
ナンバー 氏　名 都道府県 所　属 ナンバー 氏　名 都道府県 所　属 ナンバー 氏　名 都道府県 所　属

501 相澤一也 神奈川県 561 今井裕介 川口市 621 奥村俊文 川口市

502 青木大輔 東京都 562 今井悠介 川口市 大成建設（株） 622 奥山英信 埼玉県

503 青木良一 川口市 563 今村元樹 川口市 623 小倉勝彦 埼玉県

504 青山万吉 川口市 564 入江邦宏 川口市 624 小倉修平 川口市

505 赤松正博 埼玉県 銀座アスター 565 岩崎健治 埼玉県 アケラス 625 長田高志 千葉県

506 秋本守 川口市 566 岩坪慶哲 川口市 626 小澤紀昭 神奈川県

507 秋山和彦 川口市 567 上田秀隆 川口市 627 小田憲二 川口市

508 朝倉幸太 川口市 568 上野雅史 埼玉県 628 落合祐一 埼玉県 ルナークス
509 浅倉亮 埼玉県 569 上原尚徳 川口市 えみすずてる 629 乙崎健一 千葉県

510 安島俊之 川口市 570 上村靖弥 川口市 ＣＡピカード 630 小野宜紀 川口市

511 安達功 茨城県 アールエル＋ 571 氏家豪 川口市 631 小原宏樹 川口市

512 安達茂弘 川口市 572 薄井茂之 川口市 632 小俣弘之 東京都

513 安達匠 川口市 573 内田和典 埼玉県 ＴＥＡＭ走り屋 633 折原祐一 埼玉県

514 安達祐司 埼玉県 安達組 574 内田喜八 埼玉県 青木信用金庫 634 柿沼直樹 川口市

515 阿南大輔 川口市 575 内田諭 川口市 635 樫村滋 川口市 バードハウス
516 安孫子博生 東京都 576 梅原貴志 川口市 エンプランナー 636 粕谷裕三 埼玉県

517 阿部憲 川口市 577 永春 川口市 セブン 637 片岡康之 埼玉県

518 網野昌典 川口市 フリー 578 江川政志 川口市 638 片山雄輔 東京都 ペイニーズ
519 新井啓介 埼玉県 アケラス 579 江草琢之 川口市 639 勝真吾 川口市

520 新居志宇 神奈川県 Ｃ－ｓｈｉｎｅ 580 江口智則 川口市 640 加藤潤 埼玉県

521 荒木智格 川口市 581 江尻厚志 川口市 641 加藤直志 東京都 ＩＷＳＣ
522 有田慎一 千葉県 ベネラン！ 582 榎本章 川口市 642 加藤春樹 川口市

523 飯島淳 川口市 583 榎本誠士 川口市 643 加藤浩 川口市

524 飯島敦之 川口市 584 榎本崇生 東京都 フェデックス 644 加藤雅也 川口市

525 飯島勝也 東京都 585 榎本正則 東京都 645 加藤由洋 東京都

526 飯田大輔 川口市 586 遠藤健一 埼玉県 ライト 646 門谷啓 東京都 エイトツール
527 五十嵐一樹 川口市 587 遠藤貴史 川口市 647 金澤誠一 川口市 タイホー
528 五十嵐順人 東京都 588 遠藤元信 川口市 648 金森敦 埼玉県

529 池田明宏 埼玉県 589 及川誠 神奈川県 649 金子顕 埼玉県

530 池田大助 東京都 司法書士ＲＳ 590 大井陽生 川口市 650 我満弘充 東京都

531 石井秀幸 埼玉県 カナガワ是ＲＣ 591 大熊一郎 川口市 ラインジム部 651 亀井信人 川口市

532 石川健太郎 埼玉県 Ｎ関災対 592 大熊隆紀 東京都 ボナファイド 652 亀山佐保 川口市

533 石川貴教 川口市 593 大澤大志 東京都 中央コンブ 653 狩谷茂一 神奈川県 酒ＲＵＮ
534 石川直秀 神奈川県 ＮＴＴ埼玉南 594 大澤悠介 川口市 654 川口直人 埼玉県 ＦＪＪ
535 石川秀矢 川口市 595 大嶋篤史 東京都 晋吾Ｇ 655 川崎英樹 川口市

