
1 1001 栗原　孝浩 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ eldoreso 群馬県 4:16:19 -
2 1002 白川　裕登 ｼﾗｶﾜ ﾕｳﾄ RUNGRY高崎 群馬県 4:22:24 +06:05
3 70 川崎　義孝 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾀｶ SKYNINJA 栃木県 4:34:57 +18:38
4 45 大出　祥弘 ｵｵﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都 4:36:59 +20:40
5 77 神原　文和 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾌﾐｶｽﾞ 上州山楽走 埼玉県 4:38:50 +22:31
6 158 田仲　成行 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾕｷ リスペクト 埼玉県 4:46:59 +30:40
7 230 前田　利昭 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｱｷ おじさんの旅 群馬県 4:49:45 +33:26
8 49 岡田　勇 ｵｶﾀﾞ ｲｻﾑ リスペクト 東京都 4:51:36 +35:17
9 215 深見　宏 ﾌｶﾐ ﾋﾛｼ RUNEVO 埼玉県 5:07:20 +51:01
10 5 天野　寛之 ｱﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ ポークフェイス 群馬県 5:10:40 +54:21
11 210 針谷　剛 ﾊﾘｶﾞﾔ ﾀｹｼ 藤井部屋 埼玉県 5:10:56 +54:37
12 97 慶野　泰志 ｹｲﾉ ﾔｽｼ 長生RC 栃木県 5:11:43 +55:24
13 66 日部　貴博 ｶﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 5:15:55 +59:36
14 220 藤井　義友 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾄﾓ 群馬県 5:18:56 +62:37
15 279 和田　倫行 ﾜﾀﾞ ﾐﾁﾕｷ うさぎとかめ 栃木県 5:22:44 +66:25
16 50 小川　貴士 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 埼玉県 5:22:53 +66:34
17 168 寺本　広司 ﾃﾗﾓﾄ ｺｳｼﾞ KJはしろう隊 東京都 5:23:42 +67:23
18 41 大坂　好和 ｵｵｻｶ ﾖｼｶｽﾞ TEAM OSADA 東京都 5:24:42 +68:23
19 223 古川　智也 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾔ 吉田中学校 東京都 5:25:44 +69:25
20 1003 根岸　洋一郎 ﾈｷﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ RUNGRY高崎 神奈川県 5:27:02 +70:43
21 92 黒岩　乙水 ｸﾛｲﾜ ｲﾂﾐ チーム100マイル 新潟県 5:27:44 +71:25
22 219 福永　俊二 ﾌｸﾅｶﾞ ｼｭﾝｼﾞ チームトレイルヘッド 群馬県 5:29:27 +73:08
23 12 五十嵐　進一郎 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｲﾁﾛｳ Hokuei 群馬県 5:30:02 +73:43
24 150 高橋　博威 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾀｹ 太尾連合 神奈川県 5:30:34 +74:15
25 200 長谷川　克樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂｼｹﾞ RUNGRY高崎 埼玉県 5:30:54 +74:35
26 1 相澤　正和 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ GUM 100 REN 群馬県 5:33:00 +76:41
27 225 星野　春樹 ﾎｼﾉ ﾊﾙｷ 群馬県 5:38:40 +82:21
28 194 成田　雅人 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄ 群馬県 5:39:24 +83:05
29 34 生方　洋之 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛﾕｷ おじさんの旅 群馬県 5:39:51 +83:32
30 226 細谷　肇 ﾎｿﾔ ﾊｼﾞﾒ 群馬産業技術センター 群馬県 5:40:57 +84:38
31 248 宮下　昭 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾗ 群馬県 5:41:04 +84:45
32 93 黒岩　大暉 ｸﾛｲﾜ ﾀﾞｲｷ 群馬県 5:41:51 +85:32
33 259 柳　有一 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 5:45:28 +89:09
34 55 落合　晃久 ｵﾁｱｲ ｱｷﾋｻ 群馬県 5:47:52 +91:33
35 58 柏瀬　智之 ｶｼﾜｾ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 5:50:15 +93:56
36 142 須藤　康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 足攣りジェイソン 神奈川県 5:50:46 +94:27
37 31 宇敷　洋道 ｳｼｷ ﾋﾛﾐﾁ 長野県 5:52:04 +95:45
