
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

1801 相川俊彦 川口市 オリオン 1861 日下孝二 川口市 1921 土屋宗男 川口市 夢宙
1802 赤嶺親彦 埼玉県 1862 口町幸男 川口市 ちんからほい！ 1922 堤一也 川口市

1803 浅井勝之 埼玉県 ＴＥＡＭ走り屋 1863 窪山明彦 埼玉県 一度会ＲＣ 1923 富樫孝幸 川口市

1804 浅野裕二 川口市 ネッツトヨタ東埼玉 1864 熊谷正二 川口市 双日株式会社 1924 所利明 川口市 ホノルルクラブ

1805 浅見大輔 川口市 1865 黒澤一夫 川口市 1925 豊田博一 川口市

1806 荒川重男 川口市 1866 癸生川信夫 埼玉県 青木信用金庫 1926 直修司 東京都 ＧＴＣ
1807 荒川英俊 川口市 1867 古泉修 埼玉県 1927 永井茂 茨城県 ぺんてる
1808 有馬雅憲 川口市 1868 郷成就 埼玉県 毎日走る 1928 中川章 京都府

1809 飯塚洋一 川口市 1869 古賀正道 川口市 1929 永田憲二 川口市

1810 石井利夫 川口市 1870 小島禎 川口市 1930 長野裕之 川口市

1811 石川修 川口市 闘走神 1871 小島睦司 川口市 1931 中町和也 川口市 クレスコ
1812 石川和芳 川口市 1872 五島良 川口市 ポテト 1932 永松秀樹 川口市

1813 石鍋栄 東京都 川口市職員 1873 古田嶋徹 川口市 ランニングマ 1933 中村憲一 埼玉県

1814 伊藤栄治 埼玉県 草加ジョグス 1874 小美野恭輝 埼玉県 1934 中村達 東京都 ＦＯＲ
1815 伊平賢一 川口市 1875 小山修 埼玉県 走登釣会 1935 西野浩 東京都

1816 今井潔 東京都 1876 齋藤和彦 埼玉県 1936 仁礼誠 東京都 横河楽走クラブ

1817 今井健雄 川口市 1877 斉藤恒司 東京都 斉藤梱包運輸 1937 野口雅人 東京都 司法書士ランナ

1818 岩井丈仁 川口市 1878 坂井一郎 東京都 城山製作所 1938 野崎賢治 川口市

1819 宇井純治 東京都 宇井工務店 1879 坂井功司 川口市 ネクスコ東日本 1939 野村和弘 川口市 完走目標
1820 上野昌之 東京都 1880 榊田法男 埼玉県 1940 野村直人 川口市

1821 内田知道 川口市 1881 榊原伸吉 川口市 戸塚ラン倶楽部 1941 袴田邦夫 川口市

1822 内田泰清 東京都 1882 佐久間賢志 千葉県 1942 橋爪仁 川口市 日豊
1823 榎本克彦 川口市 1883 佐々木幸男 川口市 1943 濵智幸 東京都 司法書士ＲＣ
1824 大井智弘 埼玉県 ピジョン 1884 佐藤敏夫 川口市 浦和駄馬の会 1944 浜野真行 東京都

1825 大塚和昭 埼玉県 レットウイング 1885 里村美喜夫 北海道 司法書士ラン 1945 原田要之助 川口市

1826 大塚成二 埼玉県 ＨＭＴ―ＲＵＮ 1886 佐野健二 川口市 1946 東垂水隆彦 川口市 ユーラス陸上部

1827 大波久男 川口市 ＳＯＬ 1887 佐野徳彦 東京都 ＮＡＳ永山 1947 樋口敬和 埼玉県

1828 大貫裕之 川口市 1888 澤井一浩 埼玉県 Ｆｌｕｔｅ１０ 1948 深谷光一 川口市 東京労働局
1829 大野元彦 川口市 1889 佐原重雄 秋田県 1949 福士峰生 東京都 南葛ＳＣサポ
1830 大森弘明 川口市 ほまれ 1890 塩原義文 埼玉県 税理士法人松本 1950 伏見充之 埼玉県

1831 大矢晃久 川口市 ぼちぼちいこか 1891 嶋徹 東京都 江戸川区 1951 藤本幸伸 川口市

1832 岡田繁樹 埼玉県 1892 清水誠 川口市 浦和一女 1952 二見行弘 千葉県 埼玉労働局
1833 岡村俊明 川口市 1893 庄司浩 神奈川県横浜市陸協 1953 逸見剛志 東京都 ＳＴＤ
1834 小川満 川口市 ＲＣ虹 1894 白井和夫 川口市 1954 細井実 埼玉県

