
- 第3回久喜マラソン大会 -

ハーフ　一般男子（６０歳代以上）

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

1時間28分19秒1 遠山 貴夫4046 トオヤマ タカオ

1時間29分03秒2 増田 和弘4039 マスダ カズヒロ

1時間29分45秒3 三上山　一二4308 野辺地モラル事務所ミカミヤマ カツジ

1時間32分15秒4 永井 恒4085 ナガイ ヒサシ

1時間33分12秒5 小島 豊4033 羽生陸協コジマ ユタカ

1時間35分53秒6 大嶋 健一4183 ＦＯＲ　ＴＯＫＹＯオオシマ ケンイチ

1時間37分09秒7 岩崎 祐吉4249 イワサキ ユウキチ

1時間37分17秒8 館野 博4064 小山向野ＪＣタテノ ヒロシ

1時間37分37秒9 田村　和男4294 タムラ カズオ

1時間37分39秒10 神崎 博4151 新井病院カンザキ ヒロシ

1時間38分23秒11 平山 啓次4076 でんでんむしヒラヤマ ケイジ

1時間38分30秒12 森谷 博行4124 モリヤ ヒロユキ

1時間38分41秒13 坂本 正弘4028 草加走ろう会サカモト マサヒロ

1時間39分33秒14 冨田　文夫4352 トミタ フミオ

1時間39分51秒15 菅沼 澄夫4240 スガヌマ スミオ

1時間40分35秒16 戸谷 豊継4235 トヤ トヨツグ

1時間40分43秒17 大久保 賢二4222 オオクボ ケンジ

1時間40分49秒18 土屋 和延4021 青梅信用金庫陸上部ツチヤ カズノブ

1時間40分58秒19 齋藤 育孝4111 立教ワンゲルサイトウ イクタカ

1時間41分04秒20 黒田　賢一郎4359 東日本銀行OBクロダ ケンイチロウ

1時間41分10秒21 深井 友市4079 フカイ トモイチ

1時間41分17秒22 郷田 賢也4083 サンシャイン久喜ゴウダ ケンヤ

1時間42分53秒23 小宮山 浩4264 鴻巣楽しく走る会コミヤマ ヒロシ

1時間43分05秒24 荒井 伸明4173 香日向アライ ノブアキ

1時間43分40秒25 今野 賢4262 加須走友会コンノ マサル

1時間43分45秒26 篠﨑 隆次4255 ヘレナ研究所シノザキ リュウジ

1時間44分07秒27 八木橋　義憲4360 ヤギハシ ヨシノリ

1時間44分09秒28 青木 武志4132 毎日興業アリーナ久喜アオキ タケシ

1時間44分11秒29 河野　保4347 川口市消防局カワノ タモツ

1時間44分14秒30 湯浅 秀昭4102 樂走組ユアサ ヒデアキ

1時間44分54秒31 菊地 信夫4252 さな・ほのさわＲＣキクチ ノブオ

1時間44分55秒32 神田 徳司4216 カンダ トクジ

1時間44分59秒33 樽見 正行4042 熊谷ＡＣタルミ マサユキ

1時間44分59秒34 織田　義秋4342 草加JOGSオダ ヨシアキ

1時間45分08秒35 高尾 博二4178 タカオ ヒロジ

1時間45分09秒36 小尾 俊一4086 越谷ＭＣオビ シュンイチ

1時間45分13秒37 長島 新一4017 大袋走友会ナガシマ シンイチ

1時間45分24秒38 佐々木 徹佑4195 ササキ テツユウ

1時間45分29秒39 杉山 三義4032 スギヤマ ミツヨシ

1時間45分30秒40 平井 哲夫4055 あかね走友会ヒライ テツオ

1時間45分32秒41 玉田 博文4122 仙台明走会関東支部タマダ ヒロフミ

1時間45分32秒42 石井　成美4328 ナルミクラブイシイ シゲヨシ

1時間45分32秒43 渡辺 一博4026 カルソカンセイワタナベ カズヒロ

1時間45分56秒44 保坂 朗4184 ホサカ アキラ

1時間45分57秒45 永安　薫4317 ナガヤス カオル

1時間46分10秒46 鈴木 友夫4050 ＭＡＧＴＥＣスズキ トモオ

1時間46分10秒47 吉村 章4071 ヨシムラ アキラ

1時間46分44秒48 田中 益夫4238 くるみちゃんタナカ マスオ
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1時間46分50秒49 千葉 松夫4273 チバ マツオ

