシ

1時間41分12秒96 組橋 尚隆3388 クミハシ ヒサタカ
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1時間41分19秒97 福原 正三3158 川越ＯＬＣフクハラ ショウゾウ

1時間41分30秒98 齋藤 敏明3493 サイトウ トシアキ

1時間41分51秒99 大久保 和行3299 オオクボ カズユキ

1時間41分51秒100 黒沼 道成3231 埼玉県庁走友会クロヌマ ミチナリ

1時間42分00秒101 榎本 智支3047 ｅＡ東京エノモト サトシ

1時間42分05秒102 岩田 惠五3177 逗子市陸協イワタ ケイゴ

1時間42分06秒103 東畑 雅昭3467 トウハタ マサアキ

1時間42分09秒104 佐山 正夫3260 千代田山岳会サヤマ マサオ

1時間42分13秒105 石岡 貴博3583 ティップイシオカ タカヒロ

1時間42分15秒106 石渡 一樹3025 ZAQイシワタ カズキ

1時間42分16秒107 糸永 悦史3489 イトナガ エツシ

1時間42分24秒108 山内 俊哉3550 ヤマウチ トシヤ

1時間42分27秒109 大野 敏生3448 オオノ トシオ

1時間42分30秒110 佐藤 哲也3443 サトウ テツヤ

1時間42分44秒111 荒木 浩一3117 アラキ コウイチ

1時間43分05秒112 杉野 勝也3221 埼玉県庁走友会スギノ カツヤ

1時間43分11秒113 片岡 誠司3584 カタオカ セイジ

1時間43分15秒114 倉田 林一3522 クラタ リンイチ

1時間43分18秒115 岡島 武彦3563 カナガワＲＣオカジマ タケヒコ

1時間43分23秒116 鈴木 正弘3353 西６走り隊スズキ マサヒロ

1時間43分27秒117 原崎 崇3222 ラン＆リンクハラサキ タカシ

1時間43分32秒118 村上 英樹3252 ムラカミ ヒデキ

1時間43分36秒119 北坂 和浩3258 チームＯＨＳキタサカ カズヒロ

1時間43分40秒120 笠岡 誠一3157 市高走遊会カサオカ セイイチ

1時間43分41秒121 富田 努3116 新日本無線トミタ ツトム

1時間43分49秒122 福島 幹夫3140 フクシマ ミキオ

1時間43分52秒123 高土居 雅法3256 ＷＲＣタカドイ マサノリ

1時間44分10秒124 中村 逸一3103 ナカムラ イツカズ

1時間44分12秒125 橋本 公一3312 彩光プランハシモト コウイチ

1時間44分14秒126 渡邊 義雄3211 東京陸協ワタナベ ヨシオ

1時間44分23秒127 山口　智明3629

1時間44分24秒128 川崎 芳夫3356 カワサキ ヨシオ

1時間44分32秒129 須田 諭3015 久喜市スダ サトシ

1時間44分36秒130 藤井 和夫3598 ケーオーフジイ カズオ

1時間44分45秒131 谷岡 麻生3546 元年陸上部タニオカ アサオ

1時間44分55秒132 河上 昌夫3184 カワカミ マサオ

1時間45分03秒133 及川 謙一3253 オイカワ ケンイチ

1時間45分20秒134 本多 聡3437 ホンダ サトシ

1時間45分21秒135 筒井 成典3277 ツツイ マサノリ

1時間45分22秒136 諏訪 忠司3018 Kukiスワ タダシ

1時間45分28秒137 松本 誠志3490 サンエー化研マツモト セイジ

1時間45分29秒138 本澤 秀幸3234 ドランカーズホンザワ ヒデユキ

1時間45分34秒139 高尾 誠3494 タカオ マコト

1時間45分39秒140 吉村 仁志3329 みずほ証券ヨシムラ ヒトシ

1時間45分44秒141 久保田 聡3113 日本信号クボタ サトシ

1時間45分44秒142 小山 弘3043 にわとりすとコヤマ ヒロシ

1時間45分53秒143 竹井 央3386 タケイ ヒサシ

1時間45分57秒144 大塚 利広3339 ティップネス久喜オオツカ トシヒロ
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1時間45分59秒145 高橋 弘明3394 タカハシ ヒロアキ

