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BibNo. 種別 所属クラブ 氏名 しめい タイム 旗門通過
1 小学生 さいたま市役所 片倉　冬梧 かたくら　とうご
2 小学生 岩槻おはよう 加藤　宏哉 かとう　こうや
3 小学生 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 井合　晄太郎 いあい　こうたろう
4 小学生 浦和SC 植松　春香 うえまつ　はるか
5 小学生 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 鶴巻　煌也 つるまき　こうや
6 小学生 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 家田　采子 いえだ　あこ
7 小学生 岩槻おはよう 加藤　颯亮 かとう　そうすけ
8 小学生 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大滝　丸平 おおたき　まるへい
9 ６０歳以上の部 ｽﾉｰﾌｪﾛｰ 大出　雅之 おおいで　まさゆき
10 ６０歳以上の部 ｻﾝｽﾉｰSC 加藤　治男 かとう　はるお
11 ６０歳以上の部 岩槻おはよう 鳥谷部　彰 とりやべ　あきら
12 ６０歳以上の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 岩崎　金治 いわさき　かねはる
13 ６０歳以上の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 大熊　忠男 おおくまただお
14 ６０歳以上の部 ＴＳＳＣ 谷　　啓 たに　あきら
15 ６０歳以上の部 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 益山　敏之 ますやま　としゆき
16 ６０歳以上の部 浦和SC 山本　寛 やまもと　ひろし
17 ６０歳以上の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 山口　文男 やまぐち　ふみお
18 ６０歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 渡部　好夫 わたなべ　よしお
19 ６０歳以上の部 ｽﾉｰﾌｪﾛｰ 高橋　　繁 たかはし　しげる
20 ６０歳以上の部 岩槻おはよう 斉藤　博俊 さいとう　ひろとし
21 ６０歳以上の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 広瀬　土之 ひろせ　たかゆき
22 ６０歳以上の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 神戸　知充 かんべともみつ
23 ６０歳以上の部 ＴＳＳＣ 福原　力 ふくはら　ちから
24 ６０歳以上の部 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 小林　耕治 こばやし　こうじ
25 ６０歳以上の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 河合　誠 かわい　まこと
26 ６０歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 井山　和夫 いやま　かずお
27 ６０歳以上の部 ｽﾉｰﾌｪﾛｰ 近野　廣行 こんの　ひろゆき
28 ６０歳以上の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 並木　政夫 なみき　まさお
29 ６０歳以上の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 景山　光裕 かげやまみつひろ
30 ６０歳以上の部 ＴＳＳＣ 三浦　一秋 みうら　かずあき
31 ６０歳以上の部 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 伊藤　和好 いとう　かずよし
32 ６０歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 柳田　泉 やなぎだ　いずみ
33 ６０歳以上の部 ＴＳＳＣ 小林　東次 こばやし　とうじ
34 ６０歳以上の部 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 新實　収 にいのみ　おさむ
35 ６０歳以上の部 ＴＳＳＣ 遠山　洋一 とうやま　よういち
36 女子の部 ｽﾉｰﾌｪﾛｰ 山本　裕子 やまもと　ゆうこ
37 女子の部 さいたま市役所 安藤　陽子 あんどう　ようこ
38 女子の部 浦和SC 植松　香織里 うえまつ　かおり
39 女子の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 坂口　妃奈 さかぐち　ひな
40 女子の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 田中　恵美 たなか　えみ
41 女子の部 浦和SC 藤本和香 ふじもと　わか
42 女子の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 村田　直美 むらた　なおみ
43 ４５歳以上の部 ｽﾉｰﾌｪﾛｰ 泉田　達也 いずみだ　たつや
44 ４５歳以上の部 さいたま市役所 岡田　和男 おかだ　かずお
45 ４５歳以上の部 岩槻おはよう 新井　義久 あらい　よしひさ
46 ４５歳以上の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高橋　浩行 たかはし　ひろゆき
47 ４５歳以上の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 八木橋　達也 やぎはしたつや
48 ４５歳以上の部 ﾚﾄﾗｽﾚｰｼﾝｸﾞ 野崎　壮一 のざき　そういち
49 ４５歳以上の部 ＴＳＳＣ 新井　克典 あらい　かつとし
50 ４５歳以上の部 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 栗山　忠良 くりやま　ただよし
51 ４５歳以上の部 浦和SC 植松　繁 うえまつ　しげる
52 ４５歳以上の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 阪依田　隆文 さかよだ　たかふみ
53 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 堤　聡 つつみ　さとし
54 ４５歳以上の部 さいたま市役所 髙野　稔 たかの　みのる
