
ハーフ 一般男子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 1173 千葉　勇人 ﾁﾊﾞ ﾊﾔﾄ 東京都 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞAC 1時間10分01秒
2 1090 石田　友和 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 群馬県 　　 1時間10分42秒
3 1028 新井　翔 ｱﾗｲ ｼｮｳ 群馬県 　　 1時間12分35秒
4 1053 楜澤　俊明 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 長野県 松川村アスリートクラブ 1時間14分33秒
5 1114 志田　一馬 ｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 群馬県 長岡ランニングクラブ 1時間15分17秒
6 1181 樋口　佳和 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 新潟県 東京農大OLG 1時間15分59秒

7 1186 小林　拓道 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 アスラーズRC 1時間18分11秒

8 1084 谷　夏樹 ﾀﾆ ﾅﾂｷ 栃木県 群馬大学 1時間18分20秒

9 1097 高橋　憲司 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 群馬県 群馬ＴＦ 1時間19分45秒

10 1069 五十嵐　崇之 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶﾕｷ 群馬県 群馬大学 1時間20分16秒

11 1005 久保田　光俊 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾄｼ 群馬県 ｅＡ東京 1時間20分34秒

12 1154 布田　洋一 ﾌﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 アスラーズRC 1時間20分56秒

13 1126 長澤　宜明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼｱｷ 群馬県 チームぞうがめ 1時間22分55秒

14 1283 吉沼　聖尚 ﾖｼﾇﾏ ｷﾖﾀｶ 栃木県 佐野市役所 1時間23分50秒

15 1061 富田　好孝 ﾄﾐﾀ ﾖｼﾀｶ 群馬県 今井町ＴＦ 1時間24分27秒

16 1341 寺内　康明 ﾃﾗｳﾁ ﾔｽｱｷ 東京都 東京都庁 1時間25分43秒

17 1170 丸山　岳人 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ 群馬県 すみれ幼稚園 1時間25分43秒

18 1152 入澤　康行 ｲﾘｻﾜ ﾔｽﾕｷ 群馬県 楽走塾 1時間25分48秒

19 1159 青木　悠介 ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 群馬県 楽走塾 1時間25分51秒

20 1123 田村　貴之 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 群馬県 バスで行きばす 1時間26分08秒

21 1214 田口　洋右 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 群馬県 　　 1時間26分10秒

22 1147 青木　光雄 ｱｵｷ ﾐﾂｵ 長野県 長野市役所 1時間26分17秒

23 1337 阿部　俊博 ｱﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 宮城県 権サン山TRC 1時間26分18秒

24 1302 齋藤　翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間26分35秒

25 1010 川端　秀彦 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾋｺ 群馬県 フセラシ 1時間26分58秒

26 1085 村岡　信博 ﾑﾗｵｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉県 　　 1時間27分09秒

27 1172 会沢　陽之介 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｳﾉｽｹ 東京都 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞAC 1時間27分30秒

28 1107 黒岩　直人 ｸﾛｲﾜ ﾅｵﾄ 群馬県 ち～むお～つ～ 1時間27分53秒

29 1306 野村　徹 ﾉﾑﾗ ﾄｵﾙ 群馬県 　　 1時間28分25秒

30 1167 平林　知巳 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 群馬県 伊勢崎西部スポーツクラブ 1時間28分47秒

31 1223 大島　翼 ｵｵｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 群馬県 ★東洋大学★ 1時間29分30秒

32 1106 鈴木　智明 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｱｷ 群馬県 　　 1時間29分41秒

33 1051 蓮見　太一 ﾊｽﾐ ﾀｲﾁ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間30分10秒

34 1299 萩原　亮太 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 群馬県 鶴谷病院 1時間30分41秒

35 1030 遠藤　欽也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ 群馬県 　　 1時間30分45秒

36 1292 金澤　ゆう ｶﾈｻﾞﾜ ﾕｳ 東京都 OneWay 1時間31分02秒

37 1043 山田　高志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 群馬県 荒砥走友会 1時間31分38秒

38 1022 萩原　秀樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ 群馬県 群馬ＴＦ 1時間31分49秒

39 1163 榊原　幹人 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｷﾄ 埼玉県 　　 1時間32分01秒

40 1279 志村　英之 ｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 うさぎ団 1時間32分19秒

41 1034 鈴木　賢一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 群馬県 ｻｻﾞﾝｸﾛｽ 1時間32分33秒

