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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県名 所属クラブ 記 録

1 5004 片岡 一也 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ 栃木県 佐野狂人会 2:53:28 大会新

2 5001 藤田 淳 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 お台所神田泉 3:00:26

3 5014 下村 茂 ｼﾓﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 茨城県 チームかばぴぃ 3:00:51

4 5002 湊原 学 ﾐﾅﾄﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 3:01:21

5 5006 石 一彦 ｾｷ ｶｽﾞﾋｺ 高崎市 ＮＥＣ三田 3:06:38

6 5010 籾山 勇次 ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 東京都 さいたま走友会 3:09:58

7 5016 嶋田 賢司 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 前橋市 前橋地方法務局 3:11:20

8 5013 山家 宏士 ﾔﾏｶﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 大野ホーム 3:19:39

9 5011 森 勇次 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:21:00

10 5017 川野輪 隆 ｶﾜﾉﾜ ﾀｶｼ 東京都 サッポロビール 3:23:03

11 5015 赤 秀樹 ｾｷ ﾋﾃﾞｷ 東京都 東京陸協 3:25:28

12 5023 大澤 清司 ｵｵｻﾜ ｷﾖｼ 東京都 3:26:04

13 5072 上野 祥夫 ｳｴﾉ ﾖｼｵ 埼玉県 3:27:31

14 5035 福嶋 毅 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｼ 東京都 豊洲ＲＣ 3:28:55

15 5024 小西 洋 ｺﾆｼ ﾋﾛｼ 東京都 3:29:47

16 5085 吉村 誠司 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｼﾞ 茨城県 3:30:26

17 5029 新山 晃生 ﾆｲﾔﾏ ﾃﾙｵ 埼玉県 リスペクト 3:31:12

18 5039 渡部 浩一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 ＰＥＡＳ 3:31:24

19 5007 栗木 崇 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 静岡県 3:31:31

20 5032 仁平 俊樹 ﾆﾀﾞｲﾗ ﾄｼｷ 千葉県 ウィングＡＣ 3:31:47

21 5063 満永 章月 ﾐﾂﾅｶﾞ ｱｷﾂﾞｷ 埼玉県 福岡陸協 3:32:08

22 5042 鈴木 賢一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 高崎市 セキチュー駅伝部 3:32:47

23 5058 石下 知也 ｲｼｵﾛｼ ﾄﾓﾔ 栃木県 ＮＯＳＡＩとちぎ 3:33:13

24 5220 洞庭 唯史 ﾄﾞｳﾆﾜ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 磯四季 3:33:27

25 5026 塚越 護 ﾂｶｺｼ ﾏﾓﾙ 茨城県 3:33:43

26 5050 川合 章弘 ｶﾜｲ ｱｷﾋﾛ 千葉県 流山ＣＪ 3:33:57

27 5048 加藤 哲也 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 埼玉県 3:35:13

28 5008 中村 暢秀 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 神奈川県 給水紙コップ希望 3:36:31

29 5074 高田 賢一 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 富岡市 群銀マラソン部 3:36:44

30 5038 篠塚 満男 ｼﾉﾂﾞｶ ﾐﾂｵ 茨城県 3:36:53

31 5043 佐藤 貢松 ｻﾄｳ ｺｳﾏﾂ 高崎市 藤岡市ゆっくり走 3:36:58

32 5049 小山 栄治 ｺﾔﾏ ｴｲｼﾞ 伊勢崎市 ＧＲＴ 3:37:22

33 5030 福島 英男 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 埼玉県 フクチャン 3:37:37

34 5107 菅野 史朗 ｽｶﾞﾉ ﾌﾐｱｷ 埼玉県 リンテック熊谷 3:37:49

35 5077 清水 修 ｼﾐｽﾞ ｵｻﾑ 東京都 松岡水産 3:38:14

36 5057 溝口 靖 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔｽｼ 神奈川県 3:38:47

37 5037 久保川 繁樹 ｸﾎﾞｶﾜ ｼｹﾞｷ 埼玉県 3:39:11

38 5022 福島 保 ﾌｸｼﾏ ﾀﾓﾂ 埼玉県 ＭＡＧＩＣ 3:39:18

39 5045 黒岩 守 ｸﾛｲﾜ ﾏﾓﾙ 高崎市 大天狗マラソン 3:39:28

40 5025 戸恒 亮一 ﾄﾂﾈ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 ドリトレ 3:39:37

41 5101 樋口 晴彦 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾋｺ 前橋市 ＬＩＸＩＬ 3:40:00

