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氏　　　　　　　名

　審　判　部　署

総　　　務 中田  次夫

総　務　員
竹村  義人
（総　括）

吉岡　幹雄
（総　務）

新井　克美
（庶　務）

坂内  孝弥
（記録情報）

正能　隆雄
（審　判）

山田 真由美　（医
務）

ジ　ュ　リ　ー （陸　　連） 小林　貞雄 高木　英朗

J　T　O （陸　　連）

技　術　総　務 松枝　茂樹

国際道路計測員 （陸　　連）

ＮＦＲ （陸　　連）

リードＤＣＯ （陸　　連）

ＤＣＯ （陸　　連）

シャペロン ◎ 山田　真由美    鈴木  ことり(桶川西）  富永　美佐子 鬼塚　玲寧(埼大女） 江口琴美（埼大女） 中村　優希（埼大女）

 渡邊明日香（聖学女）  大倉あすか（聖学女）

審　判　長 　松山　治彦

アナウンサー 　鎗田　珠実

スターター
 横川　浩
（陸連会長）

〇 前野　一浩 髙城　　昭

選考先頭報告車 ◎山崎　真良 遠藤　良宏

総　務　係 ◎保科　征男 高田　泰宏 小堀　泰代 稲村　昌巳 福島　 清 塩原　 勉

役　員　係 ◎鈴木　　進 正能　隆雄 堀江　政明

庶　務　係 ◎新井　克美 西村　晴美

貴　重　品　係 ◎赤尾　育愛 蓮沼　智子 金田　美穂子 佐渡菜月（埼大女） 伊藤知佳子（埼大女）

選考ﾚｰｽウオーッムアップ係 ◎猪腰　義文 神田　正己 坂本　正弘 濱田　重明 杉本　恵介

◎秋元　惠美 市川　朋子 松田　冨美子 番場　美知子 松川　恵津子

 生原　緑 （春日部

中）
久保井なつみ（聖学女）相楽　杏香（聖学女） 小林日菜子（聖学女） 荒木　樹羅（聖学女） 蛭田　結衣（埼大女）

 早田　純菜（埼大女）

◎吉川　照代 宮田　　忍 関　三恵子 石橋　陽子（熊陸） 高田　悦子 須田早苗（ＣＰＭ）

  田中　明子
（所沢美原）

竹原　啓子 田山　伴子(彩友） 戸張美奈子（彩友）

 岡戸　朝海（聖学女）藤代　あすか（聖学女） 竹内　舞（聖学女） 高橋莉緒奈（聖学女） 水城伽奈子（聖学女） 宮坂　朋美（立教女）

 小幡　美貴（立教女）金澤　結（立教女） 平賀　祥子（立教女） 浜田　真衣（立教女）

◎飯田　恭人 吉川　光弘 石橋　　誠(熊陸） 中居　　稔 川崎　秀麿 原口　音吉

鳥羽　　真 中川　進一 齋藤　和夫 長谷川　季樹（埼大） 久保田友太郎（埼大） 入部　航介（埼大）

秋元　皓志（埼大） 本間　楓（埼大） 佐藤　凌（埼大） 太細　裕斗（埼大） 町田　勢芽（埼大） 伊藤　優（埼大）

◎吉川　照代 宮田　　忍 関　三恵子 石橋　陽子（熊陸） 高田　悦子 須田　早苗

  田中　明子
（所沢美原）

