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1 ハーフマラソン　高校生・一般男子（39歳以下）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 1182 1:09:33 山崎 竹丸 ヤマサキ タケマル まるＲＣ
2 1659 1:11:48 坂口 享 サカグチ アキラ -
3 1401 1:12:00 渋川 裕二 シブカワ ユウジ 高崎市役所ＲＣ
4 1262 1:12:03 原田 将徳 ハラダ マサノリ ＤＲＥＡＭ
5 1142 1:12:17 杉山 悠 スギヤマ ユウ 栃木陸協
6 1598 1:13:02 土門 将輔 ドモン ショウスケ 学習院大学
7 1335 1:14:01 高林 大樹 タカバヤシ ヒロキ ＭＫＰＪＴ
8 1226 1:15:00 河合 謙一 カワイ ケンイチ 日本規格協会
9 1141 1:15:17 牧田 浩典 マキタ ヒロノリ -

10 1138 1:15:36 井上 裕介 イノウエ ユウスケ ほっこり
11 1734 1:15:41 山田 瑞穂 ヤマダ ミズホ -
12 1530 1:15:51 丸谷 吉晴 マルタニ ヨシハル -
13 1124 1:16:01 穴原 健 アナハラ タケシ 埼玉県庁
14 1550 1:16:05 福井 規人 フクイ ノリヒト 日本信号
15 1286 1:17:21 濱岡 敦 ハマオカ アツシ 日立大みか
16 1348 1:17:24 大島 俊一 オオシマ シュンイチ 古河ＲＣ
17 1298 1:17:45 鋤柄 孝一 スキガラ コウイチ ＩＰＮＯＣ
18 1521 1:18:01 中野 洸介 ナカノ コウスケ さいたま市陸協
19 1279 1:18:41 山嵜 大輔 ヤマサキ ダイスケ 塩グループ
20 1229 1:19:02 渡邉 旬 ワタナベ ジュン 静岡県立高校生物教員
21 1438 1:19:04 古川 涼 フルカワ リョウ 参議院
22 1291 1:19:44 鈴木 祐太 スズキ ユウタ -
23 1436 1:20:12 佐藤 寛毅 サトウ ヒロキ 福島銀行
24 1706 1:20:58 金内 正 カネウチ タダシ -
25 1116 1:21:09 後和 直樹 ゴワ ナオキ 東京ランニング友の会
26 1426 1:21:18 遠藤 直弥 エンドウ ナオヤ 初音ミク
27 1596 1:21:36 坂田 陽朗 サカタ ヒロオ -
28 1314 1:21:51 矢野 洋平 ヤノ ヨウヘイ -
29 1122 1:22:04 勝浦 圭司 カツウラ ケイジ 大江戸飛脚会
30 1408 1:22:15 西ヶ谷 洋輔 ニシガヤ ヨウスケ ＷＲＣ
31 1701 1:22:22 高木 勇樹 タカギ ユウキ ちゃー
32 1431 1:22:26 佐藤 国光 サトウ クニミツ 高崎市役所ＲＣ
33 1136 1:22:30 高山 昴一郎 タカヤマ コウイチロウ -
34 1324 1:22:31 中橋 昌平 ナカハシ ショウヘイ ヴェルフェル
35 1645 1:22:31 藤野 三法 フジノ ミツノリ 筑波大学
36 1117 1:22:38 福山 博貴 フクヤマ ヒロタカ 加須平成ＯＢ
37 1191 1:22:52 山本 達也 ヤマモト タツヤ 東光高岳
38 1843 1:23:09 小玉 健太郎 コダマ ケンタロウ -
39 1500 1:23:30 鈴木 博孝 スズキ ヒロタカ チーム５４
40 1212 1:23:30 本宮 祐樹 モトミヤ ユウキ -
41 1166 1:23:43 山崎 省吾 ヤマザキ ショウゴ -
42 1483 1:23:49 金川 智彦 カナガワ トモヒコ とちぎん埼玉
43 1469 1:23:53 川口 良太 カワグチ リョウタ -
44 1278 1:24:02 山崎 晴雄 ヤマサキ ハルオ しんあいＲＣ
45 1308 1:24:02 吉岡 玲 ヨシオカ レイ -
46 1433 1:24:09 山縣 和仁 ヤマガタ カズヒト 応化マラソン部
47 1409 1:24:13 大木 聡 オオキ サトシ -
48 1120 1:24:27 鈴木 陽平 スズキ ヨウヘイ 千代田走友会
49 1313 1:24:46 田中 真吾 タナカ シンゴ ローソンストア
50 1137 1:24:52 小林 健人 コバヤシ ケント -
51 1115 1:24:59 入江 卓也 イリエ タクヤ ランデザイン
52 1336 1:25:03 小林 優史 コバヤシ マサシ アシックスＲＣ
53 1248 1:25:05 伴 将史 バン マサシ -
54 1126 1:25:06 竹石 和人 タケイシ カズヒト ゆーすた９６
55 1158 1:25:08 金子 匠 カネコ タクミ エポックケミカル
56 1235 1:25:33 浅倉 和史 アサクラ カズフミ 樂走組
57 1503 1:25:35 引地 匠 ヒキチ タクミ -
58 1148 1:25:41 猪倉 歩 イクラ アユム 川崎市陸協
59 1215 1:25:50 大越 拓郎 オオコシ タクロウ ＧＲＯＷＩＮＧ　ＡＣ
60 1185 1:25:59 井関 康弘 イセキ ヤスヒロ 埼玉県庁走友会
61 1640 1:26:02 向島 誠一 ムコウジマ セイイチ -
62 1253 1:26:27 秋元 達也 アキモト タツヤ -
63 1674 1:26:35 石島 丈晴 イシジマ タケハル -
64 1463 1:26:46 川見 浩紀 カワミ ヒロノリ -
65 1612 1:26:46 栗田 裕也 クリタ ユウヤ 星のや富士
66 1271 1:26:48 澤田 健司 サワダ ケンジ -
67 1234 1:27:05 前田 健輔 マエダ ケンスケ 平井ランニングクラブ
68 1405 1:27:22 篠原 賢司 シノハラ ケンジ ワイズビルド
69 1822 1:27:36 得能 大輔 トクノウ ダイスケ -
70 1209 1:28:04 杉光 裕介 スギミツ ユウスケ -
71 1162 1:28:16 馬場 康典 ババ ヤスノリ 関東日本フード
72 1256 1:28:19 樋上 裕也 ヒノウエ ユウヤ まっかちんず
73 1186 1:28:35 堀井 瑞穂 ホリイ ミズホ 学習院大学
74 1509 1:28:47 長谷川 弘太郎 ハセガワ コウタロウ ＳＯＮ埼玉
75 1331 1:28:49 松原 晃 マツバラ アキラ ヴェルフェル
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76 1445 1:28:53 坂本 健司郎 サカモト ケンジロウ ヨネックス
77 1143 1:28:54 武智 祐樹 タケチ ユウキ ＮＴＴファシリティーズ中央
78 1750 1:29:09 松下 一正 マツシタ カズマサ 岩槻槻の森ジョギングクラブ
79 1507 1:29:13 山迫 武瑠 ヤマサコ タケル -
80 1791 1:29:22 小宮 正大 コミヤ マサヒロ ＳＣＲ
81 1208 1:29:29 島貫 正嗣 シマヌキ マサシ 気軽に皇居ラン
82 1183 1:29:42 九町 俊吾 クチョウ シュンゴ 第一三共株式会社
83 1457 1:29:47 松本 和也 マツモト カズヤ -
84 1544 1:29:58 乙部 哲也 オトベ テツヤ 蓮田市消防本部
85 1727 1:30:00 関 聡志 セキ サトシ -
86 1254 1:30:06 樋口 勇人 ヒグチ ハヤト チーム金港堂
87 1644 1:30:12 中町 勇貴 ナカマチ ユウキ -
88 1204 1:30:25 中野 靖之 ナカノ ヤスユキ スパイダーさん
89 1288 1:30:37 杉崎 功一 スギサキ コウイチ -
90 1538 1:30:38 吉川 将史 ヨシカワ マサシ -
91 1717 1:30:38 松浦 真義 マツウラ マサヨシ 九段ＲＣ
92 1520 1:30:47 鈴木 宏 スズキ ヒロシ 久喜キッカーズ
93 1267 1:30:51 玉田 真之介 タマダ シンノスケ -
94 1317 1:31:05 小島 弘暉 コジマ ヒロキ スペシャル川口
95 1326 1:31:06 平野 周 ヒラノ シュウ ヴェルフェル
96 1351 1:31:16 原 大輔 ハラ ダイスケ -
97 1842 1:31:22 鷲巣 晋作 ワシノス シンサク -
98 1161 1:31:23 内田 邦昭 ウチダ クニアキ -
99 1452 1:31:25 村越 優介 ムラコシ ユウスケ -

100 1775 1:31:29 溝江 正幸 ミゾエ マサユキ -
101 1703 1:31:37 中島 浩二 ナカジマ コウジ -
102 1001 1:31:56 五十嵐　宇汰 - 山中グループ
103 1327 1:32:17 古川 昇 フルカワ ノボル -
104 1613 1:32:33 田村 元 タムラ ハジメ 都内区役所
105 1432 1:32:45 邨井 哲也 ムライ テツヤ 東京労働局
106 1437 1:32:48 佐藤 広規 サトウ ヒロノリ -
107 1848 1:32:57 鎌田 俊次郎 カマタ シュンジロウ 教員
108 1461 1:32:57 吉成 隆 ヨシナリ タカシ 日光森
109 1118 1:33:02 福井 謙一 フクイ ケンイチ アールエル＋
110 1442 1:33:09 餌取 幸正 エトリ ユキマサ -
111 1551 1:33:11 高橋 諒 タカハシ リョウ 大正製薬走友会
112 1756 1:33:18 平野 勝 ヒラノ マサル -
113 1663 1:33:19 酒井 大和 サカイ ヤマト アルフレッサ
114 1441 1:33:20 佐藤 直之 サトウ ナオユキ かけっこ軍団
115 1709 1:33:23 首藤 弘憲 シュトウ ヒロノリ -
116 1620 1:33:27 須永 浩一 スナガ コウイチ -
117 1219 1:33:27 齋藤 龍輔 サイトウ リュウスケ 藤倉化成
118 1450 1:33:46 吉成 勇一 ヨシナリ ユウイチ ＮＰＯ法人ウエーブ
119 1730 1:33:50 加納 優樹 カノウ ユウキ 大桑走友会
120 1387 1:33:56 森 優樹 モリ ユウキ 新久喜総合病院
121 1879 1:34:02 田中 孝太朗 タナカ コウタロウ -
122 1050 1:34:14 斉藤 大夢 サイトウ ヒロム 東洋大学 陸上同好会
123 1700 1:34:50 平野 貴大 ヒラノ タカヒロ 日本信号（株）
124 1712 1:34:53 中川西 高廣 ナカガワサイ タカヒロ 久喜
125 1098 1:34:53 大久保 翼 オオクボ ツバサ ファルカオフットボールクラブ
126 1564 1:35:03 松本 僚 マツモト リョウ -
127 1285 1:35:09 山岡 至 ヤマオカ イタル ＦＵＮＣＯＭＥ
128 1657 1:35:09 大西 康之 オオニシ ヤスユキ -
129 1896 1:35:15 戸塚　孝 トツカ タカシ -
130 1265 1:35:18 中島 健二 ナカジマ ケンジ Ｆ・Ｒ・Ｔ
131 1446 1:35:19 坂井 智彦 サカイ トモヒコ 埼玉県庁
132 1529 1:35:38 松本 侑大 マツモト ユキヒロ -
133 1180 1:35:40 辰野 文昭 タツノ フミアキ -
134 1026 1:35:42 小杉 陽祐 コスギ ヨウスケ kosugi
135 1283 1:35:45 柴田 耕治 シバタ コウジ 桐生厚生総合病院
136 1479 1:35:46 野本 湧介 ノモト ユウスケ -
137 1501 1:35:55 松田 大樹 マツダ ダイキ -
138 1877 1:35:57 鈴木 雅人 スズキ マサト -
139 1134 1:36:01 赤平 光 アカヒラ ヒカル -
140 1368 1:36:14 吉田 孝弘 ヨシダ タカヒロ セイキ販売
141 1420 1:36:26 高村 圭太郎 タカムラ タロウ -
142 1913 1:36:28 麻生 扶実也 - -
143 1232 1:36:30 小松 純 コマツ ジュン -
144 1577 1:36:39 入江 邦宏 イリエ クニヒロ -
145 1111 1:36:44 原田 景 ハラダ ケイ 獨協埼玉中学高等学校
146 1218 1:36:46 福岡 正章 フクオカ マサアキ 藤倉化成
147 1524 1:36:48 真中 秀幸 マナカ ヒデユキ 筋肉走友会
148 1597 1:37:12 潮 俊希 ウシオ トシキ -
149 1863 1:37:13 菊地 大樹 キクチ タイジュ ＪＩＣＳ
150 1769 1:37:16 飯塚 祐士 イイヅカ ユウジ -
151 1307 1:37:17 永原 大樹 エイハラ ダイキ 頸城走遊会
152 1563 1:37:18 落合 健太 オチアイ タケヒロ -
153 1159 1:37:23 海北 秀太 カイホク シュウタ けいわマラソンクラブ
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154 1281 1:37:27 高橋 明典 タカハシ アキノリ -
155 1347 1:37:32 本田 裕士 ホンダ ヒロト 春日部市役所
156 1363 1:37:37 笹本 響 ササモト ヒビキ 株式会社埼玉りそな銀行
157 1113 1:37:38 山内 貴史 ヤマウチ タカシ 日本大学
158 1646 1:37:50 佐藤 友紀 サトウ トモキ -
159 1648 1:37:50 大野 勝亮 オオノ カツアキ -
160 1508 1:38:05 真田 亮平 サナダ リョウヘイ -
161 1295 1:38:12 岡田 幸宏 オカダ ユキヒロ ＪＥＰＳ
162 1022 1:38:15 森崎 源 モリサキ ゲン 久喜
163 1510 1:38:23 高塚 訓 コウツカ サトシ -
164 1816 1:38:28 川口 亮大丈夫 カワグチ リョウダイ -
165 1668 1:38:31 渡辺 誠也 ワタナベ セイヤ 埼玉大学水泳部
166 1583 1:38:31 藤尾 勝俊 フジオ カツトシ マスヤマラソンブ
167 1505 1:38:36 鈴木 伸治 スズキ シンジ -
168 1699 1:38:39 柿沼 誠 カキヌマ マコト 柿沼自動車整備工場
169 1289 1:38:41 岡野 泰久 オカノ ヤスヒサ -
170 1018 1:38:42 牧野 康隆 マキノ ヤスタカ 会社員
171 1733 1:38:45 本田 薫 ホンダ カオル -
172 1586 1:38:54 清水 佑輔 シミズ ユウスケ -
173 1147 1:38:56 小松原 太一 コマツバラ タイチ -
174 1086 1:39:10 松島 慎吾 マツシマ シンゴ 杏林製薬株式会社
175 1876 1:39:11 松永 駿 マツナガ シュン -
176 1199 1:39:22 森 雅史 モリ マサシ 高田製薬
177 1718 1:39:29 泉田 紀博 イズミダ ノリヒロ -
178 1333 1:39:36 野島 健史 ノジマ ケンジ -
179 1834 1:39:39 大越 正和 オオコシ マサカズ 蓮田市消防本部
180 1685 1:39:41 武田 泰尚 タケダ ヤスヒサ -
181 1812 1:39:43 小川 隼人 オガワ ハヤト -
182 1196 1:39:44 坪井 優 ツボイ マサル チームマサル
183 1491 1:39:44 巻渕 彦也 マキブチ ヒコヤ チームＳＲＴ指扇魂
184 1569 1:39:52 堀口 孝人 ホリグチ タカヒト -
185 1328 1:39:52 荒井 健吾 アライ ケンゴ ヴェルフェル
186 1101 1:40:05 岩城 康文 イワキ ヤスフミ フリー
187 1464 1:40:08 山田 達也 ヤマダ タツヤ -
188 1738 1:40:20 大塚 真斗 オオツカ マナト -
189 1045 1:40:26 中西 昭博 ナカニシ アキヒロ 久喜クラブ
190 1415 1:40:38 石井 宏和 イシイ ヒロカズ -
191 1610 1:40:46 田端 和将 タバタ カズマサ -
192 1225 1:40:52 竹内 聡 タケウチ サトシ -
193 1133 1:40:56 長尾 豊孝 ナガオ トヨタカ -
194 1273 1:41:22 山根 政紀 ヤマネ マサキ -
195 1603 1:41:28 塩浦 元気 シオウラ ゲンキ 理研ビタミン株式会社
196 1776 1:41:48 川島 悠斗 カワシマ ユウト -
197 1246 1:41:48 中谷 泰三 ナカタニ タイゾウ １０まんボルト
198 1628 1:41:54 堀口 直人 ホリグチ ナオト -
199 1355 1:42:04 金成 翔史 カナリ ショウジ -
200 1622 1:42:11 高橋 駒貴 タカハシ コマキ -
201 1322 1:42:15 植竹 強 ウエタケ ツヨシ 池沢会ＲＣ
202 1854 1:42:17 富永 大樹 トミナガ ヒロキ -
203 1402 1:42:23 堀越 建生 ホリコシ タテオ -
204 1413 1:42:39 坂倉 広亮 サカクラ コウスケ フィットネスクラブレフコ
205 1325 1:42:52 吉田 建 ヨシダ タケル ヴェルフェル
206 1170 1:42:57 安松 芳郎 ヤスマツ ヨシロウ プリズナーズ
207 1777 1:43:03 野崎 晃次 ノザキ コウジ 宮城県森連
208 1693 1:43:08 丸山 達也 マルヤマ タツヤ -
209 1850 1:43:09 中村 涼一 ナカムラ リョウイチ 花咲徳栄高校
210 1704 1:43:16 渡邉 裕之 ワタナベ ヒロユキ -
211 1467 1:43:16 箭内 将人 ヤナイ マサト ライズウィル
212 1552 1:43:19 平野 匠 ヒラノ タクミ 久喜陸上クラブ
213 1188 1:43:22 笹崎 敏正 ササザキ トシマサ 東京陸協
214 1630 1:43:28 皆川 拓也 ミナガワ タクヤ 三橋ランナーズ
215 1157 1:43:34 深山 剛士 ミヤマ タケシ -
216 1015 1:43:50 薄井 一幸 ウスイ カズユキ 武男&敏子の息子ランニング部
217 1626 1:43:51 佐藤 誠一 サトウ セイイチ 日本信号（株）
218 1476 1:44:03 奥田 高太 オクダ コウタ -
219 1128 1:44:06 柳 正人 ヤナギ マサト -
220 1125 1:44:12 古木 靖啓 フルキ ヤスヒロ -
221 1504 1:44:12 梅澤 康士 ウメザワ ヤスシ -
222 1474 1:44:41 内海 祥多 ウツミ ショウタ -
223 1537 1:44:45 木暮 大樹 コグレ ダイキ 獨協埼玉中学高等学校
224 1360 1:44:51 水越 正人 ミズコシ マサト -
225 1710 1:44:53 石川 瞬 イシカワ シュン 東洋大学
226 1104 1:44:59 渡邊 大樹 ワタナベ ダイキ 損保ジャパン日本興亜
227 1746 1:45:05 若林 洸大 ワカバヤシ コウタ サトーグローバルアスリートＣ
228 1735 1:45:07 岡田 寛史 オカダ ヒロフミ -
229 1294 1:45:07 清本 武史 キヨモト タケシ たけちゃんず
230 1851 1:45:08 杉田 光正 スギタ ミツマサ -
231 1486 1:45:08 曳地 勇人 ヒキチ ユウト リクルートＳクラフツ
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232 1319 1:45:10 猪股 将行 イノマタ ノブユキ -
233 1344 1:45:12 宮嶋 友之 ミヤジマ トモユキ ＳＦＲＣ
234 1249 1:45:15 石川 琢也 イシカワ タクヤ 久喜市
235 1741 1:45:16 中村 隆介 ナカムラ リュウスケ -
236 1604 1:45:17 沼田 諒平 ヌマタ リョウヘイ -
237 1535 1:45:19 市村 武志 イチムラ タケシ -
238 1568 1:45:24 土岐 貴義 トキ タカヨシ -
239 1540 1:45:24 菊地 良太 キクチ リョウタ 納豆菌のコーケン
240 1580 1:45:24 中野 和久 ナカノ カズヒサ ＲＲＴ
241 1719 1:45:32 曽原 健太郎 ソハラ ケンタロウ -
242 1731 1:45:36 宮下 雅和 ミヤシタ マサカズ -
243 1804 1:45:36 前田 直希 マエダ ナオキ -
244 1611 1:45:40 細沼 直樹 ホソヌマ ナオキ -
245 1132 1:45:40 高橋 友哉 タカハシ トモヤ ふさふさ
246 1590 1:45:44 月山 裕樹 ツキヤマ ユウキ サイコン工業
247 1460 1:45:45 森 隆 モリ タカシ -
248 1359 1:45:53 石部 賢史 イシベ サトシ -
249 1315 1:45:57 宮崎 研介 ミヤザキ ケンスケ 東洋大学教職員陸上競技部（仮）
250 1665 1:45:58 山口 知希 ヤマグチ トモキ -
251 1872 1:46:03 笠原 聡志 カサハラ サトシ -
252 1606 1:46:05 山本 恵介 ヤマモト ケイスケ -
253 1593 1:46:45 青木 隆哉 アオキ リュウヤ -
254 1904 1:47:04 栗原　尚也 クリハラ ナオヤ -
255 1187 1:47:06 永安 航 ナガヤス ワタル チームＮＡＧＡ
256 1330 1:47:13 中西 健太 ナカニシ ケンタ ヴェルフェル
257 1081 1:47:18 山下 友彰 ヤマシタ トモアキ カワグチハイホー
258 1284 1:47:20 床井 祐二朗 トコイ ユウジロウ -
259 1908 1:47:21 千葉　仁人 チバジント -
260 1231 1:47:21 針谷 耕太 ハリヤ コウタ -
261 1472 1:47:23 酒巻 宏之 サカマキ ヒロユキ -
262 1799 1:47:26 船田 雄一 フナダ ユウイチ なし
263 1184 1:47:30 武原 淳 タケハラ アツシ -
264 1381 1:47:31 佐倉 貴幸 サクラ タカユキ 新久喜総合病院
265 1179 1:47:40 田村 亮 タムラ リョウ -
266 1091 1:47:41 椎橋 秀太 シイハシ シュウタ 株式会社Grand Life
267 1774 1:47:43 渡邉 翔 ワタナベ ショウ -
268 1119 1:47:47 斉藤 直一 サイトウ ナオイチ -
269 1177 1:47:48 柴崎 俊和 シバサキ トシカズ -
270 1745 1:47:51 山越 宏樹 ヤマコシ ヒロキ -
271 1287 1:47:53 山中 貴裕 ヤマナカ タカヒロ -
272 1151 1:47:54 井上 友直 イノウエ トモナオ -
273 1482 1:47:57 志村 革 シムラ アラタ 株式会社バイクハウスゼロ
274 1490 1:48:02 丸山 誠 マルヤマ マコト エイト陸上部
275 1837 1:48:06 松下 泰樹 マツシタ タイキ -
276 1725 1:48:07 渡辺 雄祐 ワタナベ ユウスケ 丸一運輸
277 1312 1:48:14 二口 孝志 ニグチ タカシ -
278 1456 1:48:19 白井 与土 シライ ヨシト -
279 1542 1:48:23 松本 智 マツモト サトシ 草加
280 1011 1:48:23 松原 有希 マツバラ ユウキ ドンキーズ
281 1737 1:48:29 佐久間 健光 サクマ タケヒコ 株式会社ファンオブライフ
282 1455 1:48:31 佐藤 弘章 サトウ ヒロアキ 埼玉りそな銀行
283 1146 1:49:09 吉田 勝 ヨシダ マサル -
284 1910 1:49:18 根岸 祐人 - -
285 1543 1:49:20 仲田 浩己 ナカダ ヒロキ クラシス株式会社
286 1272 1:49:27 伊藤 大輔 イトウ ダイスケ 雪印メグミルク
287 1269 1:49:28 木村 太一 キムラ タイチ -
288 1757 1:49:30 中澤 知威 ナカザワ トモタケ -
289 1077 1:49:33 竹本 健人 タケモト ケント カワグチハイホー
290 1882 1:49:44 吉村 武 ヨシムラ タケシ 伊藤忠商事（株）
291 1575 1:49:44 新井 健一 アライ ケンイチ -
292 1085 1:49:47 山中 大輝 ヤマナカ ダイキ ニプロファーマ
293 1108 1:49:53 片野坂 啓太 カタノサカ ケイタ OHKUWA
294 1210 1:50:02 時澤 憲幸 トキザワ ノリユキ -
295 1197 1:50:06 杉森 大星 スギモリ タイセイ -
296 1536 1:50:07 小菅 智大 コスゲ トモヒロ 連合ハイホー
297 1434 1:50:13 森山 圭一郎 モリヤマ ケイイチロウ -
298 1912 1:50:17 高橋 幹泰 - -
299 1247 1:50:18 酉田 健輔 トリタ ケンスケ ＵＮＯ
300 1391 1:50:20 中村 建 ナカムラ タツル 新久喜総合病院
301 1673 1:50:22 高木 啓史 タカギ ヒロフミ -
302 1773 1:50:24 大西 栄治 オオニシ エイジ -
303 1097 1:50:24 渡邊 拓 ワタナベ ヒラク 久喜小学校
304 1255 1:50:42 金子 雅之 カネコ マサユキ 千日走会
305 1468 1:50:46 米村 至 ヨネムラ イタル -
306 1658 1:50:53 古西 隆一 コニシ リュウイチ ＡＣｗｅＲｕｎ
307 1554 1:51:00 佐野 広幸 サノ ヒロユキ -
308 1448 1:51:05 関川 昌幸 セキカワ マサユキ -
309 1282 1:51:05 内藤 一樹 ナイトウ カズキ -
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310 1555 1:51:09 斉藤 光晴 サイトウ ミツハル -
311 1856 1:51:16 大浜 知史 オオハマ カズフミ -
312 1201 1:51:16 植野 研一郎 ウエノ ケンイチロウ 仙田倶楽部
313 1013 1:51:23 栗田 雅彦 クリタ マサヒコ コヤマ工業㈱マラソン部
314 1048 1:51:26 小泉 陽平 コイズミ ヨウヘイ 久喜市立久喜東中学校
315 1858 1:51:31 西野 匠海 ニシノ タクミ -
316 1680 1:51:33 依田 哲朗 ヨダ テツロウ 早稲田大学
317 1790 1:51:42 加藤 健司 カトウ ケンジ なし
318 1650 1:51:44 金丸 親也 カネマル シンヤ 仏滅会
319 1900 1:51:47 松井　弘行 マツイ ヒロユキ -
320 1160 1:51:47 静 政行 シズカ マサユキ ＳＲＣ
321 1905 1:51:53 塩沢　裕也 シオザワ　ユウヤ 久喜市役所
322 1334 1:51:53 松本 直樹 マツモト ナオキ -
323 1915 1:52:16 大庭 崇彦 - -
324 1371 1:52:18 山川 純平 ヤマカワ ジュンペイ 登山部
325 1824 1:52:19 東條 瑞貴 トウジョウ ミズキ ジョグ愛
326 1341 1:52:27 森 貴幸 モリ タカユキ -
327 1202 1:52:30 森本 祥嗣 モリモト アキツグ -
328 1599 1:52:31 橋積 和希 ハシヅミ カズキ 埼玉大学
329 1531 1:52:39 高橋 宏輔 タカハシ コウスケ -
330 1156 1:52:46 酒井 謙介 サカイ ケンスケ -
331 1830 1:52:46 野上 誠一朗 ノガミ セイイチロウ -
332 1382 1:52:49 片岡 龍陛 カタオカ リョウヘイ 新久喜総合病院
333 1581 1:52:53 野口 正一郎 ノグチ ショウイチロウ おやじとろす
334 1743 1:52:54 高田 祐次 タカダ ユウジ -
335 1513 1:52:55 佐藤 剛史 サトウ タケシ -
336 1829 1:52:57 高橋 陽介 タカハシ ヨウスケ -
337 1105 1:52:57 沖津 望 オキツ ノゾム 武井組
338 1220 1:53:12 川口 泰 カワグチ ヤスシ 藤倉化成
339 1770 1:53:13 鈴木 晶 スズキ アキラ -
340 1017 1:53:23 風間 純 カザマ ジュン 日本信号株式会社
341 1819 1:53:25 松井 博徳 マツイ ヒロノリ Ａｒｏｕｔｅ
342 1595 1:53:32 柳原 達也 ヤナギハラ タツヤ シバエリズム
343 1652 1:53:44 塚田 健太 ツカダ ケンタ 株式会社フェス
344 1698 1:53:55 真下 智史 マシモ サトシ -
345 1072 1:53:57 新井 和行 アライ カズユキ 春高応援指導部OB
346 1625 1:53:58 佐藤 寿修 サトウ トシナガ 柴犬同好会
347 1383 1:54:03 横山 泰斗 ヨコヤマ タイト 新久喜総合病院
348 1471 1:54:04 小林 儀之 コバヤシ ヨシユキ -
349 1683 1:54:06 島村 昌則 シマムラ マサノリ -
350 1895 1:54:06 大熊　真幸 オオクマ マサユキ -
351 1588 1:54:09 植野 将行 ウエノ マサユキ -
352 1662 1:54:12 粟谷 真之介 アワヤ シンノスケ -
353 1033 1:54:16 折原 潤一 オリハラ ジュンイチ 武井組とゆかいな仲間たち
354 1566 1:54:20 高橋 信博 タカハシ ノブヒロ -
355 1547 1:54:26 才神 勇介 サイガミ ユウスケ -
356 1821 1:54:31 平山 智也 ヒラヤマ トモヤ -
357 1261 1:54:31 山中 暢 ヤマナカ トオル -
358 1302 1:54:32 井上 雅陽 イノウエ マサハル 春日部市職員バド部
359 1690 1:54:41 佐藤 正志 サトウ マサシ -
360 1795 1:54:47 柏原 智明 カシハラ トモアキ 日本信号株式会社
361 1759 1:54:53 金谷 直樹 カナヤ ナオキ -
362 1919 1:54:54 山口 淳 - -
363 1316 1:54:55 西川 裕一 ニシカワ ユウイチ -
364 1488 1:54:59 遠藤 諒人 エンドウ マサト 日本アクセス
365 1465 1:55:04 倉橋 拓也 クラハシ タクヤ -
366 1140 1:55:10 中島 良介 ナカジマ リョウスケ 酒ｒｕｎ部
367 1627 1:55:19 町田 貴志 マチダ タカシ -
368 1238 1:55:25 鉢呂 健 ハチロ タケル -
369 1245 1:55:26 瀬下 真史 セシモ マサフミ -
370 1412 1:55:27 森田 祥吾 モリタ ショウゴ こじらせランナーズ
371 1397 1:55:28 末永 慎吾 スエナガ シンゴ 新久喜総合病院
372 1027 1:55:29 藤井 将基 フジイ マサキ 久喜市役所
373 1193 1:55:30 本間 輝明 ホンマ テルアキ -
374 1522 1:55:32 石川 和弘 イシカワ カズヒロ -
375 1570 1:55:33 渡邉 匠 ワタナベ タクミ -
376 1178 1:55:35 平 直拓 タイラ ナオヒロ -
377 1096 1:55:43 佐々木 孝太 ササキ コウタ 会社員
378 1087 1:55:46 岡 健太 オカ ケンタ 東京都
379 1068 1:55:47 渡辺 和貴 ワタナベ カズタカ なし
380 1239 1:55:53 宍戸 司 シシド ツカサ -
381 1716 1:55:56 鈴木 敏行 スズキ トシユキ -
382 1559 1:56:00 山崎 賢一 ヤマザキ ケンイチ ティップネス久喜
383 1523 1:56:05 佐藤 克之 サトウ カツユキ -
384 1095 1:56:07 江頭 恭平 エガシラ キョウヘイ 会社員
385 1206 1:56:11 前村 伸勝 マエムラ ノブカツ 焼肉　亀せん
386 1099 1:56:12 三浦 孝 ミウラ タカシ なし
387 1203 1:56:23 島田 秀昭 シマダ ヒデアキ -
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388 1110 1:56:29 菊池 和人 キクチ カズト 久喜市立東鷲宮小学校
389 1616 1:56:31 西村 真悟 ニシムラ シンゴ 株式会社フェス
390 1005 1:56:33 小幡 隆博 オバタ タカヒロ 無し
391 1660 1:56:33 巻島 大樹 マキシマ ダイキ -
392 1670 1:56:37 成田 一大 ナリタ カズヒロ 加須市消防団第７分団
393 1594 1:56:39 山口 智洋 ヤマグチ トモヒロ -
394 1772 1:56:46 五木田 安弘 ゴキタ ヤスヒロ はっとり鍼灸接骨院
395 1410 1:56:49 佐々木 将司 ササキ ショウジ -
396 1823 1:56:50 江波戸 健 エバト ケン -
397 1781 1:56:50 小川 恭平 オガワ キョウヘイ -
398 1228 1:56:56 多田 健太郎 タダ ケンタロウ -
399 1794 1:56:58 佐藤 周太 サトウ シュウタ -
400 1084 1:57:05 藤田 朗成 フジタ アキナリ 会社員
401 1338 1:57:09 横溝 健太 ヨコミゾ ケンタ -
402 1123 1:57:11 佐々木 俊介 ササキ シュンスケ 走りマックス
403 1364 1:57:16 宇野 浩史 ウノ ヒロフミ -
404 1428 1:57:17 國分 直樹 コクブ ナオキ -
405 1192 1:57:27 荒井 康 アライ ヤスシ 菖蒲中学校
406 1831 1:57:33 大鹿 剛 オオシカ タケシ -
407 1276 1:57:35 阪本 拓也 サカモト タクヤ -
408 1707 1:57:37 坂田 慧介 サカタ ケイスケ -
409 1173 1:57:38 渡邊 裕幸 ワタナベ ヒロユキ -
410 1454 1:57:43 冨永 恵太 トミナガ ケイタ -
411 1074 1:57:43 平賀 克己 ヒラガ カツミ －
412 1164 1:57:45 染谷 大地 ソメヤ ダイチ すずのき
413 1684 1:57:56 佐藤 貴紀 サトウ タカノリ -
414 1299 1:57:59 谷山 亮平 タニヤマ リョウヘイ -
415 1602 1:57:59 池澤 亮 イケザワ マコト -
416 1672 1:58:11 松本 雄佑 マツモト ユウスケ -
417 1424 1:58:12 穴原 和也 アナハラ カズヤ 東洋ＯＢ
418 1802 1:58:19 浦 鉄也 ウラ テツヤ -
419 1784 1:58:19 森 琢磨 モリ タクマ 久喜市立久喜北小学校
420 1205 1:58:22 齋藤 正樹 サイトウ マサキ どＭらん×川スペ（仮）
421 1109 1:58:25 河合 隼人 カワイ ハヤト 青毛小学校
422 1889 1:58:28 石井　一真 イシイ カズマ 株式会社フジハウジング
423 1429 1:58:31 佐藤 克哉 サトウ カツヤ -
424 1459 1:58:35 渡邉 隼人 ワタナベ ハヤト -
425 1028 1:58:38 清水 遼太 シミズ リョウタ 十条ケミカル製造
426 1356 1:58:42 千葉 雄太 チバ ユウタ -
427 1871 1:58:53 齊藤 雄太 サイトウ ユウタ 佐野日本大学高等学校
428 1766 1:58:54 末次 史佳 スエツグ フミヨシ -
429 1634 1:59:01 竹内 龍 タケウチ リョウ チームニチコン
430 1492 1:59:14 山王堂 真也 サンノウドウ シンヤ チームＳＡＮ
431 1346 1:59:19 船戸 康之 フナト ヤスユキ -
432 1493 1:59:23 小岩井 亮 コイワイ アキラ -
433 1891 1:59:23 笠原　将司 カサハラ マサシ 埼玉りそな銀行
434 1332 1:59:32 柳 秀幸 ヤナギ ヒデユキ -
435 1667 1:59:34 佐藤 勇一 サトウ ユウイチ -
436 1130 1:59:38 本島 和洋 モトジマ カズヒロ ナ・カ・ネ
437 1642 1:59:40 関根 健太 セキネ ケンタ -
438 1671 1:59:45 竹之内 信吾 タケノウチ シンゴ -
439 1732 1:59:53 青木 康浩 アオキ ヤスヒロ チーム青木
440 1573 1:59:54 小松 正英 コマツ マサヒデ -
441 1911 1:59:54 吉岡 慶 - -
442 1275 2:00:00 木村 公太 キムラ コウタ 日本ロジ
443 1643 2:00:03 玉那覇 正平 タマナハ ショウヘイ ゴリラン
444 1144 2:00:05 中矢 章太 ナカヤ ショウタ -
445 1012 2:00:08 矢野 貴史 ヤノ タカシ 会社員
446 1512 2:00:10 中井 宏 ナカイ ヒロシ 東日本電信電話
447 1805 2:00:12 佐藤 健二 サトウ ケンジ -
448 1763 2:00:12 石川 涼太 イシカワ リョウタ 杏林製薬
449 1817 2:00:14 桑原 智希 クワバラ トモキ 日本信号株式会社
450 1029 2:00:16 篠崎 浩一 シノザキ コウイチ ラスコ
451 1885 2:00:16 天川　修一郎 アマカワ シュウイチロウ -
452 1755 2:00:21 会田 祐一 アイダ ユウイチ -
453 1155 2:00:28 仲田 雄一 ナカダ ユウイチ -
454 1917 2:00:43 片倉 幸輝 - -
455 1171 2:00:44 功刀 信明 クヌギ ノブアキ -
456 1093 2:00:49 猪野瀬 貢 イノセ ミツグ 塩野義製薬株式会社
457 1473 2:00:57 田村 幸久 タムラ ユキヒサ -
458 1866 2:01:04 松藤 裕太 マツフジ ユウタ -
459 1728 2:01:05 石井 義憲 イシイ ヨシノリ 山田会計事務所
460 1528 2:01:14 蒔苗 太一 マカナエ タイチ -
461 1789 2:01:15 関根 睦夫 セキネ ムツオ -
462 1055 2:01:16 吉澤 亮信 ヨシザワ アキトシ クラシス株式会社
463 1007 2:01:18 宮内 智明 ミヤウチ トモアキ 所属なし
464 1394 2:01:19 濱野 孝司 ハマノ タカシ 新久喜総合病院
465 1533 2:01:29 高橋 快直 タカハシ ヨシナオ -
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466 1591 2:01:30 桑山 雄大 クワヤマ ユウダイ -
467 1681 2:01:45 染谷 光太郎 ソメヤ コウタロウ -
468 1377 2:01:57 渕田 大貴 フチダ ヒロタカ 新久喜総合病院
469 1584 2:01:57 中川 智貴 ナカガワ トモタカ -
470 1195 2:02:00 大橋 勇太 オオハシ ユウタ -
471 1687 2:02:06 町田 雄輝 マチダ ユウキ マルモ産業
472 1435 2:02:09 野村 栄一 ノムラ エイイチ -
473 1416 2:02:14 佐々木 祐輔 ササキ ユウスケ -
474 1884 2:02:15 中嶋 健志 ナカジマ ケンシ -
475 1541 2:02:21 吉田 昌玄 ヨシダ マサノリ -
476 1443 2:02:28 尾形 洋平 オガタ ヨウヘイ -
477 1835 2:02:29 中島 謙悟 ナカジマ ケンゴ -
478 1250 2:02:42 小林 雄次 コバヤシ ユウジ らんらんクラブ
479 1222 2:02:43 白杉 岳洋 シラスギ タケヒロ -
480 1047 2:02:49 村澤 将広 ムラサワ マサヒロ 久喜クラブ
481 1826 2:02:52 上村 謙太 カミムラ ケンタ 片倉工業
482 1838 2:02:53 村上 貴則 ムラカミ タカノリ リコー
483 1495 2:03:00 栗原 浩太 クリバラ コウタ -
484 1696 2:03:01 恩田 暁広 オンダ アキヒロ -
485 1742 2:03:04 藤原 弘貴 フジワラ ヒロキ なし
486 1046 2:03:19 矢嶋 督雄 ヤジマ ヨシオ 久喜クラブ
487 1739 2:03:23 伊藤 正典 イトウ マサノリ 氷川整体
488 1487 2:03:29 烏帽子 裕 エボシ ユウ -
489 1266 2:03:41 町田 裕紀 マチダ ユウキ -
490 1496 2:04:23 佐々木 慎 ササキ マコト -
491 1713 2:04:23 峯川 孝幸 ミネカワ タカユキ 行田市消防西部第４分団
492 1088 2:04:27 鈴木 崇弘 スズキ タカヒロ 青毛小学校
493 1708 2:04:27 岩田 崇志 イワタ タカユキ -
494 1714 2:04:29 中嶋 公平 ナカジマ コウヘイ ゆかを見守る会
495 1747 2:04:49 山田 尚平 ヤマダ ショウヘイ ＡＲＴ
496 1811 2:04:54 山田 勇仁 ヤマダ ハヤト 日本信号
497 1061 2:04:56 麻生 竜太 アソウ リュウタ 星野アントラーズ
498 1607 2:04:58 土岡 康平 ツチオカ コウヘイ -
499 1748 2:05:03 小澤 慎吾 コザワ シンゴ ＡＲＴ
500 1035 2:05:13 松尾 真二 マツオ シンジ チームTangWang
501 1323 2:05:15 吉田 俊作 ヨシダ シュンサク -
502 1453 2:05:18 小野 淳一郎 オノ ジュンイチロウ -
503 1515 2:05:21 板屋 祥史 イタヤ ヨシフミ -
504 1729 2:05:26 清水 弘之 シミズ ヒロユキ すずのき
505 1846 2:05:45 三浦 茂樹 ミウラ シゲキ ガスミックス
506 1678 2:05:47 細谷 浩太郎 ホソヤ コウタロウ -
507 1384 2:05:54 若林 健太郎 ワカバヤシ ケンタロウ 新久喜総合病院
508 1069 2:06:01 津村 享佑 ツムラ コウスケ CRESCENT A.C
509 1103 2:06:02 野崎 政人 ノザキ マサト アシックス
510 1037 2:06:15 土屋 人生 ツチヤ ジンセイ チームTangWang
511 1514 2:06:18 小野地 丈志 オノチ タケシ -
512 1042 2:06:21 山﨑 幹太 ヤマザキ カンタ 桜田ドンキーズ
513 1236 2:06:44 鈴木 悠史 スズキ ユウシ -
514 1025 2:06:47 濱岸 隆志 ハマギシ タカシ 兼貞物産㈱
515 1519 2:06:52 森田 琢大 モリタ タクヒロ -
516 1669 2:06:56 阿部 哲士 アベ サトシ 日本信号
517 1578 2:07:04 天笠 篤史 アマガサ アツシ -
518 1857 2:07:13 中山 大智 ナカヤマ ダイチ -
519 1067 2:07:23 荒川 翼 アラカワ ツバサ 新久喜総合病院
520 1422 2:07:24 折原 裕介 オリハラ ユウスケ -
521 1892 2:07:30 佐藤　亮太 サトウ リョウタ 埼玉りそな銀行
522 1372 2:07:33 兼行 洋治 カネユキ ヒロハル 新久喜総合病院
523 1403 2:07:40 杉本 輝彦 スギモト テルヒコ -
524 1855 2:07:45 落合 教雄 オチアイ ノリオ -
525 1392 2:07:56 大塚 大樹 オオツカ ダイキ 新久喜総合病院
526 1556 2:08:07 桑嶋 譲 クワシマ ユズル -
527 1102 2:08:14 原田 泰隆 ハラダ ヤスタカ オレンジ定食
528 1749 2:08:15 加藤 祐紀 カトウ ユウキ ＡＲＴ
529 1867 2:08:19 須藤 良弘 スドウ ヨシヒロ -
530 1664 2:08:25 野間 勇希 ノマ ユウキ -
531 1549 2:08:25 寺田 將人 テラダ マサト -
532 1293 2:08:44 山下 裕二郎 ヤマシタ ユウイチロウ フリー
533 1914 2:08:46 赤川 智耶 - -
534 1565 2:08:49 高田 圭祐 タカタ ケイスケ -
535 1406 2:08:55 高橋 遼太郎 タカハシ リョウタロウ -
536 1251 2:08:57 松岡 佑 マツオカ ユウ -
537 1470 2:08:59 平泉 和幸 ヒライズミ カズユキ -
538 1365 2:09:01 吉田 達也 ヨシダ タツヤ -
539 1054 2:09:08 井出 拓馬 イデ タクマ (株)バンダイ
540 1511 2:09:16 石丸 大志 イシマル タイシ -
541 1635 2:09:18 齋藤 準 サイトウ ヒトシ -
542 1398 2:09:19 石田 拓也 イシダ タクヤ 新久喜総合病院
543 1870 2:09:21 中田 浩二 ナカダ コウジ -
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544 1039 2:09:21 内田 和宏 ウチダ カズヒロ 一般
545 1094 2:09:23 吉田 航平 ヨシダ コウヘイ なし
546 1440 2:09:27 斉藤 彰久 サイトウ アキヒサ -
547 1899 2:09:31 細野　健 ホソノ タケシ -
548 1893 2:09:42 安藤　賢将 アンドウ ケンショウ -
549 1489 2:09:42 芝崎 幸一 シバサキ コウイチ -
550 1686 2:09:43 岩上 航 イワカミ ワタル -
551 1043 2:09:45 高村 宏樹 タカムラ ヒロキ 桜田ドンキーズ
552 1444 2:09:49 石井 奎吾 イシイ ケイゴ -
553 1906 2:09:57 大熊 一輝 - -
554 1786 2:09:59 奥山 文雄 オクヤマ フミオ -
555 1129 2:10:09 長谷部 蒼 ハセベ アオイ -
556 1189 2:10:16 山田 定雄 ヤマダ サダオ 千日走会
557 1411 2:10:34 久我 洋介 クガ ヨウスケ こじらせランナーズ
558 1841 2:10:40 三村 昂大 ミムラ アキヒロ -
559 1888 2:10:44 高橋　聡 タカハシ サトシ -
560 1277 2:10:57 嶋村 直人 シマムラ ナオト さいたま走友会
561 1223 2:11:02 野崎 俊彦 ノザキ トシヒコ ＳＪＣ
562 1920 2:11:05 蓮実　純夫 ハスミ　スミオ -
563 1618 2:11:10 益子 拓磨 マシコ タクマ -
564 1396 2:11:19 石原 優希 イシハラ ユウキ 新久喜総合病院
565 1849 2:11:21 中島 偲凪 ナカジマ シナギ 放送大学
566 1762 2:11:23 秋山 悠 アキヤマ ユウ -
567 1016 2:11:25 小林 幸男 コバヤシ ユキオ 芝電機㈱
568 1380 2:11:40 神﨑 大樹 カンザキ ダイキ 新久喜総合病院
569 1478 2:11:42 幼方 和基 ウブカタ カズキ -
570 1832 2:11:42 新井谷 忠明 アライヤ タダアキ -
571 1353 2:11:48 宮道 陽介 ミヤミチ ヨウスケ -
572 1258 2:11:58 高野 孝太郎 タカノ コウタロウ 水戸信用金庫
573 1075 2:12:02 上野 周太 ウエノ シュウタ (有)創設備
574 1792 2:12:04 中村 真也 ナカムラ シンヤ -
575 1653 2:12:11 小倉 慧 オグラ ケイ -
576 1152 2:12:13 菊地 繁靖 キクチ シゲヤス メタボごっこ
577 1361 2:12:25 田波 宏視 タナミ ヒロシ 足利銀行
578 1494 2:12:34 川田 孝紀 カワタ タカノリ ＫＷＤジャパン
579 1481 2:12:35 末次 健太 スエツグ ケンタ -
580 1764 2:12:38 三村 篤志 ミムラ アツシ キャボット
581 1311 2:12:47 望月 直人 モチヅキ ナオト -
582 1847 2:12:55 笹森 裕貴 ササモリ ユウキ ライフプラザパートナーズ
583 1063 2:13:07 高橋 駿介 タカハシ シュンスケ 大和証券大宮支店
584 1827 2:13:09 笠原 理志 カサハラ サトシ -
585 1767 2:13:10 星野 光 ホシノ ヒカル -
586 1060 2:13:11 堀越 雄介 ホリコシ ユウスケ なし
587 1270 2:13:30 工藤 雄亮 クドウ ユウスケ 音ノ木坂学院
588 1761 2:13:36 原口 聡 ハラグチ アキラ こうまっくす
589 1066 2:13:40 加藤 英明 カトウ ヒデアキ 久喜市立小林小学校
590 1633 2:13:53 小島 直政 コジマ ナオマサ -
591 1058 2:13:55 川上 悠助 カワカミ ユウスケ OHK
592 1499 2:13:57 富川 正好 トミカワ マサヨシ -
593 1264 2:14:00 臼井 優人 ウスイ ユウト ＵＳＴ５６
594 1726 2:14:04 村木 真也 ムラキ シンヤ -
595 1629 2:14:13 小林 充 コバヤシ ミツル -
596 1200 2:14:18 飯田 貴正 イイダ タカマサ -
597 1752 2:14:25 吉田 裕亮 ヨシダ ユウスケ -
598 1527 2:14:32 石井 潤 イシイ ジュン -
599 1357 2:14:37 岩崎 康裕 イワサキ ヤスヒロ -
600 1553 2:14:46 中村 有良 ナカムラ アリヨシ -
601 1852 2:14:56 中村 実孝 ナカムラ ミツノリ 江面第一小学校
602 1106 2:15:03 杉山 拓也 スギヤマ タクヤ （株）資生堂
603 1623 2:15:18 藤井 信夫 フジイ ノブオ -
604 1477 2:15:29 山本 真生 ヤマモト マサキ -
605 1352 2:15:39 柳 昌利 ヤナギ マサトシ ＲＵＮＶＩＣ
606 1621 2:15:44 稲見 洋之 イナミ ヒロユキ ハイビック株式会社
607 1601 2:15:56 鈴木 知明 スズキ トモアキ -
608 1833 2:16:01 作田 雅弥 サクダ マサヤ 作夢レコーズ
609 1589 2:16:03 齋藤 祐樹 サイトウ ユウキ -
610 1809 2:16:12 中野 高嗣 ナカノ タカシ 日本信号株式会社
611 1350 2:16:13 真下 大介 マシモ ダイスケ -
612 1861 2:16:26 桑原 将彰 クワバラ マサアキ -
613 1112 2:16:55 北角 和也 キタカク カズヤ 会社員
614 1631 2:17:04 藤沼 剛史 フジヌマ ツヨシ -
615 1649 2:17:19 根本 慎哉 ネモト シンヤ -
616 1370 2:17:29 大谷 祐介 オオタニ ユウスケ 登山部
617 1886 2:17:36 菊池　武徳 キクチ タケノリ -
618 1736 2:17:54 末冨 健太 スエドミ ケンタ -
619 1379 2:17:57 宮原 裕之 ミヤハラ ヒロユキ 新久喜総合病院
620 1260 2:18:02 田村 祐 タムラ ユウ -
621 1386 2:18:07 金井 信二 カナイ シンジ 新久喜総合病院

