
小江戸大江戸230K 小江戸大江戸200ｋ　②
No. 氏　　名 性別 住　所 所　　属 230ｋｍ記録 No. 氏　　名 性別 住　所 所　　属 200ｋ記録

1 森下　輝宝 男性 愛知県豊田市 Team Viva la Vida 25:13:27 2046 小澤　晶 男性 埼玉県さいたま市 さいたま走友会 28:43:43

2 岩立　幸一 男性 埼玉県吉川市 チーム凰 26:57:18 2047 田中　孝幸 男性 東京都八王子市 28:47:12

3 佐々木　朋幸 男性 群馬県渋川市 MY☆STAR 29:29:01 2048 堀　真二 男性 東京都荒川区 28:49:07

4 林部　規男 男性 東京都調布市 29:55:28 2049 大内　健 男性 東京都小平市 28:49:37

5 長谷川　大吾 男性 東京都府中市 30:44:31 2050 大木　宏亮 男性 大阪府大阪市 29:06:22

6 山本　寛人 男性 神奈川県横浜市 32:06:49 2051 鮫田　康明 男性 埼玉県さいたま市 29:13:46

7 江澤　学 男性 東京都文京区 ★ＭＫＲＣ★ 33:28:40 2052 阪田　泰一 男性 富山県富山市 泰東産業ＲＣ 29:14:22

8 堀池　計年 男性 埼玉県所沢市 34:29:52 2053 高橋　一成 男性 東京都西東京市 どＭ倶楽部 29:15:16

9 斎藤　晃 男性 神奈川県藤沢市 チームふなち 34:30:02 2054 今田　和美 女性 東京都三鷹市 29:17:45

10 岡田　敦司 男性 埼玉県鴻巣市 35:45:23 2055 鈴木　明 男性 東京都足立区 UTKK 29:19:05

200㎞記録 2056 安藤　一貴 男性 東京都世田谷区 駒沢公園ＪＣ 29:19:25

11 赤松　亮 男性 大阪府松原市 ひゃっほい太郎 22:23:31 2057 竹内　久和 男性 石川県金沢市 仙台明走会 29:20:26

12 新井　亨 男性 東京都北区 23:13:08 2058 藤田　勝美 男性 東京都台東区 あいち健康の森 29:20:32

13 米谷　博司 男性 東京都三鷹市 ニチレイ 23:36:39 2059 佐藤　俊保 男性 埼玉県さいたま市 29:21:33

14 川杉　恒夫 男性 東京都青梅市 ３ＵＰ． 24:49:32 2060 武井　孝雄 男性 茨城県古河市 29:21:40

15 椋田　浩之 男性 神奈川県横浜市 ランニングデポ 25:12:36 2061 村瀬　勝彦 男性 東京都江東区 29:24:26

16 横田　英嗣 男性 兵庫県たつの市 新宮テニスクラブ 25:13:40 2062 篠山　慎二 男性 東京都板橋区 29:24:34

17 北野　卓 男性 神奈川県横浜市 上大岡おやじの会 25:35:45 2063 千葉　正和 男性 埼玉県草加市 ラ★コスパ 29:34:22

18 寺嶋　太朗 男性 埼玉県日高市 ミドリ安全 26:16:12 2064 萬田　博司 男性 東京都台東区 小江戸大江戸TW  &  T4 29:35:41

19 三井田　明隆 男性 埼玉県川口市 古千谷走友会 29:09:59 2065 松井　諒史 男性 東京都江東区 29:36:08

20 林　良英 男性 東京都江東区 社労士会江東 29:20:40 2066 伊藤　渉 男性 埼玉県さいたま市 いちごオ・レ 29:36:35

21 中島　忍 女性 大阪府吹田市 29:25:17 2067 田処　壱久 男性 兵庫県洲本市  29:44:08

22 後藤　玲奈 女性 大阪府河内長野市 29:25:55 2068 山田　義直 男性 神奈川県横浜市 不忍池AC 29:48:39

23 池田　秀次 男性 神奈川県大和市 未来の瞳 30:25:01 2069 原　典昭 男性 兵庫県神戸市 芦屋浜アスリートクラブ 29:50:35

24 遠藤　清孝 男性 千葉県山武郡 武蔵ウルトラマラソンクラブ 31:40:50 2070 寒川　陽子 女性 京都府京都市 29:54:10

25 榎坂　徹也 男性 愛知県名古屋市 31:48:20 2071 稲垣　吉正 男性 東京都練馬区 ソニック 29:56:14

26 大谷　哲也 男性 群馬県伊勢崎市 31:54:27 2072 松木　健司 男性 埼玉県比企郡 バンバンクラブ 29:58:31

28 秋元　恒郎 男性 埼玉県川口市 ちーむあっきー 2073 小林　恵美子 女性 大阪府大阪市 All Buddy TR 30:08:54

29 内田　匡俊 男性 埼玉県さいたま市 Greens 2074 小林　丈治 男性 大阪府大阪市 All BuddY TR 30:09:57

27 河口　健 男性 大阪府東大阪市 2075 松本　透 男性 埼玉県幸手市 30:10:00

30 岸本　康 男性 岐阜県各務原市 ハリボテ 2076 秋山　茂則 男性 岡山県加賀郡 いちごオ・レ　 30:22:48

31 清野　和浩 男性 千葉県松戸市 Ultra根本魂 2077 泉田　賢志 男性 埼玉県越谷市 30:25:15

32 志村　徹郎 男性 神奈川県川崎市 湘南ホノルル 2078 大塚　宗廣 男性 埼玉県日高市 30:28:08

33 庄司　広之 男性 茨城県牛久市 2079 坂口　輝彦 男性 東京都中野区 30:30:45

34 高橋　健吾 男性 東京都墨田区 すみらん 2080 宇田川　修 男性 東京都中野区 30:32:47

35 田畠　実 男性 富山県富山市 2081 田中　さゆり 女性 東京都品川区 30:35:44

36 玉井　章夫 男性 神奈川県茅ヶ崎市 2082 若菜　亮一 男性 東京都新宿区 30:36:48

37 どい　あや 女性 東京都台東区 2083 川内　芳浩 男性 千葉県君津市 じっそう 30:42:57

38 波多野　明翠 女性 愛知県春日井市 2084 澤岻　朋江 女性 東京都江戸川区 30:46:06

39 林原　誠 男性 大阪府大阪市 2085 陳　柳龍 男性 千葉県千葉市 30:56:17

40 本間　彰 男性 神奈川県横浜市 2086 青木　良繁 男性 千葉県千葉市 ラン友 31:12:00

41 松本　ゆり 女性 神奈川県横浜市 T4 2087 大内　道晶 男性 神奈川県川崎市 チーム走人 31:12:28

42 水飼　史朗 男性 大阪府堺市 2088 林　憲子 女性 愛知県豊田市 31:17:20

43 森　貞文 男性 愛知県知多市 日本１００マイルクラブ 2089 大谷　公男 男性 埼玉県和光市 光の国60`s 31:17:56

44 山外　功太郎 男性 茨城県水戸市 2090 小室　政昭 男性 神奈川県川崎市 フリーライン 31:21:03

45 若林　隆史 男性 千葉県千葉市 ランジョグ 2091 齋藤　高志 男性 東京都清瀬市 31:27:53