536 石木義人 川口市 596 大瀬良和典 川口市 656 川瀬隆之 埼玉県

537 石崎悠一 埼玉県 597 太田克浩 北海道 657 川名克彦 川口市

538 石田和寿 川口市 598 太田寿一 川口市 658 川本悟 川口市

539 石田毅士 川口市 599 太田雅也 川口市 ＴＫＲＣ 659 菅光晴 川口市 駿台学園高校

540 石田岳大 川口市 600 大瀧篤志 川口市 660 菊池義人 埼玉県

541 井下隼人 東京都 601 大舘博文 川口市 661 岸宏之 川口市

542 石田弘毅 千葉県 602 大西和孝 川口市 662 木住野善男 千葉県 東京陸協
543 石塚正徳 川口市 滑る男ＡＣ 603 大野泰俊 川口市 663 北井剛 川口市

544 石山勉 埼玉県 604 大庭武 川口市 664 北沢正孝 東京都

545 泉大輔 川口市 605 大村信夫 東京都 片付けパパ 665 北林研一 埼玉県 青木信用金庫

546 泉美博 川口市 丸紅 606 大森靖之 埼玉県 浦和駄馬０－０ 666 北村高造 川口市

547 板場洋介 川口市 607 大家英樹 川口市 カナガワＲＣ 667 橘川大地 神奈川県 ＪＲ東海
548 板橋寛二 川口市 608 大矢由則 川口市 668 吉川正治 埼玉県 ＃ただの会
549 伊藤永一 川口市 609 岡崎淳也 東京都 東京短資 669 木村克彦 川口市

550 伊藤治 川口市 610 小笠原賢治 川口市 670 木村征司 川口市 レッドキング
551 伊東孝倫 埼玉県 611 岡野慎一 川口市 671 木村剛文 川口市

552 伊藤充生 埼玉県 612 岡野誠 千葉県 ナガヤーズ 672 清島隆之 東京都 ＵＴＣ陸上部
553 稲垣良幸 川口市 613 小栢進也 埼玉県 673 久保田誠 川口市

554 稲崎設三 川口市 614 小川健太郎 埼玉県 674 熊倉崇 埼玉県

555 井上秀人 川口市 ＪＡＣ 615 小川晋 東京都 ボナファイド 675 倉本大助 川口市

556 井上泰成 川口市 616 小川貴文 川口市 676 倉本庸 埼玉県 チームはるま
557 井口康一 東京都 617 小川巧 川口市 677 栗田淳 埼玉県

558 猪越大介 川口市 618 荻島諭 東京都 司法書士ＲＳ 678 栗原淳 神奈川県

559 今井淳 埼玉県 ＦＣ龍Ｑ 619 沖出真史 川口市 秀和 679 グレイブス アラン 川口市

560 今井信雄 川口市 620 尾熊雅之 川口市 680 黒川龍 埼玉県 Ｒｅ：走ＲＵＮ
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681 黒澤和俊 川口市 にゃいろ 741 佐藤豪 川口市 チームらいよん 801 鈴木優一 東京都

682 桑原俊太郎 埼玉県 742 佐藤幸一 川口市 802 鈴木慶之 静岡県 富士宮走ろう会

683 桑原俊夫 川口市 さくらの杜道合 743 佐藤幸太 川口市 803 須藤康弘 川口市

684 小泉大佑 茨城県 744 佐藤眞也 川口市 Ｐ４Ｐ 804 砂田岳彦 川口市

685 古岩井健司 東京都 745 佐藤大輔 埼玉県 銀座パウリスタ 805 諏訪基 川口市

686 河野靖士 川口市 南中ＭＣ大臀筋 746 佐藤崇幸 埼玉県 浦和整形外科 806 清野高志 川口市 Ｇ６
687 小坂哲治 川口市 747 佐藤健 千葉県 807 瀬尾隆久 川口市

