
1 5032 遠藤　修 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 茨城県 44:52.273 00:00.000 17.92

2 5081 林崎 伸師 ﾊﾔｼｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 岩手県 べるえきっぷ 44:55.531 +00:03.258 17.90

3 5153 平城 孝高 ﾋﾗｷ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 越谷ﾚｲｸﾀｳﾝ 48:10.926 +03:18.653 16.69

4 5024 星　啓太 ﾎｼ ｹｲﾀ 栃木県 48:33.270 +03:40.997 16.56

5 5009 瓜生　克彦 ｳﾘｭｳ ｶﾂﾋｺ 茨城県 49:17.941 +04:25.668 16.31

6 5149 島崎 一也 ｼﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 ｼｬｰｸｱｲﾗﾝﾄﾞ 49:25.187 +04:32.914 16.27

7 5128 奥村 義広 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 ﾁｰﾑY･Saico 49:47.121 +04:54.848 16.15

8 5013 香月 英伸 ｶﾂｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 栃木県 福島森林管理署 50:21.902 +05:29.629 15.96

9 5055 斉藤　利幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 茨城県 50:55.891 +06:03.618 15.79

10 5106 佐川　和美 ｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾐ 福島県 51:54.680 +07:02.407 15.49

11 5016 菊池　達雄 ｷｸﾁ ﾀﾂｵ 栃木県 52:09.848 +07:17.575 15.41

12 5087 大関　光治 ｵｵｾﾞｷ ﾐﾂﾊﾙ 福島県 52:16.754 +07:24.481 15.38

13 5111 中久喜　正敬 ﾅｶｸｷ ﾏｻﾀｶ 栃木県 52:41.918 +07:49.645 15.26

14 5010 服部 隆志 ﾊｯﾄﾘ ﾀｶｼ 栃木県 あおば 52:51.203 +07:58.930 15.21

15 5006 佐々木　太志 ｻｻｷ ﾌﾄｼ 千葉県 53:03.535 +08:11.262 15.15

16 5150 前川　正彦 ﾏｴｶﾜ ﾏｻﾋｺ 茨城県 53:15.711 +08:23.438 15.10

17 5146 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 埼玉県 53:45.016 +08:52.743 14.96

18 5156 山田　英夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 54:10.695 +09:18.422 14.84

19 5143 福元　幸太郎 ﾌｸﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県 54:12.945 +09:20.672 14.83

20 5043 川上　幸司 ｶﾜｶﾐ ｺｳｼﾞ 栃木県 55:15.691 +10:23.418 14.55

21 5062 二村 孝 ﾌﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 831 55:29.844 +10:37.571 14.49

22 5142 鷺谷　茂 ｻｷﾞﾔ ｼｹﾞﾙ 茨城県 55:32.508 +10:40.235 14.48

23 5131 立川 満 ﾀﾁｶﾜ ﾐﾂﾙ 東京都 ﾗﾊﾞﾈﾛ 55:38.008 +10:45.735 14.45

24 5045 藤田　秀樹 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 福島県 56:16.102 +11:23.829 14.29

25 5145 兼子　辰治 ｶﾈｺ ｼﾝｼﾞ 茨城県 56:58.352 +12:06.079 14.11

26 5141 瀧口　吉郎 ﾀｷｸﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 東京都 57:05.379 +12:13.106 14.08

27 5097 景山　茂 ｶｹﾞﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 栃木県 57:10.441 +12:18.168 14.06

28 5102 花嶋 泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 Flecha 57:10.574 +12:18.301 14.06

29 5103 鈴木 昭弘 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 57:13.355 +12:21.082 14.05

30 5086 森川 昭文 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾌﾐ 群馬県 髪人 57:23.883 +12:31.610 14.01

31 5147 広川 史典 ﾋﾛｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 ﾁｰﾑBMﾚｰｼﾝｸﾞ 57:44.992 +12:52.719 13.92