1時間45分59秒146 吉田 正一3048 ヨシダ マサカズ

1時間46分06秒147 近藤 宏3582 会社員コンドウ ヒロシ

1時間47分02秒148 矢島 重勝3086 みろももヤジマ シゲカツ

1時間47分07秒149 保坂 浩司3193 ビーンスタークホサカ コウジ

1時間47分11秒150 近藤 泰生3061 小山向野ＪＣコンドウ ヤスオウ

1時間47分15秒151 鈴木 雅弘3413 小春の父スズキ マサヒロ

1時間47分17秒152 加藤 一3471 カトウ ハジメ

1時間47分19秒153 小嶋 信一3586 コジマ シンイチ

1時間47分21秒154 伊藤 信和3644

1時間47分28秒155 木村 佳正3499 信越化学キムラ ヨシマサ

1時間47分28秒156 酒井 啓介3230 サカイ ケイスケ

1時間47分33秒157 吉田 孝司3479 ヨシタ タカシ

1時間47分35秒158 水取 邦緒3206 チームイーストミズトリ クニオ

1時間47分38秒159 前田 浩一3192 黒目川走友会マエダ コウイチ

1時間47分40秒160 内田 雅章3483 優＆陽ウチダ マサアキ

1時間47分44秒161 横井 茂3380 チームホルモンヨコイ シゲル

1時間47分48秒162 梅木 誠3374 ウメキ マコト

1時間47分57秒163 渡辺 敏彦3488 ワタナベ トシヒコ

1時間48分05秒164 佐藤 順3094 みどり内科医院サトウ ジュン

1時間48分06秒165 四枝 修二3082 ヨツエダ シュウジ

1時間48分19秒166 齋藤 光弘3521 ＫＦサイトウ ミツヒロ

1時間48分21秒167 広瀬 泉3166 三菱電機ヒロセ イズミ

1時間48分30秒168 藤本 正史3447 走翔フジモト マサシ

1時間48分33秒169 細井 実3534 ホソイ ミノル

1時間48分36秒170 滝田 啓3544 タキタ ケイ

1時間48分45秒171 稲垣 正久3250 イナガキ マサヒサ

1時間49分13秒172 並木 孝郎3069 ボイルストンナミキ タカオ

1時間49分19秒173 三尾 健次3098 楽喜走会ミオ ケンジ

1時間49分25秒174 中川 雅人3311 ナカガワ マサト

1時間49分28秒175 白井 孝司3264 別所沼スマイルシライ タカシ

1時間49分38秒176 上島 靖啓3554 ハッピー戦隊ハシルンジャ・ウエシマ ヤスヒロ

1時間49分43秒177 師岡 明人3315 モロオカ アキヒト

1時間49分46秒178 渡邊 旨紀3477 ワタナベ ヨシノリ

1時間49分46秒179 須藤 智正3236 ＩＷＡＴＡストウ トモマサ

1時間49分48秒180 下山田 和郎3566 日立製作所シモヤマダ カズオ

1時間49分50秒181 嶺山 登3150 ミネヤマ ノボル

1時間49分53秒182 木村 聡3064 キムラ サトシ

1時間50分01秒183 小関 吉法3068 四季の会コセキ ヨシノリ

1時間50分02秒184 堀 久夫3422 千日走会ホリ ヒサオ

1時間50分02秒185 菊池 豊3173 キクチ ユタカ

1時間50分06秒186 大久保 裕一3469 オオクボ ユウイチ

1時間50分15秒187 福田 章3093 フクダ アキラ

1時間50分16秒188 福島 宗則3325 千日走会フクシマ ムネノリ

1時間50分22秒189 正木 昇3439 マサキ ノボル

1時間50分28秒190 小谷 邦彦3102 ムーブＦＡＳＴコタニ クニヒコ

1時間50分30秒191 森田 真史3450 ＪＥＳＳモリタ マサシ

1時間50分42秒192 田村 圭司3360 タムラ ケイジ
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1時間50分44秒193 大高 晋3350 カバドッとＲＣオオタカ ススム

