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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県名 所属クラブ 記 録

1 4109 佐々木 正志 ｻｻｷ ﾏｻｼ 東京都 すみラン 2:39:17

2 4002 清水 誠 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 板倉町 館林陸上クラブ 2:45:28

3 4018 水谷 英司 ﾐｽﾞﾀﾆ ｴｲｼﾞ 茨城県 茨城陸協 2:46:58

4 4005 尾崎 勝海 ｵｻﾞｷ ｶﾂﾐ 高崎市 荒砥走友会 2:53:36

5 4009 島津 正孝 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾀｶ 東京都 東京陸協 2:54:07

6 4017 小林 広量 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃木県 新大Ｓ部ＯＢ 2:55:01

7 4013 内藤 将一 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 2:56:13

8 4004 當金 卓大 ﾄｳｶﾞﾈ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 埼玉マスターズ 2:57:50

9 4021 高山 和彦 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 富岡市 妙義男塾 2:59:03

10 4034 高木 重人 ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾄ 東京都 鶏プルＡ 2:59:23

11 4016 稲田 旭斗 ｲﾅﾀﾞ ｱｷﾄ 神奈川県 2:59:47

12 4014 古宇田 貴史 ｺｳﾀ ﾀｶｼ 茨城県 石岡ＴＲＣ 3:00:12

13 4026 金田 仁秀 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 前橋市 トップギア広島 3:00:49

14 4035 清水 聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 埼玉県 ブレイクスルー 3:01:11

15 4072 藤田 貴久 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋｻ 千葉県 千葉陸協 3:01:40

16 4047 益子 茂 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ 茨城県 3:02:31

17 4055 真下 憲作 ﾏｼﾓ ｹﾝｻｸ 安中市 アラマキッズ 3:06:46

18 4011 志村 智久 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ 東京都 品川ランナーズ 3:07:04

19 4025 仲嶺 徹 ﾅｶﾐﾈ ﾄｵﾙ 埼玉県 フクシムラン 3:09:07

20 4095 東山 雄次 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 3:09:11

21 4093 須藤 慎二 ｽﾄｳ ｼﾝｼﾞ 安中市 3:09:19

22 4039 荒井 輝之 ｱﾗｲ ﾃﾙﾕｷ 桐生市 3:09:40

23 4027 内須川 忠司 ｳﾁｽｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 長野県 さくれつラン 3:09:42

24 4053 阿左美 亮治 ｱｻﾞﾐ ﾘｮｳｼﾞ 伊勢崎市 3:11:38

25 4101 堀内 克哉 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾔ 東京都 川口市消防局 3:12:30

26 4041 小森 健一郎 ｺﾓﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 ＡＲＣ 3:14:38

27 4033 森下 浩 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 3:15:42

28 4028 小池 拓男 ｺｲｹ ﾀｸｵ 前橋市 医療法人群馬会 3:16:43

29 4098 川上 貴志 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 千葉県 流山ＣＪ 3:18:32

30 4010 鴨井 俊彦 ｶﾓｲ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 チーム嶋田組 3:20:45

31 4007 自見 寿文 ｼﾞｹﾞﾝ ﾄｼﾌﾐ 茨城県 雑走魂 3:20:58

32 4083 川見 友康 ｶﾜﾐ ﾄﾓﾔｽ 東京都 3:21:36

33 4064 高橋 俊康 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔｽ 埼玉県 さいたま走翔 3:21:53

34 4057 鈴木 晴哉 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔ 静岡県 3:22:58

35 4012 矢野間 悟 ﾔﾉﾏ ｻﾄﾙ 富岡市 妙義男塾 3:22:59

36 4058 田村 拓史 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 栃木県 3:23:35

37 4074 馬場 武史 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 オオノホーム 3:26:20

38 4029 井上 真弥 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾔ 千葉県 3:27:33

39 4082 松井 洋介 ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ 東京都 マティーズ 3:28:15

40 4045 藤森 誠 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｺﾄ 埼玉県 オオノホーム 3:28:21

