
種目 No 氏名 よみがな 性別 年齢 学年 お住まい ｳｪｰﾌﾞ ｽﾀｰﾄ時刻
彩の国A 101 齋藤 光 さいとう ひかる 男 20 茨城県 4W 7:48
彩の国A 102 四ッ井 聡太 よつい そうた 男 20 所沢市 4W 7:48
彩の国A 103 榎原 巧 えのはら たくみ 男 21 神奈川県 4W 7:48
彩の国A 104 佐藤 光 さとう ひかる 男 21 さいたま市 4W 7:48
彩の国A 105 小山 宜洋 コヤマ ヨシミ 男 21 神奈川県 4W 7:48
彩の国A 106 岩碕 幹生 いわさき みきお 男 22 茨城県 4W 7:48
彩の国A 107 新倉 俊平 にいくら しゅんぺい 男 22 神奈川県 4W 7:48
彩の国A 108 末富 智大 男 26 さいたま市 4W 7:48
彩の国A 109 平井 健吾 ひらい けんご 男 26 茨城県 4W 7:48
彩の国A 110 松下 修 まつした しゅう 男 27 宮城県 4W 7:48
彩の国A 111 服部 優 はっとり ゆう 男 28 東京都 4W 7:48
彩の国A 112 森屋 洋 モリヤ ヒロシ 男 29 東京都 4W 7:48
彩の国A 113 渡辺 匠 わたなべ たく 男 30 東京都 4W 7:48
彩の国A 114 鰐川 巧 わにかわ こう 男 30 栃木県 4W 7:48
彩の国A 115 沼田 祥平 ぬまた しょうへい 男 30 東京都 4W 7:48
彩の国A 116 福田 仁 ふくだ ひとし 男 30 群馬県 4W 7:48
彩の国A 117 菊池 朋明 きくち ともあき 男 31 東京都 4W 7:48
彩の国A 118 小林 将浩 こばやし まさひろ 男 32 朝霞市 4W 7:48
彩の国A 119 藤原 拓 ふじわら たく 男 32 東京都 4W 7:48
彩の国A 120 立山 宏一 たてやま こういち 男 33 栃木県 4W 7:48
彩の国A 121 宗澤 健一 むねざわ けんいち 男 34 長野県 4W 7:48
彩の国A 122 高橋 秀肇 たかはし ひでとし 男 34 上尾市 4W 7:48
彩の国A 123 林 健太郎 はやし けんたろう 男 34 群馬県 4W 7:48
彩の国A 124 高嶺 寛己 たかみね ひろき 男 34 東京都 4W 7:48
彩の国A 125 池田 佳紀 いけだ よしのり 男 35 東京都 4W 7:48
彩の国A 126 宮崎 智博 みやざき ともひろ 男 36 栃木県 4W 7:48
彩の国A 127 松倉 友樹 まつくら ゆうき 男 36 東京都 4W 7:48
彩の国A 128 木村 忠博 きむら ただひろ 男 36 栃木県 4W 7:48
彩の国A 129 BERGERE Jonathan べるじぇーる じょなさん 男 36 東京都 4W 7:48
彩の国A 130 佐藤 宏之 さとう ひろゆき 男 36 戸田市 4W 7:48
彩の国A 131 九町 俊吾 くちょう しゅんご 男 36 さいたま市 4W 7:48
彩の国A 132 赤羽 良祐 あかば りょうすけ 男 37 栃木県 4W 7:48
彩の国A 133 山浦 光博 やまうら みつひろ 男 37 東京都 4W 7:48
彩の国A 134 関塚 亮 せきづか りょう 男 37 東京都 4W 7:48
彩の国A 135 市川 和也 いちかわ かずや 男 38 東京都 4W 7:48
彩の国A 136 平松 弘道 ひらまつ こうどう 男 38 東京都 4W 7:48
彩の国A 137 山田 徹 やまだ とおる 男 40 入間市 4W 7:48
彩の国A 138 宗實 亮 むねざね りょう 男 40 東京都 4W 7:48
彩の国A 139 久保塚 直樹 クボヅカ ナオキ 男 40 群馬県 4W 7:48
彩の国A 140 辻 祐介 つじ ゆうすけ 男 40 東京都 4W 7:48
彩の国A 141 猪口 琢哉 いのぐち たくや 男 40 狭山市 4W 7:48
彩の国A 142 阿部 泰明 あべ やすあき 男 41 栃木県 4W 7:48
彩の国A 143 徳永 純一 とくなが じゅんいち 男 41 八潮市 4W 7:48
彩の国A 144 関根 勝典 せきね かつのり 男 41 加須市 4W 7:48
彩の国A 145 杉山 光 すぎやま ひかる 男 42 東京都 4W 7:48
