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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（グロス）

1 7704 大竹 基之 ｵｵﾀｹ ﾓﾄﾕｷ 埼玉県 4:02:12
2 7014 柳田 尚皓 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 4:07:37
3 7703 野坂 伸吾 ﾉｻｶ ｼﾝｺﾞ 静岡県 4:10:11
4 7008 中村 一晴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾊﾙ 青森県 4:25:34
5 7005 飯島 勝起 ｲｲｼﾞﾏ ｶﾂｷ 東京都 4:30:41
6 7009 大高 拓也 ｵｵﾀｶ ﾀｸﾔ 埼玉県 4:40:13
7 7007 浮津 康宏 ｳｷﾂ ﾔｽﾋﾛ 東京都 4:41:27
8 7004 高橋 昌也 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ 千葉県 4:45:24
9 7012 小坂 拓也 ｺｻｶ ﾀｸﾔ 東京都 4:45:29

10 7716 本間 裕 ﾎﾝﾏ ﾕｳ 新潟県 4:52:55
11 7017 石塚 展克 ｲｼﾂﾞｶ ﾉﾌﾞｶﾂ 東京都 4:57:28
12 7018 中西 基晴 ﾅｶﾆｼ ﾓﾄﾊﾙ 愛知県 4:58:04
13 7010 戸田 圭二 ﾄﾀﾞ ｹｲｼﾞ 千葉県 4:59:27
14 7019 山口 浩満 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐﾂ 神奈川県 5:11:40
15 7011 井原 康孝 ｲﾊﾗ ﾔｽﾀｶ 東京都 5:13:42
16 7707 佐藤 佳孝 ｻﾄｳ ﾖｼﾀｶ 東京都 5:15:51
17 7708 三木 康弘 ﾐｷ ﾔｽﾋﾛ 沖縄県 5:16:26
18 7016 田中 夏樹 ﾀﾅｶ ﾅﾂｷ 東京都 5:16:35
19 7045 遠田 光伸 ｵﾝﾀﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ 埼玉県 5:18:03
20 7713 柳内 博孝 ﾔｷﾞｳﾁ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 5:18:23
21 7013 杉浦 翔平 ｽｷﾞｳﾗ ｼｮｳﾍｲ 東京都 5:32:07
22 7032 石川 貴康 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾔｽ 東京都 5:34:24
23 7031 村上 時弘 ﾑﾗｶﾐ ﾄｷﾋﾛ 東京都 5:36:58
24 7050 梅原 秀康 ｳﾒﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ 東京都 5:39:00
25 7066 川村 嘉宏 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 東京都 5:39:41
26 7053 布施 望 ﾌｾ ﾉｿﾞﾑ 千葉県 5:42:57
27 7073 金子 陽尚 ｶﾈｺ ﾊﾙﾋｻ 東京都 5:43:06
28 7025 荒川 正浩 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 福島県 5:43:26
29 7043 山田 啓仁 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 東京都 5:44:18
30 7057 畑 伸之 ﾊﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 5:44:49
31 7036 栗原 隆幸 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 5:45:54
32 7730 馬越 貴洋 ｳﾏｺｼ ﾀｶﾋﾛ 東京都 5:46:03
33 7046 関根 正之 ｾｷﾈ ﾏｻﾕｷ 東京都 5:47:57
34 7051 高水 良治 ﾀｶﾐｽﾞ ﾖｼﾊﾙ 東京都 5:48:57
35 7021 荻窪 恭明 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾔｽｱｷ 東京都 5:50:08
36 7706 武山 敏明 ﾀｹﾔﾏ ﾄｼｱｷ 東京都 5:50:41
37 7037 石田 靖 ｲｼﾀﾞ ﾔｽｼ 神奈川県 5:51:02
38 7702 山梨 力 ﾔﾏﾅｼ ﾁｶﾗ 東京都 5:52:21
39 7020 坂本 公則 ｻｶﾓﾄ ｷﾐﾉﾘ 埼玉県 5:55:53
40 7505 吉村 祐亮 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 神奈川県 5:56:12
41 7026 緒方 和之 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 5:57:15
42 7028 荒井 繁 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 5:57:16
43 7029 尾崎 智也 ｵｻﾞｷ ﾄﾓﾔ 埼玉県 5:57:55
44 7714 菊地 和行 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 5:58:35
45 7022 井上 一大 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 6:04:17
46 7015 水戸 亮介 ﾐﾄ ﾘｮｳｽｹ 東京都 6:04:34
