
順位 No. 氏名/性別 居住地 　所　属 記録
1 125 林 伸樹 男 東京都 チーム凰 7:22:45
2 83 橋本 毅久 男 新潟県 8:01:13
3 108 森 貞文 男 愛知県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:08:10
4 90 原 義一 男 東京都 尾久の原RC 8:13:52
5 7 石島 丈晴 男 埼玉県 8:15:43
6 234 塚本 徹 男 東京都 8:17:27
7 55 鈴木 夏人 男 東京都 月まで走ろう会 8:33:01
8 106 皆木 康英 男 埼玉県 R254 8:42:45
9 66 高橋 伸也 男 神奈川県 横浜金沢走友会 8:51:21

10 8 石田 学 男 東京都 8:55:50
11 228 五月女 仁 男 埼玉県 9:02:07
12 26 勝呂 泰弘 男 静岡県 9:05:36
13 63 高野 達 男 北海道 HBARC 9:09:50
14 84 葉玉 旨紀 男 埼玉県 さいたまﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 9:11:09
15 104 的場 日出加 女 東京都 明走会 9:14:26
16 87 林 テツオ 男 千葉県 9:15:20
17 92 平田 尚史 男 東京都 ガラス屋さん 9:16:41
18 203 阿部 賢 男 神奈川県 9:21:02
19 123 渡辺 友洋 男 埼玉県 9:24:11
20 94 藤原 定子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 9:24:34
21 103 松本 透 男 埼玉県 9:31:44
22 56 鈴木 那由太 男 埼玉県 9:34:59
23 237 永井 孝幸 男 埼玉県 ランジョグ 9:35:58
24 89 原 真理 女 埼玉県 9:36:02
25 20 大和田 稔 男 茨城県 9:36:16
26 25 片山 正人 男 千葉県 9:49:09
27 220 川田 俊彦 男 埼玉県 9:53:29
28 236 冨岡 恵 女 東京都 9:58:44
29 48 斉藤 渉 男 青森県 六華ﾗﾝﾅｰｽﾞ倶楽部 10:00:56
30 28 加藤 泰雄 男 東京都 10:05:36
31 80 貫井 英輔 男 千葉県 10:08:39
32 240 中村 記代子 女 千葉県 市川マラソンクラブ 10:10:04
32 250 矢ノ目 優 男 千葉県 市川マラソンクラブ 10:10:04
34 70 辻野 尚哉 男 神奈川県 10:11:27
35 69 谷口 悠司 男 東京都 10:12:55
36 229 高野 弘之 男 神奈川県 10:15:20
37 91 半谷 謙寿 男 東京都 ハリアーズ 10:16:19
38 121 若林 隆史 男 千葉県 ランジョグ 10:18:21
39 32 工藤 全美 女 神奈川県 ザスペース 10:19:33
39 35 向後 正樹 男 神奈川県 ザ・スペース 10:19:33
41 4 飯田 雅浩 男 茨城県 つくばランラボ 10:19:35
42 77 中西 めぐみ 女 千葉県 203MSQ 10:21:51
42 100 町田 吉広 男 東京都 ITOITEX EAST 10:21:51
44 119 吉澤 まどか 男 栃木県 10:25:16
45 22 岡田 敦司 男 埼玉県 10:26:17
45 221 享保 真二 男 茨城県 霞ヶ浦校 10:26:17
45 233 垂水 かおり 女 埼玉県 10:26:17
45 251 山﨑 一樹 男 神奈川県 フル百回楽走会 10:26:17
49 57 瀬川 宏 男 東京都 10:26:47
49 226 島村 智子 女 東京都 10:26:47
51 79 西尾 圭史 男 東京都 10:27:18
52 53 鈴木 努 男 東京都 ポポロAC 10:31:14
53 78 中屋敷 晃通 男 東京都 10:33:00
54 118 吉沢 協平 男 神奈川県 神奈川走ろう会（仮） 10:36:15
55 46 齋藤 和幸 男 東京都 10:38:48
56 112 山口 裕之 男 東京都 10:39:25
57 255 渡部 賢太 男 東京都 10:39:31
58 214 岡田 桂一 男 埼玉県 10:44:11
59 73 出澤 和幸 男 長野県 天狗のコル 10:44:52
60 24 小野寺 厚博 男 千葉県 ベストスマイルＲＣ 10:48:06
61 31 河内 規称 女 東京都 バンバンクラブ 10:48:42
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62 6 石井 浩史 男 東京都 10:48:43
62 17 大場 満寿夫 男 東京都 10:48:43
64 82 橋本 憲 男 埼玉県 ランジョグ 10:50:18
64 208 伊田 士郎 男 千葉県 10:50:18
64 248 前泊 桂丞 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 10:50:18
67 33 久保 政治 男 埼玉県 10:50:32
68 42 小宮山 茂 男 埼玉県 埼玉大井RC 10:51:04
69 81 萩原 知徳 男 静岡県 10:51:05
70 246 堀口 正志 男 神奈川県 10:55:51
71 235 傳田 尚徳 男 東京都 10:56:59
72 64 高野 雄市 男 東京都 TFJトレイル 11:00:26
73 252 芳村 徹 男 東京都 れこんきすた 11:07:14
73 253 芳村 裕子 女 東京都 れこんきすた 11:07:14
75 76 永嶋 泉 男 東京都 11:08:57
75 213 大南 郁夫 男 神奈川県 11:08:57
77 218 川井 孝則 男 東京都 11:12:10
78 102 松本 卓也 男 東京都 ランオアダイ 11:15:37
79 101 松岡 倫子 女 東京都 11:19:06
79 110 簗瀬 渉 男 東京都 MASH-R 11:19:06
81 201 秋山 純一 男 埼玉県 腹ペコ 11:20:25
81 202 秋山 みどり 女 埼玉県 腹ペコ 11:20:25
83 18 大畑 ひめよ 女 埼玉県 11:21:42
84 39 小寺 実 男 千葉県 11:24:12
84 124 渡邉 ゆかり 女 埼玉県 11:24:12
86 27 加藤 裕子 女 東京都 11:25:27
87 241 中村 尚人 男 福島県 11:26:02
88 60 髙木 薫 男 東京都 11:26:19
89 51 杉田 康彰 男 埼玉県 チーム★リスペクト 11:28:30
90 122 渡辺 達也 男 埼玉県 11:32:36
91 239 仲田 孔之 男 群馬県 11:35:50
92 45 権瓶 弘敏 男 東京都 11:42:08
92 3 粟野 浩之 男 京都府 11:42:08
94 36 興梠 冬樹 男 東京都 猛走会 11:42:18
95 34 倉阪 秀史 男 千葉県 伊賀忍者ＲＣ 11:43:14
96 19 大平 佐登美 女 神奈川県 11:47:12
97 71 蔦谷 隆史 男 東京都 青梅トレラン部 11:51:36
97 5 池田 裕治 男 東京都 ＴＲＣ 11:51:36
99 216 梶塚 由佳 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 11:54:12

