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第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

ハーフ男子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

481 岡野　良祐  1:08:011 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 千葉県
11 越川　秀宣  1:12:33ケンちゃんズ2 ｺｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 千葉県

219 早川　保明  1:12:43横芝光町3 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｱｷ 千葉県
328 木村　正朋  1:13:27神栖ＴＣ4 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄﾓ 茨城県
123 冨野　真吾  1:14:255 ﾄﾐﾉ ｼﾝｺﾞ 茨城県
367 山口　充  1:14:59神栖ＴＣ6 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 茨城県
535 住友　雄吏  1:15:367 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼ 千葉県
76 木内　勇貴  1:15:528 ｷｳﾁ ﾕｳｷ 千葉県
1 玉崎　稜也  1:16:30市立銚子高校9 ﾀﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾔ 千葉県

340 小松　健一  1:17:22ＴＡＩＥＩ10 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 千葉県
60 山田　健介  1:17:4311 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 千葉県
81 小林　浩太朗  1:18:02ニーキーズ12 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県

347 常世田　和仁  1:19:0913 ﾄｺﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 千葉県
427 古田　総司  1:19:4514 ﾌﾙﾀ ｿｳｼﾞ 千葉県
132 松本　茂人  1:19:4915 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾄ 東京都
423 北田　章人  1:19:52ねこグループ16 ｷﾀﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 千葉県
12 行方　寿和  1:20:03モアディープ17 ﾅﾒｶﾞﾀ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県

368 藤野　俊成  1:20:47ちゃん走り18 ﾌｼﾞﾉ ﾄｼﾅﾘ 東京都
39 飯森　俊希  1:20:5619 ｲｲﾓﾘ ﾄｼｷ 千葉県

471 逸見　諭  1:21:08佐原聖家族園20 ﾍﾝﾐ ｻﾄｼ 千葉県
148 伊藤　修  1:21:17旭ＲＣ21 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 千葉県
67 和田　一清  1:22:0022 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷﾖ 茨城県

115 荻野　正貴  1:22:5323 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾀｶ 茨城県
1559 大木　裕希  1:23:27旭市消防本部24 ｵｵｷﾞ ﾕｳｷ 千葉県

63 小林　猛  1:23:2725 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県
267 荒井　崇  1:23:5026 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 千葉県
70 三河　淳一  1:23:5127 ﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県

526 川尻　善之  1:23:55Ｋ．Ｒ．Ｓ28 ｶﾜｼﾞﾘ ﾖｼﾕｷ 千葉県
454 山本　淳一  1:24:3529 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県
103 山本　宗孝  1:24:47白井市平塚お囃子会30 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾈﾀｶ 千葉県
237 山田　航  1:25:4931 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 東京都
425 高橋　武幸  1:26:00４代目Ｊ－ｓｏｕｌ32 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾕｷ 茨城県
159 貞清　善信  1:26:0833 ｻﾀﾞｷﾖ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都
333 森本　紘史  1:26:4334 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県
411 斎藤　道友  1:26:45ＲＣＣ35 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾄ 千葉県
326 岡野　僚  1:26:48チームアイマ36 ｵｶﾉ ﾘｮｳ 千葉県
438 山口　慎也  1:26:4837 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 千葉県
502 郡司　裕平  1:27:05チーム誉田38 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｳﾍｲ 千葉県
241 中野　裕介  1:27:06鉄鋼新聞社39 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 東京都
490 澤口　諭一  1:27:1540 ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｲﾁ 東京都
199 鈴木　健一  1:27:4041 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 千葉県
192 伊藤　祐輔  1:27:5442 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 栃木県
320 高野　真吾  1:28:0443 ﾀｶﾉ ｼﾝｺﾞ 茨城県
424 大根　高志  1:28:26ｋｕｒａｒａｙ44 ｵｵﾈ ﾀｶｼ 千葉県
338 石井　幸一  1:28:2645 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ 東京都
539 持田　摩利支  1:28:3046 ﾓﾁﾀﾞ ﾏﾘｼ 千葉県
117 保坂　雅俊  1:28:3647 ﾎｻｶ ﾏｻﾄｼ 秋田県
542 大石　高裕  1:28:41三菱倉庫48 ｵｵｲｼ ﾀｶﾋﾛ 東京都
292 伊藤　竜太郎  1:29:1549 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県
108 城口　徹  1:29:21らんなうぇぇぇぇぇい50 ｼﾛｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 千葉県
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272 下平　直史  1:29:3551 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵｼ 千葉県
261 経田　原弘  1:29:37千葉大学52 ｷｮｳﾀﾞ ﾊﾗﾐﾂ 千葉県
131 本城　勉  1:29:38安藤塾53 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾂﾄﾑ 千葉県
327 近藤　拓弥  1:29:4954 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 群馬県
469 上月　隆史  1:29:5155 ｺｳﾂﾞｷ ﾀｶｼ 千葉県
61 石毛　幸雄  1:30:2056 ｲｼｹﾞ ｻﾁｵ 千葉県