1時間47分10秒50 中村 徹4277 中村道場ＲＣナカムラ トオル

1時間47分17秒51 加藤　功4341 宮代MM走友会カトウ イサオ

1時間47分28秒52 前田 理司4108 マエダ サトジ

1時間47分33秒53 岩下 英司4160 イワシタ エイジ

1時間47分49秒54 石橋 芳夫4275 イシバシ ヨシオ

1時間48分04秒55 関口 清4237 釈迦ランニングクラブセキグチ キヨシ

1時間48分10秒56 福岡 新弥4243 二枚目走友会フクオカ シンヤ

1時間48分13秒57 西川 昭4107 ニシカワ アキラ

1時間48分14秒58 鈴木 晴男4066 兄貴会スズキ ハルオ

1時間48分27秒59 飯塚 豊治4074 葛生アスリートイイヅカ トヨジ

1時間48分48秒60 鳴河 敬一4051 東武鉄道ナルカワ ケイイチ

1時間48分54秒61 岡江 裕司4075 チームくものこオカエ ヒロシ

1時間49分07秒62 日野　幸雄4293 聖地化プロジェクトヒノ ユキオ

1時間49分18秒63 北山 重信4150 キタヤマ シゲノブ

1時間49分52秒64 古川 亮三4200 コガワ リョウゾウ

1時間50分07秒65 藤原 秋広4127 若桜くらぶフジワラ アキヒロ

1時間50分18秒66 佐生 和彦4167 パルケスタサショウ カズヒコ

1時間50分51秒67 大嶽 壽太郎4129 オオダケ ジュタロウ

1時間51分00秒68 板倉 重典4206 イタクラ シゲノリ

1時間51分13秒69 本夛 治雄4035 ホンダ ハルオ

1時間51分15秒70 福地 恒夫4218 ＲＷＶフクチ ツネオ

1時間51分18秒71 山田 久男4210 ヤマダ ヒサオ

1時間51分38秒72 松崎 秀光4030 マツザキ ヒデミツ

1時間51分45秒73 小西 淳一4073 ＨＭＣコニシ ジュンイチ

1時間51分53秒74 山 滋4180 ヤマ シゲル

1時間52分03秒75 田部田 富夫4169 タベタ トミオ

1時間52分29秒76 吉岡 由夫4118 ヨシオカ ヨシオ

1時間52分44秒77 下平 雅典4250 ヤクルト応援団シモダイラ マサノリ

1時間53分07秒78 飯島 貴美男4123 イイジマ キミオ

1時間53分11秒79 長峰 正光4220 ナガミネ マサミツ

1時間53分15秒80 清水 茂4223 浮谷ＳＣシミズ シゲル

1時間53分27秒81 青木　武男4356 平野クラブアオキ タケオ

1時間53分30秒82 唐沢 郁勇4265 カラサワ イクオ

1時間53分53秒83 徳永 孝志4198 トクナガ タカシ

1時間54分11秒84 武田　信幸4364 タケダ ノブユキ

1時間54分17秒85 小坂 和佳4117 コサカ カズヨシ

1時間54分30秒86 芝崎 栄一4057 明走會ＪＰＮシバサキ エイイチ

1時間54分31秒87 倉沢 健二4097 チームキャラクラサワ ケンジ

1時間54分34秒88 大崎 直紀4267 川口技研オオサキ ナオキ

1時間54分34秒89 田中 國彦4191 川越走友会タナカ クニヒコ

1時間54分46秒90 麻生 実4034 無限界アソウ ミノル

1時間55分00秒91 藤村 達巳4060 フジムラ タツミ

1時間55分15秒92 田村　薫4287 タムラ カオル

1時間55分21秒93 市川　博4350 アーリーバードイチカワ ヒロシ

1時間55分31秒94 槙納　秀美4292 マキノ ヒデミ

1時間55分32秒95 梅山 英雄4177 ウメヤマ ヒデオ

1時間55分40秒96 伊藤　隆4001 山中グループ
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1時間55分43秒97 鈴木 規廣4059 久喜菖蒲公園ＪＣスズキ ノリヒロ