100 93 深澤 賢二 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 11:56:17
101 97 古田 裕司 男 東京都 12:09:12
102 107 村本 修 男 神奈川県 新ゆり走遊会 12:10:57
103 29 加茂 元 男 新潟県 六十里越を走ろう 12:11:43
104 2 阿部 幹雄 男 埼玉県 KUMC伴伴 12:15:56
104 16 大野 康子 女 埼玉県 バンバンRC 12:15:56
104 215 織田 正芳 男 埼玉県 12:15:56
107 47 斎藤 広幸 男 新潟県 12:17:14

1 浅田 善幸 男 千葉県 DNF
9 市木 知宏 男 東京都 バンバンクラブ DNF

10 伊東 正人 男 埼玉県 サブ5プロジェクト DNF
12 江口 晋悟 男 埼玉県 DNF
13 越後 清志 男 東京都 魔水走遊会 DNF
37 小嶋 利彦 男 神奈川県 DNF
38 小塚 哲也 男 埼玉県 鴻巣たのしく走る会 DNF
43 小室 愛美 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
44 小山 かおり 女 東京都 DNF
52 杉野 博之 男 埼玉県 RBRG DNF
58 成津 杏美 女 神奈川県 DNF
59 芹沢 完二 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
62 高野 幸子 女 東京都 チーム鯛焼き DNF
68 田中 政文 男 東京都 しんきん走遊会 DNF
85 服部 和彦 男 千葉県 DNF
86 濱中 隆次 男 東京都 DNF
95 藤原 剛 男 千葉県 DNF
96 布山 伸江 女 東京都 DNF
98 堀篭 宏章 男 埼玉県 DNF

109 森河 久恵 女 埼玉県 DNF
111 山岸 洋一 男 東京都 DNF



120 米川 美保 女 神奈川県 DNF
206 和泉 俊子 女 群馬県 DNF
209 植木 千恵美 女 東京都 ＲＲＴ DNF
212 逢坂 邦彦 男 東京都 DNF
217 加藤 利隆 男 東京都 DNF
222 小崎 雅之 男 埼玉県 ランジョグ DNF
224 佐々木 繁 男 東京都 DNF
225 佐藤 晋 男 埼玉県 さいたま走翔 DNF
238 中川 聡史 男 神奈川県 DNF
242 樋口 昌彦 男 東京都 DNF
243 平井 修二 男 東京都 HARRIERS DNF
245 藤川 由美子 女 群馬県 セントラル前橋 DNF
247 本司 博 男 埼玉県 DNF
11 岩橋 賦 男 神奈川県 DNS
14 大島 正信 男 埼玉県 DNS
15 大塚 弘 男 埼玉県 DNS
21 岡田 明子 女 群馬県 DNS
23 小川 哲司 男 東京都 DNS
30 萓嶌 一秀 男 東京都 DNS
40 小沼 興 女 東京都 DNS
41 小林 幸生 男 東京都 DNS
49 佐藤 牧夫 男 千葉県 DNS
50 下重 祐介 男 東京都 立川3部 DNS
54 鈴木 利明 男 神奈川県 DNS
61 高田 健太 男 神奈川県 DNS
65 高橋 一哲 男 宮城県 DNS
67 武井 重治 男 埼玉県 チーム★リスペクト DNS
72 角田 英一 男 山梨県 クロイチ DNS
74 外岡 周 男 神奈川県 ゲレンデ逆走マラソン DNS
75 冨手 裕子 女 岩手県 花巻走友会 DNS
88 林 博之 男 千葉県 バンバンクラブ DNS
99 町田 芳章 男 埼玉県 チーム★リスペクト DNS

105 三上 牧子 女 岩手県 花巻走友会 DNS
113 山崎 則昭 男 埼玉県 DNS
114 山田 征義 男 新潟県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS
115 山田 幸満 男 東京都 DNS
116 山根 康之 男 東京都 DNS
117 結城 宗治 男 千葉県 Ａ－ＲＵＮ習志野 DNS
204 石井 学 男 千葉県 DNS
205 石本 純一 男 新潟県 DNS
207 泉田 賢志 男 埼玉県 DNS
210 植木 徹 男 東京都 ＲＲＴ DNS
211 雲藤 健 男 茨城県 太田走友会/あかべこ DNS
219 川内 芳浩 男 千葉県 じっそう DNS
223 坂口 英夫 男 埼玉県 埼玉ドＭ軍団 DNS
227 関谷 勝司 男 東京都 イオマーレ DNS
230 多田 英史 男 青森県 クラブひよこ DNS
231 田中 眞二 男 東京都 DNS
232 田中 成樹 男 千葉県 良平会 DNS
244 平山 一郎 男 茨城県 DNS
249 松村 辰也 男 東京都 DNS
254 米澤 俊太郎 男 東京都 DNS
256 田代 梨花子 女 神奈川県 DNS