2092 松村　郁男 男性 山梨県大月市 クロベエ  31:28:07

小江戸大江戸200ｋ　① 2093 松澤　孝仁 男性 千葉県野田市 31:29:33

No. 氏　　名 性別 住　所 所　　属 230ｋ記録 2094 倉阪　秀史 男性 千葉県千葉市 伊賀忍者ＲＣ 31:40:57

2001 矢野　聡史 男性 東京都江戸川区 viva ra vida 28:14:48 2095 立花　利之 男性 東京都板橋区 としびっち 31:41:04

2002 三宮　正裕 男性 茨城県守谷市 つくばランラボ 30:30:19 2096 天野　祐治 男性 東京都小平市 31:41:32

200ｋ記録 2097 飴本　義一 男性 神奈川県横浜市 ＤＭＪ 31:43:06

2003 高橋　伸幸 男性 東京都新宿区 チーム走人 20:47:15 2098 斎藤　駿 男性 新潟県新潟市 31:43:36

2004 渋谷　一秀 男性 東京都武蔵野市 日本１００マイルクラブ 21:42:49 2099 坂田　満 男性 東京都北区 HADASHi 31:51:43

2005 林　伸樹 男性 東京都東大和市 チーム凰 22:17:33 2100 田中　英子 女性 大阪府箕面市 31:52:06

2006 梅澤　功 男性 埼玉県志木市 チーム凰 22:31:34 2101 守谷　佳子 女性 神奈川県海老名市 31:54:30

2007 上土井　守 男性 神奈川県川崎市 ｔｅａｍ－Ｇ 22:53:32 2102 斎藤　哲夫 男性 埼玉県入間郡 武蔵UMC    31:55:25

2008 佐藤　善丈 男性 東京都葛飾区 23:18:28 2103 山本　健之 男性 東京都江東区 深川ランナーズ 32:06:16

2009 前田　芳樹 男性 東京都練馬区 ランナーズハイ 23:23:53 2104 黒田　悠子 女性 東京都西東京市 32:07:33

2010 大川　紀夫 男性 東京都大田区 23:33:05 2105 宮崎　一郎 男性 東京都江東区 ヒマラヤン 32:08:23

2011 林　達雄 男性 神奈川県川崎市 パワーアップ光の国 23:50:52 2106 細井　辰夫 男性 東京都世田谷区 32:09:45

2012 廣澤　志保 女性 神奈川県横浜市 24:17:03 2107 入谷　淳 男性 東京都港区 32:11:26

2013 白倉　嵩大 男性 大阪府大阪市 24:23:19 2108 松田　嘉子 女性 大阪府大阪市 32:15:12

2014 稲村　淳 男性 神奈川県横浜市 チ－ム100マイル 25:01:21 2109 柳沢　猛 男性 神奈川県横浜市 フジヤマTRC 32:21:21

2015 林　哲生 男性 千葉県市川市 岩本町ＴＲＣ 25:03:32 2110 粟津　則和 男性 茨城県かすみがうら市ZENSHO 32:23:43

2016 内藤　朋之 男性 東京都中野区 やなぎ会 25:06:43 2111 鎌田　啓吾 男性 神奈川県相模原市 長崎金太郎会 32:24:09

2017 二井　信 男性 埼玉県坂戸市 武蔵ウルトラマラソンクラブ 25:09:43 2112 棚町　泰浩 男性 埼玉県坂戸市 川越消防RC 32:24:38

2018 高濱　康弘 男性 神奈川県川崎市 25:15:02 2113 野崎　進一 男性 東京都府中市 武蔵ウルトラマラソンクラブ 32:27:16

2019 高木　進太 男性 東京都府中市 25:16:41 2114 長谷川　玲子 女性 神奈川県川崎市 32:28:54

2020 山村　浩太郎 男性 埼玉県川越市 25:27:00 2115 島村　智子 女性 東京都足立区 小江戸大江戸ＴＷ 32:29:15

2021 河野　正典 男性 埼玉県川越市 25:54:41 2116 南　憲次 男性 東京都江東区 チーム河野 32:34:32

2022 田上　健一 男性 東京都江戸川区 土手男 26:27:14 2117 中村　明功 男性 神奈川県横浜市 ★あきのぽん★ 32:35:12

2023 米澤　治文 男性 広島県広島市 チームメドック 26:33:18 2118 片山　直幸 男性 兵庫県小野市 32:35:59

2024 橋野　泰明 男性 滋賀県草津市 26:35:00 2119 鈴木　綾子 女性 東京都町田市 ウルトラゾンビ 32:36:59

2025 山崎　一樹 男性 神奈川県小田原市 フル百楽走会 26:40:39 2120 小野　和清 男性 栃木県塩谷郡 7UP 32:40:04

2026 山崎　勝 男性 千葉県松戸市 根本第八町会 26:50:58 2121 郡山　大介 男性 千葉県市川市 32:42:46

2027 馬場　誠 男性 東京都文京区 26:52:07 2122 榎本　貴仁 男性 東京都江東区 チームエモヤン 32:42:53

2028 大谷　康彦 男性 千葉県君津市 27:13:48 2123 及川　光紀 男性 千葉県柏市 32:47:07

2029 長瀬　康一 男性 千葉県松戸市 ★小鳥キッス★ 27:22:25 2124 斉藤　秀樹 男性 東京都江戸川区 32:47:11

2030 渡邊　賢二 男性 千葉県千葉市 A-RUN習志野 27:26:20 2125 太田　昌宏 男性 岡山県倉敷市 ＵＬＴＲＡ　ＳＯＵＬ 32:47:57

2031 中垣内　敦詞 男性 愛知県春日井市 27:38:26 2126 栗山　昌也 男性 神奈川県川崎市 つじかぜAC 32:50:15

2032 福澤　直樹 男性 東京都武蔵村山市 nao山に行く 27:40:28 2127 角田　英一 男性 山梨県山梨市 クロイチ 32:51:55

2033 清水　嘉男 男性 千葉県船橋市 27:40:40 2128 佐藤　良之 男性 神奈川県高座郡 32:53:24

2034 高橋　裕子 女性 東京都練馬区 27:45:30 2129 勝呂　泰弘 男性 静岡県静岡市 32:54:39

2035 荻巣　隆史 男性 愛知県春日井市 27:46:02 2130 堀篭　宏章 男性 埼玉県さいたま市 32:59:56

2036 高村　俊介 男性 埼玉県さいたま市 べるっぽくらぶ 27:46:44 2131 坂　宏明 男性 千葉県佐倉市 ナイスおっさん！ 33:06:44

2037 浅野　定逸 男性 愛知県豊明市 チームすー。 28:04:43 2132 岡　至明 男性 新潟県東蒲原郡 33:09:02

2038 松岡　亮 男性 埼玉県日高市 3UP.裸足 28:17:27 2133 谷口　早苗 女性 埼玉県蕨市 アメフレック 33:11:48

2039 沓掛　健一 男性 茨城県那珂郡 28:26:08 2134 鏡畑　良弘 男性 東京都町田市 鎌倉ゆるゆるﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 33:14:30