32 5047 奈良部 明彦 ﾅﾗﾌﾞ ｱｷﾋｺ 栃木県 58:33.270 +13:40.997 13.73

33 5051 小川　晃 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾗ 千葉県 58:48.676 +13:56.403 13.67

34 5028 鈴木　和哉 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 茨城県 59:00.891 +14:08.618 13.62

35 5164 山本　敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 東京都 59:06.934 +14:14.661 13.60

36 5105 磯邊　章 ｲｿﾍﾞ ｱｷﾗ 茨城県 59:17.031 +14:24.758 13.56

37 5021 鈴木　康夫 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 栃木県 59:49.828 +14:57.555 13.44

38 5022 香川　新 ｶｶﾞﾜ ｼﾝ 栃木県 1:00:23.320 +15:31.047 13.31

39 5074 五十嵐 英明 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾃﾞｱｷ 山形県 1:00:30.844 +15:38.571 13.29

40 5003 荻野　浩 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛｼ 福島県 1:00:31.531 +15:39.258 13.28

41 5025 中村　文保 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾔｽ 埼玉県 1:00:58.043 +16:05.770 13.19

42 5049 本島　一男 ﾓﾄｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 埼玉県 1:01:00.340 +16:08.067 13.18

43 5078 田浪 優 ﾀﾅﾐ ﾏｻﾙ 東京都 ﾁｰﾑﾓﾝﾃﾗｯｸ 1:01:09.695 +16:17.422 13.15
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44 5108 中田　泰人 ﾅｶﾀ ﾔｽﾄ 埼玉県 1:01:44.328 +16:52.055 13.02

45 5132 鈴木 恒二 ｽｽﾞｷ ﾂﾈｼﾞ 福島県 1:02:27.555 +17:35.282 12.87

46 5059 佐藤 俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 福島県 TopSpeed 1:02:39.258 +17:46.985 12.83

47 5017 大内　康弘 ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 東京都 1:02:44.820 +17:52.547 12.81

48 5088 柳澤　浩一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:03:01.223 +18:08.950 12.76

49 5012 小池 誠 ｺｲｹ ﾏｺﾄ 栃木県 1:03:08.059 +18:15.786 12.73

50 5005 野原 宏治 ﾉﾊﾗ ｺｳｼﾞ 栃木県 1:03:33.254 +18:40.981 12.65

51 5098 平野 勲 ﾋﾗﾉ ｲｻｵ 神奈川県 三浦の友 1:03:47.984 +18:55.711 12.60

52 5154 山市　裕市 ﾔﾏｲﾁ ﾕｳｲﾁ 栃木県 1:04:05.617 +19:13.344 12.54

53 5079 須田　克身 ｽﾀﾞ ｶﾂﾐ 群馬県 1:04:11.465 +19:19.192 12.53

54 5031 池田　和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 1:04:16.543 +19:24.270 12.51

55 5071 狩谷　源一郎 ｶﾘﾔ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 1:04:25.457 +19:33.184 12.48

56 5159 辺見　恒男 ﾍﾝﾐ ﾂﾈｵ 福島県 1:04:59.539 +20:07.266 12.37

57 5069 細田 信夫 ﾎｿﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 栃木県 B.C.宇都宮 1:05:15.797 +20:23.524 12.32

58 5092 高橋　正 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ 千葉県 1:05:37.098 +20:44.825 12.25

59 5115 高梨 秀一 ﾀｶﾅｼ ｼｭｳｲﾁ 東京都 三浦工務店 1:05:53.035 +21:00.762 12.20

60 5026 石川 博 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 栃木県 湯らら温泉駅伝部 1:06:13.848 +21:21.575 12.14

61 5129 高橋 吉三 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾐ 栃木県 1:06:20.910 +21:28.637 12.12

62 5038 石嶋　隆昌 ｲｼｼﾞﾏ ﾀｶﾏｻ 栃木県 1:06:21.949 +21:29.676 12.11

63 5118 佐藤　俊雄 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 1:06:25.680 +21:33.407 12.10

