
順位 No. 氏名/性別 居住地 　所　属 記録
1 6 石島 丈晴 男 埼玉県 7:54:33
2 39 越塚 岳広 男 千葉県 稲毛インター 8:08:36
3 94 松原 克明 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:19:40
4 35 京牟禮 公一 男 神奈川県 小鳥キッス 8:19:52
5 56 住岡 昌俊 男 埼玉県 とおりゃんせ 8:23:46
6 98 水上 清一郎 男 東京都 第一三共陸上部 8:23:47
7 230 滝澤 美香 女 東京都 8:24:24
8 219 佐藤 晴一 男 東京都 蘭組 8:27:52
9 82 濱野 秀夫 男 埼玉県 8:33:32
10 236 鳥海 純吾 男 神奈川県 横浜中央走友会 8:49:45
11 46 佐藤 晋 男 埼玉県 さいたま走翔 8:51:47
12 104 森 貞文 男 愛知県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:56:41
13 212 川田 俊彦 男 埼玉県 8:58:07
14 202 阿部 賢 男 神奈川県 9:01:04
15 228 五月女 仁 男 埼玉県 9:03:22
16 84 半谷 謙寿 男 東京都 AQRC 9:04:08
17 246 水嶋 弘 男 千葉県 9:04:33
18 99 皆木 康英 男 埼玉県 R254 9:04:43
19 87 藤原 定子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 9:06:47
20 214 桑田 尚之 男 東京都 えびラン 9:06:49
21 63 田中 健吾 男 京都府 9:08:58
22 64 谷口 悠司 男 東京都 9:10:00
23 203 石川 和芳 男 埼玉県 9:12:11
24 229 高野 弘之 男 神奈川県 9:13:26
25 12 江口 晋悟 男 埼玉県 9:16:36
25 10 井上 裕也 男 神奈川県 東京速度男子 9:16:36
25 30 川合 千春 女 神奈川県 東京速度男子 9:16:36
25 45 佐々木智香子 女 東京都 9:16:36
25 234 津島 康人 男 神奈川県 9:16:36
30 86 一木 瑞明 男 千葉県 山陰ランクラブ 9:19:06
31 53 鈴木 努 男 東京都 ポポロＡＣ 9:19:43
31 113 山本 元 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 9:19:43
33 119 渡辺 友洋 男 埼玉県 9:22:03
34 61 武田 和徳 男 長野県 9:28:47
35 11 入谷 淳 男 東京都 9:29:33
36 114 結城 宗治 男 千葉県 Ａ－ＲＵＮ習志野 9:29:43
37 43 齋藤 和幸 男 東京都 9:31:40
38 97 的場 日出加 女 東京都 明走会 9:31:47
39 233 垂水 かおり 女 埼玉県 9:33:51
40 75 中山 覚 男 神奈川県 農協速度男子 9:33:55
40 213 享保 真二 男 茨城県 9:33:55
40 223 志村 徹郎 男 神奈川県 湘南ホノルル 9:33:55
40 250 山﨑 一樹 男 神奈川県 9:33:55
44 57 瀬川 宏 男 東京都 9:34:35
45 92 前泊 桂丞 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 9:34:54
45 49 柴田 佳恵 女 東京都 9:34:54
47 245 萬田 博司 男 東京都 T4 9:35:25
48 222 柴生田 章 男 埼玉県 チーム山猿 9:35:29
49 67 角田 英一 男 山梨県 クロイチ 9:35:58
50 93 町田 吉広 男 東京都 Ｉｔｏｉｔｅｘ Ｅａｓｔ 9:36:12
51 33 吉川 昌宏 男 東京都 9:37:05
52 117 米澤 佳愛 女 広島県 9:37:10
53 96 松本 透 男 埼玉県 9:37:30
54 51 嶌田 淳司 男 神奈川県 嶌田モータース 9:38:24
55 116 吉澤 圓 男 栃木県 9:39:27
56 58 反田 丈裕 男 東京都 青梅トレラン部 9:40:27
57 68 寺山 卓 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 9:41:43
57 28 加藤 浩高 男 東京都 9:41:43
59 89 堀 真二 男 東京都 シンポリ塾 9:50:15
60 74 中屋敷 晃通 男 東京都 9:51:26
61 238 中西 めぐみ 女 千葉県 9:51:34
62 32 河内 規称 女 東京都 9:58:10