42 1064 畠中　辰治 ﾊﾀｹﾅｶ ﾀﾂﾊﾙ 群馬県 クリオン関東ＲＣ 1時間32分49秒

43 1280 青野　信一 ｱｵﾉ ｼﾝｲﾁ 東京都 東京品川 1時間32分58秒

44 1075 小林　清 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｼ 埼玉県 チーム・もも 1時間32分58秒

45 1002 鎌田　祐輔 ｶﾏﾀ ﾕｳｽｹ 埼玉県 　　 1時間33分05秒

46 1282 若井　紳二 ﾜｶｲ ｼﾝｼﾞ 新潟県 　　 1時間33分23秒

47 1122 国定　俊明 ｸﾆｻﾀﾞ ﾄｼｱｷ 群馬県 パワーキッズ 1時間33分39秒

48 1035 深澤　賢二 ﾌｶｻﾜ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 　　 1時間33分41秒

49 1293 雫田　航祐 ｼｽﾞｸﾀﾞ ｺｳｽｹ 群馬県 　　 1時間33分54秒

50 1231 末廣　祐真 ｽｴﾋﾛ ﾕｳﾏ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間34分20秒

51 1177 木村　弘幸 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 　　 1時間34分27秒
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52 1176 茂木　恵介 ﾓｷﾞ ｹｲｽｹ 群馬県 　　 1時間35分02秒

53 1135 山中　和晴 ﾔﾏﾅｶ ｶｽﾞﾊﾙ 群馬県 　　 1時間35分06秒

54 1057 藤原　孝明 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｱｷ 埼玉県 　　 1時間35分30秒

55 1003 武士　賢司 ﾀｹｼ ｹﾝｼﾞ 群馬県 明友酪農 1時間35分35秒

56 1116 城田　克裕 ｼﾛﾀ ｶﾂﾋﾛ 群馬県 　　 1時間35分53秒

57 1089 長谷川　加菜人 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾅﾄ 群馬県 　　 1時間35分58秒

58 1037 荒木　和也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ 群馬県 ＪＣとも 1時間36分05秒

59 1340 小林　伸吾 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｺﾞ 東京都 小林美容室 1時間36分29秒

60 1305 前　雄大 ﾏｴ ﾕｳﾀ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間36分46秒

61 1322 金井　良太郎 ｶﾅｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間37分13秒

62 1205 三井　秀之 ﾐﾂｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 群馬県 伊勢崎TRI 1時間37分28秒

63 1023 笠本　俊和 ｶｻﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 埼玉県 1時間37分34秒

64 1220 今井　亮 ｲﾏｲ ﾘｮｳ 群馬県 シューマート 1時間37分53秒

65 1202 伊藤　裕司 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 群馬県 やぎ 1時間38分02秒

66 1343 齋藤　和則 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 群馬県 　　 1時間38分11秒

67 1015 高木　司 ﾀｶｷﾞ ﾂｶｻ 群馬県 　　 1時間38分11秒

68 1296 瓶子　利夫 ﾍｲｼ ﾄｼｵ 長野県 ＨＩＯＫＩ 1時間38分18秒

69 1040 大橋　一郎 ｵｵﾊｼ ｲﾁﾛｳ 群馬県 チーム１６９ 1時間38分32秒

70 1099 轡田　茂 ｸﾂﾜﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 群馬県 　　 1時間38分36秒

71 1217 穴瀬　拓也 ｱﾅｾ ﾀｸﾔ 埼玉県 　　 1時間38分43秒

72 1070 佐々城　毅美 ｻｻｼﾞｮｳ ﾀｹﾖｼ 群馬県 　　 1時間38分52秒

73 1171 南谷　鉄二 ﾐﾅﾐﾀﾆ ﾃﾂｼﾞ 東京都 板東遠足巡礼会 1時間38分56秒

74 1254 久保田　安行 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾕｷ 群馬県 チームにこり 1時間39分14秒

75 1271 須永　貴大 ｽﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間39分17秒

76 1321 米田　紘一郎 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 　　 1時間39分18秒

77 1138 小林　克年 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾄｼ 群馬県 　　 1時間39分26秒

78 1183 丸橋　政弘 ﾏﾙﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 伊勢崎西部スポーツクラブ 1時間39分49秒

79 1182 野積　拓也 ﾉﾂﾞﾐ ﾀｸﾔ 千葉県 　　 1時間39分56秒

80 1255 渋谷　孝之 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶﾕｷ 群馬県 M2 1時間39分56秒

81 1258 内山　光一 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｲﾁ 新潟県 川岸らんなーず 1時間40分04秒