順位 No. 氏名/性別 居住地 　所　属 記録
1 7 石島 丈晴 男 埼玉県 5:07:57
2 355 最上 格 男 東京都 鹿島建設 5:24:32
3 318 芝野 達哉 男 栃木県 芝野スポーツ 5:32:07
4 334 鳥海 純吾 男 神奈川県 横浜中央走友会 5:37:29
5 125 林 伸樹 男 東京都 チーム凰 5:40:03
6 118 吉沢 協平 男 神奈川県 神奈川走ろう会（仮） 5:52:13
7 108 森 貞文 男 愛知県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 5:53:50
8 83 橋本 毅久 男 新潟県 5:56:14
9 55 鈴木 夏人 男 東京都 月まで走ろう会 6:04:50

10 320 関 正博 男 神奈川県 6:11:47
11 22 岡田 敦司 男 埼玉県 6:17:54
12 301 飯塚 直美 女 東京都 チーム凰 6:22:27
13 359 戸田 賢 男 埼玉県 チーム★リスペクト 6:23:00
14 67 武井 重治 男 埼玉県 チーム★リスペクト 6:23:02
15 106 皆木 康英 男 埼玉県 R254 6:32:04
16 104 的場 日出加 女 東京都 明走会 6:34:48
16 349 又井 ゆうこ 女 東京都 6:34:48
18 327 玉井 章夫 男 神奈川県 6:41:41
19 351 松森 正彦 男 神奈川県 東京速度男子 6:45:55
20 81 萩原 知徳 男 静岡県 6:49:44
21 103 松本 透 男 埼玉県 6:51:19
22 26 勝呂 泰弘 男 静岡県 6:53:33
23 84 葉玉 旨紀 男 埼玉県 さいたまﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 6:55:36
24 63 高野 達 男 北海道 HBARC 6:56:33
25 319 白井 英統 男 東京都 6:59:56
26 94 藤原 定子 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 7:02:36
27 348 本田 学 男 東京都 西６走り隊 7:08:53
28 25 片山 正人 男 千葉県 7:12:16
29 69 谷口 悠司 男 東京都 7:15:06
30 337 浪床 篤 男 埼玉県 北区赤羽ランナーズ 7:15:18
30 357 山田 貴幸 男 埼玉県 きのこトレイルラン 7:15:18
32 48 斉藤 渉 男 青森県 六華ﾗﾝﾅｰｽﾞ倶楽部 7:17:24
32 121 若林 隆史 男 千葉県 ランジョグ 7:17:24
34 312 片岡 詩都 女 神奈川県 東京ハセツネクラブ 7:18:54
35 20 大和田 稔 男 茨城県 7:19:00
36 123 渡辺 友洋 男 埼玉県 7:19:07
37 332 富田 絢菜 女 埼玉県 7:23:37
37 333 富田 軒治 男 埼玉県 この大会に出ると春だなぁ 7:23:37
39 353 水嶋 弘 男 千葉県 7:24:29
40 64 高野 雄市 男 東京都 TFJトレイル 7:24:56
41 78 中屋敷 晃通 男 東京都 7:28:09
42 343 廣木 雅史 男 千葉県 ERCA 7:28:49
43 91 半谷 謙寿 男 東京都 ハリアーズ 7:29:43
44 89 原 真理 女 埼玉県 7:30:19
45 28 加藤 泰雄 男 東京都 7:37:16
45 317 佐藤 幸久 男 埼玉県 ウルトラポーズ 7:37:16
47 119 吉澤 まどか 男 栃木県 7:43:06
48 53 鈴木 努 男 東京都 ポポロAC 7:46:21