彩の国A 146 茂原 伸也 もはら しんや 男 42 千葉県 4W 7:48
彩の国A 147 篠崎 孝二 しのざき こうじ 男 43 神奈川県 4W 7:48
彩の国A 148 山村 流士 やまむら りゅうじ 男 43 白岡市 4W 7:48
彩の国A 149 矢場 健一郎 やば けんいちろう 男 44 東京都 4W 7:48
彩の国A 150 竹中 康弘 たけなか やすひろ 男 44 東京都 4W 7:48
彩の国A 151 阿部 和行 あべ かずゆき 男 44 神奈川県 4W 7:48
彩の国A 152 小野 世吾 おの せいご 男 44 茨城県 4W 7:48
彩の国A 153 吉田 典夫 よしだ のりお 男 44 栃木県 4W 7:48
彩の国A 154 平澤 健市 ひらさわ けんいち 男 44 草加市 4W 7:48
彩の国A 155 高橋 豊 たかはし ゆたか 男 44 東京都 4W 7:48
彩の国A 156 小方 祥光 おがた よしあき 男 44 山形県 4W 7:48
彩の国A 157 江口 直 えぐち なお 男 45 東京都 4W 7:48
彩の国A 158 高橋 二郎 たかはし じろう 男 45 神奈川県 4W 7:48
彩の国A 159 山階 光将 やましな みつまさ 男 45 東京都 4W 7:48
彩の国A 160 柴崎 真夫 しばさき まさお 男 46 上尾市 4W 7:48
彩の国A 161 平山 雅幸 ひらやま まさゆき 男 46 神奈川県 5W 7:49
彩の国A 162 関 裕史 SEKI HIROSHI 男 46 神奈川県 5W 7:49
彩の国A 163 廣 能章 ひろ よしあき 男 46 千葉県 5W 7:49
彩の国A 164 高松 徹 男 46 さいたま市 5W 7:49
彩の国A 165 田中 厚至 たなか あつし 男 47 さいたま市 5W 7:49
彩の国A 166 佐藤 義則 さとう よしのり 男 47 神奈川県 5W 7:49
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彩の国A 167 諸星 篤志 もろほし あつし 男 47 春日部市 5W 7:49
彩の国A 168 稲 寛彰 いね ひろあき 男 47 東京都 5W 7:49
彩の国A 169 小島 正清 コジマ マサキヨ 男 47 愛知県 5W 7:49
彩の国A 170 髙橋 義典 たかはし よしのり 男 47 千葉県 5W 7:49
彩の国A 171 篠崎 元宣 しのざき もとのぶ 男 48 熊谷市 5W 7:49
彩の国A 172 稲永 浩之 いねなが ひろゆき 男 48 千葉県 5W 7:49
彩の国A 173 松田 潤 まつだ じゅん 男 48 群馬県 5W 7:49
彩の国A 174 福岡 達也 ふくおか たつや 男 48 川口市 5W 7:49
彩の国A 175 吉田 武司 よしだ たけし 男 48 東京都 5W 7:49
彩の国A 176 山崎 真之 やまざき まさゆき 男 49 千葉県 5W 7:49
彩の国A 177 森谷 真一 もりたに しんいち 男 49 神奈川県 5W 7:49
彩の国A 178 大須賀 敏光 おおすが としみつ 男 50 千葉県 5W 7:49
彩の国A 179 箱田 智則 ハコダ トモノリ 男 50 越谷市 5W 7:49
彩の国A 180 久保 幹夫 くぼ みきお 男 50 小川町 5W 7:49
彩の国A 181 田辺 聡 たなべ さとし 男 50 川口市 5W 7:49
彩の国A 182 町田 拓也 まちだ たくや 男 50 栃木県 5W 7:49
彩の国A 183 重川 達治 しげかわ たつじ 男 50 東京都 5W 7:49
彩の国A 184 海老原 康純 えびはら やすよし 男 50 東京都 5W 7:49
彩の国A 185 小池 俊男 こいけ としお 男 51 長野県 5W 7:49
彩の国A 186 西城 実明 さいじょう みちあき 男 51 千葉県 5W 7:49
彩の国A 187 竹島 博行 たけしま ひろゆき 男 51 さいたま市 5W 7:49
彩の国A 188 齋藤 大 さいとう まさる 男 51 千葉県 5W 7:49
彩の国A 189 南 敏広 みなみ としひろ 男 51 戸田市 5W 7:49