82 1021 舟山　淳 ﾌﾅﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 群馬県 　　 1時間40分16秒

83 1291 川渕　健治 ｶﾜﾌﾁ ｹﾝｼﾞ 群馬県 　　 1時間40分18秒

84 1319 亀石　博隆 ｶﾒｲｼ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県 　　 1時間40分44秒

85 1056 山崎　賢一 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 長野県 　　 1時間41分00秒

86 1285 細野　修 ﾎｿﾉ ｵｻﾑ 群馬県 T-B 1時間41分09秒

87 1142 本田　比呂志 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 　　 1時間41分17秒

88 1160 中川　陽介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 埼玉県 チームおにぎり 1時間41分18秒

89 1091 市村　武文 ｲﾁﾑﾗ ﾀｹﾌﾐ 長野県 相馬商事 1時間41分21秒

90 1311 中山　文人 ﾅｶﾔﾏ ﾌﾐﾄ 群馬県 チームＢＳＣ 1時間41分22秒

91 1016 内田　将紀 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻｷ 群馬県 　　 1時間41分39秒

92 1031 市川　硬一 ｲﾁｶﾜ ｺｳｲﾁ 群馬県 　　 1時間41分46秒

93 1150 鳴澤　知弘 ﾅﾙｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野県 　　 1時間42分03秒

94 1078 鈴木　伸亮 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｽｹ 東京都 浴風会 1時間42分19秒

95 1228 奥野　晋久 ｵｸﾉ ｸﾆﾋｻ 群馬県 ランナーズハイ 1時間42分33秒

96 1179 木次　朝日 ｷﾂｷﾞ ｱｻﾋ 長野県 チームマイペンライ 1時間42分34秒

97 1095 大竹　宏道 ｵｵﾀｹ ﾋﾛﾐﾁ 群馬県 　　 1時間42分37秒

98 1130 諸田　展明 ﾓﾛﾀ ﾉﾌﾞｱｷ 群馬県 パワーキッズ 1時間42分43秒

99 1262 石倉　規雄 ｲｼｸﾗ ﾉﾘｵ 埼玉県 　　 1時間42分45秒

100 1196 加藤　剛士 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間43分00秒

101 1145 中沢　庄八郎 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾊﾁﾛｳ 群馬県 　　 1時間43分06秒

102 1059 早川　延一 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 群馬県 　　 1時間43分13秒

103 1086 吉川　勝 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾙ 群馬県 　　 1時間43分14秒

104 1125 小林　俊一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｲﾁ 群馬県 緑道走友会 1時間43分17秒

105 1146 内田　椋 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間43分42秒

106 1259 加藤　務 ｶﾄｳ ﾂﾄﾑ 群馬県 　　 1時間43分44秒
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107 1019 大野　昌俊 ｵｵﾉ ﾏｻﾄｼ 群馬県 　　 1時間43分44秒

108 1113 柴草　仁志 ｼﾊﾞｸｻ ﾋﾄｼ 群馬県 　　 1時間43分47秒

109 1264 石原　直哉 ｲｼﾊﾗ ﾅｵﾔ 群馬県 　　 1時間43分49秒

110 1137 片亀　光 ｶﾀｶﾒ ﾋｶﾙ 群馬県 ㈱環境評価機構 1時間43分49秒

111 1210 市川　信一 ｲﾁｶﾜ ｼﾝｲﾁ 群馬県 　　 1時間43分54秒

112 1029 立石　利章 ﾀﾂｲｼ ﾄｼｱｷ 群馬県 　　 1時間44分15秒

113 1080 土屋　恭兵 ﾂﾁﾔ ｷｮｳﾍｲ 群馬県 　　 1時間44分21秒

114 1094 桜井　俊博 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋﾛ 群馬県 　　 1時間44分28秒

115 1027 須藤　貴史 ｽﾄｳ ﾀｶｼ 群馬県 伊勢崎市消防 1時間44分41秒

116 1308 新井　準一 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 チームＢＳＣ 1時間45分06秒

117 1185 長谷川　敏也 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼﾔ 群馬県 　　 1時間45分07秒

118 1278 岡崎　浩 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛｼ 群馬県 　　 1時間45分10秒

119 1189 金子　賢聖 ｶﾈｺ ｹﾝｾｲ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間45分14秒

120 1290 涌井　啓行 ﾜｸｲ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間45分16秒

121 1216 清水　啓介 ｼﾐｽﾞ ｹｲｽｹ 埼玉県 　　 1時間45分17秒

122 1326 田中　征巳 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ 群馬県 　　 1時間45分18秒