49 342 引間 寿夫 男 千葉県 7:48:09
50 4 飯田 雅浩 男 茨城県 つくばランラボ 7:48:20
51 77 中西 めぐみ 女 千葉県 203MSQ 7:55:38
52 56 鈴木 那由太 男 埼玉県 7:56:13
52 122 渡辺 達也 男 埼玉県 7:56:13
54 321 高橋 恵美子 女 東京都 東京速度男子 7:58:59
54 350 松谷 亜矢 女 東京都 7:58:59
56 95 藤原 剛 男 千葉県 8:01:29
57 76 永嶋 泉 男 東京都 8:02:02
58 24 小野寺 厚博 男 千葉県 ベストスマイルＲＣ 8:08:59
59 100 町田 吉広 男 東京都 ITOITEX EAST 8:10:46
59 346 細田 晴美 女 埼玉県 NTRT 8:10:46
61 57 瀬川 宏 男 東京都 8:12:14
62 315 木村 司 男 埼玉県 8:12:37
63 6 石井 浩史 男 東京都 8:14:59
64 17 大場 満寿夫 男 東京都 8:14:59
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65 42 小宮山 茂 男 埼玉県 埼玉大井RC 8:15:22
66 305 浦山 千里 女 埼玉県 8:18:28
66 316 小林 ひろ美 女 埼玉県 8:18:28
68 70 辻野 尚哉 男 神奈川県 8:23:39
68 329 辻野 誠香 女 神奈川県 8:23:39
70 31 河内 規称 女 東京都 バンバンクラブ 8:25:28
70 101 松岡 倫子 女 東京都 8:25:28
72 326 多田 正直 男 埼玉県 8:33:36
72 328 玉橋 阿由美 女 埼玉県 鴻巣楽しく走る会 8:33:36
74 352 丸山 智由 男 東京都 マラソン経済研究所 8:34:56
75 8 石田 学 男 東京都 8:35:42
76 112 山口 裕之 男 東京都 8:36:12
77 33 久保 政治 男 埼玉県 8:40:10
78 36 興梠 冬樹 男 東京都 猛走会 8:43:50
79 45 権瓶 弘敏 男 東京都 8:44:00
80 47 斎藤 広幸 男 新潟県 8:44:04
81 58 成津 杏美 女 神奈川県 8:44:48
82 29 加茂 元 男 新潟県 六十里越を走ろう 8:45:31
83 34 倉阪 秀史 男 千葉県 伊賀忍者ＲＣ 8:47:22
84 93 深澤 賢二 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ 8:49:36
85 44 小山 かおり 女 東京都 8:50:47
86 92 平田 尚史 男 東京都 ガラス屋さん 8:50:47
86 306 江里口 綾子 女 東京都 8:51:37
88 97 古田 裕司 男 東京都 8:52:22
89 60 髙木 薫 男 東京都 8:52:41
90 102 松本 卓也 男 東京都 ランオアダイ 8:53:30
91 1 浅田 善幸 男 千葉県 8:53:57
92 68 田中 政文 男 東京都 しんきん走遊会 8:55:32
93 2 阿部 幹雄 男 埼玉県 KUMC伴伴 9:04:27
93 16 大野 康子 女 埼玉県 バンバンRC 9:04:27
95 358 横川 一樹 男 東京都 さわやかランナーズ 9:05:24
96 66 高橋 伸也 男 神奈川県 横浜金沢走友会 9:11:06
96 322 高橋 京子 女 神奈川県 カナナラ 9:11:06
98 107 村本 修 男 神奈川県 新ゆり走遊会 9:19:58
99 18 大畑 ひめよ 女 埼玉県 9:20:06