38 222 藤谷　伸一 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼﾝｲﾁ 東京都 5:53:50 +97:31
39 105 木場　広和 ｺﾊﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 群馬県 5:54:19 +98:00
40 265 山田　智之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ YMM@TRC 群馬県 5:54:30 +98:11
41 145 関口　一幸 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 深大寺走友会 東京都 5:54:35 +98:16
42 156 辰巳　曜一郎 ﾀﾂﾐ ﾖｳｲﾁﾛｳ チームパリマラソン 東京都 5:54:52 +98:33
43 130 柴山　和欣 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 栃木県 5:55:07 +98:48
44 253 目崎　晃 ﾒｻﾞｷ ｱｷﾗ 群馬県 5:55:36 +99:17
45 15 石垣　光広 ｲｼｶﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 群馬県 5:56:00 +99:41
46 127 澤畑　裕一 ｻﾜﾊﾀ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 5:56:11 +99:52
47 147 高田　哲大 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 5:57:14 +100:55
48 258 柳川　祐哉 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 神奈川県 6:00:29 +104:10
49 131 嶋田　敏成 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾅﾘ 群馬県 6:00:53 +104:34
50 152 高橋　康之 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ RUNGRY高崎 群馬県 6:01:46 +105:27
51 148 高田　栄治 ﾀｶﾀﾞ ｴｲｼﾞ TEAM TRAILHEAD 群馬県 6:03:57 +107:38
52 274 義本　仁 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾄｼ 神奈川県 6:05:46 +109:27
53 146 高木　忠実 ﾀｶｷﾞ ﾀﾀﾞﾐ 埼玉県 6:07:33 +111:14
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54 157 田所　洋貴 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛｷ 茨城県 6:07:39 +111:20
55 138 鈴木　弘志 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 6:09:57 +113:38
56 216 福井　健 ﾌｸｲ ﾀｹｼ 石岡TRC 茨城県 6:10:56 +114:37
57 78 北川　暦 ｷﾀｶﾞﾜ ﾚｷ 赤帽アールケイ 東京都 6:11:59 +115:40
58 237 松島　祐治 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｼﾞ 松島ミート株式会社 埼玉県 6:12:21 +116:02
59 39 及川　瑞生 ｵｲｶﾜ ﾐｽﾞｷ 東京都 6:13:10 +116:51
60 133 島田　雅章 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｱｷ 群馬県 6:14:02 +117:43
61 242 丸　尚宏 ﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ 御殿山TC 千葉県 6:19:20 +123:01
62 6 新井　清美 ｱﾗｲ ｷﾖﾐ 高トラ 群馬県 6:19:35 +123:16
63 182 中田　和郎 ﾅｶﾀ ｶｽﾞｵ 夜明け前陸上部 群馬県 6:19:35 +123:16
64 3 浅川　陽平 ｱｻｶﾜ ﾖｳﾍｲ 東京都 6:19:49 +123:30
65 252 村田　雄人 ﾑﾗﾀ ﾕｳﾄ 新大将棋部 群馬県 6:19:57 +123:38
66 120 佐々木　泰 ｻｻｷ ﾀｲ 秋川トレイルグループ 神奈川県 6:20:59 +124:40
67 175 中里　健二 ﾅｶｻﾞﾄ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 6:21:01 +124:42
68 112 斉藤　冠 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 6:21:13 +124:54
69 24 今井　聡 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 上州山楽走 東京都 6:21:51 +125:32
70 126 佐橋　広紀 ｻﾊｼ ﾋﾛｷ NCURC 東京都 6:22:04 +125:45
71 236 松島　利幸 ﾏﾂｼﾏ ﾄｼﾕｷ 松島ミート株式会社 埼玉県 6:22:10 +125:51
72 201 長谷川　恵 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ ワイルド 埼玉県 6:22:50 +126:31
73 134 下田　勇士 ｼﾓﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 群馬県 6:23:44 +127:25
74 190 永易　量行 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 6:25:40 +129:21