64 5046 大貫　等 ｵｵﾇｷ ﾋﾄｼ 埼玉県 1:06:30.758 +21:38.485 12.09

65 5126 岩田 文典 ｲﾜﾀ ﾌﾐﾉﾘ 東京都 1:06:46.293 +21:54.020 12.04

66 5148 天堂　栄二 ﾃﾝﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 埼玉県 1:06:49.797 +21:57.524 12.03

67 5116 園部 和男 ｿﾉﾍﾞ ｶｽﾞｵ 神奈川県 1:06:50.937 +21:58.664 12.03

68 5023 桃津　正輝 ﾓﾓﾂﾞ ﾏｻﾃﾙ 栃木県 1:06:59.781 +22:07.508 12.00

69 5090 大橋 進二 ｵｵﾊｼ ｼﾝｼﾞ 東京都 ﾁｰﾑｷｬﾊﾞﾚﾛ 1:07:02.652 +22:10.379 11.99

70 5166 萩原　努 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 1:07:10.434 +22:18.161 11.97

71 5052 古口　和則 ｺｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 栃木県 1:07:12.207 +22:19.934 11.96

72 5075 佐藤　政浩 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 1:07:31.621 +22:39.348 11.91

73 5162 秋山 勝則 ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ 青森県 1:07:34.492 +22:42.219 11.90

74 5130 水柿　昌彦 ﾐｽﾞｶｷ ﾏｻﾋｺ 茨城県 1:07:45.992 +22:53.719 11.86

75 5151 木村 利明 ｷﾑﾗ ﾄｼｱｷ 群馬県 1:07:51.410 +22:59.137 11.85

76 5002 田所　稔 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾉﾙ 茨城県 1:07:58.332 +23:06.059 11.83

77 5122 西野　博文 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾌﾞﾐ 茨城県 1:08:16.926 +23:24.653 11.77

78 5057 坂本　清光 ｻｶﾓﾄ ｷﾖﾐﾂ 栃木県 1:08:37.664 +23:45.391 11.72

79 5089 池田 禎久 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 埼玉県 La Speranza 1:08:50.855 +23:58.582 11.68

80 5054 綱川　峡司 ﾂﾅｶﾜ ｷｮｳｼﾞ 栃木県 1:08:55.152 +24:02.879 11.67

81 5020 制野 勝 ｾｲﾉ ﾏｻﾙ 茨城県 塙山くらぶ 1:09:13.570 +24:21.297 11.61

82 5027 郡山 智 ｺｵﾘﾔﾏ ｻﾄｼ 栃木県 B.C.宇都宮 1:09:27.855 +24:35.582 11.57

83 5138 西森　正和 ﾆｼﾓﾘ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:09:41.281 +24:49.008 11.54

84 5042 佐々木　雄司 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 栃木県 1:10:00.145 +25:07.872 11.49

85 5070 藤咲 典治 ﾌｼﾞｻｷ ﾐﾁﾊﾙ 栃木県 1:10:07.680 +25:15.407 11.46

86 5014 及川　浩之 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 1:10:09.102 +25:16.829 11.46
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87 5018 益子　昌幸 ﾏｼｺ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 1:10:51.316 +25:59.043 11.35

88 5035 笹川　泰 ｻｻｶﾜ ﾋﾛｼ 福島県 1:10:56.988 +26:04.715 11.33

89 5136 伊藤　賢一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:11:13.988 +26:21.715 11.29

90 5123 若月　秀彦 ﾜｶﾂｷ ﾋﾃﾞﾋｺ 埼玉県 1:11:37.141 +26:44.868 11.23

91 5036 鈴木　孝一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 福島県 1:11:39.207 +26:46.934 11.22

92 5110 飯塚　英彦 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾋｺ 栃木県 1:11:50.598 +26:58.325 11.19

93 5096 片山 洋一 ｶﾀﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 LaSperanza 1:12:08.340 +27:16.067 11.15

94 5104 小山田 貴 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 千葉県 1:12:14.996 +27:22.723 11.13