113 高野　雄介  1:30:22千葉商科大学57 ﾀｶﾉ ﾕｳｽｹ 千葉県
266 渡辺　大介  1:30:2758 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都
201 上村　裕希  1:30:3159 ｶﾐﾑﾗ ﾋﾛｷ 群馬県
312 野本　峻平  1:30:51ＡＲＣ60 ﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 千葉県
390 畠山　太一  1:30:5961 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾁ 東京都
260 明石　雄人  1:31:31青山学院大学62 ｱｶｼ ﾕｳﾄ 神奈川県
212 笹本　晃章  1:31:4463 ｻｻﾓﾄ ﾃﾙｱｷ 千葉県
101 荒木　洋祐  1:32:02長浦駅前８丁目ＡＣ64 ｱﾗｷ ﾖｳｽｹ 千葉県
286 水野　貴史  1:32:1465 ﾐｽﾞﾉ ﾀｶｼ 茨城県
143 笠原　祥一郎  1:32:1666 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 千葉県
157 香取　孝典  1:32:16Ｐａｄｄｙ67 ｶﾄﾘ ﾀｶﾉﾘ 千葉県
352 中田　竜二  1:33:0168 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 東京都
210 野口　昌宏  1:33:2269 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
313 戸倉　浩  1:33:40ＮＳＳＴ70 ﾄｸﾗ ﾋﾛｼ 千葉県
209 竹内　敏久  1:33:4971 ﾀｹｳﾁ ﾄｼﾋｻ 愛知県
77 高知尾　竜誉  1:34:07ねこグループ72 ﾀｶﾁｵ ﾀﾂﾉﾘ 千葉県

175 宮村　達雄  1:34:19チーム平賀73 ﾐﾔﾑﾗ ﾀﾂｵ 千葉県
494 樋田　剛  1:34:20パラダイムよしなり74 ﾄｲﾀ ﾂﾖｼ 千葉県
270 高川　紘明  1:34:2175 ﾀｶｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉県
309 三輪　英朗  1:34:4776 ﾐﾜ ﾋﾃﾞｵ 千葉県
457 塩塚　祐介  1:34:56東京都下水道局77 ｼｵﾂｶ ﾕｳｽｹ 東京都
289 石毛　淳貴  1:35:0178 ｲｼｹﾞ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県
233 川島　康平  1:35:07旭中央病院79 ｶﾜｼﾏ ｺｳﾍｲ 千葉県
102 大柳　光史  1:35:17千葉ブレイブ80 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾌﾐ 千葉県
515 岡田　康宏  1:35:1981 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 千葉県
151 真行寺　孝幸  1:35:3082 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉県
133 長山　智幸  1:35:41ＴＫＢ83 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県
467 影山　敏崇  1:35:4684 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄｼﾀｶ 静岡県
434 岡本　泰輔  1:35:4985 ｵｶﾓﾄ ﾀｲｽｹ 神奈川県
487 佐伯　大輔  1:35:5386 ｻｴｷ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県
379 幸保　幸佑  1:35:5587 ｺｳﾎﾞ ｺｳｽｹ 茨城県
456 野尻　隼平  1:36:0188 ﾉｼﾞﾘ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県
295 藤田　貴之  1:36:10藤田工務店89 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 茨城県
190 ＢＩＮＯＮＷＡＮＧＡＮ  1:36:12横田ストライダーズ90 ﾋﾞﾉﾝﾜﾝｶﾞﾝ ﾙｴﾙ 東京都
485 金島　洋行  1:36:1391 ｶﾈｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
193 佐藤　一平  1:36:17ｙｕｓａｍｉｚｕ92 ｻﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 東京都
516 関野　定和  1:36:25銚子マリーナ93 ｾｷﾉ ｻﾀﾞｶｽﾞ 茨城県
231 塙　恵太  1:36:33旭中央病院94 ﾊﾅﾜ ｹｲﾀ 千葉県
365 岩室　浩志  1:36:4795 ｲﾜﾑﾛ ﾋﾛｼ 神奈川県
91 細川　広樹  1:36:5696 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｷ 神奈川県

339 花立　厳  1:36:5897 ﾊﾅﾀﾃ ｹﾞﾝ 千葉県
149 櫻井　義巳  1:37:1898 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾐ 千葉県
325 島田　和彦  1:37:24銚子市苺組合99 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県
375 山﨑　英  1:37:28100 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 千葉県
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358 倉持　崇  1:37:30101 ｸﾗﾓﾁ ﾀｶｼ 千葉県
147 上野　裕人  1:37:46102 ｳｴﾉ ﾋﾛﾄ 千葉県
136 瀬川　芳樹  1:38:13せがわっち103 ｾｶﾞﾜ ﾖｼｷ 茨城県
72 石毛　宏昌  1:38:30104 ｲｼｹﾞ ﾋﾛﾏｻ 千葉県

273 千葉　修平  1:38:33国分（株）105 ﾁﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都
185 吉原　翔太  1:38:41あでかそーごーかしま106 ﾖｼﾜﾗ ｼﾖｳﾀ 千葉県