688 小芝真一 川口市 748 佐藤努 埼玉県 裏ダッシュ魂 808 関孝一 埼玉県 川口信用金庫

689 小島一元 川口市 749 佐藤信幸 千葉県 809 関則晃 埼玉県

690 小島丈治 川口市 みつわＦＣ 750 佐藤洋樹 東京都 810 関口亮仁 川口市

691 児玉隆 埼玉県 751 佐藤弘康 埼玉県 811 瀬在文也 川口市 諏訪クラブ
692 後藤武紀 川口市 752 佐藤正幸 埼玉県 812 瀬田祐介 東京都

693 後藤昌照 埼玉県 レクサス川口 753 佐藤克 川口市 813 芹川健司 川口市 ルナークス
694 五ノ井浩二 川口市 ＭＦＹＲＣ 754 佐藤祐史 川口市 大熊ボルト工業 814 曽根信一郎 川口市

695 小林暁 川口市 Ｔ・Ｔ－ＡＣ 755 佐藤洋祐 川口市 佐藤倶楽部 815 高岡直樹 川口市

696 小林孝次 川口市 ５８ 756 佐藤良 川口市 ＭＳＣＳ 816 高木太司 東京都

697 小林孝至 川口市 工栄精機 757 佐藤渉 川口市 817 高木誠 神奈川県

698 小林友和 東京都 758 猿見田誠 川口市 818 高田裕司 川口市

699 小林智晴 川口市 ｔｏｐｐａラボ 759 澤豪太 東京都 819 高橋輝 東京都 二子玉川走友会

700 小林秀史 川口市 760 沢田政忠 川口市 820 高橋欣也 川口市

701 小林正人 川口市 761 椎名昭光 川口市 821 高橋浩二 埼玉県 タカハシコウジ

702 小俣公平 川口市 762 重原將晃 川口市 （有）橋本縫製 822 高橋耕二郎 埼玉県

703 古俣雄二 川口市 763 篠田賢一 川口市 823 高橋泰治 川口市 さいたま走翔
704 小松浩 川口市 ランジョグ 764 篠田忠孝 川口市 埼玉陸協 824 高橋大樹 川口市

705 小松雄一 川口市 765 篠原健史 東京都 825 高橋裕次郎 川口市

706 小松崎亮 川口市 ルナークス 766 柴田清久 川口市 826 高橋亮介 東京都

707 小峰彰拓 川口市 ドーマンキッズ 767 柴田智 東京都 827 高山勇規 千葉県

708 小宮山広樹 川口市 川口市 768 澁谷智幸 東京都 828 瀧澤慎 川口市 北関東国福短大

709 小森誠司 東京都 ＴＫＤ 769 渋谷誠 埼玉県 829 田杭正充 川口市

710 小柳達郎 川口市 770 島規雄 川口市 830 竹内大太 川口市

711 児矢野亮 川口市 ネッツトヨタ東埼玉 771 清水信貴 東京都 医療法人陽仁会 831 竹内祐介 東京都 らいんジム部
712 小山康志 川口市 772 清水久禎 川口市 832 竹沢公規 川口市

713 小山惠弘 川口市 チャマリ村 773 清水陽一 東京都 ぽっぷくんＲＣ 833 竹下良樹 川口市 警察庁
714 近藤明徳 東京都 774 下川聡 川口市 834 竹之内誠 千葉県

715 近藤哲 川口市 775 下田大氣 東京都 835 田坂圭吾 川口市

716 近藤出 川口市 蕨高野球父母会 776 下竹章寛 東京都 836 巽伸行 川口市 ウイングＡＣ
717 近藤剛之 川口市 777 下和田勇 神奈川県 837 館山浩武 川口市

718 近藤智輝 川口市 778 徐汀 東京都 838 田所淳 川口市 ＴＥＡＭＴＷＩ
719 近藤陽介 川口市 779 庄子大介 川口市 839 田中章裕 川口市