55 ４５歳以上の部 岩槻おはよう 宮崎　和彦 みやざき　かずひこ
56 ４５歳以上の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 高橋　伸保 たかはし　のぶやす
57 ４５歳以上の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 菅野　栄一 すがのえいいち
58 ４５歳以上の部 ＴＳＳＣ 瀬下　博登 せしも　ひろと
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59 ４５歳以上の部 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 鈴木　信一 すずき　しんいち
60 ４５歳以上の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 田辺　恵司 たなべ　けいじ
61 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 小野塚　雅之 おのづか　まさゆき
62 ４５歳以上の部 さいたま市役所 下村　勝己 しもむら　かつみ
63 ４５歳以上の部 岩槻おはよう 仲田　浩章 なかた　ひろあき
64 ４５歳以上の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 国分　政勝 こくぶ　まさかつ
65 ４５歳以上の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 安藤　勝信 あんどうかつのぶ
66 ４５歳以上の部 ＴＳＳＣ 嵐　貞尚 あらし　さだなお
67 ４５歳以上の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 小林　知弘 こばやし　ともひろ
68 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中村　公一 なかむら　こういち
69 ４５歳以上の部 さいたま市役所 麻生　和彦 あそう　かずひこ
70 ４５歳以上の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 杉本　潤一郎 すぎもとじゅんいちろう
71 ４５歳以上の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 徳江　広志 とくえひろし
72 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 長谷川　昭 はせがわ　あきら
73 ４５歳以上の部 さいたま市役所 小柳　昌彦 こやなぎ　まさひこ
74 ４５歳以上の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 南部　真也 なんぶ　しんや
75 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 柳田　和則 やなぎだ　かずのり
76 ４５歳以上の部 さいたま市役所 和田　浩司 わだ　ひろし
77 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 塚本　哲郎 つかもと　てつろう
78 ４５歳以上の部 さいたま市役所 谷口　聡 たにぐち　さとし
79 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 斎藤　紀弘 さいとう　のりひろ
80 ４５歳以上の部 さいたま市役所 斉藤　雄一郎 さいとう　ゆういちろう
81 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 浅井　伸吾 あさい　しんご
82 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 星野　徳孝 ほしの　のりたか
83 ４５歳以上の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 枝川　知也 えだがわ　ともや
84 ４４歳以下の部 ｽﾉｰﾌｪﾛｰ 平川　宗史 ひらかわ　そうし
85 ４４歳以下の部 ｻﾝｽﾉｰSC 高野　優 たかの　すぐる
86 ４４歳以下の部 さいたま市役所 片倉　淳平 かたくら　じゅんぺい
87 ４４歳以下の部 岩槻おはよう 斉藤　　徹 さいとう　とおる
88 ４４歳以下の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 杉江　浩明 すぎえ　ひろあき
89 ４４歳以下の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 景山　暖土 かげやまのと
90 ４４歳以下の部 ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｸﾄﾘｰ 秋本　拓也 あきもと　たくや
91 ４４歳以下の部 浦和SC 植松　幹太 うえまつ　かんた
92 ４４歳以下の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 中西　琢也 なかにし　たくや
93 ４４歳以下の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 今部　文彦 こんべ　ふみひこ
94 ４４歳以下の部 ｽﾉｰﾌｪﾛｰ 大出　剛史 おおいで　たけふみ
95 ４４歳以下の部 さいたま市役所 江間　丈晴 えま　たけはる
96 ４４歳以下の部 県庁ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 藤野　直紀 ふじの　なおき
97 ４４歳以下の部 ｱﾐｲｽｷｰｸﾗﾌﾞ 岩崎　勝仁 いわさきかつひと
98 ４４歳以下の部 浦和SC 原田　崇行 はらだ　たかゆき
99 ４４歳以下の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 牛尾　荘平 うしお　そうへい
100 ４４歳以下の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 家田　耕太郎 いえだ　こうたろう
101 ４４歳以下の部 さいたま市役所 長田　喜博 おさだ　よしひろ
102 ４４歳以下の部 浦和SC 山本　拓実 やまもと　たくみ
103 ４４歳以下の部 ｼｰﾌｧｰﾚﾝ 小林　怜弘 こばやし　れお
104 ４４歳以下の部 与野ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 中村　優希 なかむら　ゆうき
105 ４４歳以下の部 さいたま市役所 石井　亮資 いしい　りょうすけ
106 ４４歳以下の部 さいたま市役所 織戸　正吾 おりと　しょうご