2040 佐藤　大輔 男性 茨城県古河市 mtrf1332 28:27:01 2135 牧野　克彦 男性 東京都新宿区 33:19:04

2041 大橋　寛憲 男性 福島県福島市 福島医大 28:29:14 2136 吉川　昌宏 男性 東京都港区 33:19:13

2042 森　栄樹 男性 東京都中央区 28:31:46 2137 米澤　佳愛 女性 広島県広島市 33:19:15

2043 桑田　尚之 男性 東京都武蔵野市 えびらん 28:37:01 2138 矢部　賢一 男性 京都府京都市 増田医科器械 33:22:47

2044 堺　隆一 男性 東京都板橋区 28:42:20 2139 北口　和彦 男性 大阪府高槻市 33:22:59

2045 榎本　洋司 男性 埼玉県さいたま市 28:42:45 2140 辻野　喜仁 男性 東京都板橋区 33:23:26



小江戸大江戸200ｋ　③ 小江戸大江戸200ｋ　④

No. 氏　　名 性別 住　所 所　　属 200ｋ記録 No. 氏　　名 性別 住　所 所　　属 200ｋ記録
2141 佐藤　敬三 男性 埼玉県さいたま市 アステラスＲＣ 33:26:04 2236 村上　恭子 女性 神奈川県横浜市 35:37:00

2142 佐藤　智典 男性 埼玉県さいたま市 どM倶楽部 33:28:12 2237 中西　めぐみ 女性 愛知県名古屋市 ＴＤＢ 35:37:53

2143 櫻井　宏一 男性 東京都世田谷区 33:31:17 2238 矢崎　義光 男性 東京都足立区 ＲＣ砂田会 35:38:03

2144 本井　利生 男性 東京都板橋区 33:31:56 2239 田辺　絹子 女性 東京都葛飾区 ＪＶーｃｌｕｂ 35:38:12

2145 木下　敦 男性 東京都中央区 33:33:34 2240 谷　佳紀 男性 神奈川県相模原市 UMML 35:38:48

2146 野口　泰由 男性 栃木県宇都宮市 猛走魂 33:36:20 2241 河合　洋介 男性 宮城県仙台市 風恋洞  35:39:07

2147 藤懸　快至 男性 埼玉県新座市 光の国60ｓ 33:39:11 2242 馬場　満 男性 埼玉県さいたま市 TEAM 75 35:39:42

2148 寺田　泰宏 男性 神奈川県横浜市 はなマラソン部 33:41:13 2243 高橋　朗 男性 神奈川県横浜市 35:40:29

2149 永田　誠一 男性 福岡県福岡市 33:41:59 2244 嶋津　和行 男性 東京都府中市 ひとりの会 35:41:08

2150 小森　浩志 男性 東京都新宿区 ＳＣＣ－Ｎ派 33:43:22 2245 辰巳　順一 男性 神奈川県横浜市 フル百回楽走会 35:41:09

2151 宇佐美　展子 女性 三重県伊賀市 33:43:49 2246 佐々木　信二 男性 東京都渋谷区 小江戸大江戸TW 35:41:52

2152 上山　等 男性 東京都江戸川区 テプスコ 33:44:38 2247 高嶋　健次郎 男性 山梨県山梨市 似顔絵マン 35:42:25

2153 石川　健一 男性 神奈川県横浜市 フル百回楽走会 33:46:59 2248 谷川　昌之 男性 東京都中野区 きんさい家FRC 35:42:45

2154 北川　剛史 男性 千葉県市川市 ＴＥＡＭ２３４ 33:49:55 2249 小谷内　正人 男性 石川県加賀市 マイティトライアスロンｸﾗﾌﾞ 35:44:26