123 1257 斎藤　直昭 ｻｲﾄｳ ﾅｵｱｷ 群馬県 M2 1時間45分24秒

124 1039 石田　裕史 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 群馬県 ORナースマン 1時間45分24秒

125 1131 渡部　佑樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間45分50秒

126 1272 高野　頼信 ﾀｶﾉ ﾖﾘﾉﾌﾞ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間46分06秒

127 1284 神保　貴雄 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀｶｵ 新潟県 神保接骨院 1時間46分07秒

128 1219 新井　紳也 ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 東京都 SMBC 1時間46分18秒

129 1174 内田　悟 ｳﾁﾀﾞ ｻﾄﾙ 埼玉県 江南北小学校 1時間46分27秒

130 1211 柏谷　義晴 ｶｼﾜﾔ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県 　　 1時間46分33秒

131 1148 芳賀　秀雄 ﾊｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 オープンネット 1時間46分37秒

132 1060 増田　隆一 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 コナミ銀座 1時間46分40秒

133 1314 片桐　好恭 ｶﾀｷﾞﾘ ﾖｼﾔｽ 群馬県 　　 1時間46分44秒

134 1329 石丸　博一 ｲｼﾏﾙ ﾋﾛｶｽﾞ 山口県 あいおいニッセイ同和損保 1時間46分50秒

135 1248 佐俣　巧 ｻﾏﾀ ﾀｸﾐ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間46分55秒

136 1197 五月女　雄徳 ｻｵﾄﾒ ﾕｳﾄｸ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間47分17秒

137 1118 川上　洋 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間47分20秒

138 1269 内田　涼太 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 群馬県 　　 1時間47分26秒

139 1274 橋本　吉弘 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 群馬県 　　 1時間47分28秒

140 1042 新保　淳一 ｼﾝﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 　　 1時間47分31秒

141 1320 西秋　透 ﾆｼｱｷ ﾄｵﾙ 茨城県 　　 1時間47分45秒

142 1001 瀬間　守雄 ｾﾏ ﾓﾘｵ 群馬県 富岡走ろう会 1時間47分50秒

143 1227 三潴　勉 ﾐﾂﾏ ﾂﾄﾑ 山形県 　　 1時間47分56秒

144 1077 福井　隆之 ﾌｸｲ ﾀｶﾕｷ 群馬県 ヤマザキパン 1時間48分07秒

145 1213 松村　亮 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｮｳ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間48分11秒

146 1218 戸所　清 ﾄﾄﾞｺﾛ ｷﾖｼ 群馬県 境采女小学校 1時間48分14秒

147 1133 梅川　直貴 ｳﾒｶﾜ ﾅｵｷ 群馬県 ヤマギシ 1時間48分18秒

148 1168 越知　靖政 ｵﾁ ﾔｽﾏｻ 群馬県 株式会社ナカダイ 1時間48分27秒

149 1300 笹生　徹 ｻｻｵ ﾄｵﾙ 群馬県 　　 1時間48分31秒

150 1155 志塚　俊之 ｼｽﾞｶ ﾄｼﾕｷ 群馬県 伊勢崎西部スポーツクラブ 1時間48分38秒

151 1243 秋間　健一 ｱｷﾏ ｹﾝｲﾁ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間48分59秒

152 1215 関口　敬氏 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ 埼玉県 　　 1時間49分05秒

153 1087 清水　誠一 ｼﾐｽﾞ ｾｲｲﾁ 群馬県 みどり市水道局 1時間49分11秒

154 1194 入江　瞭平 ｲﾘｴ ﾘｮｳﾍｲ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間49分16秒

155 1178 小暮　秀俊 ｺｸﾞﾚ ﾋﾃﾞﾄｼ 群馬県 　　 1時間49分18秒

156 1128 八田　峻輔 ﾊｯﾀ ｼｭﾝｽｹ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間49分21秒

157 1200 遠藤　祐太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間49分21秒

158 1041 冨沢　正和 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 群馬県 　　 1時間49分29秒

159 1295 須永　滉平 ｽﾅｶﾞ ｺｳﾍｲ 栃木県 　　 1時間49分35秒

160 1045 山田　裕仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間49分37秒

161 1325 小山　武蔵 ｺﾔﾏ ﾀｹｿﾞｳ 長野県 チームてきとう 1時間49分38秒
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162 1083 森　克之 ﾓﾘ ｶﾂﾕｷ 群馬県 　　 1時間49分44秒