3 関谷　健祐  1:38:43107 ｾｷﾔ 千葉県
150 生津　圭祐  1:38:45108 ﾅﾏﾂ ｹｲｽｹ 千葉県

6 木内　智史  1:38:48九十九里ホーム病院109 ｷｳﾁ ｻﾄｼ 千葉県
52 越川　好嗣  1:39:00110 ｺｼｶﾜ ﾖｼﾂｸﾞ 千葉県

307 田中　祐太朗  1:39:05三井物産ケミカル111 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県
415 羽田　達郎  1:39:14112 ﾊﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 埼玉県
422 島田　浩希  1:39:18113 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 茨城県
146 林　養輔  1:39:19114 ﾊﾔｼ ﾖｳｽｹ 千葉県
404 西山　勇貴  1:39:26土気ＡＣ115 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｷ 千葉県
83 山本　智  1:39:35銚子ＬＣ116 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｼ 東京都
31 倉方　雷太  1:39:51117 ｸﾗｶﾀ ﾗｲﾀ 千葉県

381 福島　拓  1:40:06118 ﾌｸｼﾏ ﾀｸ 東京都
109 鎌形　友裕  1:40:10らんなうぇぇぇぇぇい119 ｶﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県
476 岡野　ロベルト  1:40:12120 ｵｶﾉ ﾛﾍﾞﾙﾄ 千葉県
528 山田　大輔  1:40:13ミキツーリスト121 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県
281 角田　直行  1:40:19チームダッシュ122 ｶｸﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 東京都
475 高橋　竜也  1:40:20123 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 東京都
382 佐藤　健一  1:40:26東京消防庁124 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東京都
279 糸岡　和洋  1:40:38本田技研工業125 ｲﾄｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都
388 菅　哲平  1:40:44住友重機械126 ｶﾝ ﾃｯﾍﾟｲ 神奈川県
153 松戸　宏樹  1:41:19ＭＤＳ127 ﾏﾂﾄﾞ ﾋﾛｷ 千葉県
408 松本　時大  1:41:27ＫＭＣ128 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｷﾋﾛ 兵庫県
46 高津戸　大樹  1:41:28旭農業高等学校129 ﾀｶﾂﾄ ﾀﾞｲｷ 千葉県

443 加藤　昌也  1:41:29130 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 千葉県
449 金子　紀丈  1:41:35131 ｶﾈｺ ﾉﾘﾀｹ 埼玉県
142 高橋　靖典  1:41:42132 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 千葉県
383 塩入　武彦  1:41:58133 ｼｵｲﾘ ﾀｹﾋｺ 千葉県
324 遠藤　浩行  1:42:07旭ＲＣ134 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
474 太田　充博  1:42:13135 ｵｵﾀ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県
162 内田　善行  1:42:16Ｐ・Ｕ・Ｂ136 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 千葉県
491 山井　宏益  1:42:32137 ﾔﾏﾉｲ ﾋﾛﾐﾂ 千葉県
293 小倉　肇  1:42:43138 ｵｸﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ 千葉県
283 戸倉　房之  1:42:51139 ﾄｸﾗ ﾌｻﾕｷ 千葉県
409 宇野　雄太  1:42:53140 ｳﾉ ﾕｳﾀ 神奈川県
105 和泉　允基  1:43:08早川部141 ｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 千葉県
387 髙橋　寛  1:43:24住友重機械142 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 神奈川県
445 長内　郁憲  1:43:27143 ｵｻﾅｲ ｲｸｶｽﾞ 東京都
239 忽滑谷　健一  1:43:27144 ﾇｶﾘﾔ ｹﾝｲﾁ 千葉県
496 高橋　善成  1:43:30パラダイムよしなり145 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾅﾘ 千葉県
276 齋藤　茂和  1:43:32（有）越川興業146 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｶｽﾞ 千葉県
509 森　一哉  1:43:44147 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ 神奈川県
364 長沼　英夫  1:43:54大川食品陸上部148 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾃﾞｵ 千葉県
24 伊藤　雅敏  1:44:01旭市消防本部149 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 千葉県

197 宮川　明祐  1:44:27旭中央病院150 ﾐﾔｶﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉県
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134 渡邊　優一  1:44:32安藤塾151 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉県
139 古田　耕治  1:44:41152 ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾞ 千葉県
453 中嶋　清隆  1:44:43153 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖﾀｶ 千葉県
189 ＬＥＥ　ＴＲＩＳＴＡＮ  1:44:43横田ストライダーズ154 ﾘｰ ﾄﾘｽﾀﾝ 東京都
221 塩田　真也  1:44:45155 ｼｵﾀﾞ ﾏｻﾔ 千葉県
395 久保田　真平  1:45:10チームエムティ156 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉県
188 上野　健二  1:45:11ＮＲＴＡＳ157 ｳｴﾉ ｹﾝｼﾞ 千葉県
538 尾部　悠一郎  1:45:21宝醤油158 ｵﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県
88 宮内　卓  1:45:23159 ﾐﾔｳﾁ ｽｸﾞﾙ 千葉県

194 窪田　和成  1:45:26出光千葉160 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県
294 大久保　拓也  1:45:29チームダッシュ161 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｸﾔ 東京都
71 渡邉　秀太  1:45:29162 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀ 埼玉県

