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6101 阿久津和彦 川口市 6161 栗林康之 埼玉県 ３９マラソン部 6221 土山祐介 川口市

6102 浅倉秀明 川口市 米九十株式会社 6162 剱持圭佑 川口市 6222 當銘昇一 川口市 ふんばりくらぶ
6103 浅野貴広 神奈川県 ＮＴＴ埼玉南 6163 小出柊平 川口市 すてっぷ 6223 栃木翔太 川口市

6104 阿宗美優先 川口市 （株）マルダイ 6164 小暮正和 川口市 り楽す倶楽部 6224 富澤法之 川口市 米九十株式会社

6105 穴見誠一 川口市 立山男会 6165 小島健 川口市 国土防災技術 6225 直井隼人 川口市

6106 阿部行雄 川口市 6166 後藤大樹 川口市 6226 永井大翔 川口市

6107 阿部義弘 川口市 6167 後藤拓哉 川口市 6227 中澤健 川口市

6108 有田和宏 川口市 ヒューテック 6168 後藤保典 埼玉県 走労 6228 仲島道彦 東京都 ＣＴＣＴ
6109 安斎治明 川口市 6169 後藤隆一 川口市 花ぜん 6229 中西健 川口市 松山苑
6110 安藤龍 川口市 6170 小林貴洋 川口市 6230 中野洸介 東京都 さいたま市陸協

6111 碇康雄 川口市 6171 小林拓未 川口市 鶴見製紙 6231 中本雄大 川口市 川口市陸協
6112 池浦武志 川口市 6172 小松崎剛 埼玉県 6232 永山健二 川口市 米九十株式会社

6113 池田拓郎 川口市 6173 小峰慎矢 川口市 はにわ男子 6233 成田祥惟 川口市 川口商工会議所

6114 池田陽介 川口市 6174 斉藤淳太 川口市 すいーつばたけ 6234 西塚友恒 埼玉県

6115 石井蓮 川口市 （株）マルダイ 6175 斉藤雄基 川口市 6235 西山大輝 川口市

6116 石川敏生 川口市 川口市 6176 才原直斗 川口市 八洲電業社 6236 野嶋久嗣 東京都 あっきーず
6117 石田義樹 川口市 6177 阪井龍哉 川口市 （株）マルダイ 6237 野中茂樹 川口市 八洲電業社
6118 市川元秋 埼玉県 空自　入間 6178 榊原茂 埼玉県 6238 野寄新吾 東京都 ＮＴＴ埼玉南
6119 糸井達也 東京都 6179 坂巻知樹 千葉県 石川走友会 6239 橋川博也 川口市

6120 伊藤優介 川口市 （株）マルダイ 6180 坂本重和 川口市 6240 羽田有輝 川口市

6121 井向晋太郎 川口市 トリニティ 6181 佐久間大輝 川口市 すてっぷ 6241 林弘幸 川口市

6122 岩崎太一 川口市 飯塚ＦＣ 6182 迫和伸 川口市 迫製作所 6242 張本淵俊 埼玉県 高句麗
6123 岩本直貴 川口市 がんも 6183 佐々木康成 川口市 6243 樋口颯人 川口市

6124 上原光太郎 川口市 ＤＮＰＬ駅伝部 6184 佐藤博明 川口市 6244 平井利和 川口市 ひら井
6125 上村裕二 川口市 6185 佐藤玲音 川口市 6245 平野達彦 埼玉県 井上整形外科

6126 氏家央賀 埼玉県 立教陸上同好会 6186 佐野史明 埼玉県 太陽ＲＣ 6246 平野泰司 川口市

6127 臼井俊平 川口市 6187 柴田亮 川口市 米九十株式会社 6247 平林広光 東京都 税理士会川口

6128 及川真一 川口市 川口土建 6188 島田昭広 埼玉県 鶴見製紙 6248 藤田剛 川口市

6129 大内康久 川口市 6189 清水孝一 川口市 6249 古舘佑隆 川口市 中台ランナーズ

6130 大倉健太 川口市 6190 菅真一 川口市 不二家 6250 星光亮 埼玉県 鶴見製紙
6131 大古淳也 川口市 6191 須賀隆行 千葉県 じんじくん 6251 細谷光栄 川口市 米九十株式会社