彩の国A 190 石上 秀一 いしがみ ひでかず 男 51 さいたま市 5W 7:49
彩の国A 191 吉田 稔 よしだ みのる 男 52 栃木県 5W 7:49
彩の国A 192 三瓶 亨 さんぺい とおる 男 52 神奈川県 5W 7:49
彩の国A 193 矢澤 良一 やざわ りょういち 男 52 東京都 5W 7:49
彩の国A 194 大山 千秋 おおやま ちあき 男 53 行田市 5W 7:49
彩の国A 195 清水 理 しみず おさむ 男 53 千葉県 5W 7:49
彩の国A 196 平山 隆志 ひらやま たかし 男 54 春日部市 5W 7:49
彩の国A 197 大坪 隆 おおつぼ たかし 男 54 飯能市 5W 7:49
彩の国A 198 深澤 賛光 ふかさわ よしみつ 男 54 東京都 5W 7:49
彩の国A 199 長田 浩史 ながた ひろし 男 55 千葉県 5W 7:49
彩の国A 200 藤木 研治 ふじき けんじ 男 55 戸田市 5W 7:49
彩の国A 201 宮地 一利 みやぢ かずとし 男 56 東京都 5W 7:49
彩の国A 202 鈴木 基則 すずき もとのり 男 56 越谷市 5W 7:49
彩の国A 203 飯塚 洋一 いいづか よういち 男 57 川口市 5W 7:49
彩の国A 204 野村 聡 男 57 東京都 5W 7:49
彩の国A 205 大久保 克彦 おおくぼ かつひこ 男 59 茨城県 5W 7:49
彩の国A 206 熊坂 寛 クマサカ ヒロシ 男 61 東京都 5W 7:49
彩の国A 207 笹原 明利 ささはら あきとし 男 61 千葉県 5W 7:49
彩の国A 208 野原 正良 のはら まさよし 男 61 東京都 5W 7:49
彩の国A 209 薮塚 耕二 やぶづか こうじ 男 62 和光市 5W 7:49
彩の国A 210 大波 久男 おおなみ ひさお 男 63 川口市 5W 7:49
彩の国A 211 直 修司 なお しゅうじ 男 64 東京都 5W 7:49
彩の国A 212 吉田 敏彦 よしだ としひこ 男 67 春日部市 5W 7:49
彩の国A 213 堀井 健司 ほりい けんじ 男 67 東京都 5W 7:49
彩の国A 214 久保田 玲奈 くぼた れな 女 20 茨城県 5W 7:49
彩の国A 215 堀田 愛 ほった あい 女 22 茨城県 5W 7:49
彩の国A 216 市川 愛唯 いちかわ あゆ 女 22 草加市 5W 7:49
彩の国A 217 伊藤 尚代 いとう なおよ 女 41 愛知県 5W 7:49
彩の国A 218 加藤 千夏 かとう ちなつ 女 46 所沢市 5W 7:49
彩の国A 219 小林 恵 こばやし めぐみ 女 46 山形県 5W 7:49
彩の国B 301 小貫 晴也 おぬき はるや 男 18 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 302 奥村 悠平 オクムラ ユウヘイ 男 18 福島県 2W 7:46
彩の国B 303 乾 遥希 いぬい はるき 男 18 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 304 高島 志郎 たかしま しろう 男 18 千葉県 2W 7:46
彩の国B 305 増子 昂汰郎 ますこ こうたろう 男 18 千葉県 2W 7:46
彩の国B 306 紺野 涼太 こんの りょうた 男 18 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 307 寺見 奏 テラミ カナデ 男 18 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 308 小泉 諒太 こいずみ りょうた 男 18 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 309 志田 俊平 しだ しゅんぺい 男 19 東京都 2W 7:46
彩の国B 310 愛波 剛太 あいば ごうた 男 19 富士見市 2W 7:46