163 1288 小林　秀基 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 群馬県 T-B 1時間49分54秒

164 1009 齋藤　真希夫 ｻｲﾄｳ ﾏｷｵ 群馬県 　　 1時間50分10秒

165 1310 須貝　佳人 ｽｶﾞｲ ﾖｼﾋﾄ 群馬県 チームＢＳＣ 1時間50分11秒

166 1119 佐藤　翼 ｻﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間50分12秒

167 1249 小柴　晃弘 ｺｼﾊﾞ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間50分29秒

168 1050 野口　英俊 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間50分29秒

169 1229 髙橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間50分40秒

170 1331 小島　浩之 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 　　 1時間50分42秒

171 1232 馬場　陽市 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｳｲﾁ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間50分43秒

172 1004 多田　弘一 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ 群馬県 　　 1時間51分29秒

173 1026 佐藤　幸太郎 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾛｳ 長野県 CMJ 1時間51分54秒

174 1012 神戸　俊哉 ｶﾝﾍﾞ ﾄｼﾔ 群馬県 想RUN武士 1時間52分15秒

175 1245 千野　祥太郎 ﾁﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間52分58秒

176 1047 櫻木　太 ｻｸﾗｷﾞ ﾌﾄｼ 群馬県 　　 1時間52分59秒

177 1268 青木　拓也 ｱｵｷ ﾀｸﾔ 群馬県 　　 1時間53分08秒

178 1006 今井　靖 ｲﾏｲ ﾔｽｼ 群馬県 　　 1時間53分11秒

179 1072 小金澤　康夫 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾔｽｵ 群馬県 　　 1時間53分15秒

180 1132 小林　律 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｼ 群馬県 　　 1時間53分17秒

181 1101 高橋　勇太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 群馬県 　　 1時間53分48秒

182 1277 齊藤　万寿彦 ｻｲﾄｳ ﾏｽﾋｺ 埼玉県 　　 1時間53分52秒

183 1065 今井　滋 ｲﾏｲ ｼｹﾞﾙ 群馬県 ナブアシスト 1時間53分54秒

184 1120 瓜田　一真 ｳﾘﾀ ｶｽﾞﾏ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間53分59秒

185 1242 山下　凱渡 ﾔﾏｼﾀ ｶｲﾄ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間54分13秒

186 1312 太田　正廣 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 チームＢＳＣ 1時間54分14秒

187 1008 小島　輝男 ｺｼﾞﾏ ﾃﾙｵ 群馬県 伊勢崎消防 1時間55分07秒

188 1192 鈴木　将司 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間55分19秒

189 1024 白井　義明 ｼﾗｲ ﾖｼｱｷ 群馬県 　　 1時間55分22秒

190 1092 下田　順弥 ｼﾓﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 群馬県 　　 1時間55分27秒

191 1309 荒木　崇 ｱﾗｷ ﾀｶｼ 群馬県 チームＢＳＣ 1時間55分44秒

192 1156 若旅　宏和 ﾜｶﾀﾋﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 群馬県 赤城オロシ野球団 1時間55分45秒

193 1313 成田　信一 ﾅﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 群馬県 チームＢＳＣ 1時間55分48秒

194 1036 清水　直哉 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾔ 群馬県 　　 1時間55分56秒

195 1224 佐藤　雅大 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 　　 1時間56分05秒

196 1225 小笠原　尚樹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾅｵｷ 群馬県 　　 1時間56分08秒

197 1109 坪内　雄大 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 　　 1時間56分11秒

198 1103 田部井　裕 ﾀﾍﾞｲ ﾕﾀｶ 群馬県 　　 1時間56分36秒

199 1049 高橋　遼平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 群馬県 　　 1時間56分37秒

200 1048 菊田　詮 ｷｸﾀ ｱｷﾗ 群馬県 　　 1時間56分50秒

201 1102 清水　弘之 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 　　 1時間56分52秒

202 1063 小寺　泰光 ｺﾃﾗ ﾔｽﾐﾂ 京都府 清水長ＲＣ 1時間56分56秒

203 1201 平沼　貴礼 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶﾉﾘ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間57分06秒

204 1121 井上　清志 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ 群馬県 　　 1時間57分18秒

205 1316 加藤　静幸 ｶﾄｳ ｼｽﾞﾕｷ 東京都 　　 1時間57分31秒

206 1298 横村　良治 ﾖｺﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 　　 1時間57分35秒