75 103 後藤　信一郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 6:26:27 +130:08
76 217 福島　英男 ﾌｸｼﾏ ﾋﾃﾞｵ ふくちゃん 埼玉県 6:26:49 +130:30
77 81 木村　浩一 ｷﾑﾗ ｺｳｲﾁ ワイルド 群馬県 6:27:55 +131:36
78 37 浦田　陽一 ｳﾗﾀ ﾖｳｲﾁ 千葉県 6:28:25 +132:06
79 202 長谷川　真也 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝﾔ 群馬県 6:28:38 +132:19
80 275 米倉　司郎 ﾖﾈｸﾗ ｼﾛｳ 喫茶ロンシャン 東京都 6:28:55 +132:36
81 241 侭田　浩幸 ﾏﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 6:29:16 +132:57
82 181 中曽根　博 ﾅｶｿﾈ ﾋﾛｼ 群馬県 6:29:46 +133:27
83 48 大原　堅 ｵｵﾊﾗ ｹﾝ NTRC 群馬県 6:30:17 +133:58
84 10 安藤　祐介 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 東京都 6:31:59 +135:40
85 196 西島　宏 ﾆｼｼﾞﾏ ﾋﾛｼ RUNGRY高崎 栃木県 6:33:03 +136:44
86 149 髙橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 岩手県 6:33:36 +137:17
87 268 横澤　俊之 ﾖｺｻﾜ ﾄｼﾕｷ RUNGRY高崎 群馬県 6:34:04 +137:45
88 238 松平　洋一 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ﾖｳｲﾁ 上州山楽走 埼玉県 6:34:38 +138:19
89 249 三代川　晃久 ﾐﾖｶﾜ ﾃﾙﾋｻ 神奈川県 6:34:46 +138:27
90 176 中澤　聡 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ 栃木県 6:34:56 +138:37
91 20 板垣　彰 ｲﾀｶﾞｷ ｱｷﾗ 新潟県 6:35:04 +138:45
92 22 伊藤　直哉 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ いっとん 埼玉県 6:35:58 +139:39
93 161 田辺　修三 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｿﾞｳ ゾリのRun&Trail; 埼玉県 6:37:33 +141:14
94 7 新井　俊哉 ｱﾗｲ ﾄｼﾔ 群馬県 6:37:50 +141:31
95 214 広滝　修身 ﾋﾛﾀｷ ｵｻﾐ 神奈川県 6:40:56 +144:37
96 185 中野　博史 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県 6:40:57 +144:38
97 33 内山　千尋 ｳﾁﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ SKYNINJA 長野県 6:41:17 +144:58
98 121 佐々木　智哉 ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 埼玉県 6:41:50 +145:31
99 234 松岡　伸 ﾏﾂｵｶ ｼﾝ 奥多野酔走楽部 群馬県 6:42:03 +145:44
100 60 勝部　剛 ｶﾂﾍﾞ ｺﾞｳ 神奈川県 6:42:21 +146:02
101 276 米澤　健 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 6:42:37 +146:18
102 151 高橋　昌幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 群馬県 6:43:23 +147:04
103 64 金澤　浩史 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 群馬県 6:44:20 +148:01
104 173 内藤　恵介 ﾅｲﾄｳ ｹｲｽｹ 群馬県 6:45:03 +148:44
105 21 伊藤　司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ 新潟県 6:47:28 +151:09
106 184 中野　康介 ﾅｶﾉ ｺｳｽｹ 東京都 6:47:46 +151:27
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107 239 松藤　親吾 ﾏﾂﾌｼﾞ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 6:47:48 +151:29
108 231 前野　勝哉 ﾏｴﾉ ｶﾂﾔ あさしや健脚隊 東京都 6:48:17 +151:58
109 25 今井　亮 ｲﾏｲ ﾘｮｳ シューマート 群馬県 6:49:25 +153:06
110 89 倉品　良輔 ｸﾗｼﾅ ﾘｮｳｽｹ 東京都 6:49:36 +153:17
111 108 小林　勇 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻﾑ 美土里ＴＲＣ 群馬県 6:49:49 +153:30
112 178 中澤　将人 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 群馬県 6:51:13 +154:54
113 144 諏訪　純一 ｽﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東亜工業水泳部 群馬県 6:52:21 +156:02
