
1 359 葛窪　千晴 ｸｽﾞｸﾎﾞ ﾁﾊﾙ フォレストインシャーウッド 東京都 2:31:13 -
2 426 田村　貴之 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 上州山楽走 群馬県 2:34:10 +02:57
3 429 茅野　勝 ﾁﾉ ﾏｻﾙ 上州山楽走 群馬県 2:48:16 +17:03
4 459 服部　一宏 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾋﾛ ポポロＡＣ 千葉県 2:51:53 +20:40
5 434 都丸　真一 ﾄﾏﾙ ｼﾝｲﾁ たちばなＲＣ 群馬県 2:55:13 +24:00
6 371 齋藤　佑樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 練馬オリエンテーリングクラ 埼玉県 2:57:40 +26:27
7 310 市川　智一 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ セルベサ軍団 埼玉県 2:57:59 +26:46
8 466 平松　りょう ﾋﾗﾏﾂ ﾘｮｳ 群馬県 3:01:02 +29:49
9 441 中村　晃洋 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 群馬県 3:01:06 +29:53
10 363 小池　諭 ｺｲｹ ｻﾄｼ こいけ整形外科 群馬県 3:07:25 +36:12
11 401 石　一彦 ｾｷ ｶｽﾞﾋｺ ＮＥＣ三田 東京都 3:09:30 +38:17
12 321 漆原　映彦 ｳﾙｼﾊﾗ ｱｷﾋｺ 東京都 3:12:04 +40:51
13 322 江原　大悟 ｴﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 上州山楽走 群馬県 3:15:21 +44:08
14 413 高橋　憲司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 群馬ＴＦ 群馬県 3:18:12 +46:59
15 468 福島　慎一 ﾌｸｼﾏ ｼﾝｲﾁ 群馬県 3:21:19 +50:06
16 329 大原　倫 ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 鏑木塾 神奈川県 3:22:06 +50:53
17 319 植原　義久 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾋｻ 熊谷熱走会 埼玉県 3:23:47 +52:34
18 307 荒木　和也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ JCとも 群馬県 3:25:39 +54:26
19 324 太田　智弘 ｵｵﾀ ﾄﾓﾋﾛ 太田薬局 群馬県 3:28:25 +57:12
20 314 伊藤　広 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:32:11 +60:58
21 301 青山　達郎 ｱｵﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ 東京都 3:35:57 +64:44
22 494 山口　幸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 神流町社協 群馬県 3:38:11 +66:58
23 428 千野　健介 ﾁﾉ ｹﾝｽｹ ＳＳＫ 埼玉県 3:38:55 +67:42
24 333 岡田　佳之 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 群馬県 3:39:33 +68:20
25 343 春日　尚義 ｶｽｶﾞ ﾅｵﾖｼ 東京都 3:44:20 +73:07
26 453 野口　健太 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 埼玉県 3:50:10 +78:57
27 480 町田　寛徳 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県 3:50:22 +79:09
28 339 尾花　政樹 ｵﾊﾞﾅ ﾏｻｷ チームグリーン 埼玉県 3:51:44 +80:31
29 442 中村　健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 3:53:06 +81:53
30 430 對比地　亮伍 ﾂｲﾋｼﾞ ﾘｮｳｺﾞ 東京都 3:54:26 +83:13
31 312 市川　真 ｲﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 群馬県 3:58:00 +86:47
32 495 山崎　浩二 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 埼玉県 3:59:40 +88:27
33 382 柴田　和広 ｼﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 4:01:09 +89:56
34 465 平野　仁規 ﾋﾗﾉ ﾋﾄｷ ボシュロム・ジャパン㈱ 神奈川県 4:07:18 +96:05
35 409 高田　賢一 ﾀｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 群銀マラソン部 群馬県 4:10:46 +99:33
36 353 川俣　光一 ｶﾜﾏﾀ ｺｳｲﾁ 神奈川県 4:11:08 +99:55
37 501 吉川　彰 ﾖｼｶﾜ ｱｷﾗ 東京都 4:11:44 +100:31