8



622 1894 2:18:13 長谷川　翔太 ハセガワ ショウタ -
623 1343 2:18:25 塚本 有史 ツカモト アリフミ -
624 1638 2:18:39 吉田 朋弘 ヨシダ トモヒロ -
625 1070 2:18:41 加藤 洋一 カトウ ヨウイチ なし
626 1274 2:18:43 播摩 雄大 ハリマ ユウダイ -
627 1425 2:18:50 木暮 均 コグレ ヒトシ -
628 1345 2:18:56 鶴間 新 ツルマ アラタ 菖蒲中学校
629 1758 2:19:02 滝澤 哲哉 タキザワ テツヤ -
630 1064 2:19:04 有村 龍馬 アリムラ リョウマ 大和証券大宮支店
631 1480 2:19:14 関口 優 セキグチ ユウ スポーツカサモ
632 1240 2:19:17 藤浪 聡 フジナミ サトシ 鴻茎支店
633 1744 2:19:20 渡辺 剛史 ワタナベ タケシ -
634 1006 2:19:27 荒川 貴行 アラカワ タカユキ なし
635 1722 2:19:55 神農 祐樹 カミノ ユウキ -
636 1539 2:19:56 瀬山 知徳 セヤマ トモノリ セイキ販売
637 1582 2:19:57 風間 正行 カザマ マサユキ -
638 1024 2:20:02 関根 秀晃 セキネ ヒデアキ 太東中学校
639 1065 2:20:03 佐藤 貴浩 サトウ タカヒロ ランナーズハイ
640 1041 2:20:04 田中 秀和 タナカ ヒデカズ ランナーズハイ
641 1040 2:20:05 保科 信介 ホシナ シンスケ ランナーズハイ
642 1637 2:20:09 渡邉 康太 ワタナベ コウタ -
643 1897 2:20:10 葛山　正博 カツラヤマ マサヒロ -
644 1898 2:20:13 細野　剛 ホソノ ツヨシ -
645 1337 2:20:18 本間 洋介 ホンマ ヨウスケ -
646 1306 2:20:24 星 智徳 ホシ トモノリ ゼビオアリオ鷲宮店
647 1135 2:20:25 小林 優紀 コバヤシ ユウキ -
648 1059 2:20:40 今村 誠 イマムラ マコト ヤマキ株式会社
649 1797 2:20:42 倉持 貴行 クラモチ タカユキ -
650 1605 2:20:42 大熊 諒太 オオクマ リョウタ 行田市立泉小学校
651 1176 2:20:48 星川 雄介 ホシカワ ユウスケ -
652 1560 2:20:59 渡部 真人 ワタナベ マサト -
653 1419 2:21:05 安井 亮 ヤスイ リョウ -
654 1354 2:21:15 湯本 遼平 ユモト リョウヘイ 春高応援部
655 1845 2:21:36 藤森 亮 フジモリ リョウ 株式会社日金
656 1788 2:21:41 椛澤 弘紀 カバサワ ヒロキ -
657 1082 2:21:47 斎藤 勇人 サイトウ ハヤト 会社員
658 1782 2:21:52 鈴木 文規 スズキ フミノリ -
659 1131 2:21:56 折原 森地 オリハラ シンジ -
660 1243 2:22:07 江川 博 エガワ ヒロシ 栗橋保育園
661 1241 2:22:25 小池 直也 コイケ ナオヤ 埼玉県立大学
662 1525 2:22:32 山県 昌明 ヤマガタ マサアキ -
663 1694 2:22:39 加藤 翔 カトウ ショウ 株式会社フェス
664 1647 2:22:48 すずき まこと スズキ マコト -
665 1053 2:23:08 望月 一彦 モチヅキ カズヒコ MDP
666 1367 2:23:15 堀江 栄之 ホリエ ヒデユキ 春日部中央総合病院
667 1375 2:23:17 森 崇広 モリ タカヒロ 新久喜総合病院
668 1374 2:23:19 荒井 朋也 アライ トモヤ 新久喜総合病院
669 1268 2:23:20 須藤 英理 スドウ エイリ 半田塾
670 1907 2:23:37 日下部　康介 - 資生堂　久喜工場
671 1864 2:23:42 久保 陽太 クボ ヨウタ 資生堂　久喜工場
672 1014 2:23:43 石田 司 イシダ ツカサ ジロリアン
673 1230 2:23:57 遠藤 恒生 エンドウ コウセイ -
674 1321 2:23:58 森朝 文也 モリアサ フミヤ -
675 1031 2:24:03 桐林 克臣 キリバヤシ カツオミ 無し
676 1083 2:24:51 遠藤 峻介 エンドウ シュンスケ 会社員
677 1089 2:25:10 鈴木 大介 スズキ ダイスケ JCBバレー部
678 1661 2:25:19 保科 隆士 ホシナ タカシ パーソルテンプスタッフ
679 1498 2:25:24 晴佐久 健太 ハレサク ケンタ 創設備
680 1114 2:25:26 會田 航大 アイダ コウダイ 白岡
681 1038 2:25:27 廣瀬 穣 ヒロセ ミノル チームTangWang
682 1217 2:25:34 鈴木 元紀 スズキ ゲンキ 藤倉化成
683 1561 2:25:39 立川 順一 タチカワ ジュンイチ -
684 1417 2:25:42 北村 航蔵 キタムラ コウゾウ -
685 1211 2:25:47 丸山 隼 マルヤマ ハヤト -
686 1213 2:25:49 深澤 健一 フカサワ ケンイチ 伊藤忠商事陸上競技部
687 1783 2:26:07 深野 幸平 フカノ コウヘイ とちぎん大宮寮
688 1052 2:26:14 関根 宏教 セキネ ヒロノリ 関根接骨院
689 1862 2:26:27 加藤 稜 カトウ リョウ -
690 1865 2:26:56 韓 裕啓 ハン ユゲ チームアプロ
691 1349 2:26:56 李 聖規 リ ソンギュ チームアプロ
692 1049 2:27:01 松木 勇治 マツキ ユウジ 久喜クラブ
693 1869 2:27:03 朴 玉三 パク オクサム チームアプロ
694 1721 2:27:06 沖野 幸平 オキノ コウヘイ -
695 1244 2:27:14 坂巻 慎介 サカマキ シンスケ -
696 1557 2:27:17 鷺本 大輝 サギモト ヒロキ -
697 1796 2:27:18 児玉 昌 コダマ マサシ -
698 1921 2:27:30 髙山　大介 タカヤマ　ダイスケ -
699 1400 2:27:32 佐藤 陽亮 サトウ ヨウスケ -
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700 1810 2:27:32 小澤 修平 オザワ シュウヘイ 大和証券大宮支店久喜エリア
701 1780 2:27:52 布田 友輔 ヌノタ ユウスケ -
702 1221 2:28:00 近藤 友和 コンドウ トモカズ 藤倉化成
703 1153 2:28:01 佐藤 友彦 サトウ トモヒコ メタボごっこ
704 1502 2:28:06 小畑 徹 オバタ トオル りおちゃん＆かいちゃん
705 1873 2:28:30 横松 伸英 ヨコマツ ノブヒデ 白岡中央総合病院
706 1423 2:28:36 成川 新吾 ナリカワ シンゴ -
707 1516 2:29:10 須藤 正史 スドウ マサシ -
708 1828 2:29:12 松本 健志 マツモト タケシ 日本信号
709 1076 2:29:40 田島 智広 タジマ トモヒロ 走る部
710 1723 2:29:55 横瀬 弥則 ヨコセ ヒロノリ -
711 1702 2:30:03 湯本 将司 ユモト マサシ スリー・イー
712 1655 2:30:08 青砥 貴律 アオト ヨシノリ -
713 1378 2:30:56 蒲池 健一 カマチ ケンイチ 新久喜総合病院
714 1145 2:31:09 益子 暁雄 マスコ アキオ ナカニシ
715 1051 2:31:49 伊藤 敦史 イトウ アツシ 高田製薬㈱
716 1859 2:32:29 丸島 秀一 マルシマ シュウイチ -
717 1793 2:33:01 鈴木 克之 スズキ カツユキ -
718 1008 2:33:26 萩原 健司 ハギワラ ケンジ 鷲宮小学校
719 1062 2:34:20 藤田 倫生 フジタ トモナリ （株）ミウラ
720 1632 2:34:22 森永 俊 モリナガ シュン -
721 1800 2:34:25 瀬田 裕之 セタ ヒロユキ -
722 1679 2:34:37 濱田 直樹 ハマダ ナオキ -
723 1032 2:34:59 宮下 宏明 ミヤシタ ヒロアキ 会社員
724 1475 2:35:20 佐藤 涼介 サトウ リョウスケ 花徳
725 1390 2:35:25 田山 義樹 タヤマ ヨシキ 新久喜総合病院
726 1818 2:35:43 内田 景太朗 ウチダ ケイタロウ -
727 1399 2:35:45 井上 達哉 イノウエ タツヤ 新久喜総合病院
728 1393 2:35:46 柴山 航大 シバヤマ コウタ 新久喜総合病院
729 1242 2:36:02 安斎 忠 アンザイ タダシ 川口ジョギング
730 1874 2:36:05 村上 猛 ムラカミ タケル 橋本総業株式会社
731 1666 2:36:22 高橋 昭太 タカハシ ショウタ -
732 1090 2:36:29 船山 信一郎 フナヤマ シンイチロウ 丸紅株式会社
733 1574 2:36:29 大塚 一記 オオツカ カズキ -
734 1571 2:36:40 出井 智直夫 イデイ トモナオ -
735 1056 2:37:23 嶋田 明徳 シマダ アキノリ 久喜市立小林小学校
736 1207 2:37:27 中村 一也 ナカムラ カヅヤ 焼肉　亀せん
737 1825 2:37:39 板舛 裕樹 イタマス ユウキ 株式会社東昆
738 1853 2:37:53 小池 亮介 コイケ リョウスケ -
739 1572 2:38:07 夏井 勇人 ナツイ ハヤト ダイニチ
740 1803 2:38:11 中西 信行 ナカニシ ノブユキ -
741 1656 2:38:38 鈴木 啓介 スズキ ケイスケ -
742 1585 2:39:06 齊藤 友基 サイトウ ユウキ ＹＫＫＡＰ埼玉窓工場
743 1887 2:39:28 丹野　真次 タンノ シンジ -
744 1237 2:39:39 大野 高嗣 オオノ タカシ ランメイツ
745 1318 2:39:43 青山 峻 アオヤマ タカシ -
746 1003 2:39:48 井上　慶太 - 株式会社クライムホーム
747 1168 2:39:52 植村 一彦 ウエムラ カズヒコ -
748 1654 2:39:56 栗山 眞太郎 クリヤマ シンタロウ -
749 1079 2:39:59 梅津 和博 ウメヅ カズヒロ カワグチハイホー
750 1389 2:40:06 嶋田 将之 シマダ マサユキ 新久喜総合病院
751 1695 2:40:22 丸田 健一郎 マルタ ケンイチロウ -
752 1414 2:40:27 川上 洋平 カワカミ ヨウヘイ -
753 1506 2:40:29 坂本 広行 サカモト ヒロユキ -
754 1297 2:41:01 小泉 圭輔 コイズミ ケイスケ -
755 1010 2:43:35 工藤 悠仁 クドウ ユキヒト 鷲宮小学校
756 1009 2:43:35 藤田 脩杜 フジタ ナオト 鷲宮小学校
757 1787 2:43:40 井上 翔 イノウエ ショウ 株式会社マコト
758 1808 2:44:45 樋口 智洋 ヒグチ トモヒロ -
759 1388 2:45:42 祢津 和明 ネツ カズアキ 新久喜総合病院
760 1779 2:54:52 濱村 直哉 ハマムラ ナオヤ 税理士法人　英智
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2 ハーフマラソン　一般男子（40歳代）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 2308 1:13:42 渡辺 正博 ワタナベ マサヒロ 白岡ＲＣ
2 2317 1:15:49 宮本 雅文 ミヤモト マサフミ アキランメイツ
3 2179 1:15:54 脇本 大輔 ワキモト ダイスケ 山武農ＲＣ
4 2111 1:16:03 原 克英 ハラ カツヒデ マシンＸ
5 2188 1:18:34 永井 誠 ナガイ マコト ＤＮＰ
6 2359 1:18:43 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ ＮＥＣ三田
7 2418 1:18:49 新井 裕之 アライ ヒロユキ 上福岡走る会
8 2533 1:18:53 青木 智広 アオキ トモヒロ -
9 2237 1:19:08 木村 孝 キムラ タカシ 野田の『のんちゃん』応援隊

10 2290 1:19:15 橋本 健太郎 ハシモト ケンタロウ メディフォームＡＣ
11 2373 1:19:41 長瀬 浩二 ナガセ コウジ 東京電力
12 2074 1:19:41 諏訪 達也 スワ タツヤ 稲沢ＡＣ
13 2176 1:20:12 吉野 聡司 ヨシノ サトシ 正智深谷高校
14 2609 1:20:51 吉倉 利英 ヨシクラ トシヒデ -
15 2363 1:20:53 望月 正行 モチヅキ マサユキ -
16 2081 1:21:13 佐藤 圭 サトウ ケイ 上州ＡＣ
17 2106 1:21:41 水越 元洋 ミズコシ モトヒロ Ｗｉｓｄｏｍ．ＲＣ
18 2228 1:21:58 武藤 真弘 ムトウ マサヒロ ポポロＡＣ
19 2306 1:22:02 吉岡 義光 ヨシオカ ヨシミツ 鳩山ＮＴＲＣ
20 2413 1:22:34 成瀬 雅之 ナルセ マサユキ -
21 2752 1:22:39 村山 明宏 ムラヤマ アキヒロ 菖蒲東小学校
22 2412 1:22:40 小島 泉 コジマ イズミ -
23 2576 1:22:41 千田 博 チダ ヒロシ 小野運送店　埼玉
24 2130 1:22:46 相澤 直紀 アイザワ ナオキ 栃木ＲＣ
25 2318 1:22:51 田中 卓 タナカ スグル -
26 2428 1:22:57 畑中 俊彦 ハタナカ トシヒコ -
27 2143 1:23:48 田添 芳則 タゾエ ヨシノリ 古河渡良瀬ＲＣ
28 2395 1:23:58 宮崎 一博 ミヤザキ カズヒロ さいたま走翔
29 2588 1:23:59 宮崎 親一 ミヤザキ シンイチ ＡＲＣ
30 2328 1:24:08 蓑島 隆伸 ミノシマ タカノブ はだし駅伝部
31 2175 1:24:16 矢野 淳久 ヤノ アツヒサ さいたま走友会
32 2447 1:24:26 大場 康弘 オオバ ヤスヒロ -
33 2077 1:24:32 廣内 慎一 ヒロウチ シンイチ 日立建機陸上部
34 2142 1:24:49 大澤 元 オオサワ ゲン 川口技研ＲＣ
35 2171 1:25:00 黒川 哲也 クロカワ テツヤ 久喜市役所
36 2183 1:25:29 小島 竜也 コジマ タツヤ 税理士法人英智
37 2658 1:26:00 久恒 基史 ヒサツネ モトシ ＫＲＣ
38 2254 1:26:05 千葉 一茂 チバ カズシゲ -
39 2131 1:26:09 松谷 憲司 マツタニ ケンジ ＪＲ東日本高崎
40 2280 1:26:23 阿部 勇二郎 アベ ユウジロウ 白岡ＲＣ
41 2696 1:27:17 齊藤 芳明 サイトウ ヨシアキ １師団
42 2139 1:27:18 菊地 正夫 キクチ マサオ -
43 2105 1:27:28 山根 幸三 ヤマネ コウゾウ -
44 2104 1:27:34 佐藤 元裕 サトウ モトヒロ 白岡ＲＣ
45 2265 1:27:37 初澤 博文 ハツザワ ヒロフミ ハロー薬局
46 2541 1:27:37 山谷 淳 ヤマヤ ジュン 鬼の持久力・鉄の意志
47 2763 1:27:44 佐藤 博 サトウ ヒロシ -
48 2477 1:27:48 春木 祥伸 ハルキ ヨシノブ -
49 2132 1:28:09 井上 勝博 イノウエ マサヒロ -
50 2632 1:28:10 仲村 洋祐 ナカムラ ヨウスケ -
51 2865 1:28:26 森　敦 モリ アツシ -
52 2144 1:28:29 加藤 裕之 カトウ ヒロユキ -
53 2883 1:28:58 野口　健二 ノグチ ケンジ -
54 2459 1:29:05 中山 裕康 ナカヤマ ヒロヤス シバエリズム
55 2191 1:29:07 角谷 剛志 スミヤ タケシ 楽健走会
56 2391 1:29:15 萩元 章次 ハギモト ショウジ -
57 2009 1:29:22 三浦 淳 ミウラ ジュン 川崎市陸協
58 2264 1:29:32 高浜 祐二 タカハマ ユウジ Ｄ．Ｒ．ＡＣ
59 2574 1:29:42 進藤 義之 シンドウ ヨシユキ ＮＥＣ
60 2389 1:29:53 松原 勉 マツバラ ツトム -
61 2616 1:29:58 伊藤 大樹 イトウ ダイキ ＬＲＣ
62 2270 1:30:10 谷本 寿英 タニモト ヒサヒデ 埼玉陸上競技協
63 2399 1:30:15 富岡 和彦 トミオカ カズヒコ -
64 2189 1:30:23 川上 和男 カワカミ カズオ ランメイツ
65 2434 1:30:25 花輪 憲司 ハナワ ケンジ -
66 2312 1:30:41 池田 政司 イケダ マサシ -
67 2407 1:31:01 出井 仁 イデイ ヒトシ ＨＡＣ
68 2327 1:31:04 中澤 研一 ナカザワ ケンイチ -
69 2624 1:31:08 黒澤 清剛 クロサワ セイゴウ ランジョグ
70 2874 1:31:09 竹村　博文 タケムラ ヒロフミ -
71 2108 1:31:10 加藤 雄一 カトウ ユウイチ 大泉高校ＯＢ
72 2088 1:31:21 笹田 雅彦 ササダ マサヒコ 明走会
73 2790 1:31:23 田中 健太 タナカ ケンタ -
74 2564 1:31:36 上形 健 カミガタ タケシ 茨城陸協
75 2419 1:31:43 大河原 秀樹 オオカワラ ヒデキ ドリトレ
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76 2857 1:31:48 中嶋 恒昌 ナカジマ ツネマサ 社会福祉法人吉祥福寿会
77 2594 1:31:50 安田 大輔 ヤスダ ダイスケ チーム三ちゃん
78 2215 1:31:54 閏間 隆一 ウルマ リュウイチ ポポロＡＣ
79 2584 1:32:20 安藤 鉄也 アンドウ テツヤ -
80 2470 1:32:23 齋藤 範雄 サイトウ ノリオ -
81 2416 1:32:42 御園 雅之 ミソノ マサユキ 壮年ランナーズ
82 2342 1:32:44 熊井 清晃 クマイ キヨアキ チームＫＵＭＡ
83 2468 1:32:49 松岡 隆二 マツオカ リュウジ -
84 2351 1:32:51 望月 良太 モチヅキ リョウタ -
85 2149 1:32:54 馬場 宏和 ババ ヒロカズ ＣＲＣ
86 2128 1:33:40 関口 剛啓 セキグチ タカヒロ -
87 2226 1:33:42 前田 公介 マエダ コウスケ 埼玉ＢＧ走友会
88 2528 1:33:48 萩野谷 圭 ハギノヤ ケイ -
89 2288 1:34:07 番場 雄樹 バンバ ユウキ -
90 2291 1:34:09 成田 隆 ナリタ タカシ 野田ＲＣ
91 2699 1:34:29 山崎 健二 ヤマザキ ケンジ -
92 2553 1:34:34 尾形 健 オガタ タケシ -
93 2649 1:34:42 斎藤 賢一 サイトウ ケンイチ -
94 2695 1:34:43 樋口 貴志 ヒグチ タカユキ -
95 2263 1:34:55 増田 規彦 マスダ ノリヒコ -
96 2442 1:34:58 宮崎 大輔 ミヤザキ ダイスケ 東京陸連
97 2147 1:35:06 中島 勅人 ナカジマ ノリト リンパ管腫アスリートクラブ
98 2211 1:35:10 石川 誠 イシカワ マコト -
99 2559 1:35:17 高橋 史明 タカハシ フミアキ ライズウィル

100 2432 1:35:18 菅原 孝幸 スガワラ タカユキ -
101 2729 1:35:20 関口 崇 セキグチ タカシ 税理士法人関口会計
102 2030 1:35:21 新井 仁 アライ ジン 無所属
103 2024 1:35:21 平原 順一 ヒラハラ ジュンイチ 金ヶ作
104 2058 1:35:23 橋本 康弘 ハシモト ヤスヒロ eA東北
105 2021 1:35:23 元井 隆 モトイ タカシ ＪＴＢ関東
106 2334 1:35:26 富樫 修 トガシ オサム -
107 2799 1:35:27 市川 徳仁 イチカワ ノリヒト -
108 2495 1:35:42 米田 英記 ヨネタ ヒデノリ -
109 2571 1:35:45 中山 秀喜 ナカヤマ ヒデキ チームニチコン
110 2429 1:35:46 川上 圭介 カワカミ ケイスケ -
111 2244 1:35:49 中野渡 大三 ナカノワタリ ダイゾウ -
112 2124 1:35:50 能登 寛明 ノト ヒロアキ 日本信号
113 2636 1:35:52 北村 俊之 キタムラ トシユキ -
114 2185 1:36:02 魚尾 英生 ウオオ ヒデキ 万葉健友会
115 2101 1:36:06 山田 友宏 ヤマダ トモヒロ 日本信号　仮装部
116 2330 1:36:07 小田 正登 オダ マサト ランジョク
117 2493 1:36:18 小田中 隆二 オダナカ リュウジ バイシクルラン赤羽
118 2087 1:36:22 五十嵐 睦 イガラシ マコト 八潮市役所
119 2452 1:36:23 林 伸治 ハヤシ ノブハル -
120 2354 1:36:25 林 壮一 ハヤシ ソウイチ -
121 2827 1:36:32 牧野 浩之 マキノ ヒロユキ -
122 2168 1:36:45 関根 克浩 セキネ カツヒロ -
123 2382 1:36:45 赤木 智 アカギ サトシ 諏訪町走ろう部
124 2170 1:36:49 東 裕明 アズマ ヒロアキ Ｄ．Ｒ．ＡＣ
125 2721 1:36:58 小野 知之 オノ トモユキ 羽根
126 2337 1:37:04 横張 誠 ヨコハリ マコト 坂東市ソフトテニス連盟
127 2401 1:37:07 田邉 俊雄 タナベ トシオ チームモンサレ
128 2137 1:37:09 工藤 哲也 クドウ テツヤ -
129 2776 1:37:15 近江 力 オウミ チカラ -
130 2749 1:37:16 長岡 至朗 ナガオカ シロウ -
131 2724 1:37:19 山口 明 ヤマグチ アキラ -
132 2181 1:37:23 三浦 崇 ミウラ タカシ チームどＭ
133 2103 1:37:24 恒川 賢二 ツネカワ ケンジ -
134 2145 1:37:25 村上 裕樹 ムラカミ ユウキ ＰＣＩ走リューションズ
135 2825 1:37:29 田口 浩隆 タグチ ヒロタカ 東武東上
136 2879 1:37:30 原田　慎一 ハラダ シンイチ -
137 2472 1:37:35 集貝 友栄 タメガイ トモハル -
138 2232 1:37:35 納谷 憲治 ナヤ ケンジ -
139 2437 1:37:38 森永 宣樹 モリナガ ノブキ -
140 2440 1:37:54 渡邉 光雄 ワタナベ ミツオ 明走會ＪＰＮ
141 2606 1:37:59 榊 毅史 サカキ タケシ たけしーず
142 2251 1:38:00 佐藤 領平 サトウ リョウヘイ ＳＦＲＣ
143 2608 1:38:00 篠沢 洋平 シノザワ ヨウヘイ たけしーず
144 2299 1:38:08 岩橋 政 イワハシ マサシ -
145 2525 1:38:15 加治屋 新吾 カジヤ シンゴ 吉川松っちゃんず
146 2881 1:38:17 和田　忍 ワダ シノブ -
147 2826 1:38:19 山川 一美 ヤマカワ カズミ 七里小学校おやじの会
148 2550 1:38:22 高尾 茂樹 タカオ シゲキ さわ研究所
149 2242 1:38:24 松本 豊和 マツモト トヨカズ -
150 2372 1:38:43 関 嘉照 セキ ヨシテル -
151 2160 1:39:03 横井 司 ヨコイ ツカサ チーム三ちゃん
152 2304 1:39:06 田所 優 タドコロ マサル -
153 2253 1:39:12 山室 幸司 ヤマムロ コウジ 駅弁元気甲斐
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154 2417 1:39:17 ムトウ ヤマト ムトウ ヤマト ＳＦＲＣ
155 2333 1:39:31 古川 悟 フルカワ サトル -
156 2225 1:39:46 酒本 真二 サカモト シンジ 東光高岳
157 2076 1:39:55 海岸 亨 ウミギシ トオル -
158 2049 1:39:56 長沢 清貴 ナガサワ キヨタカ 所属なし
159 2384 1:39:58 秦 謙二 ハタ ケンジ 爽風会
160 2426 1:40:00 高橋 洋 タカハシ ヒロシ フタバオートサービス
161 2788 1:40:02 大宮 亮一 オオミヤ リョウイチ -
162 2627 1:40:04 五十子 修史 イソゴ シュウジ -
163 2824 1:40:06 矢部 一仁 ヤベ カズヒト -
164 2146 1:40:07 遠藤 一馬 エンドウ カズマ 不乱健酒多飲
165 2375 1:40:11 松本 圭介 マツモト ケイスケ -
166 2277 1:40:11 野田 幸宏 ノダ ユキヒロ ひまわり
167 2597 1:40:18 原田 洋平 ハラダ ヨウヘイ ふ
168 2807 1:40:23 織田 隼人 オダ ハヤト -
169 2343 1:40:29 高田 則幸 タカダ ノリユキ -
170 2439 1:40:36 秋本 将亨 アキモト マサミチ 久喜市民
171 2793 1:40:39 川上 征樹 カワカミ セイキ 日光千姫物語
172 2172 1:40:41 渡辺 敏弘 ワタナベ トシヒロ ＰＣＩソリューションズ株式会社
173 2345 1:40:41 黒羽 義孝 クロバ ヨシタカ 大里ブロック
174 2737 1:40:42 神山 勉 カミヤマ ツトム -
175 2252 1:40:42 吉田 秀男 ヨシダ ヒデオ -
176 2863 1:40:44 柏木　利三雄 カシワギ リミオ -
177 2483 1:40:52 大嶋 徹也 オオシマ テツヤ -
178 2198 1:40:54 長嶋 克成 ナガシマ カツナリ チームオアシス
179 2247 1:41:05 堀口 敦彦 ホリグチ アツヒコ -
180 2026 1:41:15 島崎 洋一 シマザキ ヨウイチ なし
181 2397 1:41:27 石瀬 崇 イシセ タカシ チーム山田
182 2209 1:41:32 杉山 大綱 スギヤマ ダイコウ -
183 2620 1:41:35 尾崎 大吾 オザキ ダイゴ ＳＣＲ
184 2180 1:41:39 加藤 秀俊 カトウ ヒデトシ -
185 2641 1:41:47 猪熊 正美 イノクマ マサミ -
186 2236 1:41:50 若林 孝幸 ワカバヤシ タカユキ 聖地化プロジェクト
187 2102 1:41:52 小柳 桂泉 コヤナギ ヨシモト 荒川パサル
188 2121 1:41:55 杉山 和之 スギヤマ カズユキ ビールがぶが部
189 2248 1:41:58 高橋 幸治 タカハシ コウジ -
190 2545 1:42:00 田口 太一 タグチ タイチ -
191 2099 1:42:10 吉田 明央 ヨシダ アキオ -
192 2071 1:42:12 小島 敬大 コジマ タカヒロ 日本信号
193 2358 1:42:20 太田 雅俊 オオタ マサトシ かけっこ軍団
194 2887 1:42:24 船水　康平 フナミズ コウヘイ 武蔵野銀行　久喜支店
195 2075 1:42:30 小島 一夫 コジマ カズオ -
196 2250 1:42:33 鑓田 和宏 ヤリタ カズヒロ ＧＲＴ
197 2837 1:42:34 柳田 敏之 ヤナギダ トシユキ -
198 2569 1:42:39 齋藤 俊明 サイトウ トシアキ -
199 2178 1:42:42 奥谷 智弘 オクヤ トモヒロ ＮＲＣ
200 2726 1:42:48 大澤 英人 オオサワ ヒデト 株式会社　英
201 2864 1:42:54 菅家　宏幸 スガヤ ヒロユキ -
202 2083 1:42:58 上江 直樹 カミエ ナオキ ＤＮＦ
203 2538 1:42:59 田村 敏之 タムラ トシユキ ＮＥＳＩＣ
204 2362 1:43:06 小松 知治 コマツ トモハル 深谷赤十字病院
205 2516 1:43:12 渋佐 常樹 シブサ ツネキ -
206 2134 1:43:14 平阪 圭志 ヒラサカ ケイシ -
207 2797 1:43:18 佐藤 則明 サトウ ノリアキ -
208 2315 1:43:19 塚原 和弘 ツカハラ カズヒロ -
209 2866 1:43:21 鈴木　大資 スズキ ダイスケ 白岡RC
210 2368 1:43:22 荒井 正巳 アライ マサミ -
211 2810 1:43:25 酒井 孝晃 サカイ タカアキ -
212 2054 1:43:38 上島 高広 カミジマ タカヒロ FC桜田
213 2756 1:43:53 古田土 長夫 コタト ナガオ -
214 2577 1:44:02 高久 康紀 タカク ヤスノリ -
215 2029 1:44:10 山本 武久 ヤマモト タケヒサ チーム明ちゃん
216 2481 1:44:11 三浦 正徳 ミウラ マサノリ -
217 2711 1:44:14 貝嶋 武史 カイジマ タケシ チーム三ちゃん
218 2548 1:44:15 佐藤 豊 サトウ ユタカ -
219 2217 1:44:16 須賀 賢一 スガ ケンイチ 株式会社壁工房
220 2425 1:44:20 山本 潤 ヤマモト ジュン チーム三ちゃん
221 2567 1:44:29 佐藤 健二 サトウ ケンジ 花徳
222 2011 1:44:31 薄井 功則 ウスイ ヨシノリ 武男&敏子の息子ランニング部
223 2511 1:44:38 生田 理 イクタ オサム -
224 2602 1:44:38 鈴木 崇裕 スズキ タカヒロ さいたま市
225 2785 1:44:40 中島 修太朗 ナカシマ シュウタロウ -
226 2846 1:44:40 新井 清寿 アライ キヨジ -
227 2190 1:44:43 小林 廉昌 コバヤシ ヤスマサ -
228 2560 1:44:44 大塚 勇 オオツカ イサム -
229 2694 1:44:46 伊藤 宏良 イトウ ヒロヨシ 秋田エルエスディ
230 2140 1:44:48 玉田 浩之 タマダ ヒロユキ -
231 2558 1:44:53 菊地 朝志 キクチ トモシ -
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232 2297 1:44:55 常松 啓介 ツネマツ ケイスケ -
233 2339 1:44:57 保坂 淳 ホサカ ジュン -
234 2462 1:44:58 笹木 雅義 ササキ マサヨシ 古河ＲＣ
235 2231 1:45:02 怒和 悟 ヌワ サトル ＼（＠⌒〇⌒＠）／　楽しもう！
236 2555 1:45:05 小林 智晴 コバヤシ トモハル ｔｏｐｐａラボ
237 2403 1:45:16 清水 幸雄 シミズ ユキオ -
238 2118 1:45:18 塚田 英樹 ツカダ ヒデキ 日本信号
239 2568 1:45:25 長塚 達也 ナガツカ タツヤ キヤノン
240 2505 1:45:30 村岡 智之 ムラオカ トモユキ むら
241 2508 1:45:31 茂呂 親利 モロ チカトシ 居酒屋なおこ
242 2798 1:45:31 萩原 智 ハギワラ サトシ -
243 2485 1:45:35 京塚 敬之 キョウヅカ タカユキ ＵＲ賃貸住宅
244 2723 1:45:38 塩谷 健 シオタニ タケシ チーム三ちゃん
245 2443 1:45:43 半仁田 敦史 ハンニタ アツシ -
246 2275 1:45:48 三輪 敦 ミワ アツシ -
247 2454 1:45:54 駒村 彰一 コマムラ ショウイチ -
248 2628 1:45:55 中村 圭輔 ナカムラ ケイスケ -
249 2604 1:46:02 石森 丈夫 イシモリ タケオ ダンディーズ
250 2888 1:46:04 柳橋　真人 ヤナギバシマコト -
251 2768 1:46:07 大崎 由夫 オオサキ ヨシオ -
252 2400 1:46:13 大芦 ひとし オオアシ ヒトシ -
253 2631 1:46:15 矢澤 政幸 ヤザワ マサユキ ａｋａｋｏ　ｎａｉｌ
254 2402 1:46:16 小嶋 利彦 コジマ トシヒコ -
255 2210 1:46:26 大久保 慎一 オオクボ シンイチ -
256 2761 1:46:36 永島 一樹 ナガシマ カズキ -
257 2822 1:46:39 本間 寛和 ホンマ ヒロカズ -
258 2445 1:46:40 生沼 龍司 オイヌマ リュウジ -
259 2590 1:46:42 水谷 敏秀 ミズタニ トシヒデ -
260 2323 1:46:42 田口 正俊 タグチ マサトシ 伊奈スポ
261 2055 1:46:47 遠藤 宏行 エンドウ ヒロユキ つばさ国際特許事務所
262 2239 1:46:52 荘子 順 ソウシ ジュン -
263 2205 1:46:53 河口 信洋 カワグチ ノブヒロ 騎西クリニック薬局
264 2246 1:46:55 柏崎 敬志 カシワザキ タカシ -
265 2660 1:46:56 吉田 崇夫 ヨシダ タカオ 浦安市
266 2150 1:46:57 松村 正孝 マツムラ マサタカ -
267 2410 1:47:04 松本 剛直 マツモト タケナオ -
268 2240 1:47:35 相川 勝美 アイカワ カツミ -
269 2404 1:47:48 山内 弘明 ヤマウチ ヒロアキ -
270 2063 1:47:55 金子 泰士 カネコ ヤスシ team Dual  Road
271 2592 1:48:01 津久井 雅英 ツクイ マサヒデ 関東食糧
272 2204 1:48:05 依田 健一 ヨダ ケンイチ ＧＲ走ろう会
273 2119 1:48:10 田口 孝夫 タグチ タカオ 東京電子工業（株）
274 2629 1:48:16 小松崎 剛 コマツザキ ツヨシ -
275 2201 1:48:16 中野 健児 ナカノ ケンジ -
276 2369 1:48:21 笠原 直輝 カサハラ ナオキ -
277 2040 1:48:21 荒川 友博 アラカワ トモヒロ ファンランＡＣ
278 2473 1:48:22 我満 弘充 ガマン ヒロミツ -
279 2534 1:48:32 高塚 弘行 タカツカ ヒロユキ ヒルズサービス
280 2320 1:48:34 久世 親 クゼ チカシ ＲＯＯＫＩＥＳ
281 2478 1:48:38 中内 久士 ナカウチ ヒサシ -
282 2652 1:48:48 大沼 宏 オオヌマ ヒロシ -
283 2759 1:48:49 上原 正幸 ウエハラ マサユキ 桜田幼稚園
284 2666 1:48:55 渡辺 秀和 ワタナベ ヒデカズ チーム芝園
285 2267 1:49:10 一條 慎吾 イチジョウ シンゴ -
286 2158 1:49:12 中山 計 ナカヤマ ハカル -
287 2556 1:49:16 荒川 和之 アラカワ カズユキ -
288 2282 1:49:16 都丸 宏光 トマル ヒロミツ -
289 2648 1:49:17 黒崎 進 クロサキ ススム -
290 2544 1:49:23 栗田 淳 クリタ ジュン -
291 2802 1:49:24 鈴木 克則 スズキ カツノリ ＲＴＣ
292 2820 1:49:35 末吉 悟史 スエヨシ サトシ どＭ多摩ランナー
293 2691 1:49:39 日向寺 秀夫 ヒュウガジ ヒデオ -
294 2295 1:49:55 染谷 隆児 ソメヤ リュウジ -
295 2307 1:49:55 五月女 武 ソウトメ タケシ -
296 2220 1:50:00 斉藤 孝裕 サイトウ タカヒロ -
297 2287 1:50:02 元井 亨 モトイ トオル -
298 2677 1:50:10 川畑 俊和 カワバタ トシカズ -
299 2409 1:50:15 枝野 保則 エダノ ヤスノリ -
300 2579 1:50:19 亀山 仁 カメヤマ マサシ -
301 2052 1:50:22 山中 康雄 ヤマナカ ヤスオ やさいCAFEびーんず
302 2730 1:50:28 村上 聡 ムラカミ サトシ 日本信号
303 2732 1:50:28 阪尾 隆行 サカオ タカユキ -
304 2255 1:50:28 中澤 亮 ナカザワ リョウ 藤倉化成
305 2296 1:50:32 池田 雄一郎 イケダ ユウイチロウ -
306 2617 1:50:47 竹内 卓哉 タケウチ タクヤ -
307 2224 1:50:48 佐々木 栄明 ササキ シゲアキ みさと健和病院
308 2490 1:50:48 小林 健介 コバヤシ ケンスケ ナリカ
309 2457 1:50:50 池内 宏 イケウチ ヒロシ ハリランＤＯ？！