95 5120 佐藤 仁一 ｻﾄｳ ｼﾞﾝｲﾁ 栃木県 1:12:29.613 +27:37.340 11.09

96 5053 山口 春好 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾖｼ 群馬県 1:12:36.789 +27:44.516 11.07

97 5133 本間　芳幸 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾕｷ 千葉県 1:12:47.949 +27:55.676 11.04

98 5157 小野崎　善文 ｵﾉｻﾞｷ ﾖｼﾌﾐ 栃木県 1:12:50.043 +27:57.770 11.04

99 5080 佐久間　隆 ｻｸﾏ ﾀｶｼ 埼玉県 1:13:00.133 +28:07.860 11.01

100 5011 山田 昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 埼玉県 1:13:00.340 +28:08.067 11.01

101 5109 上田　浩史 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 栃木県 1:13:01.184 +28:08.911 11.01

102 5094 高野　文雄 ﾀｶﾉ ﾌﾐｵ 栃木県 1:13:18.672 +28:26.399 10.97

103 5113 長谷部 晃央 ﾊｾﾍﾞ ｱｷｵ 東京都 1:14:41.875 +29:49.602 10.76

104 5134 津田　昌則 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 栃木県 1:15:10.238 +30:17.965 10.70

105 5030 天ケ谷 亨 ｱﾏｶﾞﾔ ﾄｵﾙ 茨城県 1:15:52.715 +31:00.442 10.60

106 5125 河端 幸司 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 埼玉県 1:15:53.937 +31:01.664 10.59

107 5029 近藤　大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ 栃木県 1:17:24.941 +32:32.668 10.39

108 5140 青柳 政見 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾐ 千葉県 1:17:32.023 +32:39.750 10.37

109 5139 鈴木　茂雄 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 栃木県 1:18:10.148 +33:17.875 10.29

110 5101 西川 賢二 ﾆｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 茨城県 1:18:42.707 +33:50.434 10.21

111 5152 大熊　信司 ｵｵｸﾏ ｼﾝｼﾞ 栃木県 1:19:17.602 +34:25.329 10.14

112 5040 佐瀬　宗司 ｻｾﾞ ｿｳｼﾞ 福島県 1:19:54.555 +35:02.282 10.06

113 5084 御代田 直実 ﾐﾖﾀ ﾅｵﾐ 埼玉県 1:20:12.695 +35:20.422 10.02

114 5119 手塚 勉 ﾃﾂﾞｶ ﾂﾄﾑ 栃木県 bevitre 1:20:18.297 +35:26.024 10.01

115 5065 江口　直人 ｴｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 栃木県 1:21:00.352 +36:08.079 9.93

116 5158 後藤　宏樹 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｷ 東京都 1:21:22.328 +36:30.055 9.88

117 5056 寺田　晴雄 ﾃﾗﾀﾞ ﾊﾙｵ 栃木県 1:21:38.660 +36:46.387 9.85

118 5165 高田　雅一 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 1:21:52.965 +37:00.692 9.82

119 5064 小沢　政男 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｵ 埼玉県 1:23:05.687 +38:13.414 9.68

120 5099 保田 幸範 ﾔｽﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 神奈川県 三浦の友 1:23:18.191 +38:25.918 9.65

121 5060 戸井田　博之 ﾄｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:25:24.180 +40:31.907 9.41

122 5100 瀧田　誠 ﾀｷﾀ ﾏｺﾄ 栃木県 1:25:26.316 +40:34.043 9.41

123 5050 齋藤　裕幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 1:25:59.816 +41:07.543 9.35

124 5041 茂木　龍治 ﾓｷﾞ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 1:26:32.488 +41:40.215 9.29

125 5167 宍戸　信二 ｼｼﾄﾞ ｼﾝｼﾞ 福島県 1:27:24.086 +42:31.813 9.20

126 5063 吉田 孝義 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 福島県 1:29:24.527 +44:32.254 8.99

