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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

1 969 今井 隆生 ｲﾏｲ ﾀｶｵ ＳＳＡＣ 日高市 0:19:19
2 925 山田 直樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 小金井精機製作所 入間市 0:19:59
3 908 上野 渉 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 狭山市 0:20:29
4 950 森田 将也 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾔ 狭山市 0:20:36
5 909 市川 元秋 ｲﾁｶﾜ ﾓﾄｱｷ 入間市 0:20:39
6 911 井上 仙太 ｲﾉｳｴ ｾﾝﾀ 川越市 0:20:48
7 956 石原 駿也 ｲｼﾊﾗ ｼｭﾝﾔ さいたま市 0:21:08
8 907 成田 和也 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾔ 狭山市 0:21:18
9 932 伊藤 新 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 入間市 0:21:24
10 939 高野 伊玖磨 ｺｳﾉ ｲｸﾏ 狭山市 0:21:25
11 926 島田 祐次 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 入間市 0:22:02
12 915 樽野 智英 ﾀﾙﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 埼玉陸協 八潮市 0:22:04
13 947 小野 晃生 ｵﾉ ｺｳｾｲ 川越市 0:22:09
14 955 奥澤 圭太 ｵｸｻﾞﾜ ｹｲﾀ 狭山市 0:22:25
15 931 牧野 高大 ﾏｷﾉ ﾀｶﾋﾛ 東京都 0:22:29
16 937 富田 恵友 ﾄﾐﾀ ｹｲﾄ 尚美学園大学 秩父市 0:22:42
17 945 橋本 勇太 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳﾀ 東京都 0:23:15
18 948 宮城 勇一 ﾐﾔｷﾞ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:23:17
19 958 高野 智仁 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾉﾘ 川越市 0:23:22
20 921 野口 陽大 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾅﾀ 飯能市 0:23:43
21 972 関口 恒平 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 狭山市 0:23:43
22 910 佐久間 義弘 ｻｸﾏ ﾖｼﾋﾛ 戸田市陸上協議協会 戸田市 0:23:44
23 906 梅本 雄大 ｳﾒﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 狭山市役所 狭山市 0:23:51
24 916 齋藤 新樹 ｻｲﾄｳ ｱﾗｷ 東京都 0:23:54
25 934 芳野 真人 ﾖｼﾉ ﾏｻﾄ 尚美学園大学 所沢市 0:23:59
26 933 長岡 柚樹 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｽﾞｷ 所沢市 0:24:07
27 959 遊佐 慎 ﾕｻ ﾏｺﾄ 東京都 0:24:08
28 942 福留 祐気 ﾌｸﾄﾞﾒ ﾕｳｷ 狭山市 0:24:23
29 944 平沼 優一 ﾋﾗﾇﾏ ﾕｳｲﾁ 狭山市 0:24:25
30 938 宮崎 頌大 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 尚美学園大学 川越市 0:24:48
31 935 秋田 蓮 ｱｷﾀ ﾚﾝ 尚美学園大学 さいたま市 0:25:02
32 964 富越 晋三朗 ﾄﾐｺｼ ｼﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 富士見市 0:25:08
33 920 佐野 允彦 ｻﾉ ﾐﾂﾋｺ 所沢市 0:25:11
34 943 小野寺 和也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 0:25:14
35 952 杉戸 亮介 ｽｷﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ 入間市 0:25:26
36 971 佐々木 駿弥 ｻｻｷ ｼｭﾝﾔ 狭山市 0:25:48
37 946 小久保 翼 ｺｸﾎﾞ ﾂﾊﾞｻ 東京都 0:25:56
38 929 田中 智大 ﾀﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 0:26:01
39 918 廣澤 一樹 ﾋﾛｻﾜ ｶｽﾞｷ 狭山市 0:26:34
40 904 小林 親弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｶﾋﾛ 東京都 0:26:51
41 928 千葉 一慶 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾖｼ 狭山市 0:27:14
42 912 内田 晴貴 ｳﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 狭山市 0:27:34
43 940 神谷 悠 ｶﾐﾔ ﾕｳ 飯能市 0:27:37
44 967 大西 穣 ｵｵﾆｼ ｼﾞｮｳ さいたま市 0:27:39
45 924 小林 光貞 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｻﾀﾞ 狭山市 0:27:47
46 917 岩渕 康樹 ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳｷ 川越市 0:28:05
47 930 高橋 龍平 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾍｲ 狭山市 0:28:46
48 922 松田 拓磨 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾏ 所沢市 0:29:04
49 957 信田 光太郎 ﾉﾌﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 狭山市 0:29:05
50 901 増茂 和稔 ﾏｽﾓ ｶｽﾞﾄｼ 神奈川県 0:29:16
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51 914 太田 賢 ｵｵﾀ ｻﾄｼ 所沢市 0:29:33
52 951 田中 和拓 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋﾛ 狭山市 0:29:41
53 961 カニュ ジョアン ｶﾆｭ ｼﾞｮｱﾝ 狭山市 0:30:08
54 970 クライン アレックス ｸﾗｲﾝ ｱﾚｯｸｽ 東京都 0:30:09
55 962 藤岡 孝雄 ﾌｼﾞｵｶ ﾀｶｵ 所沢市 0:32:42
56 966 菊池 聡 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 東京都 0:33:32
57 949 常岡 大輔 ﾂﾈｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 所沢市 0:39:42
58 954 小池 将 ｺｲｹ ｼｮｳ 東京都 0:40:27
59 913 坂井 佑紀 ｻｶｲ ﾕｳｷ 狭山市 0:41:33
60 902 星 光樹 ﾎｼ ｺｳｷ 狭山ＲＣ 狭山市 0:41:43
61 927 戸川 成史 ﾄｶﾞﾜ ｼｹﾞﾌﾐ 狭山市 0:48:12

令和04年12月11日