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62 201 安達 好彦 男 埼玉県 東京速度男子 9:58:10
64 26 勝呂 泰弘 男 静岡県 9:58:26
65 217 小寺 実 男 千葉県 10:02:00
65 254 渡邉 ゆかり 女 埼玉県 10:02:00
67 88 藤原 剛 男 千葉県 10:06:28
68 25 片山 正人 男 千葉県 10:08:56
69 220 佐藤 威 男 埼玉県 10:09:14
70 24 小野寺 厚博 男 千葉県 ﾍﾞｽﾄｽﾏｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 10:19:43
71 36 工藤 全美 女 神奈川県 ザスペース 10:21:02
71 42 小宮山 茂 男 埼玉県 埼玉大井RC 10:21:02
71 110 山崎 亨 男 東京都 10:21:02
74 85 引間 寿夫 男 千葉県 10:21:39
75 241 西山 彰一 男 京都府 10:23:49
76 4 池田 裕治 男 東京都 チームOSJ 10:26:23
77 95 松本 卓也 男 東京都 ランオアダイ 10:30:24
78 239 中村 記代子 女 千葉県 市川マラソンクラブ 10:33:53
79 221 佐藤 千夏 女 神奈川県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 10:41:15
80 107 山内 康弘 男 埼玉県 10:41:57
81 224 鈴木 啓友 男 神奈川県 10:43:22
82 5 石井 浩史 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 10:44:51
82 20 大場 満寿夫 男 東京都 10:44:51
82 240 中村 秀樹 男 東京都 ランジョグ 10:44:51
85 21 岡本 晴彦 男 東京都 チームハーレー 10:48:56
86 106 安井 智子 女 神奈川県 10:49:11
87 17 大西 智之 男 東京都 大東京レーシング 10:51:13
88 109 山口 眞弘 男 群馬県 うさぴょん 10:52:39
88 215 河野 雄一郎 男 神奈川県 10:52:39
90 66 蔦谷 隆史 男 東京都 青梅トレラン部 11:00:46
90 101 宮崎 裕子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 11:00:46
92 72 中野 陽介 男 東京都 Admiral 11:03:00
93 14 遠藤 美樹 女 千葉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 11:07:15
94 237 仲田 孔之 男 埼玉県 11:09:48
95 13 遠藤 則世 男 東京都 わらじの仲間 11:13:42
95 16 大谷 真一 男 東京都 千代田走友会 11:13:42
95 81 濱中 隆次 男 東京都 11:13:42
95 37 黒田 昌宏 男 東京都 11:13:42
95 235 外岡 周 男 神奈川県 ゲレンデ逆走マラソン 11:13:42
100 209 織田 正芳 男 埼玉県 11:23:42
101 34 木山 修二 男 東京都 11:28:54
102 77 野崎 進一 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 11:29:52
103 227 関谷 勝司 男 東京都 11:33:03
104 108 山岸 洋一 男 東京都 11:35:28
105 83 原 真理 女 埼玉県 11:36:22
105 59 高野 幸子 女 東京都 チーム鯛焼き 11:36:22
105 90 堀篭 宏章 男 埼玉県 SRC 11:36:22
108 71 永嶋 泉 男 東京都 11:46:39
109 91 本田 和彦 男 神奈川県 快体健歩RC 11:51:27
110 73 中村 尚人 男 福島県 11:53:41
111 79 服部 和彦 男 千葉県 11:59:01
111 3 阿部 幹雄 男 埼玉県 KUMC伴伴 11:59:01
111 19 大野 康子 女 埼玉県 バンバンRC 11:59:01
114 41 小林 泰之 男 長野県 12:01:17
115 40 小塚 哲也 男 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 12:06:55
116 76 根釜 勝美 男 愛知県 12:10:47
117 210 加島 真一 男 東京都 チームかぴ 12:15:45
118 216 小崎 雅之 男 埼玉県 ランジョグ 12:18:57
119 54 鈴木 利明 男 神奈川県 12:19:47