彩の国B 311 紙本 英悟 かみもと えいご 男 19 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 312 舟橋 和哉 ふなはし かずや 男 19 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 313 安井 聡 やすい さとし 男 19 東京都 2W 7:46
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彩の国B 314 北村 則紀 きたむら のりき 男 19 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 315 舎川 雄二朗 とねがわ ゆうじろう 男 19 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 316 奥津 大志 おくつ たいし 男 19 東京都 2W 7:46
彩の国B 317 粟野 勝太郎 あわの しょうたろう 男 19 東京都 2W 7:46
彩の国B 318 吉永 晃 よしなが あきら 男 19 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 319 伊藤 航 いとう こう 男 19 茨城県 2W 7:46
彩の国B 320 今泉 正太郎 いまいずみ しょうたろう 男 19 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 321 増澤 陽 ますざわ よう 男 19 東京都 2W 7:46
彩の国B 322 馬場 至温 ばば しおん 男 19 東京都 2W 7:46
彩の国B 323 江田 祐太朗 えだ ゆうたろう 男 19 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 324 小河原 宗 おがわら たかし 男 19 東京都 2W 7:46
彩の国B 325 内田 健太 うちだ けんた 男 20 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 326 古川 勝也 ふるかわ かつや 男 20 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 327 八巻 健治 やまき けんじ 男 20 千葉県 2W 7:46
彩の国B 328 土屋 優貴 つちや ゆうき 男 20 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 329 江戸 英宣 えど ひでのり 男 20 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 330 谷本 凜 タニモト リン 男 20 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 331 小林 孝輔 こばやし こうすけ 男 20 東京都 2W 7:46
彩の国B 332 吉原 純 よしはら じゅん 男 20 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 333 田丸 翔斗 たまる しょうと 男 21 東京都 2W 7:46
彩の国B 334 大滝 哲哉 おおたき てつや 男 21 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 335 小河 健介 おがわ けんすけ 男 21 東京都 2W 7:46
彩の国B 336 小平 拓未 こだいら たくみ 男 22 群馬県 2W 7:46
彩の国B 337 尾島 航基 おじま こうき 男 22 草加市 2W 7:46
彩の国B 338 可兒 幸大 かに こうだい 男 22 東京都 2W 7:46
彩の国B 339 塩田 倖大 しおた こうだい 男 22 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 340 山中 雄介 やまなか ゆうすけ 男 22 東京都 2W 7:46
彩の国B 341 太田 尭良 おおた たかひろ 男 23 新潟県 2W 7:46
彩の国B 342 中道 大輔 なかみち だいすけ 男 23 茨城県 2W 7:46
彩の国B 343 塚本 耀 ツカモト ヨウ 男 23 東京都 2W 7:46