38 335 小川　浩 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 東京都 4:13:40 +102:27
39 342 加地　俊史 ｶｼﾞ ﾄｼﾁｶ 千葉県 4:17:08 +105:55
40 330 岡　宏 ｵｶ ﾋﾛｼ アーキヒルズ 千葉県 4:20:52 +109:39
41 348 株田　実 ｶﾌﾞﾀ ﾐﾉﾙ 埼玉県 4:21:06 +109:53
42 402 関　定男 ｾｷ ｻﾀﾞｵ 東京都 4:22:20 +111:07
43 476 干川　孔明 ﾎｼｶﾜ ｺｳﾒｲ 群馬県 4:22:25 +111:12
44 326 大谷　和哉 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾔ 群馬県 4:22:41 +111:28
45 315 伊藤　通利 ｲﾄｳ ﾐﾁﾄｼ 千代子亭 埼玉県 4:23:18 +112:05
46 393 進藤　知己 ｼﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 群馬県 4:23:25 +112:12
47 421 竹内　庄司 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 荒砥走友会 群馬県 4:25:12 +113:59
48 331 岡田　勇一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ インテリア岡田 群馬県 4:26:25 +115:12
49 308 飯塚　俊介 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｽｹ プライムプラン 群馬県 4:28:04 +116:51
50 484 黛　春夫 ﾏﾕｽﾞﾐ ﾊﾙｵ 高崎市役所 群馬県 4:30:50 +119:37
51 446 中山　敏昭 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｱｷ 宮城県 4:31:52 +120:39
52 483 松本　充 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾙ 埼玉県 4:33:31 +122:18
53 487 三吉　裕 ﾐﾖｼ ﾕﾀｶ ナガイトレーニングクラブ 群馬県 4:34:30 +123:17
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54 354 菊地　博文 ｷｸﾁ ﾋﾛﾌﾐ 群馬県 4:39:51 +128:38
55 450 二井関　大和 ﾆｲｾﾞｷ ﾔﾏﾄ 千葉県 4:40:00 +128:47
56 503 鷲澤　雄一郎 ﾜｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 群馬県 4:41:57 +130:44
57 305 天野　真幸 ｱﾏﾉ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 4:43:18 +132:05
58 340 小原　一夫 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞｵ 埼玉県 4:43:37 +132:24
59 375 佐々木　一樹 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ 群馬県 4:48:34 +137:21
60 454 萩原　和美 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾖｼ Kanna Running Club 群馬県 4:48:40 +137:27
61 394 新明　浩司 ｼﾝﾒｲ ｺｳｼﾞ 埼玉県 4:49:10 +137:57
62 316 井上　潤 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 上州落語研究会 群馬県 4:49:17 +138:04
63 496 山田　英夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 4:49:21 +138:08
64 344 片岡　一寛 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ ＳＳＫ 埼玉県 4:50:05 +138:52
65 352 川原　洋佑 ｶﾜﾊﾗ ﾖｳｽｹ EasyP 東京都 4:54:19 +143:06
66 349 鎌田　繁 ｶﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 足攣りジェイソン 群馬県 4:54:49 +143:36
67 448 成嶋　尚史 ﾅﾙｼﾏ ﾋｻｼ 埼玉県 4:55:11 +143:58
68 458 服部　一輝 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞｷ 千葉県 4:55:42 +144:29
69 486 溝端　英章 ﾐｿﾞﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 4:56:07 +144:54
70 497 山田　光之 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾕｷ アイフィールド 群馬県 4:56:23 +145:10
71 452 沼田　光史 ﾇﾏﾀ ﾃﾙﾌﾐ 埼玉県 4:57:08 +145:55
72 455 萩原　隆行 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 4:58:39 +147:26
73 350 唐鎌　睦 ｶﾗｶﾏ ﾑﾂﾐ RUNGRY高崎 群馬県 4:58:57 +147:44