14



310 2758 1:50:55 多田 誠 タダ マコト 会社員
311 2734 1:50:57 浅香 智行 アサカ トモユキ -
312 2607 1:51:00 小暮 好市 コグレ コウイチ タヌマ企画
313 2276 1:51:01 藤田 聡 フジタ サトシ -
314 2615 1:51:11 宮島 信義 ミヤジマ ノブヨシ モントレー
315 2520 1:51:11 上井 裕一 ウワイ ユウイチ ＣＲ２東日本
316 2340 1:51:14 山田 聡之 ヤマダ トシユキ -
317 2167 1:51:16 八木原 潔 ヤギハラ キヨシ さくらウィング
318 2479 1:51:23 小松 繁 コマツ シゲル てぃあらんぶ
319 2294 1:51:33 中嶋 康幸 ナカジマ ヤスユキ アキランメイツ
320 2697 1:51:40 安田 貴司 ヤスダ タカシ -
321 2089 1:51:57 馬庭 仁 マニワ ヒトシ -
322 2532 1:52:00 大西 和隆 オオニシ カズタカ ＭＴＳ
323 2566 1:52:06 秋山 敬吾 アキヤマ ケイゴ -
324 2515 1:52:10 原口 史之 ハラグチ フミユキ -
325 2619 1:52:21 小島 利明 オジマ トシアキ 陶秀
326 2498 1:52:22 高根 勝 タカネ マサル -
327 2155 1:52:24 姜 宙亨 カン ジュヒョン -
328 2394 1:52:29 榊原 健 サカキバラ ケン -
329 2082 1:52:35 山岸 篤道 ヤマギシ トクミチ -
330 2593 1:52:47 伊藤 豊海 イトウ ユタカ -
331 2635 1:52:47 山中 幹生 ヤマナカ ミキオ あやめ寮
332 2151 1:52:48 金田 淳一 カネダ ジュンイチ アルプス工業
333 2731 1:52:50 小西 忠 コニシ タダシ -
334 2769 1:53:00 佐藤 高之 サトウ タカユキ サイカイングロード
335 2310 1:53:00 本橋 英治 モトハシ ヒデハル リード
336 2186 1:53:06 三井 好則 ミツイ ヨシノリ -
337 2311 1:53:13 田中 宏和 タナカ ヒロカズ -
338 2880 1:53:22 市川　健一 イチカワ ケンイチ アーリーバード
339 2023 1:53:24 籠宮 光明 カゴミヤ ミツアキ 桜部
340 2728 1:53:26 星野 晃 ホシノ アキラ -
341 2019 1:53:28 白石 充 シライシ ミツル （株）資生堂　久喜工場
342 2013 1:53:30 竹内 裕紀 タケウチ ヒロキ 埼玉東部消防組合消防局
343 2718 1:53:34 張ヶ谷 俊英 ハリガヤ トシヒデ -
344 2875 1:53:36 水上　充 ミナカミ ミツル -
345 2136 1:53:50 加藤 俊行 カトウ トシユキ -
346 2002 1:53:54 黒須　直人 - 株式会社クライムホーム
347 2625 1:54:14 竹内 龍之介 タケウチ リュウノスケ ＬＳＤだよ人生は
348 2521 1:54:22 角田 智史 ツノダ トモチカ ＳＳＣ
349 2285 1:54:23 尾形 直人 オガタ ナオト -
350 2098 1:54:24 田中 慎二 タナカ シンジ 宮代軍団
351 2613 1:54:25 中川 徳康 ナカガワ ノリヤス 壬生町走友会
352 2202 1:54:40 大塚 崇史 オオツカ タカフミ -
353 2460 1:54:43 熊谷 彰 クマガイ アキラ -
354 2703 1:54:43 中山 智史 ナカヤマ トモフミ -
355 2100 1:54:51 上江 隆史 カミエ タカシ ＭＣＢＳ
356 2501 1:54:58 遠藤 康輝 エンドウ ヤステル -
357 2221 1:55:00 野上 剛 ノガミ ツヨシ -
358 2141 1:55:00 飯田 剛 イイダ ツヨシ -
359 2869 1:55:05 鈴木　正人 スズキ マサト みゆまクラブ
360 2051 1:55:13 川上 喜久 カワカミ ヨシヒサ 日本信号株式会社
361 2206 1:55:13 牧 敏男 マキ トシオ コマツ小山
362 2547 1:55:17 川瀬 博久 カワセ ヒロヒサ -
363 2117 1:55:18 渡辺 誠一 ワタナベ セイイチ -
364 2388 1:55:23 青木 隆弘 アオキ タカヒロ -
365 2227 1:55:23 小林 信夫 コバヤシ ノブオ ＡＬＳＯＫ
366 2747 1:55:34 高桑 純一 タカクワ ジュンイチ 三井住友信託銀行
367 2114 1:55:36 志間 裕 シマ ユタカ -
368 2260 1:55:38 中村 進一 ナカムラ シンイチ つみ木＆アキランメイツ
369 2791 1:55:39 吉野 正人 ヨシノ マサト -
370 2085 1:55:41 昇 隆章 ノボリ タカフミ -
371 2650 1:55:44 安藤 文平 アンドウ ブンペイ タカハシテクノ
372 2644 1:55:45 原 核也 ハラ カクヤ 気楽に走ろう会
373 2675 1:55:47 斉藤 宏樹 サイトウ ヒロキ -
374 2305 1:55:48 大河原 法男 オオカワラ ノリオ 日経印刷脚部
375 2686 1:55:50 渡邉 雅浩 ワタナベ マサヒロ ＭＧＫ
376 2292 1:55:51 澤 靖浩 サワ ヤスヒロ -
377 2115 1:55:55 大森 守 オオモリ マモル -
378 2601 1:55:57 長井 康剛 ナガイ ヤスタケ 第一三共
379 2396 1:55:58 野口 恭宏 ノグチ ヤスヒロ -
380 2848 1:56:02 横溝 剛 ヨコミゾ ツヨシ -
381 2184 1:56:06 小林 伸泰 コバヤシ ノブヤス -
382 2427 1:56:07 堀越 晃之 ホリコシ テルユキ -
383 2361 1:56:09 駒野 真司 コマノ シンジ -
384 2322 1:56:09 仲本 佳司 ナカモト ケイジ -
385 2379 1:56:15 石川 剛 イシカワ タケシ たこ焼き屋さん
386 2513 1:56:22 木下 達哉 キノシタ タツヤ 東京中央住設
387 2283 1:56:26 上野 光宣 ウエノ ミツノブ -
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388 2353 1:56:34 山内 潤 ヤマウチ ジュン 日本信号
389 2223 1:56:36 荒井 真一 アライ シンイチ -
390 2293 1:56:54 清水 一樹 シミズ カズキ ゆうすけ＆あややん
391 2646 1:56:59 吉岡 正樹 ヨシオカ マサキ 日本農薬
392 2582 1:57:07 冨井 賢二 トミイ ケンジ 日立システム
393 2067 1:57:07 森 圭輔 モリ ケイスケ なし
394 2229 1:57:08 木村 宏輝 キムラ ヒロキ -
395 2507 1:57:10 宇賀 伸悟 ウガ シンゴ 和真
396 2816 1:57:13 古山 邦彦 フルヤマ クニヒコ おとクラブ
397 2390 1:57:18 細田 竜 ホソダ リュウ -
398 2754 1:57:19 平田 治 ヒラタ オサム 和真
399 2840 1:57:22 羽二生 智彦 ハニウ トモヒコ 東京都
400 2717 1:57:25 田中 正樹 タナカ マサキ -
401 2044 1:57:31 石橋 正徳 イシバシ マサノリ 株式会社チノー
402 2466 1:57:34 須永 博明 スナガ ヒロアキ -
403 2812 1:57:41 出口 和弘 デグチ カズヒロ -
404 2422 1:57:42 本橋 哲也 モトハシ テツヤ -
405 2279 1:57:47 山北 一平 ヤマキタ イッペイ -
406 2441 1:57:54 三池 顕 ミイケ アキラ -
407 2127 1:58:08 渡辺 智紀 ワタナベ トモノリ -
408 2001 1:58:14 大島　崇史 - 山中グループ
409 2611 1:58:15 矢崎 研也 ヤザキ ケンヤ -
410 2414 1:58:15 岡安 秀憲 オカヤス ヒデノリ 藤柳苑
411 2486 1:58:16 西井 弘樹 ニシイ ヒロキ -
412 2329 1:58:20 丸山 範明 マルヤマ ノリアキ -
413 2408 1:58:27 関茂 欣司 セキモ キンジ 埼玉陸協
414 2079 1:58:35 高畠 道広 タカハタ ミチヒロ -
415 2464 1:58:39 相田 貴史 アイダ タカシ -
416 2690 1:58:46 竹ノ内 宏 タケノウチ ヒロシ -
417 2872 1:59:02 上田　昭夫 ウエダ アキオ -
418 2701 1:59:03 加藤 和幸 カトウ カズユキ ニチコン
419 2762 1:59:08 田口 寛 タグチ ヒロシ -
420 2125 1:59:08 小宮山 勝博 コミヤマ カツヒロ -
421 2830 1:59:12 北角 直哉 キタカク ナオヤ -
422 2245 1:59:14 清水 友晶 シミズ トモアキ -
423 2653 1:59:15 中村 裕二 ナカムラ ユウジ 高純度化学研究所
424 2744 1:59:16 相本 隆史 アイモト タカシ -
425 2107 1:59:17 染谷 智郎 ソメヤ ノリオ 水戸刑走友会
426 2676 1:59:20 近森 秀俊 チカモリ ヒデトシ -
427 2043 1:59:23 源田 哲朗 ゲンダ アキロウ 一般
428 2006 1:59:30 目黒 誠 メグロ マコト 東鷲宮ダンディーズ
429 2444 1:59:31 大野 一樹 オオノ カズキ 仕切板
430 2152 1:59:33 中野 茂 ナカノ シゲル -
431 2828 1:59:34 矢代 啓太 ヤシロ ケイタ 正喜レーシング
432 2743 1:59:38 新藤 正彦 シントウ マサヒコ -
433 2046 1:59:44 仲山 洋和 ナカヤマ ヒロカズ ティップネス久喜
434 2859 1:59:46 小林 紀夫 コバヤシ ノリオ -
435 2166 1:59:47 長谷川 賢二 ハセガワ ケンジ -
436 2129 1:59:47 木戸 督 キド アツシ -
437 2504 1:59:49 及川 卓也 オイカワ タクヤ -
438 2512 1:59:51 畠山 真弘 ハタケヤマ マサヒロ -
439 2614 1:59:51 神澤 和則 カンザワ カズノリ 壬生町走友会
440 2713 1:59:56 風戸 武博 カザト タケヒロ 武蔵野銀行
441 2195 1:59:58 田沼 信孝 タヌマ ノブタカ タヌマ企画
442 2733 2:00:01 久下 乃夫之 クゲ ノブユキ コカコーラ
443 2489 2:00:06 池田 純一 イケダ ジュンイチ -
444 2126 2:00:09 阿部 信也 アベ シンヤ 鈴商グリーン
445 2268 2:00:13 渡部 茂 ワタナベ シゲル -
446 2854 2:00:14 田村 誠一 タムラ セイイチ -
447 2876 2:00:15 野房　弘明 ノブサ ヒロアキ 株式会社サンコー
448 2406 2:00:21 及川 元太 オイカワ ゲンタ -
449 2633 2:00:24 福田 慎次 フクダ シンジ -
450 2524 2:00:28 水貝 吉邦 ミズガイ ヨシクニ 鉄の意志
451 2746 2:00:41 桶谷 智之 オケタニ トモユキ ピヨリーズ
452 2751 2:00:42 浜野 光敏 ハマノ ミツトシ ホンダカーズ埼玉
453 2659 2:00:46 芹澤 寿晴 セリザワ トシハル ハロー薬局
454 2316 2:00:56 酒巻 順一 サカマキ ジュンイチ -
455 2891 2:00:58 田口 久弥 - -
456 2740 2:01:01 福島 宏次 フクシマ コウジ -
457 2868 2:01:10 五十嵐　広幸 イガラシ ヒロユキ -
458 2712 2:01:14 春日 晴夫 カスガ ハルオ ウイングＡＣ
459 2094 2:01:26 斉藤 武博 サイトウ タケヒロ -
460 2719 2:01:29 山田 光貴 ヤマダ ミツタカ -
461 2654 2:01:30 上野 智則 ウエノ トモノリ ＡＫＩーＲＵＮＭＡＴＥＳ
462 2430 2:01:34 小山 孝志 コヤマ タカシ ヒラタシコウ
463 2855 2:01:43 木村 文彦 キムラ フミヒコ はっとりはりきゅう接骨院
464 2665 2:01:44 鈴木 浩一 スズキ コウイチ -
465 2580 2:01:53 菊池 武典 キクチ タケノリ ウチダフレイト株式会社
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466 2814 2:01:54 神野 哲 ジンノ サトシ -
467 2779 2:01:56 遠藤 慎也 エンドウ シンヤ -
468 2842 2:02:00 中村 寛文 ナカムラ ヒロフミ 正喜レーシング
469 2347 2:02:04 塩田 知之 シオタ トモユキ -
470 2542 2:02:04 吉村 明敏 ヨシムラ アキトシ -
471 2796 2:02:10 井上 智央 イノウエ トモオ -
472 2438 2:02:12 槇島 隆一 マキシマ リュウイチ -
473 2377 2:02:15 佐藤 健 サトウ ケン サトーＧＡＣ
474 2164 2:02:18 佐々木 義徳 ササキ ヨシノリ メタボごっこ
475 2640 2:02:20 風間 弘毅 カザマ コウキ 東鷲宮ダンディーズ
476 2781 2:02:25 曽根 陽介 ソネ ヨウスケ -
477 2618 2:02:27 庄司 成寿 ショウジ ナリヒサ -
478 2173 2:02:30 今村 真一郎 イマムラ シンイチロウ -
479 2157 2:02:32 大橋 信貴 オオハシ ノブタカ -
480 2755 2:02:37 松崎 友紀 マツザキ トモノリ -
481 2682 2:02:40 綿貫 亮 ワタヌキ リョウ セナリオハウス
482 2257 2:02:55 藤原 誠 フジワラ マコト 藤倉化成
483 2599 2:03:00 遠山 敬之 トオヤマ タカユキ -
484 2861 2:03:10 渡邊 義和 ワタナベ ヨシカズ -
485 2722 2:03:14 高橋 頼孝 タカハシ ヨリタカ 有賀園ゴルフ
486 2480 2:03:21 鴨下 浩司 カモシタ ヒロシ -
487 2704 2:03:22 百武 正嗣 ヒャクタケ マサツグ 敬寿園七里ホーム
488 2596 2:03:33 伊藤 憲 イトウ ケン -
489 2230 2:03:46 山口 謙 ヤマグチ ケン -
490 2302 2:03:54 角田 秀治 ツノダ ヒデハル 角田製菓
491 2535 2:03:54 小川 勝 オガワ マサル ディブル
492 2741 2:04:01 石本 和也 イシモト カズヤ -
493 2321 2:04:03 加藤 浩 カトウ ヒロシ チームけらあん
494 2192 2:04:09 三田 周一 ミタ シュウイチ -
495 2500 2:04:11 佐々木 啓 ササキ アキラ （株）黒須建設
496 2871 2:04:16 関根　由貴仁 セキネ ユキヒト JA南彩
497 2773 2:04:21 藤崎 朝也 フジサキ トモヤ -
498 2411 2:04:43 細沼 慎一 ホソヌマ シンイチ 埼玉福祉助走会
499 2065 2:04:46 小川 泰宣 オガワ ヤスノブ Rizard
500 2806 2:04:55 荒川 正章 アラカワ マサアキ 和真メガネ
501 2458 2:04:58 小出 和輝 コイデ カズテル チ－ム石川大輔
502 2510 2:05:06 斎藤 大 サイトウ タケシ -
503 2795 2:05:06 宮野 薫 ミヤノ カオル グロリアス
504 2326 2:05:19 長島 真二 ナガシマ シンジ ＡＴＳ
505 2673 2:05:25 寺井 健二郎 テライ ケンジロウ -
506 2233 2:05:28 小川 智広 オガワ トモヒロ 三協工業
507 2585 2:05:38 稲垣 寿法 イナガキ ヒサノリ チーム残尿感
508 2843 2:05:57 菅原 伸之 スガワラ ノブユキ -
509 2064 2:05:58 平澤 健一郎 ヒラサワ ケンイチロウ 久喜市議会
510 2057 2:06:05 唐牛 弘昭 カラウシ ヒロアキ （株）三景
511 2038 2:06:08 折原 剛 オリハラ タケシ 浦和サポランナー
512 2784 2:06:10 大久保 和寿 オオクボ カズトシ -
513 2200 2:06:19 湯本 修 ユモト オサム 筑波銀行
514 2301 2:06:25 鈴木 智之 スズキ トモユキ 鈴木智之法律事務所
515 2243 2:06:37 浜田 寿志 ハマダ ヒサシ サムズ・アップ
516 2680 2:06:38 中島 隆弘 ナカジマ タカヒロ -
517 2670 2:06:43 柴崎 憲一 シバザキ ケンイチ 久喜市役所
518 2895 2:06:50 - - -
519 2829 2:06:58 西山 孝 ニシヤマ タカシ -
520 2539 2:06:58 山口 政隆 ヤマグチ マサタカ アキランメイツ
521 2605 2:07:03 長瀬 充弘 ナガセ ミツヒロ 日本精工
522 2005 2:07:04 吉田 光良 ヨシダ ミツヨシ ANTxBEE
523 2882 2:07:06 山口　幸一 ヤマグチ コウイチ -
524 2045 2:07:08 柿崎 正樹 カキザキ マサキ TUJ
525 2090 2:07:09 市村 将輝 イチムラ マサテル -
526 2496 2:07:18 風間 哲也 カザマ テツヤ こじらせランナーズ
527 2033 2:07:27 坪井 修 ツボイ オサム ゴールドウイン
528 2514 2:07:33 伊藤 和之 イトウ カズユキ -
529 2836 2:07:34 新井 健治 アライ ケンジ なんちゃってＲＵＮ
530 2702 2:07:39 箕野 修 ミノ オサム -
531 2877 2:07:48 森住　悟郎 モリズミ ゴロウ -
532 2549 2:07:49 中村 智和 ナカムラ トモカズ 桜田ドンキーズ
533 2786 2:07:50 永村 武大 ナガムラ タケヒロ -
534 2153 2:07:51 岡村 卓司 オカムラ タクジ ＪＩＣＳ
535 2080 2:07:52 三嶋 泰佳 ミシマ ヤスヨシ -
536 2331 2:07:52 宮城 吉宏 ミヤギ ヨシヒロ -
537 2772 2:08:04 内田 昭之 ウチダ テルユキ -
538 2774 2:08:05 大沼 貴志 オオヌマ タカシ 株式会社キタセキ
539 2133 2:08:26 渡部 大輔 ワタナベ ダイスケ ビールがぶが部
540 2238 2:08:35 角脇 高志 カドワキ タカシ ＭＫＩ‐ＡＣ
541 2834 2:08:37 井上 貴 イノウエ タカシ -
542 2086 2:08:47 島田 美治 シマダ ヨシハル くまちゃい
543 2073 2:08:52 我妻 政文 ワガツマ マサフミ 特になし
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544 2860 2:08:52 岩崎 暁人 イワサキ アキヒト -
545 2068 2:09:15 鱒渕 晃之 マスブチ テルユキ 会社員
546 2020 2:09:17 斉藤 誠 サイトウ マコト ガルト
547 2537 2:09:20 大崎 弘吉 オオサキ ヒロヨシ ＡＫＡＮＥ
548 2258 2:09:26 相澤 豪 アイザワ ツヨシ 藤倉化成
549 2298 2:09:27 石村 卓也 イシムラ タクヤ 氷川参道ラン
550 2448 2:09:32 山口 康喜 ヤマグチ ヤスノブ ＣＣＢＪＩ
551 2271 2:09:35 飯塚 博之 イイヅカ ヒロユキ アイリーフ株式会社
552 2853 2:09:36 千葉 克巳 チバ カツミ -
553 2738 2:09:39 内山 直人 ウチヤマ ナオト -
554 2494 2:09:40 増田 仁史 マスダ ヒトシ -
555 2536 2:09:41 槇島 洋介 マキシマ ヨウスケ 大永商事
556 2381 2:09:46 山田 龍 ヤマダ リョウ -
557 2035 2:10:03 轡田 真幸 クツワダ マサキ チームTangWang
558 2562 2:10:06 渡 良太 ワタリ リョウタ -
559 2764 2:10:13 水盛 誠一郎 ミズモリ セイイチロウ -
560 2684 2:10:17 菅原 雅人 スガワラ マサト -
561 2187 2:10:22 廣瀬 裕二 ヒロセ ユウジ 千葉大学走友会
562 2780 2:10:24 中嶋 史朗 ナカジマ シロウ -
563 2623 2:10:29 齋藤 貢世 サイトウ コウセイ -
564 2424 2:10:36 宮田 顕弘 ミヤタ アキヒロ さくらすみれ
565 2234 2:10:42 杉森 崇 スギモリ タカシ -
566 2208 2:10:49 村上 紀幸 ムラカミ ノリユキ -
567 2506 2:10:58 松永 洋一 マツナガ ヨウイチ -
568 2546 2:11:03 大野 優樹 オオノ ユウキ -
569 2679 2:11:10 青木 勝裕 アオキ カツヒロ -
570 2031 2:11:17 菊田 敦史 キクタ アツシ 厚生産業(株)
571 2420 2:11:17 藤田 健一 フジタ ケンイチ -
572 2643 2:11:39 落合 勝 オチアイ マサル -
573 2219 2:11:44 沢田 欣 サワダ ヤスシ -
574 2782 2:11:47 山崎 徹 ヤマザキ トオル -
575 2110 2:11:51 長谷部 弥 ハセベ ヒサシ -
576 2678 2:11:53 大照 純一 オオテル ジュンイチ 公務員
577 2849 2:11:59 永尾 孝之 ナガオ タカユキ -
578 2698 2:12:05 増田 浩文 マスダ ヒロフミ -
579 2639 2:12:07 星野 智史 ホシノ サトシ （株）パスコ
580 2878 2:12:12 井上　周二 イノウエ シュウジ -
581 2235 2:12:19 待島 勝行 マチシマ カツユキ ファイザー
582 2657 2:12:19 小池 且隆 コイケ カツタカ ＤＩＣ館林
583 2689 2:12:41 坂下 一善 サカシタ カズヨシ -
584 2016 2:12:46 須藤 善且 ストウ ヨシカツ なし
585 2355 2:12:52 大村 修司 オオムラ シュウジ -
586 2476 2:12:52 長 誠 オサ マコト -
587 2070 2:13:05 熊倉 達哉 クマクラ タツヤ FC.NONCHI
588 2113 2:13:05 市川 範明 イチカワ ノリアキ -
589 2503 2:13:09 山崎 俊彦 ヤマザキ トシヒコ -
590 2651 2:13:09 那須 真也 ナス シンヤ ＭＲＦ
591 2847 2:13:26 齊藤 進吾 サイトウ シンゴ -
592 2715 2:13:26 小林 元治 コバヤシ モトジ ふくまる
593 2499 2:13:37 出口 博 デグチ ヒロシ ＨＩＰＰＯ＿Ａ
594 2586 2:13:40 前原 純 マエハラ ジュン -
595 2884 2:13:49 宮田　佳明 ミヤタ ヨシアキ -
596 2004 2:13:57 長谷川 哲生 ハセガワ テツオ なし
597 2705 2:13:59 高橋 義典 タカハシ ヨシノリ 日本信号
598 2365 2:14:04 山田 博明 ヤマダ ヒロアキ -
599 2196 2:14:08 高橋 秀徳 タカハシ ヒデノリ -
600 2091 2:14:09 大熊 健太郎 オオクマ ケンタロウ 走麺会
601 2092 2:14:11 勝田 強 カツタ ツヨシ -
602 2554 2:14:15 佐藤 弘樹 サトウ ヒロキ -
603 2467 2:14:16 牧瀬 勉 マキセ ツトム ＡＣＷＥＲＵＮ
604 2693 2:14:53 川合 康太 カワイ コウタ -
605 2039 2:15:08 伊藤 孝臣 イトウ ヨシオミ なし
606 2376 2:15:43 三ヶ田 勉 ミケタ ツトム サトーグローバルアスリートＣ
607 2161 2:16:08 有山 隆利 アリヤマ タカトシ メタボごっこ
608 2801 2:16:21 田口 敏之 タグチ トシユキ ヴェルフェル
609 2794 2:16:31 鈴木 友範 スズキ トモノリ -
610 2497 2:16:40 古山 富一 コヤマ ヒサカズ -
611 2159 2:16:45 石塚 剛 イシヅカ ツヨシ 桜田ドンキーズ
612 2583 2:16:51 福田 剛士 フクダ タカシ えふじぇ～えむマラソン部
613 2451 2:17:01 安田 恵一 ヤスダ ケイイチ ビールがぶが部
614 2256 2:17:13 百武 信忠 ヒャクタケ ノブタダ 藤倉化成
615 2475 2:17:15 本間 純也 ホンマ ジュンヤ -
616 2745 2:17:24 稲垣 勝利 イナガキ カツトシ -
617 2218 2:17:27 門井 純一 カドイ ジュンイチ -
618 2856 2:17:39 齊藤 達也 サイトウ タツヤ -
619 2832 2:17:43 倉茂 朋之 クラシゲ トモユキ 株式会社トーヨー工芸工業
620 2867 2:17:47 馬場　幸司 ババ コウジ -
621 2886 2:18:00 児玉　二郎 コダマ ジロウ -
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622 2048 2:18:09 井上 尚 イノウエ ナオ 無し
623 2273 2:18:29 橋谷 厚志 ハシヤ アツシ -
624 2366 2:18:54 山中 秀一 ヤマナカ シュウイチ きょうけん
625 2736 2:19:18 福島 庸守 フクシマ ツネモリ -
626 2818 2:19:32 田中 大穂 タナカ ダイホ -
627 2116 2:19:50 古谷 浩太郎 フルタニ コウタロウ -
628 2706 2:19:50 荒井 宏幸 アライ ヒロユキ 上尾元気愛走会
629 2284 2:20:15 坂本 直紀 サカモト ナオキ -
630 2436 2:20:46 大石 貴之 オオイシ タカユキ ダンディーズ
631 2025 2:20:56 田之頭 未繁 タノカシラ ヒデシゲ 会社員
632 2093 2:21:02 竹村 広美 タケムラ ヒロミ 走麺会
633 2367 2:21:07 八木 和彦 ヤギ カズヒコ （株）ブリヂストン
634 2122 2:21:09 相磯 洋平 アイソ ヨウヘイ -
635 2708 2:21:22 梅田 修一 ウメダ シュウイチ 市民ランナー聖地化プロジェクト
636 2112 2:21:23 堺 康博 サカイ ヤスヒロ -
637 2097 2:21:34 山崎 光男 ヤマザキ ミツオ 新潟アルビランニングクラブ
638 2725 2:21:34 赤柴 誠 アカシバ マコト 株式会社日金
639 2050 2:21:43 藤本 健 フジモト ケン 久喜市役所
640 2062 2:21:49 金子 健司 カネコ ケンジ エスエスユニオン株式会社
641 2610 2:21:50 深津 修 フカツ オサム -
642 2850 2:21:55 平川 俊昭 ヒラカワ トシアキ -
643 2700 2:22:00 大室 佳弘 オオムロ ヨシヒロ -
644 2456 2:22:05 佐川 富夫 サガワ トミオ ＳＭＣ
645 2461 2:22:18 太刀川 聡明 タチカワ トシアキ ＯＳＫ
646 2060 2:22:21 藤井 信吾 フジイ シンゴ 自営業
647 2356 2:22:28 荻島 均 オギシマ ヒトシ -
648 2522 2:22:36 小田中 隆芳 オダナカ タカヨシ -
649 2896 2:22:38 - - -
650 2778 2:22:42 在田 頼人 ザイタ ヨリト -
651 2272 2:22:43 柳澤 弘紀 ヤナギサワ ヒロキ やなぎ
652 2014 2:22:52 渡邉 充彦 ワタナベ アツヒコ 渡邉土地家屋調査士事務所
653 2873 2:23:06 中村　祐次 ナカムラ ユウジ -
654 2371 2:23:20 金子 暁穂 カネコ アキオ -
655 2647 2:23:30 神田 信二 カンダ シンジ 生活係
656 2587 2:23:39 酒井 正志 サカイ マサシ -
657 2831 2:23:43 畑井 洋人 ハタイ ヒロト -
658 2003 2:23:50 片野　義則 - 株式会社関商店
659 2835 2:24:02 島崎 昌史 シマザキ マサシ -
660 2018 2:24:15 木村 隆哉 キムラ タカヤ ポーイスカウト久喜13団
661 2557 2:24:20 石井 健太 イシイ ケンタ -
662 2386 2:24:33 長濱 高志 ナガハマ タカシ 恋そめし
663 2278 2:24:43 飯澤 剛 イイザワ ツヨシ 日宝綜合製本
664 2352 2:25:03 舟越 好輝 フナコシ ヨシテル -
665 2163 2:25:07 水澤 寛 ミズサワ ヒロシ メタボごっこ
666 2431 2:25:34 横山 知永 ヨコヤマ トモヒサ いわき白門会
667 2753 2:25:54 渡辺 昭康 ワタナベ アキヤス 埼玉りそな銀行
668 2324 2:25:58 近藤 万雅 コンドウ カズマサ 東京陸協
669 2165 2:26:00 鈴木 哲也 スズキ テツヤ メタボごっこ
670 2894 2:26:02 鈴木 智之 - -
671 2851 2:26:04 田村 方孝 タムラ ミチタカ -
672 2385 2:26:05 堤 秀樹 ツツミ ヒデキ -
673 2042 2:26:17 中塚 暁之 ナカツカ トシユキ 森紙器
674 2589 2:26:30 浜野 純一 ハマノ ジュンイチ -
675 2450 2:26:31 亀井 隆雄 カメイ タカオ 足利たかうじマラソン
676 2757 2:26:47 花田 辰也 ハナダ タツヤ -
677 2261 2:26:48 仲田 英洋 ナカタ ヒデヒロ -
678 2072 2:26:49 宮川 純一 ミヤカワ ジュンイチ 蓮田弥生会
679 2765 2:27:01 金 清和 キン キヨカズ -
680 2492 2:27:03 廣川 敦史 ヒロカワ アツシ -
681 2858 2:27:09 後藤 聡 ゴトウ サトシ 東武ストア
682 2663 2:27:19 土田 広 ツチダ ヒロシ １０９Ｅ
683 2720 2:27:27 佐藤 壽明 サトウ トシアキ 住友建機販売株式会社
684 2572 2:27:33 黒木 竜 クロキ リョウ 日本交通
685 2313 2:27:35 小川 智則 オガワ トモノリ -
686 2581 2:27:37 宮崎 健太朗 ミヤザキ ケンタロウ エイト陸上部
687 2595 2:27:47 正田 尚大 ショウダ ヒサヒロ -
688 2041 2:27:50 宮崎 克宜 ミヤザキ カツヨシ やまちゃんず
689 2446 2:27:58 関 功 セキ イサオ -
690 2681 2:28:04 宮下 智明 ミヤシタ トモアキ -
691 2838 2:28:10 藤井 雅 フジイ マサシ -
692 2716 2:28:39 浅倉 亮 アサクラ リョウ -
693 2766 2:28:44 作本 雅典 サクモト マサノリ 須賀工業
694 2714 2:28:55 伊藤 敏博 イトウ トシヒロ ライフプラザ
695 2053 2:29:14 今村 望太郎 イマムラ ボウタロウ 久喜市立砂原小学校
696 2364 2:30:11 安喜 健太郎 アキ ケンタロウ ダメ人間予備軍西日暮里支部
697 2661 2:30:27 金子 芳明 カネコ ヨシアキ 安田工業
698 2037 2:30:34 山﨑 良明 ヤマザキ ヨシアキ なし
699 2735 2:31:00 増田 良太 マスダ リョウタ -
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700 2815 2:31:52 五十嵐 敦 イガラシ アツシ -
701 2862 2:32:11 中島 史人 ナカジマ フミヒト 日本信号
702 2893 2:32:17 足立 純 - -
703 2010 2:32:21 小池 良宏 コイケ ヨシヒロ すくえす
704 2069 2:32:24 勢濃 良太 セノ リョウタ 武井組
705 2509 2:32:37 古塩 英之 コシオ ヒデユキ ティップネス久喜
706 2433 2:33:09 篠崎 政規 シノザキ マサキ -
707 2852 2:33:37 岡本 英樹 オカモト ヒデキ -
708 2600 2:34:28 森島 英文 モリシマ ヒデフミ -
709 2892 2:34:54 小豆　俊光 - -
710 2575 2:34:54 高橋 光二 タカハシ コウジ マコト
711 2348 2:34:59 飯島 一弘 イイジマ カズヒロ -
712 2008 2:35:36 廣瀬 文孝 ヒロセ フミタカ チームつばさ
713 2392 2:36:06 小関 浩 コセキ ヒロシ シャア専用
714 2032 2:36:14 松浦 信幸 マツウラ ノブユキ 橋本総業株式会社
715 2346 2:36:31 蓮沼 久幸 ハスヌマ ヒサユキ ＳＭＣ
716 2626 2:36:42 佐藤 太志 サトウ フトシ -
717 2482 2:36:45 吉川 盛雄 ヨシカワ モリオ セイキ販売
718 2811 2:36:54 新井 青史 アライ セイシ -
719 2787 2:37:07 清水 悠士 シミズ ユウジ -
720 2012 2:37:31 青山 貴史 アオヤマ タカシ －
721 2819 2:37:32 鹿児島 徹 カゴシマ トオル 久喜市教育委員会
722 2169 2:38:02 関口 敬介 セキグチ ケイスケ -
723 2034 2:38:29 白石 純一 シライシ ジュンイチ 武井組とゆかいな仲間たち
724 2889 2:38:49 片桐　哲人 カタギリテツト -
725 2174 2:38:50 乗物 宜輝 ノリモノ ヨシテル アキランメイツ
726 2421 2:38:52 近藤 真紀 コンドウ マサキ アキランメイツ
727 2469 2:38:52 金子 満生 カネコ ミチオ ランメイツ
728 2289 2:39:00 木下 裕之 キノシタ ヒロユキ -
729 2156 2:39:12 河本 正広 カワモト マサヒロ 山王走友会
730 2844 2:39:20 押田 淳 オシダ ジュン -
731 2669 2:39:41 澤井 潤 サワイ ジュン -
732 2380 2:40:05 福本 裕一 フクモト ユウイチ -
733 2344 2:40:24 柳内 浩 ヤギウチ ヒロシ -
734 2817 2:40:30 中牟田 和也 ナカムタ カズヤ 富士通マーケティング
735 2487 2:41:16 信太 薫 シダ カオル 新久喜総合病院
736 2655 2:45:36 柴田 幸一郎 シバタ コウイチロウ 八百幸
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3 ハーフマラソン　一般男子（50歳代）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 3630 1:17:47 山田　能之 ヤマダ ヨシユキ -
2 3389 1:17:50 大竹 基之 オオタケ モトユキ ラフラフＲＣ
3 3038 1:19:28 江森 弘明 エモリ ヒロアキ 久喜高校
4 3078 1:19:58 大島 修 オオシマ オサム Ｍ＠平塚
5 3242 1:22:54 川端 宏治 カワバタ コウジ 埼玉県庁
6 3183 1:23:56 野沢 剛 ノザワ ツヨシ ＳＲＣ
7 3031 1:24:19 橋本 康範 ハシモト ヤスノリ カナガワＲＣ
8 3175 1:24:38 一ノ口 徹 イチノクチ トオル 湘南茅ヶ崎
9 3245 1:25:38 冨永 武史 トミナガ タケシ -

10 3046 1:26:53 榎本 真也 エノモト シンヤ 第一三共
11 3108 1:27:09 清水 宏眞 シミズ ヒロマサ ＫＲＳ
12 3262 1:27:30 大越 詳一 オオコシ ショウイチ -
13 3357 1:27:36 須賀 雄一 スガ ユウイチ チームＤａｒｃ
14 3261 1:27:59 小野 宏之 オノ ヒロユキ 東京陸協
15 3580 1:29:00 鈴木 直樹 スズキ ナオキ -
16 3134 1:29:15 浅古 克己 アサコ カツミ -
17 3092 1:29:28 石井 克彦 イシイ カツヒコ ＦＪＣ
18 3640 1:29:32 大田原啓 オオタワラケイ We.ラン
19 3129 1:29:54 伊藤 正毅 イトウ マサキ ＦＦＧ
20 3614 1:30:06 石原　博 イシハラ ヒロシ -
21 3287 1:30:24 高木 剛 タカギ タケシ -
22 3164 1:30:41 黒坂 実 クロサカ ミノル 矢板ＲＣ
23 3168 1:30:44 原沢 賢二 ハラサワ ケンジ 久喜菖蒲公園
24 3162 1:30:45 増田 透 マスダ トオル ＲＷＶ＿ＡＣ
25 3635 1:30:52 八代　敏和 ヤシロ トシカズ -
26 3219 1:31:17 吉澤 淳 ヨシザワ アツシ 藤倉化成
27 3144 1:31:20 疋田 勤 ヒキタ ツトム -
28 3286 1:31:28 吉澤 正光 ヨシザワ マサミツ -
29 3214 1:31:40 齋藤 純一 サイトウ ジュンイチ -
30 3501 1:31:48 佐々木 裕一 ササキ ユウイチ -
31 3306 1:31:52 腰越 郁雄 コシゴエ イクオ サトーグローバルアスリートＣ
32 3426 1:31:53 岩田 弘行 イワタ ヒロユキ 茨城牛久走友会
33 3431 1:31:55 山崎 進 ヤマザキ ススム 久喜
34 3330 1:32:10 藤岡 英二 フジオカ ヒデジ ＪＢＡＣ
35 3217 1:32:16 加來 伸介 カク シンスケ 白岡ＲＣ
36 3159 1:32:22 水上 透 ミズカミ トオル ミヤコスポーツ
37 3457 1:32:30 田中 賢行 タナカ マサユキ -
38 3170 1:33:43 鈴木 康孝 スズキ ヤスタカ チームたかさえ
39 3081 1:34:02 中島 優 ナカジマ マサル 新潟トキめきＲＣ
40 3642 1:34:02 佐藤　満 サトウミツル 聖地化ＰＪＴ
41 3050 1:34:06 室岡 義司 ムロオカ ヨシジ ワセダクラブ
42 3263 1:34:06 竹中 弘紀 タケナカ ヒロキ -
43 3441 1:34:11 花岡 淳志 ハナオカ アツシ ハナマリン
44 3010 1:34:16 磯村 国生 イソムラ クニオ 別所沼ＳＭＩＬＥ
45 3622 1:34:19 松本　誠司 マツモト セイジ -
46 3539 1:34:22 小林 暁 コバヤシ サトシ ｕｒａｗａ
47 3318 1:34:57 青木 広美 アオキ ヒロミ マサノリカヨコ
48 3041 1:35:10 鵜飼 仁 ウカイ マサシ -
49 3280 1:35:13 桟 豊樹 カケハシ トヨキ チーム三ちゃん
50 3095 1:35:19 小関 望 コセキ ノゾム タムサイ
51 3273 1:35:25 内田 佳親 ウチダ ヨシチカ Ｙ２Ｓ陸上部
52 3384 1:36:14 矢間 靖人 ヤザマ ヤスヒト 郵船
53 3395 1:36:16 古川 啓一 フルカワ ケイイチ 日本信号株式会社
54 3391 1:36:22 鳩貝 久雄 ハトガイ ヒサオ エフテック
55 3187 1:36:30 鈴木 健二 スズキ ケンジ -
56 3087 1:36:49 井上 卓也 イノウエ タクヤ ランニング・デポ
57 3345 1:36:51 金子 隆 カネコ タカシ -
58 3297 1:37:29 森泉 正寿 モリイズミ マサトシ 草加走ろう会
59 3285 1:37:39 中山 伸治 ナカヤマ シンジ -
60 3153 1:37:47 佐藤 勝彦 サトウ カツヒコ 大成横浜走友会
61 3008 1:37:52 海老原 正明 エビハラ マサアキ 久喜吉羽
62 3254 1:38:15 町田 浩之 マチダ ヒロユキ -
63 3034 1:38:18 春川 和夫 ハルカワ カズオ リスタート
64 3161 1:38:20 古澤 伸幸 フルサワ ノブユキ 越谷競走倶楽部
65 3268 1:38:26 清水 洋幸 シミズ ヒロユキ -
66 3523 1:38:27 田波 健一 タナミ ケンイチ -
67 3552 1:38:30 底 正則 ソコ マサノリ -
68 3307 1:38:46 堀江 浩之 ホリエ ヒロユキ -
69 3476 1:38:51 足部 道行 アシベ ミチユキ -
70 3179 1:38:57 谷村 聡 タニムラ サトル ウィルソンズ
71 3207 1:39:04 山ノ井 茂雄 ヤマノイ シゲオ -
72 3481 1:39:06 小山 幸好 コヤマ ユキヨシ 本太四丁目青年会ランクラブ
73 3257 1:39:09 田口 穣 タグチ ユタカ 公園Ｓ
74 3149 1:39:19 船橋 正道 フナバシ マサミチ 埼玉県庁走友会
75 3112 1:39:19 原 英起 ハラ ヒデキ チーム鴻巣西
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76 3062 1:39:24 長塩 博英 ナガシオ ヒロヒデ 白岡そうゆうかい？
77 3208 1:39:47 横山 勇一郎 ヨコヤマ ユウイチロウ ダイヤケミカル
78 3594 1:39:50 冨田 健一 トミタ ケンイチ さいたまｒｃ
79 3045 1:39:53 為平 倫之 タメヒラ トモユキ -
80 3128 1:39:54 塚原 昭男 ツカハラ アキオ ＪＡ茨城かすみ
81 3266 1:39:55 曽我 威夫 ソガ タケオ -
82 3568 1:39:59 荒井 章博 アライ アキヒロ ティップネス久喜
83 3255 1:40:04 葛西 智 カサイ サトシ -
84 3528 1:40:15 野田 知義 ノダ トモヨシ 高砂熱学工業
85 3482 1:40:15 島袋 良和 シマブクロ ヨシカズ ＰＣＩ走リューションズ
86 3425 1:40:20 野島 弥八郎 ノジマ ヤハチロウ -
87 3326 1:40:21 平井 紀男 ヒライ ノリオ 清原住電　光ＲＣ
88 3415 1:40:27 中村 勝彦 ナカムラ カツヒコ 大林組
89 3543 1:40:35 三井 朗 ミツイ アキラ 水岩ファッションサービス
90 3032 1:40:46 竹本 睦弘 タケモト ムツヒロ チーム三ちゃん
91 3249 1:40:46 野崎 義朗 ノザキ ヨシアキ -
92 3209 1:40:49 渡部 修司 ワタナベ シュウジ ＲＵＮ４８
93 3337 1:40:50 松下 純一 マツシタ ジュンイチ ＰＲＣ
94 3165 1:41:03 大高 淳 オオタカ ジュン 聖地化プロジェクト
95 3171 1:41:08 伊関 淳 イセキ アツシ -
96 3388 1:41:12 組橋 尚隆 クミハシ ヒサタカ -
97 3158 1:41:19 福原 正三 フクハラ ショウゾウ 川越ＯＬＣ
98 3493 1:41:30 齋藤 敏明 サイトウ トシアキ -
99 3299 1:41:51 大久保 和行 オオクボ カズユキ -