207 1144 栗原　秀三 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳｿﾞｳ 群馬県 　　 1時間57分39秒

208 1273 清水　啓太 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間57分45秒

209 1124 斧田　圭司 ｵﾉﾀﾞ ｹｲｼ 群馬県 　　 1時間57分47秒

210 1112 中山　喜隆 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 群馬県 　　 1時間57分56秒

211 1338 加藤　康彦 ｶﾄｳ ﾔｽﾋｺ 埼玉県 　　 1時間58分01秒

212 1074 湯浅　淳一 ﾕｱｻ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 　　 1時間58分20秒

213 1082 金井　俊樹 ｶﾅｲ ﾄｼｷ 群馬県 　　 1時間59分23秒

214 1301 町田　晃一 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 群馬県 　　 1時間59分27秒

215 1079 斉藤　良彦 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 群馬県 　　 1時間59分51秒

216 1020 高橋　亨 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 群馬県 　　 1時間59分58秒

4



第7回伊勢崎シティマラソン
Results/ 競技結果

Data:2011/12/4

217 1096 竹澤　秀樹 ﾀｹｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 群馬県 　　 2時間00分06秒

218 1204 相原　国広 ｱｲﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 群馬県 かめさんクラブ 2時間00分38秒

219 1208 池田　信政 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 長野県 　　 2時間00分41秒

220 1226 毛塚　紘平 ｹﾂﾞｶ ｺｳﾍｲ 栃木県 　　 2時間00分51秒

221 1134 小野　智一 ｵﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県 　　 2時間01分22秒

222 1236 小出　雄也 ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾔ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間01分31秒

223 1129 佐藤　旭 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間01分45秒

224 1336 洲濱　宏次 ｽﾊﾏ ｺｳｼﾞ 群馬県 　　 2時間01分47秒

225 1328 浅川　直樹 ｱｻｶﾜ ﾅｵｷ 神奈川県 　　 2時間01分56秒

226 1209 丸山　誉之 ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 長野県 　　 2時間01分57秒

227 1332 水上　拓 ﾐｽﾞｶﾐ ﾀｸ 群馬県 もしかめ会 2時間02分18秒

228 1276 深海　隆彰 ﾌｶｳﾐ ﾀｶｱｷ 新潟県 　　 2時間02分23秒

229 1222 大島　華月 ｵｵｼﾏ ｶﾂﾞｷ 群馬県 ★チームボレロ★ 2時間02分41秒

230 1267 清水　優一 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁ 群馬県 　　 2時間02分47秒

231 1017 新井　康書 ｱﾗｲ ﾔｽﾌﾐ 群馬県 　　 2時間03分11秒

232 1115 三上　行央 ﾐｶﾐ ﾕｷｵ 神奈川県 　　 2時間03分46秒

233 1076 中嶋　浩太 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾀ 群馬県 ヤマザキパン 2時間03分51秒

234 1018 笠原　弘康 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛﾔｽ 群馬県 　　 2時間04分01秒

235 1044 八幡　竹司 ﾔﾜﾀ ﾀｹｼ 群馬県 　　 2時間04分07秒

236 1199 蓼沼　祐二 ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間04分08秒

237 1158 石原　啓司 ｲｼﾊﾗ ｹｲｼﾞ 群馬県 　　 2時間04分13秒

238 1190 柳澤　雄太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間04分34秒

239 1266 村田　顕 ﾑﾗﾀ ｱｷﾗ 群馬県 　　 2時間05分17秒

240 1166 池田　進 ｲｹﾀﾞ ｽｽﾑ 群馬県 HRC 2時間05分19秒

241 1104 久保田　秀雄 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 　　 2時間05分29秒

242 1157 戸澤　義夫 ﾄｻﾞﾜ ﾖｼｵ 群馬県 　　 2時間05分32秒

243 1165 原田　武 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 群馬県 ★チーム小太郎 2時間05分57秒

244 1287 山口　浩則 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県 　　 2時間06分25秒

245 1071 中村　利明 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ 群馬県 ガンバ吉岡 2時間06分51秒

246 1339 榊原　由久 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾖｼﾋｻ 埼玉県 KWT楽走会 2時間07分04秒

247 1261 今井　和寛 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬県 　　 2時間07分24秒

248 1058 花田　辰也 ﾊﾅﾀﾞ ﾀﾂﾔ 群馬県 　　 2時間07分47秒

249 1263 福田　知久 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾋｻ 群馬県 　　 2時間08分03秒

250 1238 森田　正人 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾄ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間08分30秒

251 1187 兵藤　優樹 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾕｳｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間08分36秒