竹原　啓子 岡戸　朝海（聖学女） 藤代あすか（聖学女） 竹内　舞（聖学女〉
高橋莉緒奈
（聖学女）

 水城伽奈子（聖学女）

フィニッシュ係
兼一般の部ﾌﾞﾛｯｸ最後尾整列係

◎猪腰　義文 神田　正己 坂本　正弘 濱田　重明 杉本　恵介

◎前野　一浩 高城　昭 川崎　秀麿 中居　稔 高田　悦子 竹原　啓子

  田山　伴子（彩友） 戸張美奈子（彩友） 町田　勢芽（埼大） 伊藤　優（埼大）

記　録　係 ◎坂内　孝弥 田中　健彦

用　器　具　係 ◎上田　義人 小池　一好 横山　尚多香

気　象　係 ◎宮永　隆行 小池　七郎 宮前　　克 森泉　照夫

◎秋元　惠美 市川　朋子 松田　冨美子 番場　美知子 松川　恵津子

  生原　緑
（春日部中）

久保井なつみ
（聖学女）

相楽　杏香
（聖学女）

小林　日菜子
（聖学女）

荒木　樹羅
（聖学女）

蛭田　結依
（聖学女）

  早田　純菜
（聖学女）

第4回　さいたま国際マラソン　審判編成　

選考ﾚｰｽ選手係（日本代表ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰの部担
当）
兼最終点呼・ｽﾀｰﾄ整列係

選考ﾚｰｽ選手係（招待選手担当）
兼最終点呼・ｽﾀｰﾄ整列係

一般の部フィニッシュ最後尾誘導係

一般の部スタート最後尾誘導係

選考ﾚｰｽ表彰係

スタートチーム
（一般の部ブロック先頭整列係）



◎吉川　光弘 石橋　　誠（熊陸） 齋藤　大樹 原口　音吉 中川　進一 齋藤　和夫

入部　航介（埼大） 秋元　皓志（埼大） 本間　颯（埼大） 佐藤　凌（埼大） 太細　裕斗（埼大）

◎吉川　照代 宮田　　　忍 関　三恵子 石橋　陽子（熊陸） 須田　早苗

  岡戸朝海（聖学女） 藤代あすか（聖学女） 竹内　舞（聖学女） 高橋莉緒奈（聖学女） 水城伽奈子（聖学女）

招待選手ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾘﾝｸ受付係 ◎齋藤　宰 齋藤　大樹 福島　清 塩原　　勉

◎益子　倫行　(25K) 竹野　惠美（5ｋ） 寺内　康仁（10ｋ） 池田　雄高（15ｋ） 渋川　倍己　(20K) 関根　恒喜　(30K)

　木村　正義　(35K) 武藤　量司(40ｋ） 田山伴子（彩友） 戸張美奈子（彩友） 高橋　京（文教女） 南　杏果（文教女）

　鈴木ことり（桶川西） 富永　美佐子

◎木村　一也 笛木　伸也 文屋　芳浩 野中　常七郎

  大本　末雄 島田　信雄(彩友） 島田　浩元　（彩友） 山田　朗（彩友）

最後尾収容ﾊﾞｽ係（第３折返班） ◎村井　省二
大河原　平朔
（東京陸協）

佐藤　誠（彩友） 大日向　純(彩友)

