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1 4232 杉山 隆之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 桶川市 0:17:05

2 4201 野坂 房太郎 ﾉｻｶ ﾌｻﾀﾛｳ 秩父市 0:17:18

3 4205 若林 宏和 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｶｽﾞ 秩父市 0:17:56

4 4242 上東 晃江 ｼﾞｮｳﾄｳ ｱｷｴ 東京都 0:18:04

5 4216 四方田 孝行 ﾖﾓﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 長瀞町 0:18:48

6 4215 池田 絹代 ｲｹﾀﾞ ｷﾇﾖ 秩父市 0:18:55

7 4204 浜田 裕輔 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 秩父市 0:19:10

8 4220 松田 敬 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶｼ 寄居町 0:19:26

9 4231 藤川 慎次 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾝｼﾞ 桶川市 0:19:38

10 4209 蓮見 雅裕 ﾊｽﾐ ﾏｻﾋﾛ 秩父市 0:20:53

11 4233 唐澤 政範 ｶﾗｻﾜ ﾏｻﾉﾘ るーざーず 日高市 0:21:02

12 4203 浜田 つる ﾊﾏﾀﾞ ﾂﾙ 秩父市 0:21:14

13 4239 岸田 安寿香 ｷｼﾀﾞ ｱｽｶ 北本市 0:21:28

14 4211 引間 孝明 ﾋｷﾏ ﾀｶｱｷ 秩父市 0:21:30

15 4226 嵜山 由美子 ｻｷﾔﾏ ﾕﾐｺ 秩父市 0:21:37

16 4214 西條 日出光 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞﾐﾂ 入間市 0:21:50

17 4252 岡本 祥果 ｵｶﾓﾄ ｻﾁｶ 岡本歯科医院 上尾市 0:22:14

18 4251 小林 真理 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ ＷＨＡＬＥＳ 東京都 0:22:45

19 4221 嘉瀬 博之 ｶｾ ﾋﾛﾕｷ 伊奈町 0:23:26

20 4230 笹岡 恵美子 ｻｻｵｶ ｴﾐｺ 日本旅行 川口市 0:23:31

21 4206 清井 憲一 ｷﾖｲ ｹﾝｲﾁ 東松山市 0:23:55

22 4222 嘉瀬 リカ ｶｾ ﾘｶ 伊奈町 0:24:11

23 4248 雨宮 郁恵 ｱﾒﾐﾔ ｲｸｴ 東京都 0:24:21

24 4217 四方田 仁美 ﾖﾓﾀﾞ ﾋﾄﾐ 長瀞町 0:24:29

25 4241 長 賢一 ﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ ＮＲＣ 熊谷市 0:25:03

26 4247 清水 恭子 ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｺ シーライオン 行田市 0:25:33

27 4229 川上 良男 ｶﾜｶﾐ ﾖｼｦ 秩父市 0:25:49

28 4224 Ｍｕｌａｒｃｚｙｋ Ａｇｎｉｅｓｚｋａ ﾑﾗﾙﾁｯｸ ｱｸﾞﾈｼｭｶ 本庄市 0:25:53

29 4218 犬塚 淳 ｲﾇﾂﾞｶ ｱﾂｼ 神奈川県 0:26:46

30 4243 古東 禎子 ｺﾄｳ ﾃｲｺ ラビッ徒倶楽部 東京都 0:28:01

31 4246 石川 香織 ｲｼｶﾜ ｶｵﾘ ラビッ徒倶楽部 東京都 0:28:02

32 4223 川崎 三四郎 ｶﾜｻｷ ｻﾝｼﾛｳ 東松山市 0:28:36

33 4245 田口 博 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 秩父走ろう会 熊谷市 0:28:37

34 4253 八木 由子 ﾔｷﾞ ﾕｳｺ 志木市 0:29:07

35 4212 野口 里美 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄﾐ 寄居町 0:29:12

36 4213 柳 寿明 ﾔﾅｷﾞ ﾄｼｱｷ 熊谷市 0:29:13

37 4202 安田 憲幸 ﾔｽﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 秩父市 0:29:14

38 4234 宇都 隆蔵 ｳﾄ ﾀｶｸﾗ ラビットクラブ 鹿児島県 0:29:20

39 4236 林 鮎美 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 東京都 0:29:46

40 4237 林 彩花 ﾊﾔｼ ｱﾔｶ 都立田柄高校 東京都 0:29:46

41 4240 飛田 昌孝 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻﾀｶ ＮＲＣ 群馬県 0:31:16

42 4244 蘆塚 大輔 ｱｼﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ らびっと倶楽部 東京都 0:31:24

43 4254 飯塚 圭助 ｲｲﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 秩父市 0:31:55

44 4228 松田 輝子 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾙｺ 熊谷市 0:48:49

45 4249 雨宮 喜久乃 ｱﾒﾐﾔ ｷｸﾉ 秩父市 0:48:50