720 近藤亮 川口市 ルナークス 780 庄司智洋 茨城県 Ｎ３陸上部 840 田中慎太郎 川口市

721 近内義広 川口市 781 庄司雅博 東京都 841 田中義行 埼玉県 川口信用金庫

722 齊田雄也 川口市 782 白居昭洋 川口市 842 田中亮 千葉県 ナガヤーズＲＣ

723 財津雅一 東京都 損保ジャパン 783 白石貴浩 埼玉県 吉村工業 843 谷道行康 東京都

724 齊藤和也 川口市 784 白川徹 川口市 844 田野健太郎 川口市 チーム那珂湊

725 齋藤和也 川口市 785 白倉友也 川口市 845 玉木俊也 川口市

726 齋藤克也 川口市 786 白子知幸 埼玉県 ランジョグ 846 玉城浩二 川口市 岡三リビック
727 西藤拓也 川口市 チームおすし 787 白田高梓 埼玉県 847 田村一茂 川口市

728 斉藤宏樹 埼玉県 788 菅久徳 川口市 848 千葉明博 埼玉県

729 齋藤寛士 川口市 789 杉下創史 長野県 849 千葉聡之 川口市

730 齊藤寛 川口市 ワールド日栄 790 杉村康 川口市 850 千葉友裕 川口市 チーム那珂湊

731 齋藤広康 群馬県 791 杉山直城 東京都 呑みランナー 851 塚田幸行 東京都

732 斉藤康博 川口市 シルベック 792 鈴木幹治 川口市 852 塚田博 川口市

733 酒井雅史 東京都 ＲＲＴ 793 鈴木清文 川口市 853 継田学 川口市 バードハウス
734 榊政剛 川口市 有限会社　榊 794 鈴木康一 埼玉県 854 辻啓晶 川口市

735 阪倉仁 川口市 795 鈴木隆史 川口市 855 対馬王 川口市

736 佐久間亮 川口市 796 鈴木剛史 千葉県 856 土屋宏満 川口市

737 櫻井智規 川口市 797 鈴木努 川口市 857 土谷政利 川口市 カナガワＲＣ
738 佐々木智宏 川口市 美郷香澄パパ 798 鈴木教能 川口市 858 常西健太郎 川口市

739 佐々木康裕 埼玉県 799 鈴木博孝 川口市 チーム５４ 859 坪井彰一 川口市 リブドゥ
740 佐藤栄児 東京都 みのり 800 鈴木祐光 川口市 860 出口英明 川口市
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861 寺門勅貴 川口市 921 橋野晃 川口市 ＳＣＲ 981 古田宏一 川口市 立山男会
862 寺村亮史 川口市 922 橋本晃 埼玉県 982 塀内誠二 川口市

863 樋川隆広 川口市 チーム小太り 923 蓮沼智幸 東京都 ＮＴＴ埼玉南 983 ﾎｰ･ﾃｨｴﾝﾀﾞｯﾄ 川口市 小原歯車工業

864 徳永圭 川口市 924 長谷川崇雄 川口市 984 星俊秀 川口市

865 徳丸裕二 川口市 925 畑澤徳之 埼玉県 985 星敏幸 川口市

866 戸崎浩嗣 川口市 スピリッツワン 926 畠中博司 川口市 986 細矢強 川口市

867 等々力信治 川口市 カナガワＲＣ 927 蜂谷隆司 川口市 987 堀陽介 川口市

868 都原委作 川口市 928 服部智彦 東京都 988 堀内克哉 東京都 川口市消防局

869 冨田貴史 千葉県 ＯＦＥ 929 羽鳥賢二 川口市 989 堀口一成 川口市

870 富田俊之 川口市 930 濱泰志 神奈川県 ＣＴＣＴ 990 堀田浩考 川口市

871 豊田祥平 東京都 931 早川広人 川口市 991 堀野良孝 川口市 カナガワＲＣ
872 虎谷泰武 川口市 932 林賢介 川口市 992 本多雅彦 川口市