100 3231 1:41:51 黒沼 道成 クロヌマ ミチナリ 埼玉県庁走友会
101 3047 1:42:00 榎本 智支 エノモト サトシ ｅＡ東京
102 3177 1:42:05 岩田 惠五 イワタ ケイゴ 逗子市陸協
103 3467 1:42:06 東畑 雅昭 トウハタ マサアキ -
104 3260 1:42:09 佐山 正夫 サヤマ マサオ 千代田山岳会
105 3583 1:42:13 石岡 貴博 イシオカ タカヒロ ティップ
106 3025 1:42:15 石渡 一樹 イシワタ カズキ ZAQ
107 3489 1:42:16 糸永 悦史 イトナガ エツシ -
108 3550 1:42:24 山内 俊哉 ヤマウチ トシヤ -
109 3448 1:42:27 大野 敏生 オオノ トシオ -
110 3443 1:42:30 佐藤 哲也 サトウ テツヤ -
111 3117 1:42:44 荒木 浩一 アラキ コウイチ -
112 3221 1:43:05 杉野 勝也 スギノ カツヤ 埼玉県庁走友会
113 3584 1:43:11 片岡 誠司 カタオカ セイジ -
114 3522 1:43:15 倉田 林一 クラタ リンイチ -
115 3563 1:43:18 岡島 武彦 オカジマ タケヒコ カナガワＲＣ
116 3353 1:43:23 鈴木 正弘 スズキ マサヒロ 西６走り隊
117 3222 1:43:27 原崎 崇 ハラサキ タカシ ラン＆リンク
118 3252 1:43:32 村上 英樹 ムラカミ ヒデキ -
119 3258 1:43:36 北坂 和浩 キタサカ カズヒロ チームＯＨＳ
120 3157 1:43:40 笠岡 誠一 カサオカ セイイチ 市高走遊会
121 3116 1:43:41 富田 努 トミタ ツトム 新日本無線
122 3140 1:43:49 福島 幹夫 フクシマ ミキオ -
123 3256 1:43:52 高土居 雅法 タカドイ マサノリ ＷＲＣ
124 3103 1:44:10 中村 逸一 ナカムラ イツカズ -
125 3312 1:44:12 橋本 公一 ハシモト コウイチ 彩光プラン
126 3211 1:44:14 渡邊 義雄 ワタナベ ヨシオ 東京陸協
127 3629 1:44:23 山口　智明 - -
128 3356 1:44:24 川崎 芳夫 カワサキ ヨシオ -
129 3015 1:44:32 須田 諭 スダ サトシ 久喜市
130 3598 1:44:36 藤井 和夫 フジイ カズオ ケーオー
131 3546 1:44:45 谷岡 麻生 タニオカ アサオ 元年陸上部
132 3184 1:44:55 河上 昌夫 カワカミ マサオ -
133 3253 1:45:03 及川 謙一 オイカワ ケンイチ -
134 3437 1:45:20 本多 聡 ホンダ サトシ -
135 3277 1:45:21 筒井 成典 ツツイ マサノリ -
136 3018 1:45:22 諏訪 忠司 スワ タダシ Kuki
137 3490 1:45:28 松本 誠志 マツモト セイジ サンエー化研
138 3234 1:45:29 本澤 秀幸 ホンザワ ヒデユキ ドランカーズ
139 3494 1:45:34 高尾 誠 タカオ マコト -
140 3329 1:45:39 吉村 仁志 ヨシムラ ヒトシ みずほ証券
141 3113 1:45:44 久保田 聡 クボタ サトシ 日本信号
142 3043 1:45:44 小山 弘 コヤマ ヒロシ にわとりすと
143 3386 1:45:53 竹井 央 タケイ ヒサシ -
144 3339 1:45:57 大塚 利広 オオツカ トシヒロ ティップネス久喜
145 3394 1:45:59 高橋 弘明 タカハシ ヒロアキ -
146 3048 1:45:59 吉田 正一 ヨシダ マサカズ -
147 3582 1:46:06 近藤 宏 コンドウ ヒロシ 会社員
148 3086 1:47:02 矢島 重勝 ヤジマ シゲカツ みろもも
149 3193 1:47:07 保坂 浩司 ホサカ コウジ ビーンスターク
150 3061 1:47:11 近藤 泰生 コンドウ ヤスオウ 小山向野ＪＣ
151 3413 1:47:15 鈴木 雅弘 スズキ マサヒロ 小春の父
152 3471 1:47:17 加藤 一 カトウ ハジメ -
153 3586 1:47:19 小嶋 信一 コジマ シンイチ -
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154 3644 1:47:21 伊藤 信和 - -
155 3499 1:47:28 木村 佳正 キムラ ヨシマサ 信越化学
156 3230 1:47:28 酒井 啓介 サカイ ケイスケ -
157 3479 1:47:33 吉田 孝司 ヨシタ タカシ -
158 3206 1:47:35 水取 邦緒 ミズトリ クニオ チームイースト
159 3192 1:47:38 前田 浩一 マエダ コウイチ 黒目川走友会
160 3483 1:47:40 内田 雅章 ウチダ マサアキ 優＆陽
161 3380 1:47:44 横井 茂 ヨコイ シゲル チームホルモン
162 3374 1:47:48 梅木 誠 ウメキ マコト -
163 3488 1:47:57 渡辺 敏彦 ワタナベ トシヒコ -
164 3094 1:48:05 佐藤 順 サトウ ジュン みどり内科医院
165 3082 1:48:06 四枝 修二 ヨツエダ シュウジ -
166 3521 1:48:19 齋藤 光弘 サイトウ ミツヒロ ＫＦ
167 3166 1:48:21 広瀬 泉 ヒロセ イズミ 三菱電機
168 3447 1:48:30 藤本 正史 フジモト マサシ 走翔
169 3534 1:48:33 細井 実 ホソイ ミノル -
170 3544 1:48:36 滝田 啓 タキタ ケイ -
171 3250 1:48:45 稲垣 正久 イナガキ マサヒサ -
172 3069 1:49:13 並木 孝郎 ナミキ タカオ ボイルストン
173 3098 1:49:19 三尾 健次 ミオ ケンジ 楽喜走会
174 3311 1:49:25 中川 雅人 ナカガワ マサト -
175 3264 1:49:28 白井 孝司 シライ タカシ 別所沼スマイル
176 3554 1:49:38 上島 靖啓 ウエシマ ヤスヒロ ハッピー戦隊ハシルンジャー
177 3315 1:49:43 師岡 明人 モロオカ アキヒト -
178 3477 1:49:46 渡邊 旨紀 ワタナベ ヨシノリ -
179 3236 1:49:46 須藤 智正 ストウ トモマサ ＩＷＡＴＡ
180 3566 1:49:48 下山田 和郎 シモヤマダ カズオ 日立製作所
181 3150 1:49:50 嶺山 登 ミネヤマ ノボル -
182 3064 1:49:53 木村 聡 キムラ サトシ -
183 3068 1:50:01 小関 吉法 コセキ ヨシノリ 四季の会
184 3422 1:50:02 堀 久夫 ホリ ヒサオ 千日走会
185 3173 1:50:02 菊池 豊 キクチ ユタカ -
186 3469 1:50:06 大久保 裕一 オオクボ ユウイチ -
187 3093 1:50:15 福田 章 フクダ アキラ -
188 3325 1:50:16 福島 宗則 フクシマ ムネノリ 千日走会
189 3439 1:50:22 正木 昇 マサキ ノボル -
190 3102 1:50:28 小谷 邦彦 コタニ クニヒコ ムーブＦＡＳＴ
191 3450 1:50:30 森田 真史 モリタ マサシ ＪＥＳＳ
192 3360 1:50:42 田村 圭司 タムラ ケイジ -
193 3350 1:50:44 大高 晋 オオタカ ススム カバドッとＲＣ
194 3352 1:50:48 本田 学 ホンダ マナブ 西６走り隊
195 3407 1:50:54 岡田 吉史 オカダ ヨシフミ -
196 3383 1:51:03 石田 智朗 イシダ トモオ Ａ－ＨＩＰＰＯ
197 3348 1:51:06 広瀬 昭一 ヒロセ ショウイチ -
198 3302 1:51:06 武藤 隆 ムトウ タカシ 富双合成
199 3040 1:51:10 新井 正 アライ タダシ -
200 3323 1:51:12 中本 吉紀 ナカモト ヨシノリ -
201 3090 1:51:13 高室 博幸 タカムロ ヒロユキ ＳＤＲＣ
202 3556 1:51:15 白井 誠 シライ マコト -
203 3232 1:51:18 茂木 正己 モテギ マサミ アリーナ２１４
204 3418 1:51:22 増田 順一 マスダ ジュンイチ ＮＳＲＣ
205 3335 1:51:29 西谷 光生 ニシタニ テルオ -
206 3338 1:51:51 星野 忠彦 ホシノ タダヒコ チーム山田
207 3463 1:52:03 関口 正夫 セキグチ マサオ -
208 3278 1:52:05 岩瀬 英一郎 イワセ エイイチロウ -
209 3327 1:52:10 作田 久喜 サクタ ヒサノブ -
210 3432 1:52:10 小石 信昭 コイシ ノブアキ -
211 3136 1:52:24 渡辺 英一郎 ワタナベ エイイチロウ チーム残尿感
212 3213 1:52:39 岡安 三喜夫 オカヤス ミキオ -
213 3089 1:52:42 北里 哲也 キタザト テツヤ -
214 3427 1:53:13 松永 明宏 マツナガ アキヒロ ＨＩＰＰＯ－Ａ
215 3459 1:53:14 中西 幸宏 ナカニシ ユキヒロ -
216 3056 1:53:16 増井 薫 マスイ カオル -
217 3115 1:53:17 秋山 秀訓 アキヤマ ヒデノリ チームマグナム
218 3358 1:53:18 上條 航樹 カミジョウ コウキ 東京陸協
219 3561 1:53:20 宮崎 恒行 ミヤザキ ツネユキ -
220 3026 1:53:21 大辻 健二 オオツジ ケンジ テニスTeamVery!
221 3229 1:53:31 今井 秀和 イマイ ヒデカズ ストラップス
222 3359 1:53:32 寺尾 正 テラオ タダシ -
223 3462 1:53:36 長 達也 チョウ タツヤ -
224 3054 1:53:44 小野目 如快 オノメ ニョカイ 正傳寺
225 3197 1:53:45 前田 賢秀 マエダ マサヒデ 沼崎ＯＢ会
226 3608 1:53:56 渋沢 智 シブサワ サトシ -
227 3378 1:54:01 矢野 忠彦 ヤノ タダヒコ 新久喜総合病院
228 3438 1:54:01 笠原 靖 カサハラ ヤスシ -
229 3387 1:54:04 稲見 智 イナミ サトシ -
230 3600 1:54:04 佐久間 通友 サクマ ユキトモ -
231 3549 1:54:08 田村 克之 タムラ カツユキ -
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232 3504 1:54:09 窪田 博之 クボタ ヒロユキ ＡＬＳＯＫ埼玉
233 3296 1:54:15 藤井 秀理 フジイ ヒデタダ ヤクルト
234 3203 1:54:21 杉浦 章弘 スギウラ アキヒロ 南４５
235 3202 1:54:21 片岡 豊美 カタオカ トヨミ コマツ
236 3142 1:54:28 福島 一善 フクシマ カズヨシ ＣＪランナーズ
237 3174 1:54:30 中村 茂雄 ナカムラ シゲオ -
238 3275 1:54:31 鈴木 伸幸 スズキ ノブユキ ＤＡＣ
239 3434 1:54:42 前田 拡志 マエダ ヒロシ -
240 3237 1:54:47 渡辺 勉 ワタナベ ツトム -
241 3569 1:54:49 金子 康弘 カネコ ヤスヒロ さいしん
242 3021 1:54:50 島田 和彦 シマダ カズヒコ 農林水産省
243 3572 1:54:51 高橋 光弘 タカハシ ミツヒロ -
244 3305 1:54:59 田中 利洋 タナカ トシヒロ 不乱健酒多飲
245 3590 1:55:03 棚橋 明樹 タナハシ アキ -
246 3474 1:55:04 清水 信行 シミズ ノブユキ -
247 3176 1:55:09 塩島 健 シオジマ タケシ -
248 3627 1:55:11 増田　隆幸 マスダ タカユキ -
249 3295 1:55:18 阿部 茂昭 アベ シゲアキ 昼あんどん
250 3091 1:55:25 宮地 正治 ミヤチ マサハル -
251 3030 1:55:43 三次 利明 ミツギ トシアキ ヘッポコRun
252 3510 1:55:44 櫻井 繁道 サクライ シゲミチ -
253 3508 1:55:50 小丹 篤 コタン アツシ 我孫子ジョギングクラブ
254 3244 1:55:53 荒井 信貴 アライ ノブタカ -
255 3595 1:56:13 齋藤 敦 サイトウ アツシ -
256 3053 1:56:14 佐藤 克幸 サトウ カツユキ ＲＵＮＷＡＹ
257 3611 1:56:24 岩本　幸康 イワモト ユキヤス MC24
258 3472 1:56:35 小暮 一博 コグレ カズヒロ リカー＆フーズ　コグレ
259 3322 1:56:36 野本 健児 ノモト ケンジ ＣＲ２東日本
260 3138 1:56:41 菊池 義輝 キクチ ヨシテル -
261 3597 1:57:02 生田目 俊則 ナバタメ トシノリ 桜田一丁目
262 3282 1:57:03 増田 稔 マスダ ミノル -
263 3104 1:57:08 恩田 直一 オンダ ナオカズ 日本通信紙
264 3215 1:57:18 岩崎 雅彦 イワサキ マサヒコ 歴程
265 3355 1:57:19 高橋 仁 タカハシ ジン -
266 3553 1:57:22 水野 浩樹 ミズノ コウキ らくそう会川越
267 3145 1:57:23 杉崎 恒夫 スギサキ ツネオ ネッツ東埼玉
268 3123 1:57:23 池田 丈文 イケダ タケフミ -
269 3404 1:57:28 大工谷 真司 ダイクヤ シンジ -
270 3077 1:57:35 伊藤 順一 イトウ ジュンイチ 埼玉県庁走友会
271 3527 1:57:49 大畑 茂久 オオハタ シゲヒサ -
272 3239 1:57:50 福士 峰生 フクシ ミネオ 赤羽４８
273 3308 1:57:58 西村 経明 ニシムラ ツネアキ ＭａｙＪ．ファミリー
274 3075 1:58:04 中村 彰宏 ナカムラ アキヒロ アキランメイツ
275 3119 1:58:12 五反田屋 信明 ゴタンダヤ ノブアキ -
276 3072 1:58:16 松盛 孝 マツモリ タカシ -
277 3135 1:58:24 中村 信夫 ナカムラ ノブオ このゆびとまれ！
278 3419 1:58:26 森 和浩 モリ カズヒロ 菖蒲中学校
279 3596 1:58:27 佐藤 正樹 サトウ マサキ -
280 3491 1:58:32 伊藤 美寿 イトウ ヨシヒサ 岩淵クラブ陸上科
281 3588 1:58:34 風見 健史 カザミ タケシ エヌ・ティ・ティコム
282 3060 1:58:35 大橋 裕司 オオハシ ユウジ 蓮田市消防本部
283 3579 1:58:43 三上 敦 ミカミ アツシ -
284 3361 1:58:51 森田 謙吾 モリタ ケンゴ -
285 3006 1:58:56 斎藤 世一 サイトウ ヨイチ 桜部
286 3454 1:59:01 石橋 正行 イシバシ マサユキ ＦＣトリッキーズ
287 3507 1:59:02 小林 裕幸 コバヤシ ヒロユキ -
288 3492 1:59:05 林 立巳 ハヤシ タツミ -
289 3478 1:59:07 山谷 祐一 ヤマタニ ユウイチ -
290 3593 1:59:14 古賀 佐保 コガ サホ -
291 3398 1:59:19 野口 直毅 ノグチ ナオキ 片倉工業
292 3151 1:59:21 山田 博行 ヤマダ ヒロユキ -
293 3106 1:59:30 中村 成輝 ナカムラ セイキ ＵＡＣＪ押出加工小山
294 3125 1:59:42 高柳 浩一 タカヤナギ コウイチ ペース乱ナ～
295 3423 1:59:48 岩井 隆 イワイ タカシ 足利市社会福祉協議会
296 3516 1:59:51 野沢 宏一郎 ノザワ コウイチロウ チームにんにく
297 3609 1:59:55 中村 圭介 ナカムラ ケイスケ -
298 3612 1:59:56 長谷川　圭三 ハセガワ ケイゾウ -
299 3574 1:59:57 田代 浩司 タシロ コウジ 清水建設株式会社
300 3063 1:59:58 工藤 和重 クドウ カズシゲ Ｅランニング
301 3317 1:59:58 内田 宗宏 ウチダ ムネヒロ 童友社
302 3011 2:00:07 実川 勉 ジツカワ ツトム yamaha
303 3270 2:00:08 青木 克浩 アオキ カツヒロ アルザル
304 3017 2:00:10 松本 博之 マツモト ヒロユキ 鷲宮
305 3005 2:00:12 甲 栄一 キノエ エイイチ 株式会社アルビオン
306 3636 2:00:17 浅井　孝夫 アサイ タカオ -
307 3503 2:00:18 佐々木 隆文 ササキ タカフミ -
308 3444 2:00:19 山田 敦 ヤマダ アツシ -
309 3370 2:00:20 島村 悟 シマムラ サトル 大宮走りゃえ～会
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310 3205 2:00:21 大橋 光司 オオハシ ミツシ ＊＊杉戸走友会＊＊
311 3334 2:00:22 松澤 尚利 マツサワ ナオトシ -
312 3604 2:00:29 長島 千泰 ナガシマ ユキヤス トヨタＬＦ埼玉
313 3485 2:00:30 新沼 浩 ニイヌマ ヒロシ -
314 3446 2:00:30 瀬尾 俊哉 セオ トシヤ -
315 3163 2:00:34 谷山 章夫 タニヤマ アキオ -
316 3410 2:00:37 武藤 政治 ムトウ マサハル -
317 3525 2:00:45 渡辺 晃 ワタナベ アキラ -
318 3529 2:00:51 田嶋 了 タシマ サトル -
319 3283 2:00:52 赤塚 幸重 アカツカ ユキシゲ -
320 3146 2:00:53 小野寺 一志 オノデラ カツシ -
321 3127 2:00:53 稲木 均 イナキ ヒトシ 新船橋
322 3567 2:00:58 相澤 勝己 アイザワ カツミ 春日部東
323 3001 2:00:58 島田 日出夫 シマダ ヒデオ Jabraws
324 3624 2:01:01 山本　茂貴 ヤマモト シゲキ 桃ちゃん
325 3393 2:01:05 西川 聰 ニシカワ サトシ -
326 3259 2:01:33 斉藤 芳彦 サイトウ ヨシヒコ ＭＲ－ＴＥＣＨ
327 3190 2:01:40 我謝 俊明 ガシャ トシアキ -
328 3247 2:02:01 金子 利幸 カネコ トシユキ 時間内完走
329 3228 2:02:10 二宮 成夫 ニノミヤ シゲオ -
330 3603 2:02:13 波多 正俊 ハタ マサトシ -
331 3557 2:02:16 筧 実好 カケヒ ミヨシ -
332 3290 2:02:21 山本 信久 ヤマモト ノブヒサ -
333 3084 2:02:27 佐藤 由幸 サトウ ヨシユキ よっちゃん愉快
334 3100 2:02:34 竹鼻 純一 タケハナ ジュンイチ -
335 3227 2:02:47 三浦 孝之 ミウラ タカユキ 元戸田喜沢中
336 3331 2:02:48 神田 裕司 カンダ ユウジ -
337 3570 2:02:49 小松田 陽一 コマツダ ヨウイチ ＳＧかつしか
338 3589 2:03:03 齋藤 宏之 サイトウ ヒロユキ -
339 3101 2:03:28 西尾 文宏 ニシオ フミヒロ 水酔会
340 3181 2:03:44 豊嶋 一人 トシマ カズト チームかずまい
341 3201 2:03:48 鈴木 慎二 スズキ シンジ 走る猫の会
342 3420 2:04:16 中村 正治 ナカムラ マサハル -
343 3293 2:04:20 鈴木 博之 スズキ ヒロユキ -
344 3137 2:04:26 北村 和敏 キタムラ カズトシ ドラッカーラン
345 3014 2:04:27 武井 達雄 タケイ タツオ 武井組とゆかいな仲間たち
346 3147 2:04:40 内田 隆信 ウチダ タカノブ -
347 3036 2:04:55 山本 龍彦 ヤマモト タツヒコ -
348 3099 2:04:57 小泉 肇 コイズミ ハジメ アルコール中学生
349 3465 2:05:00 山本 達也 ヤマモト タツヤ ＩＵＣ
350 3592 2:05:07 田沼 信行 タヌマ ノブユキ -
351 3392 2:05:10 竹内 督晃 タケウチ マサアキ -
352 3097 2:05:25 小野内 好秋 オノウチ ヨシアキ 日本通信紙
353 3003 2:05:42 加藤 陽一郎 カトウ ヨウイチロウ 町屋で５時！
354 3188 2:05:43 大島 昇 オオシマ ノボル ＯＥＣＣ
355 3167 2:05:50 福田 敏夫 フクダ トシオ -
356 3044 2:06:23 井出 伸弘 イデ ノブヒロ -
357 3613 2:06:33 小山　幸夫 コヤマ ユキオ -
358 3545 2:06:43 酒井 正彦 サカイ マサヒコ 酒井整形
359 3453 2:06:43 齊藤 真吾 サイトウ シンゴ 齊藤　真吾
360 3430 2:07:00 入江 美明 イリエ ヨシアキ -
361 3141 2:07:05 藤 弘美 フジ ヒロミ -
362 3615 2:07:06 中山　千雅史 ナカヤマ チカシ -
363 3576 2:07:07 佐野 敬 サノ タカシ -
364 3533 2:07:11 加藤 毅 カトウ タケシ -
365 3421 2:07:12 遠藤 正春 エンドウ マサハル -
366 3628 2:07:15 降矢　寿三 フルヤ トシゾウ -
367 3216 2:07:21 小田 清 オダ キヨシ 高橋組久喜支店
368 3281 2:07:29 篠塚 昇 シノヅカ ノボル -
369 3416 2:07:39 渡部 昇 ワタベ ノボル -
370 3440 2:07:53 岡村 靖路 オカムラ ヤスジ -
371 3578 2:08:03 山本 高廣 ヤマモト タカヒロ 株式会社ワコム
372 3414 2:08:07 飯塚 茂巳 イイヅカ シゲミ -
373 3131 2:08:09 郷間 彰 ゴウマ アキラ ＣＦＲびわこ
374 3606 2:08:10 福岡 彦一 フクオカ ヒコイチ 椿山純米酒熱燗?楽部
375 3631 2:08:11 渋谷　学 シブヤ マナブ -
376 3083 2:08:20 田川 順一 タガワ ジュンイチ 笠松走友会
377 3320 2:08:23 村山 茂 ムラヤマ シゲル -
378 3314 2:08:42 赤須 勤 アカス ツトム -
379 3204 2:08:55 泉 英介 イズミ エイスケ 走りマックス
380 3519 2:09:02 山本 直人 ヤマモト ナオト 西東京市
381 3639 2:09:02 竹内　一浩 タケウチ カズヒロ -
382 3460 2:09:09 髙橋 義春 タカハシ ヨシハル 凸版印刷
383 3405 2:09:10 後藤 勝徳 ゴトウ カツノリ ちいちい
384 3502 2:09:12 伊藤 正市 イトウ ショウイチ 筑波走明会
385 3130 2:09:15 齋藤 雅彦 サイトウ マサヒコ みやびくらぶ
386 3191 2:09:25 武井 義徳 タケイ ヨシノリ -
387 3120 2:09:29 後藤田 英昭 ゴトウダ ヒデアキ -
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388 3220 2:09:32 飯野 一則 イイノ カズノリ -
389 3517 2:09:45 豊島 拓人 トヨシマ タクヒト けらあん
390 3200 2:10:14 本橋 晃 モトハシ アキラ ねこまた
391 3620 2:10:19 益子　篤行 マスコ アツユキ -
392 3373 2:10:26 寒河江 豊 サガエ ユタカ 東中野坂上
393 3587 2:10:34 田上 英明 タガミ ヒデアキ 日本信号
394 3316 2:10:35 澤田 朗 サワダ アキラ -
395 3309 2:10:37 吉田 正信 ヨシダ マサノブ 富士通ＦＥ
396 3451 2:10:42 曳地 武史 ヒキチ タケシ 浦和市高走友会
397 3037 2:10:43 高橋 孝栄 タカハシ コウエイ -
398 3276 2:10:57 越前 千尋 エチゼン チヒロ -
399 3524 2:10:57 針ヶ谷 昌之 ハリガヤ マサユキ 株式会社エーアールツー
400 3487 2:11:07 橋本 祐司 ハシモト ユウジ アキランメイツ
401 3637 2:11:07 小久保　浩 コクボ ヒロシ -
402 3626 2:11:11 宮城　康男 ミヤギ ヤスオ (株)フジハウジング
403 3555 2:11:50 鈴木 孝行 スズキ タカユキ -
404 3224 2:12:00 石塚 厚光 イシヅカ アツテル -
405 3342 2:12:02 本道 和樹 ホンドウ カズキ -
406 3194 2:12:08 佐藤 由浩 サトウ ヨシヒロ -
407 3424 2:12:10 内山 敏明 ウチヤマ トシアキ ３年Ｃ組
408 3059 2:12:15 馬越 正明 マゴシ マサアキ -
409 3080 2:12:18 酒井 裕二 サカイ ユウジ -
410 3619 2:12:21 冨岡　邦雄 トミオカ クニオ NPO法人あどぼ
411 3540 2:12:32 宮原 正行 ミヤハラ マサユキ 麦走会
412 3542 2:12:37 塩澤 直樹 シオザワ ナオキ 筑坂
413 3074 2:12:38 林 昌宏 ハヤシ マサヒロ -
414 3248 2:13:06 迎 秀雄 ムカイ ヒデオ ＭＵＴＯ９
415 3122 2:13:17 渡辺 典之 ワタナベ ノリユキ 日本カルミック
416 3452 2:14:02 遠藤 仁根 エンドウ ヒトネ ＡＫＩ－ＲＵＮＭＡＴＥＳ
417 3506 2:14:34 宮本 武彦 ミヤモト タケヒコ かるらん
418 3547 2:14:40 中村 豊 ナカムラ ユタカ 日興通信
419 3347 2:14:48 内海 正文 ウツミ マサフミ -
420 3349 2:14:52 小野 元嗣 オノ モトツグ -
421 3397 2:14:57 藤原 健 フジワラ タケシ 日本信号
422 3139 2:14:59 谷口 徹 タニグチ トオル -
423 3585 2:15:03 竹石 守雄 タケイシ モリオ -
424 3180 2:15:06 江袋 雅通 エブクロ マサミチ -
425 3500 2:15:12 山崎 時弘 ヤマザキ トキヒロ 志木ファイターズ
426 3433 2:15:36 横澤 弘昌 ヨコサワ ヒロマサ -
427 3616 2:15:39 蜂須賀　喜泰 ハチスカ キヨシ 久喜市
428 3300 2:15:48 松浦 伸一 マツウラ シンイチ 吉川まっちゃんず
429 3368 2:16:01 水谷 太 ミズタニ フトシ 清原住電
430 3573 2:16:16 廣瀬 亮 ヒロセ アキラ 公立大学法人長野大学
431 3096 2:16:24 山本 敦 ヤマモト アツシ -
432 3155 2:16:27 小野田 孝一 オノダ コウイチ -
433 3298 2:16:33 三輪 龍士 ミワ タツシ ＭＩＰ
434 3496 2:16:36 箕輪 克美 ミノワ カツミ -
435 3535 2:17:05 阿部 克彦 アベ カツヒコ -
436 3538 2:17:05 藤沼 信幸 フジヌマ ノブユキ -
437 3601 2:17:38 遠山 勉 トオヤマ ツトム 東武会計センター
438 3363 2:18:03 中村 芳浩 ナカムラ ヨシヒロ -
439 3210 2:18:03 佐藤 英世 サトウ ヒデヨ 焼肉　亀せん
440 3016 2:18:07 塚本 英彦 ツカモト ヒデヒコ 日本信号㈱
441 3417 2:18:23 佐藤 靖男 サトウ ヤスオ 瞳ドル
442 3632 2:18:44 吉野　淳 ヨシノ ジュン -
443 3039 2:18:48 奥井 正光 オクイ マサミツ 越谷ＭＣ
444 3303 2:18:55 三本木 佳広 サンボンギ ヨシヒロ ｋｆｓ
445 3341 2:19:07 松井 信孝 マツイ ノブタカ -
446 3480 2:19:15 高秀 喜幸 タカヒデ ヨシユキ -
447 3429 2:19:37 岡田 昭吾 オカダ ショウゴ -
448 3577 2:19:51 島田 裕行 シマダ ヒロユキ -
449 3073 2:20:13 土屋 一郎 ツチヤ イチロウ 極洋
450 3409 2:20:19 茂呂 益彦 モロ マスヒコ -
451 3351 2:20:23 野本 武仁 ノモト タケヒト 板通（株）
452 3240 2:21:39 柴田 篤 シバタ アツシ -
453 3403 2:21:47 小林 敏也 コバヤシ トシヤ -
454 3212 2:21:48 佐藤 和之 サトウ カズユキ ＹＡＧ
455 3399 2:21:48 栗橋 宏 クリハシ ヒロシ さわやかネット
456 3406 2:22:03 堀池 健 ホリイケ タケシ ＳＭＣ
457 3354 2:22:16 浅見 一広 アサミ カズヒロ ＳＮＢバスケ部
458 3412 2:22:26 黒澤 敏也 クロサワ トシヤ -
459 3336 2:22:55 小美野 恭輝 コミノ ヤステル -
460 3291 2:22:58 小野 順一 オノ ジュンイチ 四季の会
461 3436 2:23:01 前川 泰宏 マエカワ ヤスヒロ 石神井ジョギング部
462 3618 2:23:09 鈴木　一弘 スズキ カズヒロ -
463 3340 2:23:11 武藤 徹 ムトウ トオル 日本信号
464 3199 2:23:23 山口 真 ヤマグチ シン 東鷲宮クラブ
465 3559 2:23:35 坂下 学 サカシタ マナブ -
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466 3085 2:23:45 小野 幸宏 オノ サチヒロ -
467 3449 2:23:47 新井 和幸 アライ カズユキ -
468 3475 2:24:01 嶌村 友希 シマムラ トモキ -
469 3333 2:24:02 垣内 則行 カキウチ ノリユキ -
470 3456 2:24:26 佐藤 信義 サトウ ノブヨシ セキスイハイム
471 3107 2:24:44 大西 裕史 オオニシ ヒロフミ -
472 3442 2:25:03 永津 和彦 ナガツ カズヒコ アキランメイツ
473 3605 2:25:05 関根 謙一郎 セキネ ケンイチロウ 株式会社ミクロ精工
474 3033 2:25:32 近藤 聡司 コンドウ サトシ アキランメイツ
475 3012 2:25:37 豊村 昌彦 トヨムラ マサヒコ ジュベニール白岡OB
476 3571 2:25:56 関口 和己 セキグチ カズキ -
477 3518 2:26:12 永野 修 ナガノ オサム -
478 3284 2:26:24 小橋 満 コバシ ミツル 越後抄
479 3132 2:27:02 小黒 俊夫 オグロ トシオ -
480 3464 2:27:10 中出 繁 ナカイデ シゲル -
481 3526 2:27:23 小室 博 コムロ ヒロシ チームスマイル
482 3445 2:27:45 島田 善行 シマダ ヨシユキ -
483 3241 2:27:47 氏家 博 ウジイエ ヒロシ 仮面ラッキー
484 3513 2:28:19 永墓 潔 ナガツカ キヨシ だいきよし
485 3591 2:28:42 荻山 誠二 オギヤマ セイジ -
486 3364 2:28:53 大塚 公一郎 オオツカ コウイチロウ -
487 3124 2:28:59 森久保 泰弘 モリクボ ヤスヒロ 出版共同流通
488 3621 2:29:27 金子　典明 カネコ ノリアキ -
489 3185 2:30:09 鈴木 隆 スズキ タカシ -
490 3052 2:30:24 落合 英男 オチアイ ヒデオ チームマグナム
491 3461 2:30:51 桑原 正和 クワハラ マサカズ -
492 3396 2:31:46 林 和彦 ハヤシ カズヒコ 日本信号
493 3385 2:31:57 神永 茂樹 カミナガ シゲキ -
494 3638 2:31:58 市村　富雄 イチムラ トミオ 男伊達にゃんこ
495 3019 2:32:06 吉田 雅一 ヨシダ マサイチ SCSK
496 3169 2:33:59 石丸 弘 イシマル ヒロシ 仏滅会
497 3599 2:34:33 中村 匡志 ナカムラ タダシ -
498 3401 2:34:45 溝口 義浩 ミゾグチ ヨシヒロ -
499 3114 2:34:57 瀬下 好久 セシモ ヨシヒサ ＭＥネオペＲＣ
500 3400 2:35:12 渡辺 信秀 ワタナベ ノブヒデ -
501 3458 2:36:10 米田 仁 ヨネダ ヒトシ ＳＪＮＫ
502 3243 2:36:33 西村 博文 ニシムラ ヒロフミ -
503 3495 2:36:38 亀井 昇 カメイ ノボル 一和ランナーズ
504 3531 2:36:51 齋藤 和彦 サイトウ カズヒコ -
505 3235 2:37:14 羽吉 邦明 ハヨシ クニアキ -
506 3537 2:37:14 内村 文則 ウチムラ フミノリ -
507 3233 2:37:38 吉田 登 ヨシダ ノボル -
508 3377 2:38:03 高松 伸二 タカマツ シンジ 新久喜総合病院
509 3195 2:38:11 菅野 守 カンノ マモル -
510 3565 2:38:12 柴田 浩 シバタ ヒロシ ＲＵＮＶＩＣ
511 3551 2:38:16 関 比呂志 セキ ヒロシ 長野県信用組合
512 3607 2:38:18 岡村 康正 オカムラ ヤスマサ -
513 3643 2:38:18 小林　和義 - -
514 3058 2:38:56 吉野 裕宣 ヨシノ ヒロノブ アキランメイツ
515 3564 2:39:03 榎本 一明 エノモト カズアキ 小林小
516 3473 2:39:22 齋藤 豊 サイトウ ユタカ 東彩ガス
517 3484 2:39:29 落合 雅人 オチアイ マサト 足利銀行
518 3310 2:39:59 田中 成明 タナカ シゲアキ ＪＯＬＦ
519 3532 2:40:00 三橋 義治 ミツハシ ヨシハル -
520 3272 2:40:03 山本 健一郎 ヤマモト ケンイチロウ -
521 3402 2:40:04 河野 正通 コウノ マサミチ ランジョグ
522 3411 2:40:05 田中 寿久 タナカ ヤスヒサ 久喜市役所
523 3548 2:41:15 戸坂 秀一 トサカ シュウイチ -
524 3428 2:43:09 西宮 健司 ニシミヤ ケンジ チームＫ
525 3530 2:43:15 杉野 智一 スギノ トモカズ -
526 3511 2:43:17 中山 裕康 ナカヤマ ヒロヤス -
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4 ハーフマラソン　一般男子（60歳代以上）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 4046 1:28:19 遠山 貴夫 トオヤマ タカオ -
2 4039 1:29:03 増田 和弘 マスダ カズヒロ -
3 4308 1:29:45 三上山　一二 ミカミヤマ カツジ 野辺地モラル事務所
4 4085 1:32:15 永井 恒 ナガイ ヒサシ -
5 4033 1:33:12 小島 豊 コジマ ユタカ 羽生陸協
6 4183 1:35:53 大嶋 健一 オオシマ ケンイチ ＦＯＲ　ＴＯＫＹＯ
7 4249 1:37:09 岩崎 祐吉 イワサキ ユウキチ -
8 4064 1:37:17 館野 博 タテノ ヒロシ 小山向野ＪＣ
9 4294 1:37:37 田村　和男 タムラ カズオ -

10 4151 1:37:39 神崎 博 カンザキ ヒロシ 新井病院
11 4076 1:38:23 平山 啓次 ヒラヤマ ケイジ でんでんむし
12 4124 1:38:30 森谷 博行 モリヤ ヒロユキ -
13 4028 1:38:41 坂本 正弘 サカモト マサヒロ 草加走ろう会
14 4352 1:39:33 冨田　文夫 トミタ フミオ -
15 4240 1:39:51 菅沼 澄夫 スガヌマ スミオ -
16 4235 1:40:35 戸谷 豊継 トヤ トヨツグ -
17 4222 1:40:43 大久保 賢二 オオクボ ケンジ -
18 4021 1:40:49 土屋 和延 ツチヤ カズノブ 青梅信用金庫陸上部
19 4111 1:40:58 齋藤 育孝 サイトウ イクタカ 立教ワンゲル
20 4359 1:41:04 黒田　賢一郎 クロダ ケンイチロウ 東日本銀行OB
21 4079 1:41:10 深井 友市 フカイ トモイチ -
22 4083 1:41:17 郷田 賢也 ゴウダ ケンヤ サンシャイン久喜
23 4264 1:42:53 小宮山 浩 コミヤマ ヒロシ 鴻巣楽しく走る会
24 4173 1:43:05 荒井 伸明 アライ ノブアキ 香日向
25 4262 1:43:40 今野 賢 コンノ マサル 加須走友会
26 4255 1:43:45 篠﨑 隆次 シノザキ リュウジ ヘレナ研究所
27 4360 1:44:07 八木橋　義憲 ヤギハシ ヨシノリ -
28 4132 1:44:09 青木 武志 アオキ タケシ 毎日興業アリーナ久喜
29 4347 1:44:11 河野　保 カワノ タモツ 川口市消防局
30 4102 1:44:14 湯浅 秀昭 ユアサ ヒデアキ 樂走組
31 4252 1:44:54 菊地 信夫 キクチ ノブオ さな・ほのさわＲＣ
32 4216 1:44:55 神田 徳司 カンダ トクジ -
33 4042 1:44:59 樽見 正行 タルミ マサユキ 熊谷ＡＣ
34 4342 1:44:59 織田　義秋 オダ ヨシアキ 草加JOGS
35 4178 1:45:08 高尾 博二 タカオ ヒロジ -
36 4086 1:45:09 小尾 俊一 オビ シュンイチ 越谷ＭＣ
37 4017 1:45:13 長島 新一 ナガシマ シンイチ 大袋走友会
38 4195 1:45:24 佐々木 徹佑 ササキ テツユウ -
39 4032 1:45:29 杉山 三義 スギヤマ ミツヨシ -
40 4055 1:45:30 平井 哲夫 ヒライ テツオ あかね走友会
41 4122 1:45:32 玉田 博文 タマダ ヒロフミ 仙台明走会関東支部
42 4328 1:45:32 石井　成美 イシイ シゲヨシ ナルミクラブ
43 4026 1:45:32 渡辺 一博 ワタナベ カズヒロ カルソカンセイ
44 4184 1:45:56 保坂 朗 ホサカ アキラ -
45 4317 1:45:57 永安　薫 ナガヤス カオル -
46 4050 1:46:10 鈴木 友夫 スズキ トモオ ＭＡＧＴＥＣ
47 4071 1:46:10 吉村 章 ヨシムラ アキラ -
48 4238 1:46:44 田中 益夫 タナカ マスオ くるみちゃん
49 4273 1:46:50 千葉 松夫 チバ マツオ -
50 4277 1:47:10 中村 徹 ナカムラ トオル 中村道場ＲＣ
51 4341 1:47:17 加藤　功 カトウ イサオ 宮代MM走友会
52 4108 1:47:28 前田 理司 マエダ サトジ -
53 4160 1:47:33 岩下 英司 イワシタ エイジ -
54 4275 1:47:49 石橋 芳夫 イシバシ ヨシオ -
55 4237 1:48:04 関口 清 セキグチ キヨシ 釈迦ランニングクラブ
56 4243 1:48:10 福岡 新弥 フクオカ シンヤ 二枚目走友会
57 4107 1:48:13 西川 昭 ニシカワ アキラ -
58 4066 1:48:14 鈴木 晴男 スズキ ハルオ 兄貴会
59 4074 1:48:27 飯塚 豊治 イイヅカ トヨジ 葛生アスリート
60 4051 1:48:48 鳴河 敬一 ナルカワ ケイイチ 東武鉄道
61 4075 1:48:54 岡江 裕司 オカエ ヒロシ チームくものこ
62 4293 1:49:07 日野　幸雄 ヒノ ユキオ 聖地化プロジェクト
63 4150 1:49:18 北山 重信 キタヤマ シゲノブ -
64 4200 1:49:52 古川 亮三 コガワ リョウゾウ -
65 4127 1:50:07 藤原 秋広 フジワラ アキヒロ 若桜くらぶ
66 4167 1:50:18 佐生 和彦 サショウ カズヒコ パルケスタ
67 4129 1:50:51 大嶽 壽太郎 オオダケ ジュタロウ -
68 4206 1:51:00 板倉 重典 イタクラ シゲノリ -
69 4035 1:51:13 本夛 治雄 ホンダ ハルオ -
70 4218 1:51:15 福地 恒夫 フクチ ツネオ ＲＷＶ
71 4210 1:51:18 山田 久男 ヤマダ ヒサオ -
72 4030 1:51:38 松崎 秀光 マツザキ ヒデミツ -
73 4073 1:51:45 小西 淳一 コニシ ジュンイチ ＨＭＣ
74 4180 1:51:53 山 滋 ヤマ シゲル -
75 4169 1:52:03 田部田 富夫 タベタ トミオ -
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76 4118 1:52:29 吉岡 由夫 ヨシオカ ヨシオ -
77 4250 1:52:44 下平 雅典 シモダイラ マサノリ ヤクルト応援団
78 4123 1:53:07 飯島 貴美男 イイジマ キミオ -
79 4220 1:53:11 長峰 正光 ナガミネ マサミツ -
80 4223 1:53:15 清水 茂 シミズ シゲル 浮谷ＳＣ
81 4356 1:53:27 青木　武男 アオキ タケオ 平野クラブ
82 4265 1:53:30 唐沢 郁勇 カラサワ イクオ -
83 4198 1:53:53 徳永 孝志 トクナガ タカシ -
84 4364 1:54:11 武田　信幸 タケダ ノブユキ -
85 4117 1:54:17 小坂 和佳 コサカ カズヨシ -
86 4057 1:54:30 芝崎 栄一 シバサキ エイイチ 明走會ＪＰＮ
87 4097 1:54:31 倉沢 健二 クラサワ ケンジ チームキャラ
88 4267 1:54:34 大崎 直紀 オオサキ ナオキ 川口技研
89 4191 1:54:34 田中 國彦 タナカ クニヒコ 川越走友会
90 4034 1:54:46 麻生 実 アソウ ミノル 無限界
91 4060 1:55:00 藤村 達巳 フジムラ タツミ -
92 4287 1:55:15 田村　薫 タムラ カオル -
93 4350 1:55:21 市川　博 イチカワ ヒロシ アーリーバード
94 4292 1:55:31 槙納　秀美 マキノ ヒデミ -
95 4177 1:55:32 梅山 英雄 ウメヤマ ヒデオ -
96 4001 1:55:40 伊藤　隆 - 山中グループ
97 4059 1:55:43 鈴木 規廣 スズキ ノリヒロ 久喜菖蒲公園ＪＣ
98 4205 1:55:54 山口 利雄 ヤマグチ トシオ -
99 4131 1:56:00 野澤 正 ノザワ タダシ チームわたらせ