47 7539 塙 隆志 ﾊﾅﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 6:05:13
48 7039 漆瀬 成 ｳﾙｾ ｼｹﾞﾙ 千葉県 6:06:07
49 7710 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 6:09:45
50 7054 谷内田 益義 ﾔﾁﾀﾞ ﾏｽﾖｼ 東京都 6:13:02
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51 7574 小林 建三郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｻﾞﾌﾞﾛｳ 東京都 6:13:25
52 7721 杉山 善文 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 神奈川県 6:16:38
53 7061 山本 秀 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾙ 埼玉県 6:16:54
54 7715 伊勢崎 純一 ｲｾｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 6:17:27
55 7728 大谷 晃司 ｵｵﾀﾆ ｺｳｼﾞ 東京都 6:18:10
56 7528 井口 久三 ｲｸﾞﾁ ｷｭｳｿﾞｳ 東京都 6:18:29
57 7041 白井 功 ｼﾗｲ ｲｻｵ 青森県 6:19:46
58 7106 西迫 良 ﾆｼｻｺ ﾘｮｳ 北海道 6:20:17
59 7072 吉武 満之 ﾖｼﾀｹ ﾐﾂﾕｷ 東京都 6:23:04
60 7035 根本 静也 ﾈﾓﾄ ｼｽﾞﾔ 千葉県 6:27:03
61 7540 長谷川 直之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 東京都 6:27:14
62 7047 岩田 惠五 ｲﾜﾀ ｹｲｺﾞ 神奈川県 6:27:32
63 7720 井上 輝 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 茨城県 6:27:56
64 7034 小栗 直介 ｵｸﾞﾘ ﾅｵｽｹ 埼玉県 6:28:10
65 7521 矢島 ヒロユキ ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 6:28:54
66 7006 小川 誠 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 6:29:02
67 7027 新垣 正範 ｼﾝｶﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 沖縄県 6:31:03
68 7076 田村 雄志 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 東京都 6:31:54
69 7030 上原 慎司 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 東京都 6:39:36
70 7567 宮川 雄一 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 6:40:56
71 7534 佐々木 仁 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 東京都 6:41:33
72 7736 高橋 公之 ﾀｶﾊｼ ｷﾐﾕｷ 東京都 6:41:58
73 7711 田中 信忠 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ 東京都 6:42:01
74 7098 橋本 直久 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾋｻ 千葉県 6:42:16
75 7502 大関 宗則 ｵｵｾﾞｷ ﾑﾈﾉﾘ 茨城県 6:42:55
76 7100 鈴木 情史 ｽｽﾞｷ ｷﾖｼ 埼玉県 6:43:56
77 7507 石坂 賢二 ｲｼｻﾞｶ ｹﾝｼﾞ 東京都 6:44:33
78 7102 西田 浩 ﾆｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 6:45:07
79 7546 岩永 和巳 ｲﾜﾅｶﾞ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 6:45:36
80 7722 松井 裕之 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 東京都 6:45:37
81 7725 金坂 泰行 ｶﾈｻｶ ﾔｽﾕｷ 千葉県 6:48:25
82 7557 遠藤 悟 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄﾙ 東京都 6:49:42
83 7107 高津 三郎 ﾀｶﾂ ｻﾌﾞﾛｳ 兵庫県 6:51:31
84 7727 越川 雅史 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾌﾐ 東京都 6:52:02
85 7731 神藤 隆章 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｶｱｷ 神奈川県 6:53:03
86 7055 高野 洋之 ﾀｶﾉ ﾖｳｼﾞ 東京都 6:53:38
87 7040 波多野 雅治 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾊﾙ 神奈川県 6:55:38
88 7536 眞形 伸一 ﾏｶﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 千葉県 6:56:51