最後尾収容補助車係 ◎文屋　芳浩

最後尾監察係（第１班） ◎島村　宣生 横山　尚多香 大木　好則(彩友〉 本田　博

最後尾監察係（第２班） ◎堀部　  勉 古瀬　宏一 吉住　淳一(東京陸協） 原田　慎也

最後尾監察係（第３班） ◎松本　　清 山内　琢也 野沢　憲幸 小野　健一（埼大） 小見　和也（埼大）

補助員係 ◎堀部　　勉 田山伴子（彩友） 戸張美奈子（彩友）

　計　時　係

  5ｋｍ ◎髙橋　俊一 矢部　稚尋（立教女） 井上　彩加（立教女）

  10ｋｍ ◎神保　芳雄 佐井　杏子（立教女） 萩野谷帆南（立教女）

  15ｋｍ ◎亀田　　勲 大井　玲奈（文教女） 山本倖千恵（立教女）

  20ｋｍ ◎小高　重則 佐藤　史帆(文教女） 四位　愛美(文教女）

  中間点 ◎島村　　五 塚本　紗希(文教女） 大和田　佳絵(文教女）

  25ｋｍ
◎生原　彰

（春日部東中）
飯塚　知里(文教） 山口　美咲(文教女）

  30ｋｍ ◎永井　秀夫 南部　千尋(文教女） 小宮　杏菜(文教女）

  35ｋｍ
◎　伊藤　千恵子

(大宮八幡中）
藤田　花菜（文教女） 栃窪　舞（文教女）

  40ｋｍ ◎南　　公隆 北村沙織（山村国際） 押切　杏樹（文教女）

　フィニュッシュ ◎飯田　恭人 長谷川　季樹（埼大） 久保田友太郎（埼大）

　関　門　係

第1関門
埼玉新都心駅東口（2.9ｋｍ）

◎伊得　正紀 伊得　幹夫 本橋　正好
萩原　厚
（県庁走友）

金井　啓充
（県庁走友）

小泉　大輔
（県庁走友）

　樽谷　美智子
（救護兼務）

坂田　俊行

第2関門
駒場体育館（7.1ｋｍ）

◎　今井　　亮 神﨑　　凌 阿部　純子 阿部　茂
敷根　晃裕
（県庁走友）

伊藤　真弓
（県庁走友）

第3関門
浦和大学（12.4ｋｍ）

◎清水　　亙 五十嵐　亮太 川合　康夫
奥山　美智代
（県庁走友）

　桑原　有子
(県庁走友）

桑原　勝
（県庁走友）

◎濱田　三喜男 宇佐美　英樹 田中　芙蓉 小熊　陸也（聖学） 阿部　壮太（聖学） 大崎　海斗（聖学）

　島崎　貴悠（聖学） 高須賀　慶大（聖学)