873 内藤要 川口市 933 林大介 川口市 ＫＩＮＴＯ 993 本多道資 川口市

874 内藤正之 神奈川県 だいこと 934 林信宏 川口市 994 米田愛範 東京都

875 永井孝幸 川口市 ランジョグ 935 羽山昭彦 東京都 チームノーレン 995 前川健二 埼玉県

876 中井洋史 東京都 新宿興業 936 原暁生 埼玉県 996 前田哲宏 川口市

877 中尾友昭 埼玉県 937 原内聡 神奈川県 997 前原弘 東京都

878 中川浩二 東京都 938 原田俊祐 埼玉県 原田建設工業 998 牧信太郎 東京都 ルナークス
879 中川裕二 川口市 939 原田勇二 川口市 999 柾木陽一 川口市

880 中嶋恵吾 埼玉県 940 張戸祐典 東京都 1000 真秀健一 川口市

881 中嶋将吾 埼玉県 ＰＲＳＭＩＮ 941 坂東哲人 川口市 1001 増田佳輔 川口市

882 長島正三郎 東京都 大日精化工業 942 板東甫幸 埼玉県 1002 増田智弘 川口市

883 中島啓和 東京都 943 東洋平 川口市 1003 松井慶史郎 川口市 ５０５０３７
884 中嶋康幸 埼玉県 944 東浦幸生 川口市 1004 松井輝雄 東京都 まるお製作所
885 永瀬徹 川口市 945 樋口聡二郎 川口市 1005 松浦出 川口市 カナガワＲＣ
886 長田博史 川口市 946 日暮隆行 川口市 1006 松浦聡 埼玉県 なーくんの会
887 中谷博行 東京都 三菱電機 947 尾藤宏親 埼玉県 1007 松尾聡 川口市

888 中林宏彰 川口市 948 日出綾 東京都 1008 松岡洋明 川口市 ＳＴマウンテン
889 中間大輔 川口市 949 平井敦貴 川口市 1009 松掛徳昭 埼玉県 Ｉ－ＳＴＯＲＭ
890 中村健二 川口市 950 平岩義生 東京都 1010 松風敬 川口市

891 中村隆司 川口市 951 平木昌希 埼玉県 1011 松沢信隆 埼玉県

892 中村努 川口市 952 平野勝 川口市 1012 松島広隆 東京都

893 中村昌樹 埼玉県 953 平原顕治 東京都 1013 松田和義 埼玉県

894 長屋浩 川口市 ＫＲＣ 954 平松喬 埼玉県 1014 真中淳也 川口市 まぐろ軍団
895 那須直之 川口市 955 平山雄大 川口市 えーちゃんず 1015 摩庭貴夫 川口市 マニワタイヤ
896 夏目晋太郎 東京都 ＳＲＰ 956 昼間雅芳 川口市 1016 馬目晴樹 川口市

897 鍋嶋隆徳 川口市 957 廣岡高明 川口市 1017 間々田宏志 川口市

898 鍋島雅文 千葉県 958 広瀬貴之 東京都 1018 丸山直則 川口市

899 並木信也 埼玉県 959 廣田祐 川口市 1019 三浦克友 川口市 三浦不動産
900 楢崎真介 川口市 960 廣田紀幸 川口市 1020 三上義治 川口市 幸並
901 成澤正樹 埼玉県 井上整形外科 961 深江大介 川口市 1021 水上豊一 川口市 水上三洋商会

902 成田徹 川口市 川口シルフィア 962 深野雄介 川口市 1022 三井貴司 川口市

903 南野健二 東京都 963 深谷寛 川口市 1023 三橋良 東京都 イーストピア
904 西基樹 川口市 964 吹場守 川口市 おやじの会 1024 三苫正輝 川口市

905 西尾朋洋 東京都 965 福島政勝 神奈川県 1025 見辺昇 埼玉県 日本郵便
906 西牧崇 川口市 966 福住徹 川口市 1026 宮井智規 埼玉県

907 西村倫一 東京都 カナガワＲＣ 967 福田剛士 川口市 ＦＪＪ 1027 宮川孝一 川口市

908 西脇大輔 埼玉県 968 福田智彦 東京都 ＵＴＣ陸上部 1028 宮川幸康 川口市 株式会社ＮＩＳ
909 新田学 川口市 969 福本和宏 東京都 1029 宮越祥平 川口市 ＳＴＭ
910 丹羽一生 神奈川県 ＤＳＫＫ 970 藤岡啓 茨城県 私走説 1030 宮下拓也 川口市