1時間50分48秒194 本田 学3352 西６走り隊ホンダ マナブ

1時間50分54秒195 岡田 吉史3407 オカダ ヨシフミ

1時間51分03秒196 石田 智朗3383 Ａ－ＨＩＰＰＯイシダ トモオ

1時間51分06秒197 広瀬 昭一3348 ヒロセ ショウイチ

1時間51分06秒198 武藤 隆3302 富双合成ムトウ タカシ

1時間51分10秒199 新井 正3040 アライ タダシ

1時間51分12秒200 中本 吉紀3323 ナカモト ヨシノリ

1時間51分13秒201 高室 博幸3090 ＳＤＲＣタカムロ ヒロユキ

1時間51分15秒202 白井 誠3556 シライ マコト

1時間51分18秒203 茂木 正己3232 アリーナ２１４モテギ マサミ

1時間51分22秒204 増田 順一3418 ＮＳＲＣマスダ ジュンイチ

1時間51分29秒205 西谷 光生3335 ニシタニ テルオ

1時間51分51秒206 星野 忠彦3338 チーム山田ホシノ タダヒコ

1時間52分03秒207 関口 正夫3463 セキグチ マサオ

1時間52分05秒208 岩瀬 英一郎3278 イワセ エイイチロウ

1時間52分10秒209 作田 久喜3327 サクタ ヒサノブ

1時間52分10秒210 小石 信昭3432 コイシ ノブアキ

1時間52分24秒211 渡辺 英一郎3136 チーム残尿感ワタナベ エイイチロウ

1時間52分39秒212 岡安 三喜夫3213 オカヤス ミキオ

1時間52分42秒213 北里 哲也3089 キタザト テツヤ

1時間53分13秒214 松永 明宏3427 ＨＩＰＰＯ－Ａマツナガ アキヒロ

1時間53分14秒215 中西 幸宏3459 ナカニシ ユキヒロ

1時間53分16秒216 増井 薫3056 マスイ カオル

1時間53分17秒217 秋山 秀訓3115 チームマグナムアキヤマ ヒデノリ

1時間53分18秒218 上條 航樹3358 東京陸協カミジョウ コウキ

1時間53分20秒219 宮崎 恒行3561 ミヤザキ ツネユキ

1時間53分21秒220 大辻 健二3026 テニスTeamVery!オオツジ ケンジ

1時間53分31秒221 今井 秀和3229 ストラップスイマイ ヒデカズ

1時間53分32秒222 寺尾 正3359 テラオ タダシ

1時間53分36秒223 長 達也3462 チョウ タツヤ

1時間53分44秒224 小野目 如快3054 正傳寺オノメ ニョカイ

1時間53分45秒225 前田 賢秀3197 沼崎ＯＢ会マエダ マサヒデ

1時間53分56秒226 渋沢 智3608 シブサワ サトシ

1時間54分01秒227 矢野 忠彦3378 新久喜総合病院ヤノ タダヒコ

1時間54分01秒228 笠原 靖3438 カサハラ ヤスシ

1時間54分04秒229 稲見 智3387 イナミ サトシ

1時間54分04秒230 佐久間 通友3600 サクマ ユキトモ

1時間54分08秒231 田村 克之3549 タムラ カツユキ

1時間54分09秒232 窪田 博之3504 ＡＬＳＯＫ埼玉クボタ ヒロユキ

1時間54分15秒233 藤井 秀理3296 ヤクルトフジイ ヒデタダ

1時間54分21秒234 杉浦 章弘3203 南４５スギウラ アキヒロ

1時間54分21秒235 片岡 豊美3202 コマツカタオカ トヨミ

1時間54分28秒236 福島 一善3142 ＣＪランナーズフクシマ カズヨシ

1時間54分30秒237 中村 茂雄3174 ナカムラ シゲオ

1時間54分31秒238 鈴木 伸幸3275 ＤＡＣスズキ ノブユキ

1時間54分42秒239 前田 拡志3434 マエダ ヒロシ

1時間54分47秒240 渡辺 勉3237 ワタナベ ツトム
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1時間54分49秒241 金子 康弘3569 さいしんカネコ ヤスヒロ

