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1 4131 河野 陽一 ｺｳﾉ ﾖｳｲﾁ 日本郵便 東京都 1:14:17

2 4113 原田 将徳 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ＤＲＥＡＭ 埼玉県 1:16:54

3 4010 西村 太作 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｻｸ 公務員 千葉県 1:20:14

4 839 中村 怜史 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 一冨士フードサービス株式会社 群馬県 1:22:44

5 897 酒井 宏輔 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 双日 千葉県 1:26:19

6 4208 藤代 健 ﾌｼﾞｼﾛ ｹﾝ 今日は誕生日 埼玉県 1:26:26

7 850 庭山 潤 ﾆﾜﾔﾏ ﾕﾀｶ 帝人 東京都 1:27:43

8 4115 山口 幹哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷﾔ 高知市陸協 東京都 1:27:57

9 879 川崎 紘誉 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾖｼ （株）大林組 埼玉県 1:27:57

10 889 松下 盛一 ﾏﾂｼﾀ ｾｲｲﾁ 三菱ＵＦＪリース（株） 東京都 1:28:02

11 911 佐藤 徳憲 ｻﾄｳ ﾄｸﾉﾘ 大林組 埼玉県 1:28:15

12 883 松本 博 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ （株）日立製作所 神奈川県 1:30:39

13 880 土屋 智敬 ﾂﾁﾔ ﾄﾓﾋﾛ 大塚製薬（株） 東京都 1:31:48

14 882 衣笠 竜也 ｷﾇｶﾞｻ ﾀﾂﾔ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 神奈川県 1:32:05

15 881 高橋 建太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング 東京都 1:32:24

16 887 関 正樹 ｾｷ ﾏｻｷ 積水化学工業（株） 東京都 1:32:40

17 892 梅田 万寿雄 ｳﾒﾀﾞ ﾏｽｵ （株）ジェーシービー 東京都 1:34:08

18 859 田村 裕治 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 双日 東京都 1:34:30

19 898 山下 洋輔 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳｽｹ 双日ロジスティクス 埼玉県 1:34:51

20 873 小峰 隆彦 ｺﾐﾈ ﾀｶﾋｺ 三菱東京ＵＦＪ 埼玉県 1:34:58

21 4207 白鳥 光康 ｼﾗﾄﾘ ﾐﾂﾔｽ 東京都 1:35:53

22 935 田村 洋人 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾄ 大末建設（株） 東京都 1:36:42

23 877 宇田 雅志 ｳﾀﾞ ﾏｻｼ 積水樹脂株式会社 大阪府 1:37:18

24 885 石森 孝輔 ｲｼﾓﾘ ｺｳｽｹ ＳＢＳグループ 東京都 1:37:31

25 860 Ｍｉｃｈａｅｌ Ｍｅｈｌｅｒｔ ﾏｲｹﾙ ﾐﾗｰﾄ 双日 東京都 1:37:53

26 4319 福田 隆弘 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ソフトバンク 東京都 1:38:18

27 4118 小林 圭佑 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 横浜銀行 神奈川県 1:38:40

28 817 岩尾 皓介 ｲﾜｵ ｺｳｽｹ 双日 東京都 1:38:49

29 821 飯田 智 ｲｲﾀﾞ ｻﾄﾙ 双日 東京都 1:39:06

30 4114 桑村 英志 ｸﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ ランナー 神奈川県 1:39:39

31 4219 長谷川 慎治 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ ツルハ 千葉県 1:39:46

32 802 木森 大樹 ｷﾓﾘ ﾀﾞｲｷ 株式会社ユニオン 神奈川県 1:39:56

33 874 八代 恵一 ﾔｼﾛ ｹｲｲﾁ 三菱ＵＦＪ銀行本所支店 千葉県 1:40:20

34 840 山浦 光博 ﾔﾏｳﾗ ﾐﾂﾋﾛ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 東京都 1:41:02

35 803 寺田 龍平 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 三菱ＵＦＪ銀行 東京都 1:41:10