127 5127 友重　卓司 ﾄﾓｼｹﾞ ﾀｸｼﾞ 東京都 1:31:17.641 +46:25.368 8.81

128 5093 勅使河原　浩 ﾃｼｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 栃木県 1:33:31.535 +48:39.262 8.60

129 5007 小森　雄二 ｺﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 栃木県 1:33:52.930 +49:00.657 8.56
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130 5144 中島 良文 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾌﾐ 群馬県 ｾｷﾁｭｰ 1:34:05.754 +49:13.481 8.54

131 5048 新子　孝治 ｱﾀﾗｼ ﾀｶﾊﾙ 栃木県 1:35:13.676 +50:21.403 8.44

132 5067 梅津　三郎 ｳﾒﾂ ｻﾌﾞﾛｳ 栃木県 1:35:14.336 +50:22.063 8.44

133 5085 髙橋　晴夫 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｵ 栃木県 1:35:30.930 +50:38.657 8.42

134 5083 吉田　満 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 栃木県 1:37:03.297 +52:11.024 8.28

135 5004 須藤 利夫 ｽﾄﾞｳ ﾄｼｵ 栃木県 大秦野学園自転車部 1:42:31.953 +57:39.680 7.84

136 5155 久保木 昌久 ｸﾎﾞｷ ﾏｻﾋｻ 東京都 1:44:04.238 +59:11.965 7.73

137 5112 菊地　進 ｷｸﾁ ｽｽﾑ 福島県 1:54:11.508 +69:19.235 7.04

DNS 5001 國井　良広 ｸﾆｲ ﾖｼﾋﾛ 福島県

DNS 5008 倉持　和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県

DNS 5015 橋本　竜馬 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 千葉県

DNS 5019 田地野　崇宏 ﾀｼﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ 福島県

DNS 5033 鵜沼　豊 ｳﾇﾏ ﾕﾀｶ 福島県

DNS 5034 馬場　久成 ﾊﾞﾊﾞ ﾋｻﾅﾘ 埼玉県

DNS 5037 小林　茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ 福島県

DNS 5039 沼上 修二 ﾇﾏｶﾞﾐ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 行田FC

DNS 5044 四十八願　勉 ﾖｲﾅﾗ ﾂﾄﾑ 栃木県

DNS 5058 阿部　富男 ｱﾍﾞ ﾄﾐｵ 埼玉県

DNS 5061 杉山　義樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼｷ 静岡県

DNS 5066 坪内 豊 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕﾀｶ 埼玉県

DNS 5068 中川　茂美 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｹﾞﾐ 東京都

DNS 5072 鈴木 貢 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｸﾞ 栃木県

DNS 5073 横山　誠一 ﾖｺﾔﾏ ｾｲｲﾁ 栃木県

DNS 5076 本田　浩一 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ 栃木県

DNS 5077 前川 俊介 ﾏｴｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 群馬県 ｽﾊﾞﾙ自転車部

DNS 5082 宮川　正和 ﾐﾔｶﾜ ﾏｻｶｽﾞ 東京都

DNS 5091 加藤 由典 ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 ﾊﾟﾜｰｷｯｽﾞ

DNS 5095 伏木　昌人 ﾌｾｷﾞ ﾏｻﾄ 栃木県

DNS 5107 鈴木　勝利 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ 埼玉県

DNS 5114 町田　純一 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県

DNS 5117 清水　光則 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾉﾘ 栃木県

DNS 5121 斎藤　清春 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾊﾙ 福島県

DNS 5124 塩田　隆一 ｼｵﾀ ﾘｭｳｲﾁ 東京都

DNS 5135 浅香　守弘 ｱｻｶ ﾓﾘﾋﾛ 東京都

DNS 5137 佐藤 秀雄 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 栃木県

DNS 5160 舩田　和浩 ﾌﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県

DNS 5161 庄山　均 ｼｮｳﾔﾏ ﾋﾄｼ 埼玉県

DNS 5163 常盤　秀夫 ﾄｷﾜ ﾋﾃﾞｵ 福島県

Number of records: 167
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