1時間54分50秒242 島田 和彦3021 農林水産省シマダ カズヒコ

1時間54分51秒243 高橋 光弘3572 タカハシ ミツヒロ

1時間54分59秒244 田中 利洋3305 不乱健酒多飲タナカ トシヒロ

1時間55分03秒245 棚橋 明樹3590 タナハシ アキ

1時間55分04秒246 清水 信行3474 シミズ ノブユキ

1時間55分09秒247 塩島 健3176 シオジマ タケシ

1時間55分11秒248 増田　隆幸3627 マスダ タカユキ

1時間55分18秒249 阿部 茂昭3295 昼あんどんアベ シゲアキ

1時間55分25秒250 宮地 正治3091 ミヤチ マサハル

1時間55分43秒251 三次 利明3030 ヘッポコRunミツギ トシアキ

1時間55分44秒252 櫻井 繁道3510 サクライ シゲミチ

1時間55分50秒253 小丹 篤3508 我孫子ジョギングクラブコタン アツシ

1時間55分53秒254 荒井 信貴3244 アライ ノブタカ

1時間56分13秒255 齋藤 敦3595 サイトウ アツシ

1時間56分14秒256 佐藤 克幸3053 ＲＵＮＷＡＹサトウ カツユキ

1時間56分24秒257 岩本　幸康3611 MC24イワモト ユキヤス

1時間56分35秒258 小暮 一博3472 リカー＆フーズ　コグレコグレ カズヒロ

1時間56分36秒259 野本 健児3322 ＣＲ２東日本ノモト ケンジ

1時間56分41秒260 菊池 義輝3138 キクチ ヨシテル

1時間57分02秒261 生田目 俊則3597 桜田一丁目ナバタメ トシノリ

1時間57分03秒262 増田 稔3282 マスダ ミノル

1時間57分08秒263 恩田 直一3104 日本通信紙オンダ ナオカズ

1時間57分18秒264 岩崎 雅彦3215 歴程イワサキ マサヒコ

1時間57分19秒265 高橋 仁3355 タカハシ ジン

1時間57分22秒266 水野 浩樹3553 らくそう会川越ミズノ コウキ

1時間57分23秒267 杉崎 恒夫3145 ネッツ東埼玉スギサキ ツネオ

1時間57分23秒268 池田 丈文3123 イケダ タケフミ

1時間57分28秒269 大工谷 真司3404 ダイクヤ シンジ

1時間57分35秒270 伊藤 順一3077 埼玉県庁走友会イトウ ジュンイチ

1時間57分49秒271 大畑 茂久3527 オオハタ シゲヒサ

1時間57分50秒272 福士 峰生3239 赤羽４８フクシ ミネオ

1時間57分58秒273 西村 経明3308 ＭａｙＪ．ファミリーニシムラ ツネアキ

1時間58分04秒274 中村 彰宏3075 アキランメイツナカムラ アキヒロ

1時間58分12秒275 五反田屋 信明3119 ゴタンダヤ ノブアキ

1時間58分16秒276 松盛 孝3072 マツモリ タカシ

1時間58分24秒277 中村 信夫3135 このゆびとまれ！ナカムラ ノブオ

1時間58分26秒278 森 和浩3419 菖蒲中学校モリ カズヒロ

1時間58分27秒279 佐藤 正樹3596 サトウ マサキ

1時間58分32秒280 伊藤 美寿3491 岩淵クラブ陸上科イトウ ヨシヒサ

1時間58分34秒281 風見 健史3588 エヌ・ティ・ティコムカザミ タケシ

1時間58分35秒282 大橋 裕司3060 蓮田市消防本部オオハシ ユウジ

1時間58分43秒283 三上 敦3579 ミカミ アツシ

1時間58分51秒284 森田 謙吾3361 モリタ ケンゴ

1時間58分56秒285 斎藤 世一3006 桜部サイトウ ヨイチ

1時間59分01秒286 石橋 正行3454 ＦＣトリッキーズイシバシ マサユキ

1時間59分02秒287 小林 裕幸3507 コバヤシ ヒロユキ

1時間59分05秒288 林 立巳3492 ハヤシ タツミ
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1時間59分07秒289 山谷 祐一3478 ヤマタニ ユウイチ