89 7002 富澤 知志 ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾄｼ 東京都 6:58:29
90 7508 福島 薫 ﾌｸｼﾏ ｶｵﾙ 埼玉県 6:59:01
91 7058 田口 佳実 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 茨城県 7:00:40
92 7071 岸田 雄大 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 埼玉県 7:03:06
93 7096 舘岡 一芳 ﾀﾃｵｶ ｶｽﾞﾖｼ 北海道 7:03:38
94 7086 杉山 勉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾄﾑ 茨城県 7:04:25
95 7607 小野澤 洋二 ｵﾉｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 東京都 7:07:35
96 7080 桑原 良直 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾖｼﾅｵ 東京都 7:08:38
97 7719 小松 幸生 ｺﾏﾂ ﾕｷｵ 神奈川県 7:09:06
98 7044 吉川 直樹 ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ 東京都 7:09:43
99 7064 青木 建也 ｱｵｷ ﾀﾂﾔ 福岡県 7:10:57

100 7531 清原 尚彦 ｷﾖﾊﾗ ﾅﾘﾋﾛ 東京都 7:11:58
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101 7033 生田目 富夫 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾄﾐｵ 栃木県 7:12:07
102 7579 杉本 憲昭 ｽｷﾞﾓﾄ ﾉﾘｱｷ 兵庫県 7:12:07
103 7083 岡崎 雄司 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 7:12:18
104 7522 溝畑 茂治 ﾐｿﾞﾊﾀ ｼｹﾞﾊﾙ 東京都 7:12:27
105 7571 荒居 洋 ｱﾗｲ ﾋﾛｼ 神奈川県 7:16:02
106 7504 山本 武志 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 7:16:57
107 7532 川原 智明 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓｱｷ 東京都 7:17:13
108 7744 坪内 章雄 ﾂﾎﾞｳﾁ ﾌﾐｵ 東京都 7:17:22
109 7712 大賀 幹夫 ｵｵｶﾞ ﾐｷｵ 千葉県 7:18:03
110 7085 渡辺 淳一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 7:18:33
111 7544 鈴木 雅裕 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 7:19:51
112 7067 林 聰 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ 千葉県 7:20:31
113 7561 三浦 操 ﾐｳﾗ ﾐｻｵ 埼玉県 7:20:36
114 7104 長 俊之 ﾁｮｳ ﾄｼﾕｷ 東京都 7:22:15
115 7518 中野 聡 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ 東京都 7:22:58
116 7084 北野 大輔 ｷﾀﾉ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 7:23:45
117 7062 伊藤 和光 ｲﾄｳ ｶｽﾞｱｷ 東京都 7:25:10
118 7717 萩原 勲 ﾊｷﾞﾜﾗ ｲｻｵ 神奈川県 7:26:55
119 7573 小野寺 亮 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ 千葉県 7:28:09
120 7581 茂呂 親利 ﾓﾛ ﾁｶﾄｼ 東京都 7:29:15
121 7542 遠藤 幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾕｷ 神奈川県 7:29:32
122 7024 渡邉 翔太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 東京都 7:31:16
123 7726 永岡 栄 ﾅｶﾞｵｶ ｻｶｴ 東京都 7:34:46
124 7097 我妻 秀俊 ｱﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 7:35:53
125 7523 細尾 拓矢 ﾎｿｵ ﾀｸﾔ 埼玉県 7:36:04
126 7516 大橋 慶太 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀ 東京都 7:36:51
127 7547 外山 補充生 ﾄﾔﾏ ﾌﾐｵ 東京都 7:37:16
128 7747 村松 雅二 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾂｸﾞ 東京都 7:37:52
129 7088 野村 京哉 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾔ 東京都 7:39:38