36 4104 森本 亘 ﾓﾘﾓﾄ ﾜﾀﾙ ニチレイフーズ 東京都 1:42:29

37 4021 菅原 啓典 ｽｶﾞﾜﾗ ｹｲｽｹ 株式会社ｐａｓｏｎａ 東京都 1:43:21

38 937 山田 寛一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｲﾁﾛｳ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 東京都 1:43:39

39 849 倉方 裕史 ｸﾗｶﾀ ﾋﾛｼ 帝人（株） 東京都 1:44:24

40 945 星 克信 ﾎｼ ｶﾂﾉﾌﾞ 帝人フィルムソリューション（株） 栃木県 1:45:56

41 4303 森村 和三 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾐ プレミアモルツ 東京都 1:45:57

42 933 河邉 昭浩 ｶﾜﾍﾞ ｱｷﾋﾛ ＭＵＳＢＳ 千葉県 1:46:45

43 899 鈴木 裕久 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾋｻ 双日建材 神奈川県 1:47:12

44 893 河村 鉄平 ｶﾜﾑﾗ ﾃｯﾍﾟｲ （株）ジェーシービー 東京都 1:47:13

45 924 早川 靖郎 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｵ （株）大林組 神奈川県 1:47:15

46 846 吉村 寿吉 ﾖｼﾑﾗ ﾋｻﾖｼ サントリーホールディングス（株） 埼玉県 1:47:34

47 951 佐藤 晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 東日本セキスイ商事（株） 千葉県 1:48:07

48 4317 小野目 如快 ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ 湘北短期大学 埼玉県 1:48:08

49 884 山口 和志 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｼ 積水ハウス（株） 埼玉県 1:48:14

50 872 小林 英之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都 1:48:19
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51 940 古川 辰男 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾂｵ ＳＢＳグループ 東京都 1:48:20

52 4220 中村 雄介 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 自衛隊 東京都 1:48:24

53 929 久保田 満 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾙ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 東京都 1:48:51

54 915 松田 学 ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 三菱ＵＦＪ信託銀行 東京都 1:48:57

55 4320 河村 一夫 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｵ 株式会社Ｌｏｏｏｐ 東京都 1:49:16

56 833 東 勇太 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾀ 三菱ＵＦＪ銀行 東京都 1:49:32

57 926 川口 明男 ｶﾜｸﾞﾁ ｱｷｵ （株）くろがね工作所 東京都 1:49:57

58 805 佐藤 俊兵 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都 1:50:20

59 835 中橋 伸允 ﾅｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾐﾂ 大同生命 神奈川県 1:50:22

60 953 永吉 敬一 ﾅｶﾞﾖｼ ｹｲｲﾁ 三菱ＵＦＪリース（株） 東京都 1:50:25

61 818 初田 穣 ﾊﾂﾀ ｼﾞｮｳ 双日 千葉県 1:51:05

62 948 佐藤 洋一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 積水化学工業（株） 埼玉県 1:51:35

63 4217 鹿野 義治 ｼｶﾉ ﾖｼﾊﾙ 個人 千葉県 1:51:56

64 952 小谷 広之 ｺﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ みどり会 埼玉県 1:52:01

65 4006 大渕 雅人 ｵｵﾌﾞﾁ ﾏｻﾄ トランスコスモス 東京都 1:52:57

66 843 小濱 寿通 ｺﾊﾏ ﾄｼﾐﾁ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 東京都 1:53:56

67 4004 北島 裕基 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 明治安田システムテクノロジー 東京都 1:54:02

68 822 八幡 智史 ﾔﾊﾀ ｻﾄｼ 双日 東京都 1:55:39

69 913 梶原 伸久 ｶｼﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋｻ 積水樹脂（株） 神奈川県 1:56:11

70 941 佐藤 聖次 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ ＳＢＳグループ 埼玉県 1:56:45

71 927 松嵜 弘 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｼ 大塚製薬（株） 埼玉県 1:56:49