50 島田 順子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
60 高橋 正幸 男 東京都 東京速度男子のｻﾞｼﾞの虎 DNF

111 山村 浩太郎 男 埼玉県 鉄塔beauty クラブ DNF
44 佐々木 信二 男 東京都 DNF
1 青木 秀子 女 静岡県 あおひで危機一髪 DNF
7 市木 知宏 男 東京都 バンバンクラブ DNF

27 加藤 裕子 女 東京都 DNF
52 杉田 康彰 男 埼玉県 DNF
22 荻原 知佐子 女 東京都 バンバンクラブ DNF
29 加茂 元 男 新潟県 八十里越を走ろう DNF



31 川上 恵治 男 神奈川県 緑走友会 DNF
105 森河 久恵 女 埼玉県 樂走組 DNF

2 阿部 勇 男 埼玉県 TEAM RESPECT DNF
102 宮田 一樹 男 埼玉県 東京ハセツネクラブ DNF
112 山本 賀世 女 埼玉県 DNF
118 若林 政次 男 東京都 東京ハセツネクラブ DNF
206 稲見 憲司 男 神奈川県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
211 鎌田 正志 男 千葉県 DNF
225 諏訪 秀一 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
231 田澤 寿弘 男 埼玉県 DNF
243 堀口 正志 男 神奈川県 DNF
244 本間 彰 男 神奈川県 横浜都筑AC DNF
247 三宅 文彦 男 東京都 DNF
248 守谷 浩之 男 千葉県 DNF
249 矢ノ目 優 男 千葉県 市川マラソンクラブ DNF
251 横村 隆 男 埼玉県 さいたま走友会 DNF
253 駱 楠 女 東京都 DNF
115 吉沢 協平 男 神奈川県 DNS
80 濱田 耕司 男 東京都 ごきげんネズミ隊 DNS
38 桑原 芳徳 男 神奈川県 DNS
78 橋本 和夫 男 埼玉県 DNS

103 馬久地 延幸 男 広島県 DNS
65 千田 奈歩 女 千葉県 DNS
8 伊東 正人 男 埼玉県 DNS
9 伊藤 佑輔 男 東京都 東京速度男子 DNS

15 大島 正信 男 埼玉県 DNS
18 大野 利之 男 宮城県 仙台明走会 DNS
23 小田中 隆二 男 埼玉県 DNS
47 真田 俊之 男 静岡県 DNS
48 鹿間 智博 男 福島県 福島ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ DNS
55 鈴木 直樹 男 神奈川県 ＧＲＴ DNS
62 田島 一葉 女 群馬県 DNS
69 冨樫 謙太郎 男 埼玉県 DNS
70 戸崎 智弘 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS

100 三野 しおり 女 東京都 DNS
204 石野 久実 女 神奈川県 DNS
205 石橋 理恵 女 神奈川県 ザ・スペース DNS
207 江端 信吉 男 埼玉県 TBRC DNS
208 逢坂 邦彦 男 東京都 ニコランズ DNS
218 酒井 惠津子 女 東京都 Go  up! DNS
226 関 真由美 女 東京都 DNS
232 田中 成樹 男 千葉県 C-Trident DNS
242 平井 修二 男 東京都 Ｈａｒｒｉｅｒｓ DNS
252 米澤 俊太郎 男 東京都 バンバンクラブ DNS