1835 小熊直樹 川口市 1895 白石透 川口市 綜合警備保障 1955 細野悦男 川口市

1836 奥村修二 川口市 1896 白築章男 川口市 川口ＫＤＲ 1956 本田孝司 川口市 カナガワＲＣ
1837 小栗一浩 川口市 ＯＧＲ走ラン会 1897 末吉豊 川口市 1957 松井弘行 川口市 ＬＡＣランクラ
1838 押田孝弘 川口市 1898 杉崎恒夫 埼玉県 ＮＴワークス 1958 松田司 埼玉県 まぐろ
1839 小田政好 川口市 中央かけっこ団 1899 鈴木拓也 東京都 ＹＲＣ 1959 松本仁史 川口市 戸塚ラン倶楽部

1840 小野二三男 川口市 1900 鈴木正徳 川口市 リスペクト 1960 松本良則 群馬県

1841 小野寺伸 川口市 埼玉大学 1901 鈴木雅弘 川口市 小春の父 1961 丸岡真人 京都府

1842 小幡善生 川口市 ＡＰＨ 1902 関口直行 川口市 1962 丸山誠 川口市 陸星会
1843 嘉志摩政章 千葉県 司法書士ラン 1903 瀬谷一也 東京都 1963 三井田明隆 川口市 古千谷走友会

1844 春日裕司 川口市 1904 宗前光義 川口市 ＴＥＣＨ 1964 水落誠 川口市 埼事協川口支部

1845 加藤智 川口市 1905 曽根研治 東京都 1965 水越千昭 埼玉県 保険のマックス

1846 加藤誠 東京都 1906 高嶋敏勝 埼玉県 1966 水沢隆雄 埼玉県 浦和駄馬の会

1847 加藤政喜 川口市 1907 高野芳久 川口市 1967 三井勝美 埼玉県 走る女
1848 金子明 埼玉県 1908 高橋真弥 東京都 ＩＭＧ　ＲＣ 1968 三橋雅美 埼玉県 ＭＭ走友会
1849 金子賢治 川口市 学大走友会 1909 高橋雄一 埼玉県 安行幼稚園 1969 南稔 東京都 開成走友会
1850 狩野俊幸 川口市 1910 竹内勇治 川口市 1970 簑輪弘 川口市 飯塚一丁目町会

1851 河原直之 東京都 ムービングＲＣ 1911 武田寧司 川口市 1971 三宅信孝 神奈川県多摩川クラブ

1852 閑野活志 埼玉県 尾林緑化 1912 田嶋康彦 川口市 舞いナンクラブ 1972 宮前明夫 川口市

1853 菊地勝巳 川口市 1913 立薗真一 川口市 1973 向井正治 北海道 闘走神
1854 木口敬三 東京都 古千谷走友会 1914 田中栄次 川口市 Ｋ－ＬＩＰＳ 1974 本橋常義 川口市 庫前屋酒店
1855 北野義隆 埼玉県 1915 田中裕 川口市 田中動物病院 1975 森泉正寿 埼玉県 草加走ろう会
1856 北原寛巳 埼玉県 1916 棚澤仁史 埼玉県 とろん 1976 森久保利之 埼玉県

1857 北村和敏 埼玉県 ドラッカーラン 1917 谷口真弥 川口市 1977 森田博之 埼玉県

1858 北村純一 川口市 1918 玉置輝幸 埼玉県 1978 矢口芳彦 川口市

1859 木原茂 川口市 1919 千葉誠 川口市 戸塚ラン倶楽部 1979 谷古宇祐司 埼玉県

1860 君塚元一 川口市 1920 土田敏也 川口市 広瀬川ＲＣ 1980 山形秀雄 川口市 新井町走友会
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1981 山田幸彦 川口市 本蓮町会
1982 雪ノ浦教雄 東京都 野方消防団
1983 吉川敬則 埼玉県

1984 吉田浩幸 川口市 理走の友
1985 吉田誠 埼玉県

1986 吉沼雅人 埼玉県 オーシャンズ
1987 吉村秀俊 川口市

1988 渡邉博文 東京都

1989 渡辺正美 神奈川県 ＪＤ鯖江
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