42 5046 西 謙一 ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:41:11

43 5073 岩崎 光治 ｲﾜｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 埼玉県 大江戸飛脚会 3:41:32

44 5130 下田中 豊 ｼﾓﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 千葉県 さいたま走友会 3:41:39

45 5127 千葉 朋広 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 伊勢崎市 3:42:32

46 5070 中野 哲宏 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾋﾛ 前橋市 3:44:18

47 5036 立岡 尚也 ﾀﾂｵｶ ﾅｵﾔ 埼玉県 タメイシ産業 3:44:29

48 5075 金子 友典 ｶﾈｺ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 3:44:29

49 5071 寸田 英利 ｽﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 3:44:37

50 5115 竹内 裕次 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 千葉県 3:44:45
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51 5125 岩井 信孝 ｲﾜｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 3:47:52

52 5167 吉家 弘之 ｷｯｶ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 3:48:14

53 5105 江田 典之 ｴﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 高崎市 上州アスリート 3:48:33

54 5091 服部 石也 ﾊｯﾄﾘ ｾｷﾔ 神奈川県 3:48:41

55 5078 中村 英治 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｼﾞ 東京都 ポポロＡＣ 3:49:13

56 5094 塩野 知之 ｼｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 前橋市 3:50:15

57 5033 石川 久孝 ｲｼｶﾜ ﾋｻﾀｶ 東京都 ＲＵＮＷＥＢ 3:51:37

58 5068 飯島 武 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｹｼ 東京都 ＧＧＧＴＫＯ 3:52:07

59 5096 星野 春樹 ﾎｼﾉ ﾊﾙｷ 渋川市 3:53:03

60 5120 樺澤 松美 ｶﾊﾞｻﾜ ﾏﾂﾐ 前橋市 ひつじの伝助 3:53:40

61 5193 矢島 章 ﾔｼﾞﾏ ｱｷﾗ 高崎市 上州アスリート 3:53:58

62 5162 土田 文月 ﾂﾁﾀﾞ ﾌﾐﾂﾞｷ 玉村町 五料産業株式会社 3:55:08

63 5163 佐藤 裕昭 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 3:55:10

64 5065 吽野 靖行 ｳﾝﾉ ﾔｽﾕｷ 栃木県 キヤノン 3:55:39

65 5129 君野 弦 ｷﾐﾉ ｹﾞﾝ 東京都 大江戸飛脚会 3:55:45

66 5021 金子 智明 ｶﾈｺ ﾄﾓｱｷ 東京都 住友商事 3:57:21

67 5153 中澤 将人 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 前橋市 花のハットリ 3:57:47

68 5152 岩瀬 浩 ｲﾜｾ ﾋﾛｼ 高崎市 高崎市 3:58:04

69 5179 広嶋 芳夫 ﾋﾛｼﾏ ﾖｼｵ 東京都 3:58:08

70 5099 薄井 剛 ｳｽｲ ﾂﾖｼ 神奈川県 3:58:23

71 5089 佐々木 裕一 ｻｻｷ ﾕｳｲﾁ 長崎県 3:58:44

72 5067 上村 淳一 ｶﾐﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 3:58:58

73 5047 山梨 力 ﾔﾏﾅｼ ﾁｶﾗ 東京都 3:59:07

74 5055 伊藤 裕之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:59:15

75 5087 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 4:01:16

76 5172 吉井 真 ﾖｼｲ ﾏｺﾄ 高崎市 荒砥走友会 4:01:40

77 5133 小原 卓 ｵﾊﾗ ﾀｸ 富山県 4:02:01

78 5098 関口 幸広 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 多摩川クラブ 4:02:04

79 5136 會森 章 ｴﾓﾘ ｱｷﾗ 埼玉県 4:02:55

80 5171 星野 政之 ﾎｼﾉ ﾏｻﾕｷ 片品村 4:03:29

81 5103 萩元 章次 ﾊｷﾞﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 埼玉県 4:04:36

82 5097 青柳 雅之 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾕｷ 中之条町 ＳKＹＮＩＮＪＡ 4:04:50

83 5092 野口 孝志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 東京都 北町陸上クラブ 4:05:03

84 5080 生田 理 ｲｸﾀ ｵｻﾑ 東京都 4:05:52

85 5140 真嶋 秀尚 ﾏｼﾞﾏ ﾖｼﾅｵ 埼玉県 4:06:04

86 5093 小林 桂一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 東京都 4:06:42

87 5088 石井 利之 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ 千葉県 4:07:15

88 5108 三輪 浩章 ﾐﾜ ﾋﾛｱｷ 伊勢崎市 4:08:30

89 5150 岡田 茂樹 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 東京都 4:08:47

90 5173 澤田 寿隆 ｻﾜﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 太田市 4:08:55