74 489 諸田　聡太 ﾓﾛﾀﾞ ｿｳﾀ 群馬県 5:02:37 +151:24
75 392 周佐　孝一 ｼｭｳｻ ｺｳｲﾁ 神さろん 埼玉県 5:02:43 +151:30
76 467 廣木　尚 ﾋﾛｷ ﾀｶｼ チーム説教部屋 新潟県 5:04:34 +153:21
77 306 新井　隆文 ｱﾗｲ ﾀｶﾌﾐ 東京都 5:05:16 +154:03
78 419 田口　和輝 ﾀｸﾞﾁ ｶｽﾞﾃﾙ 東京都 5:05:34 +154:21
79 492 梁瀬　鉄太郎 ﾔﾅｾ ﾃﾂﾀﾛｳ RUNGRY高崎 群馬県 5:05:35 +154:22
80 337 小野　哲 ｵﾉ ｻﾄｼ ランニングマン 東京都 5:05:51 +154:38
81 479 前澤　孝夫 ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｶｵ 東京都 5:06:22 +155:09
82 427 樽角　康雄 ﾀﾙｶﾄﾞ ﾔｽｵ 東京都 5:06:34 +155:21
83 368 今野　拓也 ｺﾝﾉ ﾀｸﾔ 群馬県 5:07:50 +156:37
84 422 多田　広幸 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 5:08:38 +157:25
85 444 中村　則彦 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ すぽるちば 神奈川県 5:08:56 +157:43
86 396 杉本　浩之 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 富士完Ｔ４ 神奈川県 5:09:08 +157:55
87 436 中曽根　淳史 ﾅｶｿﾈ ｱﾂｼ 群馬県 5:09:14 +158:01
88 477 細井　光博 ﾎｿｲ ﾐﾂﾋﾛ チーム気まぐれ 群馬県 5:12:50 +161:37
89 320 内田　順也 ｳﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ＳＳＫ 埼玉県 5:13:28 +162:15
90 485 三池　俊樹 ﾐｲｹ ﾄｼｷ 千葉県 5:14:34 +163:21
91 456 橋本　順次 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 5:17:21 +166:08
92 364 小金澤　康夫 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾔｽｵ 群馬県 5:17:22 +166:09
93 475 布施　正人 ﾌｾ ﾏｻﾄ 新潟県 5:17:57 +166:44
94 318 植原　裕也 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾔ 万場小学校 群馬県 5:19:12 +167:59
95 498 山中　直樹 ﾔﾏﾅｶ ﾅｵｷ ちーむ籠屋 東京都 5:21:43 +170:30
96 425 谷村　喜雨 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼｳ 埼玉県 5:24:10 +172:57
97 366 小林　宗太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀﾛｳ 埼玉県 5:25:27 +174:14
98 488 本山　進 ﾓﾄﾔﾏ ｽｽﾑ 千葉県 5:25:40 +174:27
99 384 島崎　文男 ｼﾏｻﾞｷ ﾌﾐｵ 上州山楽走 群馬県 5:25:47 +174:34
100 362 黒野　秀浩 ｸﾛﾉ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 5:27:27 +176:14
101 386 島田　智行 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 5:29:03 +177:50
102 398 鈴木　温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 岩手県 5:29:09 +177:56
103 443 中村　達也 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ ちーむ籠屋 東京都 5:29:18 +178:05
104 346 加藤　広之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 6 宮城県 5:32:30 +181:17
105 406 相馬　千洋 ｿｳﾏ ﾁﾋﾛ キャプテンかいと 群馬県 5:34:59 +183:46
106 469 福島　佑輔 ﾌｸｼﾏ ﾕｳｽｹ 埼玉県 5:37:21 +186:08
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107 447 楢崎　雅也 ﾅﾗｻｷ ﾏｻﾔ 埼玉県 5:37:22 +186:09
108 395 杉田　勇生 ｽｷﾞﾀ ﾕｳｷ 埼玉県 5:37:22 +186:09
109 414 高橋　裕之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ TEAMラビ 神奈川県 5:39:14 +188:01
110 380 志田　優樹 ｼﾀﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 5:42:06 +190:53
111 470 福田　欣一 ﾌｸﾀﾞ ｷﾝｲﾁ 万場三区 群馬県 5:46:44 +195:31
112 336 尾崎　弘和 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 5:46:49 +195:36
