
順位 No. 　　　氏 名 性別 居住地 　所　属 記録
1 47 大野 拓平 男 東京都 19:12:14
2 20 石島 丈晴 男 埼玉県 19:49:45
2 101 櫻庭 健 男 北海道 Poraris 19:49:45
2 171 廣澤 志保 女 神奈川県 19:49:45
5 108 信太 浩隆 男 東京都 20:36:45
6 124 杉下 博一 男 北海道 チームへべれけ 20:43:34
7 30 稲垣 吉正 男 東京都 ソニック 20:51:10
8 57 小田 克矢 男 東京都 21:57:03
9 149 坪井 伸一 男 神奈川県 山たのクラブ 23:22:12

10 31 稲永 雄介 男 東京都 ＳＤＩＮＧ 23:30:12
11 113 渋谷 一秀 男 東京都 しぶしぶ 23:37:03
12 74 川杉 恒夫 男 東京都 ３UP． 23:42:54
12 168 林 伸樹 男 東京都 23:42:54
14 8 阿部 勇 男 埼玉県 TEAM ☆RESPECT 23:46:27
15 45 大澤 貴子 女 神奈川県 24:01:18
16 36 薄井 猛生 男 栃木県 530711 24:02:52
16 138 田子 裕紀子 女 東京都 club MY☆STAR 24:02:52
18 181 松原 克明 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 24:26:51
19 83 蔵野 利光 男 東京都 25:06:25
20 217 渡邊 賢二 男 千葉県 A-RUN習志野 25:08:41
21 86 桑田 尚之 男 東京都 えびラン 25:08:50
22 182 松本 和行 男 東京都 25:09:34
23 53 奥田 博章 男 東京都 25:16:11
24 95 齋藤 和幸 男 東京都 25:31:38
25 143 棚町 泰浩 男 埼玉県 川越地区消防局 25:34:06
26 121 末吉 英範 男 東京都 25:34:34
27 13 安齋 正昭 男 神奈川県 25:34:58
28 114 島田 順子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 25:57:12
28 187 三井田 明隆 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 25:57:12
30 56 小澤 晶 男 埼玉県 さいたま走友会 26:02:55
31 169 半谷 謙寿 男 東京都 AQRC 26:26:36
32 58 小田島 克彦 男 神奈川県 26:32:55
33 71 狩野 緑 女 埼玉県 埼玉大井RC 26:36:36
33 206 山村 豊 男 埼玉県 とおりゃんせ 26:36:36
35 93 小室 政昭 男 神奈川県 26:38:52
36 6 浅海 鋼二 男 山口県 山口県酪 26:41:21
37 208 山本 憲志 男 東京都 多摩川サブスリー会 26:43:46
38 192 宮吉 信孝 男 栃木県 26:44:36
39 166 長谷川 聖子 女 青森県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 26:45:13
40 126 鈴木 敬二 男 神奈川県 相模原走ろう会 26:49:04
40 173 藤原 定子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 26:49:04
42 102 笹岡 誠 男 千葉県 26:49:53
42 137 竹弘 信行 男 大阪府 よなきやRC 26:49:53
42 148 角田 英一 男 山梨県 クロイチ 26:49:53
45 159 中屋敷 晃通 男 東京都 27:02:21
46 27 伊東 香 女 東京都 27:12:59
46 96 斉藤 恵保 男 千葉県 チームおっＴ 27:12:59
48 163 芳賀 広志 男 神奈川県 27:17:04
49 185 丸山 和良 男 栃木県 27:17:57
50 164 橋本 一光 男 神奈川県 苦愛♡オクム 27:24:10
51 28 伊藤 敏之 男 長野県 ナイスおっさん 27:31:28
51 160 鍋田 信吾 男 新潟県 27:31:28
51 204 山崎 伸広 男 東京都 27:31:28
54 205 山田 篤司 男 神奈川県 27:34:19
56 213 米澤 佳愛 女 広島県 27:35:50
55 78 吉川 昌宏 男 東京都 27:35:50
57 195 森田 浩 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 27:38:33
58 24 泉 邦和 男 埼玉県 27:48:32
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58 152 外崎 則夫 男 埼玉県 ゼロベースRC 27:48:32
60 153 直林 広高 男 埼玉県 Ｇｒｅｅｎｓ 27:52:50
61 141 田中 さゆり 女 東京都 27:53:16
61 207 山本 亜矢子 女 東京都 27:53:16
63 18 石井 浩史 男 東京都 27:54:47
64 129 鈴木 文男 男 新潟県 チームぶんちん 27:59:20
65 177 堀池 計年 男 埼玉県 28:00:18
66 26 泉田 賢志 男 埼玉県 28:17:09
66 41 遠藤 則世 男 東京都 わらじの仲間 28:17:09
66 100 佐久間 盛人 男 神奈川県 たまプラSRC 28:17:09
66 118 志村 徹郎 男 神奈川県 湘南ホノルル 28:17:09
66 184 的場 日出加 女 東京都 明走会 28:17:09
71 21 石野 久実 女 神奈川県 28:18:24
71 43 逢坂 邦彦 男 東京都 28:18:24
73 199 矢崎 義光 男 東京都 ＲＣ砂田会 28:25:33
74 72 鎌田 啓吾 男 神奈川県 長崎金太郎会 28:33:13
75 183 松本 透 男 埼玉県 28:33:47
76 64 勝呂 泰弘 男 静岡県 28:36:23
76 68 加藤 浩高 男 東京都 28:36:23
76 191 皆木 康英 男 埼玉県 Ｒ254 28:36:23
79 200 安井 智子 女 神奈川県 28:37:24
80 216 和田 達也 男 東京都 チームどすこい 28:37:43
81 203 山口 裕之 男 東京都 28:38:07
82 115 嶌田 淳司 男 神奈川県 嶌田モータース 28:38:32
83 79 金 景柱 男 東京都 28:40:09
83 116 嶋津 和行 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 28:40:09
85 130 住岡 昌俊 男 埼玉県 とおりゃんせ 28:40:59
86 97 斎藤 広幸 男 新潟県 ＧＷＪ 28:42:28
87 220 木村 泰子 女 東京都 28:44:04
88 175 古瀬 敏行 男 東京都 のんちゃんパパ 28:45:03
89 147 土屋 健一 男 埼玉県 28:46:39
90 170 平田 尚史 男 東京都 28:47:22
91 19 石川 太郎 男 千葉県 28:47:59
91 119 首藤 ゆかり 女 福島県 28:47:59
93 46 大竹 祐人 男 東京都 千代田走友会 28:49:04
94 214 若森 友見 男 神奈川県 28:49:45
95 188 三浦 耕司 男 東京都 ヴィクトリア 28:50:38
96 15 飯田 雅浩 男 茨城県 つくばランラボ 28:51:03
97 35 宇佐美 展子 女 三重県 28:52:59
98 61 鏡畑 良弘 男 東京都 ゆるゆるアウトドア部 28:53:24
98 76 河内 規称 女 東京都 バンバンクラブ 28:53:24
98 106 佐野 一貴 男 東京都 バンバンクラブ 28:53:24
98 162 野木 宏 男 神奈川県 バンバンクラブ 28:53:24