268 林　祐介  1:45:39163 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 千葉県
391 小林　一法  1:45:40サプライズ164 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県
378 真下　巧  1:45:43成田陸上クラブ165 ﾏｼﾓ ﾀｸﾐ 千葉県
472 秋山　雅史  1:45:47166 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 千葉県
299 鈴木　猛  1:45:48深田の主167 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 福島県
530 梶　真佐巳  1:45:48168 ｶｼﾞ ﾏｻﾐ 千葉県
356 林　公生  1:45:49169 ﾊﾔｼ ｷﾐｵ 東京都
341 渡辺　陽介  1:45:50170 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県
269 峰　智之  1:46:08171 ﾐﾈ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県
495 小林　俊亮  1:46:08パラダイムよしなり172 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 千葉県
141 犬童　匡彦  1:46:17にょん173 ｲﾇﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 東京都
180 伊藤　陽一  1:46:25174 ｲﾄｳ ﾖｳｲﾁ 千葉県
437 大島　洋介  1:46:44175 ｵｵｼﾏ ﾖｳｽｹ 千葉県
155 天満　大地  1:46:46176 ﾃﾝﾏ ﾀﾞｲﾁ 茨城県
444 斉藤　隆一  1:46:49177 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県
186 佃　孝至  1:46:51鹿島小学校178 ﾂｸﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県
165 小川　真一  1:46:53179 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 千葉県
497 浅野　雄也  1:46:55飯岡ＬＳＣ180 ｱｻﾉ ﾕｳﾔ 東京都
229 野村　良亮  1:47:02旭中央病院181 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 千葉県
120 鈴木　利保  1:47:12Ａｖａｎｃｅｒ182 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔｽ 千葉県
64 渡辺　潤一  1:47:17183 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県

247 千徳　恒憲  1:47:37184 ｾﾝﾄｸ ﾂﾈﾉﾘ 東京都
98 村山　雅成  1:47:39185 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾅﾘ 東京都

106 鎌形　祐介  1:47:46らんなうぇぇぇぇぇい186 ｶﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 千葉県
405 鹿子島　幸二  1:47:52187 ｶｺﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県
386 金子　優  1:48:01188 ｶﾈｺ ﾕｳ 千葉県
533 守屋　拓  1:48:21189 ﾓﾘﾔ ﾀｸ 千葉県
154 栖関　剛広  1:48:26旭ＲＣ190 ｽｾｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
285 綿引　亮  1:48:32楽走会191 ﾜﾀﾋｷ ﾘｮｳ 千葉県
433 坂口　雅俊  1:48:37192 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 千葉県
483 瀬尾　周平  1:48:40193 ｾｵ ｼｭｳﾍｲ 千葉県
173 駒澤　皓  1:48:44クラウドパック194 ｺﾏｻﾞﾜ ｺｳ 東京都
511 大塚　翼  1:48:53市原ＡＣ195 ｵｵﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 千葉県
297 宮﨑　智史  1:48:55196 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県
280 久代　剛  1:48:57197 ｸｼﾛ ﾀｹｼ 千葉県
30 林　嘉成  1:48:58198 ﾊﾔｼ ﾖｼﾅﾘ 千葉県

222 山下　哲郎  1:49:00阿竜マラソン部199 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾂﾛｳ 東京都
198 菅谷　吉信  1:49:06200 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県
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480 野中　歩  1:49:10201 ﾉﾅｶ ｱﾕﾑ 千葉県
130 原田　匠  1:49:10202 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県
503 反町　俊英  1:49:24チーム誉田203 ｿﾘﾏﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ 千葉県
138 松原　健  1:49:28204 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝ 東京都
431 信田　将樹  1:49:32サプライズ205 ｼﾀﾞ ﾏｻｷ 千葉県
160 高橋　明延  1:49:37ＡＶＲＣ東京206 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都
344 菅原　弘太郎  1:49:55207 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県
371 郡司　和浩  1:50:00愉快な仲間達208 ｸﾞﾝｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県
104 座間　高広  1:50:04ユポ陸上班209 ｻﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 茨城県
436 瀧澤　大樹  1:50:11日本赤十字社210 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉県
206 二村　尚輝  1:50:14ユナイテッド海運211 ﾆﾑﾗ ﾅｵｷ 千葉県
42 高橋　政陽  1:50:22匝瑳市立平和小学校212 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ 千葉県

466 高橋　佳生  1:50:22213 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 千葉県
524 満屋　邦宏  1:50:25日清紡214 ﾐﾂﾔ ｸﾆﾋﾛ 千葉県
54 友邉　祐也  1:50:33215 ﾄﾓﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉県
92 木内　隆大  1:50:38216 ｷｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 千葉県

420 鎌形　孝夫  1:51:10217 ｶﾏｶﾞﾀ ﾀｶｵ 千葉県
65 遠藤　駿  1:51:23218 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 千葉県
75 春藤　翔太  1:51:24219 ｼｭﾝﾄｳ ｼｮｳﾀ 千葉県
87 大須賀　現真  1:51:27220 ｵｵｽｶﾞ ｱﾘﾏ 千葉県