100 4369 1:56:23 金古　富士夫 カネコ フジオ 金古工務店
101 4247 1:56:28 田辺 均 タナベ ヒトシ -
102 4141 1:56:31 江連 良久 エヅレ ヨシヒサ -
103 4006 1:56:44 緒澤 恒雄 オザワ ツネオ 湘南エスカルゴ
104 4165 1:57:02 松本 直樹 マツモト ナオキ -
105 4115 1:57:22 伊藤 洋一 イトウ ヨウイチ 鵠海ランナーズ
106 4144 1:57:51 石田 和朗 イシダ カズアキ -
107 4084 1:57:51 宮田 和美 ミヤタ カズミ 百合丘ＡＣ
108 4300 1:57:57 大泉　政彦 オオイズミ マサヒコ MRF
109 4190 1:58:07 江藤 泰弘 エトウ ヤスヒロ -
110 4088 1:58:09 渋谷 正美 シブヤ マサミ -
111 4031 1:58:12 秋田 修 アキタ オサム -
112 4194 1:58:35 武田 有司 タケダ ユウジ 乱遊会
113 4036 1:58:47 宮崎 富司 ミヤザキ トミジ かぐらＳＡＣ
114 4094 1:58:56 前田 晃 マエダ アキラ 末吉工業ＪＣ
115 4284 1:58:59 市村　保 イチムラ タモツ -
116 4140 1:59:24 美和 新一 ミワ シンイチ -
117 4309 1:59:25 金井　正伊 カナイ マサタダ -
118 4226 1:59:27 母原 利男 モハラ トシオ -
119 4346 1:59:29 後藤　力 ゴトウ チカラ -
120 4199 1:59:29 山中 浩司 ヤマナカ コウジ ＮＨＯ＊ＯＢ
121 4109 1:59:33 平山 武文 ヒラヤマ タケフミ 栗原走友会
122 4303 1:59:46 蓮見　典保 ハスミ ノリヤス -
123 4133 1:59:59 小畑 利明 コハタ トシアキ ＲＲＣ
124 4157 2:00:02 大島 誠一郎 オオシマ セイイチロウ 埼玉県庁走友会
125 4248 2:00:04 門井 一夫 カドイ カズオ ライゼ清輝苑
126 4100 2:00:16 鵜野 森一 ウノ モリイチ チーム４７
127 4135 2:00:19 野崎 賢治 ノザキ ケンジ ハッピーラン
128 4259 2:00:26 布川 勝彦 ヌノカワ カツヒコ -
129 4126 2:00:32 佐藤 貞彦 サトウ サダヒコ -
130 4291 2:00:39 坂本　優 サカモト マサル -
131 4002 2:00:40 かわだ きよし カワダ キヨシ 会社員
132 4176 2:00:55 寛野 三郎 カンノ サブロウ -
133 4353 2:01:04 森山　久 モリヤマ ヒサシ -
134 4043 2:01:10 後藤 洋一 ゴトウ ヨウイチ -
135 4049 2:01:33 岩崎 明生 イワサキ アキオ 久喜菖蒲公園Ｊ
136 4327 2:01:38 川島　豊 カワシマ ユタカ -
137 4224 2:02:17 千原 茂昭 チハラ シゲアキ -
138 4251 2:02:29 駒井 貞夫 コマイ サダオ -
139 4228 2:02:33 瓶子 正博 ヘイシ マサヒロ 立大ＲＷＶ
140 4072 2:02:34 渡辺 恒男 ワタナベ ツネオ -
141 4061 2:02:39 友政 哲 トモマサ サトシ -
142 4225 2:02:43 渡邊 一利 ワタナベ カズトシ -
143 4302 2:02:57 坂牧　光義 サカマキ ミツヨシ -
144 4188 2:02:57 川嶋 卓 カワシマ タク 幸手走友会
145 4104 2:03:20 佐藤 喜好 サトウ キヨシ -
146 4232 2:03:38 金井 輝充 カナイ テルミツ -
147 4355 2:03:50 赤尾　俊紀 アカオ トシキ -
148 4236 2:03:56 末宗 三知夫 スエムネ ミチオ -
149 4339 2:04:07 関口　正 セキグチ タダシ -
150 4372 2:04:10 川島 芳之 - -
151 4274 2:04:15 常川 与四男 ツネカワ ヨシヲ -
152 4130 2:04:41 石井 洋 イシイ ヒロシ -
153 4067 2:04:50 瀬戸 典夫 セト ノリオ 白岡夜人ＲＣ
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154 4099 2:04:53 野水 眞 ノミズ マコト -
155 4025 2:05:04 伊藤 耕一 イトウ コウイチ -
156 4196 2:05:08 田中 裕 タナカ ユタカ -
157 4013 2:05:26 大野 聡 オオノ サトル 鷲宮弦代ＪＣ
158 4331 2:05:34 川原田　福司 カワハラダ フクジ -
159 4323 2:05:44 並木　一郎 ナミキ イチロウ -
160 4203 2:05:53 廣澤 三郎 ヒロサワ サブロウ 立大ワンゲル
161 4193 2:05:57 吉澤 清一 ヨシザワ セイイチ 入間市黒須ＲＣ
162 4022 2:06:11 樋口 重雄 ヒグチ シゲオ ヒットザロード
163 4348 2:06:28 小松　洋助 コマツ ヨウスケ -
164 4136 2:06:28 村山 修 ムラヤマ オサム -
165 4263 2:06:30 島村 秀夫 シマムラ ヒデオ -
166 4119 2:06:31 丹波 克実 タンバ カツミ マラソン完走クラブ
167 4103 2:06:31 鈴木 健治 スズキ ケンジ -
168 4365 2:06:56 鵜浦　達雄 ウウラ タツオ -
169 4120 2:07:01 泉山 哲 イズミヤマ サトル アキランメイツ
170 4241 2:07:08 高橋 衛 タカハシ マモル -
171 4179 2:07:13 岡田 充郎 オカダ ミツオ -
172 4005 2:07:17 木場田 繁 コバタ シゲル JAXA
173 4231 2:07:21 小暮 勇 コグレ イサム -
174 4003 2:07:24 仲村 徹 ナカムラ トオル rolarunningclub
175 4334 2:07:27 天渡　義雄 テント ヨシオ -
176 4219 2:07:36 大枝 幹夫 オオエダ ミキオ 新北斗
177 4113 2:07:43 門井 邦夫 カドイ クニオ -
178 4336 2:07:54 森田　衛司 モリタ エイジ -
179 4175 2:08:01 大塚 哲男 オオツカ テツオ -
180 4045 2:08:03 青柳 利男 アオヤギ トシオ 鶴ヶ島ＥＲＣ
181 4182 2:08:11 清久 春義 キヨク ハルヨシ 品川ランナーズテラス
182 4029 2:08:14 横井 守 ヨコイ マモル 春日部内牧
183 4091 2:08:16 坂本 道夫 サカモト ミチオ -
184 4276 2:08:23 西中 正利 ニシナカ マサトシ -
185 4052 2:08:27 佐藤 正俊 サトウ マサトシ さくら悠々会
186 4288 2:08:41 斉藤　竹男 サイトウ タケオ -
187 4367 2:08:57 矢島　一雄 ヤジマ カズオ -
188 4168 2:08:59 富田 久志 トミタ ヒサシ -
189 4340 2:09:16 石橋　勝 イシバシ マサル -
190 4098 2:09:18 田中 正 タナカ タダシ -
191 4197 2:09:34 植木 隆造 ウエキ リュウゾウ まるランニングクラブ
192 4014 2:09:40 岡野 三樹雄 オカノ ミキオ ｅｍｉｙｓ
193 4137 2:09:40 木村 慶一 キムラ ケイイチ 川内優輝応援団
194 4333 2:09:50 関口　聡 セキグチ サトシ 関東管区行政評価局
195 4156 2:10:01 只野 健 タダノ タケシ -
196 4330 2:10:29 土屋　信男 ツチヤ ノブオ -
197 4381 2:10:40 若山　忠司 ワカヤマ　タダシ -
198 4371 2:10:43 上岡 照雄 - -
199 4110 2:10:43 水野 勝己 ミズノ カツミ -
200 4370 2:10:46 櫛下　利治 クシゲ トシハル -
201 4112 2:10:50 柴崎 和雄 シバサキ カズオ 風来坊の会
202 4254 2:10:55 大塚 潔 オオツカ キヨシ -
203 4329 2:11:01 三浦　智 ミウラ サトシ -
204 4311 2:11:02 野口　芳典 ノグチ ヨシノリ 三浦RC
205 4211 2:11:08 引間 貞章 ヒキマ サダアキ 走酔道楽者の会
206 4212 2:11:27 今井 治雄 イマイ ハルオ -
207 4192 2:11:29 辻永 義隆 ツジエ ヨシタカ -
208 4271 2:11:33 秋葉 三佐男 アキバ ミサオ -
209 4063 2:11:34 宮島 崇 ミヤジマ タカシ ワ・スレ種
210 4082 2:11:44 笹嶋 貢 ササジマ ミツギ かすみ走ラン会
211 4018 2:11:49 福山 泰夫 フクヤマ ヤスオ 浦和駄馬の会
212 4324 2:11:54 五十嵐　義行 イガラシ ヨシユキ 宮代MM走友会
213 4004 2:12:04 谷田貝 秀雄 ヤタガイ ヒデオ 社会福祉法人久喜同仁会
214 4027 2:12:07 鈴木 勲 スズキ イサオ 生田緑地
215 4305 2:12:27 山岸　聡 ヤマギシ サトシ -
216 4092 2:12:31 福島 祐一 フクシマ ユウイチ 福島クリニック
217 4143 2:12:43 石川 志朗 イシカワ シロウ セントラル秋田
218 4221 2:13:12 赤井 正二 アカイ ショウジ 所沢シルバー
219 4134 2:13:12 後藤 直記 ゴトウ ナオキ 府中Ｊタワー
220 4306 2:13:19 松島　孝博 マツシマ タカヒロ -
221 4298 2:13:28 篠崎　優 シノザキ マサル -
222 4257 2:13:39 岩森 潔 イワモリ キヨシ -
223 4187 2:13:42 宮道 壽一 ミヤミチ ジュイチ 空
224 4062 2:14:11 岡田 幸作 オカダ コウサク -
225 4318 2:14:28 関根　賢治 セキネ ケンジ 久喜スキークラブ
226 4286 2:14:29 森山　実 モリヤマ ミノル -
227 4349 2:14:39 神田　耕一郎 カンダ コウイチロウ 上内小学校
228 4009 2:14:46 渡辺 保 ワタナベ タモツ なし
229 4246 2:14:47 大賀 正浩 オオガ マサヒロ ランナーズエム
230 4154 2:14:54 林 章宏 ハヤシ アキヒロ 走りマックス
231 4056 2:15:38 野沢 豊 ノザワ ユタカ ＳＵＳＨＩ１
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232 4174 2:15:49 加藤 良雄 カトウ ヨシオ しんきん走遊会
233 4114 2:15:58 平藤 親男 ヒラトウ チカオ 伊奈
234 4244 2:16:30 下垣 久 シモガキ ヒサシ -
235 4295 2:16:38 吉満　恭二 ヨシミツ キョウジ -
236 4242 2:16:58 石井 正晴 イシイ マサハル -
237 4048 2:17:06 国友 淳一 クニトモ ジュンイチ 久喜聖地化ＰＪ
238 4053 2:17:10 新井 孝明 アライ タカアキ -
239 4078 2:17:17 牧田 安男 マキタ ヤスオ -
240 4229 2:17:43 森 繁樹 モリ シゲキ Ｇｉｏｉｒｅ
241 4268 2:17:54 井下 清倫 イノシタ キヨミチ 個人
242 4322 2:17:57 奈良　晴夫 ナラ ハルオ -
243 4258 2:18:15 平山 操 ヒラヤマ ミサオ 港マラソンクラブ
244 4047 2:18:26 花村 順 ハナムラ ジュン -
245 4204 2:18:51 石山 貢好 イシヤマ ミツヨシ -
246 4147 2:19:00 木村 行男 キムラ ユキオ -
247 4095 2:19:02 寿原 英樹 スハラ ヒデキ 浦和北ＲＣ
248 4008 2:19:03 細見 雅生 ホソミ マサオ 個人
249 4007 2:19:22 石田 旭 イシダ アキラ 無職
250 4343 2:19:47 八木橋　信雄 ヤギハシ ノブオ 東京オペラシティ熱供給(株)
251 4201 2:19:49 岩崎 良雄 イワサキ ヨシオ アキランメイツ
252 4296 2:20:00 安齋　善男 アンザイ ヨシオ 日本空手協会
253 4316 2:20:12 板橋　義紀 イタバシ ヨシノリ -
254 4234 2:20:14 砂川 隆秀 スナカワ タカヒデ -
255 4313 2:20:27 田口　伸二 タグチ シンジ -
256 4321 2:20:36 金子　守 カネコ マモル -
257 4312 2:20:45 星　徹 ホシ トオル -
258 4125 2:21:22 井口 順 イグチ ジュン -
259 4023 2:21:26 入澤 誠五 イリサワ セイゴ 楽走人ＲＣ
260 4016 2:21:30 大野 信夫 オオノ ノブオ -
261 4081 2:21:33 岡野 勝俊 オカノ カツトシ -
262 4172 2:22:13 高橋 晃 タカハシ アキラ -
263 4320 2:22:22 土屋　光男 ツチヤ ミツオ -
264 4230 2:23:14 高津戸 隆 タカツド タカシ 全農
265 4166 2:23:21 長岡 芳雄 ナガオカ ヨシオ -
266 4357 2:23:24 荒木　登 アラキ ノボル -
267 4170 2:23:25 播摩 章 ハリマ アキラ -
268 4239 2:23:27 小口 登 オグチ ノボル -
269 4368 2:24:10 大石　美樹 オオイシ ミキ -
270 4301 2:24:31 阿部　信雄 アベ ノブオ -
271 4185 2:25:39 小幡 雅之 オバタ マサユキ 錦ヶ原走遊会
272 4217 2:25:41 遠藤 俊雄 エンドウ トシオ -
273 4011 2:25:45 野村 亨 ノムラ トオル IPCC
274 4116 2:25:47 木下 恵介 キノシタ ケイスケ ＭＭ走友会
275 4233 2:25:50 高橋 勲 タカハシ イサオ -
276 4010 2:26:08 芳埜 次夫 ヨシノ ツグオ なし
277 4041 2:26:53 里川 日出人 サトカワ ヒデト 坂戸走友会
278 4335 2:27:41 藤原　秀貴 フジハラ ヒデキ 宮代MM走友会
279 4373 2:28:27 - - -
280 4280 2:28:47 渡邉 敏章 ワタナベ トシアキ -
281 4314 2:29:47 廣田　耕治 ヒロタ コウジ -
282 4290 2:29:57 坂本　和雄 サカモト カズオ -
283 4019 2:30:04 坪木 憲治 ツボキ ケンジ たんぽぽの綿毛
284 4213 2:30:07 堀内 尚寿 ホリウチ ヒサトシ 日本信号
285 4162 2:30:08 伊藤 知昭 イトウ トモアキ -
286 4090 2:30:09 土屋 文男 ツチヤ フミオ -
287 4307 2:30:46 星野　道男 ホシノ ミチオ 宮代MM走友会
288 4337 2:31:12 岩﨑　勝好 イワサキ カツヨシ -
289 4282 2:31:41 高橋　完造 タカハシ カンゾウ -
290 4285 2:32:18 井草　宣義 イグサ ノブヨシ -
291 4310 2:33:36 田中　秀典 タナカ ヒデノリ -
292 4281 2:34:26 安斎　明典 アンザイ アキノリ 武蔵UMC
293 4299 2:34:46 山崎　信明 ヤマザキ ノブアキ -
294 4354 2:36:00 篠崎　三男 シノザキ ミツオ -
295 4152 2:36:03 安斎 敏雄 アンザイ トシオ 川口ジョギング
296 4270 2:36:05 青田 次郎 アオタ ジロウ -
297 4096 2:36:21 矢崎 義光 ヤザキ ヨシミツ ＲＣ砂田会
298 4363 2:36:35 遠藤　義和 エンドウ ヨシカズ -
299 4279 2:37:07 宇賀 和夫 ウガ カズオ -
300 4068 2:37:17 東 義則 アヅマ ヨシノリ 日本信号
301 4325 2:37:59 三浦　一三 ミウラ カズミ -
302 4080 2:38:09 寺下 治孝 テラシタ ハルタカ 埼玉県庁走友会
303 4128 2:39:46 遠藤 秀男 エンドウ ヒデオ -
304 4338 2:39:46 白石　善己 シライシ ヨシミ TCT
305 4332 2:39:52 荒井　信男 アライ ノブオ -
306 4297 2:39:55 梅田　茂 ウメダ シゲル -
307 4089 2:40:08 内田 勝久 ウチダ カツヒサ -
308 4146 2:40:37 森 誠治 モリ セイジ -
309 4283 2:44:23 岸　正弘 キシ マサヒロ -
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5 ハーフマラソン　高校生・一般女子（39歳以下）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 5056 1:25:03 長能 彩美 ナガノ アヤミ 白岡ＲＣ
2 5054 1:25:47 篠﨑 理紗 シノザキ リサ -
3 5165 1:30:11 桶田 香菜 オケダ カナ さいたま市陸協
4 5076 1:31:32 岡林 聡美 オカバヤシ サトミ 美肌洗隊◇ＢＲ
5 5171 1:32:59 有留 蘭 アリドメ ラン -
6 5077 1:34:46 小柳 里帆 コヤナギ リホ -
7 5066 1:35:43 長岡 麻衣 ナガオカ マイ さいたま市陸協
8 5063 1:36:17 石橋 友香 イシバシ ユウカ 白岡ＲＣ
9 5163 1:38:22 金子 愛美 カネコ マナミ ランラン東京

10 5161 1:41:56 清水 友美 シミズ トモミ -
11 5140 1:45:34 小峰 萌 コミネ モエ -
12 5043 1:45:43 柴崎 友美 シバサキ トモミ -
13 5235 1:46:19 内田　晴花 ウチダ ハルカ 武蔵野銀行　久喜支店
14 5137 1:46:21 門山 桃子 カドヤマ モモコ -
15 5168 1:49:58 柴崎 亜希子 シバザキ アキコ -
16 5207 1:51:38 寺嶋 沙織 テラシマ サオリ -
17 5148 1:52:17 鈴木 智子 スズキ サトコ ＲＡＷ
18 5081 1:53:41 手塚 真由美 テヅカ マユミ -
19 5219 1:54:18 大河内 麻江 オオコウチ アサエ -
20 5131 1:54:41 湯山 和恵 ユヤマ カズエ 水戸ランナー塾
21 5084 1:54:59 葛西 美涼 カサイ ミスズ 小林精肉店
22 5217 1:55:19 福井 めい フクイ メイ -
23 5154 1:55:30 木村 早希 キムラ サキ -
24 5057 1:55:32 山本 さくら ヤマモト サクラ -
25 5065 1:56:05 石原 景子 イシハラ ケイコ メガロス本八幡
26 5172 1:56:38 徳山 由布 トクヤマ ユウ -
27 5155 1:56:54 浦 もみじ ウラ モミジ -
28 5237 1:57:12 - - -
29 5020 1:58:02 渡辺 佳央里 ワタナベ カオリ なし
30 5150 1:58:19 山本 希望 ヤマモト ノゾミ ひまわり薬局
31 5228 1:58:40 髙山　順子 タカヤマ ジュンコ -
32 5102 1:58:44 三浦 和代 ミウラ カズヨ こじらせランナーズ
33 5044 1:59:28 増田 梨沙 マスダ リサ -
34 5002 2:00:05 飯島 幸枝 イイジマ ユキエ 株式会社白岡薬局
35 5026 2:00:25 東浦 仁美 ヒガシウラ ヒトミ 久喜市
36 5157 2:01:17 椎田 成美 シイダ ナルミ -
37 5004 2:01:20 渡辺 瞳 ワタナベ ヒトミ 所属なし
38 5136 2:02:22 山口 優子 ヤマグチ ユウコ -
39 5185 2:02:23 伊藤 希 イトウ ノゾミ -
40 5216 2:02:24 関口 純子 セキグチ ジュンコ -
41 5009 2:02:25 島 直子 シマ ナオコ マカロニ
42 5230 2:02:36 露木　希 ツユキ ノゾミ 県立高等学校生
43 5146 2:02:45 鈴木 瑞子 スズキ ミズコ -
44 5055 2:02:54 篠田 裕子 シノダ ユウコ -
45 5059 2:03:12 畑中 佳那子 ハタナカ カナコ -
46 5164 2:03:15 山口 奈々子 ヤマグチ ナナコ ＴＥＡＭうの
47 5042 2:04:06 鈴木 佐梨 スズキ サリ -
48 5007 2:04:33 花井 梨恵子 ハナイ リエコ みなと赤十字病院
49 5153 2:05:03 野口 夏子 ノグチ ナツコ -
50 5129 2:05:29 池田 沙紀 イケダ サキ -
51 5134 2:06:07 峯村 貴江 ミネムラ タカエ -
52 5201 2:06:14 田村 仁菜 タムラ ヒロナ -
53 5231 2:06:48 露木　恵 ツユキ メグミ 大学生
54 5024 2:07:09 須之内 麻美 スノウチ アサミ 株式会社ヴァンドームヤマダ
55 5103 2:07:17 瀬川 千紘 セガワ チヒロ こじらせランナーズ
56 5144 2:07:39 古川 久仁子 コガワ クニコ -
57 5215 2:08:05 福岡 きめら フクオカ キメラ 椿山純米酒熱燗?楽部
58 5015 2:08:27 松本 恵里佳 マツモト エリカ 久喜クラブ
59 5199 2:08:31 荻山 夏美 オギヤマ ナツミ -
60 5158 2:08:35 古庄 美穂 フルショウ ミホ -
61 5109 2:08:50 及川 愛梨 オイカワ アイリ -
62 5067 2:09:18 白石 紀子 シライシ ノリコ -
63 5206 2:09:30 関山 侑紀 セキヤマ ユキ -
64 5108 2:09:40 高崎 真理子 タカサキ マリコ -
65 5062 2:10:28 黒川 めぐみ クロカワ メグミ -
66 5114 2:10:35 根岸 かおり ネギシ カオリ -
67 5227 2:10:48 田中　恵子 タナカ ケイコ -
68 5149 2:10:57 嶋村 かおり シマムラ カオリ さいたま走友会
69 5177 2:11:55 船橋 祐香 フナバシ ユカ -
70 5060 2:11:58 高野 栄理子 タカノ エリコ -
71 5200 2:12:28 住田 裕美 スミタ ヒロミ -
72 5122 2:12:42 澤田 愛 サワダ アイ 中馬塾
73 5121 2:12:53 吉田 千代子 ヨシダ チヨコ プリンセスフィズ池袋
74 5022 2:13:02 田中 伶奈 タナカ レイナ 久喜市立栗橋小学校
75 5214 2:13:02 金井 仁美 カナイ ヒトミ -
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76 5071 2:14:17 新田 裕香 ニッタ ユカ -
77 5184 2:14:19 高久 文枝 タカク フミエ -
78 5202 2:14:49 板垣 璃帆 イタガキ リホ -
79 5126 2:15:05 山王堂 美紀 サンノウドウ ミキ チームＳＡＮ
80 5196 2:15:12 小林 智絵 コバヤシ チエ 公設宮代福祉医療センター　六花
81 5187 2:15:19 竹澤 理央 タケザワ リオ -
82 5211 2:15:32 伊藤 鈴香 イトウ スズカ -
83 5018 2:15:33 佐藤 麻衣子 サトウ マイコ 日本学生支援機構
84 5112 2:15:34 早川 響子 ハヤカワ キョウコ -
85 5075 2:15:37 有泉 美咲 アリイズミ ミサキ ヴェルフェル
86 5124 2:16:07 中野 涼夏 ナカノ スズカ 花徳
87 5087 2:16:18 恩村 樹里子 オンムラ キリコ 新久喜総合病院
88 5166 2:16:52 今井 麻鈴 イマイ マリン -
89 5031 2:17:32 田河 佐知子 タガワ サチコ ESR
90 5133 2:17:36 高橋 ひとみ タカハシ ヒトミ -
91 5138 2:17:50 秋庭 宏美 アキバ ヒロミ ハートデンタルクリニック
92 5212 2:18:37 山本 由紀 ヤマモト ユキ -
93 5069 2:19:10 小杉 翠 コスギ ミドリ -
94 5110 2:19:52 田島 ちあき タジマ チアキ ＳＣＲ
95 5003 2:20:17 黒須 映里 クロス エリ 白岡薬局
96 5145 2:20:33 宗形 真帆 ムナカタ マホ ＹＫＫＡＰ株式会社
97 5001 2:20:44 原田　希 - 株式会社クライムホーム
98 5220 2:20:51 亀井 絢子 カメイ アヤコ -
99 5224 2:21:25 江本 さやか エモト サヤカ -

100 5005 2:21:52 諏訪 美香 スワ ミカ _
101 5159 2:21:57 須賀 麻理代 スガ マリヨ -
102 5229 2:22:12 丹野　南 タンノ ミナミ -
103 5198 2:22:34 佐久間 陽子 サクマ ヨウコ -
104 5033 2:22:43 荒沼 奈々 アラヌマ ナナ 久喜小学校
105 5221 2:22:45 浅見 朱里 アザミ ジュリ やなぎ
106 5139 2:22:59 市原 あゆみ イチハラ アユミ かるらん
107 5088 2:23:14 比嘉 花絵 ヒガ ハナエ 新久喜総合病院
108 5180 2:23:23 上田 亜紗子 ウエダ アサコ -
109 5098 2:23:37 森田 直子 モリタ ナオコ 新久喜総合病院
110 5115 2:23:42 加藤 三菜美 カトウ ミナミ -
111 5012 2:23:56 村山 友記 ムラヤマ ユキ チームTangWang
112 5135 2:24:01 嶌村 有季乃 シマムラ ユキノ -
113 5017 2:24:10 渋谷 友理香 シブヤ ユリカ 日本信号株式会社
114 5119 2:24:19 平形 沙良 ヒラカタ サラ 登山部
115 5192 2:24:24 標 恵伝 シメギ エデン -
116 5082 2:24:25 尾崎 聡子 オザキ サトコ てとっこＲＣ
117 5048 2:25:56 野村 有貴 ノムラ ユキ Ｊａｙｂｉｒｄ
118 5061 2:25:56 近藤 奈緒子 コンドウ ナオコ -
119 5047 2:26:01 脇坂 愛 ワキサカ アイ -
120 5174 2:26:06 皆米 由衣 ミナゴメ ユイ -
121 5132 2:26:16 葛西 舞美 カサイ マミ -
122 5032 2:26:39 竹田 梨沙 タケダ リサ なし
123 5034 2:26:39 伊東 さおり イトウ サオリ 教員
124 5226 2:26:44 中村 夏美 ナカムラ ナツミ -
125 5092 2:26:45 矢野 理紗子 ヤノ リサコ -
126 5006 2:26:52 福川 真由美 フクガワ マユミ クラシス株式会社
127 5236 2:26:58 林　蓮華 リンリョナ -
128 5016 2:27:04 松木 良子 マツキ リョウコ 久喜クラブ
129 5188 2:27:06 片瀬 優子 カタセ ユウコ -
130 5213 2:27:25 宮前 璃奈 ミヤマエ リナ -
131 5039 2:27:31 佐藤 真耶 サトウ マヤ 名大精神科
132 5053 2:27:32 小川 幸奈 オガワ ユキナ -
133 5175 2:28:03 田嶋 千彩 タシマ チサ -
134 5028 2:28:25 江頭 綾花 エガシラ アヤカ 会社員
135 5008 2:28:27 岡部 あずさ オカベ アズサ 久喜市在住
136 5051 2:28:46 鉢呂 美代子 ハチロ ミヨコ -
137 5170 2:29:15 伊藤 亜由美 イトウ アユミ -
138 5223 2:29:17 渡邉 美花 ワタナベ ミカ -
139 5169 2:29:44 中村 萌子 ナカムラ モエコ -
140 5083 2:29:48 猪股 亜衣 イノマタ アイ -
141 5037 2:30:00 井上 恵梨奈 イノウエ エリナ -
142 5106 2:30:36 馬場 葉月 ババ ハヅキ 日本信号
143 5086 2:31:22 松薗 亜沙美 マツゾノ アサミ 新久喜総合病院
144 5205 2:32:08 乙部 純子 オトベ ジュンコ -
145 5151 2:32:58 浅野 恵里香 アサノ エリカ -
146 5095 2:33:24 佐藤 綾美 サトウ アヤミ 新久喜総合病院
147 5218 2:33:28 森 沙緒理 モリ サオリ -
148 5078 2:33:29 野本 萌実 ノモト メグミ -
149 5096 2:33:32 西口 沙也佳 ニシグチ サヤカ 新久喜総合病院
150 5189 2:33:37 藤澤 真理子 フジサワ マリコ -
151 5118 2:33:56 山本 若菜 ヤマモト ワカナ 登山部
152 5090 2:34:01 百瀬 莉奈 モモセ リナ -
153 5160 2:34:22 斎藤 美穂 サイトウ ミホ -
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154 5181 2:35:31 上田 理恵子 ウエダ リエコ -
155 5099 2:35:47 山野 ゆかり ヤマノ ユカリ 新久喜総合病院
156 5030 2:36:09 高野 楓 タカノ カエデ 損保ジャパン日本興亜
157 5123 2:36:23 中野 恵美理 ナカノ エミリ -
158 5116 2:36:43 小野田 暢子 オノダ ノブコ Ａｒｏｕｔｅ
159 5143 2:37:08 志村 智子 シムラ トモコ -
160 5195 2:37:25 神野 美保 ジンノ ミホ -
161 5107 2:38:46 福田 有花 フクダ ユカ 日本信号
162 5191 2:39:55 岩本 美絵 イワモト ミエ -
163 5079 2:40:06 伊丹 真澄 イタミ マスミ アキランメイツ
164 5209 2:40:08 池上 怜佳 イケガミ レイカ 実践女子大学
165 5210 2:40:09 井上 鈴菜 イノウエ スズナ 日本女子体育大学
166 5011 2:40:15 大塚 美紅 オオツカ ミク 武井組とゆかいな仲間たち
167 5010 2:40:20 白石 茜 シライシ アカネ 武井組とゆかいな仲間たち
168 5232 2:40:25 中島　智美 ナカジマ トモミ -
169 5093 2:40:28 黒田 小百合 クロダ サユリ 新久喜総合病院
170 5050 2:40:42 阿座上 結花 アザカミ ユカ 藤倉化成
171 5038 2:40:57 清宮 久美子 セイミヤ クミコ -
172 5183 2:42:29 相馬 望恵佳 ソウマ モエカ Ｓｂｉｅ
173 5091 2:45:49 岡崎 絵里依 オカザキ エリイ -
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6 ハーフマラソン　一般女子（40歳代）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 6017 1:26:40 勝浦 みどり カツウラ ミドリ 白岡ＲＣ
2 6019 1:31:29 大谷 祐美 オオタニ ユミ -
3 6073 1:34:19 尾崎 美智代 オザキ ミチヨ -
4 6039 1:36:27 境 由理香 サカイ ユリカ -
5 6001 1:36:35 鈴木 奈美 スズキ ナミ なし
6 6011 1:36:53 山田 恭子 ヤマダ キョウコ 浦安ランナーズ
7 6045 1:37:15 樋口 紅三子 ヒグチ クミコ ＮＥＳ－ＲＣ
8 6095 1:38:06 松崎 由紀 マツザキ ユキ まるＲＣ
9 6163 1:41:14 木村 千春 キムラ チハル -

10 6126 1:41:37 岩田 雅美 イワタ マサミ 逗子市陸協
11 6035 1:42:08 葭本 志乃 ヨシモト シノ ここあＲＣ
12 6087 1:42:22 光岡 由美江 ミツオカ ユミエ -
13 6037 1:43:13 松尾 恵子 マツオ ケイコ -
14 6122 1:43:45 米倉 由美 ヨネクラ ユミ Ｔ－Ａ．Ｔ
15 6117 1:45:59 花井 悦子 ハナイ エツコ -
16 6055 1:46:00 佐藤 春奈 サトウ ハルナ 白岡ＲＣ
17 6097 1:46:27 氏家 なみ恵 ウジイエ ナミエ なんちゃってラン
18 6084 1:46:51 松岡 薫 マツオカ カオル 楽健走会
19 6145 1:47:22 坂本 愛 サカモト アイ ビッグツリー
20 6024 1:48:17 友清 紀子 トモキヨ ノリコ さいたま走翔
21 6078 1:48:25 石井 明美 イシイ アケミ -
22 6068 1:48:59 金山 幸枝 カナヤマ ユキエ -
23 6018 1:50:38 丸山 美佐恵 マルヤマ ミサエ チームマグナム
24 6060 1:50:52 松本 紳子 マツモト ノブコ 日本信号
25 6075 1:51:24 小林 有里 コバヤシ ユリ -
26 6088 1:53:28 塚田 京子 ツカダ キヨウコ -
27 6164 1:53:52 加藤 昌代 カトウ マサヨ -
28 6056 1:53:56 宮川 尚子 ミヤガワ ナオコ ＮＫＲＣ
29 6048 1:54:25 染谷 博美 ソメヤ ヒロミ さいたま走友会
30 6147 1:55:02 芦田 千英 アシダ チエ -
31 6127 1:55:16 吉倉 千佳子 ヨシクラ チカコ -
32 6023 1:55:26 関根 今日子 セキネ キョウコ ホシ子
33 6166 1:56:28 岩本　裕子 イワモト ヒロコ -
34 6065 1:57:17 橋爪 初恵 ハシヅメ ハツエ -
35 6050 1:57:32 渡邉 美香 ワタナベ ミカ 明走會ＪＰＮ
36 6036 1:57:54 宮野入 仁美 ミヤノイリ ヒトミ -
37 6101 1:57:56 岩地 康子 イワチ ヤスコ かけっこ軍団
38 6027 1:58:30 恒川 直美 ツネカワ ナオミ -
39 6146 1:59:03 奥澤 裕美子 オクザワ ユミコ なんちゃってラン
40 6167 1:59:10 藤本 じゅん フジモトジュン まるRC
41 6022 1:59:12 堤 信恵 ツツミ ノブエ -
42 6077 2:00:10 戸谷 路恵 トヤ ミチエ -
43 6016 2:00:24 長南 早紀子 チョウナン サキコ -
44 6041 2:00:34 豊嶋 麻衣子 トシマ マイコ チームかずまい
45 6030 2:00:45 清水 和美 シミズ カズミ -
46 6105 2:00:55 米田 菜穂子 ヨネタ ナホコ -
47 6128 2:01:02 福島 佳代 フクシマ カヨ -
48 6115 2:01:07 鈴木 恵里子 スズキ エリコ -
49 6044 2:01:13 下村 淑美 シモムラ ヨシミ ＹＯＧ
50 6140 2:01:59 古橋 香代子 フルハシ カヨコ -
51 6047 2:02:02 松浦 千歌 マツウラ チカ 吉川まっちゃんず
52 6014 2:02:08 和知 香 ワチ カオリ -
53 6120 2:02:35 佐藤 亜也子 サトウ アヤコ -
54 6053 2:03:21 森田 美穂 モリタ ミホ -
55 6161 2:04:02 新井 早苗 アライ サナエ なんちゃってＲＵＮ
56 6168 2:05:05 豊嶋 麻衣子 - -
57 6038 2:05:06 梶原 聡子 カジハラ サトコ -
58 6067 2:05:07 池田 雪絵 イケダ ユキエ -
59 6096 2:05:16 岡本 頼子 オカモト ヨリコ -
60 6069 2:05:24 永島 敦子 ナガシマ アツコ 菖蒲公園ＪＣ
61 6021 2:06:00 柴崎 美季 シバサキ ミキ -
62 6100 2:06:04 須永 恭子 スナガ キョウコ 旅パン
63 6054 2:06:12 石川 絹子 イシカワ キヌコ -
64 6119 2:07:23 小河原 麻子 オガワラ アサコ -
65 6091 2:07:26 石井 史恵 イシイ フミエ -
66 6131 2:07:59 野口 律子 ノグチ リツコ -
67 6165 2:08:19 石山　祐子 イシヤマ ユウコ -
68 6064 2:08:30 永嶋 留衣子 ナガシマ ルイコ -
69 6125 2:08:33 内山 仁美 ウチヤマ ヒトミ -
70 6139 2:09:28 千葉 富士子 チバ フジコ -
71 6032 2:09:37 高橋 恵美子 タカハシ エミコ -
72 6062 2:09:41 田原 美江 タハラ ヨシエ -
73 6025 2:10:29 韓 和貞 ハン ファジョン -
74 6089 2:10:31 中里 真理子 ナカザト マリコ ＹＯＧ
75 6049 2:10:50 川島 浩子 カワシマ ヒロコ -
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76 6098 2:10:53 山岸 聡子 ヤマギシ サトコ 大宮共立病院
77 6113 2:11:15 嘉和知 竹子 カワチ タケコ -
78 6144 2:11:53 渡部 陽子 ワタナベ ヨウコ -
79 6010 2:12:15 山家 悦子 ヤマガ エツコ なし
80 6157 2:12:18 小池 真弓 コイケ マユミ ＤＩＣ館林
81 6129 2:12:22 荻島 貴代 オギシマ タカヨ -
82 6076 2:12:30 神山 陽子 カミヤマ ヨウコ -
83 6072 2:12:34 本道 智子 ホンドウ トモコ -
84 6061 2:12:34 三本木 祐子 サンボンギ ユウコ ｋｆｓ
85 6155 2:12:40 田幡 容子 タバタ ヨウコ -
86 6110 2:12:42 佐々木 徳子 ササキ ノリコ -
87 6080 2:12:49 向井 香里 ムカイ カオリ 新久喜総合病院
88 6162 2:12:50 黒岩 由枝 クロイワ ヨシエ ＬＩＸＩＬ
89 6004 2:12:57 田之頭 房子 タノカシラ フサコ 会社員
90 6094 2:13:03 牧野 恵美 マキノ エミ -
91 6057 2:13:15 太田 佳子 オオタ ヨシコ 今井病院
92 6012 2:13:39 原田 裕未 ハラダ ヒロミ -
93 6112 2:14:46 天本 和子 アマモト カズコ -
94 6118 2:15:17 東 尚子 ヒガシ ナオコ -
95 6103 2:15:19 若林 久美子 ワカバヤシ クミコ チームアルパカ
96 6003 2:15:23 波田野 由紀 ハタノ ユキ 無所属
97 6020 2:15:34 香本 真江 コウモト ミチエ -
98 6090 2:15:51 木村 麻子 キムラ アサコ -
99 6116 2:16:03 森 みゆき モリ ミユキ -

100 6093 2:16:23 須藤 弥生 スドウ ヤヨイ -
101 6109 2:16:56 小島 佐江子 コジマ サエコ -
102 6026 2:17:37 倉本 民 クラモト タミ -
103 6134 2:18:20 水盛 朋恵 ミズモリ トモエ -
104 6066 2:18:23 若狹 裕美子 ワカサ ユミコ -
105 6009 2:18:53 鈴木 麻衣子 スズキ マイコ (株)ｶﾝﾄｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
106 6121 2:19:06 吉田 恵美 ヨシダ エミ -
107 6160 2:20:06 野村 幸代 ノムラ サチヨ -
108 6031 2:21:13 中山 美保 ナカヤマ ミホ -
109 6156 2:21:30 岸 曜子 キシ ヨウコ -
110 6106 2:22:09 渡辺 志保子 ワタナベ シホコ -
111 6137 2:22:09 相馬 佐穂 ソウマ サホ Ｓｂｉｅ
112 6059 2:22:58 小野 地里 オノ チサト 四季の会
113 6099 2:23:40 酒井 浩子 サカイ ヒロコ -
114 6154 2:25:11 中山 セイコ ナカヤマ セイコ -
115 6063 2:25:17 福本 麻理子 フクモト マリコ 市高ラン
116 6083 2:27:04 ルカルヴェ クリステル ルカルヴェ クリステル -
117 6132 2:28:46 土渕 真美 ツチブチ マサミ -
118 6052 2:29:21 江川 由里子 エガワ ユリコ -
119 6046 2:29:27 吉岡 知 ヨシオカ トモ 千里ランラン
120 6070 2:29:45 川上 和恵 カワカミ カズエ -
121 6138 2:30:42 岩橋 麻湖 イワハシ マコ -
122 6051 2:31:16 小川 敏子 オガワ トシコ -
123 6143 2:31:39 中村 綾 ナカムラ アヤ -
124 6152 2:31:53 五十嵐 美和子 イガラシ ミワコ -
125 6007 2:32:45 近野 直子 コンノ ナオコ アナハイム・エレクトロニクス
126 6034 2:33:04 土屋 富美江 ツチヤ トミエ -
127 6104 2:33:08 堀江 康子 ホリエ ヤスコ -
128 6085 2:35:10 渡辺 美緒 ワタナベ ミオ -
129 6159 2:35:30 齋藤 慶子 サイトウ ケイコ -
130 6124 2:35:56 菅野 静枝 スガノ シズエ -
131 6151 2:35:57 入澤 留美子 イリサワ ルミコ -
132 6102 2:36:13 正田 睦 ショウダ ムツミ -
133 6081 2:38:06 齋藤 千寿子 サイトウ チズコ 新久喜総合病院
134 6114 2:38:14 佐山 直子 サヤマ ナオコ -
135 6082 2:38:27 太田 泰子 オオタ ヤスコ -
136 6006 2:38:30 折原 美智子 オリハラ ミチコ 武井組とゆかいな仲間たち
137 6013 2:38:50 島田 涼子 シマダ リョウコ くまちゃい
138 6123 2:39:58 秋澤 あゆみ アキザワ アユミ -
139 6141 2:40:19 千田 愛子 チダ ヨシコ -
140 6158 2:40:57 佐藤 香織 サトウ カオリ -
141 6153 2:41:05 松井 千恵子 マツイ チエコ -
142 6111 2:54:06 北原 由美恵 キタハラ ユミエ -
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7 ハーフマラソン　一般女子（50歳代）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 7032 1:38:48 中村 絵理 ナカムラ エリ ザバス和光
2 7074 1:43:48 石井 雅子 イシイ マサコ -
3 7029 1:44:27 神田 幸江 カンダ サチエ -
4 7001 1:46:04 藤森 保代 フジモリ ヤスヨ 無し
5 7044 1:46:17 伊藤 聖子 イトウ ショウコ 草加走ろう会
6 7066 1:46:35 阪口 由紀 サカグチ ユキ -
7 7012 1:47:04 丸子 薫 マルコ カオル バリーズ
8 7064 1:48:34 藤井 恵美子 フジイ エミコ ラフラフＲＣ
9 7027 1:49:05 竹原 育子 タケハラ イクコ 白岡ＲＣ