100 71 蔦谷 隆史 男 東京都 青梅トレラン部 9:24:33
101 110 簗瀬 渉 男 東京都 MASH-R 9:29:52
102 314 川辺 央士 男 千葉県 みちのくＴＲＣ 9:48:18
102 339 英 顕治 男 千葉県 9:48:18

9 市木 知宏 男 東京都 バンバンクラブ DNF
19 大平 佐登美 女 神奈川県 DNF
27 加藤 裕子 女 東京都 DNF
39 小寺 実 男 千葉県 DNF
43 小室 愛美 女 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
46 齋藤 和幸 男 東京都 DNF
51 杉田 康彰 男 埼玉県 チーム★リスペクト DNF
59 芹沢 完二 男 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF
86 濱中 隆次 男 東京都 DNF

109 森河 久恵 女 埼玉県 DNF
120 米川 美保 女 神奈川県 DNF
124 渡邉 ゆかり 女 埼玉県 DNF
302 池ノ谷 香代子 女 埼玉県 部長倶楽部 DNF
310 荻原 知佐子 女 東京都 バンバンクラブ DNF
311 尾崎 遥 女 埼玉県 ＲＵＮＳ DNF
336 中村 隆志 男 埼玉県 DNF
341 原松 隆行 男 埼玉県 部長倶楽部 DNF
345 藤本 美枝 女 埼玉県 DNF
356 柳沢 浩子 女 埼玉県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNF

3 粟野 浩之 男 京都府 DNS
5 池田 裕治 男 東京都 ＴＲＣ DNS

10 伊東 正人 男 埼玉県 サブ5プロジェクト DNS
11 岩橋 賦 男 神奈川県 DNS
12 江口 晋悟 男 埼玉県 DNS
13 越後 清志 男 東京都 魔水走遊会 DNS
14 大島 正信 男 埼玉県 DNS
15 大塚 弘 男 埼玉県 DNS
21 岡田 明子 女 群馬県 DNS



23 小川 哲司 男 東京都 DNS
30 萓嶌 一秀 男 東京都 DNS
32 工藤 全美 女 神奈川県 ザスペース DNS
35 向後 正樹 男 神奈川県 ザ・スペース DNS
37 小嶋 利彦 男 神奈川県 DNS
38 小塚 哲也 男 埼玉県 鴻巣たのしく走る会 DNS
40 小沼 興 女 東京都 DNS
41 小林 幸生 男 東京都 DNS
49 佐藤 牧夫 男 千葉県 DNS
50 下重 祐介 男 東京都 立川3部 DNS
52 杉野 博之 男 埼玉県 RBRG DNS
54 鈴木 利明 男 神奈川県 DNS
61 高田 健太 男 神奈川県 DNS
62 高野 幸子 女 東京都 チーム鯛焼き DNS
65 高橋 一哲 男 宮城県 DNS
72 角田 英一 男 山梨県 クロイチ DNS
73 出澤 和幸 男 長野県 天狗のコル DNS
74 外岡 周 男 神奈川県 ゲレンデ逆走マラソン DNS
75 冨手 裕子 女 岩手県 花巻走友会 DNS
79 西尾 圭史 男 東京都 DNS
80 貫井 英輔 男 千葉県 DNS
82 橋本 憲 男 埼玉県 ランジョグ DNS
85 服部 和彦 男 千葉県 DNS
87 林 テツオ 男 千葉県 DNS
88 林 博之 男 千葉県 バンバンクラブ DNS
90 原 義一 男 東京都 尾久の原RC DNS
96 布山 伸江 女 東京都 DNS
98 堀篭 宏章 男 埼玉県 DNS
99 町田 芳章 男 埼玉県 チーム★リスペクト DNS

105 三上 牧子 女 岩手県 花巻走友会 DNS
111 山岸 洋一 男 東京都 DNS
113 山崎 則昭 男 埼玉県 DNS
114 山田 征義 男 新潟県 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS
115 山田 幸満 男 東京都 DNS
116 山根 康之 男 東京都 DNS
117 結城 宗治 男 千葉県 Ａ－ＲＵＮ習志野 DNS
303 石塚 政和 男 群馬県 DNS
304 今井 厚子 女 千葉県 DNS
307 大和田 たみ 女 茨城県 DNS
308 小貝 得光 男 埼玉県 DNS
309 緒方 実 男 埼玉県 越生ぐるぐる DNS
313 加藤 満 女 埼玉県 DNS
323 高橋 正幸 男 東京都 東京速度男子 DNS
324 高橋 好徳 男 愛知県 鬼トレ DNS
325 滝瀬 德 男 東京都 武蔵ｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝｸﾗﾌﾞ DNS
330 津島 康人 男 神奈川県 DNS
331 戸塚 由幸 男 静岡県 静岡ﾄﾗｲｱｽﾛﾝｸﾗﾌﾞ DNS
335 内藤 美穂 女 神奈川県 DNS
338 萩原 秀一 男 埼玉県 DNS
340 浜崎 安希 女 埼玉県 さいたま走友会 DNS
344 福島 眞英 男 神奈川県 DNS
347 堀内 麻由 女 東京都 DNS
354 村山 有子 女 千葉県 DNS