1時間55分54秒98 山口 利雄4205 ヤマグチ トシオ

1時間56分00秒99 野澤 正4131 チームわたらせノザワ タダシ

1時間56分23秒100 金古　富士夫4369 金古工務店カネコ フジオ

1時間56分28秒101 田辺 均4247 タナベ ヒトシ

1時間56分31秒102 江連 良久4141 エヅレ ヨシヒサ

1時間56分44秒103 緒澤 恒雄4006 湘南エスカルゴオザワ ツネオ

1時間57分02秒104 松本 直樹4165 マツモト ナオキ

1時間57分22秒105 伊藤 洋一4115 鵠海ランナーズイトウ ヨウイチ

1時間57分51秒106 石田 和朗4144 イシダ カズアキ

1時間57分51秒107 宮田 和美4084 百合丘ＡＣミヤタ カズミ

1時間57分57秒108 大泉　政彦4300 MRFオオイズミ マサヒコ

1時間58分07秒109 江藤 泰弘4190 エトウ ヤスヒロ

1時間58分09秒110 渋谷 正美4088 シブヤ マサミ

1時間58分12秒111 秋田 修4031 アキタ オサム

1時間58分35秒112 武田 有司4194 乱遊会タケダ ユウジ

1時間58分47秒113 宮崎 富司4036 かぐらＳＡＣミヤザキ トミジ

1時間58分56秒114 前田 晃4094 末吉工業ＪＣマエダ アキラ

1時間58分59秒115 市村　保4284 イチムラ タモツ

1時間59分24秒116 美和 新一4140 ミワ シンイチ

1時間59分25秒117 金井　正伊4309 カナイ マサタダ

1時間59分27秒118 母原 利男4226 モハラ トシオ

1時間59分29秒119 後藤　力4346 ゴトウ チカラ

1時間59分29秒120 山中 浩司4199 ＮＨＯ＊ＯＢヤマナカ コウジ

1時間59分33秒121 平山 武文4109 栗原走友会ヒラヤマ タケフミ

1時間59分46秒122 蓮見　典保4303 ハスミ ノリヤス

1時間59分59秒123 小畑 利明4133 ＲＲＣコハタ トシアキ

2時間00分02秒124 大島 誠一郎4157 埼玉県庁走友会オオシマ セイイチロウ

2時間00分04秒125 門井 一夫4248 ライゼ清輝苑カドイ カズオ

2時間00分16秒126 鵜野 森一4100 チーム４７ウノ モリイチ

2時間00分19秒127 野崎 賢治4135 ハッピーランノザキ ケンジ

2時間00分26秒128 布川 勝彦4259 ヌノカワ カツヒコ

2時間00分32秒129 佐藤 貞彦4126 サトウ サダヒコ

2時間00分39秒130 坂本　優4291 サカモト マサル

2時間00分40秒131 かわだ きよし4002 会社員カワダ キヨシ

2時間00分55秒132 寛野 三郎4176 カンノ サブロウ

2時間01分04秒133 森山　久4353 モリヤマ ヒサシ

2時間01分10秒134 後藤 洋一4043 ゴトウ ヨウイチ

2時間01分33秒135 岩崎 明生4049 久喜菖蒲公園Ｊイワサキ アキオ

2時間01分38秒136 川島　豊4327 カワシマ ユタカ

2時間02分17秒137 千原 茂昭4224 チハラ シゲアキ

2時間02分29秒138 駒井 貞夫4251 コマイ サダオ

2時間02分33秒139 瓶子 正博4228 立大ＲＷＶヘイシ マサヒロ

2時間02分34秒140 渡辺 恒男4072 ワタナベ ツネオ

2時間02分39秒141 友政 哲4061 トモマサ サトシ

2時間02分43秒142 渡邊 一利4225 ワタナベ カズトシ

2時間02分57秒143 坂牧　光義4302 サカマキ ミツヨシ

2時間02分57秒144 川嶋 卓4188 幸手走友会カワシマ タク
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2時間03分20秒145 佐藤 喜好4104 サトウ キヨシ