10 7079 1:53:57 岩崎 敦子 イワサキ アツコ -
11 7043 1:54:45 竹内 雅子 タケウチ マサコ アトミクラブ
12 7039 1:54:48 小倉 さゆり オグラ サユリ -
13 7033 1:56:34 玉田 由紀子 タマダ ユキコ -
14 7050 1:57:19 高橋 道代 タカハシ ミチヨ -
15 7007 1:57:20 吉森 弥生 ヨシモリ ヤヨイ -
16 7017 2:00:39 中島 隆子 ナカジマ タカコ -
17 7040 2:00:53 ギバード サンディ ギバード サンディ 市民ランナー聖地化プロジェクト
18 7025 2:01:37 松川 正子 マツカワ マサコ -
19 7084 2:02:27 星野 綾子 ホシノ アヤコ -
20 7016 2:04:04 白井 真弓 シライ マユミ -
21 7103 2:04:08 中野 三和 - -
22 7087 2:04:09 成宮 春美 ナリミヤ ハルミ -
23 7013 2:04:24 大嶋 澄子 オオシマ スミコ ピングー
24 7081 2:04:53 浦 美智子 ウラ ミチコ -
25 7006 2:04:55 山本 美也子 ヤマモト ミヤコ ティップネス久喜
26 7056 2:05:04 山田 晴美 ヤマダ ハルミ -
27 7041 2:05:46 竹沢 由紀子 タケザワ ユキコ -
28 7065 2:05:54 石川 宏子 イシカワ ヒロコ -
29 7035 2:06:19 大室 豊子 オオムロ トヨコ -
30 7090 2:07:16 秋本 美佐子 アキモト ミサコ -
31 7038 2:07:29 天内 優子 アマナイ ユウコ -
32 7009 2:08:28 水野 智子 ミズノ トモコ チームマグナム
33 7022 2:08:56 栗原 ひとみ クリハラ ヒトミ -
34 7028 2:09:19 沼田 久美子 ヌマタ クミコ 槻の森ＪＣ
35 7014 2:10:23 久保田 かおる クボタ カオル コバトン
36 7024 2:10:32 田中 友子 タナカ トモコ -
37 7047 2:10:49 中山 京子 ナカヤマ キョウコ -
38 7021 2:11:28 山本 恭子 ヤマモト キョウコ -
39 7057 2:12:12 脇村 泰枝 ワキムラ ヤスエ ３年Ｃ組
40 7062 2:12:16 船橋 かほり フナバシ カホリ -
41 7019 2:13:02 長谷川 浩美 ハセガワ ヒロミ -
42 7101 2:14:01 今村　紀代美 イマムラ キヨミ -
43 7077 2:14:33 川邊 雅子 カワベ マサコ -
44 7102 2:15:12 細野　美香 ホソノ ミカ -
45 7078 2:16:43 伊藤 あけみ イトウ アケミ 筑波走明会
46 7059 2:16:54 松尾 美香 マツオ ミカ -
47 7049 2:17:51 野本 史子 ノモト フミコ -
48 7070 2:17:52 中山 淳子 ナカヤマ アツコ -
49 7031 2:17:58 生田目 優子 ナマタメ ユウコ -
50 7063 2:18:03 高橋 和代 タカハシ カズヨ ＳＫＹＳＫＹ
51 7100 2:18:20 森　美樹 モリ ミキ -
52 7042 2:18:33 橋本 和子 ハシモト カズコ -
53 7048 2:19:08 木村 由美子 キムラ ユミコ ＧＲＯＷＩＮＧＡＣ
54 7073 2:19:24 栗原 明美 クリハラ アケミ -
55 7068 2:20:03 松橋 きみ子 マツハシ キミコ -
56 7058 2:20:58 奈良 千鶴 ナラ チヅ -
57 7020 2:22:08 新井 ひとみ アライ ヒトミ -
58 7053 2:23:10 梅津 寛美 ウメツ ヒロミ -
59 7003 2:23:21 坪井 美由紀 ツボイ ミユキ ショッパー
60 7088 2:23:35 土屋 久美子 ツチヤ クミコ -
61 7096 2:23:43 加藤 美登利 カトウ ミドリ -
62 7095 2:23:54 大谷 倫子 オオタニ リンコ -
63 7069 2:24:34 森山 桂子 モリヤマ ケイコ あてにゃ陸上部
64 7004 2:26:32 堺谷 和子 サカイダニ カズコ 日本信号株式会社
65 7051 2:27:08 上野 千津子 ウエノ チヅコ -
66 7046 2:27:52 山中 信子 ヤマナカ ノブコ -
67 7092 2:28:42 荻山 明美 オギヤマ アケミ -
68 7045 2:29:42 小谷野 祐見子 コヤノ ユミコ -
69 7089 2:30:06 佐野 悦子 サノ エツコ -
70 7037 2:30:15 井手 みほ子 イデ ミホコ -
71 7067 2:30:17 吉田 聖子 ヨシダ セイコ -
72 7098 2:31:31 鈴木　久仁子 スズキ クニコ -
73 7075 2:32:44 橋本 律子 ハシモト リツコ アキランメイ
74 7071 2:34:03 高橋 佳子 タカハシ ヨシコ -
75 7091 2:35:55 栗林 美枝子 クリバヤシ ミエコ -
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76 7094 2:35:58 大坪 祐子 オオツボ ユウコ -
77 7055 2:37:15 大枝 美春 オオエダ ミハル 新北斗
78 7052 2:37:32 籠宮 幸恵 コミヤ サチエ 新久喜総合病院
79 7076 2:38:13 足利 英恵 アシカガ ハナエ -
80 7093 2:38:25 細田 直枝 ホソダ ナオエ -
81 7097 2:39:26 池上　陽子 - -
82 7072 2:40:37 郡司 美由紀 グンジ ミユキ -
83 7060 2:42:30 北尾 智子 キタオ トモコ -
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8 ハーフマラソン　一般女子（60歳代以上）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 8010 1:39:10 牧田 あき子 マキタ アキコ -
2 8034 1:40:33 中村 美代子 ナカムラ ミヨコ 白岡ＲＣ
3 8008 1:41:28 竹田 珠美 タケダ タマミ 葛飾マラソン教室
4 8030 1:48:41 潮田 美江 ウシオダ ヨシエ -
5 8003 1:49:00 萩原 なみ江 ハギワラ ナミエ さいたま走翔
6 8002 1:49:21 須藤 吉仕子 ストウ キシコ -
7 8024 1:50:25 吉澤 代志美 ヨシザワ ヨシミ -
8 8009 1:50:57 小西 信子 コニシ ノブコ ＨＭＣ
9 8040 1:53:08 鈴木　晴美 スズキ ハルミ 幸手走友会

10 8016 1:53:53 小林 光富 コバヤシ コトミ -
11 8028 1:55:22 田村 敏子 タムラ トシコ 上尾陸連
12 8006 1:56:09 後藤 由美子 ゴトウ ユミコ -
13 8035 1:57:52 和田 智恵子 ワダ チエコ 鴻巣楽しく走る会
14 8023 1:58:19 安岡 洋子 ヤスオカ ヨウコ -
15 8001 2:02:06 岡野 悦子 オカノ エツコ ｅｍｉｙｓ
16 8039 2:04:03 山﨑　みつ江 ヤマサキ ミツエ -
17 8007 2:04:37 宍戸 晶子 シシド アキコ -
18 8011 2:10:00 黒須 初江 クロス ハツエ カットサロンＫ
19 8004 2:12:56 三浦 亮子 ミウラ リョウコ -
20 8019 2:15:31 上藤 ユカリ ウエフジ ユカリ -
21 8043 2:16:41 天渡　祥子 テント ヨシコ -
22 8013 2:16:54 田中 玲子 タナカ レイコ -
23 8020 2:17:08 守田 悦子 モリタ エツコ -
24 8022 2:18:26 依田 かほる ヨダ カオル -
25 8021 2:19:48 片野 美和子 カタノ ミワコ アキランメイツ
26 8012 2:19:50 永山 節子 ナガヤマ セツコ -
27 8025 2:21:06 江波戸 郁子 エバト イクコ -
28 8041 2:23:03 高橋　英子 タカハシ エイコ -
29 8036 2:23:09 中村 やい子 ナカムラ ヤイコ 中村道場ＲＣ
30 8037 2:23:25 荒木　伊里子 アラキ イリコ -
31 8014 2:23:41 内山 美智子 ウチヤマ ミチコ オッテモ
32 8031 2:25:00 鈴木 徳子 スズキ ノリコ -
33 8042 2:25:07 森田　星子 モリタ セイコ -
34 8026 2:27:23 江藤 博子 エトウ ヒロコ -
35 8017 2:29:23 矢崎 登美子 ヤザキ トミコ ＲＣ砂田会
36 8018 2:32:11 赤星 睦子 アカホシ ムツコ -
37 8038 2:35:10 佐藤　安代 サトウ ヤスヨ -
38 8015 2:40:33 佐藤 綾子 サトウ アヤコ -
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9 3ｋｍ　高校生・一般男子（49歳以下）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 9091 0:09:06 高柴 玲央 タカシバ レオ -
2 9147 0:09:24 野上 雄弘 ノガミ カズヒロ -
3 9132 0:09:25 坂田 義志 サカタ ヨシユキ 上尾市陸上競技協会
4 9139 0:09:46 石田 雄大 イシダ タケヒロ 桃ちゃんチーム
5 9093 0:09:50 内藤 貴之 ナイトウ タカユキ -
6 9123 0:09:52 根岸 博幸 ネギシ ヒロユキ ようざん
7 9094 0:09:57 内藤 智之 ナイトウ トモユキ -
8 9150 0:10:02 髙橋 和也 タカハシ カズヤ 久喜友誠館陸上クラブ
9 9077 0:10:07 権田 悟巳 ゴンダ サトシ ０１ＲＵＮ

10 9152 0:10:18 荒井 健汰 アライ ケンタ -
11 9080 0:10:19 田沢 康至 タザワ ヤスユキ -
12 9079 0:10:26 黒須 健太 クロス ケンタ カットサロンＫ
13 9122 0:10:31 杉野 彰信 スギノ アキノブ ＤＦＳ
14 9096 0:10:47 佐久間 愛也 サクマ アイヤ 佐久間ＲＣ
15 9100 0:11:06 松岡 一奴 マツオカ カズヤ -
16 9136 0:11:25 宮原 俊信 ミヤハラ トシノブ -
17 9169 0:11:44 齊田　悠人 サイタ ユウト 流通経済大学
18 9140 0:11:47 武田 夏翔 タケダ カショウ 埼玉県立久喜北陽高等学校
19 9045 0:11:51 村岡 龍弥 ムラオカ リュウヤ 白岡高校
20 9145 0:11:53 渡辺 寛燿 ワタナベ ヒロアキ -
21 9076 0:11:54 吉崎 剛史 ヨシザキ タケフミ -
22 9131 0:11:58 日比野 崇 ヒビノ シュウ 作新
23 9099 0:12:04 星野 真宏 ホシノ マサヒロ ＭＹ　ＳＴＡＲ
24 9062 0:12:10 井上 太郎 イノウエ タロウ 行政書士法人吉成法務行政管理事
25 9142 0:12:11 飯田 哲也 イイダ テツヤ -
26 9119 0:12:23 岸 洋平 キシ ヨウヘイ -
27 9092 0:12:28 渡邉 光章 ワタナベ ミツアキ -
28 9101 0:12:30 宮田 蓮大郎 ミヤタ レンタロウ チームなんだっけ
29 9144 0:12:33 渡辺 健太郎 ワタナベ ケンタロウ -
30 9124 0:12:38 宮田 正男 ミヤタ マサオ -
31 9024 0:12:41 山中　玲雄 - 山中グループ
32 9108 0:12:42 黒岩 敏明 クロイワ トシアキ ＮＥＣＭＰ
33 9066 0:12:44 峯 靖 ミネ ヤスシ 久喜市在住
34 9120 0:12:49 土生津 昭世 ハブツ アキヨ -
35 9078 0:12:51 三尾 将司 ミオ マサシ -
36 9133 0:13:13 鈴置 慎也 スズキ シンヤ 株式会社ジャスト
37 9134 0:13:19 猪俣 誠 イノマタ マコト -
38 9161 0:13:20 本間 匡 ホンマ タクミ -
39 9170 0:13:33 横村　海陸 ヨコムラ カイト 埼玉県立羽生高校
40 9044 0:13:46 高松 良季 タカマツ ヨシキ 学生
41 9113 0:14:00 葉山 港正 ハヤマ コウセイ 昱株式会社
42 9138 0:14:03 黒木 雅之 クロキ マサユキ -
43 9104 0:14:05 岡村 和彦 オカムラ カズヒコ -
44 9189 0:14:13 竹見　成弘 タケミ アキヒロ 武蔵野銀行　久喜支店
45 9042 0:14:19 川畑 公寛 カワバタ キミヒロ 一般
46 9040 0:14:20 岡安　卓也 - 山中グループ
47 9149 0:14:24 松永 知之 マツナガ トモユキ -
48 9151 0:14:29 橋本 雄一 ハシモト ユウイチ -
49 9137 0:14:31 河村 真弥 カワムラ シンヤ -
50 9165 0:14:36 白石 大貴 シライシ ダイキ -
51 9121 0:14:37 野本 侃志 ノモト ナオユキ -
52 9109 0:14:46 有吉 康幸 アリヨシ ヤスユキ ハイカラ坂４０
53 9158 0:14:46 平山 健一 ヒラヤマ ケンイチ -
54 9159 0:14:48 鈴木 健矢 スズキ ケンヤ -
55 9098 0:14:48 前田 英伸 マエダ ヒデノブ -
56 9194 0:14:49 - - -
57 9031 0:14:51 斉藤　誠 - 山中グループ
58 9166 0:14:52 杉山 新人 スギヤマ アラト -
59 9173 0:14:52 駒　拓実 コマ タクミ 久喜特別支援学校
60 9008 0:14:57 長谷川　将史 - 山中グループ
61 9175 0:14:58 冨田　泰宏 トミタ ヤスヒロ -
62 9047 0:15:00 山根 弦 ヤマネ ゲン 株式会社エイチアイエス
63 9111 0:15:08 松本 悟 マツモト サトシ 昱株式会社
64 9190 0:15:09 伊藤　拓 イトウ タク 株式会社武蔵野銀行　久喜支店
65 9196 0:15:10 伊藤　拓 - -
66 9054 0:15:14 小西 賢治 コニシ ケンジ 無所属
67 9071 0:15:15 熊澤 由記 クマザワ ヨシノリ Qui
68 9176 0:15:15 遠藤　大輔 エンドウ ダイスケ 埼玉りそな銀行
69 9050 0:15:17 宮下 太一 ミヤシタ タイチ なし
70 9090 0:15:24 中島 宏 ナカジマ ヒロシ ジラソーレ
71 9168 0:15:26 広瀬　智行 ヒロセ トモユキ -
72 9037 0:15:28 大作　友憲 - 山中グループ
73 9135 0:15:28 田邉 順和 タナベ ノリカズ 佐々木記念クリニック
74 9056 0:15:30 高柳 洋平 タカヤナギ ヨウヘイ 公務員
75 9046 0:15:34 佐藤 毅 サトウ ツヨシ 所属無し
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76 9115 0:15:36 福田 卓也 フクダ タクヤ 昱株式会社
77 9061 0:15:37 山田 智康 ヤマダ トモヤス チームＳ８３１
78 9130 0:15:37 安野 哲 ヤスノ テツ 日本郵便
79 9116 0:15:44 星 圭哉 ホシ ケイヤ 昱株式会社
80 9048 0:15:46 高橋 慶多 タカハシ ケイタ 会社員
81 9186 0:15:53 小林　隆行 コバヤシ タカユキ 武蔵野銀行　久喜支店
82 9088 0:15:59 藤川 朋道 フジカワ トモユキ けいわマラソンクラブ
83 9095 0:16:05 熊木 清孝 クマキ キヨタカ 東光高岳
84 9060 0:16:06 小野寺 弘志 オノデラ ヒロシ なし
85 9068 0:16:14 志村 浩臣 シムラ ヒロオミ 大宮松栄学園
86 9160 0:16:15 緒方 大輔 オガタ ダイスケ -
87 9110 0:16:16 小河原 佑介 オガワラ ユウスケ -
88 9059 0:16:21 大塚 健太郎 オオツカ ケンタロウ 株式会社チノー
89 9016 0:16:23 関口　直人 - 山中グループ
90 9018 0:16:32 尾崎　彰吾 - 山中グループ
91 9097 0:16:35 水嶋 正治 ミズシマ マサハル ＣＵＢＥＲＣ
92 9148 0:16:36 渡辺 健夫 ワタナベ タケオ -
93 9156 0:16:38 長島 秀太朗 ナガシマ シュウタロウ 橋本総業株式会社
94 9006 0:16:42 中山　明典 - 山中グループ
95 9177 0:16:48 小松　大 コマツ ハジメ -
96 9064 0:16:50 杉浦 直人 スギウラ ナオト 一般
97 9195 0:16:52 葉山 港正 - -
98 9011 0:16:53 大久保　芳秋 - 山中グループ
99 9017 0:16:58 小泉　佑介 - 山中グループ

100 9188 0:17:01 藤本　悠暉 フジモト ユウキ -
101 9034 0:17:04 金子　貴行 - 山中グループ
102 9063 0:17:05 鴫 悦央 シギ エツオ
103 9051 0:17:07 植竹 直也 ウエタケ ナオヤ 一般
104 9012 0:17:07 宇佐美　光寿 - 山中グループ
105 9022 0:17:21 遠藤　昭雄 - 山中グループ
106 9035 0:17:25 福本　祐希 - 山中グループ
107 9053 0:17:26 塚原 淳 ツカハラ ジュン カワグチハイホー
108 9164 0:17:27 柳 重満 ヤナギ シゲミツ -
109 9073 0:17:31 戸張 慶一 トバリ ノリカズ ㈱サン精密化工研究所
110 9141 0:17:44 唐澤 正和 カラサワ マサカズ -
111 9067 0:17:47 向井 潤 ムカイ ジュン 無
112 9007 0:17:51 海原　隆寿 - 山中グループ
113 9183 0:17:52 大谷　真之 オオタニ マサユキ 武蔵野銀行　久喜支店
114 9106 0:17:56 居馬 大祐 イバ ダイスケ りすたーと
115 9154 0:18:07 福田 修平 フクダ シュウヘイ -
116 9179 0:18:14 阿部　祐一 アベ ユウイチ -
117 9026 0:18:19 奈良　征騎 - 山中グループ
118 9043 0:18:25 上野 直樹 ウエノ ナオキ 株式会社クロスコーポレーション
119 9049 0:18:25 八木 剛志 ヤギ タケシ 株式会社　黒須建設
120 9033 0:18:26 坂本　友秋 - 山中グループ
121 9041 0:18:26 藤巻 貴志 フジマキ タカシ ㈱黒須建設
122 9102 0:18:31 佐藤 広一 サトウ ヒロカズ -
123 9128 0:18:39 加藤 大宗 カトウ ヒロムネ -
124 9003 0:18:40 髙松　勝 - 山中グループ
125 9185 0:18:47 小嶋　慎平 コジマ シンペイ 武蔵野銀行　久喜支店
126 9013 0:18:49 大田　克己 - 山中グループ
127 9027 0:18:53 三谷　和紀 - 山中グループ
128 9015 0:18:55 木村　真人 - 山中グループ
129 9103 0:19:05 中戸 聖佳 ナカト マサヨシ みずほ銀行
130 9083 0:19:11 金井 崇 カナイ タカシ けいわマラソンクラブ
131 9125 0:19:24 金谷 友宜 カナヤ トモヨシ 明電太田
132 9009 0:19:26 都築　勝則 - 山中グループ
133 9081 0:19:28 森田 裕之 モリタ ヒロユキ けいわマラソンクラブ
134 9038 0:19:32 並木　大輔 - 山中グループ
135 9163 0:19:37 安齋 勝 アンザイ マサル -
136 9030 0:19:45 渡邉　真 - 山中グループ
137 9057 0:19:56 鬼本 真一郎 キモト シンイチロウ 株式会社シグマクシス
138 9039 0:19:58 長澤　裕一郎 - 山中グループ
139 9019 0:20:16 中島　政人 - 山中グループ
140 9153 0:20:25 小堀 茂雄 コボリ シゲオ リンリンホー
141 9014 0:20:33 三木　正晴 - 山中グループ
142 9052 0:20:43 柳川 満治 ヤナガワ ミツハル カワグチハイホー
143 9105 0:21:06 八木 浩平 ヤギ コウヘイ 日本中央バス
144 9184 0:21:07 御木　裕 ミキ ユタカ 武蔵野銀行　久喜支店
145 9172 0:21:16 山口　政和 ヤマグチ マサカズ -
146 9155 0:21:47 粉川 翔 コガワ ショウ -
147 9029 0:21:57 増渕　斎 - 山中グループ
148 9010 0:22:19 三谷　武士 - 山中グループ
149 9065 0:22:36 新井 健寛 アライ タケヒロ 久喜市役所
150 9055 0:22:38 照内 文了 テルウチ フミアキ 無所属
151 9085 0:23:01 朝倉 啓友 アサクラ ケイスケ けいわマラソンクラブ
152 9157 0:23:09 石附 裕 イシヅキ ユタカ 橋本総業株式会社
153 9001 0:23:16 山中　大吾 - 山中グループ
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154 9069 0:23:29 笹原 直斗 ササハラ ナオト 久喜市
155 9180 0:23:33 切貫　博久 キリヌキ ヒロヒサ -
156 9084 0:23:48 古川 尚人 フルカワ ヒサト けいわマラソンクラブ
157 9032 0:23:56 川名　弘一 - 山中グループ
158 9086 0:25:28 鎌田 匡介 カマタ キョウスケ けいわマラソンクラブ
159 9178 0:25:38 西村　正弘 ニシムラ マサヒロ -
160 9021 0:25:55 田端　雅也 - 山中グループ
161 9020 0:25:55 田端　一城 - 山中グループ
162 9025 0:26:19 梅村　豊一 - 山中グループ
163 9087 0:28:07 新實 啓介 ニイノミ ケイスケ けいわマラソンクラブ
164 9002 0:32:04 四家　正之 - 山中グループ
165 9181 0:32:04 阿部　秀夫 アベ ヒデオ -
166 9036 0:32:05 小林　和男 - 山中グループ
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10 3ｋｍ　一般男子（50歳代以上）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 10018 0:10:35 戸ヶ崎 鉄郎 トガサキ テツロウ カナガワＲＣ
2 10014 0:10:56 大内 利典 オオウチ トシノリ 富田東小学校
3 10046 0:11:01 福田 秀次 フクダ ヒデツグ -
4 10044 0:11:09 渡辺 弘幸 ワタナベ ヒロユキ ＴＡＩＨＯＨ
5 10038 0:11:15 竹澤 利之 タケザワ トシユキ -
6 10045 0:11:31 廣瀬 哲 ヒロセ サトル 広信走友会
7 10050 0:11:37 金子 和弘 カネコ カズヒロ かっとばせ！
8 10036 0:11:38 池田 健司 イケダ ケンジ 東光高岳
9 10031 0:11:40 若林 明彦 ワカバヤシ アキヒコ 楓ＡＣ

10 10015 0:11:41 江原 千裕 エハラ チヒロ 加須市役所
11 10019 0:11:43 長野 朋樹 ナガノ トモキ 葛西ランナーズ
12 10040 0:11:47 萬木 義範 ユルギ ヨシノリ Ｒ２西日本
13 10025 0:11:54 添野 義光 ソエノ ヨシミツ チョー気持ちいい
14 10034 0:11:56 大森 武 オオモリ タケシ 丸一運輸株式会社
15 10023 0:12:04 藤田 仁 フジタ ヒトシ たまごＲＣ
16 10078 0:12:07 古澤　真樹 フルサワ マサキ (有)グリーンライフ久喜
17 10041 0:12:25 冨田 正伸 トミタ マサノブ 別所沼スマイルＲＣ
18 10043 0:12:30 野上 喜之 ノガミ ヨシユキ -
19 10054 0:12:35 小林 稔 コバヤシ ミノル 大日本印刷
20 10052 0:12:45 中野 浩久 ナカノ ヒロヒサ -
21 10035 0:12:48 加藤 和寿 カトウ カズトシ チーム寿々子
22 10048 0:13:02 竹林 宏 タケバヤシ ヒロシ -
23 10029 0:13:19 小坂 裕一 コサカ ユウイチ -
24 10037 0:13:39 河原木 儀蔵 カワラギ ギゾウ 東光高岳
25 10027 0:13:43 深野 健一 フカノ ケンイチ サンケン電気ＯＢ
26 10055 0:14:06 樋口 寛 ヒグチ ユタカ 大日本印刷
27 10073 0:14:14 田中　正浩 タナカ マサヒロ -
28 10021 0:14:21 萩原 邦男 ハギワラ クニオ 千葉真子ベストスマイル
29 10042 0:14:55 染矢 博基 ソメヤ ヒロキ （株）ＳＭＣ
30 10081 0:15:38 木﨑　郁夫 キザキ イクオ -
31 10028 0:15:39 吉田 智和 ヨシダ ノリカズ 野田二ツ塚小学校
32 10022 0:16:19 大迫 博之 オオサコ ヒロユキ -
33 10010 0:16:43 島辺 政秀 シマベ マサヒデ なし
34 10060 0:17:02 横尾　清信 ヨコオ セイシン -
35 10033 0:17:09 内山 盛年 ウチヤマ モリトシ オッテモ
36 10059 0:17:21 井出　廣久 イデ ヒロヒサ -
37 10079 0:17:22 山﨑　幸雄 ヤマサキ ユキオ -
38 10076 0:17:36 稲葉　隆則 イナバ タカノリ -
39 10064 0:17:52 齊田　保彦 サイタ ヤスヒコ -
40 10011 0:17:54 森川 鏡一 モリカワ キヨウイチ 池の台走友会
41 10016 0:17:55 田中 芳行 タナカ ヨシユキ 所属無し
42 10080 0:17:58 藤原　博美 フジワラ ヒロミ -
43 10083 0:18:01 和久田　克美 ワクダ　カツヨシ 日出見荘祈繁栄
44 10047 0:18:12 内田 一 ウチダ ハジメ クラリオン
45 10066 0:18:25 阿部　孝夫 アベ タカオ -
46 10068 0:18:28 仲村　薫 ナカムラ カオル -
47 10077 0:18:42 桜井　祐一郎 サクライ ユウイチロウ 日本信号
48 10072 0:18:58 小暮　浩 コグレ ヒロシ 埼玉りそな銀行
49 10075 0:19:02 関口　義隆 セキグチ ヨシタカ -
50 10008 0:19:20 落合 幸一 オチアイ コウイチ 会社員
51 10070 0:19:33 今野　紳一郎 コンノ シンイチロウ ゆっくらーず
52 10063 0:19:34 矢代　彌一 ヤシロ ヤイチ -
53 10082 0:19:34 金子　房雄 カネコ フサオ -
54 10001 0:19:39 神谷　正人 - 山中グループ
55 10057 0:19:55 横山 裕朗 ヨコヤマ ヒロアキ チームけらあん
56 10058 0:19:57 浜野 豊 ハマノ ユタカ 東武ビルマネジメント株式会社
57 10009 0:20:01 竹内 尚彦 タケウチ ナオヒコ なし
58 10056 0:20:12 小林 幸男 コバヤシ ユキオ 株式会社山田商会
59 10061 0:20:31 斉藤　正夫 サイトウ マサオ -
60 10071 0:21:13 蓮見　勝功 ハスミ カツノリ -
61 10069 0:21:44 林　米治 ハヤシ ヨネジ -
62 10032 0:21:59 新井 正吾 アライ ショウゴ けいわマラソンクラブ
63 10067 0:22:05 鈴木　信彦 スズキ ノブヒコ -
64 10004 0:22:35 友菊　博 - 山中グループ
65 10074 0:23:06 木村　博道 キムラ ヒロミチ -
66 10007 0:23:08 篠原　 諭 シノハラ サトシ 無し
67 10026 0:27:03 木村 淳 キムラ アツシ -
68 10002 0:27:07 横山　健二 - 山中グループ
69 10013 0:27:25 吉川 俊彦 ヨシカワ トシヒコ みずほ銀行
70 10065 0:33:00 佐藤　亥四治 サトウ イヨジ -
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11 3ｋｍ　高校生・一般女子（49歳以下）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 11121 0:11:52 染谷　美優香 ソメヤ ミユカ 日本大学豊山女子高等学校
2 11083 0:12:16 寺村 容子 テラムラ ヨウコ -
3 11069 0:12:45 戸叶 亜里 トカノ アリ -
4 11054 0:13:03 戸ヶ崎 真理 トガサキ マリ カナガワＲＣ
5 11058 0:13:08 武井 美恵子 タケイ ミエコ なんちゃってＲＵＮ
6 11076 0:13:18 高村 梓 タカムラ アズサ 開智未来
7 11082 0:13:34 今井 和子 イマイ カズコ なんちゃってＲＵＮ
8 11063 0:13:39 柳井 里美 ヤナイ サトミ -
9 11061 0:13:39 白石 絵美 シライシ エミ -

10 11086 0:14:18 杉山 純子 スギヤマ ジュンコ なんちゃってＲＵＮ
11 11071 0:14:41 青木 史菜 アオキ フミナ -
12 11032 0:15:13 奈良 芽美 ナラ メグミ 大日本印刷
13 11103 0:15:35 中村 千裕 ナカムラ チヒロ -
14 11091 0:15:35 加藤 未来 カトウ ミク -
15 11125 0:15:51 土屋　彩奈 ツチヤ アヤナ 武蔵野銀行　久喜支店
16 11090 0:15:54 林 紫乃 ハヤシ シノ -
17 11028 0:16:01 松山 千恵美 マツヤマ チエミ （株）翔家
18 11120 0:16:16 ツチヤ　香澄 ツチヤ カスミ -
19 11064 0:16:17 藤野 尚子 フジノ ヒサコ -
20 11034 0:16:25 厚川 瑞季 アツカワ ミズキ みずほ銀行久喜支店
21 11036 0:16:30 神田 くらら カンダ クララ みずほ銀行
22 11117 0:16:46 中村　美穂 ナカムラ ミホ -
23 11016 0:16:47 源田 あかね ゲンダ アカネ 一般
24 11060 0:16:47 石井 伸子 イシイ ノブコ -
25 11001 0:16:47 山中　美幸 - 山中グループ
26 11116 0:16:57 竹澤　明日香 タケザワ アスカ (株)埼玉りそな銀行
27 11108 0:16:57 小口　千夏 コグチ チカ 埼玉りそな銀行
28 11031 0:17:05 寺口 由岐子 テラグチ ユキコ 春日部市立備後小学校
29 11044 0:17:06 横尾 亜紀子 ヨコオ アキコ -
30 11042 0:17:12 藤田 真理子 フジタ マリコ たまごＲＣ
31 11059 0:17:13 木村 麻未 キムラ マミ -
32 11067 0:17:14 須田 歩 スダ アユミ -
33 11097 0:17:15 石塚 怜子 イシヅカ レイコ -
34 11106 0:17:15 池田 瑞穂 イケダ ミズホ -
35 11107 0:17:17 坂井　美瑠 サカイ ミル -
36 11040 0:17:23 伊藤 綾 イトウ アヤ みずほ銀行
37 11023 0:17:25 細井 比香里 ホソイ ヒカリ YKK AP（株）
38 11128 0:17:25 河田　凛 カワタリン 山中グループ
39 11113 0:17:27 夏原　未帆 ナツハラ ミホ -
40 11062 0:17:36 金久保 康代 カナクボ ヤスヨ -
41 11053 0:17:37 高橋 裕見子 タカハシ ユミコ りすたーと
42 11043 0:17:40 三尾 美穂 ミオ ミホ -
43 11027 0:17:48 星野 里美 ホシノ サトミ 川口市
44 11129 0:17:57 仙道　晴夏 - -
45 11104 0:17:57 平山 咲恵 ヒラヤマ サキエ -
46 11037 0:18:14 伊藤 美幸 イトウ ミユキ なし
47 11017 0:18:18 杉本 美海 スギモト ミミ くすのき苑
48 11126 0:18:20 横山　珠美 ヨコヤマタマミ -
49 11052 0:18:21 首藤 千晶 シュトウ チアキ チームなんだっけ
50 11009 0:18:21 奥山 真理子 オクヤマ マリコ 鷲宮小学校
51 11005 0:18:25 増田　理子 - 山中グループ
52 11010 0:18:28 山崎 早弥香 ヤマザキ サヤカ 鷲宮小学校
53 11048 0:18:38 鈴江 泰子 スズエ ヤスコ -
54 11115 0:18:39 中島　春菜 ナカシマ ハルナ -
55 11109 0:18:40 長谷川　千明 ハセガワ チアキ 埼玉りそな銀行久喜支店
56 11018 0:18:41 竹内 久美子 タケウチ クミコ なし
57 11084 0:18:42 嘉瀬 リカ カセ リカ -
58 11038 0:18:45 等々力 舞子 トドリキ マイコ .
59 11024 0:18:47 七尾 麻実 ナナオ マミ みずほ銀行
60 11020 0:18:51 山崎 由紀 ヤマサキ ユキ 和歌山市役所
61 11123 0:18:56 藤原　貴美香 フジワラ キミカ -
62 11124 0:18:57 岡村　真彩 - 武蔵野銀行　久喜支店
63 11026 0:19:01 諏訪 淑子 スワ シュクコ 会社員
64 11089 0:19:09 有坂 直子 アリサカ ナオコ -
65 11088 0:19:12 平原 慶子 ヒラハラ ケイコ -
66 11079 0:19:19 佐藤 京子 サトウ キョウコ しがないＲＣ
67 11013 0:19:21 高松 知子 タカマツ トモコ 会社員
68 11029 0:19:23 富沢 裕見子 トミザワ ユミコ JR東日本メカトロニクス㈱
69 11035 0:19:24 井端 和美 イバタ カズミ みずほ銀行
70 11119 0:19:27 篠﨑　裕子 シノザキ ユウコ -
71 11012 0:19:33 中村 裕子 ナカムラ ユウコ 会社員
72 11122 0:19:36 染谷　百合香 ソメヤ ユリカ -
73 11046 0:19:51 中川 朋子 ナカガワ トモコ けいわマラソンクラブ
74 11025 0:19:56 鬼本 梓 キモト アヅサ 久喜すずのき病院
75 11021 0:20:22 羽鳥 明日香 ハトリ アスカ 東京入国管理局
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76 11093 0:20:25 春日 彩 カスガ アヤ リンリンホー
77 11094 0:20:37 池上 美鈴 イケガミ ミスズ リンリンホー
78 11011 0:20:39 須藤 靖子 スドウ ヤスコ 一般
79 11092 0:20:40 羽田 美侑季 ハネダ ミユキ 日本信号株式会社
80 11065 0:20:42 小山 芳恵 コヤマ ヨシエ Ｈａｓｕｄａｓｈ
81 11096 0:20:42 古内 愛子 フルウチ アイコ -
82 11049 0:20:44 白杉 舞 シラスギ マイ -
83 11078 0:20:46 高橋 香南 タカハシ カナ -
84 11111 0:20:53 佐藤　沙織 サトウ サオリ -
85 11050 0:21:08 飯塚 由利 イイヅカ ユリ 日本信号株式会社
86 11080 0:21:11 西本 紀子 ニシモト ノリコ -
87 11003 0:21:35 足利　樹奈 - 山中グループ
88 11008 0:21:40 長澤　恵子 - 山中グループ
89 11110 0:21:46 中井　千帆里 ナカイ チホリ -
90 11019 0:21:47 仲山 朝子 ナカヤマ トモコ なし
91 11068 0:21:47 松本 洋子 マツモト ヨウコ -
92 11004 0:22:37 増田　智恵子 - 山中グループ
93 11112 0:22:46 宇野　千晶 ウノ チアキ -
94 11095 0:23:04 真鍋 朋子 マナベ トモコ -
95 11098 0:23:04 斎藤 彩香 サイトウ アヤカ -
96 11101 0:23:04 松林 絢香 マツバヤシ アヤカ -
97 11085 0:23:24 木村 祐子 キムラ ユウコ -
98 11006 0:23:36 平塚　優子 - 山中グループ
99 11118 0:23:42 阿部　恵巳 アベ エミ -

100 11002 0:26:19 足利　和代 - 山中グループ
101 11075 0:27:10 高木 美香 タカギ ミカ 聖地化プロジェクト
102 11047 0:28:32 松尾 陽子 マツオ ヨウコ けいわマラソンクラブ
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12 3ｋｍ　一般女子（50歳代以上）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 12021 0:12:30 冨田 美幸 トミタ ミユキ -
2 12010 0:12:52 山口 まき子 ヤマグチ マキコ なんちゃってラン
3 12014 0:13:52 川上 晴美 カワカミ ハルミ -
4 12027 0:14:02 北山 令子 キタヤマ レイコ -
5 12008 0:15:18 金子 幸代 カネコ ユキヨ 無し
6 12020 0:16:25 宮澤 玲子 ミヤザワ レイコ -
7 12037 0:16:41 市川　キミ子 イチカワ キミコ アーリーバード
8 12017 0:17:30 関 幸子 セキ サチコ -
9 12016 0:17:55 添野 まり子 ソエノ マリコ チョー気持ちいい

10 12018 0:18:08 柴崎 明美 シバサキ アケミ -
11 12040 0:18:27 宮木　武子 ミヤキ タケコ -
12 12022 0:18:29 稲葉 幸子 イナバ サチコ -
13 12009 0:19:03 武井 節子 タケイ セツコ 無所属
14 12031 0:19:16 笹岡 恵美子 ササオカ エミコ 日本旅行
15 12036 0:19:20 奈良　由美子 ナラ ユミコ -
16 12038 0:20:09 菅沼　静枝 スガヌマ シズエ 杉戸走友会
17 12035 0:20:32 坂井　富美 サカイ フミ -
18 12015 0:20:45 堀澤 美由紀 ホリサワ ミユキ はまとんＸＣ
19 12013 0:20:59 吉田 真美 ヨシダ マミ -
20 12025 0:21:02 田嶋 明美 タシマ アケミ -
21 12019 0:21:07 瀧口 チフミ タキグチ チフミ -
22 12039 0:21:25 島村　京美 シマムラ キョウミ (有)グリーンライフ久喜
23 12028 0:21:34 筧 美和子 カケヒ ミワコ -
24 12006 0:21:55 横山　あゆみ - 山中グループ
25 12002 0:22:39 坂口　三枝子 - 山中グループ
26 12011 0:22:55 小出 慈子 コイデ ヤスコ 江戸川区社会福祉協議会
27 12004 0:23:04 北　房枝 - 山中グループ
28 12012 0:24:16 小野村 知子 オノムラ トモコ 会社員
29 12034 0:25:23 宮城　恒子 ミヤギ ツネコ -
30 12029 0:25:51 石橋 あき子 イシバシ アキコ -
31 12032 0:29:53 齋藤 潤子 サイトウ ジュンコ -
32 12007 0:31:37 小林　順子 - 山中グループ
33 12001 0:32:04 山中　和子 - 山中グループ
34 12003 0:40:58 中原　君江 - 山中グループ
35 12005 0:41:00 大貫　玲子 - 山中グループ
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13 3ｋｍ　中学生男子
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 13024 0:09:14 小林 智奈 コバヤシ トモナ 東浦和中学校
2 13037 0:09:27 日高 志允 ヒタカ ユキマサ 久喜中陸上部
3 13161 0:09:27 二宮　翔太朗 ニノミヤ ショウタロウ 市川市立第2中学校
4 13030 0:09:32 新井 健斗 アライ ケント 久喜中学校
5 13162 0:09:43 森　寛太 モリ カンタ 久喜中学校
6 13028 0:09:44 久保 哲汰 クボ テツタ 市川市立第二中学校
7 13012 0:09:56 深川 寛聡 フカガワ ヒロサト -
8 13039 0:09:57 星野 信玄 ホシノ シンゲン 久喜中陸上部
9 13056 0:10:00 萩原 一帆 ハギハラ カズホ 羽生南中

