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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

1 610 新井 拓也 ｱﾗｲ ﾀｸﾔ 坂鶴消防 滑川町 0:22:16
2 632 酒師 隆治 ｻｶｼ ﾘｭｳｼﾞ 横浜市陸上競技協会 神奈川県 0:23:10
3 643 清水 徹 ｼﾐｽﾞ ﾄｵﾙ 多摩川クラブ 東京都 0:23:26
4 622 小澤 和徳 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 坂戸市 0:23:47
5 606 篠原 正輝 ｼﾉﾊﾗ ﾏｻｷ ビーグル 入間市 0:23:54
6 660 成石 康成 ﾅﾘｲｼ ﾔｽﾅﾘ 川越市陸上競技協会 狭山市 0:24:03
7 619 瀬戸川 豊 ｾﾄｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 資格の学校ＴＡＣ さいたま市 0:24:24
8 665 山本 敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 入間市 0:24:47
9 664 新井 鉄也 ｱﾗｲ ﾃﾂﾔ 坂戸市 0:24:48
10 658 新川 慎一郎 ｼﾝｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 狭山市 0:24:54
11 635 進藤 昭洋 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ ＯＴＲＣ 東京都 0:25:05
12 644 木村 英紀 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 東京陸上競技協会 狭山市 0:25:09
13 649 櫻井 ブライアン ｻｸﾗｲ ﾌﾞﾗｲｱﾝ 飯能市 0:25:12
14 663 野村 佳彦 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 東京陸上競技協会 新座市 0:25:25
15 638 松井 正人 ﾏﾂｲ ﾏｻﾄ 川越市 0:25:28
16 641 関口 崇 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ 埼玉県陸上競技協会 所沢市 0:25:35
17 657 大竹 旭 ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ 草加市 0:25:38
18 629 郷原 康樹 ｺﾞｳﾊﾗ ﾔｽｷ 狭山市 0:25:47
19 626 青木 拓朗 ｱｵｷ ﾀｸﾛｳ 狭山市 0:25:52
20 628 秋沢 貴雄 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ ふじみ野市 0:25:59
21 621 関口 彰吾 ｾｷｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 狭山市 0:26:11
22 668 三上 佳明 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ 所沢市陸上競技協会 所沢市 0:26:33
23 669 藤澤 智之 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 入間市 0:27:00
24 601 原 宏司 ﾊﾗ ﾋﾛｼ ＩＴＣ 狭山市 0:27:10
25 613 三浦 茂 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾙ 狭山市 0:27:16
26 670 松田 貴弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 入間市 0:27:18
27 612 幅下 孝一 ﾊﾊﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 秩父市 0:27:20
28 672 飯島 均 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 狭山市 0:28:31
29 631 山下 裕昌 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾏｻ 所沢市 0:28:40
30 604 流石 亨 ｻｽｶﾞ ﾄｵﾙ 航空自衛隊第３補給処 川越市 0:29:02
31 640 松永 育典 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｸﾉﾘ 東京都 0:29:36
32 645 石森 純一 ｲｼﾓﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 入間市 0:29:39
33 651 宇津木 正彦 ｳﾂｷﾞ ﾏｻﾋｺ 東松山市 0:29:56
34 625 高岡 茂 ﾀｶｵｶ ｼｹﾞﾙ 坂戸市 0:30:05
35 611 宮下 晋 ﾐﾔｼﾀ ｽｽﾑ ちくわ 入間市 0:30:13
36 614 木村 政勝 ｷﾑﾗ ﾏｻｶﾂ 狭山市 0:30:15
37 646 小野寺 勲 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｻｵ 東京都 0:30:19
38 655 栗原 晴男 ｸﾘﾊﾗ ﾊﾙｵ 飯能市 0:30:32
39 666 木下 靖彦 ｷﾉｼﾀ ﾔｽﾋｺ 川越市 0:30:45
40 623 市川 和亮 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 東京都 0:30:53
41 634 助川 聡 ｽｹｶﾞﾜ ｻﾄｼ 狭山市 0:31:27
42 661 福島 一昭 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 朝霞市 0:31:31
43 653 花岡 賢一 ﾊﾅｵｶ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:31:39
44 648 岸上 久 ｷｼｶﾞﾐ ﾋｻｼ 飯能市 0:31:40
45 630 中園 利夫 ﾅｶｿﾞﾉ ﾄｼｵ 狭山市 0:31:51
46 620 木村 文彦 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 狭山市 0:32:25
47 615 伊多波 博文 ｲﾀﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ 大田区陸協 狭山市 0:32:37
48 603 丹下 正一 ﾀﾝｹﾞ ﾏｻｶｽﾞ 狭山市 0:32:39
49 654 菊池 恭仁 ｷｸﾁ ﾔｽｼﾞ 東京都 0:33:42
50 618 高梨 健 ﾀｶﾅｼ ｹﾝ 所沢市 0:33:45
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51 637 大野 博徳 ｵｵﾉ ﾋﾛﾉﾘ 狭山市 0:34:08
52 639 新井 泰 ｱﾗｲ ﾔｽｼ 埼玉陸上競技協会 秩父市 0:34:32
53 624 上條 弘之 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:34:55
54 627 恒川 健司 ﾂﾈｶﾜ ｹﾝｼﾞ 入間市 0:36:37
55 671 逸見 淳 ﾍﾝﾐ ｼﾞｭﾝ 川越市 0:37:03
56 608 安藤 克美 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾐ 山梨県 0:38:54
57 656 柴 博昭 ｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 0:39:04
58 650 松本 晃 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 飯能市 0:39:05
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