113 377 真田　典之 ｻﾅﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 5:48:57 +197:44
114 317 井上　亘幸 ｲﾉｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ ☆上州山楽走☆ 東京都 5:50:16 +199:03
115 323 尾池　貴洋 ｵｲｹ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 5:53:50 +202:37
116 389 清水　敏匡 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾏｻ 東京都 5:55:08 +203:55
117 440 長橋　政信 ﾅｶﾞﾊｼ ﾏｻﾉﾌﾞ 新潟県 5:57:05 +205:52
118 370 齋藤　昌司 ｻｲﾄｳ ﾏｻｼ 神奈川県 6:20:37 +229:24
119 387 清水　瑛大 ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀﾞｲ 東京都 6:27:41 +236:28
120 357 北村　勇 ｷﾀﾑﾗ ｲｻﾑ 神奈川県 6:31:04 +239:51
DNF 372 坂元　純 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ さるだもん 群馬県
DNF 399 鈴木　政光 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐﾂ 東京都
DNF 445 中村　英樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 千葉県
DNS 313 伊藤　健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 千葉県
DNS 332 岡田　祐也 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 群馬県
DNS 345 加藤　歩 ｶﾄｳ ｱﾕﾐ 群馬県
DNS 356 北爪　節夫 ｷﾀﾂﾞﾒ ｾﾂｵ 群馬県
DNS 365 国分　克生 ｺｸﾌﾞﾝ ｶﾂｷ SK2 群馬県
DNS 367 小林　陽介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ 群馬県
DNS 378 椎名　高行 ｼｲﾅ ﾀｶﾕｷ 群馬県
DNS 385 島田　武史 ｼﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 静岡県
DNS 397 鈴置　一夫 ｽｽﾞｵｷ ｶｽﾞｵ 東京都
DNS 403 関口　浩 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 茨城県
DNS 418 高山　輝充 ﾀｶﾔﾏ ﾃﾙﾐﾂ 上州山楽走 群馬県
DNS 423 田中　彰 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 東京都
DNS 449 成瀨　和稔 ﾅﾙｾ ｶｽﾞﾄｼ 神流町社協 群馬県
DNS 463 春川　聡 ﾊﾙｶﾜ ｻﾄｼ ＲＣミッチー 群馬県
DNS 464 平賀　千明 ﾋﾗｶﾞ ﾁｱｷ 神奈川県
DNS 478 堀内　寛幸 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 関東ホルモン隊 埼玉県
DNS 490 矢田　健一 ﾔﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 群馬県
DNS 499 山宮　隆昭 ﾔﾏﾐﾔ ﾀｶｱｷ 東京都
DNS 504 渡辺　宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 東京都

Number of records: 142
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1 474 藤本　友華 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｶ 千葉県 3:21:45 -
2 338 小野　美知江 ｵﾉ ﾐﾁｴ 群馬県 3:25:36 +03:51
3 347 狩野　幸子 ｶﾉｳ ｻﾁｺ 群馬県 3:35:22 +13:37
4 400 須田　真紀 ｽﾀﾞ ﾏｷ 埼玉県 3:55:35 +33:50
5 327 大塚　理恵子 ｵｵﾂｶ ﾘｴｺ 荒砥走友会 群馬県 4:04:09 +42:24
6 457 羽生　佐知子 ﾊｼｮｳ ｻﾁｺ 群馬県 4:05:11 +43:26
7 481 松島　静香 ﾏﾂｼﾏ ｼｽﾞｶ 松島ミート株式会社 埼玉県 4:05:30 +43:45
8 311 市川　奈津子 ｲﾁｶﾜ ﾅﾂｺ セルベサ軍団 埼玉県 4:08:40 +46:55
9 482 松田　陽子 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 4:13:40 +51:55
10 451 新山　明美 ﾆｲﾔﾏ ｱｹﾐ 千葉県 4:16:26 +54:41
11 431 辻岡　由樹子 ﾂｼﾞｵｶ ﾕｷｺ 神奈川県 4:18:49 +57:04
12 502 レイ　裕美 ﾚｲ ﾋﾛﾐ ランニングマン 東京都 4:24:29 +62:44
13 407 相馬　正巳 ｿｳﾏ ﾏｻﾐ 群馬県 4:25:27 +63:42
14 424 田中　文子 ﾀﾅｶ ｱﾔｺ 群馬県 4:26:46 +65:01
15 304 安部　美和子 ｱﾍﾞ ﾐﾜｺ RUNGRY高崎 群馬県 4:27:31 +65:46
16 433 徳永　真理 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏﾘ 群馬県 4:37:56 +76:11