彩の国B 344 松﨑 大典 まつざき だいすけ 男 23 茨城県 2W 7:46
彩の国B 345 宮崎 健太 みやざき けんた 男 24 茨城県 2W 7:46
彩の国B 346 中村 拓登 なかむら たくと 男 25 東京都 2W 7:46
彩の国B 347 南 拓磨 みなみ たくま 男 26 東京都 2W 7:46
彩の国B 348 石濱 泰樹 いしはま ひろき 男 29 茨城県 2W 7:46
彩の国B 349 川尻 将大 かわじり まさひろ 男 30 神奈川県 2W 7:46
彩の国B 350 齊藤 豊貴 さいとう とよき 男 33 東京都 2W 7:46
彩の国B 351 大西 諒 おおにし りょう 男 33 東京都 2W 7:46
彩の国B 352 齋藤 俊介 さいとう しゅんすけ 男 35 宮城県 2W 7:46
彩の国B 353 濱口 恵 はまぐち けい 男 35 東京都 2W 7:46
彩の国B 354 石橋 秀平 いしばし しゅうへい 男 35 東京都 2W 7:46
彩の国B 355 垣田 俊輔 かきた しゅんすけ 男 35 東京都 2W 7:46
彩の国B 356 田村 一博 タムラ カズヒロ 男 36 東京都 2W 7:46
彩の国B 357 窪 昌之 くぼ まさゆき 男 37 東京都 2W 7:46
彩の国B 358 吉田 直樹 よしだ なおき 男 39 東京都 2W 7:46
彩の国B 359 渡辺 晋 わたなべ すすむ 男 40 東京都 2W 7:46
彩の国B 360 吉田 茂明 よしだ しげあき 男 41 新潟県 2W 7:46
彩の国B 361 山口 俊輔 やまぐち しゅんすけ 男 42 所沢市 3W 7:47
彩の国B 362 奥崎 隆司 オクザキ リュウジ 男 42 千葉県 3W 7:47
彩の国B 363 経澤 耕達 つねざわ こうたつ 男 42 栃木県 3W 7:47
彩の国B 364 小島 孝彦 こじま たかひこ 男 43 東松山市 3W 7:47
彩の国B 365 西田 康 にしだ やすし 男 43 東京都 3W 7:47
彩の国B 366 土谷 祐行 つちや ひろゆき 男 44 本庄市 3W 7:47
彩の国B 367 池田 守 いけだ まもる 男 44 千葉県 3W 7:47
彩の国B 368 齋藤 真一 さいとう しんいち 男 46 春日部市 3W 7:47
彩の国B 369 新井 利明 あらい としあき 男 46 東京都 3W 7:47
彩の国B 370 生井 和平 なまい かずひら 男 46 東京都 3W 7:47
彩の国B 371 長井 孝仁 ながい のりひと 男 48 八潮市 3W 7:47
彩の国B 372 小野原 学 おのはら まなぶ 男 49 東京都 3W 7:47
彩の国B 373 木村 航士 きむら こうじ 男 49 神奈川県 3W 7:47
彩の国B 374 林 仁志 はやし ひとし 男 49 東京都 3W 7:47
彩の国B 375 佐藤 和嘉 さとう かずよし 男 49 深谷市 3W 7:47
彩の国B 376 吉川 誠司 よしかわ せいじ 男 50 所沢市 3W 7:47
彩の国B 377 吉田 亮介 よしだ りようすけ 男 52 東京都 3W 7:47
彩の国B 378 松尾 賢一 まつお けんいち 男 52 春日部市 3W 7:47
彩の国B 379 平野 玲之 ひらの れいじ 男 53 さいたま市 3W 7:47
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彩の国B 380 佐竹 理史 さたけ まさし 男 53 東京都 3W 7:47
彩の国B 381 河本 淳 かわもと じゅん 男 53 川越市 3W 7:47
彩の国B 382 仲秋 喜代志 ナカアキ キヨシ 男 53 静岡県 3W 7:47
彩の国B 383 坂本 均 さかもと ひとし 男 54 小川町 3W 7:47
彩の国B 384 安田 善一郎 やすだ ぜんいちろう 男 54 東京都 3W 7:47
彩の国B 385 高内 宏明 たかうち ひろあき 男 55 上尾市 3W 7:47
彩の国B 386 谷口 真弥 たにぐち しんや 男 56 川口市 3W 7:47
彩の国B 387 三嶋 和也 みしま かずや 男 56 千葉県 3W 7:47