72 4211 太田 篤 ｵｵﾀ ｱﾂｼ アストラゼネカ 東京都 1:57:10

73 4112 八木下 成章 ﾔｷﾞｼﾀ ﾅﾘｱｷ アストラゼネカ 埼玉県 1:57:27

74 4214 永野 達生 ﾅｶﾞﾉ ﾀﾂｵ ライオン 東京都 1:57:33

75 4402 加藤 幸弘 1:58:03

76 4316 佐藤 久人 ｻﾄｳ ﾋｻﾄ フルーツ 東京都 1:58:15

77 875 古口 敦規 ｺｸﾞﾁ ｱﾂｷ ＴＯＹＯＴＩＲＥ株式会社 東京都 1:58:21

78 856 與儀 宗徳 ﾖｷﾞ ﾑﾈﾉﾘ （株）ジェーシービー 東京都 1:59:11

79 832 根本 泰一 ﾈﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ 株式会社ユニオン 東京都 1:59:41

80 4120 西岡 道広 ﾆｼｵｶ ﾐﾁﾋﾛ トリッパーズ 東京都 2:00:10

81 4218 森崎 誠 ﾓﾘｻｷ ﾏｺﾄ 個人参加 神奈川県 2:01:49

82 944 黒沼 利一 ｸﾛﾇﾏ ﾄｼｶｽﾞ ユニ・チャーム（株） 福岡県 2:02:10

83 4133 松島 篤司 ﾏﾂｼﾏ ｱﾂｼ サコス株式会社 東京都 2:02:30

84 943 岩室 哲司 ｲﾜﾑﾛ ﾃﾂｼﾞ サントリーホールディングス（株） 大阪府 2:03:16

85 4127 植田 浩樹 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛｷ ＳＭＢ建材 東京都 2:04:20

86 842 山下 博史 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｼ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 東京都 2:04:25

87 4009 高橋 昂大 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾞｲ 無所属 東京都 2:05:00

88 921 須藤 弘一 ｽﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 三菱ＵＦＪ銀行 埼玉県 2:05:15

89 930 谷口 定信 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 東京都 2:05:23

90 939 大山 亘 ｵｵﾔﾏ ﾜﾀﾙ ＳＢＳグループ 神奈川県 2:05:33

91 925 千葉 茂昭 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞｱｷ 一冨士フードサービス株式会社 東京都 2:06:22

92 4001 中西 健太郎 ﾅｶﾆｼ ｹﾝﾀﾛｳ 株式会社ＵＺＵＭＡＫＩ 東京都 2:06:52

93 916 本折 憲司 ﾓﾄｵﾘ ｹﾝｼﾞ 岩谷産業株式会社 東京都 2:06:54

94 876 古澤 亘 ﾌﾙｻﾜ ﾜﾀﾙ 株式会社ユニオン 千葉県 2:07:21

95 4323 依知川 泰久 ｲﾁｶﾜ ﾔｽﾋｻ 株式会社ポプラ 千葉県 2:07:55

96 834 上野 泰隆 ｳｴﾉ ﾔｽﾀｶ 三菱ＵＦＪ銀行 千葉県 2:08:00

97 932 仲川 英治 ﾅｶｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ ＭＵＳＢＳ 東京都 2:08:10

98 4307 石橋 正樹 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻｷ （医）精密審美会 東京都 2:08:34

99 4305 竹内 弘 ﾀｹｳﾁ ﾋﾛｼ 東商事 千葉県 2:08:56

100 890 千葉 恭大 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 三菱ＵＦＪリース（株） 東京都 2:09:41
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101 816 吉岡 真国 ﾖｼｵｶ ﾏｻｸﾆ 双日 千葉県 2:11:00

102 4223 田口 義男 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼｵ 東京メトロ 千葉県 2:11:03

103 4110 大塚 真司 ｵｵﾂｶ ｼﾝｼﾞ 株式会社ＵＲコミュニティ 東京都 2:11:10

104 4318 関口 峰夫 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾈｵ 個人 東京都 2:11:23

105 886 成澤 忠彦 ﾅﾙｻﾜ ﾀﾀﾞﾋｺ ユニ・チャーム（株） 東京都 2:11:48

106 4011 仙北谷 豪 ｾﾝﾎﾞｸﾔ ｱｷﾗ 神奈川県 2:12:08

107 4204 原田 英治 ﾊﾗﾀﾞ ｴｲｼﾞ 会社員 東京都 2:12:46

108 801 細井 克馬 ﾎｿｲ ｶﾂﾏ 宇部興産 千葉県 2:14:06

109 894 三原 洋一 ﾐﾊﾗ ﾖｳｲﾁ 三菱ＵＦＪ信託銀行（株） 東京都 2:14:37

110 4108 池田 篤生 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｵ 無職 東京都 2:14:43