2時間03分38秒146 金井 輝充4232 カナイ テルミツ

2時間03分50秒147 赤尾　俊紀4355 アカオ トシキ

2時間03分56秒148 末宗 三知夫4236 スエムネ ミチオ

2時間04分07秒149 関口　正4339 セキグチ タダシ

2時間04分10秒150 川島 芳之4372

2時間04分15秒151 常川 与四男4274 ツネカワ ヨシヲ

2時間04分41秒152 石井 洋4130 イシイ ヒロシ

2時間04分50秒153 瀬戸 典夫4067 白岡夜人ＲＣセト ノリオ

2時間04分53秒154 野水 眞4099 ノミズ マコト

2時間05分04秒155 伊藤 耕一4025 イトウ コウイチ

2時間05分08秒156 田中 裕4196 タナカ ユタカ

2時間05分26秒157 大野 聡4013 鷲宮弦代ＪＣオオノ サトル

2時間05分34秒158 川原田　福司4331 カワハラダ フクジ

2時間05分44秒159 並木　一郎4323 ナミキ イチロウ

2時間05分53秒160 廣澤 三郎4203 立大ワンゲルヒロサワ サブロウ

2時間05分57秒161 吉澤 清一4193 入間市黒須ＲＣヨシザワ セイイチ

2時間06分11秒162 樋口 重雄4022 ヒットザロードヒグチ シゲオ

2時間06分28秒163 小松　洋助4348 コマツ ヨウスケ

2時間06分28秒164 村山 修4136 ムラヤマ オサム

2時間06分30秒165 島村 秀夫4263 シマムラ ヒデオ

2時間06分31秒166 丹波 克実4119 マラソン完走クラブタンバ カツミ

2時間06分31秒167 鈴木 健治4103 スズキ ケンジ

2時間06分56秒168 鵜浦　達雄4365 ウウラ タツオ

2時間07分01秒169 泉山 哲4120 アキランメイツイズミヤマ サトル

2時間07分08秒170 高橋 衛4241 タカハシ マモル

2時間07分13秒171 岡田 充郎4179 オカダ ミツオ

2時間07分17秒172 木場田 繁4005 JAXAコバタ シゲル

2時間07分21秒173 小暮 勇4231 コグレ イサム

2時間07分24秒174 仲村 徹4003 rolarunningclubナカムラ トオル

2時間07分27秒175 天渡　義雄4334 テント ヨシオ

2時間07分36秒176 大枝 幹夫4219 新北斗オオエダ ミキオ

2時間07分43秒177 門井 邦夫4113 カドイ クニオ

2時間07分54秒178 森田　衛司4336 モリタ エイジ

2時間08分01秒179 大塚 哲男4175 オオツカ テツオ

2時間08分03秒180 青柳 利男4045 鶴ヶ島ＥＲＣアオヤギ トシオ

2時間08分11秒181 清久 春義4182 品川ランナーズテラスキヨク ハルヨシ

2時間08分14秒182 横井 守4029 春日部内牧ヨコイ マモル

2時間08分16秒183 坂本 道夫4091 サカモト ミチオ

2時間08分23秒184 西中 正利4276 ニシナカ マサトシ

2時間08分27秒185 佐藤 正俊4052 さくら悠々会サトウ マサトシ

2時間08分41秒186 斉藤　竹男4288 サイトウ タケオ

2時間08分57秒187 矢島　一雄4367 ヤジマ カズオ

2時間08分59秒188 富田 久志4168 トミタ ヒサシ

2時間09分16秒189 石橋　勝4340 イシバシ マサル

2時間09分18秒190 田中 正4098 タナカ タダシ

2時間09分34秒191 植木 隆造4197 まるランニングクラブウエキ リュウゾウ

2時間09分40秒192 岡野 三樹雄4014 ｅｍｉｙｓオカノ ミキオ
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2時間09分40秒193 木村 慶一4137 川内優輝応援団キムラ ケイイチ

