
1位氏名 2位氏名 3位氏名 4位氏名 5位氏名
記録 記録 記録 記録 記録

藤原 伴和 荒谷 大輔 雨宮 大地 絹山 誉紹 日野 健武
5:53:06 6:15:07 6:19:56 6:54:51 7:05:50

赤川 竜一 半藤 昂 寺田 修 古北 隆久 石川 克也
5:45:42 5:59:37 6:19:39 6:48:23 7:36:06

荒井 大樹 安孫子 亮 吉田 賢治 森岡 光夫 神宮 浩之
5:47:56 6:25:35 6:32:39 6:48:05 7:12:24

田中 宏昌 大竹 基之 鈴木 拓人 高橋 輝行 大貫 正照
5:41:17 5:55:43 5:57:37 7:01:10 8:12:06
宮本 護 水野 倫太郎 戸田 圭二 長瀬 康一 石田 延英
6:22:59 6:23:47 6:39:51 6:42:14 6:56:11

植村 克秀 村井 誠 中村 強 遠藤 正晴 木下 安司
6:42:33 7:00:32 7:07:35 7:23:21 9:33:53

大越 一彦 永井 豊 川杉 恒夫 川本 雅夫 東 利司雄
6:21:55 7:16:51 7:49:33 8:19:04 8:34:18
矢嶋 信 先名 弘一 斉藤 哲夫 井口 明 山村 浩太郎
5:52:19 8:34:50 8:39:56 8:47:55 9:17:40

石井 晋伍 礒部 謙太郎 池内 正雄 松木 健司 大橋 学
8:11:17 8:40:35 8:47:19 9:08:32 9:32:57
谷口 丞 武田 一則 安永 幸男 阿部 弘彰 三宅 千秋
7:12:51 8:44:09 9:16:36 10:16:25 10:24:44

永井 孝幸 黒澤 清剛 橋本 憲 黒住 彰 難波 由幸
8:27:23 8:34:43 8:55:34 10:15:12 11:56:27

福村 賢吾 佐久間 隆 白谷 茂樹 田澤 勇治 佐々木 秀世
8:42:59 8:50:56 9:44:17 9:50:33 11:08:42

廣畠 清美 永石 昇 前田 竜弥 村木 俊徳 藤井 徹
9:59:41 10:09:38 10:34:11 10:54:44 10:55:38

加納 吾朗 新山 晃生 高畑 健一 日置 勝之 阿部 勇
7:14:30 8:27:22 8:35:56 10:55:38 -
関 正博 岸 博之 平 涼一 佐藤 弘 南原 誠
7:29:24 8:07:48 10:13:33 10:16:44 -

片岡 一也 川鍋 和洋 若田部 卓 青木 浩史 大島 康寿
6:02:05 7:01:11 8:11:43 8:17:22 -

1位氏名 2位氏名 3位氏名 4位氏名
記録 記録 記録 記録

仲田 光穂 宮島 亜希子 三橋 朋子 金原 佳代子
5:54:32 6:49:58 6:51:16 6:57:31

弓削田 眞理子 岩村 直美 石川 ゆかり 木村 弥生
6:55:55 7:51:40 8:14:02 8:19:07

和地 朋子 島田 順子 藤原 定子 梶塚 由佳
8:11:02 9:19:44 9:24:56 10:06:40

宮﨑 真理 河内 規称 大野 康子 原川 里衣
9:50:23 11:08:27 11:08:28 -

- バンバンクラブ 32:07:18

■男子の部

■女子の部

2 おごせ石川眼科 31:20:44

3 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 37:02:22

順位 チーム名 チーム記録

1 R-GUN 26:33:17

- MY☆STAR 36:07:29

- 佐野狂人会 29:32:21

13 ナイスおっさん 52:33:52

- チーム★リスペクト 35:13:26

11 ランジョグ 48:09:19

12 鴻巣楽しく走る会 48:17:27

9 バンバンクラブ 44:20:40

10 横浜都筑AC 45:54:45

7 オクム大好き！ 38:21:41

8 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 41:12:40

5 R-GUN 33:05:02

6 ポポロAC 37:47:54

3 Ｍ＠平塚 32:46:39

4 奥武蔵道場 32:47:53

1 とおりゃんせ 32:28:50

2 おごせ石川眼科 32:29:27
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