252 1265 清水　武 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 群馬県 　　 2時間09分13秒

253 1180 市川　秀昭 ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 群馬県 伊勢崎福島病院 2時間09分21秒

254 1237 井上　雄資 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 　　 2時間10分43秒

255 1055 酒井　智康 ｻｶｲ ﾄﾓﾔｽ 千葉県 　　 2時間10分46秒

256 1110 山下　富也 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾐﾔ 群馬県 桐生走ろう会 2時間10分47秒

257 1323 須金　貴史 ｽｶﾞﾈ ﾀｶｼ 群馬県 ＪＣとも 2時間11分11秒

258 1193 渡辺　政樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間11分16秒

259 1251 永島　貴生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間12分02秒

260 1250 早川　由雄 ﾊﾔｶﾜ ﾖｼｵ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間12分02秒

261 1247 菅谷　高大 ｽｶﾞﾔ ﾀｶﾋﾛ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間12分02秒

262 1334 多賀谷　不二雄 ﾀｶﾞﾔ ﾌｼﾞｵ 群馬県 TOUGUN 2時間12分48秒

263 1007 木暮　祥治 ｷｸﾞﾚ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 　　 2時間13分24秒

264 1169 鳥羽　勇太 ﾄﾘﾊﾞ ﾕｳﾀ 群馬県 ナカダイＲＣ 2時間13分55秒

265 1286 須永　秀男 ｽﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 赤堀陸上クラブ 2時間14分02秒

266 1100 堀越　正勝 ﾎﾘｺｼ ﾏｻｶﾂ 群馬県 高崎日高クラブ 2時間14分23秒

267 1333 佐俣　節生 ｻﾏﾀ ｾﾂｵ 群馬県 ゆっくりカモメ 2時間14分35秒

268 1252 柏崎　智 ｶｼﾜｻﾞｷ ｻﾄｼ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間14分37秒

269 1246 佐野　智文 ｻﾉ ﾄﾓﾌﾐ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間14分37秒

270 1240 石垣　勝亮 ｲｼｶﾞｷ ｶﾂｽｹ 群馬県 　　 2時間14分54秒

271 1143 福田　博 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 　　 2時間15分16秒
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272 1081 城田　怜 ｼﾛﾀ ﾚﾝ 群馬県 　　 2時間15分27秒

273 1140 吹上　弘則 ﾌｷｱｹﾞ ﾋﾛﾉﾘ 群馬県 　　 2時間16分06秒

274 1111 鈴木　慶太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 群馬県 　　 2時間16分40秒

275 1275 渡部　瑞樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 群馬県 　　 2時間16分42秒

276 1207 竹内　秀樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 長野県 　　 2時間17分25秒

277 1260 水野　靖浩 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 　　 2時間18分02秒

278 1239 高橋　豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間18分33秒

279 1188 斎藤　宏 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 埼玉県 　　 2時間18分45秒

280 1046 関　裕基 ｾｷ ﾕｳｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間20分21秒

281 1013 井上　行弘 ｲﾉｳｴ ﾕｷﾋﾛ 群馬県 　　 2時間22分08秒

282 1253 石川　泰輝 ｲｼｶﾜ ﾀｲｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間24分47秒

283 1153 井野　晃 ｲﾉ ｱｷﾗ 群馬県 　　 2時間25分15秒

284 1281 栃原　昌幸 ﾄﾁﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間26分06秒

285 1234 関上　寛之 ｾｷｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間26分35秒

286 1303 夏坂　和輝 ﾅﾂｻｶ ｶｽﾞｷ 群馬県 　　 2時間28分54秒

287 1191 鯨井　友摩 ｸｼﾞﾗｲ ﾕｳﾏ 埼玉県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間28分54秒

ハーフ 一般女子

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2020 佐俣　久美子 ｻﾏﾀ ｸﾐｺ 群馬県 ヨコオデイリーフーズ 1時間21分45秒
2 2022 新城　かおり ｼﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾘ 埼玉県 　　 1時間26分37秒
3 2025 佐藤　予有子 ｻﾄｳ ﾖｳｺ 東京都 ｺﾓﾃﾞｨｲｲﾀﾞAC 1時間27分32秒
4 2011 清水　礼子 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ 群馬県 　　 1時間39分18秒
5 2005 新井　知子 ｱﾗｲ ﾄﾓｺ 群馬県 　　 1時間46分36秒
6 2050 木村　泰子 ｷﾑﾗ ﾀｲｺ 山形県 　　 1時間48分07秒