114 119 佐々木　佳祐 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 神奈川県 6:53:12 +156:53
115 218 福田　正 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 高崎トライアスロン(橋倉) 埼玉県 6:53:40 +157:21
116 174 永石　昇 ﾅｶﾞｲｼ ﾉﾎﾞﾙ ナイスおっさん 埼玉県 6:53:54 +157:35
117 17 石原　健一 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 群馬県 6:54:03 +157:44
118 167 土屋　次郎 ﾂﾁﾔ ｼﾞﾛｳ 藤岡市ゆっくり走ろう会 群馬県 6:55:50 +159:31
119 30 宇佐見　宣博 ｳｻﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 6:56:33 +160:14
120 100 小池　将也 ｺｲｹ ﾏｻﾔ 群馬県 6:57:29 +161:10
121 86 木村　正雄 ｷﾑﾗ ﾏｻｵ 五所川原ＲＣ 青森県 6:57:52 +161:33
122 132 嶋田　弘志 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 6:59:45 +163:26
123 262 山口　久彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻﾋｺ 新潟県 6:59:49 +163:30
124 116 桜井　利行 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 東京都 7:00:12 +163:53
125 88 久保　政治 ｸﾎﾞ ﾏｻﾊﾙ 埼玉県 7:00:22 +164:03
126 169 藤内　勉 ﾄｳﾅｲ ﾂﾄﾑ 静岡県 7:01:32 +165:13
127 256 森村　弘文 ﾓﾘﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 熊谷熱走会 埼玉県 7:02:16 +165:57
128 28 岩本　慎也 ｲﾜﾓﾄ ｼﾝﾔ RUNGRY高崎 群馬県 7:02:22 +166:03
129 29 植木　清治 ｳｴｷ ｾｲｼﾞ 栃木県 7:02:55 +166:36
130 13 池田　益章 ｲｹﾀﾞ ﾏｽｱｷ 群馬県 7:03:23 +167:04
131 193 永吉　敬一 ﾅｶﾞﾖｼ ｹｲｲﾁ 東京都 7:03:36 +167:17
132 179 中島　勝則 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾉﾘ ナカジ酔走会 群馬県 7:04:47 +168:28
133 16 石田　隆 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 7:04:55 +168:36
134 23 伊藤　泰司 ｲﾄｳ ﾔｽｼ 埼玉県 7:05:02 +168:43
135 117 櫻澤　康 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾔｽｼ 新潟県 7:05:25 +169:06
136 250 武藤　健太郎 ﾑﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ maharaja 千葉県 7:05:39 +169:20
137 277 和久井　章人 ﾜｸｲ ｱｷﾋﾄ 茨城県 7:06:39 +170:20
138 273 吉田　竜二 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 7:06:46 +170:27
139 278 涌井　元博 ﾜｸｲ ﾓﾄﾋﾛ 新潟県 7:11:45 +175:26
140 240 松村　徹 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｵﾙ 上州山楽走 埼玉県 7:11:49 +175:30
141 204 原　宏司 ﾊﾗ ﾋﾛｼ IRU TC 埼玉県 7:12:14 +175:55
142 101 国府田　正雄 ｺｳﾀﾞ ﾏｻｵ TEAM OSADA 東京都 7:12:30 +176:11
143 46 大野　和則 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 栃木県 7:12:57 +176:38
144 227 堀篭　宏章 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 7:13:02 +176:43
145 36 梅宮　秀人 ｳﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ 山が好き 埼玉県 7:13:16 +176:57
146 79 北澤　純 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ BBH 東京都 7:13:21 +177:02
147 57 香川　禎明 ｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 森守クラブ 千葉県 7:13:59 +177:40
148 125 佐藤　稔也 ｻﾄｳ ﾄｼﾔ 新鮮便 群馬県 7:14:50 +178:31
149 272 吉田　茂 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 千葉県 7:16:11 +179:52
150 82 木村　剛志 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 群馬県 7:16:44 +180:25
151 172 冨澤　洋介 ﾄﾐｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 7:16:52 +180:33