◎中澤　富夫 古川　一夫 渡邉　眞由美 大朏　尚也（文教） 梁瀬　誠也（文教） 山﨑　慧太（文教）

　渡辺　雅博(文教） 黒岩　穣(文教） 小泉　友哉(文教）

◎新井　　進 飛鳥馬 光雄 奥村　元子 板垣　正勝(聖学） 森田　惇弘(聖学） 村上　拓也(聖学）

　小林　駿祐(聖学） 松崎　将蔵(聖学） 前島　達也(聖学）

◎山口　泰弘 鬼塚　康弘 萩原　なみ江 坂本　　守
向佐　光治
(県庁走友）

高橋　浩行
（県庁走友）

　妻沼　尚美
（県庁走友）

渡辺　実
（県庁走友）

飯塚　大輔
(県庁走友）

秋谷　早苗
(県庁走友）

岩下　由美子
（県庁走友）

◎小野　寿夫 佐藤　博幸 金子　正美
新　　和男
（ＣＰＭ）

栗原　忍
（ＣＰＭ）

小林　靖史
（春日部大増中）

  　矢作　和美 瀧澤　翔吾（聖学）

◎伊藤　晃男 千葉　繁
（ＣＰＭ）

飯塚　政弘
（ＣＰＭ）

北嶋　一夫
（ＣＰＭ）

野崎　和男
（ｃｐｍ）

高橋　和子
（ＣＰＭ）

　大山　操（ＣＰＭ）
南雲　清子
（ＣＰＭ）

長谷川俊一
（ＣＰＭ）

小川百合子
（ＣＰＭ）

　救　護　所　係

駒場体育館（7.1ｋｍ） 阿部　純子

浦和大学（12.4ｋｍ） 奥山　美智子

埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ2020北口（17.1ｋｍ） 田中　芙蓉

第5関門　神明町
ｻﾝｸｽ浦越ﾊﾞｲﾊﾟｽ店（23.1ｋｍ）

第6関門
浦和ﾙｰﾃﾙ学院（28.2ｋｍ）

第7関門　ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ埼玉
（35.4ｋｍ）

第8関門　常盤７丁目
(埼玉りそな銀行埼玉本部）（37.4ｋｍ）

第9関門
与野中央公園（39.9ｋｍ）

第4関門　埼玉ｽﾀｼﾞｱﾑ
2020北口（17.1ｋｍ）

日本代表ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰの部
ｽﾍﾟｼｬﾄﾞﾘﾝｸ受付係

一般の部男子表彰係

一般の部女子表彰係

最後尾収容バス係



尾ｹ﨑新田（14.9ｋｍ）・（20.0ｋｍ）・（26.2ｋｍ） 森　　岩男

神明町（23.1ｋｍ） 渡邉　眞由美

浦和ﾙｰﾃﾙ学院（28.2ｋｍ） 奥村　元子

大間木（33.2ｋｍ） 中井　幸子

ﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ埼玉（35.4ｋｍ） 萩原　なみ江

常盤７丁目（37.4ｋｍ） 金子　正美

与野中央公園（39.9ｋｍ） 小川　百合子

フィニッシュ（42.195ｋｍ） 尾ｹ井　南

小計　　④

　ｽﾍﾟｼｬﾙ　給水係

５ｋｍ ◎澤田　和夫 〇小野寺みどり
小沼　敏彰

(市立桜木中）
高野　愛望（立正女） 川端　七織（立正女） 安西　紗也夏（立正女）

1０ｋｍ
◎塚本　啓太
（浦和学院高）

〇寺内　康仁 及川　いずみ
（市立日進中）

伊藤 望(大東女） 白石 紗彩(大東女） 佐久間 有沙(大東女）

１５ｋｍ
◎栗原　忠昭
（県立熊谷女高）

〇池田　雄高
(鳩ケ谷高）

田中　博幸
(越谷富士中）

奥田 幸弓(大東女） 齋藤諒平(大東）

２０ｋｍ
◎大塚　寿
(市立大宮北高）

〇渋川　倍己
風間　俊樹

(越谷北陽中）
細井ブライアン(大東）安田圭吾(大東）

２５ｋｍ
◎會田　裕亮
(県立鳩ケ谷高）

〇益子　倫行
（久喜高）

須藤　　浩 田沼　里美
（県立川口東高）

本田　裕典

（越谷栄進中）

内藤　暢彦

（越谷栄進中）

　桑原　要
（越谷大袋中）

鈴木　拓実
（文教）

 斉藤　直之
（文教）

渡邉　拓哉
（文教）

３０ｋｍ
　◎河野　健
(県立浦和東高）

〇関根　恒喜
山崎　淳平

(市立尾間木中）
及川幸姫(大東女） 鹿山鼓文(大東女）

３５ｋｍ
　◎関根　信隆
(県立川口東高）

〇木村　正義
太田　健一

（市立八王子中）
寺本光里(大東女） 村上　　穂(大東女）

４０ｋｍ ◎吉田　光広 〇武藤　量司
朝倉　李江

(市立与野西中）
柴原有里加(大東女） 吉田のぞみ(大東女）

　走　路　係

◎阿部　友和