6132 大城潤 川口市 （株）マルダイ 6192 菅井淑章 埼玉県 チーム秋谷 6252 保谷和則 川口市

6133 大城真輝 川口市 （株）マルダイ 6193 菅生圭一 川口市 田中家 6253 本田貴大 川口市

6134 大橋恒介 川口市 マイメロディ 6194 菅生貞暁 東京都 6254 本多達哉 川口市

6135 岡田昌平 埼玉県 さいたま市消防 6195 鈴木高広 東京都 チーム大瀧 6255 増尾裕之 川口市

6136 岡田大輝 東京都 ふんばりくらぶ 6196 鈴木拓真 埼玉県 エボリューショ 6256 増田一敬 川口市 青木信用金庫

6137 小川優樹 埼玉県 きよし４８ＲＣ 6197 関口央 川口市 すてっぷ 6257 町田雅則 川口市

6138 澳塩翔大 川口市 6198 関口工 川口市 すてっぷ 6258 松井和樹 川口市 八洲電業社
6139 小熊隆夫 川口市 武井工務店 6199 関口雄己 埼玉県 國學院大學 6259 松永広文 静岡県

6140 小田憲一 埼玉県 6200 大郷隆人 埼玉県 6260 松本理 千葉県 愚連隊
6141 小平健太 川口市 戸田かけはし 6201 高久康紀 川口市 6261 松本ひでとし 川口市

6142 落合雅人 埼玉県 6202 高橋直也 神奈川県 6262 黛博道 川口市 がんだむず
6143 柿沼健太 川口市 6203 高橋春陽 川口市 中台ランナーズ 6263 三浦尚 川口市

6144 片岡智充 川口市 タイホー 6204 高橋佳朗 川口市 中台ランナーズ 6264 御子柴毅 川口市

6145 桂野正揮 川口市 6205 武井匠未 川口市 すいーつばたけ 6265 水木冬弥 川口市 （株）マルダイ
6146 金井洋 川口市 税理士会 6206 武井正明 川口市 6266 緑川則和 川口市 愚連隊
6147 川嵜篤 川口市 6207 武井道明 川口市 6267 宮内健樹 川口市 井上整形外科

6148 川崎和宏 埼玉県 青木信用金庫 6208 竹内彰紀 東京都 ふんばりくらぶ 6268 宮崎龍一 川口市

6149 川島直樹 川口市 学習院大学 6209 竹内武泰 埼玉県 6269 向中野元 川口市

6150 川島優希 川口市 6210 竹野聡 川口市 6270 武笠翼 川口市 コンフィアンサ
6151 川尻祝由 川口市 6211 竹野優樹 川口市 技研金物 6271 村上廉弥 埼玉県

6152 河辺健至 川口市 6212 田島賢一 東京都 6272 茂木義行 川口市

6153 神戸隆 埼玉県 めだか 6213 舘野雄一 川口市 早稲田大学 6273 森淳 千葉県

6154 北川誠 埼玉県 川口信用金庫 6214 田中厚志 川口市 6274 森下翔太 川口市

6155 北山裕介 川口市 パンラッコ 6215 田中直樹 川口市 6275 森島建吾 川口市 （株）モリケン
6156 木村祐樹 川口市 6216 田中龍之介 川口市 中台ランナーズ 6276 柳館勇太 川口市

6157 グエンヤン タイ 川口市 6217 田村学 川口市 6277 谷場勝幸 川口市

6158 鯨井雄介 埼玉県 （株）マルダイ 6218 田村一真 川口市 6278 山口伸一郎 川口市 タイホー
6159 久保孝一 川口市 6219 千葉恵一 埼玉県 青木信用金庫 6279 山崎裕太 埼玉県 コンフィアンサ
6160 栗城武博 埼玉県 6220 チャンバン カイ 川口市 6280 山下寛 東京都
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6281 山田航紀 埼玉県 川口商工会議

6282 山田大介 川口市

6283 山田康弘 川口市 松山苑
6284 山本雄 神奈川県 ハートブレイク
6285 湯佐優希 埼玉県 それいゆ
6286 横山総士 川口市

6287 吉岡春樹 東京都

6288 吉川健吾 川口市

6289 吉川祐士 川口市

6290 若林剛志 川口市

6291 若原毅 埼玉県

6292 和田知紘 埼玉県 日本化学工業

6293 和田風馬 川口市

6294 渡辺鉄也 川口市 タイホー
6295 渡邊誠 川口市 めだか
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