152 95 黒田　憲造 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 茨城県 7:17:00 +180:41
153 137 鈴木　規夫 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｵ ビートクレイジー 埼玉県 7:17:35 +181:16
154 177 長澤　誠 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 玉村町　神立組 群馬県 7:20:41 +184:22
155 128 品田　浩一 ｼﾅﾀﾞ ｺｳｲﾁ 群馬県 7:21:01 +184:42
156 47 大橋　正樹 ｵｵﾊｼ ﾏｻｷ 群馬県 7:21:17 +184:58
157 232 真下　岳記 ﾏｼﾓ ﾀｹｷ GGAC 群馬県 7:21:31 +185:12
158 14 石井　貴浩 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 7:25:37 +189:18
159 266 山田　道男 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁｵ TEAM OSADA 神奈川県 7:26:40 +190:21
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160 40 大木　敏之 ｵｵｷ ﾄｼﾕｷ 栃木県 7:28:31 +192:12
161 54 小棚木　康晴 ｵﾀﾞﾅｷﾞ ﾔｽﾊﾙ ナイスおっさん 東京都 7:33:21 +197:02
162 52 奥山　勝晃 ｵｸﾔﾏ ｶﾂｱｷ ビール人間 埼玉県 7:35:07 +198:48
163 170 所　秀展 ﾄｺﾛ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 東京都 7:35:16 +198:57
164 186 中村　和正 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 7:35:25 +199:06
165 159 田中　美喜雄 ﾀﾅｶ ﾐｷｵ TRCパナマレッズ 群馬県 7:35:38 +199:19
166 4 芦沢　寒郎 ｱｼｻﾞﾜ ｻﾑﾛｳ 東京都 7:35:57 +199:38
167 154 滝澤　結 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 群馬県 7:39:07 +202:48
168 166 津田　将弘 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ろしくーてんもも 大阪府 7:41:55 +205:36
169 114 阪井　徹史 ｻｶｲ ﾃﾂｼﾞ ウルプロ 東京都 7:42:29 +206:10
170 61 加藤　裕一郎 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 7:42:45 +206:26
171 11 飯ケ谷　悟 ｲｲｶﾞﾔ ｻﾄﾙ ホノルル部 群馬県 7:43:40 +207:21
172 9 有田　正憲 ｱﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 東京都 7:46:11 +209:52
173 162 田上　裕二 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 東京都 7:47:18 +210:59
174 270 吉井　崇 ﾖｼｲ ﾀｶｼ O6 宮城県 7:48:07 +211:48
175 98 小池　和人 ｺｲｹ ｶｽﾞﾄ ペンギン２ 長野県 7:48:15 +211:56
176 35 梅津　圭輔 ｳﾒﾂ ｹｲｽｹ RUNGRY高崎 群馬県 7:48:35 +212:16
177 71 川瀬　昭隆 ｶﾜｾ ｱｷﾀｶ SUNNY SIDE 東京都 7:50:43 +214:24
178 171 冨澤　稔 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 埼玉県 7:51:22 +215:03
179 85 木村　寛幸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 7:56:09 +219:50
180 267 山室　光正 ﾔﾏﾑﾛ ﾐﾂﾏｻ MNIFRC 東京都 7:56:51 +220:32
181 183 仲田　瑞樹 ﾅｶﾀ ﾐｽﾞｷ 東京都 7:57:54 +221:35
182 124 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 7:58:17 +221:58
183 83 木村　剛 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 千葉県 7:58:17 +221:58
184 233 松浦　国雄 ﾏﾂｳﾗ ｸﾆｵ LAST-AT 神奈川県 7:59:12 +222:53
185 110 近藤　毅宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 東京都 8:00:18 +223:59
186 106 小濱　渉 ｺﾊﾏ ﾜﾀﾙ 埼玉県 8:01:06 +224:47
187 109 小林　邦広 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾋﾛ 群馬県 8:05:03 +228:44
188 209 原田　弘毅 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾛｷ MIFRC 埼玉県 8:07:37 +231:18
189 136 鈴木　亨 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 埼玉県 8:08:28 +232:09
190 235 松岡　正興 ﾏﾂｵｶ ﾏｻｵｷ 群馬県 8:11:55 +235:36
191 255 森光　力 ﾓﾘﾐﾂ ﾁｶﾗ 神奈川県 8:16:34 +240:15