41 4068 柴草 仁志 ｼﾊﾞｸｻ ﾋﾄｼ 伊勢崎市 3:28:32

42 4042 清水 洋平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 3:30:29

43 4022 小川 健一 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 3:30:59

44 4061 小川 友和 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県 3:31:39

45 4079 岡田 靖春 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾊﾙ 千葉県 3:34:21

46 4117 宮前 祥一 ﾐﾔﾏｴ ｼｮｳｲﾁ 高崎市 3:34:53

47 4114 秋山 和彦 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 3:35:41

48 4087 星 範光 ﾎｼ ﾉﾘﾐﾂ 新潟県 3:35:48

49 4105 吉野 剛史 ﾖｼﾉ ﾂﾖｼ 高崎市 3:36:35

50 4020 田上 透 ﾀｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 藤岡市 荒砥走友会 3:37:13
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51 4075 広瀬 達朗 ﾋﾛｾ ﾀﾂｵ 神奈川県 3:37:48

52 4077 岡本 謙三 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 神奈川県 3:38:31

53 4156 中嶋 康之 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 埼玉県 3:38:54

54 4048 田村 貴之 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 前橋市 上州山楽走 3:40:09

55 4080 辻 隼人 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 千葉県 3:40:23

56 4124 佐藤 宏幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 アトミクラブ 3:41:49

57 4130 宮本 浩一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ 伊勢崎市 ＤＯＲＩＴＯＲＥ 3:41:56

58 4063 井関 康弘 ｲｾｷ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 3:43:39

59 4139 島崎 智洋 ｼﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 前橋市 医療法人群馬会 3:44:36

60 4066 岸 博之 ｷｼ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 ＭＹ ＳＴＡＲ 3:44:50

61 4056 塩谷 政樹 ｼｵﾔ ﾏｻｷ 東京都 3:46:00

62 4149 木村 敏隆 ｷﾑﾗ ﾄｼﾀｶ 埼玉県 3:46:23

63 4116 志村 賢二 ｼﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 3:46:53

64 4172 松田 裕 ﾏﾂﾀ ﾕﾀｶ 大泉町 スバル白昼夢 3:47:00

65 4123 近藤 正典 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾉﾘ 東京都 3:48:23

66 4153 櫻岡 嘉樹 ｻｸﾗｵｶ ﾖｼｷ 高崎市 3:48:42

67 4097 大野 敦史 ｵｵﾉ ｱﾂｼ 埼玉県 3:49:04

68 4044 大江 俊博 ｵｵｴ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県 3:49:37

69 4015 猪倉 歩 ｲｸﾗ ｱﾕﾑ 神奈川県 川崎市陸協 3:50:38

70 4049 大島 慎二 ｵｵｼﾏ ｼﾝｼﾞ 前橋市 アイエス陸上部 3:50:50

71 4054 吉野 弘 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 千葉県 松戸市民ランナー 3:51:47

72 4059 齊藤 忠光 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾐﾂ 伊勢崎市 上州アスリート 3:52:47

73 4102 重谷 武宏 ｵﾓﾀﾆ ﾀｹﾋﾛ 千葉県 3:53:11

74 4076 伊藤 大介 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ みどり市 3:53:19

75 4166 緑川 逸生 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｲﾂｷ 神奈川県 3:53:26

76 4070 及川 太郎 ｵｲｶﾜ ﾀﾛｳ 前橋市 3:54:59

77 4107 桑原 芳徳 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 3:55:08

78 4133 中島 宰 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂｶｻ 前橋市 3:55:18

79 4125 波多野 圭史 ﾊﾀﾉ ｹｲｼ 茨城県 フル走ろう会 3:55:22

80 4099 久保 博文 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾌﾐ 安中市 安中運輸 3:55:49

81 4036 渡辺 正道 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ 埼玉県 ＣＨＩＮＩＴＡ 3:56:20

82 4144 新井 義弘 ｱﾗｲ ﾖｼﾋﾛ 伊勢崎市 前橋市陸協 3:56:22

83 4092 小岩井 紀幸 ｺｲﾜｲ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 3:56:45

84 4112 山田 浩之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高崎市 3:58:10

85 4126 福田 泰史 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 大泉町 わたぼく走友会 3:59:24