102 29 伊藤 宜紀 男 岩手県 肉体便所派　番号2 28:54:57
102 90 小瀬川 正尚 男 岩手県 FDH 28:54:57
104 174 藤原 剛 男 千葉県 28:55:30
105 9 阿部 弘彰 男 神奈川県 横浜都筑ＡＣ 28:58:27

1 青木 拓哉 男 東京都 DNF
2 青木 秀子 女 静岡県 あおひで危機一髪 DNF
4 阿久津 清 男 東京都 DNF

10 阿部 譲 男 千葉県 行田公園走友会 DNF
14 飯泉 由美子 女 茨城県 DNF
16 飯野 光徳 男 東京都 DNF
22 石原 浩司 男 千葉県 友仁病院 DNF
23 石本 武夫 男 京都府 DNF
25 泉 直人 男 静岡県 DNF
32 井上 實 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
33 入江 哲夫 男 埼玉県 DNF
37 梅森 正信 男 埼玉県 与野FCH DNF
38 江尻 邦雄 男 千葉県 DNF
40 江里口 綾子 女 東京都 DNF
42 遠藤 美樹 女 千葉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
48 大野 利之 男 宮城県 仙台明走会 DNF
49 大場 満寿夫 男 東京都 DNF



54 小倉 裕子 女 東京都 DNF
55 小倉 亮 男 東京都 DNF
59 小田原 裕子 女 埼玉県 DNF
60 小野 ゆき 女 東京都 DNF
62 加島 真一 男 東京都 チームかぴ DNF
63 片山 正人 男 千葉県 DNF
65 加藤 利隆 男 東京都 DNF
67 加藤 兵一郎 男 宮城県 加藤ゼミナール DNF
75 川田 俊彦 男 埼玉県 DNF
80 木山 修二 男 東京都 DNF
81 草間 亜樹 男 東京都 DNF
82 楠見 幸夫 男 東京都 DNF
84 黒崎 章 男 栃木県 SEL DNF
85 黒澤 大輔 男 宮城県 DNF
88 越川 志津 女 岩手県 DNF
89 小嶋 利彦 男 神奈川県 ゼロベースRC DNF
91 小林 旭 男 茨城県 DNF
92 小宮山 茂 男 埼玉県 埼玉大井RC DNF
94 権瓶 弘敏 男 東京都 DNF
98 堺 隆一 男 東京都 チーム凰 DNF
99 坂本 正人 男 北海道 DNF