17 309 板橋　史子 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 東京都 4:39:59 +78:14
18 410 高塚　直子 ﾀｶﾂｶ ﾅｵｺ 東京都 4:40:03 +78:18
19 361 黒澤　愛子 ｸﾛｻﾜ ｱｲｺ たべっ子動物 群馬県 4:41:25 +79:40
20 435 中島　京子 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｺ 桐生走ろう会 群馬県 4:44:06 +82:21
21 471 藤川　由美子 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕﾐｺ 桐生走ろう会 群馬県 4:44:06 +82:21
22 472 藤田　香織 ﾌｼﾞﾀ ｶｵﾘ 群馬県 4:46:03 +84:18
23 300 青柳　恵 ｱｵﾔｷﾞ ﾒｸﾞﾐ 群馬県 4:46:07 +84:22
24 374 笹川　理香 ｻｻｶﾜ ﾘｶ 東京都 4:51:19 +89:34
25 415 髙橋　まゆみ ﾀｶﾊｼ ﾏﾕﾐ TEAMラビ 神奈川県 4:52:04 +90:19
26 351 川原　千亜樹 ｶﾜﾊﾗ ﾁｱｷ 東京都 4:54:19 +92:34
27 417 高松　恵美 ﾀｶﾏﾂ ﾒｸﾞﾐ 東京都 4:54:32 +92:47
28 341 加地　貴子 ｶｼﾞ ﾀｶｺ 千葉県 4:55:30 +93:45
29 461 服部　来夏 ﾊｯﾄﾘ ﾗﾅ 千葉県 4:55:42 +93:57
30 460 服部　真理子 ﾊｯﾄﾘ ﾏﾘｺ 千葉県 4:55:42 +93:57
31 411 高野　みき ﾀｶﾉ ﾐｷ 埼玉県 4:57:08 +95:23
32 500 山本　しのぶ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 4:57:08 +95:23
33 437 中曽根　美恵子 ﾅｶｿﾈ ﾐｴｺ 群馬県 4:57:43 +95:58
34 408 高久　ゆう子 ﾀｶｸ ﾕｳｺ 栃木県 4:58:39 +96:54
35 438 中野　ゆかり ﾅｶﾉ ﾕｶﾘ 東京都 5:04:51 +103:06
36 325 大武　香 ｵｵﾀｹ ｶｵﾙ 群馬県 5:05:00 +103:15
37 420 田口　陽子 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｺ 東京都 5:05:33 +103:48
38 379 塩澤　潤子 ｼｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 5:09:04 +107:19
39 404 関口　美智子 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 桐生走ろう会 群馬県 5:09:23 +107:38
40 462 林　里枝 ﾊﾔｼ ﾘｴ 埼玉県 5:18:08 +116:23
41 376 佐々木　千絵 ｻｻｷ ﾁｴ 群馬県 5:29:13 +127:28
42 405 相馬　汐里 ｿｳﾏ ｼｵﾘ キャプテンかいと 群馬県 5:34:59 +133:14
43 412 高橋　いづみ ﾀｶﾊｼ ｲﾂﾞﾐ 群馬ＴＦ 群馬県 5:39:30 +137:45
44 369 紺野　千鶴 ｺﾝﾉ ﾁﾂﾞﾙ 神奈川県 5:43:30 +141:45
45 491 矢内　さおり ﾔﾅｲ ｻｵﾘ 茨城県 5:46:41 +144:56
46 493 矢部　昌子 ﾔﾍﾞ ﾏｻｺ 東京都 5:49:26 +147:41
47 302 秋山　桃子 ｱｷﾔﾏ ﾓﾓｺ RUNGRY高崎 東京都 5:53:02 +151:17
48 432 戸川　光 ﾄｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 兵庫県 5:54:39 +152:54
49 391 志水　由紀 ｼﾐｽﾞ ﾕｷ 京都府 5:54:40 +152:55
50 303 浅田　尚江 ｱｻﾀﾞ ﾅｵｴ 群馬県 5:56:27 +154:42
51 473 藤本　美枝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾐｴ ☆上州山楽走☆ 埼玉県 5:58:11 +156:26
52 360 栗田　寿美 ｸﾘﾀ ｽﾐ 桐生走ろう会 群馬県 6:02:40 +160:55
53 439 長橋　恵子 ﾅｶﾞﾊｼ ｹｲｺ 新潟県 6:06:09 +164:24
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54 388 清水　一美 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾐ 東京都 6:07:10 +165:25
55 416 高橋　美紀 ﾀｶﾊｼ ﾐｷ 東京都 6:21:38 +179:53
56 328 大西　まり ｵｵﾆｼ ﾏﾘ 東京都 6:27:41 +185:56
57 390 清水　直子 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｺ 東京都 6:27:42 +185:57

DNF 355 木暮　雅美 ｷｸﾞﾚ ﾏｻﾐ 群馬県
DNF 358 木村　幸子 ｷﾑﾗ ﾕｷｺ 埼玉県
DNF 373 坂元　千佳子 ｻｶﾓﾄ ﾁｶｺ さるだもん 群馬県
DNS 334 岡部　充子 ｵｶﾍﾞ ﾐﾂｺ 群馬県
DNS 381 設楽　千恵 ｼﾀﾗ ﾁｴ クローバー 群馬県
DNS 383 渋谷　花恵 ｼﾌﾞﾔ ﾊﾅｴ 栃木県

Number of records: 63
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