2155 山田　哲夫 男性 東京都多摩市 NECカメノコ 33:50:00 2250 吉田　洋介 男性 長野県諏訪郡 35:44:50

2156 北田　明生 男性 東京都練馬区 光の国60'S 33:50:12 2251 中上　修 男性 三重県鈴鹿市 OMC 35:46:36

2157 山本　将史 男性 東京都世田谷区 33:51:33 2252 鈴木　健司 男性 埼玉県さいたま市 reric 35:47:14

2158 田中　実 男性 山梨県南巨摩郡 33:52:40 2253 猶原　信幸 男性 東京都狛江市 35:47:47

2159 松田　和也 男性 石川県羽咋市 ＧＡＬＡＸＹ 33:53:22 2254 古川　満 男性 東京都中央区 35:48:18

2160 山田　篤司 男性 神奈川県川崎市 RUNTM 33:54:46 2255 小山　智久 男性 東京都世田谷区 飛脚 35:48:46

2161 黒田　昌宏 男性 東京都西東京市 33:55:05 2256 布山　伸江 女性 東京都江東区 トラベルＤＢ 35:49:09

2162 宮島　悟史 男性 千葉県市川市 33:56:18 2257 布施　光浩 男性 千葉県匝瑳市 チームあろ～は 35:49:27

2163 久光　志保 女性 宮城県仙台市 仙台明走会 33:57:24 2258 長谷川　雄 男性 神奈川県相模原市 山たのクラブ 35:50:27

2164 加藤　奈津子 女性 宮城県仙台市 仙台明走会 33:58:35 2259 青木　拓哉 男性 東京都港区 ラビットフットランニングクラブ

2165 後藤　孝明 男性 静岡県浜松市 浜松ホトニクス 34:04:52 2260 赤松　茂 男性 静岡県沼津市 ランニコ部

2166 小池　宏明 男性 福島県福島市 ふくしまＴＲＣ 34:07:01 2261 浅倉　光人 男性 茨城県鹿嶋市

2167 須永　任一 男性 千葉県柏市 山猿 34:07:18 2262 浅海　鋼二 男性 山口県下関市 山口県酪

2168 村本　修 男性 神奈川県川崎市 新ゆり走遊会 34:09:02 2263 芦澤　良太 男性 山梨県南巨摩郡

2169 冨澤　章文 男性 東京都葛飾区 虎の穴 34:12:29 2264 阿部　利津子 女性 岐阜県本巣市

2170 竹永　聡子 女性 東京都練馬区 34:15:13 2265 荒木　智格 男性 埼玉県川口市

2171 吉澤　圓 男性 栃木県那須塩原市 34:15:44 2266 安齋　純司 男性 東京都昭島市

2172 芳賀　達也 男性 東京都世田谷区 ULTRA SOUL 東京 34:19:16 2267 安濃　隆弘 男性 神奈川県川崎市

2173 大木　克仁 男性 東京都江戸川区 アロハ野郎 34:19:56 2268 飯高　ゆうみ 女性 東京都府中市 のらねこ

2174 齋藤　ゆう子 女性 埼玉県飯能市 34:20:01 2269 飯野　光徳 男性 東京都国分寺市

2175 白崎　涼介 男性 東京都板橋区 34:20:50 2270 池田　征寛 男性 東京都江東区 岩本町ＴＲＣ

2176 霜下　英之 男性 東京都板橋区 34:21:29 2271 石川　太郎 男性 千葉県千葉市

2177 額田　聡子 女性 千葉県東金市 34:25:45 2272 石黒　美由紀 女性 東京都小金井市

2178 小嶋　一樹 男性 東京都調布市 34:27:14 2273 石崎　清和 男性 埼玉県新座市 エビラン

2179 川島　俊博 男性 茨城県常総市 小江戸大江戸ﾄﾚﾆｯｸﾜｰﾙﾄﾞ 34:28:31 2274 石島　丈晴 男性 東京都品川区

2180 長谷川　貴史 男性 埼玉県朝霞市 小江戸大江戸TW 34:29:43 2275 伊豆倉　健城 男性 東京都葛飾区 食堂パレス

2181 廣畠　清美 男性 神奈川県相模原市 34:31:45 2276 泉　寛之 男性 茨城県結城市

2182 河野　昌子 女性 茨城県水戸市 34:36:49 2277 伊藤　寿行 男性 埼玉県草加市

2183 高安　理 男性 茨城県水戸市 34:36:50 2278 糸賀　卓也 男性 茨城県稲敷郡 美浦ＴＲＣ

2184 浅井　麻利子 女性 千葉県富里市 34:36:55 2279 岩城　克典 男性 埼玉県所沢市

2185 松浦　拓郎 男性 神奈川県横浜市 34:38:36 2280 宇野　英隆 男性 福島県南相馬市

2186 岡田　政司 男性 東京都昭島市 34:38:58 2281 梅野　道明 男性 千葉県千葉市 袖ヶ浦かけっこ

2187 佐藤　絵里 女性 大阪府富田林市 morethan100 34:39:52 2282 卜部　光司 男性 奈良県生駒市 YMRC

2188 佐藤　広之 男性 埼玉県富士見市 34:40:06 2283 大島　航 男性 埼玉県富士見市

2189 荒井　邦忠 男性 東京都台東区 34:40:42 2284 太田　努 男性 神奈川県川崎市

2190 室山　亜希子 女性 神奈川県相模原市 34:42:50 2285 大高　かほり 女性 千葉県松戸市

2191 大槻　実 男性 神奈川県相模原市 34:43:06 2286 大森　整 男性 茨城県守谷市

2192 丹羽　眞寿美 女性 岐阜県多治見市 ラルム♪山荘 34:46:12 2287 大森　真美 女性 愛知県江南市

2193 興梠　冬樹 男性 東京都東久留米市 猛走会 34:46:57 2288 小貝　得光 男性 埼玉県熊谷市

2194 外　武志 男性 石川県金沢市 樂走組 34:48:02 2289 岡田　達哉 男性 埼玉県富士見市

2195 篠山　和子 女性 東京都板橋区 34:48:56 2290 緒方　実 男性 埼玉県鶴ヶ島市 TW