10 13017 0:10:01 木村 蒼希 キムラ ソウキ -
11 13006 0:10:02 菅野 天翔 スガノ タカト 久喜中学校
12 13036 0:10:03 大屋 渉悟 オオヤ ショウゴ 羽生南中学校
13 13011 0:10:06 鍵山 光琉 カギヤマ ヒカル 友誠館ゆうせいかん友誠館
14 13044 0:10:07 伊藤 卓斗 イトウ タクト -
15 13143 0:10:08 向井　和哉 ムカイ　カズヤ 久喜市立栗橋東中学校
16 13025 0:10:08 小川 琉聖 オガワ リュウセイ -
17 13164 0:10:10 上澤　唯史 カミサワ ユサ -
18 13086 0:10:13 西井戸　快 ニシイド　カイ 久喜東中学校
19 13171 0:10:16 猿田　智也 サルタ トモヤ 市川市立第二中学校
20 13033 0:10:19 高村 慧 タカムラ サトル 開智未来
21 13055 0:10:20 青木 維吹 アオキ イブキ 羽生南中
22 13019 0:10:21 伊藤 幸太郎 イトウ コウタロウ 久喜友誠館陸上クラブ
23 13007 0:10:22 松木 慧 マツキ ケイ 千葉県市川市立第二中学校
24 13073 0:10:24 山野辺　怜司 ヤマノベ　レイジ 久喜東中学校
25 13038 0:10:26 明石 樹生 アカシ タツキ 久喜中陸上部
26 13145 0:10:26 三浦　宏太 ミウラ　コウタ 久喜市立栗橋東中学校
27 13016 0:10:28 村山 俊輔 ムラヤマ シュンスケ 市川市立第二中学校
28 13142 0:10:33 丹野　晴仁 タンノ　ハルト 久喜市立栗橋東中学校
29 13046 0:10:33 長谷川 颯人 ハセガワ ハヤト 久喜中学校
30 13027 0:10:37 松永 宏樹 マツナガ ヒロキ -
31 13059 0:10:38 宮崎 寛人 ミヤザキ ヒロト 開智未来中学高等学校
32 13040 0:10:39 小島 潤也 コジマ ジュンヤ -
33 13009 0:10:40 村山 勝哉 ムラヤマ カツヤ 市川二中
34 13026 0:10:41 岩田 佑 イワタ タスク 久喜中学校
35 13052 0:10:42 坂本 匠真 サカモト タクマ 篠津中学校
36 13172 0:10:45 飯塚征吾 イイヅカセイゴ 菖蒲南中学校
37 13048 0:10:45 玉田 佑哉 タマダ ユウヤ 久喜友誠館
38 13146 0:10:45 関口　勝也 セキグチ　マサヤ 久喜市立栗橋東中学校
39 13111 0:10:46 尾崎 友彦 オザキ トモヒコ 久喜市立栗橋東中学校
40 13004 0:10:48 八木 皓星 ヤギ コウセイ 市川市立第二中学校
41 13045 0:10:48 小川 駿祐 オガワ シュンスケ 羽生南中陸上部
42 13107 0:10:49 佐藤 瞭 サトウ リョウ 久喜市立栗橋東中学校
43 13190 0:10:52 小林　海斗 コバヤシカイト 菖蒲中学校
44 13034 0:10:53 高村 樹 タカムラ タツキ 開智未来
45 13035 0:10:57 阪尾 日南太 サカオ ヒナタ 久喜太東中
46 13018 0:10:58 新井 雄大 アライ ユウダイ 葦原中学
47 13020 0:10:58 山崎 堅斗 ヤマザキ ケント 大東中学校
48 13184 0:11:00 菊地　凌史 キクチリョウジ 菖蒲中学校
49 13186 0:11:01 平澤　朱門 ヒラサワシュモン 菖蒲中学校
50 13049 0:11:04 巻島 陽 マキシマ ヒナタ 久喜中
51 13051 0:11:07 小野寺 颯汰 オノデラ ソウタ 久喜市立久喜東中学校
52 13102 0:11:08 加藤　奨啓 カトウ　ショウケイ 菖蒲南中学校
53 13074 0:11:15 永島　駿 ナガシマ　シュン 久喜東中学校
54 13163 0:11:19 國井　康平 クニイ コウヘイ 久喜中学校
55 13021 0:11:21 小泉 孝太朗 コイズミ コウタロウ 久喜中学校３年５組
56 13104 0:11:23 山崎　航大 ヤマザキ　コウタ 菖蒲南中学校
57 13105 0:11:23 齋藤　良太郎 サイトウ　リョウタロウ 菖蒲南中学校
58 13003 0:11:24 長谷川 俊 ハセガワ シュン 白岡市立白岡中学校
59 13131 0:11:27 永沼　賢大 ナカヌマ　ケンタ 久喜市立栗橋東中学校
60 13165 0:11:31 箕輪　剛士 ミノワ ツヨシ 市川二中
61 13174 0:11:33 山根 豪太 - -
62 13126 0:11:34 呉 宗哉 クレ シュウヤ 久喜市立栗橋東中学校
63 13057 0:11:38 利根川 巧磨 トネガワ タクマ 久喜中
64 13125 0:11:39 大塚 慶悟 オオツカ ケイゴ 久喜市立栗橋東中学校
65 13144 0:11:40 金崎　広透 カネザキ　ヒロト 久喜市立栗橋東中学校
66 13153 0:11:40 大谷津匡助 オオヤツ　タダスケ 鷲宮東中学校
67 13058 0:11:41 岡田 大河 オカダ タイガ -
68 13085 0:11:44 吉野　聡太 ヨシノ　ソウタ 久喜東中学校
69 13015 0:11:49 杉森 未來 スギモリ ミライ -
70 13150 0:11:49 今井彰孝 イマイ　アキタカ 鷲宮東中学校
71 13117 0:11:51 伊藤 大河 イトウ タイガ 久喜市立栗橋東中学校
72 13103 0:11:53 岸　奈緒人 キシ　ナオト 菖蒲南中学校
73 13109 0:11:57 石島 浩二郎 イシジマ コウジロウ 久喜市立栗橋東中学校
74 13106 0:11:59 百瀬　拓海 モモセ　タクミ 菖蒲南中学校
75 13121 0:12:00 猪俣 光我 イノマタ コウガ 久喜市立栗橋東中学校
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76 13127 0:12:02 谷田 智也 タニタ トモヤ 久喜市立栗橋東中学校
77 13112 0:12:02 小林 洋輝 コバヤシ ヒロキ 久喜市立栗橋東中学校
78 13114 0:12:05 小尾 真斗 オビ マナト 久喜市立栗橋東中学校
79 13066 0:12:07 保科　謙伸 ホシナ　ケンシン 久喜東中学校
80 13113 0:12:08 齋藤 楓 サイトウ カエデ 久喜市立栗橋東中学校
81 13002 0:12:09 村岡 悟琉 ムラオカ サトル 久喜東中学校
82 13116 0:12:12 渡辺 悠人 ワタナベ ユウト 久喜市立栗橋東中学校
83 13154 0:12:12 長野侑 ナガノ　アツム 鷲宮東中学校
84 13075 0:12:13 坂田　真之介 サカタ　シンノスケ 久喜東中学校
85 13119 0:12:14 中島 颯祐 ナカジマ ソウスケ 久喜市立栗橋東中学校
86 13032 0:12:16 大澤 翔 オオサワ ショウ 株式会社　英
87 13139 0:12:17 小川　大喜 オガワ　ダイキ 久喜市立栗橋東中学校
88 13129 0:12:19 遠藤　聖也 エンドウ　セイヤ 久喜市立栗橋東中学校
89 13166 0:12:19 宮下　尚丈 ミヤシタ ナオヒロ 市川市立第二中学校
90 13050 0:12:21 槙島 将徳 マキシマ ユキト 久喜中学校
91 13115 0:12:21 宮沢 悠輝 ミヤザワ ユウキ 久喜市立栗橋東中学校
92 13110 0:12:22 浦上 祐真 ウラガミ ユウマ 久喜市立栗橋東中学校
93 13157 0:12:24 斉藤大樹 サイトウ　ダイキ 鷲宮東中学校
94 13076 0:12:25 長　晴輝 チョウ　ハルキ 久喜東中学校
95 13083 0:12:25 安田　怜桜 ヤスダ　レオ 久喜東中学校
96 13047 0:12:26 安部 蒼真 アベ ソウマ 久喜中陸上部
97 13124 0:12:35 野中 亮汰 ノナカ リョウタ 久喜市立栗橋東中学校
98 13189 0:12:38 荒井　環 アライタマキ 菖蒲中学校
99 13079 0:12:39 ズッシ　怜旺 ズッシ　レオ 久喜東中学校

100 13123 0:12:42 石川 稜之助 イシカワ リョウノスケ 久喜市立栗橋東中学校
101 13005 0:12:44 鈴木 塁 スズキ ルイ 久喜中学校
102 13065 0:12:45 石﨑　朱羅 イシザキ　シュラ 久喜東中学校
103 13159 0:12:46 槇島優樹 マキシマ　ユウキ 鷲宮東中学校
104 13136 0:12:46 真田　夢大 サナダ　ユウト 久喜市立栗橋東中学校
105 13122 0:12:49 高柳 飛羽 タカヤナギ トワ 久喜市立栗橋東中学校
106 13014 0:12:49 杉森 朝日 スギモリ アサヒ -
107 13108 0:12:57 松尾 一慧 マツオ イッケイ 久喜市立栗橋東中学校
108 13155 0:12:58 久野裕太 クノ　ユウタ 鷲宮東中学校
109 13070 0:13:02 谷藤　夏樹 タニフジ　カズキ 久喜東中学校
110 13078 0:13:03 高山　凌嘉 タカヤマ　リョウガ 久喜東中学校
111 13090 0:13:05 池上　晃敏 イケガミアキト 菖蒲中学校
112 13195 0:13:05 菊地　将弘 キクチマサヒロ 菖蒲中学校
113 13137 0:13:22 川端　遥斗 カワバタ　ハルト 久喜市立栗橋東中学校
114 13149 0:13:23 吉田佳叶 ヨシダ　カイト 鷲宮東中学校
115 13094 0:13:26 鈴木　智也 スズキトモヤ 菖蒲中学校
116 13101 0:13:28 吉岡　玖瑠斗 ヨシオカ　クルト 菖蒲中学校
117 13183 0:13:30 武本　匠永 タケモトショウエイ 菖蒲中学校
118 13008 0:13:30 熊倉 来緒 クマクラ ライオ スウィン大教
119 13054 0:13:38 齊藤 和真 サイトウ カズマ -
120 13098 0:13:40 金澤　優 カナザワユウ 菖蒲中学校
121 13147 0:13:41 片渕晃成 カタブチ　コウセイ 鷲宮東中学校
122 13148 0:13:41 青柳拓海 アオヤギ　タクミ 鷲宮東中学校
123 13135 0:13:42 米田　翔空 ヨネダ　トア 久喜市立栗橋東中学校
124 13138 0:13:44 染谷　捷太 ソメヤ　ショウタ 久喜市立栗橋東中学校
125 13133 0:13:45 楠本　遼祐 クスモト　リョウユウ 久喜市立栗橋東中学校
126 13069 0:13:50 山口　穂人 ヤマグチ　ホヒト 久喜東中学校
127 13093 0:13:51 斉藤　友輝 サイトウユウキ 菖蒲中学校
128 13081 0:13:57 岩﨑　龍人 イワサキ　リュウジン 久喜東中学校
129 13068 0:13:58 芝嵜　隼輔 シバサキ　シュンスケ 久喜東中学校
130 13130 0:13:58 佐藤　奎介 サトウ　ケイスケ 久喜市立栗橋東中学校
131 13022 0:13:59 平野 光 ヒラノ ヒカル 久喜東中
132 13140 0:13:59 村松　嵩 ムラマツ　シュウ 久喜市立栗橋東中学校
133 13168 0:14:00 佐藤　潤 サトウ ジュン 久喜ジュニア陸上クラブ
134 13141 0:14:01 阪谷　倭 サカタニ　ヤマト 久喜市立栗橋東中学校
135 13092 0:14:09 絹谷　聡生 キヌヤソウセイ 菖蒲中学校
136 13095 0:14:11 松本　崚 マツモトリョウ 菖蒲中学校
137 13053 0:14:14 横田 将成 ヨコタ ショウセイ -
138 13010 0:14:14 和知 颯斗 ワチ ハヤト 草加市立青柳中
139 13064 0:14:15 渡部 湧暉 ワタベ ユウキ 久喜南中学校
140 13158 0:14:23 林蒼生 ハヤシ　アオイ 鷲宮東中学校
141 13185 0:14:24 三浦　涼雅 ミウラリョウガ 菖蒲中学校
142 13062 0:14:31 関口 健人 セキグチ タケト 久喜南中学校
143 13187 0:14:32 中島　輝一 ナカジマキイチ 菖蒲中学校
144 13188 0:14:34 木村　翼 キムラツバサ 菖蒲中学校
145 13043 0:14:42 杉村 知宏 スギムラ トモヒロ 陸上部
146 13082 0:14:43 清水　大聖 シミズ　ヒロト 久喜東中学校
147 13152 0:14:44 鈴木柊人 スズキ　シュウト 鷲宮東中学校
148 13029 0:14:46 金子 玄宗 カネコ ハルムネ -
149 13128 0:14:47 小林　優詩 コバヤシ ユウシ 久喜市立栗橋東中学校
150 13175 0:14:47 西山　兼人 - -
151 13156 0:14:54 安田里喜 ヤスダ　リキ 鷲宮東中学校
152 13096 0:15:05 進藤　朔也 シンドウサクヤ 菖蒲中学校
153 13041 0:15:22 小池 祥馬 コイケ ショウマ -

48



154 13061 0:15:33 森井 恭介 モリイ キョウスケ 久喜南中学校
155 13060 0:15:34 千葉 大和 チバ ヤマト 久喜南中学校
156 13063 0:15:34 中村 至恩 ナカムラ シオン 久喜南中学校
157 13192 0:15:37 藤枝　大夢 フジエダヒロム 菖蒲中学校
158 13067 0:15:39 久保谷　翔梧 クボヤ　ショウゴ 久喜東中学校
159 13071 0:16:00 戎本　賢人 エビスモト　ケント 久喜東中学校
160 13077 0:16:00 内藤　剛 ナイトウ　ゴウ 久喜東中学校
161 13173 0:16:31 西崎　彰倫 - -
162 13080 0:16:31 武井　快利 タケイ　カイリ 久喜東中学校
163 13089 0:17:32 齋藤　蓮 サイトウレン 菖蒲中学校
164 13196 0:17:33 矢部　駿 ヤベシュン 菖蒲中学校
165 13088 0:17:33 遠藤　玄大 エンドウハルタ 菖蒲中学校
166 13091 0:17:59 岡野　草太 オカノソウタ 菖蒲中学校
167 13193 0:18:59 陸　広樹 オカヒロキ 菖蒲中学校
168 13194 0:18:59 川島　淳史 カワシマアツシ 菖蒲中学校
169 13031 0:27:10 高木 壮一朗 タカギ ソウイチロウ 菖蒲中学校
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14 3ｋｍ　中学生女子
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 14014 0:10:17 山中 菜摘 ヤマナカ ナツミ 久喜中学校陸上競技部
2 14006 0:10:47 木村 心優 キムラ ミユ 久喜ゆうせいかん
3 14024 0:10:51 若林 真琴 ワカバヤシ マコト さいたま植竹中学校
4 14009 0:10:52 齋藤 梨央 サイトウ リオ 泰平中学校
5 14019 0:10:53 青木 歩乃瑠 アオキ ホノル 加須大利根中学
6 14020 0:10:59 佐藤 彩乃 サトウ アヤノ 白岡南
7 14083 0:11:02 清水　杏夏 シミズ　キョウカ 久喜市立栗橋東中学校
8 14082 0:11:03 榎本　実津穂 エノモト　ミヅホ 久喜市立栗橋東中学校
9 14013 0:11:11 神田 美咲 カンダ ミサキ 久喜中陸上部

10 14007 0:11:18 及川 可琳 オイカワ カリン 久喜中陸上部
11 14008 0:11:36 菅谷 紗都 スガヤ サト 久喜中学校
12 14022 0:11:42 遠藤 双葉 エンドウ フタバ さいたま市尾間木中学
13 14088 0:11:47 小林　千隼 コバヤシ チハヤ 千葉県市川市立第二中学校
14 14090 0:11:48 吉田　ひなな ヨシダ ヒナナ -
15 14092 0:11:48 染谷　朋花 ソメヤ トモカ -
16 14089 0:11:55 栁澤　来美 ヤナギサワ クルミ -
17 14091 0:12:03 内藤　香澄 ナイトウ カスミ 市川市立第二中学校
18 14015 0:12:03 阿部 万紘 アベ マヒロ 久喜中学校
19 14063 0:12:05 野川　想 ノガワ　ココロ 菖蒲南中学校
20 14035 0:12:13 久保　七星 クボ　ナナセ 久喜東中学校
21 14005 0:12:17 鶴巻 かなめ ツルマキ カナメ -
22 14012 0:12:32 山口 優希 ヤマグチ ユウキ 慈恩寺中学校
23 14025 0:12:34 尾崎 由依 オザキ ユイ 久喜中学校陸上部
24 14028 0:12:36 新井 千晴 アライ チハル 久喜中陸上部
25 14085 0:12:43 和田　美羽 ワダ　ミウ 久喜市立栗橋東中学校
26 14087 0:12:48 戎脇　紗希 エビスワキ サキ 久喜中学校
27 14026 0:12:51 中野 愛瑠 ナカノ アイル 久喜中学校陸上部
28 14033 0:12:52 甲斐　輝 カイ　ヒカル 久喜東中学校
29 14017 0:12:59 安齊 千尋 アンザイ チヒロ 久喜中陸上部
30 14073 0:13:15 吉住　麻美 ヨシズミ　アサミ 久喜市立栗橋東中学校
31 14023 0:13:18 奥澤 香凜 オクザワ カリン 久喜中
32 14010 0:13:21 荒井 菜々美 アライ ナナミ さいたま市立三橋中学校
33 14056 0:13:31 江口　寛恵 エグチ　ヒロエ 菖蒲南中学校
34 14068 0:13:34 大森　蒼 オオモリ　アオイ 久喜市立栗橋東中学校
35 14018 0:13:37 高野 羅 タカノ アミ 久喜中陸上部
36 14040 0:13:39 木村　愛未 キムラ　マナミ 久喜東中学校
37 14061 0:13:41 島田　珠宇 シマダ　シュウ 菖蒲南中学校
38 14001 0:13:48 宗島 菜津美 ムネシマ ナツミ 市川市立第２中学校
39 14045 0:13:54 小林 実々 コバヤシ ミミ 久喜市立太東中学校
40 14043 0:13:54 榎田 彩月 エノキダ サツキ 久喜市立太東中学校
41 14021 0:13:58 赤城 琴乃 アカギ コトノ 久喜中学校
42 14016 0:14:06 田端 智佳 タバタ トモカ 久喜中学校
43 14059 0:14:09 遠藤　和佳 エンドウ　ノドカ 菖蒲南中学校
44 14003 0:14:11 金子 佳帆 カネコ カホ -
45 14002 0:14:12 佐藤 雛美 サトウ ヒナミ 栗橋東中学校
46 14048 0:14:13 宮本 知佳 ミヤモト　チカ 久喜市立太東中学校
47 14058 0:14:13 浦山　遥 ウラヤマ　ハルカ 菖蒲南中学校
48 14011 0:14:18 田嶋 月葉 タシマ ツキハ -
49 14027 0:14:19 長沼 里央菜 ナガヌマ リオナ 久喜中学校
50 14114 0:14:20 添野　智花 ソエノトモカ 菖蒲中学校
51 14060 0:14:49 金子　瑠那 カネコ　ルナ 菖蒲南中学校
52 14093 0:14:49 東條　あずみ トウジョウアズミ 菖蒲南中学校
53 14070 0:14:57 川崎　祐佳 カワサキ　ユウカ 久喜市立栗橋東中学校
54 14080 0:14:57 平林　月凪 ヒラバヤシ　ツキナ 久喜市立栗橋東中学校
55 14086 0:15:00 中山　桜 ナカヤマ サクラ 久喜中学校
56 14057 0:15:05 内田　ゆりか ウチダ　ユリカ 菖蒲南中学校
57 14072 0:15:06 高山　瑞希 タカヤマ　ミズキ 久喜市立栗橋東中学校
58 14118 0:15:07 竹林　莉穂 タケバヤシリホ 菖蒲中学校
59 14104 0:15:08 中庭　愛美 ナカニワマナミ 菖蒲中学校
60 14111 0:15:09 大澤　優菜 オオサワユナ 菖蒲中学校
61 14069 0:15:11 小澤　七海 オザワ　ナナミ 久喜市立栗橋東中学校
62 14037 0:15:13 海老原　美里 エビハラ　ミサト 久喜東中学校
63 14084 0:15:14 村田　みのり ムラタ　ミノリ 久喜市立栗橋東中学校
64 14042 0:15:16 木下 紬 キノシタ ツムギ 久喜市立太東中学校
65 14107 0:15:21 大野　ひかる オオノヒカル 菖蒲中学校
66 14004 0:15:31 金子 睦見 カネコ ムツミ -
67 14071 0:15:50 菊地　紗菜 キクチ　サナ 久喜市立栗橋東中学校
68 14115 0:15:56 市村　美琴 イチムラミコト 菖蒲中学校
69 14110 0:16:05 増子　碧 マシコアオイ 菖蒲中学校
70 14113 0:16:09 堀部　彩里 ホリベアヤリ 菖蒲中学校
71 14109 0:16:11 阿部　茉莉 アベマリ 菖蒲中学校
72 14052 0:16:16 片桐　彩花 カタギリ　アヤカ 菖蒲南中学校
73 14067 0:16:18 五十嵐未来 イガラシ　ミライ 久喜市立栗橋東中学校
74 14079 0:16:38 篠崎　さやか シノザキ　サヤカ 久喜市立栗橋東中学校
75 14055 0:16:40 唐沢　菜那 カラサワ　ナナ 菖蒲南中学校
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76 14044 0:16:44 高橋 真希 タカハシ マキ 久喜市立太東中学校
77 14117 0:16:54 新井　里望 アライリミ 菖蒲中学校
78 14049 0:16:55 中原　颯希 ナカハラ　ソヨギ 菖蒲中学校
79 14064 0:16:58 岡田　祐佳 オカダ　ユウカ 久喜市立栗橋東中学校
80 14065 0:17:02 町田　美咲 マチダ　ミサキ 久喜市立栗橋東中学校
81 14074 0:17:11 藤井　美那 フジイ　ミナ 久喜市立栗橋東中学校
82 14077 0:17:17 安藤　由芽 アンドウ　ユメ 久喜市立栗橋東中学校
83 14108 0:17:26 荻野　礼羅 オギノレイラ 菖蒲中学校
84 14054 0:17:28 千葉　咲 チバ　サクラ 菖蒲南中学校
85 14053 0:17:29 外山　真空 トヤマ　ソラ 菖蒲南中学校
86 14078 0:17:33 青木　優和 アオキ　ユウナ 久喜市立栗橋東中学校
87 14076 0:17:34 津田　和香奈 ツダ　ワカナ 久喜市立栗橋東中学校
88 14038 0:17:42 上村　愛理 ウエムラ　アイリ 久喜東中学校
89 14081 0:17:45 丸山　佳澄 マルヤマ　カスミ 久喜市立栗橋東中学校
90 14094 0:17:45 関口　彩貴 - -
91 14046 0:17:54 氏家 葵 ウジイエ アオイ 久喜市立太東中学校
92 14047 0:17:54 高田 日和 タカダ ヒヨリ 久喜市立太東中学校
93 14039 0:17:57 鈴木　麗菜 スズキ　レイナ 久喜東中学校
94 14103 0:17:59 山田　結生 ヤマダユイ 菖蒲中学校
95 14075 0:18:06 椎名　楓音 シイナ　カノン 久喜市立栗橋東中学校
96 14112 0:18:19 初山　心咲 ハツヤマミサキ 菖蒲中学校
97 14050 0:18:24 福島　瑞貴 フクシマ　ミズキ 菖蒲中学校
98 14041 0:18:24 本田　麗愛 ホンダ　レイア 久喜東中学校
99 14051 0:19:30 ライムンジミキコ ライムンジミキコ 菖蒲中学校

100 14030 0:20:05 関谷　美真 セキヤ　ミイマ 久喜東中学校
101 14034 0:20:05 竹内　琴音 タカウチ　コトネ 久喜東中学校
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15 2ｋｍ　小学生男子（5～6年）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 15051 0:06:40 磯谷 虎樹 イソヤ コウキ 久喜友誠館
2 15028 0:06:44 篠 和真 シノ カズマ 芝川小学校
3 15015 0:06:46 加藤 大晴 カトウ タイセイ 久喜友誠館
4 15041 0:06:49 森尻 悠翔 モリジリ ハルト 栃木市大宮北小
5 15026 0:06:55 片岡 遼哉 カタオカ リョウヤ さいたま市立馬宮東小学校
6 15052 0:06:57 横田 覇空斗 ヨコタ ハクト -
7 15033 0:06:58 関根 慶 セキネ ケイ 野田ジュニア
8 15031 0:07:05 鈴木 郁海 スズキ イクミ 東葛ＲＣ
9 15044 0:07:06 黒崎 優明 クロサキ ユウメイ 野田ジュニア

10 15013 0:07:07 田川 誠志郎 タガワ セイシロウ ＴＥＡＭ不破
11 15009 0:07:19 植田 夏生 ウエダ カイ 植竹小学校
12 15016 0:07:21 鈴木 遥斗 スズキ ハルト -
13 15098 0:07:23 中村　昇平 ナカムラ　ショウヘイ 東鷲宮小学校
14 15050 0:07:24 横田 大和 ヨコタ ヤマト 久喜友誠館
15 15049 0:07:25 松林 巧磨 マツバヤシ タクマ 久喜北小学校
16 15071 0:07:27 赤池陽向 アカイケ　ヒナタ 青葉小学校
17 15078 0:07:27 中村　琉生 ナカムラ　リュウセイ 菖蒲小学校
18 15063 0:07:28 鈴木 優斗 スズキ ユウト 久喜市立太田小学校
19 15094 0:07:28 柴沼　晴輝 シバヌマ　ハルキ 砂原小学校
20 15012 0:07:29 鍵山 琉星 カギヤマ リュウセイ 琉琉琉りゅうせいかん琉琉琉
21 15029 0:07:31 根岸 龍之介 ネギシ リュウノスケ 深谷市立川本北小
22 15021 0:07:33 井上 晴太 イノウエ ハルタ 朝日小学校
23 15008 0:07:34 小白 陽太 コハク ヨウタ 青葉エンゼルス
24 15075 0:07:37 黒木　悠汰 クロキ　ユウタ 久喜北小学校
25 15005 0:07:39 星 和樹 ホシ カズキ 青葉エンゼルス
26 15053 0:07:48 山崎 晴矢 ヤマザキ ハルヤ 久喜ジュニア陸上クラブ
27 15059 0:07:48 佐藤　亮太 サトウ　リョウタ 久喜小学校
28 15030 0:07:52 倉部 陽輝 クラベ ハルキ 野田ジュニア
29 15039 0:07:56 平子 侑輝 ヒラコ ユウキ 加須市花崎北小
30 15023 0:07:57 小川 隼 オガワ シュン 大桑スカッシュ
31 15095 0:07:58 夘月　碧端 ウヅキ　アオバ 砂原小学校
32 15004 0:08:02 兼坂 勇輝 カネサカ ユウキ 青葉エンゼルス
33 15089 0:08:07 大川　暁星 オオカワ　アキトシ 鷲宮小学校
34 15073 0:08:07 松本　青次 マツモト　セイジ 久喜東小学校
35 15043 0:08:09 嘉瀬 優輝 カセ ユウキ -
36 15020 0:08:10 西川 諒 ニシカワ リョウ -
37 15074 0:08:12 小島　柊 コジマ　シュウ 久喜東小学校
38 15060 0:08:16 比企　凰次朗 ヒキ　オウジロウ 久喜小学校
39 15093 0:08:16 植村　尚平 ウエムラ　ショウヘイ 砂原小学校
40 15084 0:08:18 鈴木　智也 スズキ　トモヤ 栗橋西小学校
41 15025 0:08:19 笈沼 知広 オイヌマ チヒロ 栗橋南小学校
42 15014 0:08:21 平阪 宗大 ヒラサカ ソウタ 久喜東小学校
43 15011 0:08:22 小谷野 珠羽 コヤノ シユウ 栗橋小学校
44 15065 0:08:23 石倉　稜士 イシクラ　リョウジ 江面第一小学校
45 15070 0:08:25 高橋利知 タカハシ　リト 青葉小学校
46 15066 0:08:25 印南　結史 インナミ　ユイト 江面第二小学校
47 15006 0:08:29 清水 隼汰 シミズ ハヤタ 青葉エンゼルス
48 15081 0:08:30 田中　悠登 タナカ　ユウト 菖蒲東小学校
49 15003 0:08:30 諸見里 アレン モロミサト アレン 久喜市立小林小学校
50 15068 0:08:31 外山　龍義 トヤマ　リュウキ 本町小学校
51 15056 0:08:32 岡田　康平 オカダ　コウヘイ 久喜小学校
52 15042 0:08:32 西本 桜太朗 ニシモト オウタロウ 粕壁小学校
53 15097 0:08:33 斉藤　智大 サイトウ　トモヒロ 東鷲宮小学校
54 15062 0:08:33 島口 拓也 シマグチ タクヤ 久喜市立太田小学校
55 15067 0:08:36 鈴木 勘介 スズキ カンスケ 清久小学校
56 15057 0:08:36 中村　圭吾 ナカムラ　ケイゴ 久喜小学校
57 15007 0:08:40 塚本 大輝 ツカモト ダイキ 青葉エンゼルス
58 15036 0:08:42 濱田 陽生 ハマダ ハルキ -
59 15048 0:08:43 米田 晴登 マイタ ハルト -
60 15064 0:08:43 江原　光希 エハラ　コウキ 江面第一小学校
61 15022 0:08:50 井上 硯太 イノウエ ケンタ 朝日小学校
62 15054 0:08:52 岡田 朝陽 オカダ アサヒ -
63 15046 0:08:56 青木 椋大 アオキ リョウタ -
64 15034 0:08:57 高木 悠二朗 タカギ ユウジロウ 三箇小学校
65 15091 0:09:01 松﨑　陽翔 マツザキ　ハルト 砂原小学校
66 15027 0:09:03 渡 太一 ワタリ タイチ -
67 15017 0:09:06 堤 力樹 ツツミ リキ -
68 15076 0:09:14 坂牧　瑛太 サカマキ　エイタ 久喜北小学校
69 15055 0:09:17 雨宮　健晟 アメミヤ　ケンセイ 久喜小学校
70 15061 0:09:18 太田　亜唯夢 オオタ　アイム 久喜小学校
71 15086 0:09:24 岡安虎太郎 オカヤス　コタロウ 栗橋小学校
72 15080 0:09:25 岩崎　祥大 イワサキ　ショウダイ 栢間小学校
73 15024 0:09:35 松村 隼斗 マツムラ ハヤト 桜田小
74 15083 0:09:36 柿沼　広希 カキムマ　コウキ 栗橋西小学校
75 15040 0:09:53 向嶌 千陽 ムコウジマ チハル -
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76 15069 0:09:57 増川　航太 マスカワ　コウタ 本町小学校
77 15037 0:10:00 上原 和也 ウエハラ カズヤ 久喜市立桜田小学校
78 15092 0:10:00 園田　健悟 ソノダ　ケンゴ 砂原小学校
79 15047 0:10:12 高石 大斗 タカイシ ヤマト ＭＯＶＥＦＡＳＴ
80 15082 0:10:40 山﨑　陽介 ヤマザキ　ヨウスケ 菖蒲東小学校
81 15058 0:10:41 小笠原　悠也 オガサワラ　ユウヤ 久喜小学校
82 15090 0:10:43 佐藤　颯汰 サトウ　ソウタ 上内小学校
83 15018 0:10:52 大石 和弥 オオイシ カズヤ -
84 15045 0:11:08 若林 文喜 ワカバヤシ トモキ 大砂土小
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16 2ｋｍ　小学生男子（3～4年）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 16066 0:06:59 谷合 伶文 タニアイ レイヤ 新郷小学校
2 16041 0:07:08 渡部 智義 ワタナベ トモアキ 上高野小学校
3 16051 0:07:08 石井 琉之介 イシイ リュウノスケ 東葛ＲＣ
4 16151 0:07:17 川口　楓太 カワグチ　フウタ 砂原小学校
5 16032 0:07:19 加藤 柊星 カトウ シュウセイ 久喜友誠館
6 16062 0:07:29 利根川 悠樹 トネガワ ハルキ 東葛ＲＣ
7 16056 0:07:37 関根 進太郎 セキネ シンタロウ 野田ジュニア
8 16042 0:07:42 新井 陽翔 アライ ハルト 上野台小学校
9 16129 0:07:48 中山　瑞稀 ナカヤマ　ミズキ 久喜東小学校

10 16046 0:07:50 渋谷 羽琉 シブヤ ハル 久喜友誠館
11 16158 0:07:56 田中　樹 タナカ　イツキ 東鷲宮小学校
12 16050 0:07:56 神山 晃士朗 カミヤマ コウシロウ 川崎小学校
13 16055 0:07:57 倉部 翔輝 クラベ ショウキ 野田ジュニア
14 16048 0:07:57 高橋 空也 タカハシ クウヤ 浦安東野小学校
15 16033 0:08:00 川口 朔 カワグチ ハジメ 久喜市立東鷲宮小学校
16 16024 0:08:00 米田 萬雄 ヨネダ マオ 富士見小学校
17 16141 0:08:01 稲村　亮佑 イナムラ　リョウスケ 栗橋小学校
18 16064 0:08:01 矢崎 弘樹 ヤザキ ヒロキ 久喜市立桜田小学校
19 16072 0:08:02 須藤 瀧雅 スドウ ソウマ 東葛ＲＣ
20 16118 0:08:04 田畑　慶多 タバタ　ケイタ 江面第一小学校
21 16127 0:08:07 鈴木成 スズキ　ナル 青葉小学校
22 16105 0:08:09 鈴木 瑛太 スズキ エイタ 久喜市立太田小学校
23 16061 0:08:10 松倉 孔 マツクラ コウ 桐生市南小学校
24 16031 0:08:14 田川 勇志郎 タガワ ユウシロウ ＴＥＡＭ不破
25 16047 0:08:20 新井 創介 アライ ソウスケ 和田小学校
26 16120 0:08:23 永野 葵叶 ナガノ アイト 清久小学校
27 16113 0:08:23 増田　颯士 マスダ　ハヤト 江面第一小学校
28 16096 0:08:24 髙橋　慶行 タカハシ　ヨシユキ 久喜小学校
29 16128 0:08:25 小嶋恵大 コジマ　ケイタ 青葉小学校
30 16065 0:08:25 大屋 竣葵 オオヤ シュンキ 加須ジュニア
31 16097 0:08:27 髙波　希和 タカナミ　キワ 久喜小学校
32 16076 0:08:32 高石 大世 タカイシ タイセイ ＭＯＶＥＦＡＳＴ
33 16040 0:08:32 小林 颯人 コバヤシ ハヤト 中川小学校
34 16125 0:08:33 野原　夢生 ノハラ　ユウキ 本町小学校
35 16147 0:08:39 園田　大悟 ソノダ　ダイゴ 砂原小学校
36 16159 0:08:40 岩瀬　渉 イワセ ワタル 栗橋南小学校
37 16156 0:08:41 櫻井　颯人 サクライ　ハヤト 東鷲宮小学校
38 16090 0:08:42 新居　大知 アライ　ダイチ 久喜小学校
39 16132 0:08:43 野川 暖 ノガワ  ダン 小林小学校
40 16017 0:08:46 茶木 蒼太 チャキ ソウタ 久喜市立桜田小学校
41 16054 0:08:47 福田 泰自 フクダ タイジ 久喜東小学校
42 16023 0:08:47 荒井 蒼空 アライ ソラ 桜田小学校
43 16146 0:08:48 牧野　絢也 マキノ　ジュンヤ 上内小学校
44 16079 0:08:49 安藤 大悟 アンドウ ダイゴ 太田小
45 16140 0:08:50 比企　珠希 ヒキ　タマキ 栗橋小学校
46 16016 0:08:52 倉持 勇太 クラモチ ユウタ 久喜友誠館
47 16067 0:08:55 中野 友太 ナカノ ユウタ 久喜小学校
48 16160 0:08:55 高橋　勇多 タカハシ ユウタ 栗橋南小学校
49 16102 0:08:56 太田　琉希 オオタ　リュウキ 久喜小学校
50 16080 0:08:58 阿部 聡 アベ サトシ 菖蒲東小学校
51 16083 0:08:58 安齋 桜空 アンザイ サク -
52 16130 0:08:58 加藤　優太 カトウ　ユウタ 久喜北小学校
53 16011 0:08:58 松吉 翔大 マツヨシ ショウタ 菖蒲東小学校
54 16153 0:09:00 小林　遼馬 コバヤシ　リョウマ 東鷲宮小学校
55 16091 0:09:02 勝俣　颯 カツマタ　ソウ 久喜小学校
56 16071 0:09:02 上原 優冬 ウエハラ ヒロト 東鷲宮Ｆ??
57 16068 0:09:04 河村 龍聖 カワムラ リュウセイ 桜田小学校
58 16142 0:09:05 宮西　凛人 ミヤニシ　リント 鷲宮小学校
59 16117 0:09:06 田島　京 タジマ　キョウ 江面第一小学校
60 16122 0:09:07 松本　拓真 マツモト　タクマ 本町小学校
61 16025 0:09:09 小谷野 来波 コヤノ ライハ 栗橋小学校
62 16162 0:09:11 塚田　宙大 ツカダソウタ 久喜東小学校
63 16022 0:09:11 小澤 拓海 オザワ タクミ 久喜市立栗橋南小学校
64 16088 0:09:11 山之内　竜惺 ヤマノウチ　リュウセイ 久喜小学校
65 16087 0:09:14 比企　翔音 ヒキ　カオン 久喜小学校
66 16109 0:09:14 中山 心丈 ナカヤマ シンジョウ 久喜市立太田小学校
67 16152 0:09:15 酒井　正平 サカイ　ショウヘイ 東鷲宮小学校
68 16126 0:09:17 根本朔椰 ネモト　サクヤ 青葉小学校
69 16131 0:09:18 渡辺 巧 ワタナベ タクミ 小林小学校
70 16073 0:09:19 岩橋 薫 イワハシ カオル -
71 16089 0:09:19 吉田　陽翔 ヨシダ　ハルト 久喜小学校
72 16008 0:09:19 川畑 和輝 カワバタ カズキ 鷲宮小学校
73 16037 0:09:20 浅野 陸 アサノ リク -
74 16144 0:09:23 柴本　健誠 シバモト　ケンセイ 上内小学校
75 16010 0:09:24 坂本 悠斗 サカモト ハルト 久喜東小学校
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76 16005 0:09:24 小林 叶和 コバヤシ トワ 東鷲宮小学校
77 16063 0:09:26 大澤 健侍 オオサワ ケンシ 株式会社　英
78 16059 0:09:28 川畑 惺梧 カワバタ セイゴ -
79 16161 0:09:29 岡本　悠希 オカモト ユウキ -
80 16154 0:09:32 小野　寛稀 オノ　ヒロキ 東鷲宮小学校
81 16112 0:09:33 髙橋　宇靖 タカハシ　ヒサヤス 江面第一小学校
82 16058 0:09:35 近森 僚牙 チカモリ リョウガ -
83 16002 0:09:35 大熊　月人 - 山中グループ
84 16149 0:09:37 景山　雄斗 カゲヤマ　ユウト 砂原小学校
85 16104 0:09:37 斉藤 浩生 サイトウ ヒロキ 久喜市立太田小学校
86 16029 0:09:39 榎本 大雅 エノモト タイガ 松戸市立上本郷小学校
87 16094 0:09:40 須賀　智久 スガ　トモヒサ 久喜小学校
88 16115 0:09:40 内田　輝 ウチダ　ヒカル 江面第一小学校
89 16110 0:09:40 内海 響 ウツミ ヒビキ 久喜市立太田小学校
90 16157 0:09:41 松本　琉輝 マツモト　リュウキ 東鷲宮小学校
91 16021 0:09:43 後藤 翔生 ゴトウ ショウセイ 久喜東小学校
92 16107 0:09:45 横山 和哉 ヨコヤマ カズヤ 久喜市立太田小学校
93 16101 0:09:45 服部　結樹 ハットリ　ユウキ 久喜小学校
94 16136 0:09:45 上原　幸響 ウエハラ　サキョウ 栢間小学校
95 16069 0:09:48 渡辺 陽亮 ワタナベ ヨウスケ 久喜東小学校
96 16163 0:09:50 東野 真大 - -
97 16111 0:09:50 吉田　恵太 ヨシダ　ケイタ 江面第一小学校
98 16084 0:09:51 小笠原 真大 オガサワラ マヒロ -
99 16139 0:09:55 瀬山　恭平 セヤマ　キョウヘイ 栗橋西小学校

100 16074 0:09:58 藤崎 直人 フジサキ ナオト -
101 16138 0:09:58 森山　純馬 モリヤマ　トウマ 菖蒲東小学校
102 16012 0:09:59 渡辺 廉仁 ワタナベ レント 芝川小学校
103 16098 0:09:59 山之内　颯希 ヤマノウチ　ソウキ 久喜小学校
104 16114 0:10:02 石塚　徹平 イシヅカ　テッペイ 江面第一小学校
105 16121 0:10:03 金澤 裕也 カナザワ ユウヤ 清久小学校
106 16015 0:10:07 藤本 瞬 フジモト シュン 久喜市立太田小学校
107 16003 0:10:07 小林　大輝 - 山中グループ
108 16106 0:10:07 新藤 倫琉 シンドウ トモル 久喜市立太田小学校
109 16013 0:10:09 高橋 貫太 タカハシ カンタ 久喜東小学校
110 16124 0:10:10 堺　翔太 サカイ　ショウタ 本町小学校
111 16116 0:10:13 金子　靖人 カネコ　ハルト 江面第一小学校
112 16014 0:10:14 大熊 将生 オオクマ ショウセイ 久喜市立菖蒲小学校
113 16060 0:10:21 宮下 海晴 ミヤシタ カイセイ -
114 16119 0:10:22 横山　孝成 ヨコヤマ　コウセイ 江面第一小学校
115 16135 0:10:24 渡邊　瑞基 ワタナベ　ミズキ 栢間小学校
116 16133 0:10:24 金子　昊平 カネコ　コウヘイ 栢間小学校
117 16143 0:10:25 齋藤　翼 サイトウ　ツバサ 上内小学校
118 16077 0:10:25 浜崎 諒人 ハマサキ リョウト 久喜北小学校
119 16134 0:10:27 萩原　康太 ハギワラ　コウタ 栢間小学校
120 16145 0:10:27 天神　愛也 テンジン　マナヤ 上内小学校
121 16070 0:10:28 湯浅 秀翔 ユアサ シュウト 桜田小学校
122 16043 0:10:30 歌代 悠希 ウタシロ ユウキ 栗橋小学校
123 16006 0:10:32 初塩 琉斗 ハツシオ リュウト 久喜市立桜田小学校
124 16085 0:10:37 安藤 嘉伸 アンドウ ヨシノブ 栗橋小学校
125 16038 0:10:38 清水 悠右 シミズ ユウスケ 草加小学校３年
126 16155 0:10:45 川山　世悟 カワヤマ　セオ 東鷲宮小学校
127 16034 0:10:52 加藤 寿暁 カトウ トシアキ 朝日小
128 16045 0:10:53 田嶋 佑心 タジマ ユシン -
129 16009 0:10:53 鈴木 謙介 スズキ ケンスケ 栗橋西小学校
130 16093 0:10:54 柳　勇太郎 ヤナギ　ユウタロウ 久喜小学校
131 16150 0:11:00 内田　獅寿翔 ウチダ　シズト 砂原小学校
132 16099 0:11:02 山次　慎太郎 ヤマジ　シンタロウ 久喜小学校
133 16095 0:11:10 髙徳　大輔 タカトク　ダイスケ 久喜小学校
134 16148 0:11:19 春原　空歩 スノハラ　ソラア 砂原小学校
135 16030 0:11:24 小野目 尚人 オノメ ナオト 菁莪小学校
136 16100 0:11:30 長澤　琉伊斗 ナガサワ　ルイト 久喜小学校
137 16049 0:11:36 渡 佑斗 ワタリ ユウト -
138 16092 0:11:37 杉田　息吹 スギタ　イブキ 久喜小学校
139 16004 0:11:43 小松 朋広 コマツ トモヒロ 東鷲宮小学校
140 16123 0:11:58 柿沼　丈 カキヌマ　タケル 本町小学校
141 16103 0:12:00 信太　修一郎 シダ　シュウイチロウ 久喜小学校
142 16057 0:12:15 金子 恭己 カネコ ミツミ -
143 16086 0:12:33 伊藤　一護 イトウ　イチゴ 久喜小学校
144 16001 0:14:17 山中　玲依 - 山中グループ
145 16007 0:15:06 須藤 開斗 スドウ カイト 久喜市立久喜東小学校
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17 2ｋｍ　小学生女子（5～6年）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 17042 0:07:03 野﨑 美羽 ノザキ ミウ 久喜友誠館
2 17032 0:07:08 新津 那奈 ニイツ ナナ -
3 17026 0:07:12 関根 さくら セキネ サクラ 野田ジュニア
4 17037 0:07:23 山本 祐希 ヤマモト ユウキ 宇和島市立明倫小学校
5 17021 0:07:29 内野 沙弥香 ウチノ サヤカ 東葛ＲＣ
6 17030 0:07:30 高崎 恋々 タカサキ ココ 野田ジュニア
7 17020 0:07:30 田中 愛菜 タナカ アイナ -
8 17014 0:07:32 伊藤 杏里 イトウ アンリ 久喜友誠館陸上クラブ
9 17046 0:07:38 渡邊 百香 ワタナベ モモカ 上尾市立東