91 5064 寺嶋 正美 ﾃﾗｼﾏ ﾏｻﾐ 東京都 青梅若草ＲＲＣ 4:09:34

92 5183 山田 仁二 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｼﾞ 東京都 4:12:22

93 5056 芥 括人 ｱｸﾀ ｶﾂﾋﾄ 埼玉県 4:12:31

94 5128 上妻 強志 ｺｳﾂﾞﾏ ﾂﾖｼ 東京都 4:13:08

95 5143 三上 弘高 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾀｶ 東京都 4:13:44

96 5111 小野 光浩 ｵﾉ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 4:13:53

97 5118 三秋 拓 ﾐｱｷ ﾋﾛﾑ 東京都 4:14:46

98 5166 木村 将 ｷﾑﾗ ｽｽﾑ 東京都 4:16:01

99 5083 桜井 正宏 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 沼田市 利根クラブ 4:16:05

100 5113 新井 準一 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 伊勢崎市 ベイシア 4:16:51
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101 5090 高橋 剛 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 玉村町 ハーツ 4:17:31

102 5005 松田 正人 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 4:17:47

103 5207 石田 隆 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 熊谷熱走会 4:19:09

104 5104 小林 晃一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 神奈川県 4:19:16

105 5160 小林 健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 ＫＥＮアスリーツ 4:19:32

106 5051 竹中 昌也 ﾀｹﾅｶ ﾏｻﾔ 神奈川県 ラミリート 4:19:35

107 5137 柳 俊輝 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼｷ 埼玉県 クラブＲ２ 4:19:48

108 5146 西原 雅之 ﾆｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 伯爵ファミリー 4:20:06

109 5142 北川 公昭 ｷﾀｶﾞﾜ ｷﾐｱｷ 埼玉県 4:20:29

110 5139 滝沢 重雄 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 新潟県 滝沢印刷 4:21:10

111 5144 吉田 周 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳ 東京都 4:22:25

112 5176 原沢 賢二 ﾊﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 久喜菖蒲公園 4:22:43

113 5155 古賀 哲文 ｺｶﾞ ﾃﾂﾌﾐ 東京都 4:22:56

114 5154 横澤 俊之 ﾖｺｻﾜ ﾄｼﾕｷ 前橋市 前橋あそか会 4:26:00

115 5195 新井 孝典 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ 埼玉県 ダニー街ラン 4:26:51

116 5132 渡邉 積 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾓﾙ 茨城県 4:27:09

117 5135 佐藤 度 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 埼玉県 株式会社ディスコ 4:27:28

118 5164 酒井 宏幸 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 藤岡市 ミツバＲＣ 4:27:45

119 5124 山﨑 弘樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ 埼玉県 4:28:36

120 5189 久末 正晴 ﾋｻｽｴ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 麻布大学 4:29:23

121 5198 上野 正男 ｳｴﾉ ﾏｻｵ 神奈川県 4:30:12

122 5141 向谷地 春樹 ﾑｶｲﾔﾁ ｱﾂｷ 玉村町 4:31:32

123 5156 四分一 哲夫 ｼﾌﾞｲﾁ ﾃﾂｵ 埼玉県 ウインディ 4:33:22

124 5182 彦坂 修 ﾋｺｻｶ ｵｻﾑ 埼玉県 4:33:25

125 5117 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:37:28

126 5121 田中 正一 ﾀﾅｶ ｼｮｳｲﾁ 埼玉県 4:38:16

127 5191 塙 直人 ﾊﾅﾜ ﾅｵﾄ 茨城県 ぴょんたＲＣ 4:39:31

128 5145 磯野 周平 ｲｿﾉ ｼｭｳﾍｲ 東京都 ウルプロ 4:39:41

129 5232 下山 光一 ｼﾓﾔﾏ ｺｳｲﾁ 下仁田町 4:40:07

130 5134 畑内 和士 ﾊﾀｳﾁ ｶｽﾞｼ 高崎市 ルネサス高崎 4:44:35

131 5181 渋谷 哲夫 ｼﾌﾞﾔ ﾃﾂｵ 埼玉県 4:46:02

132 5200 縄井 研一 ﾅﾜｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 東亜建工業 4:46:40