2196 長谷川　愛 女性 東京都板橋区 腹ペコ 34:56:10 2291 小川　暁子 女性 広島県広島市

2197 加藤　浩高 男性 東京都八王子市 34:57:16 2292 奥田　博章 男性 東京都墨田区 すみだRC

2198 関　誠 男性 埼玉県川越市 チームプランナー 35:01:51 2293 奥野　博士 男性 長野県長野市

2199 田口　カオル 女性 埼玉県和光市 光の国60’  35:02:03 2294 小澤　弘和 男性 埼玉県川口市

2200 出口　進 男性 秋田県秋田市 宮城UMC 35:02:15 2295 小野　辰夫 男性 東京都葛飾区

2201 出口　香 女性 宮城県仙台市 宮城UMC 35:02:22 2296 小野　幸輝 男性 愛知県安城市

2202 青山　美樹子 女性 東京都中央区 全ヅラ連 35:03:22 2297 柿野　誠 男性 愛知県西尾市

2203 浅野　大志 男性 東京都板橋区 35:03:43 2298 数澤　真也 男性 東京都板橋区 小江戸大江戸TW　

2204 廣木　正行 男性 東京都三鷹市 チーム寿花 35:08:09 2299 片山　正人 男性 千葉県千葉市

2205 村田　稔 男性 大阪府大阪狭山市 morethan100 35:09:15 2300 加藤　利隆 男性 東京都練馬区

2206 柳沢智和 男性 埼玉県狭山市 35:11:15 2301 加藤　泰雄 男性 東京都江東区

2207 木下　英輔 男性 東京都町田市 35:12:45 2302 加藤　陽造 男性 東京都荒川区

2208 大橋　清文 男性 東京都調布市 ぬらりひょん 35:12:49 2303 金村　隼介 男性 埼玉県川口市

2209 小本　雅隆 男性 埼玉県川口市 航空自衛隊 35:12:56 2304 椛島　健太 男性 東京都江東区

2210 伊澤　忠支 男性 東京都八王子市 35:13:13 2305 鏑木　知穂 女性 東京都八王子市 老体オールスターズ

2211 佐戸　和美 女性 東京都中央区 チームことり 35:14:23 2306 上口　恭生 男性 神奈川県横浜市 チーム銀座

2212 池田　久美子 女性 東京都港区 35:14:51 2307 菊池　広明 男性 埼玉県さいたま市 浦和駄馬の会

2213 玉城　清政 男性 神奈川県横浜市 35:17:20 2308 菊池　裕史 男性 愛知県安城市 ホリデイＳＣ

2214 滝澤　栄介 男性 千葉県船橋市 株式会社吉田 35:17:51 2309 北島　一広 男性 茨城県結城市

2215 石川　憲一 男性 東京都武蔵野市 ＭＹ　ＳＴＡＲ 35:18:12 2310 橘田　哲也 男性 山梨県甲府市 ＭＹＳＴＡＲ

2216 相澤　征野 男性 東京都世田谷区 35:19:25 2311 木村　哲 男性 東京都葛飾区

2217 阿部　博史 男性 新潟県長岡市 立川綜合病院 35:20:43 2312 工藤　伸治 男性 静岡県静岡市 オレトレ

2218 若狹　一洋 男性 東京都大田区 AJたまがわ 35:21:59 2313 栗山　聡 男性 東京都町田市 チーム寿花

2219 泉　邦和 男性 埼玉県蕨市 35:23:24 2314 小出　裕 男性 神奈川県座間市

2220 坂巻　順子 女性 埼玉県北葛飾郡 35:25:51 2315 河野　悦子 女性 千葉県千葉市 日本草むしり党

2221 瀬川　宏 男性 東京都八王子市 予備自ランナーズ 35:26:15 2316 小杉　尊道 男性 東京都府中市

2222 新居　直実 男性 埼玉県川口市 35:26:32 2317 小塚　哲也 男性 埼玉県鴻巣市 鴻巣楽しく走る会

2223 井上　恵子 女性 神奈川県横浜市 35:27:52 2318 小林　健二 男性 長野県長野市

2224 木山　修二 男性 東京都荒川区 35:29:45 2319 小林　義和 男性 茨城県坂東市

2225 宮田　誠司 男性 福岡県福岡市 ニチレイ 35:30:47 2320 小林　佳子 女性 埼玉県戸田市

2226 木戸　智行 男性 神奈川県板橋区 しろくま一族 35:30:50 2321 小山　かおり 女性 東京都大田区

2227 山口　真一郎 男性 神奈川県川崎市 35:31:57 2322 今田　麻美 女性 東京都北区

2228 石塚　知美 女性 埼玉県戸田市 彩湖ランニング 35:33:11 2323 近藤　博史 男性 千葉県八千代市

2229 益田　慎一郎 男性 東京都練馬区 35:33:13 2324 近内　京太 男性 東京都文京区 丸の内総合法律事務所

2230 佐藤　博樹 男性 東京都目黒区 短パンゲイ脳 35:34:13 2325 西明　宏之 男性 東京都品川区

2231 信夫　克也 男性 東京都国立市 35:34:43 2326 阪上　浩史 男性 埼玉県さいたま市

2232 小林　勝已 男性 東京都板橋区 35:34:53 2327 佐藤　恵里 女性 東京都荒川区

2233 小谷　邦彦 男性 埼玉県行田市 MOVE FAST 35:35:08 2328 佐藤　利文 男性 福島県いわき市

2234 三浦　耕司 男性 東京都江東区 ヴィクトリア 35:35:25 2329 佐藤　真知 女性 東京都八王子市

2235 寺田　智哉 男性 東京都江東区 RRT 35:36:05 2330 佐藤　康幸 男性 千葉県千葉市 ドレトレ
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2331 柴原　淳 男性 京都府城陽市 チームぐわぁ 901 浅海　路史 男性 埼玉県富士見市