順位 No. 氏名/性別 居住地 　所　属 記録
1 115 吉沢 協平 男 神奈川県 5:23:00
2 6 石島 丈晴 男 埼玉県 5:31:30
3 80 濱田 耕司 男 東京都 ごきげんネズミ隊 5:37:20
4 94 松原 克明 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 5:39:10
5 357 山中 聡 男 埼玉県 5:41:28
6 334 綱川 順一 男 埼玉県 5:57:45
7 82 濱野 秀夫 男 埼玉県 6:04:43
8 338 西村 倫一 男 東京都 カナガワＲＣ 6:19:18
9 307 大和田 稔 男 茨城県 6:24:02
9 104 森 貞文 男 愛知県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 6:24:02
11 317 木村 寛幸 男 埼玉県 6:28:35
12 314 加藤 泰雄 男 東京都 6:29:55
13 352 三牧 洋介 男 埼玉県 チームカイロス 6:33:49
13 99 皆木 康英 男 埼玉県 R254 6:33:49
15 84 半谷 謙寿 男 東京都 AQRC 6:38:43
16 97 的場 日出加 女 東京都 明走会 6:42:30
17 13 遠藤 則世 男 東京都 わらじの仲間 6:43:04
18 313 加藤 利隆 男 東京都 6:43:19
19 119 渡辺 友洋 男 埼玉県 6:51:30
20 98 水上 清一郎 男 東京都 第一三共陸上部 6:52:21
21 53 鈴木 努 男 東京都 ポポロＡＣ 6:55:42
21 32 河内 規称 女 東京都 6:55:42
23 67 角田 英一 男 山梨県 クロイチ 6:55:45
24 89 堀 真二 男 東京都 シンポリ塾 6:57:50
25 344 布山 伸江 女 東京都 トラベルＤＢ 6:58:05
25 35 京牟禮 公一 男 神奈川県 小鳥キッス 6:58:05
27 25 片山 正人 男 千葉県 6:58:25
28 116 吉澤 圓 男 栃木県 7:00:00
29 330 滝瀬 德 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 7:00:08
30 58 反田 丈裕 男 東京都 青梅トレラン部 7:01:58
31 306 大畑 ひめよ 女 埼玉県 7:04:02
31 87 藤原 定子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 7:04:02
31 74 中屋敷 晃通 男 東京都 7:04:02
34 43 齋藤 和幸 男 東京都 7:05:15
35 50 島田 順子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 7:05:55
36 68 寺山 卓 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 7:10:10
37 36 工藤 全美 女 神奈川県 ザスペース 7:10:56
38 11 入谷 淳 男 東京都 7:11:26
39 320 小林 洋介 男 新潟県 7:11:44
40 341 平田 尚史 男 東京都 TSS乱舞 7:12:02
41 337 富田 軒治 男 埼玉県 今年も横中の皆で 7:14:46
42 310 小田原 裕子 女 埼玉県 おっぺランニングクラブ 7:15:03
42 61 武田 和徳 男 長野県 7:15:03
44 342 福島 眞英 男 神奈川県 7:16:58
45 96 松本 透 男 埼玉県 7:17:06
46 63 田中 健吾 男 京都府 7:18:35
47 12 江口 晋悟 男 埼玉県 7:18:47
48 75 中山 覚 男 神奈川県 農協速度男子 7:18:58
49 311 小又 和徳 男 埼玉県 蘭奈－Ｚ 7:21:10
50 315 川合 裕行 男 神奈川県 東京速度男子 7:22:16
50 10 井上 裕也 男 神奈川県 東京速度男子 7:22:16
50 60 高橋 正幸 男 東京都 東京速度男子のｻﾞｼﾞの虎 7:22:16
53 38 桑原 芳徳 男 神奈川県 7:22:18
54 348 又井 ゆうこ 女 東京都 7:23:09
55 326 関口 創生 男 埼玉県 横瀬蘭々 7:23:43
56 109 山口 眞弘 男 群馬県 うさぴょん 7:24:06
57 33 吉川 昌宏 男 東京都 7:25:54
57 117 米澤 佳愛 女 広島県 7:25:54
59 42 小宮山 茂 男 埼玉県 埼玉大井RC 7:26:15
60 346 細田 晴美 女 埼玉県 なりまして～ 7:26:52
61 78 橋本 和夫 男 埼玉県 7:27:00
62 303 石岡 岳規 男 埼玉県 仙田倶楽部 7:27:43
63 336 冨岡 弘行 男 神奈川県 7:27:48
64 312 片岡 詩都 女 神奈川県 ハセツネクラブ 7:27:55