192 84 木村　英和 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 群馬県 8:16:48 +240:29
193 129 篠沢　明彦 ｼﾉｻﾞﾜ ｱｷﾋｺ 埼玉県 8:24:12 +247:53
194 203 長谷川　浩幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 8:24:44 +248:25
195 140 鈴木　康聡 ｽｽﾞｷ ﾔｽｱｷ 埼玉県 8:33:17 +256:58
196 251 村木　俊徳 ﾑﾗｷ ﾄｼﾉﾘ ナイスおっさん 東京都 8:34:05 +257:46
197 165 對比地　智紀 ﾂｲﾋｼﾞ ﾄﾓﾉﾘ 群馬県 8:34:15 +257:56
198 208 原口　庄二郎 ﾊﾗｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞﾛｳ Sky RC 群馬県 8:36:46 +260:27
199 195 西片　誠 ﾆｼｶﾀ ﾏｺﾄ 神奈川県 8:38:34 +262:15
200 67 上村　竜 ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳ 埼玉県 8:39:46 +263:27
201 94 黒澤　一天 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 8:40:07 +263:48
202 187 中村　秀夫 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ チームゆきち 埼玉県 8:45:27 +269:08
203 155 武井　一晃 ﾀｹｲ ｶｽﾞｱｷ 群馬銀行マラソンクラブ 群馬県 8:45:41 +269:22
204 8 新井　宏 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 黒澤建設株式会社 群馬県 9:31:06 +314:47
DNF 51 荻原　栄司 ｵｷﾞﾊﾗ ｴｲｼﾞ 群馬県
DNF 80 君島　順 ｷﾐｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 栃木県
DNF 102 小鹿　学 ｺｼｶ ﾏﾅﾌﾞ 太陽誘電トレラン会 群馬県
DNF 143 角谷　宏幸 ｽﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県
DNF 192 中山　隆広 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ランニングマン 東京都
DNF 261 山口　武彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ 埼玉県
DNS 19 井田　勝美 ｲﾀﾞ ｶﾂﾐ 埼玉県
DNS 27 岩崎　広行 ｲﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ RUNGRY高崎 東京都
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DNS 38 餌鳩　高士 ｴﾊﾞﾄ ﾀｶｼ すずらん 東京都
DNS 43 大嶋　桜太郎 ｵｵｼﾏ ｵｳﾀﾛｳ RUNGRY高崎 群馬県
DNS 53 奥脇　茂 ｵｸﾜｷ ｼｹﾞﾙ 富士空界 静岡県
DNS 59 片岡　浩昭 ｶﾀｵｶ ﾋﾛｱｷ 群馬県
DNS 69 河上　擁一 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｲﾁ 神奈川県
DNS 73 川端　博 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 長澤組 群馬県
DNS 87 久能　岳士 ｸﾉｳ ﾀｹｼ 千葉県
DNS 91 栗山　昌也 ｸﾘﾔﾏ ﾏｻﾔ つじかぜ 神奈川県
DNS 96 桑原　正彦 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾏｻﾋｺ 東京都
DNS 104 小塲　利長 ｺﾊﾞ ﾄｼﾅｶﾞ 東京都
DNS 107 小林　晃徳 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾉﾘ 群馬県
DNS 118 笹川　雅弘 ｻｻｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 新潟県
DNS 160 田中　芳樹 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 明正走遊会 群馬県
DNS 164 千田　大介 ﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
DNS 188 中村　正道 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ 埼玉県
DNS 189 中村　良平 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 新潟県
DNS 191 中山　弦太 ﾅｶﾔﾏ ｹﾞﾝﾀ さいたま走ろう勢 埼玉県
DNS 197 根岸　浩 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｼ たくはる 埼玉県
DNS 198 野中　聡 ﾉﾅｶ ｻﾄｼ ビーバーハウス 群馬県
DNS 212 平出　貴也 ﾋﾗﾃﾞ ﾀｶﾔ TEAM OSADA 千葉県
DNS 224 古川　浩史 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県
DNS 245 南　真人 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都
DNS 247 宮川　和人 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 神奈川県