2時間09分50秒194 関口　聡4333 関東管区行政評価局セキグチ サトシ

2時間10分01秒195 只野 健4156 タダノ タケシ

2時間10分29秒196 土屋　信男4330 ツチヤ ノブオ

2時間10分40秒197 若山　忠司4381 ワカヤマ　タダシ

2時間10分43秒198 上岡 照雄4371

2時間10分43秒199 水野 勝己4110 ミズノ カツミ

2時間10分46秒200 櫛下　利治4370 クシゲ トシハル

2時間10分50秒201 柴崎 和雄4112 風来坊の会シバサキ カズオ

2時間10分55秒202 大塚 潔4254 オオツカ キヨシ

2時間11分01秒203 三浦　智4329 ミウラ サトシ

2時間11分02秒204 野口　芳典4311 三浦RCノグチ ヨシノリ

2時間11分08秒205 引間 貞章4211 走酔道楽者の会ヒキマ サダアキ

2時間11分27秒206 今井 治雄4212 イマイ ハルオ

2時間11分29秒207 辻永 義隆4192 ツジエ ヨシタカ

2時間11分33秒208 秋葉 三佐男4271 アキバ ミサオ

2時間11分34秒209 宮島 崇4063 ワ・スレ種ミヤジマ タカシ

2時間11分44秒210 笹嶋 貢4082 かすみ走ラン会ササジマ ミツギ

2時間11分49秒211 福山 泰夫4018 浦和駄馬の会フクヤマ ヤスオ

2時間11分54秒212 五十嵐　義行4324 宮代MM走友会イガラシ ヨシユキ

2時間12分04秒213 谷田貝 秀雄4004 社会福祉法人久喜同仁会ヤタガイ ヒデオ

2時間12分07秒214 鈴木 勲4027 生田緑地スズキ イサオ

2時間12分27秒215 山岸　聡4305 ヤマギシ サトシ

2時間12分31秒216 福島 祐一4092 福島クリニックフクシマ ユウイチ

2時間12分43秒217 石川 志朗4143 セントラル秋田イシカワ シロウ

2時間13分12秒218 赤井 正二4221 所沢シルバーアカイ ショウジ

2時間13分12秒219 後藤 直記4134 府中Ｊタワーゴトウ ナオキ

2時間13分19秒220 松島　孝博4306 マツシマ タカヒロ

2時間13分28秒221 篠崎　優4298 シノザキ マサル

2時間13分39秒222 岩森 潔4257 イワモリ キヨシ

2時間13分42秒223 宮道 壽一4187 空ミヤミチ ジュイチ

2時間14分11秒224 岡田 幸作4062 オカダ コウサク

2時間14分28秒225 関根　賢治4318 久喜スキークラブセキネ ケンジ

2時間14分29秒226 森山　実4286 モリヤマ ミノル

2時間14分39秒227 神田　耕一郎4349 上内小学校カンダ コウイチロウ

2時間14分46秒228 渡辺 保4009 なしワタナベ タモツ

2時間14分47秒229 大賀 正浩4246 ランナーズエムオオガ マサヒロ

2時間14分54秒230 林 章宏4154 走りマックスハヤシ アキヒロ

2時間15分38秒231 野沢 豊4056 ＳＵＳＨＩ１ノザワ ユタカ

2時間15分49秒232 加藤 良雄4174 しんきん走遊会カトウ ヨシオ

2時間15分58秒233 平藤 親男4114 伊奈ヒラトウ チカオ

2時間16分30秒234 下垣 久4244 シモガキ ヒサシ

2時間16分38秒235 吉満　恭二4295 ヨシミツ キョウジ

2時間16分58秒236 石井 正晴4242 イシイ マサハル

2時間17分06秒237 国友 淳一4048 久喜聖地化ＰＪクニトモ ジュンイチ

2時間17分10秒238 新井 孝明4053 アライ タカアキ

2時間17分17秒239 牧田 安男4078 マキタ ヤスオ

2時間17分43秒240 森 繁樹4229 Ｇｉｏｉｒｅモリ シゲキ
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2時間17分54秒241 井下 清倫4268 個人イノシタ キヨミチ