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65 350 松村 辰也 男 東京都 7:28:00
65 57 瀬川 宏 男 東京都 7:28:00
67 354 森 千代子 女 埼玉県 7:28:44
68 28 加藤 浩高 男 東京都 7:30:07
69 361 鷲尾 洋一 男 東京都 7:30:11
70 329 高橋 恵美子 女 東京都 東京速度男子 7:30:35
70 111 山村 浩太郎 男 埼玉県 鉄塔beauty クラブ 7:30:35
72 24 小野寺 厚博 男 千葉県 ﾍﾞｽﾄｽﾏｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 7:33:27
73 41 小林 泰之 男 長野県 7:33:38
74 347 本田 学 男 東京都 西６走り隊 7:37:15
75 363 渡辺 ゆか 女 京都府 7:37:15
76 106 安井 智子 女 神奈川県 7:37:55
77 103 馬久地 延幸 男 広島県 7:38:02
78 44 佐々木 信二 男 東京都 7:42:06
79 88 藤原 剛 男 千葉県 7:44:05
80 5 石井 浩史 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 7:44:39
80 20 大場 満寿夫 男 東京都 7:44:39
82 332 田中 政文 男 東京都 しんきん走遊会 7:44:54
83 65 千田 奈歩 女 千葉県 7:46:35
84 51 嶌田 淳司 男 神奈川県 嶌田モータース 7:46:53
85 79 服部 和彦 男 千葉県 7:50:50
86 16 大谷 真一 男 東京都 千代田走友会 7:51:04
87 4 池田 裕治 男 東京都 チームOSJ 7:51:12
88 26 勝呂 泰弘 男 静岡県 7:52:58
89 327 成津 杏美 女 神奈川県 7:58:07
90 114 結城 宗治 男 千葉県 Ａ－ＲＵＮ習志野 7:59:10
91 71 永嶋 泉 男 東京都 7:59:27
92 21 岡本 晴彦 男 東京都 チームハーレー 8:00:34
93 14 遠藤 美樹 女 千葉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:04:15
94 358 横川 一樹 男 東京都 8:05:59
95 355 森岡 章子 女 東京都 千代田走友会 8:07:39
96 362 渡辺 邦博 男 埼玉県 8:11:00
97 323 島田 智史 男 埼玉県 8:11:10
97 328 芹沢 完二 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:11:10
97 333 玉橋 阿由美 女 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 8:11:10
100 360 米川 美保 女 神奈川県 8:11:55
100 81 濱中 隆次 男 東京都 8:11:55
102 73 中村 尚人 男 福島県 8:17:27
103 34 木山 修二 男 東京都 8:19:33
103 1 青木 秀子 女 静岡県 あおひで危機一髪 8:19:33
105 325 諏訪 和男 男 茨城県 T－AT 8:19:56
106 92 前泊 桂丞 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:20:01
106 7 市木 知宏 男 東京都 バンバンクラブ 8:20:01
108 335 戸塚 由幸 男 静岡県 静岡ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ 8:21:26
109 66 蔦谷 隆史 男 東京都 青梅トレラン部 8:27:15
109 101 宮崎 裕子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:27:15
111 72 中野 陽介 男 東京都 Admiral 8:28:21
112 321 斉藤 晃一 男 東京都 快体健歩ＲＣ 8:30:16
113 83 原 真理 女 埼玉県 8:31:12
114 59 高野 幸子 女 東京都 チーム鯛焼き 8:37:10
115 90 堀篭 宏章 男 埼玉県 SRC 8:37:12
116 305 大塚 弘 男 埼玉県 8:37:25
117 3 阿部 幹雄 男 埼玉県 KUMC伴伴 8:37:35
117 19 大野 康子 女 埼玉県 バンバンRC 8:37:35
119 356 柳沢 浩子 女 埼玉県 8:43:40
120 27 加藤 裕子 女 東京都 8:46:15
120 52 杉田 康彰 男 埼玉県 8:46:15
120 8 伊東 正人 男 埼玉県 8:46:15
123 93 町田 吉広 男 東京都 Ｉｔｏｉｔｅｘ Ｅａｓｔ 8:46:24
124 76 根釜 勝美 男 愛知県 8:50:45

