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4501 青木勝也 川口市 4561 栗原正博 川口市 4621 新里正勝 埼玉県 第一三共
4502 赤羽明宏 埼玉県 川口信用金庫 4562 桑名勝美 川口市 4622 新谷陽一 埼玉県

4503 秋田義和 川口市 4563 小泉敏邦 川口市 たたらんず 4623 西川佳司 川口市

4504 秋本千里 川口市 4564 小井土功 川口市 株式会社角伊 4624 野口孝隆 川口市

4505 秋元良一 東京都 4565 小田一男 岩手県 4625 野崎博之 川口市 （株）イコール
4506 浅田邦久 川口市 4566 小長谷政利 川口市 4626 野尻孝義 川口市 八日会
4507 朝日基夫 埼玉県 川口信用金庫 4567 小谷内隆雄 川口市 ファスナーズ 4627 野呂充伸 川口市

4508 東隆彦 千葉県 流山ＣＪ 4568 齋藤憲一 東京都 エフオーアール 4628 長谷川一也 東京都

4509 我妻秀俊 東京都 司法書士ＲＣ 4569 榊原茂博 埼玉県 4629 畠山功 川口市

4510 新井美智也 川口市 4570 坂下昇 埼玉県 4630 日向文雄 神奈川県 ＡＮＡ
4511 荒川錦一 川口市 4571 坂本治 鳥取県 司法書士ランナ 4631 平野秀樹 川口市

4512 有山佳伸 川口市 まぐろ軍団 4572 坂本定彦 川口市 4632 廣野文男 川口市

4513 伊井達哉 川口市 4573 阪本浩 川口市 4633 広部信行 川口市

4514 飯ヶ浜幸雄 川口市 4574 櫻井淳一 川口市 税理士会川口 4634 深澤昭男 川口市 恒栄電設
4515 飯田直充 川口市 青木信用金庫 4575 佐藤勝美 川口市 4635 福田猛弘 川口市

4516 飯塚文彦 新潟県 新道中村ＲＣ 4576 佐藤隆夫 川口市 4636 藤井広志 川口市

4517 池田賢司 千葉県 優和住宅 4577 佐藤勝 川口市 大熊製作所 4637 船津則幸 川口市

4518 池田孝治 川口市 4578 佐藤保裕 川口市 芝川ランナーズ 4638 船水一成 東京都

4519 石鍋辰司 川口市 ウイルソン 4579 里野浩隆 川口市 4639 星文夫 川口市 中台ランニング

4520 石原寿幸 千葉県 ＴＭノーサイド 4580 里和永一 川口市 鶴見製紙 4640 穂保康男 東京都 山商株式会社

4521 市井秀樹 埼玉県 4581 椎名邦夫 川口市 4641 堀口誠一郎 川口市

4522 稲垣正一 川口市 文左衛門藪昭 4582 篠崎彰 東京都 大学生協共済連 4642 前野博 埼玉県

4523 井上敏夫 川口市 4583 芝崎克一 川口市 ルナークス 4643 町田徳一 埼玉県

4524 イノウエ ミチオ 川口市 井上整形外科 4584 芝田健志 埼玉県 ＬＡＣ 4644 松崎尚 川口市 白馬の会
4525 入江猛 埼玉県 4585 島田晃宏 川口市 4645 松本桂一 埼玉県

4526 上野誠司 東京都 4586 下田昌一 川口市 浦和駄馬の会 4646 三上英明 埼玉県

4527 宇佐見佳之 埼玉県 4587 下野克彦 川口市 南中大臀筋 4647 水沼進二 埼玉県 チーム武
4528 牛込智司 川口市 4588 小路広幸 埼玉県 チームエビス 4648 南健次 川口市