86 4150 大坪 祐一朗 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県 走る白鳥男 3:59:42

87 4003 谷口 大樹 ﾔｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 東京都 3:59:52

88 4113 高尾 悠 ﾀｶｵ ﾕｳ 東京都 4:02:36

89 4160 中嶋 隆明 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 高崎市 金古ランクラ 4:03:21

90 4106 青木 秀樹 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｷ 高崎市 チームはるるん 4:03:46

91 4136 新井 清 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 高崎市 ＪＡ共済 4:03:59

92 4138 松本 行正 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷﾏｻ 東京都 レストラン ノア 4:04:05

93 4091 近藤 誠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 高崎市 4:05:09

94 4137 宗像 伸彦 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県 4:05:32

95 4110 柴 尚只 ｼﾊﾞ ﾅｵﾀﾀﾞ 東京都 4:05:59

96 4135 関 信一郎 ｾｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 4:06:09

97 4094 春名 謙二 ﾊﾙﾅ ｹﾝｼﾞ 伊勢崎市 魚や大水 4:06:38

98 4052 白崎 涼介 ｼﾗｻｷ ﾘｮｳｽｹ 東京都 4:08:12

99 4159 小倉 慶一 ｵｸﾞﾗ ｹｲｲﾁ 埼玉県 ぽっちゃりーず 4:09:10

100 4177 飯塚 良洋 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 太田市 4:09:14
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101 4134 齊藤 泰臣 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵﾐ 埼玉県 みぃくぅ 4:10:01

102 4146 田口 大介 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:10:38

103 4171 新井 俊哉 ｱﾗｲ ﾄｼﾔ 伊勢崎市 4:11:25

104 4108 大内 喜徳 ｵｵｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 東京都 光が丘ＯＳクラブ 4:11:42

105 4085 大平 彰久 ｵｵﾋﾗ ｱｷﾋｻ 東京都 東京陸協 4:12:55

106 4067 吉田 幸成 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷﾅﾘ 渋川市 チームＮ 4:13:13

107 4131 堀口 浩司 ﾎﾘｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 前橋市 4:13:16

108 4050 田中 真吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 東京都 ローソンストア 4:13:58

109 4100 橘 雅門 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄ 東京都 ランピース 4:14:10

110 4145 木村 忍 ｷﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 栃木県 4:15:29

111 4194 太田 雄一郎 ｵｵﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 4:16:03

112 4155 阿部 泰明 ｱﾍﾞ ﾔｽｱｷ 栃木県 4:16:20

113 4086 鈴木 徹平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 東京鈴木屋 4:19:04

114 4090 金田 美光 ｶﾈﾀ ﾖｼﾐﾂ 富岡市 4:20:01

115 4162 久保居 章夫 ｸﾎﾞｲ ｱｷｵ 栃木県 4:20:09

116 4142 久保田 和之 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 4:20:11

117 4103 鈴木 裕司 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 愛知県 伯爵ファミリー 4:20:19

118 4104 石田 隆 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 4:20:44

119 4141 有坂 優大 ｱﾘｻｶ ﾕｳﾀﾞｲ 東京都 4:21:29

120 4119 西田 修治 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 ランニャーズ 4:21:51

121 4078 富澤 由晴 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 沼田市 4:22:06

122 4127 内田 武志 ｳﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 4:23:40

123 4111 大串 忠 ｵｵｸﾞｼ ﾀﾀﾞｼ 渋川市 Ｄｅｎｋａ走狼会 4:24:25

124 4209 石槫 宏 ｲｼｸﾞﾚ ﾋﾛｼ 高崎市 ヨコオ陸上部 4:24:38

125 4197 星野 朋海 ﾎｼﾉ ﾄﾓﾐ 安中市 4:25:51

126 4203 塚本 純也 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 館林市 4:28:41

127 4161 山口 真平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 栃木県 4:28:46

128 4132 柳沢 宗正 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾑﾈﾏｻ 千葉県 ＥＭＳＣ 4:28:52