302 池ノ谷香代子 女 埼玉県 部長倶楽部 DNF
308 緒方 実 男 埼玉県 越生ぐるぐる DNF
309 尾崎 遥 女 茨城県 ＲＵＮＳ DNF
316 川口 太郎 男 埼玉県 越生ぐるぐる DNF
319 黒田 悠子 女 東京都 DNF
339 原松 隆行 男 埼玉県 部長倶楽部 DNF
340 菱沼 史枝 女 埼玉県 DNF



343 藤本 美枝 女 埼玉県 DNF
351 松森 正彦 男 神奈川県 DNF
359 吉田 秀明 男 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 DNF
30 川合 千春 女 神奈川県 東京速度男子 DNF
45 佐々木智香子 女 東京都 DNF
85 引間 寿夫 男 千葉県 DNF
37 黒田 昌宏 男 東京都 DNF
40 小塚 哲也 男 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 DNF
54 鈴木 利明 男 神奈川県 DNF
22 荻原 知佐子 女 東京都 バンバンクラブ DNF
29 加茂 元 男 新潟県 八十里越を走ろう DNF
31 川上 恵治 男 神奈川県 緑走友会 DNF

105 森河 久恵 女 埼玉県 樂走組 DNF
301 池田 茂 男 東京都 ＴＥＡＭピカ DNS
304 井上 千賀子 女 神奈川県 DNS
318 栗原 初江 女 埼玉県 DNS
322 佐藤 幸久 男 埼玉県 ウルトラポーズ DNS
324 庄田 真人 男 神奈川県 DNS
331 多田 正直 男 埼玉県 DNS
345 古田 利子 女 神奈川県 DNS
349 松谷 亜矢 女 東京都 DNS
353 三好 勝久 男 神奈川県 DNS
39 越塚 岳広 男 千葉県 稲毛インター DNS
56 住岡 昌俊 男 埼玉県 とおりゃんせ DNS
46 佐藤 晋 男 埼玉県 さいたま走翔 DNS
64 谷口 悠司 男 東京都 DNS
86 一木 瑞明 男 千葉県 山陰ランクラブ DNS

113 山本 元 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS
49 柴田 佳恵 女 東京都 DNS

110 山崎 亨 男 東京都 DNS
95 松本 卓也 男 東京都 ランオアダイ DNS

107 山内 康弘 男 埼玉県 DNS
17 大西 智之 男 東京都 大東京レーシング DNS
77 野崎 進一 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS

108 山岸 洋一 男 東京都 DNS
91 本田 和彦 男 神奈川県 快体健歩RC DNS
2 阿部 勇 男 埼玉県 TEAM RESPECT DNS

102 宮田 一樹 男 埼玉県 東京ハセツネクラブ DNS
112 山本 賀世 女 埼玉県 DNS
118 若林 政次 男 東京都 東京ハセツネクラブ DNS

9 伊藤 佑輔 男 東京都 東京速度男子 DNS
15 大島 正信 男 埼玉県 DNS
18 大野 利之 男 宮城県 仙台明走会 DNS
23 小田中 隆二 男 埼玉県 DNS
47 真田 俊之 男 静岡県 DNS
48 鹿間 智博 男 福島県 福島ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ DNS
55 鈴木 直樹 男 神奈川県 ＧＲＴ DNS
62 田島 一葉 女 群馬県 DNS
69 冨樫 謙太郎 男 埼玉県 DNS
70 戸崎 智弘 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS

100 三野 しおり 女 東京都 DNS