7 2023 鈴木　朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 栃木県 　　 1時間48分53秒

8 2006 佐藤　有由 ｻﾄｳ ｱﾕ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 1時間53分25秒

9 2030 三田　光代 ﾐﾀ ﾐﾂﾖ 群馬県 小林走遊塾 1時間55分10秒

10 2049 戸所　啓子 ﾄﾄﾞｺﾛ ｹｲｺ 群馬県 前橋ランナーズ 1時間55分32秒

11 2003 鳥羽　桃子 ﾄﾊﾞ ﾓﾓｺ 群馬県 　　 1時間55分57秒

12 2039 藤原　香子 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷｮｳｺ 埼玉県 　　 1時間57分41秒

13 2012 齋木　由貴 ｻｲｷ ﾕｷ 群馬県 　　 1時間58分00秒

14 2053 伊藤　えみ子 ｲﾄｳ ｴﾐｺ 宮城県 権サン山TRC 1時間58分35秒

15 2004 神宮　邦江 ｼﾞﾝｸﾞｳ ｸﾆｴ 群馬県 富岡走ろう会 2時間00分12秒

16 2032 北山　道子 ｷﾀﾔﾏ ﾐﾁｺ 群馬県 　　 2時間00分26秒

17 2014 清水　佳代子 ｼﾐｽﾞ ｶﾖｺ 群馬県 　　 2時間00分42秒

18 2026 田幡　美鈴 ﾀﾊﾞﾀ ﾐｽｽﾞ 群馬県 　　 2時間01分00秒

19 2052 長谷川　聡子 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｺ 群馬県 　　 2時間01分29秒

20 2009 小林　千恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ 群馬県 ヤマザキパン 2時間02分02秒

21 2007 山崎　邦子 ﾔﾏｻﾞｷ ｸﾆｺ 長野県 　　 2時間03分14秒

22 2021 戸塚　華穂 ﾄﾂﾞｶ ｶﾎ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間04分22秒

23 2041 堀口　霞 ﾎﾘｸﾞﾁ ｶｽﾐ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間04分37秒

24 2029 藤森　花 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾅ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間06分05秒

25 2047 植野　千鶴 ｳｴﾉ ﾁﾂﾞﾙ 群馬県 　　 2時間07分45秒
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26 2027 利根川　和子 ﾄﾈｶﾞﾜ ｶｽﾞｺ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間08分00秒

27 2024 鈴木　由香里 ｽｽﾞｷ ﾕｶﾘ 群馬県 ホシノRC 2時間08分51秒

28 2033 猪瀬　千尋 ｲﾉｾ ﾁﾋﾛ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間09分15秒

29 2016 和田　梨帆 ﾜﾀﾞ ﾘﾎ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間09分27秒

30 2031 大島　きくの ｵｵｼﾏ ｷｸﾉ 群馬県 ★日立ＡＭＳ★ 2時間11分00秒

31 2017 浦野　栞 ｳﾗﾉ ｼｵﾘ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間11分48秒

32 2043 降旗　悠子 ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳｺ 群馬県 　　 2時間13分36秒

33 2010 青木　朝子 ｱｵｷ ｱｻｺ 群馬県 　　 2時間14分24秒

34 2008 高橋　成巳 ﾀｶﾊｼ ﾅﾙﾐ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間14分59秒

35 2042 細谷　暁子 ﾎｿﾔ ｱｷｺ 群馬県 　　 2時間15分27秒

36 2035 佐々木　香純 ｻｻｷ ｶｽﾐ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間19分42秒

37 2002 大澤　令子 ｵｵｻﾜ ﾚｲｺ 群馬県 　　 2時間19分49秒

38 2038 中沢　えみ子 ﾅｶｻﾞﾜ ｴﾐｺ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間21分01秒

39 2034 小暮　仁美 ｺｸﾞﾚ ﾋﾄﾐ 群馬県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間21分04秒

40 2001 岡部　みよ子 ｵｶﾍﾞ ﾐﾖｺ 群馬県 富岡走ろう会 2時間21分37秒

41 2046 綿貫　知美 ﾜﾀﾇｷ ﾄﾓﾐ 群馬県 　　 2時間21分45秒

42 2019 大美賀　桃子 ｵｵﾐｶ ﾓﾓｺ 栃木県 太田医療技術専門学校　救急救命学科 2時間22分19秒

43 2013 市村　瑠衣 ｲﾁﾑﾗ ﾙｲ 長野県 　　 2時間22分41秒

7


