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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県名 所属クラブ 記 録

1 6001 高橋 英雄 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 オーテックＲＣ 2:57:47 大会新

2 6007 溝呂木 徹 ﾐｿﾞﾛｷ ﾄｵﾙ 東京都 日本証券業協会 3:23:42

3 6012 砂崎 広明 ｽﾅｻﾞｷ ﾋﾛｱｷ 前橋市 荒砥走友会 3:25:14

4 6004 大野 善典 ｵｵﾉ ﾖｼﾉﾘ 東京都 オオノホーム 3:28:19

5 6008 松本 良則 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 前橋市 3:32:00

6 6010 鎌倉 孝明 ｶﾏｸﾗ ﾀｶｱｷ 埼玉県 さいたま走友会 3:35:32

7 6033 阪本 茂樹 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｷ 高崎市 高崎トライアスロ 3:41:43

8 6024 須藤 勲 ｽﾄｳ ｲｻｵ 明和町 桐生走ろう会 3:48:55

9 6025 尾上 靖 ｵﾉｴ ﾔｽｼ 千葉県 ニッポンランナー 3:50:07

10 6009 堀 充孝 ﾎﾘ ﾐﾁﾀｶ 埼玉県 3:50:11

11 6011 渡辺 一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 桐生市 クン活ＲＣ 3:58:57

12 6013 大西 浩司 ｵｵﾆｼ ｺｳｼﾞ 東京都 3:59:33

13 6014 寺田 孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 4:04:46

14 6021 中村 康弘 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 流山ＣＪ 4:05:16

15 6015 田中 孝男 ﾀﾅｶ ﾀｶｵ 桐生市 群銀マラソン部 4:06:18

16 6028 田中 秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 前橋市 ＳＤＲＳ 4:07:54

17 6016 阿部 俊昭 ｱﾍﾞ ﾄｼｱｷ 前橋市 ラスタバナナ 4:16:22

18 6019 坂口 明 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都 チームカイロス 4:18:01

19 6017 木暮 晃 ｷｸﾞﾚ ｱｷﾗ 伊勢崎市 伊勢崎石油 4:18:14

20 6027 佐竹 誠二郎 ｻﾀｹ ｾｲｼﾞﾛｳ 徳島県 ウェル亀徳島 4:18:47

21 6018 根本 静也 ﾈﾓﾄ ｼｽﾞﾔ 千葉県 ニッポンランナー 4:22:10

22 6020 岩崎 徹 ｲﾜｻｷ ﾄｵﾙ 千葉県 4:24:50

23 6002 渡辺 拓司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸｼﾞ 東京都 大江戸飛脚会 4:25:55

24 6032 高橋 秀幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 太田市 北風ファイターズ 4:30:32

25 6035 富山 一宏 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 4:33:57

26 6051 工藤 純一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 高崎市 燃えよドラゴン 4:36:58

27 6046 堀井 雄司 ﾎﾘｲ ﾕｳｼﾞ 高崎市 サンエス登山部 4:46:52

28 6042 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 埼玉県 ＴＩＧＡ 4:48:06

29 6052 石原 忠幸 ｲｼﾊﾗ ﾀﾀﾞﾕｷ 栃木県 4:52:02

30 6048 高尾 博二 ﾀｶｵ ﾋﾛｼﾞ 埼玉県 4:54:41

31 6056 福山 泰夫 ﾌｸﾔﾏ ﾔｽｵ 埼玉県 浦和駄馬の会 4:59:00

32 6030 若月 進 ﾜｶﾂｷ ｽｽﾑ 高崎市 ヤマタネ 5:06:52

33 6050 小崎 士郎 ｵｻﾞｷ ｼﾛｳ 東京都 5:07:18

34 6039 莇 由之 ｱｻﾞﾐ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 流山ＣＪ 5:08:45

35 6060 矢野 正雄 ﾔﾉ ﾏｻｵ 埼玉県 5:14:40

36 6053 益子 洋三 ﾏｼｺ ﾖｳｿﾞｳ 東京都 クローバークラブ 5:20:57

37 6043 増田 浩之 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 高崎市 5:23:04

38 6040 大野 聡 ｵｵﾉ ｻﾄﾙ 埼玉県 鷲宮弦代ＪＣ 5:25:32

39 6059 太田 隆 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 埼玉県 5:28:00

40 6049 平賀 孝 ﾋﾗｶﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 5:34:06

41 6029 小沢 和典 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 5:38:22

42 6038 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 東京都 5:39:24

43 6055 丸橋 芳久 ﾏﾙﾊﾞｼ ﾖｼﾋｻ 東吾妻町 5:43:40

44 6064 田中 弘 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 安中市 5:48:52

45 6026 戸田 弘 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｼ 兵庫県 ランチュウ軍団 5:59:44
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