130 7065 白金 俊伸 ｼﾛｶﾞﾈ ﾄｼﾉﾌﾞ 宮城県 7:39:57
131 7520 安藤 寿緒 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 埼玉県 7:40:11
132 7519 今岡 秀介 ｲﾏｵｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 7:41:14
133 7748 九里 雅史 ｸﾉﾘ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 7:42:30
134 7526 木村 安佳 ｷﾑﾗ ﾔｽﾖｼ 埼玉県 7:44:04
135 7739 千田 康之 ｾﾝﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 東京都 7:44:27
136 7529 杉山 智彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 東京都 7:44:45
137 7038 飯室 裕 ｲｲﾑﾛ ﾕﾀｶ 東京都 7:45:12
138 7511 清水 昭長 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾅｶﾞ 東京都 7:47:04
139 7724 日比野 崇 ﾋﾋﾞﾉ ｼｭｳ 茨城県 7:47:55
140 7509 渡辺 芳彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 7:48:10
141 7527 小松 和博 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 7:48:44
142 7517 飯室 聡 ｲｲﾑﾛ ｻﾄｼ 東京都 7:49:15
143 7533 塚原 和弘 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 7:49:37
144 7543 ジョン ファウラー ｼﾞｮﾝ ﾌｧｳﾗｰ 東京都 7:49:58
145 7537 斉藤 鎮 ｻｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 埼玉県 7:50:01
146 7737 大澤 哲也 ｵｵｻﾜ ﾃﾂﾔ 東京都 7:51:38
147 7587 高橋 洋 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 富山県 7:52:47
148 7105 糸井 真一 ｲﾄｲ ｼﾝｲﾁ 大阪府 7:53:18
149 7506 佐藤 暢恭 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾔｽ 東京都 7:54:33
150 7569 古川 信夫 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 東京都 7:55:04
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151 7584 加藤 博明 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 東京都 7:55:15
152 7718 岡田 慎一 ｵｶﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 7:55:15
153 7079 清野 淳 ｾｲﾉ ｼﾞｭﾝ 東京都 7:55:39
154 7095 藤田 盛吾 ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東京都 7:56:35
155 7060 菊地 克利 ｷｸﾁ ｶﾂﾄｼ 千葉県 7:56:41
156 7743 石村 弘康 ｲｼﾑﾗ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 7:56:53
157 7538 古川 卓人 ﾌﾙｶﾜ ﾀｸﾄ 東京都 7:56:53
158 7550 黒澤 一郎 ｸﾛｻﾜ ｲﾁﾛｳ 東京都 7:57:34
159 7063 本多 美昭 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼｱｷ 神奈川県 7:57:43
160 7068 丸山 徳一 ﾏﾙﾔﾏ ﾉﾘｶｽﾞ 東京都 7:58:48
161 7732 菅原 明彦 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋｺ 東京都 8:00:47
162 7572 落合 祐司 ｵﾁｱｲ ﾕｳｼﾞ 千葉県 8:05:00
163 7555 大塚 芳郎 ｵｵﾂｶ ﾖｼﾛｳ 茨城県 8:06:07
164 7099 池内 新太郎 ｲｹｳﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 神奈川県 8:06:29
165 7733 和田 泰明 ﾜﾀﾞ ﾔｽｱｷ 千葉県 8:09:07
166 7568 清水 賢二 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 8:09:51
167 7535 那須 俊一 ﾅｽ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 8:10:50
168 7735 辻村 裕一 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 東京都 8:12:52
169 7510 新沼 廣幸 ﾆｲﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都 8:13:09
170 7565 木村 一彦 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 8:14:15
