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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県名 所属クラブ 記 録

1 3003 澁川 裕二 ｼﾌﾞｶﾜ ﾕｳｼﾞ 前橋市 2:31:11

2 3006 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 高崎市 2:34:45

3 3001 浜田 浩佑 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳｽｹ 大阪府 ＧＲｌａｂ 2:40:24

4 3004 福田 圭介 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 2:46:38

5 3010 外池 翔太郎 ﾄｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 千葉陸協 2:47:33

6 3019 田中 宏昌 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 上州アスリート 2:47:48

7 3014 高見 瑞樹 ﾀｶﾐ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 足柄妙義男塾 2:47:55

8 3005 原田 将徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 2:49:55

9 3009 中山 実貴 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷ 滋賀県 2:50:20

10 3011 小松崎 慎 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾏｺﾄ 茨城県 2:50:32

11 3018 花澤 通孝 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾐﾁﾀｶ 千葉県 2:51:23

12 3017 立山 宏一 ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｲﾁ 栃木県 2:53:52

13 3013 柳田 尚皓 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 ノーボーダー 2:57:04

14 3012 田部井 俊夫 ﾀﾍﾞｲ ﾄｼｵ 栃木県 足利市役所 2:57:35

15 3025 竹本 亮太 ﾀｹﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 3:05:08

16 3022 塩川 忠徳 ｼｵｶﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ 吉岡町 3:05:23

17 3024 廣川 渉 ﾋﾛｶﾜ ﾜﾀﾙ 埼玉県 ＭＩＲＡＩ 3:11:26

18 3043 髙野 正男 ﾀｶﾉ ﾏｻｵ 高崎市 3:18:30

19 3051 杉山 卓也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 神奈川県 3:19:22

20 3037 都丸 真一 ﾄﾏﾙ ｼﾝｲﾁ 渋川市 たちばなＲＣ 3:20:17

21 3026 青木 利文 ｱｵｷ ﾄｼﾋｻ 神奈川県 ストレッチ工房 3:22:58

22 3041 大澤 裕也 ｵｵｻﾜ ﾕｳﾔ 東京都 ＴＢＲＣ 3:26:27

23 3039 伏木 智哉 ﾌｼｷ ﾄﾓﾔ 埼玉県 ＲＵＮＡＲＸ 3:27:02

24 3029 大澤 英史 ｵｵｻﾜ ﾋﾃﾞﾌﾐ 高崎市 公立富岡総合病院 3:27:30

25 3045 都丸 健一 ﾄﾏﾙ ｹﾝｲﾁ 渋川市 3:27:51

26 3040 木村 賢人 ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 伊勢崎市 3:28:54

27 3064 瀧本 健二 ﾀｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 太田市 3:29:55

28 3027 鈴木 景太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 埼玉県 3:30:04

29 3038 寺田 智哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉県 ＲＲＴ 3:32:51

30 3035 中馬 良和 ﾁｭｳﾏﾝ ﾖｼｶｽﾞ 埼玉県 3:40:57

31 3044 根本 尚弥 ﾈﾓﾄ ﾅｵﾔ 前橋市 3:41:39

32 3077 横塚 義隆 ﾖｺﾂﾞｶ ﾖｼﾀｶ 太田市 3:43:57

33 3047 鈴木 孝輔 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 神奈川県 ソディック 3:45:15

34 3052 近藤 翼 ｺﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 栃木県 こんつ～ 3:46:14

35 3050 岡田 瑠太 ｵｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀ 埼玉県 3:49:59

36 3066 藤澤 明正 ﾌｼﾞｻﾜ ｱｷﾏｻ 前橋市 カネコ種苗 3:50:19

37 3056 伊藤 克哉 ｲﾄｳ ｶﾂﾔ 埼玉県 3:50:32

38 3069 長壁 高志 ｵｻｶﾍﾞ ﾀｶｼ 高崎市 3:52:21

39 3034 石橋 純 ｲｼﾊﾞｼ ｼﾞｭﾝ 高崎市 3:55:34

40 3068 高橋 康之 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ 高崎市 3:56:11

41 3054 村上 成信 ﾑﾗｶﾐ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 埼玉県 仙田倶楽部 3:56:44

42 3042 岡本 和俊 ｵｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ 伊勢崎市 3:58:21

43 3046 井上 敦裕 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾋﾛ 伊勢崎市 Ａ＆Ｉのパパ 3:59:37

44 3048 武井 一平 ﾀｹｲ ｲｯﾍﾟｲ 榛東村 4:04:39

45 3053 三村 祐貴 ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉県 4:05:21

46 3033 安齋 拓海 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｸﾐ 千葉県 4:08:49

47 3080 野村 祐太 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 中之条町 登坂園芸 4:09:19

48 3057 荻原 勇佑 ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ 高崎市 4:10:18

49 3086 堀井 優也 ﾎﾘｲ ﾕｳﾔ 前橋市 4:11:18

50 3074 今野 拓也 ｺﾝﾉ ﾀｸﾔ 桐生市 4:13:56
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51 3070 高橋 篤 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 栃木県 4:22:18

52 3058 小杉 史彦 ｺｽｷﾞ ﾌﾐﾋｺ 東京都 4:22:33

53 3065 田中 伸明 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都 4:31:56

54 3060 平 泰久 ﾀｲﾗ ﾔｽﾋｻ 東京都 4:36:02

55 3072 中谷 佳仙 ﾅｶﾔ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 4:39:16

56 3085 村田 裕輔 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 桐生市 4:51:02

57 3078 坂本 大武 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾀｹ 高崎市 4:54:12

58 3062 重田 卓俊 ｼｹﾞﾀ ﾀｶﾄｼ 神奈川県 5:10:29

59 3067 三宅 章生 ﾐﾔｹ ｱｷｵ 埼玉県 5:14:23

60 3082 須藤 昭彦 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ 東京都 5:18:42

61 3081 上原 大夢 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛﾑ 沼田市 走る理学療法士 5:18:54

62 3087 片野 勝英 ｶﾀﾉ ｶﾂﾋﾃﾞ 千葉県 5:35:04

63 3076 中出 貴裕 ﾅｶﾃﾞ ﾀｶﾋﾛ 富山県 5:40:47
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