高比良　邦宏
（東京陸協）

出井　走(立正） 樋口　絢渉(立正） 野末　学志(立正） 石橋　航希(立正）

　一瀬　星和(城西） 西野　圭祐(城西） 清水　僚太(城西）

◎石井　重信 江原　裕一朗 中井　準登(城西） 乾　俊介(城西） 直井　一樹　(城西） 草野　瑠維(城西）

　小林　周平(城西） 鈴木　涼太(城西）

第　３ブロック走路員 ◎糸井　國雄 田宮　竜希(城西） 飯野　勇(城西） 南澤俊望(大東） 香取直樹(大東）

第　４ブロック走路員 ◎髙橋　　勇 吉川　湧人(城西） 柴谷　匠(城西）

第　５ブロック走路員 ◎Ａ：松本　　清 竹村　和夢(城西） 蛭間　雄也()城西） 小村　逸(城西） 伊倉　慶斗(城西」 瀧　晃也　(城西）

　戸ヶ崎　真理 戸ヶ崎　鉄郎

◎Ｂ：貝増　辰也 西在家　亮(城西） 古畑　貴規(城西） 小西　凱(城西） 菅井　啓佑(城西） 辰巳　智広(城西）

　吉川　裕士 中田　輝明

第　６ブロック走路員 ◎柿島　　戊
萩原　康彦
（東京陸協）

秋山　真弘 金子　恋寿(城西） 瀬野　尚吾(城西） 田中　瑶佑(城西）

　松村　五壽(城西）

◎Ａ：渡部　真秀 山野　利夫（草加） 高橋　俊彦（草加）

◎Ｂ：杉本　　悟 会田　哲也（草加） 河村　直美（草加） 高橋　昌也（草加） 川俣　忠康（草加）

◎Ａ：加藤　　寿 鹿股　勇二 中澤　富明 中澤　貴弘 内山　力哉(城西） 神山　健太(城西）

　堀　　澪伊(城西）

◎Ｂ：増田　靖一 平野　　力(立教） 平林　卓朗(立教）

第　９ブロック走路員 ◎小林　正明 久保　賢一

◎Ａ：濱田　和広

◎Ｂ：樋口　正範 山田　耀介(立教） 中山　拓美(立教） 井口　翔太(立教）

◎Ａ：阿部　康雄 臼井　悠真(立教） 折山　景柊(立教） 加藤　大輔(立教） 木村　尊(立教）

◎Ｂ：酒巻　　栄 松本　秀晴 倉持　憲成(立教） 佐藤　優太(立教） 斎藤　俊輔(立教） 渡部　剛士(立教）

　舟橋　英我(立教） 定久　　諒(立教） 鈴木　大翔（埼大） 野尻　達（埼大）

◎原沢　　勲
篠原　　正

（東京陸協）
中島　礼子
(東京陸協）

内田　明 土屋　　健(立教） 利田　大紀(立教）

　石鍋　拓海(立教） 坂東　琉太(立教） 山中　　崚(立教）

第　２ブロック走路員

第　７ブロック走路員

第　８ブロック走路員

第　１ブロック走路員

第１０ブロック走路員

第１１ブロック走路員

第１２ブロック走路員



◎Ａ：関根　邦夫 袴田　拓海（埼大） 林　伸幸（埼大） 黒澤　楓(聖学）

◎Ｂ：園田　和義 筆脇　智弘（埼大） 水元　大雅（埼大） 室岡　伸（埼大）

第１４ブロック走路員 ◎Ａ：中道　雄哉 森　泰雅（埼大） 盛合　一将（埼大）

◎Ｂ：行武　善晴 熊田　武 横倉　健児（埼大） 吉留 佑悟(埼大） 和知　悟志（埼大） 浅水　丈拓（埼大）

　内山　凌（埼大） 岡田　一真（埼大）

第１５ブロック走路員 ◎久保井　広 正能　隆雄 鹿島　光平（埼大）

第１６ブロック走路員 ◎田沼　浩二 木村　勇二 長塚　　明 佐藤　拓也（埼大） 中尾　蒼矢（埼大） 圷　　渚里（聖学）

第１７ブロック走路員 ◎橋本　民寿
渡部　万里子
（浦和学院高）

岩谷　　茂

　補　助　員　部　署
選考ﾚｰｽ（招待選手係)最終点呼・整列 浦和一女高　　５名

選考ﾚｰｽ（一般選手）最終点呼・整列 浦和一女高　　1６名 いずみ高女　4名

選考ﾚｰｽウオームアップ係 浦和一女　　１０名

一般ﾚｰｽスタートチーム・ 浦和一女　10名 いずみ高男14名

一般スタート・最後尾整列 浦和一女　10名 いずみ高男　14名

記　録　係 ボランティア　　4名

選考レース表彰係 浦和一女高　　　８名

一般レース　　男子表彰係 東京電力　　　１２名

一般レース　　女子表彰係 浦和一女高　　　８名

招待選手ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾘﾝｸ受付 東京電力　　　　３名

日本代表ﾁｬﾚﾝｼﾞｬｰの部ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾘﾝｸ受付係 桶川西高女-２名 東京電力　　　　８名