235 平野　晃宏  1:51:33221 ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 千葉県
135 松下　元哉  1:51:33ＳＧＲＣ222 ﾏﾂｼﾀ ﾓﾄﾔ 千葉県
355 須賀　悠介  1:51:37223 ｽｶ ﾕｳｽｹ 千葉県
181 梶山　裕一  1:52:01224 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 千葉県
532 柴田　創一郎  1:52:08225 ｼﾊﾞﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県
278 脇田　大輔  1:52:09226 ﾜｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
97 江原　淳  1:52:12227 ｴﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都

316 寺山　伸一  1:52:16228 ﾃﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 東京都
421 西海　清  1:52:26富里６９部229 ﾆｼｳﾐ ｷﾖｼ 千葉県
298 小峰　司  1:52:35ニッキー株式会社230 ｺﾐﾈ ﾂｶｻ 東京都
416 篠崎　一樹  1:53:02231 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 千葉県
116 堀川　智史  1:53:03東陽小学校232 ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ 千葉県
126 堀内　敦貴  1:53:12233 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ 千葉県
27 古川　智久  1:53:15234 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 千葉県

543 根本　創紀  1:53:16235 ﾈﾓﾄ ｿｳｷ 千葉県
158 赤堀　哲也  1:53:28236 ｱｶﾎﾘ ﾃﾂﾔ 茨城県
176 矢野　貴之  1:53:32237 ﾔﾉ ﾀｶﾕｷ 茨城県
271 佐々木　元  1:53:40238 ｻｻｷ ｹﾞﾝ 東京都
432 坂口　泰三  1:54:06239 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｿﾞｳ 千葉県
435 水田　英樹  1:54:06240 ﾐｽﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県
232 崎山　拓海  1:54:09旭中央病院241 ｻｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 千葉県
174 船倉　和希  1:54:16242 ﾌﾅｸﾗ ｶｽﾞｷ 茨城県
537 佐藤　伸彦  1:54:22ＬＩＯＮ　ＴＣ243 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉県
479 石井　賢一  1:54:29244 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 千葉県

8 石田　裕一  1:54:30ウレシイしんきん245 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉県
284 福田　高士  1:54:31246 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都
357 蓮見　真也  1:54:31浜城ＲＣ247 ﾊｽﾐ ｼﾝﾔ 茨城県
49 保立　和彦  1:54:34248 ﾎﾀﾃ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県

156 安藤　勇樹  1:54:34249 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 茨城県
398 大坪　亮一  1:54:37250 ｵｵﾂﾎﾞ ﾘｮｳｲﾁ 茨城県
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317 堀内　克哉  1:54:37川口市消防局251 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾔ 東京都
259 今井　一貴  1:54:52大網キャッツアイ252 ｲﾏｲ ｶｽﾞｷ 千葉県
230 木村　光孝  1:54:54旭中央病院253 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 千葉県
252 熱田　貴之  1:54:55254 ｱﾂﾀ ﾀｶﾕｷ 千葉県
57 岩澤　孝昌  1:54:56255 ｲﾜｻﾜ ﾀｶﾏｻ 千葉県

288 小野　孝志  1:55:14256 ｵﾉ ﾀｶｼ 千葉県
23 藤崎　蓮寿  1:55:20旭市消防本部257 ﾌｼﾞｻｷ ﾚﾝｼﾞｭ 千葉県
45 鈴木　大介  1:55:24258 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
2 小山田　雅弘  1:55:27259 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県

493 一坂　幸和  1:55:35260 ｲﾁｻｶ ｺｳﾔ 神奈川県
184 伊藤　慶和  1:55:40261 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 埼玉県
84 川会　昌伸  1:55:43ＦＤＲＣ262 ｶﾜｲ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都
93 坂本　敦  1:55:44ＫＭＣ263 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 千葉県

300 増田　満彦  1:55:45264 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 茨城県
167 白石　龍太郎  1:55:45265 ｼﾗｲｼ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県
29 中嶋　芳洋  1:55:47266 ﾅｶｼﾞﾏ 千葉県

452 田川　新之助  1:55:48267 ﾀｶﾞﾜ ｼﾝﾉｽｹ 埼玉県
401 廣井　洋介  1:55:59ユポ268 ﾋﾛｲ ﾖｳｽｹ 茨城県
417 山本　烈士  1:56:02銚子ＹＥＧ269 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 茨城県
301 佐々木　雄也  1:56:05270 ｻｻｷ ﾕｳﾔ 千葉県
397 宮本　恒  1:56:08てくてく３271 ﾐﾔﾓﾄ ﾋｻｼ 千葉県
179 椎名　敏哉  1:56:15272 ｼｲﾅ ﾄｼﾔ 茨城県
68 横地　健  1:56:20273 ﾖｺﾁ 千葉県

303 宮内　秀幸  1:56:24274 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県
470 小倉　孝市  1:56:26275 ｵｸﾞﾗ ｺｳｲﾁ 千葉県
400 江畑　昌俊  1:56:37276 ｴﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 千葉県
62 平野　辰季  1:56:50277 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｷ 千葉県