111 836 西村 嘉章 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都 2:15:29

112 4328 高木 一彦 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋｺ パーパスＪＣ 静岡県 2:15:39

113 4109 工藤 崇志 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ 株式会社ＵＺＵＭＡＫＩ 埼玉県 2:15:48

114 4005 嶋崎 裕也 ｼﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ ＮＰＡＫ１ 岐阜県 2:15:54

115 4007 東 亮佑 ｱｽﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ ジオン公国 三重県 2:15:54

116 4017 水上 優 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳｷ 公務員 福井県 2:15:54

117 954 中嶋 循 ﾅｶｼﾞﾏ ﾒｸﾞﾙ （株）ジェーシービー 北海道 2:16:36

118 4310 冨澤 敬規 ﾄﾐｻﾜ ﾀｶﾉﾘ 東京都電気工事工業組合 千葉県 2:16:41

119 858 内山 貴由 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 双日 東京都 2:17:12

120 955 河西 敏章 ｶｻｲ ﾄｼｱｷ 双日 東京都 2:17:12

121 4330 小原 純雄 ｵﾊﾞﾗ ｽﾐｵ 東京都 2:17:36

122 4312 小川 貞治 ｵｶﾞﾜ ｻﾀﾞﾊﾙ 善福寺公園 東京都 2:17:36

123 815 福井 健人 ﾌｸｲ ｹﾝﾄ （株）ジェーシービー 東京都 2:18:47

124 4206 小西 隆詩 ｺﾆｼ ﾀｶｼ ＦＳＫ 千葉県 2:19:17

125 813 磯 友貴 ｲｿ ﾄﾓｷ ＳＢＳグループ 神奈川県 2:19:47

126 917 田村 耕司 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ （株）日立製作所 茨城県 2:21:06

127 918 板倉 正樹 ｲﾀｸﾗ ﾏｻｷ 三菱ＵＦＪ銀行 東京都 2:22:48

128 888 矢部 賢一 ﾔﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 積水化学工業（株） 東京都 2:24:33

129 900 船本 幸裕 ﾌﾅﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 双日 東京都 2:24:53

130 4327 児玉 一孝 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞﾀｶ 酢豚定食餃子付き 東京都 2:26:47

131 928 飛松 一樹 ﾄﾋﾞﾏﾂ ｶｽﾞｷ 三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社 東京都 2:26:50

132 931 富久尾 浩之 ﾌｸｵ ﾋﾛﾕｷ ＭＵＳＢＳ 東京都 2:27:25

133 4121 吉田 宣昭 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都 2:27:38

134 4018 井上 覚太 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞﾋﾛ 丸紅株式会社 東京都 2:27:57

135 4015 橋本 裕介 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ 丸紅株式会社 東京都 2:27:57

136 912 竹内 誠治 ﾀｹｳﾁ ｾｲｼﾞ 積和不動産株式会社 東京都 2:28:47

137 852 棚瀬 啓介 ﾀﾅｾ ｹｲｽｹ 三菱ＵＦＪリース（株） 神奈川県 2:29:26

138 841 藤田 翼 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 東京都 2:30:05

139 808 花輪 類 ﾊﾅﾜ ﾙｲ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレーＰＢ証券株式会社 東京都 2:30:05

140 4212 菅井 清一 ｽｶﾞｲ ｾｲｲﾁ ジェイアール東日本運輸サービス 千葉県 2:30:25

141 901 桜井 秀樹 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞｷ ＮＴＮ（株） 東京都 2:33:54

142 814 西村 啓佑 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｽｹ （株）ジェーシービー 神奈川県 2:38:43

143 871 落合 孝治 ｵﾁｱｲ ｺｳｼﾞ 大林組 埼玉県 2:48:06