一般の部フィニッシュ最後尾誘導係 桶川西高女-２名

スペシャッル給水係補助員
　５ｋｍ 川口東高　　　　3名 さいたま桜木中１３名 さいたま日進中１０名

1０ｋｍ さいたま日進中２５名

１５ｋｍ 越谷富士中　　　30名

２０ｋｍ 越谷北陽中　　　２4名

２５ｋｍ 越谷栄進中　　１５名 越谷大袋中　　１７名

３０ｋｍ さいたま尾間木中３０名

３５ｋｍ さいたま八王子中32名

４０ｋｍ さいたま与野西中31名

　計時係補助員
　５ｋｍ

1０ｋｍ

１５ｋｍ

２０ｋｍ

中間地点

２５ｋｍ

３０ｋｍ

３５ｋｍ

４０ｋｍ

フィニュッシュ

 　走路係補助員
　 第１ブロック 桶川西高　　１１名

　第２ブロック 入間藤沢中　　３６名

 　第３ブロック 東京電力　　 　１０名

 　第４ブロック 東京電力　　　　　６名

 　第５ブロックＡ 東京電力　　　　　６名

 　第５ブロックＢ 東京電力　　　　　９名

 　第６ブロック 東京電力　　　　１２名

 　第７ブロックＡ 浦和学院　　　　5名

 　第７ブロックＢ 浦和学院　　　　5名

 　第８ブロックＡ 浦和学院　　　11名

 　第８ブロックＢ 浦和学院　　　　6名

　 第９ブロック 浦和学院　　　　7名

 第１０ブロックＡ ボラ補助員　　　4名

 第１０ブロックＢ 浦和学院　　　　6名 ボラ補助員　　4名

 第１１ブロックＡ 東京電力　　　　10名

 第１１ブロックＢ 東京電力　　　　15名

 第１２ブロック 東京電力　　　１５名

 第１３ブロックＡ 自衛隊大宮　　　3名

 第１３ブロックＢ 自衛隊大宮　　　2名

 第１４ブロックＡ 自衛隊大宮　　　４名

 第１４ブロックＢ 自衛隊大宮　　　８名

 第１５ブロック ボラ補助員　　　7名

 第１６ブロック 大宮工業高　 　３名 自衛隊大宮　７名

 第１７ブロック 大宮工業高　 　５名

第１３ブロック走路員



ＮＯ 審判部署 集合場所 集合時間 現地到着手段

1 総務係・役員係・庶務係 スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 5:30 徒　　　歩
2 招待選手ｽﾍﾟｼｬﾙ受付 ﾗﾌﾚさいたま１Ｆ階段脇 6:00 徒　　　歩
3 選考選手ｽﾍﾟｼｬﾙ受付 スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 6:15 徒　　　歩
4 貴重品係 スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 6:20 徒　　　歩
5 選考ﾚｰｽ選手係(招待選手） スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 6:30 徒　　　歩
6 選考ﾚｰｽ選手係(日本代表選手） スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 6:30 徒　　　歩
7 スタートチーム スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 6:30 徒　　　歩
8 シャペロン スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 7:00 徒　　　歩
9 選考選手ｳｵｰﾑアップ係 スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 7:00 徒　　　歩