DNS 254 森　芳紀 ﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県
DNS 260 柳沢　明 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾗ 群馬県
DNS 264 山田　哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 群馬県
DNS 271 吉田　勝紀 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾉﾘ 山岳サイクリング研究会 群馬県
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1 1004 フィエルド　花 ﾌｨｴﾙﾄﾞﾊﾅ 東京都 5:18:35 -
2 2 阿久津　玲子 ｱｸﾂ ﾚｲｺ RUNGRY高崎 群馬県 5:38:51 +20:16
3 68 亀田　汐理 ｶﾒﾀﾞ ｼｵﾘ 栃木県 5:42:29 +23:54
4 44 大谷　磨耶 ｵｵﾀﾆ ﾏﾔ 東京都 5:44:30 +25:55
5 42 大崎　真美 ｵｵｻｷ ﾏﾐ 千葉県 5:56:51 +38:16
6 56 各務　裕美子 ｶｶﾞﾐ ﾕﾐｺ 千葉県 6:08:09 +49:34
7 75 神林　桂子 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 埼玉県 6:30:26 +71:51
8 221 藤田　実加 ﾌｼﾞﾀ ﾐｶ 東京都 6:39:52 +81:17
9 211 平田　晶子 ﾋﾗﾀ ｱｷｺ RUNGRY高崎 群馬県 6:42:09 +83:34
10 18 伊勢田　周子 ｲｾﾀﾞ ｼｭｳｺ 東京都 6:44:52 +86:17
11 257 八木原　奈緒 ﾔｷﾞﾊﾗ ﾅｵ Team Hornets 群馬県 6:45:11 +86:36
12 228 本澤　るり子 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾙﾘｺ 埼玉県 6:47:17 +88:42
13 90 栗原　庸子 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾖｳｺ 桐生走ろう会 群馬県 6:50:42 +92:07
14 263 山下　美和 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾜ RUNGRY高崎 群馬県 6:51:50 +93:15
15 205 原　真理 ﾊﾗ ﾏﾘ RBRG 埼玉県 6:54:08 +95:33
16 199 萩原　直子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅｵｺ RUNGRY高崎 群馬県 7:00:53 +102:18
17 153 髙栁　敦子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾂｺ RUNGRY高崎 群馬県 7:00:57 +102:22
18 76 神原　邦子 ｶﾝﾊﾞﾗ ｸﾆｺ 上州山楽走 埼玉県 7:02:06 +103:31
19 180 中島　修子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞｺ 埼玉県 7:03:36 +105:01
20 99 小池　香代子 ｺｲｹ ｶﾖｺ 東京都 7:05:47 +107:12
21 243 三田　光代 ﾐﾀ ﾐﾂﾖ 群馬県 7:14:13 +115:38
22 207 原川　ひろこ ﾊﾗｶﾜ ﾋﾛｺ 東京都 7:14:43 +116:08
23 246 三野　しおり ﾐﾉ ｼｵﾘ 長野県 7:32:23 +133:48
24 163 田谷　きよの ﾀﾔ ｷﾖﾉ 千葉県 7:32:37 +134:02
25 269 横田　維佐子 ﾖｺﾀ ｲｻｺ 大阪府 7:35:31 +136:56
26 229 本間　ちひろ ﾎﾝﾏ ﾁﾋﾛ GRT 群馬県 7:35:38 +137:03
27 32 内田　小絵美 ｳﾁﾀﾞ ｻｴﾐ 大谷明の男祭り 京都府 7:41:55 +143:20
28 115 阪井　春美 ｻｶｲ ﾊﾙﾐ 秋川トレラングループ 東京都 7:42:29 +143:54
29 123 佐藤　佳代子 ｻﾄｳ ｶﾖｺ RUNGRY高崎 群馬県 8:04:25 +165:50
30 135 正山　孝子 ｼｮｳﾔﾏ ﾀｶｺ RUNGRY高崎 群馬県 8:07:07 +168:32
31 122 佐藤　敦子 ｻﾄｳ ｱﾂｺ 東京都 8:13:55 +175:20
32 139 鈴木　緑 ｽｽﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 8:20:59 +182:24
33 141 鈴木　由美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 熊谷熱走会 埼玉県 8:39:46 +201:11
34 111 今野　香織 ｺﾝﾉ ｶｵﾘ 群馬県 8:39:54 +201:19
35 213 平林　愛 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｲ 神奈川県 8:39:55 +201:20

DNF 26 入江　淳子 ｲﾘｴ ｼﾞｭﾝｺ 東京都
DNF 63 門脇　美砂丘 ｶﾄﾞﾜｷ ﾐｻｵ 牛寅会 愛知県
DNF 72 川野　麻里子 ｶﾜﾉ ﾏﾘｺ RUNGRY高崎 東京都
DNF 206 原　美砂 ﾊﾗ ﾐｻ 東京都
DNS 62 加藤　揚子 ｶﾄｳ ﾖｳｺ 群馬県
DNS 65 加納　千恵子 ｶﾉｳ ﾁｴｺ TEAM OSADA 東京都
DNS 74 菅野　美花 ｶﾝﾉ ﾐｶ team HANA 宮城県
DNS 113 五月女　いずみ ｻｵﾄﾒ ｲｽﾞﾐ 上州山楽走 埼玉県
DNS 244 南　真琴 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都
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