4529 内山真吾 川口市 4589 菅沼隆宏 埼玉県 4649 箕輪篤人 川口市

4530 榎本滋 埼玉県 家政走友会 4590 須佐和行 川口市 4650 三村功 川口市 鳩ヶ谷ソフトテ

4531 大井田裕 川口市 4591 鈴木淳 茨城県 4651 三室敬史 川口市

4532 大澤一雅 東京都 4592 鈴木正延 川口市 4652 宮城基郎 川口市 宮城プラン
4533 大島悟 川口市 4593 清家史郎 千葉県 4653 宮崎康博 香川県 司法書士
4534 太田孝治 埼玉県 4594 関口栄治 川口市 4654 村尾健一 千葉県 水上事務所
4535 大谷修 埼玉県 4595 関口和之 千葉県 司法書士ＲＳ 4655 村田房雄 川口市

4536 大塚信明 川口市 チホ 4596 関口尚之 東京都 プルデンシャル 4656 村松明夫 川口市

4537 大塚弘之 川口市 4597 千間浩 川口市 4657 森雅浩 川口市

4538 大橋徹 川口市 4598 反町篤志 埼玉県 ＥＰＳＯＮ会 4658 森谷和雄 川口市

4539 小形英規 埼玉県 チーム武 4599 高塚豊 川口市 東急清和クラブ 4659 守屋努 埼玉県

4540 岡本勇 埼玉県 4600 高橋重雄 川口市 4660 門司総一郎 川口市

4541 奥山誠一 川口市 サンケン電気 4601 高橋敏夫 川口市 4661 柳沢一昭 川口市

4542 尾崎清隆 東京都 湘南ＲＣ 4602 高橋秀幸 川口市 高正建設 4662 矢部慶 川口市 ＣＡＰＪＰ
4543 恩田達也 川口市 4603 高橋浩 川口市 4663 山内浩一 川口市

4544 加藤一郎 千葉県 名古屋市役所 4604 髙橋祐 川口市 4664 山岸栄 川口市 ＮＡＫＡＳＡＮ
4545 金澤昭彦 川口市 チームカナジイ 4605 瀧本孝治 川口市 4665 山口浩満 神奈川県 ハートブレイク
4546 金子益久 川口市 ＤＳＣ 4606 竹内秀樹 長野県 4666 山崎勉 川口市

4547 加納尊 川口市 4607 武江一敏 川口市 チーム武 4667 山下輝男 埼玉県

4548 上條航樹 東京都 4608 田中透 埼玉県 4668 山田敬 川口市 交通機械会社

4549 川口孝二 東京都 4609 田中寛 東京都 4669 山田肇 川口市 古千谷走友会

4550 川口宏 川口市 鶴見製紙 4610 田渕二郎 川口市 4670 山田久夫 埼玉県 まぐろ軍団
4551 川島英俊 川口市 4611 田部等 川口市 4671 山田仁 川口市 チーム山田
4552 川西輝明 埼玉県 城北信用金庫 4612 千野浩司 埼玉県 4672 山野栄三郎 川口市 わっか食堂
4553 神原秀夫 埼玉県 4613 塚本克司 埼玉県 4673 山本達也 埼玉県

4554 木島修 東京都 4614 辻精夫 川口市 4674 結城浩 埼玉県

4555 北島豊司 川口市 ネクスコ 4615 鴇澤省一 千葉県 カナガワＲＣ 4675 横畑邦男 埼玉県 そごう・西武
4556 木村敦 川口市 4616 外山深 埼玉県 東部地域病院 4676 吉岡輝雄 埼玉県

4557 鯨井栄司 川口市 4617 長岡弘之 川口市 渋谷中高等学校 4677 吉川孝仁 川口市

4558 工藤忠 群馬県 4618 中島一雄 川口市 4678 吉田克樹 東京都

4559 熊木譲 川口市 4619 南雲充 新潟県 新潟県：湯沢町 4679 吉田高治 川口市 アクエリアス
4560 倉田守啓 川口市 ＰＧＭ 4620 並木昭仁 川口市 小松原工務店 4680 吉野健二 川口市

第４０回川口マラソン大会
１０ｋｍ　６０歳代男子（１８５人）

1 



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

4681 吉原信一 川口市

4682 若山磨 神奈川県 ＦＯＲ
4683 涌井良一 川口市

4684 渡辺祥 川口市

4685 渡辺政則 東京都 ＭＩＺＵＨＯ
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