911 丹羽泰久 川口市 971 藤田和宏 東京都 アマゾン 1031 三芳崇史 東京都 ＭＥＧＳＮＯＷ
912 沼田義成 川口市 ＲＥＳＰＥＣＴ 972 藤田央 東京都 1032 三輪康治 川口市

913 野崎史明 埼玉県 973 藤田博行 川口市 にゃんこＲ．Ｃ 1033 武藤圭太 川口市

914 野島真一郎 埼玉県 エッセン 974 藤波正博 川口市 ＪＴＢ 1034 村田忠樹 川口市

915 野田直宏 神奈川県 975 藤巻良平 川口市 1035 村田伸彦 川口市

916 野村忠志 川口市 976 藤本睦 川口市 1036 村山功 川口市

917 野本和彦 埼玉県 977 二見洋史 川口市 1037 最上正樹 川口市

918 芳賀義則 埼玉県 川口信用金庫 978 舩津宗和 川口市 差間ＡＣ 1038 望月真司 川口市

919 萩原隆宏 川口市 ネッツトヨタ東埼玉 979 古川傑 川口市 1039 本木慎也 川口市

920 橋口良史 埼玉県 980 古澤友章 川口市 1040 森清和 川口市 上青木少年蹴球
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ナンバー 氏　名 都道府県 所　属 ナンバー 氏　名 都道府県 所　属 ナンバー 氏　名 都道府県 所　属

1041 森裕治 川口市 かずおとたろー 1101 渡部充浩 埼玉県

1042 森田徳彦 川口市 ＴＫＲＣ 1102 綿引靖 川口市

1043 森戸渉 川口市 1103 渡善郎 川口市

1044 森本貴之 埼玉県

1045 八木健 川口市

1046 柳沼幸男 東京都

1047 矢崎昌弘 川口市

1048 矢澤茂明 東京都

1049 保岡昌彦 川口市

1050 矢田章浩 川口市

1051 柳川隆 川口市

1052 柳澤智弘 川口市

1053 山岡篤志 埼玉県

1054 山岡壮志 山梨県 かずおとたろー

1055 山川雄己 川口市

1056 山口大吾 埼玉県

1057 山口剛志 川口市

1058 山口亮 埼玉県

1059 山崎一政 川口市

1060 山崎伸裕 川口市

1061 山嵜仁 川口市 東武ビルマネ
1062 山﨑裕康 埼玉県

1063 山崎真幸 川口市

1064 山崎裕司 川口市 Ｚｅｒｏ　ＲＣ
1065 山下大輔 神奈川県

1066 山下洋輔 埼玉県

1067 山田恭平 川口市

1068 山田直人 川口市

1069 山寺孝明 川口市

1070 山中勇二 川口市

1071 山本和輝 川口市

1072 山本一人 川口市

1073 山本健二 東京都

1074 山本淳 川口市

1075 山本直弘 川口市

1076 山本玲 東京都 山本工務店
1077 八幡裕司 川口市

1078 油井孝太郎 川口市

1079 由利賢臣 埼玉県

1080 横田直裕 川口市 まぐろ軍団
1081 横山幸男 川口市 ＢＡＳＦ
1082 横山公信 川口市 ｉｌｃａ
1083 吉岡勉 川口市

1084 吉岡範明 川口市 愛かぁケミ狩る

1085 吉田耕太 川口市

1086 吉田勉 川口市

1087 吉田允 川口市

1088 吉田正樹 埼玉県

1089 吉田昌弘 埼玉県 たたＲＵＮｓ
1090 吉野剛史 埼玉県 日本橋丸上
1091 吉野典利 埼玉県

1092 吉村光司 川口市 八洲電業社
1093 米竜也 川口市

1094 米山雅浩 東京都

1095 渡邉一維 川口市 ＳＣＲ
1096 渡辺和博 川口市

1097 渡部剛史 川口市

1098 渡辺大輔 川口市

1099 渡邉勉 川口市 東急ストア
1100 渡辺正道 埼玉県 ＣＨＩＮＩＴＡ
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