1時間59分14秒290 古賀 佐保3593 コガ サホ

1時間59分19秒291 野口 直毅3398 片倉工業ノグチ ナオキ

1時間59分21秒292 山田 博行3151 ヤマダ ヒロユキ

1時間59分30秒293 中村 成輝3106 ＵＡＣＪ押出加工小山ナカムラ セイキ

1時間59分42秒294 高柳 浩一3125 ペース乱ナ～タカヤナギ コウイチ

1時間59分48秒295 岩井 隆3423 足利市社会福祉協議会イワイ タカシ

1時間59分51秒296 野沢 宏一郎3516 チームにんにくノザワ コウイチロウ

1時間59分55秒297 中村 圭介3609 ナカムラ ケイスケ

1時間59分56秒298 長谷川　圭三3612 ハセガワ ケイゾウ

1時間59分57秒299 田代 浩司3574 清水建設株式会社タシロ コウジ

1時間59分58秒300 工藤 和重3063 Ｅランニングクドウ カズシゲ

1時間59分58秒301 内田 宗宏3317 童友社ウチダ ムネヒロ

2時間00分07秒302 実川 勉3011 yamahaジツカワ ツトム

2時間00分08秒303 青木 克浩3270 アルザルアオキ カツヒロ

2時間00分10秒304 松本 博之3017 鷲宮マツモト ヒロユキ

2時間00分12秒305 甲 栄一3005 株式会社アルビオンキノエ エイイチ

2時間00分17秒306 浅井　孝夫3636 アサイ タカオ

2時間00分18秒307 佐々木 隆文3503 ササキ タカフミ

2時間00分19秒308 山田 敦3444 ヤマダ アツシ

2時間00分20秒309 島村 悟3370 大宮走りゃえ～会シマムラ サトル

2時間00分21秒310 大橋 光司3205 ＊＊杉戸走友会＊＊オオハシ ミツシ

2時間00分22秒311 松澤 尚利3334 マツサワ ナオトシ

2時間00分29秒312 長島 千泰3604 トヨタＬＦ埼玉ナガシマ ユキヤス

2時間00分30秒313 新沼 浩3485 ニイヌマ ヒロシ

2時間00分30秒314 瀬尾 俊哉3446 セオ トシヤ

2時間00分34秒315 谷山 章夫3163 タニヤマ アキオ

2時間00分37秒316 武藤 政治3410 ムトウ マサハル

2時間00分45秒317 渡辺 晃3525 ワタナベ アキラ

2時間00分51秒318 田嶋 了3529 タシマ サトル

2時間00分52秒319 赤塚 幸重3283 アカツカ ユキシゲ

2時間00分53秒320 小野寺 一志3146 オノデラ カツシ

2時間00分53秒321 稲木 均3127 新船橋イナキ ヒトシ

2時間00分58秒322 相澤 勝己3567 春日部東アイザワ カツミ

2時間00分58秒323 島田 日出夫3001 Jabrawsシマダ ヒデオ

2時間01分01秒324 山本　茂貴3624 桃ちゃんヤマモト シゲキ

2時間01分05秒325 西川 聰3393 ニシカワ サトシ

2時間01分33秒326 斉藤 芳彦3259 ＭＲ－ＴＥＣＨサイトウ ヨシヒコ

2時間01分40秒327 我謝 俊明3190 ガシャ トシアキ

2時間02分01秒328 金子 利幸3247 時間内完走カネコ トシユキ

2時間02分10秒329 二宮 成夫3228 ニノミヤ シゲオ

2時間02分13秒330 波多 正俊3603 ハタ マサトシ

2時間02分16秒331 筧 実好3557 カケヒ ミヨシ

2時間02分21秒332 山本 信久3290 ヤマモト ノブヒサ

2時間02分27秒333 佐藤 由幸3084 よっちゃん愉快サトウ ヨシユキ

2時間02分34秒334 竹鼻 純一3100 タケハナ ジュンイチ

2時間02分47秒335 三浦 孝之3227 元戸田喜沢中ミウラ タカユキ

2時間02分48秒336 神田 裕司3331 カンダ ユウジ
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2時間02分49秒337 小松田 陽一3570 ＳＧかつしかコマツダ ヨウイチ