529 福田　尚友  1:56:55278 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 千葉県
545 柳沢　宏之  1:56:57279 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都
461 河村　遼  1:57:09280 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳ 埼玉県
250 加藤　亮  1:57:18281 ｶﾄｳ ﾘｮｳ 神奈川県
464 大関　文弥  1:57:24282 ｵｵｾﾞｷ ﾌﾐﾔ 神奈川県
208 久米　淳  1:57:35ユナイテッド海運283 ｸﾒ ｼﾞｭﾝ 東京都
17 越川　親  1:57:42284 ｺｼｶﾜ ﾁｶｼ 千葉県

363 今井　康範  1:57:52285 ｲﾏｲ ﾔｽﾉﾘ 東京都
413 蟹江　智記  1:58:02エーザイ286 ｶﾆｴ ﾄﾓｷ 千葉県
82 齋藤　貴浩  1:58:06ニーキーズ287 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県

118 林　秀樹  1:58:31288 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 東京都
22 鵜澤　智也  1:58:53旭市消防本部289 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 千葉県
21 遠藤　祐哉  1:59:02旭市消防本部290 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 千葉県
26 新井　正博  1:59:03旭市消防本部291 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
94 田口　雅章  1:59:08292 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 茨城県

335 井上　将人  1:59:19旭中央病院293 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾄ 千葉県
305 長谷川　拓紀  1:59:22ちばしょう294 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 千葉県
410 内野　浩樹  1:59:42295 ｳﾁﾉ ﾋﾛｷ 東京都
263 水橋　正  1:59:52リコージャパン296 ﾐｽﾞﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県
302 鴇田　雅一  1:59:53297 ﾄｷﾀ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県
291 内田　泰雄  2:00:36ソフタード工業株式会298 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽｵ 埼玉県
178 福井　健  2:00:39299 ﾌｸｲ ﾀｹｼ 茨城県
36 高木　智将  2:00:52300 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾏｻ 千葉県
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第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

ハーフ男子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

374 西田　健二  2:00:57301 ﾆｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 茨城県
107 越川　馨  2:00:58らんなうぇぇぇぇぇい302 ｺｼｶﾜ ｶｵﾙ 千葉県
244 寺嶋　一成  2:01:08中央病院303 ﾃﾗｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県
536 伊藤　和寿  2:01:15九十九里ホーム病院304 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県
354 金子　彰  2:01:42305 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 千葉県
384 高橋　圭  2:01:47306 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 東京都
362 吉川　雅之  2:01:54307 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ 千葉県
66 鈴木　康裕  2:02:48308 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉県

439 大井　敏裕  2:03:00309 ｵｵｲ ﾄｼﾋﾛ 千葉県
492 井口　祐一  2:03:17ｉＲｕｎｓ310 ｲﾉｸﾁ ﾕｳｲﾁ 埼玉県
451 吉野　将志  2:03:18311 ﾖｼﾉ ﾏｻｼ 埼玉県
460 平野　久輝  2:03:19312 ﾋﾗﾉ ﾋｻｷ 茨城県
486 井野口　康介  2:03:23白猫いや黒猫313 ｲﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 千葉県
394 村北　直希  2:03:24チームエムティ314 ﾑﾗｷﾀ ﾅｵｷ 埼玉県
550 郡　俊介  2:03:28315 ｺｵﾘ ｼｭﾝｽｹ 東京都
89 大根　一晃  2:03:38316 ｵｵﾈ ｶｽﾞｱｷ 千葉県
90 鶴野　久史  2:03:38317 ﾂﾙﾉ ﾋｻｼ 千葉県

204 田中　将弘  2:03:39ＮＳＵＢＣ318 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 東京都
85 日色　大誠  2:03:48319 ﾋｲﾛ ﾀｲｾｲ 千葉県

336 井藤　公紀  2:03:51旭中央病院320 ｲﾄｳ ｺｳｷ 千葉県
504 吉田　純哉  2:03:51チーム誉田321 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉県
163 笹崎　健太  2:04:03キタカマ322 ｻｻｻﾞｷ ｹﾝﾀ 神奈川県
403 林　勝弘  2:04:10323 ﾊﾔｼ ｶﾂﾋﾛ 千葉県
498 吉岡　憲人  2:04:12飯岡ＬＳＣ324 ﾖｼｵｶ ｹﾝﾄ 神奈川県
243 本澤　陽一  2:04:34ＴＥＡＭ藤森325 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 東京都
53 宇梶　武  2:04:35326 ｳｶｼﾞ ﾀｹﾙ 千葉県

512 岩瀬　浩延  2:04:47ハイファクトリ327 ｲﾜｾ ﾋﾛﾉﾌﾞ 茨城県
137 徳山　賢一  2:05:18328 ﾄｸﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 千葉県
112 鴇田　博幸  2:05:21らんなうぇぇぇぇぇい329 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
468 横田　和也  2:05:37330 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾔ 千葉県
277 宮長　泰明  2:05:48チームダッシュ331 ﾐﾔﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都
264 佐久間　和紀  2:05:55リコージャパン332 ｻｸﾏ ｶｽﾞｷ 東京都
59 松木　英俊  2:06:09なんとかなる333 ﾏﾂｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 千葉県