2時間17分57秒242 奈良　晴夫4322 ナラ ハルオ

2時間18分15秒243 平山 操4258 港マラソンクラブヒラヤマ ミサオ

2時間18分26秒244 花村 順4047 ハナムラ ジュン

2時間18分51秒245 石山 貢好4204 イシヤマ ミツヨシ

2時間19分00秒246 木村 行男4147 キムラ ユキオ

2時間19分02秒247 寿原 英樹4095 浦和北ＲＣスハラ ヒデキ

2時間19分03秒248 細見 雅生4008 個人ホソミ マサオ

2時間19分22秒249 石田 旭4007 無職イシダ アキラ

2時間19分47秒250 八木橋　信雄4343 東京オペラシティ熱供給(株)ヤギハシ ノブオ

2時間19分49秒251 岩崎 良雄4201 アキランメイツイワサキ ヨシオ

2時間20分00秒252 安齋　善男4296 日本空手協会アンザイ ヨシオ

2時間20分12秒253 板橋　義紀4316 イタバシ ヨシノリ

2時間20分14秒254 砂川 隆秀4234 スナカワ タカヒデ

2時間20分27秒255 田口　伸二4313 タグチ シンジ

2時間20分36秒256 金子　守4321 カネコ マモル

2時間20分45秒257 星　徹4312 ホシ トオル

2時間21分22秒258 井口 順4125 イグチ ジュン

2時間21分26秒259 入澤 誠五4023 楽走人ＲＣイリサワ セイゴ

2時間21分30秒260 大野 信夫4016 オオノ ノブオ

2時間21分33秒261 岡野 勝俊4081 オカノ カツトシ

2時間22分13秒262 高橋 晃4172 タカハシ アキラ

2時間22分22秒263 土屋　光男4320 ツチヤ ミツオ

2時間23分14秒264 高津戸 隆4230 全農タカツド タカシ

2時間23分21秒265 長岡 芳雄4166 ナガオカ ヨシオ

2時間23分24秒266 荒木　登4357 アラキ ノボル

2時間23分25秒267 播摩 章4170 ハリマ アキラ

2時間23分27秒268 小口 登4239 オグチ ノボル

2時間24分10秒269 大石　美樹4368 オオイシ ミキ

2時間24分31秒270 阿部　信雄4301 アベ ノブオ

2時間25分39秒271 小幡 雅之4185 錦ヶ原走遊会オバタ マサユキ

2時間25分41秒272 遠藤 俊雄4217 エンドウ トシオ

2時間25分45秒273 野村 亨4011 IPCCノムラ トオル

2時間25分47秒274 木下 恵介4116 ＭＭ走友会キノシタ ケイスケ

2時間25分50秒275 高橋 勲4233 タカハシ イサオ

2時間26分08秒276 芳埜 次夫4010 なしヨシノ ツグオ

2時間26分53秒277 里川 日出人4041 坂戸走友会サトカワ ヒデト

2時間27分41秒278 藤原　秀貴4335 宮代MM走友会フジハラ ヒデキ

2時間28分27秒279 4373

2時間28分47秒280 渡邉 敏章4280 ワタナベ トシアキ

2時間29分47秒281 廣田　耕治4314 ヒロタ コウジ

2時間29分57秒282 坂本　和雄4290 サカモト カズオ

2時間30分04秒283 坪木 憲治4019 たんぽぽの綿毛ツボキ ケンジ

2時間30分07秒284 堀内 尚寿4213 日本信号ホリウチ ヒサトシ

2時間30分08秒285 伊藤 知昭4162 イトウ トモアキ

2時間30分09秒286 土屋 文男4090 ツチヤ フミオ

2時間30分46秒287 星野　道男4307 宮代MM走友会ホシノ ミチオ

2時間31分12秒288 岩﨑　勝好4337 イワサキ カツヨシ
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2時間31分41秒289 高橋　完造4282 タカハシ カンゾウ

2時間32分18秒290 井草　宣義4285 イグサ ノブヨシ

2時間33分36秒291 田中　秀典4310 タナカ ヒデノリ

2時間34分26秒292 安斎　明典4281 武蔵UMCアンザイ アキノリ

2時間34分46秒293 山崎　信明4299 ヤマザキ ノブアキ

2時間36分00秒294 篠崎　三男4354 シノザキ ミツオ

2時間36分03秒295 安斎 敏雄4152 川口ジョギングアンザイ トシオ

2時間36分05秒296 青田 次郎4270 アオタ ジロウ

2時間36分21秒297 矢崎 義光4096 ＲＣ砂田会ヤザキ ヨシミツ

2時間36分35秒298 遠藤　義和4363 エンドウ ヨシカズ

2時間37分07秒299 宇賀 和夫4279 ウガ カズオ

2時間37分17秒300 東 義則4068 日本信号アヅマ ヨシノリ

2時間37分59秒301 三浦　一三4325 ミウラ カズミ

2時間38分09秒302 寺下 治孝4080 埼玉県庁走友会テラシタ ハルタカ

2時間39分46秒303 遠藤 秀男4128 エンドウ ヒデオ

2時間39分46秒304 白石　善己4338 TCTシライシ ヨシミ

2時間39分52秒305 荒井　信男4332 アライ ノブオ

2時間39分55秒306 梅田　茂4297 ウメダ シゲル

2時間40分08秒307 内田 勝久4089 ウチダ カツヒサ

2時間40分37秒308 森 誠治4146 モリ セイジ

2時間44分23秒309 岸　正弘4283 キシ マサヒロ

Athlete-Tag by CHOPPER