2332 渋谷　朋洋 男性 三重県四日市 三重陸上競技協会 902 阿部　賢 男性 神奈川県川崎市

2333 島田　正悟 男性 東京都羽村市 羽村　島田 903 粟野　浩之 男性 京都府城陽市

2334 嶋村　幸治 男性 東京都八王子市 904 飯山　美由紀　 女性 東京都練馬区 Greens

2335 清水　哲也 男性 長野県長野市 905 稲永　雄介 男性 東京都杉並区 ＳＤＩＮＧ

2336 清水　芳美 女性 埼玉県川越市 江戸くノ一組 906 井上　和仁 男性 埼玉県新座市 ランジョグ

2337 守隨　吉将 男性 東京都品川区 907 内野　定明 男性 埼玉県川越市 志ん五応援団

2338 杉浦　征人 男性 千葉県船橋市 908 江端　信吉 男性 埼玉県さいたま市 TBRC

2339 鈴木　乙郎 男性 東京都練馬区 ヤマト運輸 909 海老澤　昌史 男性 神奈川県横浜市 好走楽部

2340 鈴木　敬二 男性 神奈川県相模原市 相模原走ろう会 910 遠藤　英樹 男性 千葉県流山市

2341 鈴木　康一 男性 埼玉県さいたま市 ＡＳＲｕｎ 911 大久保　里恭 女性 東京都東久留米市

2342 鈴木　利明 男性 神奈川県横須賀市 912 大澤　浩平 男性 埼玉県さいたま市 チーム亀太郎

2343 鈴木　文男 男性 新潟県新潟市 チームぶんちん 913 大平　信裕 男性 東京都八王子市 みなみ野ＲＣ

2344 住岡　昌俊 男性 埼玉県川越市 とおりゃんせ 914 大辻　恵美子 女性 埼玉県さいたま市 錦ヶ原走遊会

2345 駿谷　明宏 男性 東京都江東区 915 大原　秀一 男性 千葉県鎌ケ谷市

2346 曽根　良介 男性 静岡県焼津市 916 尾崎　遥 女性 茨城県水戸市 RUNS

2347 高野　真彦 男性 埼玉県小平市 917 小山内　涼 男性 埼玉県さいたま市 さいたまし

2348 高橋　菊正 男性 東京都目黒区 918 小畑　敬 男性 茨城県那珂郡

2349 竹内　健一 男性 愛知県知多市 919 加来　義信　 男性 神奈川県相模原市 陸蒸気走友会

2350 武田　和徳 男性 長野県長野市 920 勝俣　晃 男性 神奈川県横浜市

2351 田尻　秀一 男性 長野県長野市 信州トレマン 921 勝俣　奈緒美 女性 神奈川県横浜市

2352 館野　久之 男性 神奈川県鎌倉市 922 金子　康博 男性 石川県金沢市 朝練部

2353 田中　薫 女性 神奈川県大和市 923 神長　孝行 男性 茨城県那珂郡

2354 千田　奈歩 女性 千葉県柏市 924 川本　礼子 女性 岐阜県不破郡 チームすー。

2355 塚田　晃二 男性 長野県長野市 信州トレマン 925 岸川　嘉代 女性 埼玉県狭山市

2356 傳田　尚徳 男性 千葉県市川市 なの花薬局 926 木村　英樹 男性 東京都中野区 大高建設二輪部二脚編

2357 戸田　武芳 男性 神奈川県平塚市 927 清野　和浩 男性 千葉県松戸市 Ultra根本魂！

2358 直林　広高 男性 埼玉県富士見市 Greens 928 久保　直樹 男性 埼玉県ふじみ野市

2359 中里　樹 男性 東京都大田区 T４ 929 倉上　大祐 男性 宮城県仙台市

2360 中田　和彦 男性 兵庫県神戸市 星陵高校 930 楜沢　康博 男性 茨城県石岡市 ミルクハウス

2361 中村　考英 男性 埼玉県上尾市 931 黒瀬　博昭 男性 神奈川県横浜市

2362 中村　尚人 男性 福島県郡山市 チーム２００ 932 鯉沼　祐樹 男性 茨城県古河市

2363 中村　寛亮 男性 三重県鈴鹿市 933 郷谷　さと美 女性 富山県富山市

2364 中村　洋美 女性 滋賀県湖南市 934 小嶋　園子 女性 東京都世田谷区

2365 中村　磨美 女性 神奈川県横浜市 935 小松　裕美 女性 愛知県名古屋市

2366 中本　逸恵 女性 兵庫県神戸市 936 齊藤　浩 男性 埼玉県ふじみ野市

2367 行木　大 男性 東京都品川区 937 齊藤　祐一 男性 富山県富山市

2368 西城戸　智 男性 神奈川県横浜市 938 佐久間　健 男性 福島県郡山市

2369 韮澤　純二 男性 神奈川県川崎市 939 桜井　克己 男性 東京都江東区

2370 野村　和孝 男性 愛知県海部郡 TKR 940 佐藤　辰哉 男性 東京都練馬区

2371 橋本　裕美 女性 青森県弘前市 ハニーグッド 941 志賀　千秋 女性 千葉県白井市 ニッポンランナー

2372 服部　伸 男性 茨城県龍ケ崎市 牛久走友会 942 渋谷　俊樹 男性 神奈川県横浜市 Ｇｒｅｅｎｓ

2373 濱崎　祐介 男性 東京都品川区 イオマーレ 943 下田　洋子 女性 東京都葛飾区

2374 濱中　隆次 男性 東京都渋谷区 944 白水　啓介 男性 茨城県守谷市 THRC

2375 坂東　良晃 男性 徳島県徳島市 バカロード 945 鈴木　美枝 女性 東京都中野区 小江戸大江戸ＴＷ

2376 番場　雄樹 男性 埼玉県久喜市 946 鈴木　三香子 女性 東京都文京区

2377 樋口　玲貴 女性 北海道札幌市 チームからふる 947 瀬下　武志 男性 千葉県船橋市

2378 樋口　昌彦 男性 東京都杉並区 ウルトラプロジェクト 948 多田　広幸 男性 埼玉県新宿区

2379 肘井　直人 男性 東京都江東区 制御技研RC 949 巽　美紀 女性 東京都世田谷区