129 4001 小林 由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 長野県 4:31:19

130 4089 杉山 徹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 高崎市 4:32:21

131 4210 金 景柱 ｷﾑ ｷｮﾝｼﾞｭ 東京都 4:32:44

132 4170 笠原 大介 ｶｻﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 4:33:45

133 4182 栗山 哲也 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾂﾔ 千葉県 4:35:22

134 4147 高島 利則 ﾀｶｼﾏ ﾄｼﾉﾘ 長野原町 ◯◯乳業 4:37:20

135 4173 富澤 浩一 ﾄﾐｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 高崎市 こ～いっちゃん 4:37:37

136 4157 松倉 大輔 ﾏﾂｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 桐生市 桐生市南子育連 4:41:10

137 4148 中井 剛史 ﾅｶｲ ﾀｹｼ 埼玉県 4:41:56

138 4096 蜂巣 裕司 ﾊﾁｽ ﾕｳｼﾞ 高崎市 マックス 4:43:46

139 4120 北川 順也 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 4:44:23

140 4140 両角 祐二 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 前橋市 4:46:30

141 4193 植松 広幸 ｳｴﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 甘楽町 公立碓氷病院 4:47:01

142 4037 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 東京都 慶大陸上同好会 4:47:25

143 4214 中村 謙介 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ 東京都 4:47:28

144 4202 堀 耕治 ﾎﾘ ｺｳｼﾞ 東京都 4:48:54

145 4183 長谷川 亮輔 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 前橋市 4:48:57

146 4179 新井 敏之 ｱﾗｲ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 4:49:44

147 4175 斉藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 埼玉県 4:51:04

148 4186 櫻木 太 ｻｸﾗｷﾞ ﾌﾄｼ 高崎市 4:51:53

149 4192 松本 拓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 埼玉県 第一三共 4:51:59

150 4199 浦野 和彦 ｳﾗﾉ ｶｽﾞﾋｺ 高崎市 4:52:40
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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県名 所属クラブ 記 録

151 4181 宮下 達也 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾂﾔ 長野県 ●ＴＭ● 4:55:19

152 4176 早川 竜也 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ 千葉県 4:55:22

153 4180 田中 雅也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 長野県 ｔｏｍａ 4:56:47

154 4206 林 慶一郎 ﾊﾔｼ ｹｲｲﾁﾛｳ みなかみ町 グリーンＫＴ 5:00:21

155 4178 内藤 寛之 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 5:04:08

156 4218 田中 大介 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 5:04:55

157 4152 板垣 順也 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 太田市 上州大原祭囃子 5:05:19

158 4215 北條 雅則 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 栃木県 森の家 5:07:46

159 4200 宇佐美 宗 ｳｻﾐ ﾀｶｼ 千葉県 うな 5:09:04

160 4184 大杉 武史 ｵｵｽｷﾞ ﾀｹｼ 太田市 5:16:33

161 4204 板垣 吉規 ｲﾀｶﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 太田市 5:19:13

162 4201 星野 卓央 ﾎｼﾉ ﾀｸｵ 沼田市 5:23:14

163 4198 小森谷 学 ｺﾓﾘﾔ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 5:24:09

164 4208 正木 一之 ﾏｻｷ ｶｽﾞﾕｷ 前橋市 アイフィールド 5:29:02

165 4212 濱野 茂樹 ﾊﾏﾉ ｼｹﾞｷ 高崎市 5:34:23

166 4205 佐々木 亨 ｻｻｷ ﾄｵﾙ 桐生市 5:41:29

167 4191 石山 和史 ｲｼﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾄ 板倉町 5:42:50

168 4216 佐川 貴信 ｻｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾌﾞ 沼田市 5:52:42

169 4207 西田 晶 ﾆｼﾀﾞ ｱｷﾗ 東吾妻町 しきしま倶楽部 5:56:37

170 4213 葭田 明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 前橋市 5:58:25

2022年9月25日