380 宮内　友紀  2:07:34334 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県
282 柴原　祐  2:07:39335 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾕｳｷ 千葉県
419 信田　和男  2:07:39銚子ＹＥＧ336 ｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 千葉県
430 関　悠樹  2:07:41337 ｾｷ ﾕｳｷ 千葉県
169 小橋　圭介  2:07:55338 ｺﾊﾞｼ ｹｲｽｹ 東京都
110 熊谷　努  2:08:03らんなうぇぇぇぇぇい339 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾄﾑ 千葉県
450 佐藤　真一  2:08:27340 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 埼玉県
346 越川　暢英  2:08:29341 ｺｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 千葉県
238 芦田　基夫  2:08:29ＴＥＡＭ藤森342 ｱｼﾀﾞ ﾓﾄｵ 千葉県
245 蓮見　駿  2:08:39中央病院343 ﾊｽﾐ ｼｭﾝ 千葉県
477 伊佐治　寿彦  2:09:06愛馬会344 ｲｻｼﾞ ﾄｼﾋｺ 千葉県

5 榮野元　隆太  2:09:20345 ｴﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 千葉県
385 大野　貴士  2:09:26なのはなの里346 ｵｵﾉ ﾀｶｼ 千葉県
111 篠塚　紀昭  2:09:29らんなうぇぇぇぇぇい347 ｼﾉﾂｶ ﾉﾘｱｷ 千葉県
170 櫻井　直人  2:09:32348 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾄ 東京都
73 林　健嗣  2:09:57349 ﾊﾔｼ 千葉県

393 藤田　博丈  2:10:28350 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾀｹ 埼玉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

ハーフ男子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

228 澤　浩明  2:10:36351 ｻﾜ ﾋﾛｱｷ 茨城県
172 水野　由輝郎  2:10:54352 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷｵ 東京都
95 小林　勝裕  2:11:34353 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋﾛ 千葉県

125 瀬下　雄司  2:11:47354 ｾｼﾞﾓ ﾕｳｼﾞ 東京都
47 小川　純司  2:11:47355 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県

414 小林　謙吾  2:11:52ユポコーポレーション356 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｺﾞ 茨城県
531 木村　幸平  2:11:55357 ｷﾑﾗ ｺｳﾍｲ 千葉県
171 星野　裕太  2:12:00358 ﾎｼﾉ ﾕｳﾀ 千葉県
129 川島　啓嗣  2:12:19359 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾂｸﾞ 千葉県
290 町永　圭吾  2:12:40チームダッシュ360 ﾏﾁﾅｶﾞ ｹｲｺﾞ 東京都
525 笠井　篤  2:13:42361 ｶｻｲ ｱﾂｼ 千葉県
296 三宅　純平  2:14:07チームダッシュ362 ﾐﾔｹ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都
128 渡邊　康太郎  2:14:16363 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 埼玉県

4 飯野　昇平  2:14:16364 ｲｲﾉ ｼｮｳﾍｲ 千葉県
50 高品　友也  2:14:54365 ﾀｶｼﾅ ﾄﾓﾔ 千葉県

353 長場　一樹  2:15:08リコージャパン366 ﾅｶﾞﾊﾞ ｶｽﾞｷ 東京都
332 堂垣　翔平  2:15:22Ｐａｄｄｙ367 ﾄﾞｳｶﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 千葉県
319 階枝　春樹  2:15:33368 ｶｲｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 千葉県
55 石毛　孝一  2:16:05和心369 ｲｼｹﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県
40 高野　真也  2:16:05370 ﾀｶﾉ 千葉県
41 伊東　雅貴  2:16:06371 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 千葉県
32 糸川　和希  2:16:09372 ｲﾄｶﾜ ｶｽﾞｷ 茨城県

484 大木　慧一  2:16:15373 ｵｵｷ ｹｲｲﾁ 千葉県
482 田邊　大貴  2:16:32374 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 千葉県
304 菅　智茂  2:16:39チームパラボラ375 ｶﾝ ﾄﾓｼｹﾞ 茨城県
331 濱田　竜亘  2:16:42Ｐａｄｄｙ376 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾉﾌﾞ 千葉県
369 市川　敬  2:16:43愉快な仲間達377 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 千葉県
402 高橋　裕之  2:16:57378 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 東京都
412 山口　直哉  2:17:05379 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 千葉県
164 宮内　佑也  2:17:09380 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳﾔ 東京都
253 石橋　雅人  2:17:09381 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾄ 千葉県
508 熊谷　崇  2:17:27382 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ 千葉県
345 星野　亘  2:17:31味の素（株）383 ﾎｼﾉ ﾜﾀﾙ 神奈川県

9 吉野　学  2:18:09384 ﾖｼﾉ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県
166 田中　正巳  2:18:20385 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐ 千葉県
78 岡川　裕介  2:18:29草加市役所386 ｵｶｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 埼玉県