133 5059 高野 健二 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ 千葉県 エアラン東京 4:46:59

134 5211 岩井 政行 ｲﾜｲ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 4:47:02

135 5168 佐藤 稔也 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 桐生市 新鮮便 4:47:34

136 5178 川島 誠 ｶﾜｼﾏ ﾏｺﾄ 高崎市 4:49:39

137 5196 島崎 公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ 長野県 キジマ 4:50:00

138 5165 中泉 義典 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾖｼﾉﾘ 高崎市 日立製作所 4:50:37

139 5225 田口 拓 ﾀｸﾞﾁ ﾀｸ 神奈川県 ダニー街ラン部 4:51:12

140 5208 高橋 泰広 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 4:51:39

141 5174 了木 正俊 ﾘｮｳｷ ﾏｻﾄｼ 千葉県 4:53:57

142 5066 松原 勉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ 埼玉県 4:55:13

143 5018 長澤 隆行 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ みどり市 4:58:39

144 5233 小松 俊一 ｺﾏﾂ ｼｭﾝｲﾁ 千葉県 ちばぎんＲＣ 4:59:30

145 5197 中曽根 康彦 ﾅｶｿﾈ ﾔｽﾋｺ 太田市 5:00:35

146 5214 山口 幸雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｵ 前橋市 5:01:43

147 5086 久保 善衛 ｸﾎﾞ ﾖｼｴ 甘楽町 甘楽ベイスターズ 5:02:15

148 5240 兵頭 誠也 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｾｲﾔ 伊勢崎市 5:04:14

149 5149 山崎 進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 埼玉県 渡部兄弟 5:04:22

150 5217 尾形 直人 ｵｶﾞﾀ ﾅｵﾄ 東京都 5:06:06
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151 5147 藤原 正信 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都 藤原せんべい店 5:07:31

152 5204 谷 征章 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ 福岡県 5:09:44

153 5223 松島 健二 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝｼﾞ 中之条町 5:16:32

154 5158 灰山 悦司 ﾊｲﾔﾏ ｴﾂｼﾞ 長野県 ハイジＲＣ 5:17:01

155 5190 井上 寛之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 東京都 ＮＴＴＣｏｍ 5:18:03

156 5222 加藤 貴一 ｶﾄｳ ｷｲﾁ 太田市 小鉄人 5:18:31

157 5228 松尾 卓明 ﾏﾂｵ ﾀｶｱｷ 静岡県 松尾鉄工所 5:22:14

158 5237 長島 克久 ﾅｶﾞｼﾏ ｶﾂﾋｻ 東京都 5:23:07

159 5226 伊藤 誠 ｲﾄｳ ﾏｺﾄ 栃木県 ヘルメッツＲＣ 5:26:17

160 5230 金高 宏之 ｶﾈﾀｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 ウッドワード 5:29:13

161 5194 押田 聡 ｵｼﾀﾞ ｻﾄｼ 埼玉県 5:29:34

162 5209 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 埼玉県 渡部兄弟 5:32:04

163 5241 池田 友和 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県 5:33:26

164 5187 今野 修治 ｺﾝﾉ ｼｭｳｼﾞ 東京都 高田三丁目 5:39:38

165 5234 関口 寿 ｾｷｸﾞﾁ ﾋｻｼ 埼玉県 アザミズ 5:39:47

166 5245 富所 明良 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ｱｷﾖｼ 埼玉県 じょんのび 5:40:15

167 5244 長田 剛 ﾅｶﾞﾀ ﾂﾖｼ 埼玉県 がぶりえる 5:40:35

168 5212 村田 典隆 ﾑﾗﾀ ﾉﾘﾀｶ 神奈川県 5:41:06

169 5201 池原 秀男 ｲｹﾊﾗ ﾋﾞﾃﾞｵ 伊勢崎市 日野自転車 5:43:10

170 5148 増田 俊行 ﾏｽﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 ａｂｉｌｉｃａ 5:44:21

171 5203 安藤 哲郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾛｳ 埼玉県 5:44:26

172 5215 篠原 祟 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ 栃木県 5:45:23

173 5221 福田 正浩 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 高崎市 5:48:11

174 5216 吉岡 正則 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 5:54:52

175 5236 永村 彰隆 ﾅｶﾞﾑﾗ ｱｷﾀｶ 埼玉県 なし 5:55:36

176 5227 松本 竹生 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｵ 静岡県 田辺三菱製薬 5:55:46

177 5239 桑原 恵二 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲｼﾞ 高崎市 5:59:17
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