2380 平賀　貴行 男性 新潟県新潟市 LMAC 950 田中久仁子 女性 埼玉県朝霞市 日本１００マイルクラブ

2381 福井　康太 男性 神奈川県小田原市 951 田中　祥貴 男性 埼玉県さいたま市

2382 福江　和則 男性 東京都府中市 952 田辺　聖子 女性 埼玉県戸田市 彩湖ランニング

2383 福嶋　美奈子 女性 東京都小金井市 953 玉井　達也 男性 東京都墨田区

2384 福森　繁 男性 大阪府吹田市 ディップ倶楽部 954 田村　しのぶ 女性 茨城県稲敷郡

2385 藤田　志津代 女性 長野県長野市 信州トレマン 955 Dala　Joey 男性 東京都府中市

2386 藤田　博久 男性 東京都北区 ラン友 956 千葉　愛子 女性 東京都新宿区 しろくま一族

2387 藤原　一清 男性 千葉県千葉市 チーム秋の道 957 中澤　重美 女性 神奈川県相模原市

2388 藤原　剛 男性 千葉県柏市 958 永島　弘 男性 埼玉県蕨市 おつまみ～ず

2389 布施　智之 男性 埼玉県さいたま市 ALLOUT 959 中野　晃二 男性 埼玉県川越市 川越走友会

2390 古平　晃洋 男性 東京都台東区 960 中屋敷　晃通 男性 東京都中野区

2391 星　麻樹 女性 東京都品川区 弘前公園RC 961 西野　厚 男性 埼玉県草加市

2392 星名　孝修 男性 新潟県新潟市 962 西山　寿明 男性 神奈川県横浜市

2393 星野　克茂 男性 東京都世田谷区 963 長谷川　謙治 男性 福島県いわき市 トラベルｄｂ

2394 前田　俊弘 男性 宮城県仙台市 東京陸協 964 畑中　佳那子 女性 東京都台東区

2395 前泊　桂丞 男性 埼玉県さいたま市 ランジョグ 965 原　直子 女性 埼玉県比企郡

2396 町田　竜太郎 男性 埼玉県比企郡 966 原田　佳典 男性 東京都葛飾区 Ｇｒｅｅｎ'ｓ

2397 松井　豊 男性 千葉県柏市 967 深堀　俊輔 男性 千葉県船橋市

2398 松井　理恵 女性 千葉県柏市 968 深堀　由美 女性 千葉県船橋市

2399 松尾　潤 男性 神奈川県川崎市 969 福田　利勝 男性 埼玉県東松山市

2400 松岡　修平 男性 千葉県流山市 へべれけ 970 本田　和彦 男性 神奈川県川崎市 快体健歩RC

2401 松田　清英 男性 茨城県ひたちなか市 971 牧瀬　亜希彦 男性 神奈川県藤沢市 いずみのB E

2402 松本　裕行 男性 埼玉県ふじみ野市 日本 972 馬越　正明 男性 神奈川県海老名市

2403 三木　孝之 男性 東京都練馬区 ラン友 973 松下　純子 女性 東京都狛江市 Ｄ．Ｒ．ＡC

2404 皆木　康英 男性 埼玉県川越市 R254 974 松原　崇晃 男性 東京都八王子市 佐藤秀

2405 峰岸　弘輔 男性 山梨県韮崎市 975 松村　多恵子 女性 神奈川県相模原市

2406 宮島　まり 女性 埼玉県草加市 976 松本　望 女性 神奈川県横浜市

2407 宮島　光弘 男性 長野県長野市 977 丸山　武宏 男性 東京都中野区 共和陸送

2408 村川　朋宏 男性 埼玉県さいたま市 978 三沢　織江 女性 神奈川県厚木市

2409 最上　格 男性 東京都小平市 鹿島建設 979 三澤　弘幸 男性 山形県山形市

2410 森田　順也 男性 東京都府中市 タイフーン3号 980 水上　清一郎 男性 東京都品川区

2411 八重樫　智彦 男性 愛知県春日井市 菊里クラブ 981 宮崎　靖大 男性 神奈川県横浜市

2412 安井　智子 女性 神奈川県川崎市 982 村橋　史彦 男性 茨城県水戸市 茨城ジョガーズ

2413 簗瀬　渉 男性 東京都練馬区 983 元永　久美 女性 東京都江東区

2414 山崎　聖子 女性 東京都足立区 984 矢崎　登美子 女性 東京都足立区 ＲＣ砂田会

2415 山崎　伸広 男性 東京都足立区 985 山口　政隆 男性 東京都中央区 アキランメイツ

2416 山崎　裕子 女性 神奈川県川崎市 986 吉井　昭裕 男性 埼玉県比企郡 小川Oyazi'z

2417 山崎　祐介 男性 東京都江戸川区 987 吉崎　伸之 男性 東京都青梅市 ラン友

2418 山田　祐美子 女性 埼玉県和光市 988 吉田　佳代子 女性 東京都練馬区 美酒ラン

2419 山根　智 男性 東京都品川区 株式会社やまね 989 吉田　茂生 男性 千葉県市川市

2420 山谷　享誉 男性 東京都練馬区 シーレックスRC 990 吉田　竜二 男性 神奈川県川崎市

2421 吉　哲郎 男性 埼玉県蕨市 jst 991 鷲澤　雄一郎 男性 群馬県館林市

2422 吉清　一博 男性 東京都世田谷区 992 渡辺　由希子 女性 東京都豊島区

2423 若森　友見 男性 神奈川県座間市 993 渡辺　竜一 男性 埼玉県狭山市

2424 渡辺　順子 女性 神奈川県横浜市 円海山を走る会 招待 大野　洋子 女性 東京都練馬区 粉飴

2425 渡辺　なつみ 女性 東京都渋谷区
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No. 氏　　名 性別 住　所 所　　属 No. 氏　　名 性別 住　所 所　　属
1001 赤羽　伴内 男性 埼玉県さいたま市 ちーむまぽみこ 1096 佐藤　利夫 男性 神奈川県横浜市 パナソニックＹ