2時間03分03秒338 齋藤 宏之3589 サイトウ ヒロユキ

2時間03分28秒339 西尾 文宏3101 水酔会ニシオ フミヒロ

2時間03分44秒340 豊嶋 一人3181 チームかずまいトシマ カズト

2時間03分48秒341 鈴木 慎二3201 走る猫の会スズキ シンジ

2時間04分16秒342 中村 正治3420 ナカムラ マサハル

2時間04分20秒343 鈴木 博之3293 スズキ ヒロユキ

2時間04分26秒344 北村 和敏3137 ドラッカーランキタムラ カズトシ

2時間04分27秒345 武井 達雄3014 武井組とゆかいな仲間たちタケイ タツオ

2時間04分40秒346 内田 隆信3147 ウチダ タカノブ

2時間04分55秒347 山本 龍彦3036 ヤマモト タツヒコ

2時間04分57秒348 小泉 肇3099 アルコール中学生コイズミ ハジメ

2時間05分00秒349 山本 達也3465 ＩＵＣヤマモト タツヤ

2時間05分07秒350 田沼 信行3592 タヌマ ノブユキ

2時間05分10秒351 竹内 督晃3392 タケウチ マサアキ

2時間05分25秒352 小野内 好秋3097 日本通信紙オノウチ ヨシアキ

2時間05分42秒353 加藤 陽一郎3003 町屋で５時！カトウ ヨウイチロウ

2時間05分43秒354 大島 昇3188 ＯＥＣＣオオシマ ノボル

2時間05分50秒355 福田 敏夫3167 フクダ トシオ

2時間06分23秒356 井出 伸弘3044 イデ ノブヒロ

2時間06分33秒357 小山　幸夫3613 コヤマ ユキオ

2時間06分43秒358 酒井 正彦3545 酒井整形サカイ マサヒコ

2時間06分43秒359 齊藤 真吾3453 齊藤　真吾サイトウ シンゴ

2時間07分00秒360 入江 美明3430 イリエ ヨシアキ

2時間07分05秒361 藤 弘美3141 フジ ヒロミ

2時間07分06秒362 中山　千雅史3615 ナカヤマ チカシ

2時間07分07秒363 佐野 敬3576 サノ タカシ

2時間07分11秒364 加藤 毅3533 カトウ タケシ

2時間07分12秒365 遠藤 正春3421 エンドウ マサハル

2時間07分15秒366 降矢　寿三3628 フルヤ トシゾウ

2時間07分21秒367 小田 清3216 高橋組久喜支店オダ キヨシ

2時間07分29秒368 篠塚 昇3281 シノヅカ ノボル

2時間07分39秒369 渡部 昇3416 ワタベ ノボル

2時間07分53秒370 岡村 靖路3440 オカムラ ヤスジ

2時間08分03秒371 山本 高廣3578 株式会社ワコムヤマモト タカヒロ

2時間08分07秒372 飯塚 茂巳3414 イイヅカ シゲミ

2時間08分09秒373 郷間 彰3131 ＣＦＲびわこゴウマ アキラ

2時間08分10秒374 福岡 彦一3606 椿山純米酒熱燗?楽部フクオカ ヒコイチ

2時間08分11秒375 渋谷　学3631 シブヤ マナブ

2時間08分20秒376 田川 順一3083 笠松走友会タガワ ジュンイチ

2時間08分23秒377 村山 茂3320 ムラヤマ シゲル

2時間08分42秒378 赤須 勤3314 アカス ツトム

2時間08分55秒379 泉 英介3204 走りマックスイズミ エイスケ

2時間09分02秒380 山本 直人3519 西東京市ヤマモト ナオト

2時間09分02秒381 竹内　一浩3639 タケウチ カズヒロ

2時間09分09秒382 髙橋 義春3460 凸版印刷タカハシ ヨシハル

2時間09分10秒383 後藤 勝徳3405 ちいちいゴトウ カツノリ

2時間09分12秒384 伊藤 正市3502 筑波走明会イトウ ショウイチ

Athlete-Tag by CHOPPER



- 第3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

 2018/3/25

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09分15秒385 齋藤 雅彦3130 みやびくらぶサイトウ マサヒコ

