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1 8030 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 本庄市 0:18:43

2 8023 松田 敬 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 寄居町 0:19:16

3 8001 若林 宏和 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 秩父市 0:19:34

4 8011 森田 理央 ﾓﾘﾀ ﾘｵｳ 東京都 0:20:11

5 8045 横田 愛 ﾖｺﾀ ｱｲ 秩父市 0:20:30

6 8040 服部 吉貴 ﾊｯﾄﾘ ﾖｼﾀｶ ラビッ徒倶楽部 東京都 0:20:33

7 8003 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島県 0:20:46

8 8019 浅見 智子 ｱｻﾞﾐ ﾄｼｺ 秩父市 0:20:56

9 8044 横田 千里 ﾖｺﾀ ﾁｻﾄ 秩父市 0:21:11

10 8022 永田 知代 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾖ 秩父市 0:21:54

11 8004 四方田 孝行 ﾖﾓﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 長瀞町 0:22:09

12 8020 吉村 美歩 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾎ 東京都 0:22:10

13 8038 梶谷 亜哉子 ｶｼﾞﾀﾆ ｱﾔｺ 東京都 0:22:30

14 8043 瀧本 絢音 ﾀｷﾓﾄ ｱﾔﾈ 本庄市 0:23:33

15 8014 小林 真理 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 東京都 0:23:48

16 8025 やまぞえ のぞみ ﾔﾏｿﾞｴ ﾉｿﾞﾐ 東京都 0:23:58

17 8028 内田 千栄子 ｳﾁﾀﾞ ﾁｴｺ 秩父市 0:24:00

18 8046 島崎 未文 ｼﾏｻﾞｷ ﾐﾌ 上里学園 神川町 0:24:01

19 8035 若林 由紀子 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｷｺ 川越市 0:24:07

20 8005 四方田 仁美 ﾖﾓﾀﾞ ﾋﾄﾐ 長瀞町 0:24:29

21 8036 新井 静夫 ｱﾗｲ ｼｽﾞｵ 新井家 長瀞町 0:24:55

22 8047 上東 武男 ｼﾞｮｳﾄｳ ﾀｹｵ 東京都 0:24:59

23 8008 犬塚 淳 ｲﾇﾂﾞｶ ｱﾂｼ 神奈川県 0:25:36

24 8002 湯口 小雪 ﾕｸﾞﾁ ｻﾕｷ 熊谷市 0:25:47

25 8042 浅野 啓子 ｱｻﾉ ｹｲｺ ラビッ徒俱楽部 さいたま市 0:26:08

26 8027 楚 文超 ｿ ﾌﾞﾝﾁｮｳ 入間市 0:26:10

27 8041 石川 香織 ｲｼｶﾜ ｶｵﾘ ラビッ徒倶楽部 東京都 0:26:21

28 8024 新井 友美 ｱﾗｲ ﾄﾓﾐ 東松山市 0:26:27

29 8032 川上 良男 ｶﾜｶﾐ ﾖｼｦ 秩父市 0:26:30

30 8033 宇都 隆蔵 ｳﾄ ﾀｶｸﾗ ラビットクラブ 鹿児島県 0:26:32

31 8031 田口 博 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 熊谷市 0:26:42

32 8017 井上 桂子 ｲﾉｳｴ ｹｲｺ 神奈川県 0:27:12

33 8013 川崎 三四郎 ｶﾜｻｷ ｻﾝｼﾛｳ 東松山市 0:29:08

34 8015 新井 政彦 ｱﾗｲ ﾏｻﾋｺ 秩父市 0:29:40

35 8037 佐野 綾香 ｻﾉ ｱﾔｶ 東京都 0:33:27

36 8021 岡部 朋子 ｵｶﾍﾞ ﾄﾓｺ 秩父市 0:34:02


