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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

1 717 遠藤 崇夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ 茨城県 0:22:02
2 731 齊藤 敏典 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 川越市 0:22:20
3 711 和田 正治 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 東京陸協 東京都 0:22:39
4 733 持田 広明 ﾓﾁﾀﾞ ﾋﾛｱｷ クラブＲ２東日本 飯能市 0:22:55
5 709 吉田 拓磨 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 東京陸上競技協会 東京都 0:23:07
6 756 吉本 峰登 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾈﾄ 深谷市 0:23:23
7 734 深見 宏 ﾌｶﾐ ﾋﾛｼ 鶴ヶ島市 0:23:29
8 744 井手 修平 ｲﾃﾞ ｼｭｳﾍｲ 越谷市 0:24:02
9 710 永井 孝幸 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 川口市 0:24:05
10 716 安生 浩晃 ｱﾝｼﾞｮｳ ﾋﾛｱｷ 栃木県 0:24:32
11 704 三角 章 ﾐｽﾐ ｱｷﾗ 狭山市 0:24:47
12 723 阿部 泰之 ｱﾍﾞ ﾔｽﾕｷ クラブＲ２東日本 神奈川県 0:25:01
13 708 槇 英紀 ﾏｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 狭山市 0:25:05
14 719 渡部 晃一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 所沢市 0:25:29
15 724 猪口 琢哉 ｲﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 狭山市 0:25:54
16 712 平野 修司 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｼﾞ 狭山市 0:26:09
17 749 米村 伸一 ﾖﾈﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 所沢市 0:26:16
18 720 伊藤 正一 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 東京都 0:26:41
19 742 金坂 光紳 ｶﾈｻｶ ﾐﾂﾉﾌﾞ 越谷市 0:26:55
20 703 平塚 浩毅 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛｷ 狭山市 0:27:17
21 728 五十子 修史 ｲｿｺﾞ ｼｭｳｼﾞ 狭山市 0:27:25
22 736 加藤 満 ｶﾄｳ ﾐﾂﾙ 日高市 0:27:28
23 722 田村 孝志 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 0:27:36
24 735 河田 文男 ｶﾜﾀ ﾌﾐｵ 飯能市 0:27:45
25 726 梅原 昌樹 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｷ 神奈川県 0:27:51
26 715 柴田 洋平 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳﾍｲ 狭山市 0:28:05
27 718 田上 英治 ﾀｶﾞﾐ ｴｲｼﾞ 入間市 0:28:35
28 721 菅生 学 ｽｺﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 0:28:38
29 725 川又 祐二 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｼﾞ 狭山市 0:28:57
30 727 田島 昌寿 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄｼ 志木市 0:29:01
31 755 清水 孝志 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 狭山市 0:29:27
32 738 藤井 孝典 ﾌｼﾞｲ ﾀｶﾉﾘ 東京都 0:30:30
33 750 古賀 圭介 ｺｶﾞ ｹｲｽｹ 毛呂山町 0:31:09
34 752 金子 達留 ｶﾈｺ ﾀﾂﾙ 川越市 0:32:51
35 745 池谷 正俊 ｲｹｶﾞﾔ ﾏｻﾄｼ 東京都 0:33:00
36 747 柳川 麻也 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾏﾔ 飯能市 0:33:32
37 701 安部 聡 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 防衛装備庁 東京都 0:33:51
38 740 小池 優太 ｺｲｹ ﾕｳﾀ 飯能市 0:33:56
39 748 石井 隆夫 ｲｼｲ ﾀｶｵ 東京都 0:35:18
40 705 うえき ふみお ｳｴｷ ﾌﾐｵ 東京都 0:35:34
41 730 宮野 裕樹 ﾐﾔﾉ ﾋﾛｷ 狭山市 0:36:05
42 729 鴨田 直樹 ｶﾓﾀ ﾅｵｷ 東京都 0:36:14
43 743 八木 雅明 ﾔｷﾞ ﾏｻｱｷ 東京都 0:37:09
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