彩の国B 388 井上 圭二 いのうえ けいじ 男 56 東京都 3W 7:47
彩の国B 389 星 和宏 ほし かずひろ 男 58 さいたま市 3W 7:47
彩の国B 390 山崎 浩市 やまざき こういち 男 58 千葉県 3W 7:47
彩の国B 391 斉藤 友孝 さいとう ともたか 男 58 川口市 3W 7:47
彩の国B 392 MURAKAMI MASAKAZU むらかみ まさかず 男 59 千葉県 3W 7:47
彩の国B 393 寺脇 佳秀 てらわき よしひで 男 59 静岡県 3W 7:47
彩の国B 394 田中 等 たなか ひとし 男 60 春日部市 3W 7:47
彩の国B 395 鈴木 良樹 すずき よしき 男 68 さいたま市 3W 7:47
彩の国B 396 伴 勉 ばん つとむ 男 69 栃木県 3W 7:47
彩の国B 397 野澤 正 ノザワ タダシ 男 70 茨城県 3W 7:47
彩の国B 398 澤浦 満雄 さわうら みつお 男 70 上尾市 3W 7:47
彩の国B 399 菅野 裕次 かんの ゆうじ 男 71 茨城県 3W 7:47
彩の国B 400 芳埜 次夫 よしの つぐお 男 75 上尾市 3W 7:47
彩の国B 401 渡部 知優 ワタベ チヒロ 女 18 東京都 3W 7:47
彩の国B 402 鈴木 里奈 すずき りな 女 19 東京都 3W 7:47
彩の国B 403 柴沼 玲那 しばぬま れな 女 19 茨城県 3W 7:47
彩の国B 404 日引 華子 ひびき はなこ 女 19 神奈川県 3W 7:47
彩の国B 405 小山田 来未 おやまだ くるみ 女 20 新座市 3W 7:47
彩の国B 406 木村 果歩 きむら かほ 女 20 神奈川県 3W 7:47
彩の国B 407 町田 はるか まちだ はるか 女 21 東京都 3W 7:47
彩の国B 408 三宅 由希子 みやけ ゆきこ 女 28 東京都 3W 7:47
彩の国B 409 竹内 莉沙 タケウチ リサ 女 29 東京都 3W 7:47
彩の国B 410 佐藤 万妃花 さとう まひか 女 29 東京都 3W 7:47
彩の国B 411 高田 友美 たかだ ともみ 女 49 栃木県 3W 7:47
彩の国B 412 舘野 直子 たての なおこ 女 56 春日部市 3W 7:47
彩の国B 413 白土 保子 しらと やすこ 女 59 栃木県 3W 7:47
彩の国B 414 竹内 雅子 たけうち まさこ 女 60 久喜市 3W 7:47
彩の国B 415 吉田 典子 よしだ のりこ 女 60 北本市 3W 7:47
彩の国C 501 外山 雅大 とやま まさひろ 男 18 神奈川県 1W 7:45
彩の国C 502 山本 築 やまもと きずく 男 18 東京都 1W 7:45
彩の国C 503 花岡 秀吾 はなおか しゅうご 男 18 東京都 1W 7:45
彩の国C 504 渡辺 貴大 わたなべ たかひろ 男 19 神奈川県 1W 7:45
彩の国C 505 一言 伊織 ひとこと いおり 男 19 東京都 1W 7:45
彩の国C 506 小俣 海渡クリスナ おまた かいとくりすな 男 19 東京都 1W 7:45
彩の国C 507 小路 寛太 しょうじ かんた 男 19 東京都 1W 7:45
彩の国C 508 坂野 裕樹 ばんの ゆうき 男 19 神奈川県 1W 7:45
彩の国C 509 髙木 将嗣 たかき まさつぐ 男 19 千葉県 1W 7:45
彩の国C 510 長田 朝陽 おさだ あさひ 男 20 茨城県 1W 7:45
彩の国C 511 鍛代 健亮 きたい けんすけ 男 20 神奈川県 1W 7:45
彩の国C 512 佐野 文哉 さの ふみや 男 20 東京都 1W 7:45
彩の国C 513 中禮 颯人 ちゅうれい はやと 男 20 神奈川県 1W 7:45
彩の国C 514 渡邊 幸樹 わたなべ こうき 男 20 東京都 1W 7:45
彩の国C 515 関根 貴大 せきね たかひろ 男 20 東京都 1W 7:45
彩の国C 516 小泉 隆明 コイズミ タカアキ 男 21 東京都 1W 7:45
彩の国C 517 柴田 大輔 しばた だいすけ 男 21 神奈川県 1W 7:45
彩の国C 518 久山 司 くやま つかさ 男 22 東京都 1W 7:45