103 佐藤 晋 男 埼玉県 さいたま走翔 DNF
109 実川 政美 男 東京都 DNF
110 篠山 和子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
111 篠山 慎二 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
117 紫村 孝嗣 男 千葉県 DNF
124 杉下 博一 男 北海道 チームへべれけ DNF
125 鈴木 乙郎 男 東京都 ヤマト運輸 DNF
127 鈴木 利明 男 神奈川県 DNF
131 関 誠 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
132 芹沢 完二 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
133 高野 弘之 男 神奈川県 DNF
134 高橋 伸也 男 神奈川県 横浜金沢走友会 DNF
136 滝瀬 徳 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
140 多田 正直 男 埼玉県 DNF
142 田辺 絹子 女 東京都 JV-club DNF
144 谷口 悠司 男 東京都 DNF
146 千田 奈歩 女 千葉県 ランボーズ DNF
150 出口 香 女 宮城県 宮城UMC DNF
151 鴇田 紗織 女 千葉県 DNF
154 永嶋 泉 男 東京都 DNF
155 中島 竜之助 男 東京都 バンバンクラブ DNF
156 中村 尚人 男 福島県 DNF
158 中村 佳保 男 埼玉県 草加走ろう会 DNF
161 根釜 勝美 男 愛知県 DNF
172 福岡 正樹 男 埼玉県 TEAM R×Ｌ＋ DNF
178 本間 彰 男 神奈川県 DNF
179 町田 正 男 千葉県 DNF
186 丸山 智由 男 東京都 マラソン経済研究所 DNF
189 三澤 弘幸 男 山形県 DNF
190 水嶋 弘 男 千葉県 DNF
193 馬久地 延幸 男 広島県 DNF
198 柳沼 まどか 女 神奈川県 DNF
201 簗瀬 渉 男 東京都 Mash-R DNF
209 山谷 享誉 男 東京都 シーレックスRC DNF
210 横山 牧子 女 東京都 DNF
211 芳村 徹 男 東京都 れこんきすた DNF
212 芳村 裕子 女 東京都 れこんきすた DNF
218 渡辺 友洋 男 埼玉県 DNF
219 和地 朋子 女 東京都 mumc DNF
221 三遊亭楽松 男 東京都 DNF

3 赤松 茂 男 静岡県 ランニコ部 DNS
5 浅田 理一 男 埼玉県 埼玉大井RC DNS
7 穴澤 梨緒 女 北海道 Polaris DNS



11 天谷 征 男 神奈川県 川萩系練習会 DNS
12 天野 祐治 男 東京都 DNS
17 井口 章司 男 埼玉県 DNS
34 宇賀神 敦 男 栃木県 宇都宮ﾄﾚﾗﾝ愛好家の集い DNS
39 江端 信吉 男 埼玉県 TBRC DNS
44 大垣 航 男 栃木県 東京曳舟病院 DNS
50 大森 晋輔 男 東京都 DNS
51 小川 昭二 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS
52 荻巣 隆史 男 愛知県 DNS
66 加藤 則康 男 東京都 あるばとろす DNS
69 加藤 政義 男 東京都 ゼロベースRC DNS
70 金田 覚 男 福島県 ふくしまＴＲＣ DNS
73 上口 恭生 男 神奈川県 チーム銀座 DNS
77 北脇 稔 男 茨城県 DNS
87 石澤 毅士 男 埼玉県 DNS

104 佐藤 晴一 男 東京都 蘭組 DNS
105 佐藤 浩行 男 宮城県 TEAM  SEA DNS
107 宍戸 聡 男 埼玉県 DNS
112 芝野 達哉 男 栃木県 芝野スポーツ整体院 DNS
120 上土井 守 男 神奈川県 ｔｅａｍ－Ｇ DNS
122 菅沼 美奈子 女 栃木県 宇都宮ﾄﾚﾗﾝ愛好家の集い DNS
123 菅沼 義秀 男 栃木県 宇都宮ﾄﾚﾗﾝ愛好家の集い DNS
128 鈴木 博文 男 東京都 ＭＨＩＲ DNS
135 高橋 裕子 女 東京都 DNS
139 田島 一葉 女 群馬県 DNS
145 DALA JOEY 男 東京都 LARENASIQUIJOR DNS
157 中村 浩美 女 東京都 DNS
165 橋本 貴全 男 愛知県 DNS
167 林 哲生 男 千葉県 ランボーズ DNS
176 細見 喜世 女 神奈川県 DNS
180 松田 清英 男 茨城県 DNS
194 森嶋 志津子 女 東京都 DNS
196 森光 力 男 神奈川県 DNS
197 森谷 充雄 男 栃木県 DNS
202 山内 康弘 男 埼玉県 DNS
215 鷲澤 雄一郎 男 群馬県 サクラクラスタ DNS