10 17079 0:07:47 松永　成美 マツナガ　ナルミ 本町小学校
11 17028 0:07:56 北川 紗優 キタガワ サユ -
12 17023 0:08:02 竹内 瑠音 タケウチ ルン 白岡Ｊｒ．
13 17022 0:08:05 内野 帆乃香 ウチノ ホノカ 東葛ＲＣ
14 17070 0:08:13 荻島 美空 オギシマ ミク 久喜市立太田小学校
15 17074 0:08:14 大宮　永波 オオミヤ　トワ 江面第一小学校
16 17002 0:08:15 丸碆 夏鈴 マルバエ カリン 栗橋南小学校
17 17048 0:08:18 秋吉　咲希 アキヨシ　サキ 久喜小学校
18 17109 0:08:18 岩本　和 イワモト ナゴミ 加須南小
19 17044 0:08:23 川嶋 紗希 カワシマ サキ 東大成小学校
20 17041 0:08:23 小島 愛加 コジマ アイカ -
21 17005 0:08:26 小澤 海波 オザワ ミナミ 久喜市立栗橋南小学校
22 17057 0:08:27 田名網　知恵 タナアミ　チエ 久喜小学校
23 17038 0:08:27 増井 菜絵 マスイ ナエ 桜田小学校
24 17031 0:08:30 阪尾 綾音 サカオ アヤネ 久喜東小
25 17060 0:08:30 髙橋　茉柚子 タカハシ　マユコ 久喜小学校
26 17058 0:08:30 田中　彩心 タナカ　アヤミ 久喜小学校
27 17033 0:08:32 内田 遥菜 ウチダ ハルナ -
28 17107 0:08:33 藤田　もも フジタ　モモ 東鷲宮小学校
29 17036 0:08:36 高橋 咲稀 タカハシ サキ 友誠館
30 17067 0:08:39 関口　さくら セキグチ　サクラ 久喜小学校
31 17039 0:08:40 小川 楓子 オガワ フウコ 加須ジュニア陸上クラブ
32 17052 0:08:42 勝俣　芽衣 カツマタ　メイ 久喜小学校
33 17011 0:08:44 田邉 麗 タナベ レイ チームモンサレ
34 17068 0:08:49 茂木　千春 モギ　チハル 久喜小学校
35 17111 0:08:49 増渕　花音 - -
36 17071 0:08:50 町田 瑠璃華 マチダ ルリカ 久喜市立太田小学校
37 17006 0:08:52 宮崎 愛生 ミヤザキ メイ 白岡かけっこクラブ
38 17062 0:08:53 尾崎　若奈 オザキ　ワカナ 久喜小学校
39 17085 0:08:54 岩崎　輝亜 イワサキ　ダイア 青毛小学校
40 17018 0:08:55 渋谷 芽結 シブヤ メイ 久喜友誠館
41 17055 0:08:56 山下　結彩 ヤマシタ　ユイ 久喜小学校
42 17092 0:08:57 柿沼　陽菜美 カキムマ　ヒナミ 栗橋西小学校
43 17035 0:08:57 鈴木 爽月 スズキ サツキ -
44 17077 0:08:58 戸賀崎 まゆ トガサキ マユ 清久小学校
45 17007 0:08:59 関 未友里 セキ ミユリ 上松山小学校
46 17043 0:09:01 小野寺 結凪 オノデラ ユナ 久喜市立青毛小学校
47 17003 0:09:04 石川 心琴 イシカワ ミコト 栗橋小学校
48 17012 0:09:13 高橋 葵 タカハシ アオイ 栗橋南小学校
49 17050 0:09:13 露﨑　友萌 ツユザキ　トモエ 久喜小学校
50 17103 0:09:18 グエンティゴックフウン グエンティゴックフウン 上内小学校
51 17082 0:09:20 小河原莉緒 コガハラ　リオ 青葉小学校
52 17040 0:09:20 関根 七海 セキネ ナナミ -
53 17013 0:09:21 菅原 菜々 スガワラ ナナ 栗橋南小学校
54 17080 0:09:22 鈴木星那 スズキ　セナ 青葉小学校
55 17086 0:09:23 畑　りつか ハタ　リツカ 青毛小学校
56 17110 0:09:26 小林　佳暖 コバヤシ カノン 加須市
57 17029 0:09:29 庭 千尋 ニワ チヒロ 青毛小学校
58 17017 0:09:30 山崎 舞衣 ヤマザキ マイ -
59 17089 0:09:32 岸　楓 キシ カエデ 小林小学校
60 17010 0:09:33 井上 陽彩 イノウエ ヒイロ 宮代剣友会
61 17097 0:09:33 相澤　沙織里 アイザワ　サオリ 鷲宮小学校
62 17095 0:09:33 金澤　栞海 カナザワ　カンナ 鷲宮小学校
63 17066 0:09:36 信太　桜 シダ　サクラ 久喜小学校
64 17087 0:09:36 青山　心 アオヤマ　ココロ 久喜東小学校
65 17108 0:09:36 田中　結衣 タナカ　ユイ 東鷲宮小学校
66 17059 0:09:36 神保　実咲 ジンボ　ミサキ 久喜小学校
67 17027 0:09:38 小川 碧月 オガワ ミヅキ -
68 17034 0:09:39 内田 葵衣 ウチダ アオイ -
69 17061 0:09:40 青木　弥乃里 アオキ　ミノリ 久喜小学校
70 17049 0:09:43 佐久間　心咲 サクマ　ミサキ 久喜小学校
71 17090 0:09:44 藤浪 爽 フジナミ サワ 小林小学校
72 17094 0:09:45 千葉　夏希 チバ　ナツキ 栗橋小学校
73 17088 0:09:46 山中　萌生 ヤマナカ　メイ 久喜北小学校
74 17101 0:09:48 池田　華也 イケダ　カヤ 上内小学校
75 17084 0:09:56 田中　樹里 タナカ　ジュリ 青毛小学校
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76 17054 0:09:56 永野　妃那 ナガノ　ヒナ 久喜小学校
77 17075 0:09:57 小山　祐依 コヤマ　ユイ 江面第二小学校
78 17004 0:10:04 添野 葵以 ソエノ アオイ 久喜市立菖蒲東小学校
79 17069 0:10:11 増田 紗也加 マスダ サヤカ 久喜市立太田小学校
80 17045 0:10:16 福田 茉穂 フクダ マホ -
81 17099 0:10:17 山本　結衣 ヤマモト　ユイ 上内小学校
82 17053 0:10:21 金子　夏葵 カネコ　ナツキ 久喜小学校
83 17063 0:10:25 西川　友理 ニシカワ　ユリ 久喜小学校
84 17081 0:10:29 及川愛菜 オイカワ　アイナ 青葉小学校
85 17008 0:10:35 加藤 美寿希 カトウ ミズキ 朝日小
86 17078 0:10:43 志村 梨花 シムラ リンカ 清久小学校
87 17105 0:10:55 加藤　伊織 カトウ　イオリ 東鷲宮小学校
88 17001 0:11:01 大島　悠愛 - 山中グループ
89 17100 0:11:06 山本　莉奈 ヤマモト　リナ 上内小学校
90 17064 0:11:13 細野　叶実 ホソノ　カナミ 久喜小学校
91 17051 0:11:13 伊藤　優花 イトウ　ユウカ 久喜小学校
92 17104 0:11:42 酒井　葉那 サカイ　ハナ 東鷲宮小学校
93 17091 0:11:55 中島　蒼 ナカジマ　ソラ 菖蒲東小学校
94 17047 0:11:57 毛利 優来 モウリ ユラ 砂原小学校
95 17096 0:12:28 渡辺　花彩 ワタナベ　ハナ 鷲宮小学校
96 17073 0:12:30 新井　ひなり アライ　ヒナリ 江面第一小学校
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18 2ｋｍ　小学生女子（3～4年）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 18029 0:07:52 加藤 真緒 カトウ マオ 市原ＡＣ
2 18081 0:08:04 今泉　曜 イマイズミ　ヨウ 栗橋小学校
3 18095 0:08:07 小野　日菜子 オノ ヒナコ 白岡東小学校
4 18021 0:08:07 五十嵐 茉白 イガラシ マシロ -
5 18031 0:08:19 猪俣 優来 イノマタ ユラ 小山城東小学校
6 18010 0:08:29 高橋 蒼生 タカハシ アオイ 原市南小学校
7 18025 0:08:29 竹内 朝日 タケウチ アサ -
8 18074 0:08:34 野川 碧 ノガワ アオイ 小林小学校
9 18007 0:08:36 遠藤 瑞季 エンドウ ミズキ 久喜市立太田小学校

10 18043 0:08:48 樋口 心彩 ヒグチ ココア -
11 18003 0:08:49 田中 乃愛 タナカ ノア 栗橋西小学校
12 18014 0:08:53 植田 莉生 ウエダ リオ 植竹小学校
13 18013 0:08:54 栗山 華 クリヤマ ハナ 加須ジュニア
14 18055 0:08:55 土井 彩愛 ドイ アヤナ 久喜市立太田小学校
15 18023 0:08:55 戸谷 優海 トヤ ユウミ -
16 18062 0:08:56 久保陽乃 クボ　ヒナノ 青葉小学校
17 18004 0:09:02 小林 果鈴 コバヤシ カリン 太田小学校
18 18064 0:09:10 渡辺　永遠 ワタナベ　トワ 久喜東小学校
19 18063 0:09:10 小島　美花 コジマ　ハナ 久喜東小学校
20 18057 0:09:12 柿沼　愛 カキヌマ　ココ 江面第一小学校
21 18028 0:09:17 宮内 美帆 ミヤウチ ミホ 久喜市立太田小学校
22 18045 0:09:21 田中　結心 タナカ　ユウミ 久喜小学校
23 18036 0:09:22 渡部 朱莉 ワタナベ アカリ 鶴岡持久走クラブ
24 18094 0:09:25 橋本　亜美 ハシモト アミ -
25 18011 0:09:25 野口 陽菜乃 ノグチ ヒナノ 上尾市立原市小学校
26 18027 0:09:29 斉藤 陽香 サイトウ ハルカ 桜田小学校
27 18041 0:09:30 瀬崎 蒼依 セザキ アオイ -
28 18015 0:09:31 金子 絢香 カネコ アヤカ 江面第一小学校
29 18032 0:09:32 高橋 歩夢 タカハシ アム 友誠館
30 18053 0:09:33 大日向 遥海 オオヒナタ ハルミ 久喜市立太田小学校
31 18090 0:09:33 松野　和奏 マツノ　ワカナ 東鷲宮小学校
32 18018 0:09:33 篠原 夏実 シノハラ ナツミ -
33 18069 0:09:34 小畑　友香 オバタ　ユウカ 久喜北小学校
34 18008 0:09:36 熊本 凜沙 クマモト リサ 菖蒲小学校
35 18048 0:09:41 森　野々花 モリ　ノノカ 久喜小学校
36 18009 0:09:41 平澤 美怜 ヒラサワ ミレイ 菖蒲小学校
37 18039 0:09:42 関根 未来 セキネ ミク -
38 18006 0:09:46 深谷 優衣 フカヤ ユウイ 加須市立大利根東小学校
39 18017 0:09:46 平阪 幸奈 ヒラサカ ユキナ 久喜東小学校
40 18044 0:09:47 千勝　里咲 チカツ　リサ 久喜小学校
41 18098 0:09:48 阿部　里咲 アベ リサ -
42 18070 0:09:48 花見　莉来 ハナミ　リコ 久喜北小学校
43 18050 0:09:48 尾﨑　友音 オザキ　トモネ 久喜小学校
44 18037 0:09:49 小林 那奈 コバヤシ ナナ 宮代剣友会
45 18073 0:09:53 寺井　晶 テライ　アキラ 久喜北小学校
46 18080 0:09:54 天川　夏歩 アマカワ　カホ 栗橋小学校
47 18096 0:09:55 遠藤　咲希 エンドウ サキ 久喜市立桜田小学校
48 18019 0:09:55 井上 瑞稀 イノウエ ミズキ 宮代剣友会
49 18072 0:09:56 寺井　歩夢 テライ　アユム 久喜北小学校
50 18058 0:09:57 印南　綾乃 インナミ　アヤノ 江面第二小学校
51 18099 0:10:00 森　理緒 モリ リオ 花崎北小学校
52 18030 0:10:00 柴崎 胡春 シバザキ コハル -
53 18067 0:10:07 山中　芙雪 ヤマナカ　フユキ 久喜北小学校
54 18085 0:10:11 原田　紫月 ハラダ　シヅク 砂原小学校
55 18056 0:10:14 江原　愛菜 エハラ　アイナ 江面第一小学校
56 18084 0:10:16 岡本　実央 オカモト　ミオ 砂原小学校
57 18052 0:10:19 岩崎 楽々 イワサキ ララ 久喜市立太田小学校
58 18077 0:10:19 田中　佑芽 タナカ　ユメ 菖蒲東小学校
59 18002 0:10:24 上原　萌瑛 - 山中グループ
60 18066 0:10:27 松本　純奈 マツモト　ジュンナ 久喜北小学校
61 18026 0:10:28 永井 来望 ナガイ クルミ -
62 18059 0:10:29 金尾　梨沙 カナオ　リサ 本町小学校
63 18046 0:10:34 蓮見　紫陽花 ハスミ　シヨカ 久喜小学校
64 18042 0:10:38 吉岡 陽葵 ヨシオカ ヒマリ -
65 18075 0:10:40 長谷部 あい華 ハセベ アイカ 小林小学校
66 18087 0:10:41 加藤　葵 カトウ　アオイ 東鷲宮小学校
67 18068 0:10:42 島　幸穂 シマ　ユキホ 久喜北小学校
68 18054 0:10:42 岩本 花恵 イワモト ハナエ 久喜市立太田小学校
69 18060 0:10:44 増川　美弥 マスカワ　ミヤ 本町小学校
70 18040 0:10:45 熊倉 柚羽 クマクラ ユワ 桜田小学校
71 18047 0:10:46 山家　あやな ヤマイエ　アヤナ 久喜小学校
72 18097 0:10:53 小林　なる コバヤシ ナル 久喜東小
73 18001 0:10:54 大作　菜々花 - 山中グループ
74 18092 0:11:04 原田　陽真莉 ハラダ　ヒマリ 東鷲宮小学校
75 18065 0:11:05 金子　奈波 カネコ　ナナミ 久喜北小学校
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76 18091 0:11:08 松本　結花 マツモト　ユイカ 東鷲宮小学校
77 18005 0:11:09 武井 心海 タケイ ココミ 太田小学校
78 18088 0:11:15 木村　佳澄 キムラ　カスミ 東鷲宮小学校
79 18100 0:11:23 川口　茉央 カワグチ マオ 菖蒲東小学校
80 18079 0:11:23 森田　美結 モリタ　ミユ 栗橋小学校
81 18020 0:11:28 成瀬 葵 ナルセ アオイ -
82 18049 0:11:30 山根　凜 ヤマネ　リン 久喜小学校
83 18051 0:11:30 石井　ひかり イシイ　ヒカリ 久喜小学校
84 18078 0:11:50 川口　莉央 カワグチ　リオ 菖蒲東小学校
85 18083 0:12:09 添田　結衣 ソエダ　ユイ 砂原小学校
86 18033 0:12:39 梶原 衣央里 カジワラ イオリ 桜田小
87 18035 0:12:44 木村 安祐美 キムラ アユミ -
88 18061 0:16:26 大平苺華 オオヒラ　マイカ 青葉小学校
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19 2ｋｍ　親子ペア（小学校1・2年生とその保護者）
順位 ナンバー タイム 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

1 19099 0:07:36 深井 聡/深井　真生 ﾌｶｲ ｻﾄｼ/ﾌｶｲ ﾏｺﾄ 矢板市乙畑小
2 19102 0:07:43 小井沼 康良/小井沼　陸王 ｵｲﾇﾏ ﾔｽﾖｼ/ｵｲﾇﾏ ﾘｸｵｳ 大宮南小
3 19075 0:07:51 松岡 一奴/松岡　修斗 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾔ/ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾄ 富士見小
4 19104 0:08:02 青木 範安/青木　美知瑠 ｱｵｷ ﾉﾘﾔｽ/ｱｵｷ ﾐﾁﾙ 加須大利根東小
5 18110 0:08:04 上原 航/上原　将 - -
6 19085 0:08:16 田熊 純也/田熊　航也 ﾀｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ/ﾀｸﾞﾏ ｺｳﾔ さいたま市立日進小学校
7 19079 0:08:21 田邉 俊雄/田邉　美藍 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ/ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾗﾝ チームモンサレ
8 19039 0:08:39 茂田  忠志/茂田  和楽 ｼｹﾞﾀ  ﾀﾀﾞｼ/ｼｹﾞﾀ  ﾜﾗｸ -
9 19124 0:08:45 野﨑 和明/野﨑　大翔 ﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｱｷ/ﾉｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 久喜友誠館

10 19173 0:08:47 加藤　杉夫/加藤　秋葉 ｶﾄｳ ｽｷﾞｵ/ 久喜北小学校
11 19049 0:08:52 川口 慎介/川口 櫻太 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ/ｶﾜｸﾞﾁ ｵｳﾀ 砂原小学校
12 19050 0:08:57 高橋　俊博/高橋　勝禮 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ/ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾚｲ 太田小学校
13 19025 0:09:00 高波 純/高波 琉生 ﾀｶﾅﾐ ｼﾞｭﾝ/ﾀｶﾅﾐ ﾙｲ 久喜小学校
14 19152 0:09:05 浜崎 正浩/浜崎　弘人 ﾊﾏｻｷ ﾏｻﾋﾛ/ﾊﾏｻｷ ﾋﾛﾄ 久喜北小学校
15 19015 0:09:05 田口 俊之/田口 愛梨 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ/ﾀｸﾞﾁ ｱｲﾘ -
16 19109 0:09:07 澤木 一司/澤木　壮司 ｻﾜｷ ｲﾂｼ/ｻﾜｷ ｿｳｼ 久喜小学校
17 19169 0:09:08 花見　秀一/花見　英飛 /ﾊﾅﾐ ｴｲﾄ -
18 19072 0:09:13 渡邉 光章/渡邉　りこ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｱｷ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｺ 栃木第四小学校
19 19147 0:09:15 横田 生樹/横田　里愛 ﾖｺﾀ ｾｲｼﾞｭ/ﾖｺﾀ ﾘｱﾗ 百間小学校
20 19016 0:09:23 佐藤　光宏/佐藤　快士 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ/ｻﾄｳ ｶｲｼﾞ 東鷲宮小学校
21 19031 0:09:25 鈴木　大輔/鈴木　駿吾 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ/ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｺﾞ 久喜市立青毛小学校
22 19179 0:09:26 藤井　将人/藤井　涼 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ/ 桜田小
23 19097 0:09:32 横手 見枝子/横手　歩実 ﾖｺﾃ ﾐｴｺ/ﾖｺﾃ ｱﾕﾐ 桜田小学校
24 19093 0:09:33 山田 裕/山田　瑛翔 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ/ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾄ 鷺沼小学校
25 19029 0:09:33 丸山　哲哉/丸山　孝介 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂﾔ/ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ -
26 19130 0:09:37 中井 智胤/中井　健太郎 ﾅｶｲ ﾄﾓｶｽﾞ/ﾅｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ 久喜小学校
27 19141 0:09:38 内田 直樹/内田　結月 ｳﾁﾀﾞ ﾅｵｷ/ｳﾁﾀﾞ ﾕﾂﾞｷ 久喜市立桜田小学校
28 19059 0:09:38 鏡 淳一/鏡 珀斗 ｶｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｶｶﾞﾐ ﾊｸﾄ -
29 19168 0:09:42 松田　良/松田　壮佑 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ/ 本町小学校
30 19043 0:09:42 遠藤　宏行/遠藤　聖仁 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ/ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾄ 久喜市立太田小学校
31 19122 0:09:43 瀬崎 正樹/瀬崎　惇平 ｾｻﾞｷ ﾏｻｷ/ｾｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＡＣ
32 19131 0:09:44 武井 貞道/武井　駿佑 ﾀｹｲ ｻﾀﾞﾐﾁ/ﾀｹｲ ｼｭﾝｽｹ 久喜市立久喜東小学校
33 19081 0:09:49 五十嵐 豊/五十嵐　日茉莉 ｲｶﾞﾗｼ ﾕﾀｶ/ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾏﾘ 久喜北小学校
34 19174 0:09:52 木下　和歌子/木下　啓太郎 ｷﾉｼﾀ ﾜｶｺ/ 久喜市立太田小学校
35 19116 0:09:53 鈴木 美穂/鈴木　理久 ｽｽﾞｷ ﾐﾎ/ｽｽﾞｷ ﾘｷｭｳ 大宮東小学校
36 19040 0:09:54 石塚　孝一/石塚　汰佑 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ/ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲｽｹ 江面第一小学校
37 19095 0:09:55 斉藤 光晴/斉藤　颯大 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ/ｻｲﾄｳ ｿｳﾀ 桜田小学校
38 19172 0:09:56 加藤　幸代/加藤　彩葉 ｶﾄｳ ｻﾁﾖ/ 久喜北小学校
39 19065 0:09:58 樋熊  康司/樋熊  悠人 ﾋｸﾞﾏ  ｺｳｼﾞ/ﾋｸﾞﾏ  ﾊﾙﾄ -
40 19163 0:10:00 早川 昌孝/早川　維真 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾀｶ/ﾊﾔｶﾜ ｲｼﾝ 春日部市立幸松小学校
41 19157 0:10:01 渡部 智博/渡部　佑歩 ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ/ﾜﾀﾍﾞ ﾕｱ 桜田小学校
42 19037 0:10:04 山家 正弘/山家 みなみ ﾔﾏｲｴ ﾏｻﾋﾛ/ﾔﾏｲｴ ﾐﾅﾐ 久喜小学校
43 19056 0:10:06 松本　正人/松本　武龍 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ/ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹﾙ -
44 19126 0:10:07 池田 智史/池田　寅之助 ｲｹﾀﾞ ｻﾄｼ/ｲｹﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 久喜北小学校
45 19138 0:10:08 岸川 典充/岸川　宗史 ｷｼｶﾜ ﾉﾘﾐﾂ/ｷｼｶﾜ ｿｳｼ 東鷲宮小学校
46 19112 0:10:09 向嶌 涼/向嶌　一惺 ﾑｺｳｼﾞﾏ ﾘｮｳ/ﾑｺｳｼﾞﾏ ｲｯｾｲ 桜田小学校
47 19001 0:10:10 足利　淳/足利　元誌 - 山中グループ
48 19035 0:10:11 溝田　智敏/溝田　佳奈美 ﾐｿﾞﾀ ﾄﾓﾄｼ/ﾐｿﾞﾀ ｶﾅﾐ 栗橋小学校
49 19038 0:10:14 小川 将仁/小川 朝陽 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ/ｵｶﾞﾜ ｱｻﾋ 太田小学校
50 19087 0:10:16 中川 清世/中川　結雅 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖｾ/ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 開智小
51 19175 0:10:17 長谷川　一郎/長谷川　煌真 ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ/ -
52 19133 0:10:18 藪 勝利/藪　光太郎 ﾔﾌﾞ ｶﾂﾄｼ/ﾔﾌﾞ ｺｳﾀﾛｳ 桜田小学校、桜田チェリーズ
53 19041 0:10:18 深谷　高久/深谷　英慎 ﾌｶﾔ ﾀｶﾋｻ/ﾌｶﾔ ｴｲｼﾝ 加須市立大利根東小学校
54 19071 0:10:19 篠原 浩一/篠原　泰明 ｼﾉﾊﾗ ｺｳｲﾁ/ｼﾉﾊﾗ ﾔｽｱｷ 伊勢崎北二小
55 19089 0:10:20 松村 慎弥/松村　祐斗 ﾏﾂﾑﾗ ｼﾝﾔ/ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾄ 桜田小
56 19063 0:10:20 小谷野 謙司/小谷野 碧葉 ｺﾔﾉ ｹﾝｼﾞ/ｺﾔﾉ ｱｵﾊﾞ -
57 19120 0:10:20 小林 尚人/小林　希寧 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾈﾈ 宮代剣友会
58 19113 0:10:22 増井 久義/増井　椛絵 ﾏｽｲ ﾋｻﾖｼ/ﾏｽｲ ﾓｴ 桜田小学校
59 19108 0:10:28 久下 真紀/久下　美咲 ｸｹﾞ ﾏｷ/ｸｹﾞ ﾐｻｷ 栗橋西小学校
60 19068 0:10:31 井野 大輔/井野　蒼輔 ｲﾉ ﾀﾞｲｽｹ/ｲﾉ ｿｳｽｹ 東鷲宮小学校
61 19011 0:10:33 那須 栄一/那須 佑樹 ﾅｽ ｴｲｲﾁ/ﾅｽ ﾕｳｷ 太田小学校
62 19027 0:10:35 茂手木 弘之/茂手木 春翔 ﾓﾃｷ ﾋﾛﾕｷ/ﾓﾃｷ ﾊﾙﾄ -
63 19083 0:10:35 藤森 麻里/藤森　陸真 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏﾘ/ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｸﾏ 大宮東小
64 19047 0:10:37 後藤 信二/後藤 飛来 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ/ｺﾞﾄｳ ﾋﾗｲ -
65 19017 0:10:39 高橋 和雄/高橋 昂摩 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ/ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳﾏ 太田小学校
66 19055 0:10:40 山田 尚登/山田 梨乃 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ/ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉ -
67 19184 0:10:41 藤田　広行/藤田　ゆず ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ/ 東鷲宮小学校
68 19123 0:10:41 小野寺 萌子/小野寺　蒼介 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾓｴｺ/ｵﾉﾃﾞﾗ ｿｳｽｹ 桜田小学校
69 19021 0:10:42 黒脛 明広/黒脛 耕太郎 ｸﾛﾊﾊﾞｷ ｱｷﾋﾛ/ｸﾛﾊﾊﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ -
70 19061 0:10:43 長沢　聡美/長沢　陽人 ﾅｶﾞｻﾜ ｻﾄﾐ/ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾙﾄ -
71 19030 0:10:48 武井伴幸/武井禅里 ﾀｹｲﾄﾓﾕｷ/ﾀｹｲｾﾞﾝﾘ -
72 19042 0:10:50 小武海　亮/小武海　凛 ｺﾌﾞｶｲ ﾘｮｳ/ｺﾌﾞｶｲ ﾘﾝ -
73 19070 0:10:55 川口 舞/川口　暁 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｲ/ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 久喜市立東鷲宮小学校
74 19100 0:10:56 清水 寿敏/清水　勇吹 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾄｼ/ｼﾐｽﾞ ｲﾌﾞｷ シミズ
75 19177 0:10:58 折原　明/折原　斗眞 - 江面第一小学校
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76 19105 0:10:59 佐藤 真由美/佐藤　柊 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ/ｻﾄｳ ｼｭｳ 太田小学校
77 19127 0:11:00 塚田 昌志/塚田　裕太 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｼ/ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾀ 栗橋小学校
78 19088 0:11:01 柏木 勝/柏木　恋 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾙ/ｶｼﾜｷﾞ ﾚﾝ 太田小学校
79 19170 0:11:02 岡本　哲郎/岡本　紗奈 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂｵ/ -
80 19052 0:11:04 内藤 彩乃/内藤 陽斗 ﾅｲﾄｳ ｱﾔﾉ/ﾅｲﾄｳ ﾊﾙﾄ -
81 19053 0:11:04 内藤 勇樹/内藤 陸人 ﾅｲﾄｳ ﾕｳｷ/ﾅｲﾄｳ ﾘｸﾄ -
82 19155 0:11:05 高橋 健吾/高橋　美結 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺﾞ/ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ 久喜市立三箇小学校
83 19106 0:11:05 伊藤 優/伊藤　凜 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ/ｲﾄｳ ﾘﾝ 久喜小学校
84 19119 0:11:08 渡辺 真弓/渡部　心春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕﾐ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾊﾙ 鶴岡持久走クラブ
85 19074 0:11:09 木村 麻美/木村　優月 ｷﾑﾗ ｱｻﾐ/ｷﾑﾗ ﾕﾂﾞｷ 久喜市立桜田小学校
86 19033 0:11:13 中原　康行/中原　佑心 ﾅｶﾊﾗ ﾔｽﾕｷ/ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｼﾝ 久喜東小学校
87 19107 0:11:15 河村 裕美/河村　玲葵 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛﾐ/ｶﾜﾑﾗ ﾀﾏｷ 桜田小学校
88 19150 0:11:15 三浦 英樹/三浦　柚衣香 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｷ/ﾐｳﾗ ﾕｲｶ 桜田小学校
89 19090 0:11:17 新井 達也/新井　悠冬 ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ/ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 和田小学校
90 19003 0:11:17 上原　健太郎/上原　大樹 - 山中グループ
91 19139 0:11:18 安宅 克彦/安宅　颯介 ｱﾀｶ ｶﾂﾋｺ/ｱﾀｶ ｿｳｽｹ 桜田小学校
92 19036 0:11:19 公平　淳司/公平　悠斗 ｺｳﾍｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ/ｺｳﾍｲ ﾕｳﾄ -
93 19086 0:11:19 歌代 匠/歌代　和真 ｳﾀｼﾛ ﾀｸﾐ/ｳﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏ 栗橋小学校
94 19094 0:11:20 中村 由美/中村　優仁 ﾅｶﾑﾗ ﾕﾐ/ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 北浦和小学校
95 19018 0:11:21 石川 真也/石川 和沙 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ/ｲｼｶﾜ ﾅｷﾞｻ -
96 19140 0:11:23 黒須和 和樹/黒須　和樹 ｸﾛｽ ｶｽﾞｷ/ｸﾛｽ ｱｲｶ 三箇小
97 19181 0:11:24 原田　真知子/原田　晴真 ﾊﾗﾀﾞ ﾏﾁｺ/ -
98 19077 0:11:25 千葉 貴俊/千葉　陽斗 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾄｼ/ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾄ 栗橋小学校
99 19148 0:11:34 高橋 直美/高橋　愛 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾐ/ﾀｶﾊｼ ﾏﾅ 久喜小学校

100 19076 0:11:36 宮田 秋津/宮田　あかね ﾐﾔﾀ ｱｷﾂ/ﾐﾔﾀ ｱｶﾈ 桜田小学校
101 19057 0:11:37 荒井　大介/荒井　里音 ｱﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ/ｱﾗｲ ﾘﾉ -
102 19118 0:11:37 松井 慶史郎/松井　瑠璃 ﾏﾂｲ ｹｲｼﾛｳ/ﾏﾂｲ ﾙﾘ ＫＲ
103 19091 0:11:38 村井 心哉/村井　蒼空 ﾑﾗｲ ｼﾝﾔ/ﾑﾗｲ ｿﾗ 久喜市立青葉小学校
104 19067 0:11:40 鍵山 その子/鍵山　琉奈 ｶｷﾞﾔﾏ ｿﾉｺ/ｶｷﾞﾔﾏ ﾙﾅ 西小
105 19008 0:11:40 関根　進/関根　悠斗 ｾｷﾈ ｽｽﾑ/ｾｷﾈ ﾕﾋﾄ 久喜小学校
106 19069 0:11:41 田島 大輔/田島　侑和 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ/ﾀｼﾞﾏ ﾕｳﾜ 群馬県立駒形小学校
107 19166 0:11:41 戸田　雅範/戸田　結菜 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ/ 久喜小学校
108 19164 0:11:43 安藤 健太郎/安藤　江梨花 ｱﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ/ｱﾝﾄﾞｳ ｴﾘｶ 栗橋小学校
109 19024 0:11:47 服部　紀行/服部　雅樹 ﾊｯﾄﾘ ﾉﾘﾕｷ/ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ 久喜小学校
110 19014 0:11:47 高橋 佳子/高橋 朋己 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｺ/ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 久喜東小学校
111 19167 0:11:49 五十嵐　忍/五十嵐　亘 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾉﾌﾞ/ -
112 19183 0:11:50 松井　佳美/松井　彩和 ﾏﾂｲ ﾖｼﾐ/ -
113 19023 0:11:51 渡辺　克博/渡辺　傑琉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ/ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾙ -
114 19078 0:11:52 佐藤 哲也/佐藤　元就 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ/ｻﾄｳ ﾓﾄﾅﾘ 栗橋南小学校
115 19012 0:11:57 五十嵐　正/五十嵐　茉央 ｲｶﾞﾗｼ ﾀﾀﾞｼ/ｲｶﾞﾗｼ ﾏｵ -
116 19022 0:11:58 佐藤　徹弥/佐藤　優 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ/ｻﾄｳ ﾕｳ 太田小学校
117 19019 0:11:59 平石 誠/平石 ひなた ﾋﾗｲｼ ﾏｺﾄ/ﾋﾗｲｼ ﾋﾅﾀ -
118 19178 0:11:59 増渕　陽子/増渕　壮眞 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾖｳｺ/ 栗橋小学校
119 19044 0:12:00 新藤 豊/新藤 美結 ｼﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ/ｼﾝﾄﾞｳ ﾐﾕ -
120 19009 0:12:03 獅々戸 敬一/獅々戸 亮太 ｼｼﾄﾞ ｹｲｲﾁ/ｼｼﾄﾞ ﾘｮｳﾀ -
121 19151 0:12:04 青木 功次/青木　陽葉 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ/ｱｵｷ ﾋﾖ 久喜小学校
122 19028 0:12:06 横田 雄二/横田 沙羽 ﾖｺﾀ ﾕｳｼﾞ/ﾖｺﾀ ｻﾜ 鷲宮小学校
123 19064 0:12:07 熊澤加也子/熊澤碧 ｸﾏｻﾞﾜｶﾔｺ/ｸﾏｻﾞﾜｱｵ -
124 19156 0:12:08 大津 由季/大津　楓 ｵｵﾂ ﾕｷ/ｵｵﾂ ｶｴﾃﾞ 大宮別所小学校
125 19159 0:12:09 阿部 香/阿部　直輝 ｱﾍﾞ ｶｵﾘ/ｱﾍﾞ ﾅｵｷ 菖蒲東小学校
126 19162 0:12:10 坂牧 良恵/坂牧　亮和 ｻｶﾏｷ ﾖｼｴ/ｻｶﾏｷ ﾘｮｳﾜ 久喜北小
127 19158 0:12:11 渡部 香織/渡部　希歩 ﾜﾀﾍﾞ ｶｵﾘ/ﾜﾀﾍﾞ ﾉｱ 桜田小学校
128 19006 0:12:12 宮田 真理子/宮田 さくら ﾐﾔﾀ ﾏﾘｺ/ﾐﾔﾀ ｻｸﾗ -
129 19132 0:12:12 浅石 智尊/浅石　明理 ｱｻｲｼ ﾉﾘﾀｶ/ｱｻｲｼ ｱｶﾘ 太田小学校
130 19045 0:12:13 岡野　靖子/岡野　莉子 ｵｶﾉ ﾔｽｺ/ｵｶﾉ ﾘｺ -
131 19149 0:12:14 金子 誠司/金子　颯祐 ｶﾈｺ ｾｲｼﾞ/ｶﾈｺ ｿｳｽｹ 久喜北小学校
132 19137 0:12:16 橋本 紀彦/橋本　彩花 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ/ﾊｼﾓﾄ ｱﾔｶ 江面第一小学校
133 19060 0:12:17 神尾 雄太/神尾 琴音 ｶﾐｵ ﾕｳﾀ/ｶﾐｵ ｺﾄﾈ -
134 19046 0:12:17 柏木 裕安/柏木 葵衣 ｶｼﾜｷﾞ ﾋﾛﾔｽ/ｶｼﾜｷﾞ ｱｵｲ -
135 19080 0:12:19 成瀬 雅之/成瀬　結 ﾅﾙｾ ﾏｻﾕｷ/ﾅﾙｾ ﾕｲ 菖蒲東小学校
136 19144 0:12:22 相良 淳一/相良　茉里 ｻｶﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ/ｻｶﾞﾗ ﾏﾘ 久喜小学校
137 19007 0:12:26 大沢　千晶/大沢　太尊 ｵｵｻﾜ ﾁｱｷ/ｵｵｻﾜ ﾀｲｿﾝ 久喜市立太田小学校
138 19084 0:12:26 大石 恵美子/大石　直弥 ｵｵｲｼ ｴﾐｺ/ｵｵｲｼ ﾅｵﾔ 桜田小
139 19111 0:12:30 塩田 英樹/塩田　瑛麻 ｼｵﾀ ﾋﾃﾞｷ/ｼｵﾀ ｴﾏ 桜田小学校
140 19145 0:12:34 渡久地 葉子/渡久地　優 ﾄｸﾞﾁ ﾖｳｺ/ﾄｸﾞﾁ ﾕｳ 菖蒲東小学校
141 19176 0:12:34 会田　瑞希/会田　翔雲 ｱｲﾀﾞ ﾐｽﾞｷ/ -
142 19143 0:12:34 湯本 慎吾/湯本　匠 ﾕﾓﾄ ｼﾝｺﾞ/ﾕﾓﾄ ﾀｸﾐ 菖蒲東小学校
143 19020 0:12:36 山崎　要子/山崎　優太 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳｺ/ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ -
144 19013 0:12:38 高橋　裕也/高橋　美結 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ/ﾀｶﾊｼ ﾐﾕ -
145 19165 0:12:39 田中　寿人/田中　朔楽 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾄ/ -
146 19051 0:12:40 橋本 早苗/橋本 優芽 ﾊｼﾓﾄ ｻﾅｴ/ﾊｼﾓﾄ ﾕﾒ -
147 19153 0:12:42 岡村 美智子/岡村　水跳 ｵｶﾑﾗ ﾐﾁｺ/ｵｶﾑﾗ ﾐﾅﾄ 青葉小学校
148 19026 0:12:44 黒須  健司/黒須  礼乃 ｸﾛｽ  ｹﾝｼﾞ/ｸﾛｽ  ﾚﾉ -
149 19121 0:12:46 関根 睦子/関根　麻央 ｾｷﾈ ﾑﾂｺ/ｾｷﾈ ﾏｵ 大宮北
150 19034 0:12:52 菅原  真梨子/菅原  煌生 ｽｶﾞﾜﾗ  ﾏﾘｺ/ｽｶﾞﾜﾗ  ｺｳｾｲ -
151 19142 0:12:58 長浜 有佳/長浜　一路 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾕｳｶ/ﾅｶﾞﾊﾏ ｲﾁﾛ 久喜市立栗橋南小学校
152 19114 0:13:01 萩尾 理絵/萩尾　朱里 ﾊｷﾞｵ ﾘｴ/ﾊｷﾞｵ ｱｶﾘ 東鷲宮小学校
153 19161 0:13:02 山川 太一/山川　澄夏 ﾔﾏｶﾜ ﾀｲﾁ/ﾔﾏｶﾜ ｽﾐｶ 久喜市立桜田小学校
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154 19010 0:13:04 初塩 一実/初塩 瑞季 ﾊﾂｼｵ ﾋﾄﾐ/ﾊﾂｼｵ ﾐｽﾞｷ 久喜市立桜田小学校
155 19101 0:13:07 野地 剛/野地　悠希 ﾉﾁﾞ ﾂﾖｼ/ﾉﾁﾞ ﾕｳｷ ゆうき
156 19066 0:13:13 小野目 如快/小野目　匡秀 ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ/ｵﾉﾒ ﾏｻﾋﾃﾞ 菁莪小学校
157 19185 0:13:15 細井　愛美/細井　海花 - -
158 19058 0:13:15 佐藤　武明/佐藤　結衣香 ｻﾄｳ ﾀｹｱｷ/ｻﾄｳ ﾕｲｶ 太田小学校
159 19129 0:13:18 小林 実穂子/小林　百花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾎｺ/ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾓｶ 久喜東小学校
160 19082 0:13:19 高橋 恵美子/高橋　由衣 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ/ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 栗橋南小学校
161 19128 0:13:20 橋本 富紀子/橋本　藍美 ﾊｼﾓﾄ ﾄｷｺ/ﾊｼﾓﾄ ｱｲﾐ 久喜東小学校
162 19117 0:13:23 嘉瀬 博之/嘉瀬　愛美 ｶｾ ﾋﾛﾕｷ/ｶｾ ﾏﾅﾐ 伊奈町立小針北小学校
163 19073 0:13:24 中南 滋樹/中南　朱梨 ﾅｶﾐﾅﾐ ｼｹﾞｷ/ﾅｶﾐﾅﾐ ｱｶﾘ 太田小学校
164 19005 0:13:28 戸塚　正之/戸塚　麻優子 ﾄﾂﾞｶ ﾏｻﾕｷ/ﾄﾂﾞｶ ﾏﾕｺ -
165 19180 0:13:49 佐藤　和弘/佐藤　由唯 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ/ -
166 19134 0:13:50 江原 美保子/江原　心晴 ｴﾊﾗ ﾐﾎｺ/ｴﾊﾗ ｺﾊﾙ ゆる～くマラソン部
167 19136 0:13:50 島 和美/島　なお ｼﾏ ｶｽﾞﾐ/ｼﾏ ﾅｵ ゆる～くマラソン部
168 19182 0:14:00 桑山　洋輔/桑山　直洋 ｸﾜﾔﾏ ﾖｳｽｹ/ -
169 19032 0:14:04 大熊　秀一/大熊　拓己 ｵｵｸﾏ ｼｭｳｲﾁ/ｵｵｸﾏ ﾀｸﾐ -
170 19002 0:14:07 増田　広道/増田　絢斗 - 山中グループ
171 19115 0:14:14 梶原 義隆/梶原　央利葉 ｶｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾀｶ/ｶｼﾞﾜﾗ ｵﾄﾊ 桜田小
172 19135 0:14:29 間宮 裕子/間宮　なお ﾏﾐﾔ ﾋﾛｺ/ﾏﾐﾔ ﾅｵ ゆる～くマラソン部
173 19110 0:15:42 湯浅 律子/湯浅　勇翔 ﾕｱｻ ﾘﾂｺ/ﾕｱｻ ﾊﾔﾄ 桜田小学校
174 19171 0:15:43 遠藤　清明/遠藤　結衣 ｴﾝﾄﾞｳ ｷﾖｱｷ/ 久喜市立桜田小学校
175 19160 0:17:23 高島 良子/高島　直希 ﾀｶｼﾏ ﾖｼｺ/ﾀｶｼﾏ ﾅｵｷ 久喜東小学校
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