彩の国C 519 吉藤 勇人 よしふじ はやと 男 25 東京都 1W 7:45
彩の国C 520 高村 亮 たかむら りょう 男 25 千葉県 1W 7:45
彩の国C 521 石川 周 いしかわ しゅう 男 26 杉戸町 1W 7:45
彩の国C 522 原田 妙一郎 ハラダ ミョウイチロウ 男 38 群馬県 1W 7:45
彩の国C 523 山崎 克偉 やまざき かつよし 男 39 東京都 1W 7:45
彩の国C 524 浅香 聡 あさか さとし 男 40 東京都 1W 7:45
彩の国C 525 小林 雄一郎 こばやし ゆういちろう 男 41 八潮市 1W 7:45
彩の国C 526 田中 輝政 タナカ テルマサ 男 43 草加市 1W 7:45
彩の国C 527 青木 康太 あおき こうた 男 44 さいたま市 1W 7:45
彩の国C 528 前島 淳 まえしま じゅん 男 44 春日部市 1W 7:45
彩の国C 529 松永 基史 まつなが もとし 男 45 東京都 1W 7:45
彩の国C 530 八木 茂典 やぎ しげのり 男 48 東京都 1W 7:45
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彩の国C 531 堀越 由忠 ほりこし よしただ 男 50 吉川市 1W 7:45
彩の国C 532 小林 充 こばやし みつる 男 50 八潮市 1W 7:45
彩の国C 533 鹿ノ子 直樹 かのこ なおき 男 50 入間市 1W 7:45
彩の国C 534 土屋 博 つちや ひろし 男 51 戸田市 1W 7:45
彩の国C 535 結束 淳一 けっそく じゅんいち 男 51 千葉県 1W 7:45
彩の国C 536 安丸 信行 やすまる のぶゆき 男 51 東京都 1W 7:45
彩の国C 537 吉田 泰昌 よしだ たいすけ 男 51 朝霞市 1W 7:45
彩の国C 538 恵川 哲明 エガワ ノリアキ 男 53 東京都 1W 7:45
彩の国C 539 高橋 勇市 たかはし ゆういち 男 53 東京都 1W 7:45
彩の国C 540 金久保 俊也 カナクボ トシヤ 男 60 加須市 1W 7:45
彩の国C 541 下畑 行盛 しもはた ゆきもり 男 62 川越市 1W 7:45
彩の国C 542 下川 雅弘 シモカワ マサヒロ 男 64 上尾市 1W 7:45
彩の国C 543 金子 恒美 かねこ つねみ 男 65 鴻巣市 1W 7:45
彩の国C 544 鈴木 秀治 スズキ シュウジ 男 66 三芳町 1W 7:45
彩の国C 545 池田 博信 いけだ ひろのぶ 男 68 群馬県 1W 7:45
彩の国C 546 折田 彰 おりた あきら 男 69 熊谷市 1W 7:45
彩の国C 547 佐藤 未来 さとう みく 女 18 茨城県 1W 7:45
彩の国C 548 山口 桃由 山口 桃由 女 24 伊奈町 1W 7:45
彩の国C 549 奥脇 早織 おくわき さおり 女 27 神奈川県 1W 7:45
彩の国C 550 高津 泉 たかつ いずみ 女 51 さいたま市 1W 7:45
彩の国Cパラ 551 中山 賢史朗 なかやま けんしろう 男 28 東京都 1W 7:45
彩の国C(高校生) 601 大橋 琉生 おおはし るい 男 16 高校1年 栃木県 1W 7:45
彩の国C(高校生) 602 黒川 遼宇 くろかわ りょう 男 15 高校1年 東京都 1W 7:45
彩の国C(高校生) 603 山下 翔雅 やました しょうま 男 16 高校2年 東京都 1W 7:45
彩の国C(高校生) 604 松永 隼翔 まつなが しゅんと 男 16 高校2年 東京都 1W 7:45
彩の国C(高校生) 605 福島 旺 ふくしま あきら 男 17 高校3年 千葉県 1W 7:45
彩の国C(高校生) 606 山口 大貴 やまぐち たいき 男 17 高校3年 東京都 1W 7:45
彩の国C(高校生) 607 増渕 日菜 ますぶち ひな 女 15 高校1年 栃木県 1W 7:45
彩の国C(高校生) 608 花岡 愛美 はなおか あいみ 女 16 高校2年 千葉県 1W 7:45
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