171 7092 森下 幸秀 ﾓﾘｼﾀ ﾕｷﾋﾃﾞ 香川県 8:14:38
172 7734 吉田 浩 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 8:14:56
173 7566 香田 崚 ｺｳﾀﾞ ﾘｮｳ 埼玉県 8:16:36
174 7564 金子 佳瑚 ｶﾈｺ ｹｲｺﾞ 埼玉県 8:16:36
175 7563 二宮 知康 ﾆﾉﾐﾔ ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 8:16:36
176 7094 栢野 道明 ｶﾔﾉ ﾐﾁｱｷ 東京都 8:16:41
177 7590 鈴木 哲平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 8:17:26
178 7591 児玉 修一 ｺﾀﾞﾏ ｼｭｳｲﾁ 東京都 8:18:06
179 7545 古川 克久 ﾌﾙｶﾜ ｶﾂﾋｻ 埼玉県 8:19:07
180 7608 岡田 成章 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ 千葉県 8:20:55
181 7501 石河 憲二 ｲｼｶﾜ ｹﾝｼﾞ 東京都 8:21:37
182 7548 和久津 豊 ﾜｸﾂ ﾕﾀｶ 東京都 8:23:44
183 7738 小出 勝 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾙ 東京都 8:25:21
184 7530 中村 高春 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾊﾙ 三重県 8:25:43
185 7742 近藤 毅宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 東京都 8:27:51
186 7503 神田 三智弘 ｶﾝﾀﾞ ﾐﾁﾋﾛ 東京都 8:28:47
187 7586 本永 孝彦 ﾓﾄﾅｶﾞ ﾀｶﾋｺ 千葉県 8:29:02
188 7740 江袋 智彦 ｴﾌﾞｸﾛ ﾄﾓﾋｺ 茨城県 8:29:52
189 7576 杉山 直城 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞｸﾆ 東京都 8:31:23
190 7585 森藤 一志 ﾓﾘﾌｼﾞ ｶｽﾞｼ 埼玉県 8:31:53
191 7515 山本 光弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 8:32:18
192 7592 中村 勝利 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾄｼ 東京都 8:32:29
193 7603 葛西 僚 ｶｻｲ ﾘｮｳ 青森県 8:32:43
194 7551 年森 隆広 ﾄｼﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 東京都 8:33:42
195 7601 片山 晶弘 ｶﾀﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 8:34:06
196 7056 永野 宏典 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 8:34:08
197 7052 黒須 和男 ｸﾛｽ ｶｽﾞｵ 東京都 8:37:29
198 7589 蓮井 賢治 ﾊｽｲ ｹﾝｼﾞ 東京都 8:38:02
199 7578 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 8:39:05
200 7594 鈴木 雅之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 千葉県 8:39:34
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順位 ナンバー 氏 名 カ ナ 県 名 記 録（グロス）

201 7541 早佐 博幸 ﾊﾔｻ ﾋﾛﾕｷ 東京都 8:41:14
202 7525 鎌苅 滝生 ｶﾏｶﾘ ﾀｷｵ 兵庫県 8:41:33
203 7582 多田 篤 ﾀﾀﾞ ｱﾂｼ 千葉県 8:43:26
204 7602 矢後 等 ﾔｺﾞ ﾋﾄｼ 福島県 8:43:28
205 7101 後藤 昇彦 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 東京都 8:43:30
206 7597 榊原 利幸 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 8:44:39
207 7577 丸田 邦徳 ﾏﾙﾀ ｸﾆﾉﾘ 宮崎県 8:49:06
208 7598 岩本 建彦 ｲﾜﾓﾄ ﾀﾃﾋｺ 東京都 8:54:18
209 7583 日並 哲郎 ﾋﾅﾐ ﾃﾂﾛｳ 東京都 8:55:15
210 7593 古山 正文 ﾌﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 東京都 8:56:42
211 7588 岩原 誠 ｲﾜﾊﾗ ﾏｺﾄ 東京都 8:57:53
212 7745 鈴木 靖人 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾄ 東京都 8:57:58
213 7556 大矢 秀郎 ｵｵﾔ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 9:00:03
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