10 アリーナ　一般審判員 スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 7:00 徒　　　歩
11 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係　５ｋｍ 北浦和駅東口 7:40 徒　　　歩
12 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係１０ｋｍ 浦和駅東口ロータリー 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
13 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係１５ｋｍ 浦和美園駅東口　　徒歩グループ 8:20 徒　　　歩
14 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係１５ｋｍ 東武北越谷駅　　　　越谷富士中 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
15 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係２０ｋｍ 浦和美園駅東口　　　徒歩グループ 8:30 徒　　　歩
16 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係２０ｋｍ 東武北越谷駅　越谷北陽中・大袋中 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
17 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係２５ｋｍ 北越谷駅西口ロータリー 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
18 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係３０ｋｍ 浦和美園駅西口 7:20 主催者手配ﾊﾞｽ
19 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係３５ｋｍ 浦和駅東口ロータリー 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
20 ｽﾍﾟｼｬﾙ給水係４０ｋｍ 与野本町北口 9:40 徒　　　歩
21 計時係　５ｋｍ 北浦和駅東口 7:40 徒　　　歩
22 計時係　１０ｋｍ 浦和駅東口ロータリー 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
23 計時係　１５ｋｍ 浦和美園駅東口ロータリー 8:15 徒　　　歩
24 計時係　２０ｋｍ 浦和美園駅東口ロータリー 8:15 徒　　　歩
25 計時係　中間地点 北越谷駅西口ロータリー 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
26 計時係　２５ｋｍ 北越谷駅西口ロータリー 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
27 計時係　３０ｋｍ 浦和美園駅西口ロータリー 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
28 計時係　３５ｋｍ 浦和駅東口ロータリー 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
29 計時係　４０ｋｍ 与野本町駅東口 9:40 徒　　　歩
30 計時係フィニュッシュ スーパーアリーナ２Ｆ陸協受付 10:00 徒　　　歩
31 第１関門（新都心）        さいたま新都心駅　東口 8:10 徒　　　歩
32 第２関門（駒場体育館） 京浜東北線北浦和駅東口 7:55 徒　　　歩
33 第３関門（浦和大学） 浦和美園駅西口 7:20 主催者手配ﾊﾞｽ
34 第４関門（埼ｽﾀ北） 浦和美園駅東口 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
35 第５関門（サンクス） 北越谷駅西口ロータリー 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
36 第６関門（ﾙｰﾃﾙ学院） 浦和美園駅西口 7:20 主催者手配ﾊﾞｽ
37 第７関門（ポリテクｾﾝﾀｰ） 浦和駅　東口 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
38 第８関門（常盤７丁目りそな） 京浜東北線北浦和駅西口 9:30 徒　　　歩
39 第９関門(与野中央公園） 埼京線与野本町 9:40 徒　　　歩
40 フィニッシュ交差点(仮関門） スーパーアリーナ 9:50 徒　　　歩
41 第　１ブロック走路員　 スーパーアリーナ 7:00 徒　　　歩
42 第　２ブロック走路員　 スーパーアリーナ 7:30 徒　　　歩
43 第　３ブロック走路員　 スーパーアリーナ 7:30 徒　　　歩
44 第　４ブロック走路員　 さいたま新都心駅　東口 8:00 徒　　　歩
45 第　５ブロック走路員　 京浜東北線与野駅　東口 8:00 徒　　　歩
46 第　６ブロック走路員　 京浜東北線北浦和駅東口 8:30 徒　　　歩
47 第　７ブロック走路員　 浦和美園駅東口ロータリー 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
48 第　８ブロック走路員　 北越谷駅西口ロータリー 7:35 主催者手配ﾊﾞｽ
49 第　９ブロック走路員　 浦和美園駅東口ロータリー 8:40 徒　　　歩
50 第１０ブロック走路員　 浦和美園駅西口ロータリー 7:20 主催者手配ﾊﾞｽ
51 第１１ブロック走路員　 浦和駅東口ロータリー 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
52 第１２ブロック走路員　 浦和駅東口ロータリー 7:10 主催者手配ﾊﾞｽ
53 第１３ブロック走路員　 京浜東北線北浦和駅西口 9:30 徒　　　歩
54 第１４ブロック走路員　 京浜東北線北浦和駅西口 9:40 徒　　　歩
55 第１５ブロック走路員　 埼京線与野本町 9:30 徒　　　歩
56 第１６ブロック走路員　 埼京線与野本町 9:40 徒　　　歩
57 第１７ブロック走路員　 埼京線北与野駅東口 9:50 徒　　　歩
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