1002 安喜　健太郎 男性 東京都荒川区 1097 佐藤　素子 女性 東京都文京区 ORC

1003 浅井　勝 男性 東京都板橋区 UMML 1098 篠沢　明彦 男性 埼玉県さいたま市 ルチャリブレ

1004 浅井　翠 女性 静岡県静岡市 1099 柴田　佳恵 女性 東京都狛江市

1005 浅野　弘万 男性 千葉県市原市 チーム車座 1100 渋谷　美和 女性 神奈川県横浜市

1006 芦澤　千春 女性 山梨県南巨摩郡 1101 島田　順子 女性 東京都足立区

1007 東　輝幸 男性 新潟県新潟市 チームゆた 1102 清水　可奈子 女性 東京都板橋区

1008 阿部　明彦 男性 長崎県長崎市 1103 清水　秀雄 男性 大阪府吹田市

1009 阿部　壮夫 男性 東京都多摩市 1104 志村　大祐 男性 東京都大田区

1010 新井　孝典 男性 埼玉県川越市 1105 新治　厚 男性 神奈川県川崎市 トモズＲＣ

1011 新垣　愛里 女性 東京都墨田区 すみだランRun倶楽部 1106 神保　敦子 女性 長野県長野市 信州トレマン

1012 飯泉　由美子 女性 茨城県取手市 1107 末吉　英範 男性 東京都清瀬市

1013 飯田　勝己 男性 神奈川県横浜市 1108 菅本　潔 男性 東京都中野区 軍団ひとり

1014 飯島　直美 女性 東京都北区 チーム凰　　　　　　 1109 鈴木　直樹 男性 神奈川県鎌倉市 GRT

1015 五十嵐　龍彦 男性 埼玉県さいたま市 1110 須藤　裕実 男性 神奈川県横浜市

1016 池田　則子 女性 北海道札幌市 ナイアガラ 1111 五月女　仁 男性 埼玉県さいたま市 ランジョグ

1017 池田　裕治 男性 東京都国立市 1112 高木　洋平 男性 東京都昭島市

1018 池谷　義昭 男性 東京都あきる野市 タマウラヤマ族 1113 高橋　沙南 女性 神奈川県川崎市

1019 石井　博也 男性 千葉県市川市 1114 高橋　正 男性 東京都杉並区

1020 石井　学 男性 千葉県富里市 1115 田口　亮 男性 静岡県沼津市

1021 石川　弘 男性 埼玉県さいたま市 アステラス 1116 田嶋　祐次 男性 東京都調布市

1022 石山 徹 男性 東京都足立区 サムズアップ 1117 伊達　孝志 男性 東京都大田区

1023 市村　恵都子 女性 東京都調布市 1118 田中　眞二 男性 東京都練馬区

1024 伊藤　健一 男性 神奈川県川崎市 日本 1119 田淵　秀広 男性 岡山県井原市

1025 伊藤　敏之 男性 長野県上伊那郡 1120 樽井　久二光 男性 富山県下新川郡 狼軍団

1026 稲田　光弘 男性 東京都新宿区 オジサンズ 1121 千葉　弘子 女性 埼玉県上尾市

1027 井上　明日香 女性 千葉県千葉市 しろくま一族 1122 中馬　和子 女性 東京都中央区

1028 今村　公治 男性 愛知県大府市 1123 津田　賢二 男性 東京都調布市 顔マラソン ワラーチ部

1029 岩崎　真吾 男性 埼玉県三郷市 1124 土屋　健一 男性 埼玉県日高市

1030 上村　亮太 男性 東京都八王子市 1125 津守　良彦 男性 東京都世田谷区

1031 内田　和樹 男性 東京都練馬区 ORC 1126 鶴田　園子 女性 群馬県高崎市 GRT

1032 内海　暢子 女性 東京都日野市 1127 手塚　崇夫 男性 栃木県芳賀郡 猛走魂

1033 鵜木　桂 女性 千葉県千葉市 1128 遠坂　凛 男性 山梨県甲府市 チーム極上生徒会

1034 梅森　正信 男性 埼玉県さいたま市 与野FCH 1129 冨岡　弘行 男性 神奈川県川崎市

1035 雲藤　健 男性 茨城県日立市 あかべこ/太田走友会 1130 富山　利政 男性 東京都板橋区

1036 圓城　達也 男性 茨城県稲敷郡 1131 永井　幸子 女性 栃木県宇都宮市 猛走魂

1037 遠藤　美樹 女性 千葉県山武郡 武蔵ウルトラマラソンクラブ 1132 永田　忠寛 男性 神奈川県川崎市

1038 大神田　和志 男性 東京都足立区 いのぶた会 1133 中村　浩美 女性 東京都東村山市

1039 大澤　実 男性 群馬県前橋市 GRT 1134 根本　文明 男性 東京都練馬区 大江戸飛脚会

1040 大竹　政晴 男性 埼玉県鴻巣市 1135 野崎　かおり 女性 埼玉県川越市 ノリスケさん

1041 大塚　栄樹 男性 神奈川県藤沢市 1136 橋本　美佳 女性 福岡県福岡市

1042 大野　カズミ 男性 埼玉県川越市 埼玉BG走友会 1137 橋本　未来 女性 東京都世田谷区

1043 大橋　正彦 男性 北海道千歳市 注文の多い縞猫軒 1138 長谷川　珠実 女性 東京都世田谷区

1044 大矢　正則 男性 埼玉県熊谷市 熊谷別府魂走会 1139 服部　俊一 男性 東京都東村山市 RUN友

1045 大和田　稔 男性 茨城県那珂郡 1140 浜野幸三 男性 東京都町田市 巨人軍団

1046 岡崎　亮太 男性 愛知県名古屋市 1141 原　智美 女性 東京都世田谷区 フイナムランニングクラブ（白ハート）

1047 岡田　昭子 女性 大阪府藤井寺市 1142 平井　キヨタカ 男性 東京都渋谷区 Team Viva la Vida

1048 岡部　克則 男性 埼玉県和光市 1143 平野　純 男性 東京都墨田区 ケミカル

1049 岡本　晴彦 男性 東京都東村山市 チームハーレー 1144 藤岡　雅人 男性 茨城県稲敷市 ＮＥＣあびこ

1050 小川　洋 男性 東京都東京都大田区 1145 藤田　耕市 男性 神奈川県海老名市

1051 奥村　昌泰 男性 千葉県野田市 1146 藤田　司 男性 東京都世田谷区

1052 小崎　士郎 男性 東京都江戸川区 1147 藤野　学 男性 茨城県那珂郡

1053 小澤　尚司 男性 東京都墨田区 1148 藤本　悦子 女性 神奈川県川崎市

1054 小塩　修平 男性 石川県金沢市 金沢中央走ろう会 1149 舟橋　徹 男性 神奈川県横浜市

1055 小棚木　康晴 男性 東京都葛飾区 さる隊長 1150 細田　克己 男性 埼玉県所沢市

1056 小田原　裕子 女性 東京都豊島区 1151 細村　あづさ 女性 東京都世田谷区 セルベッサ

1057 尾中　秀樹 男性 神奈川県相模原市 チームおっT 1152 本田　学 男性 東京都中野区 西６走り隊

1058 小野　敦子 女性 東京都文京区 1153 前田　圭紀 男性 東京都国立市 青梅トレラン部

1059 海江田　真 男性 埼玉県和光市 1154 増井　和則 男性 宮城県仙台市 宮城UMC

1060 筧　友子 女性 東京都江東区 1155 松田　俊明 男性 東京都目黒区

1061 梶　美樹 女性 埼玉県さいたま市 1156 丸山　和良 男性 栃木県下野市

1062 加藤　弘一 男性 栃木県宇都宮市 1157 水間　洋則 男性 神奈川県川崎市 コー・ランナーズ

1063 加藤　純一 男性 埼玉県さいたま市 Ｇｒｅｅｎｓ 1158 三本　啓二 男性 千葉県市川市

1064 加藤　裕子 女性 東京都八王子市 1159 宮崎　裕子 女性 東京都杉並区 はにわ連

1065 金子　康代 女性 千葉県館山市 1160 宮武　滋 男性 神奈川県横浜市 La2RC

1066 金子　裕子 女性 東京都清瀬市 ラン友 1161 宮部　浩 男性 埼玉県朝霞市 AVRC埼玉

1067 川口　太郎 男性 埼玉県鶴ヶ島市 1162 宮本　建一 男性 大阪府大阪市

1068 河野　祐介 男性 神奈川県横浜市 WindRun 1163 宮本　浩之 男性 埼玉県所沢市 ユーアンドエス

1069 菅野　圭一 男性 神奈川県横浜市 1164 村木　俊徳 男性 東京都葛飾区 ナイスおっさん

1070 菊地　隆広 男性 山形県山形市 1165 村中　由紀 女性 東京都江東区

1071 菊池　光吉 男性 埼玉県朝霞市 1166 召田　貴章 男性 東京都千代田区

1072 菊池　洋子 女性 東京都大田区 1167 森　美佐子 女性 東京都三鷹市 La-2RC

1073 木田　直光 男性 埼玉県川越市 1168 八尾　浩輔 男性 千葉県流山市 ちばっくま

1074 北島　佑佳 女性 神奈川県横須賀市 1169 安武　貴司 男性 東京都杉並区

1075 北村　裕史 男性 千葉県千葉市 1170 柳川　敦夫 男性 東京都東久留米市 どＭ倶楽部

1076 北脇　稔 男性 茨城県取手市 1171 柳澤　道生 男性 神奈川県鎌倉市

1077 木戸　彩子 女性 東京都板橋区 しろくま一族 1172 籔本　嘉和 男性 千葉県千葉市

1078 絹田　結香 女性 愛知県名古屋市 1173 山口　眞弘 男性 群馬県伊勢崎市 GRT

1079 窪田　尚己 男性 神奈川県川崎市 日本酒RUN学会 1174 山口　美佐子 女性 神奈川県横浜市

1080 藏本　琢也 男性 東京都立川市 チームひいらぎ 1175 山崎　誠 男性 東京都板橋区 しろくま

1081 栗澤　誠 男性 東京都大田区 皇居木曜会 1176 山田　浩司 男性 埼玉県草加市

1082 栗原　正幸 男性 神奈川県川崎市 好走楽部 1177 山田　剛久 男性 埼玉県坂戸市 山田獣医科病院

1083 桑山　美紀 女性 神奈川県海老名市 1178 山谷　典子 女性 千葉県八千代市

1084 小口　貴夫 男性 栃木県宇都宮市 猛走魂 1179 山村　豊 男性 埼玉県川越市 とおりゃんせ

1085 小島　昭宏 男性 東京都武蔵野市 がんばれチチ 1180 山本　協 男性 東京都大田区

1086 五島　政博 男性 宮城県仙台市 仙台明走会 1181 吉永　裕之 男性 茨城県鹿嶋市

1087 小林　智夫 男性 大阪府茨木市 1182 義盛　文香 女性 東京都西東京市 どＭ倶楽部

1088 斉藤　恵保 男性 千葉県千葉市 鴨川走友会 1183 lee　kumrye 女性 東京都墨田区 すみラン

1089 斉藤　利幸 男性 東京都清瀬市 ORC 1184 渡部　弘之 男性 神奈川県横浜市

1090 齊藤　豪俊 男性 東京都港区 1185 渡辺　芳彦 男性 東京都大田区

1091 坂本　聖 男性 神奈川県横浜市

1092 坂本　隆太 男性 静岡県静岡市

1093 櫻澤　康 男性 新潟県三条市

1094 笹木　淳一 男性 神奈川県横浜市

1095 佐藤　秋 男性 神奈川県横浜市 Club阿闍梨