2時間09分25秒386 武井 義徳3191 タケイ ヨシノリ

2時間09分29秒387 後藤田 英昭3120 ゴトウダ ヒデアキ

2時間09分32秒388 飯野 一則3220 イイノ カズノリ

2時間09分45秒389 豊島 拓人3517 けらあんトヨシマ タクヒト

2時間10分14秒390 本橋 晃3200 ねこまたモトハシ アキラ

2時間10分19秒391 益子　篤行3620 マスコ アツユキ

2時間10分26秒392 寒河江 豊3373 東中野坂上サガエ ユタカ

2時間10分34秒393 田上 英明3587 日本信号タガミ ヒデアキ

2時間10分35秒394 澤田 朗3316 サワダ アキラ

2時間10分37秒395 吉田 正信3309 富士通ＦＥヨシダ マサノブ

2時間10分42秒396 曳地 武史3451 浦和市高走友会ヒキチ タケシ

2時間10分43秒397 高橋 孝栄3037 タカハシ コウエイ

2時間10分57秒398 越前 千尋3276 エチゼン チヒロ

2時間10分57秒399 針ヶ谷 昌之3524 株式会社エーアールツーハリガヤ マサユキ

2時間11分07秒400 橋本 祐司3487 アキランメイツハシモト ユウジ

2時間11分07秒401 小久保　浩3637 コクボ ヒロシ

2時間11分11秒402 宮城　康男3626 (株)フジハウジングミヤギ ヤスオ

2時間11分50秒403 鈴木 孝行3555 スズキ タカユキ

2時間12分00秒404 石塚 厚光3224 イシヅカ アツテル

2時間12分02秒405 本道 和樹3342 ホンドウ カズキ

2時間12分08秒406 佐藤 由浩3194 サトウ ヨシヒロ

2時間12分10秒407 内山 敏明3424 ３年Ｃ組ウチヤマ トシアキ

2時間12分15秒408 馬越 正明3059 マゴシ マサアキ

2時間12分18秒409 酒井 裕二3080 サカイ ユウジ

2時間12分21秒410 冨岡　邦雄3619 NPO法人あどぼトミオカ クニオ

2時間12分32秒411 宮原 正行3540 麦走会ミヤハラ マサユキ

2時間12分37秒412 塩澤 直樹3542 筑坂シオザワ ナオキ

2時間12分38秒413 林 昌宏3074 ハヤシ マサヒロ

2時間13分06秒414 迎 秀雄3248 ＭＵＴＯ９ムカイ ヒデオ

2時間13分17秒415 渡辺 典之3122 日本カルミックワタナベ ノリユキ

2時間14分02秒416 遠藤 仁根3452 ＡＫＩ－ＲＵＮＭＡＴＥＳエンドウ ヒトネ

2時間14分34秒417 宮本 武彦3506 かるらんミヤモト タケヒコ

2時間14分40秒418 中村 豊3547 日興通信ナカムラ ユタカ

2時間14分48秒419 内海 正文3347 ウツミ マサフミ

2時間14分52秒420 小野 元嗣3349 オノ モトツグ

2時間14分57秒421 藤原 健3397 日本信号フジワラ タケシ

2時間14分59秒422 谷口 徹3139 タニグチ トオル

2時間15分03秒423 竹石 守雄3585 タケイシ モリオ

2時間15分06秒424 江袋 雅通3180 エブクロ マサミチ

2時間15分12秒425 山崎 時弘3500 志木ファイターズヤマザキ トキヒロ

2時間15分36秒426 横澤 弘昌3433 ヨコサワ ヒロマサ

2時間15分39秒427 蜂須賀　喜泰3616 久喜市ハチスカ キヨシ

2時間15分48秒428 松浦 伸一3300 吉川まっちゃんずマツウラ シンイチ

2時間16分01秒429 水谷 太3368 清原住電ミズタニ フトシ

2時間16分16秒430 廣瀬 亮3573 公立大学法人長野大学ヒロセ アキラ

2時間16分24秒431 山本 敦3096 ヤマモト アツシ

2時間16分27秒432 小野田 孝一3155 オノダ コウイチ
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2時間16分33秒433 三輪 龍士3298 ＭＩＰミワ タツシ

2時間16分36秒434 箕輪 克美3496 ミノワ カツミ

2時間17分05秒435 阿部 克彦3535 アベ カツヒコ

2時間17分05秒436 藤沼 信幸3538 フジヌマ ノブユキ

2時間17分38秒437 遠山 勉3601 東武会計センタートオヤマ ツトム

2時間18分03秒438 中村 芳浩3363 ナカムラ ヨシヒロ

2時間18分03秒439 佐藤 英世3210 焼肉　亀せんサトウ ヒデヨ

2時間18分07秒440 塚本 英彦3016 日本信号㈱ツカモト ヒデヒコ

2時間18分23秒441 佐藤 靖男3417 瞳ドルサトウ ヤスオ

2時間18分44秒442 吉野　淳3632 ヨシノ ジュン

2時間18分48秒443 奥井 正光3039 越谷ＭＣオクイ マサミツ

2時間18分55秒444 三本木 佳広3303 ｋｆｓサンボンギ ヨシヒロ

2時間19分07秒445 松井 信孝3341 マツイ ノブタカ

2時間19分15秒446 高秀 喜幸3480 タカヒデ ヨシユキ

2時間19分37秒447 岡田 昭吾3429 オカダ ショウゴ

2時間19分51秒448 島田 裕行3577 シマダ ヒロユキ

2時間20分13秒449 土屋 一郎3073 極洋ツチヤ イチロウ

2時間20分19秒450 茂呂 益彦3409 モロ マスヒコ

2時間20分23秒451 野本 武仁3351 板通（株）ノモト タケヒト

2時間21分39秒452 柴田 篤3240 シバタ アツシ

2時間21分47秒453 小林 敏也3403 コバヤシ トシヤ

2時間21分48秒454 佐藤 和之3212 ＹＡＧサトウ カズユキ

2時間21分48秒455 栗橋 宏3399 さわやかネットクリハシ ヒロシ

2時間22分03秒456 堀池 健3406 ＳＭＣホリイケ タケシ

2時間22分16秒457 浅見 一広3354 ＳＮＢバスケ部アサミ カズヒロ

2時間22分26秒458 黒澤 敏也3412 クロサワ トシヤ

2時間22分55秒459 小美野 恭輝3336 コミノ ヤステル

2時間22分58秒460 小野 順一3291 四季の会オノ ジュンイチ

2時間23分01秒461 前川 泰宏3436 石神井ジョギング部マエカワ ヤスヒロ

2時間23分09秒462 鈴木　一弘3618 スズキ カズヒロ

2時間23分11秒463 武藤 徹3340 日本信号ムトウ トオル

2時間23分23秒464 山口 真3199 東鷲宮クラブヤマグチ シン

2時間23分35秒465 坂下 学3559 サカシタ マナブ

2時間23分45秒466 小野 幸宏3085 オノ サチヒロ

2時間23分47秒467 新井 和幸3449 アライ カズユキ

2時間24分01秒468 嶌村 友希3475 シマムラ トモキ

2時間24分02秒469 垣内 則行3333 カキウチ ノリユキ

2時間24分26秒470 佐藤 信義3456 セキスイハイムサトウ ノブヨシ

2時間24分44秒471 大西 裕史3107 オオニシ ヒロフミ

2時間25分03秒472 永津 和彦3442 アキランメイツナガツ カズヒコ

2時間25分05秒473 関根 謙一郎3605 株式会社ミクロ精工セキネ ケンイチロウ

2時間25分32秒474 近藤 聡司3033 アキランメイツコンドウ サトシ

2時間25分37秒475 豊村 昌彦3012 ジュベニール白岡OBトヨムラ マサヒコ

2時間25分56秒476 関口 和己3571 セキグチ カズキ

2時間26分12秒477 永野 修3518 ナガノ オサム

2時間26分24秒478 小橋 満3284 越後抄コバシ ミツル

2時間27分02秒479 小黒 俊夫3132 オグロ トシオ

2時間27分10秒480 中出 繁3464 ナカイデ シゲル
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2時間27分23秒481 小室 博3526 チームスマイルコムロ ヒロシ

2時間27分45秒482 島田 善行3445 シマダ ヨシユキ

2時間27分47秒483 氏家 博3241 仮面ラッキーウジイエ ヒロシ

2時間28分19秒484 永墓 潔3513 だいきよしナガツカ キヨシ

2時間28分42秒485 荻山 誠二3591 オギヤマ セイジ

2時間28分53秒486 大塚 公一郎3364 オオツカ コウイチロウ

2時間28分59秒487 森久保 泰弘3124 出版共同流通モリクボ ヤスヒロ

2時間29分27秒488 金子　典明3621 カネコ ノリアキ

2時間30分09秒489 鈴木 隆3185 スズキ タカシ

2時間30分24秒490 落合 英男3052 チームマグナムオチアイ ヒデオ

2時間30分51秒491 桑原 正和3461 クワハラ マサカズ

2時間31分46秒492 林 和彦3396 日本信号ハヤシ カズヒコ

2時間31分57秒493 神永 茂樹3385 カミナガ シゲキ

2時間31分58秒494 市村　富雄3638 男伊達にゃんこイチムラ トミオ

2時間32分06秒495 吉田 雅一3019 SCSKヨシダ マサイチ

2時間33分59秒496 石丸 弘3169 仏滅会イシマル ヒロシ

2時間34分33秒497 中村 匡志3599 ナカムラ タダシ

2時間34分45秒498 溝口 義浩3401 ミゾグチ ヨシヒロ

2時間34分57秒499 瀬下 好久3114 ＭＥネオペＲＣセシモ ヨシヒサ

2時間35分12秒500 渡辺 信秀3400 ワタナベ ノブヒデ

2時間36分10秒501 米田 仁3458 ＳＪＮＫヨネダ ヒトシ

2時間36分33秒502 西村 博文3243 ニシムラ ヒロフミ

2時間36分38秒503 亀井 昇3495 一和ランナーズカメイ ノボル

2時間36分51秒504 齋藤 和彦3531 サイトウ カズヒコ

2時間37分14秒505 羽吉 邦明3235 ハヨシ クニアキ

2時間37分14秒506 内村 文則3537 ウチムラ フミノリ

2時間37分38秒507 吉田 登3233 ヨシダ ノボル

2時間38分03秒508 高松 伸二3377 新久喜総合病院タカマツ シンジ

2時間38分11秒509 菅野 守3195 カンノ マモル

2時間38分12秒510 柴田 浩3565 ＲＵＮＶＩＣシバタ ヒロシ

2時間38分16秒511 関 比呂志3551 長野県信用組合セキ ヒロシ

2時間38分18秒512 岡村 康正3607 オカムラ ヤスマサ

2時間38分18秒513 小林　和義3643

2時間38分56秒514 吉野 裕宣3058 アキランメイツヨシノ ヒロノブ

2時間39分03秒515 榎本 一明3564 小林小エノモト カズアキ

2時間39分22秒516 齋藤 豊3473 東彩ガスサイトウ ユタカ

2時間39分29秒517 落合 雅人3484 足利銀行オチアイ マサト

2時間39分59秒518 田中 成明3310 ＪＯＬＦタナカ シゲアキ

2時間40分00秒519 三橋 義治3532 ミツハシ ヨシハル

2時間40分03秒520 山本 健一郎3272 ヤマモト ケンイチロウ

2時間40分04秒521 河野 正通3402 ランジョグコウノ マサミチ

2時間40分05秒522 田中 寿久3411 久喜市役所タナカ ヤスヒサ

2時間41分15秒523 戸坂 秀一3548 トサカ シュウイチ

2時間43分09秒524 西宮 健司3428 チームＫニシミヤ ケンジ

2時間43分15秒525 杉野 智一3530 スギノ トモカズ

2時間43分17秒526 中山 裕康3511 ナカヤマ ヒロヤス

Athlete-Tag by CHOPPER