441 大川　和也  2:18:59387 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞﾔ 茨城県
144 南　良太  2:19:13アクセンチュア388 ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾀ 東京都
145 豊岡　直孝  2:19:13洗足学園389 ﾄﾖｵｶ ﾅｵﾀｶ 神奈川県
207 谷口　善洋  2:19:32元知多シニア390 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 東京都
43 佐藤　玄  2:19:46391 ｻﾄｳ ｸﾛﾑ 千葉県

255 鈴木　貴裕  2:20:11392 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都
168 渡辺　崇男  2:20:43393 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ 千葉県
343 河野　俊昭  2:20:57394 ｶﾜﾉ ﾄｼｱｷ 千葉県
51 三条　惇史郎  2:21:00395 ｻﾝｼﾞｮｳ ｼﾞｭﾝｼﾛｳ 千葉県

183 山縣　隆行  2:21:32396 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 茨城県
360 本田　晋太郎  2:21:35397 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉県
429 遠藤　恒生  2:21:36常陽銀行398 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 茨城県
161 篠田　昌希  2:22:24399 ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｷ 茨城県
195 古関　一則  2:23:00400 ｺｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

ハーフ男子39歳以下の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

540 飯浜　毅  2:23:07401 ｲｲﾊﾏ ﾀｶｼ 茨城県
127 飯塚　洋介  2:23:38402 ｲｲﾂｶ ﾖｳｽｹ 茨城県
35 境　慶多  2:24:16403 ｻｶｲ ｹｲﾀ 千葉県

314 上原　徹  2:24:25404 ｳｴﾊﾗ ﾄｵﾙ 神奈川県
541 藤城　光一  2:24:46405 ﾌｼﾞｼﾛ ｺｳｲﾁ 茨城県
34 菅野　雄太  2:25:41406 ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾀ 千葉県

527 高木　秀樹  2:26:13Ｋ．Ｒ．Ｓ407 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 千葉県
377 八角　良輝  2:27:26408 ﾊｯｶｸ ﾖｼｷ 千葉県
226 古川　雄司  2:27:57409 ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｼﾞ 千葉県
389 池田　秀樹  2:28:12410 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都
33 草野　優作  2:28:13411 ｸｻﾉ ﾕｳｻｸ 千葉県

121 高木　智大  2:28:48412 ﾀｶｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県
447 山内　喜生  2:28:56住友化学413 ﾔﾏｳﾁ ﾖｼﾅﾘ 千葉県
205 小管　勇輝  2:28:59414 ｺｽｶﾞ ﾕｳｷ 愛知県
99 日向寺　武範  2:29:10415 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾀｹﾉﾘ 千葉県

196 佐々木　隆之  2:29:44416 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県
505 佐野　一樹  2:31:36チーム誉田417 ｻﾉ ｶｽﾞｷ 千葉県
74 玉井　史也  2:32:29418 ﾀﾏｲ ﾌﾐﾔ 千葉県

534 藤塚　和久  2:33:20419 ﾌｼﾞﾂｶ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県
406 市村　彰伸  2:33:26鹿島更生園420 ｲﾁﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 茨城県
86 高木　涼  2:34:10421 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 千葉県

152 星　雄樹  2:34:28422 ﾎｼ ﾕｳｷ 神奈川県
458 太田和　典明  2:35:27423 ｵｵﾀﾜ ﾉﾘｱｷ 千葉県
251 山崎　雄一朗  2:35:27アンダーザソックス424 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県
418 斎藤　隆広  2:37:24銚子ＹＥＧ425 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 千葉県
13 山田　洋一  2:38:32毎日新聞首都圏版走る426 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都
14 池田　正春  2:38:35毎日新聞首都圏版走る427 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 東京都

220 鈴木　準  2:38:39428 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 栃木県
501 岩瀬　翔太  2:39:17429 ｲﾜｾ ｼｮｳﾀ 千葉県
38 佐久間　康介  2:39:39430 ｻｸﾏ ｺｳｽｹ 千葉県
37 渡邉　大貴  2:39:44431 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉県

489 小高　康弘  2:39:47432 ｵﾀﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 千葉県
262 鈴木　祥太郎  2:41:46やちよ整形外科クリニ433 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

ハーフ男子40歳～59歳の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

957 藤田　健  1:14:13こすげ走友会1 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ 千葉県
886 田﨑　敬祐  1:17:06ＣＩＡ2 ﾀｻｷ ｹｲｽｹ 千葉県
769 平賀　陽之  1:17:22小野木軍団3 ﾋﾗｶﾞ ｱｷﾕｷ 千葉県

1266 飯田　拓也  1:18:434 ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 千葉県
856 今井　輝生  1:19:16神栖ＴＣ5 ｲﾏｲ ﾃﾙｵ 茨城県
962 島津　昌義  1:19:186 ｼﾏﾂﾞ ﾏｻﾖｼ 千葉県

1233 八木　克祐  1:19:56チームあろ～は7 ﾔｷﾞ ｶﾂﾖｼ 千葉県
1142 高根　理毅  1:21:34神栖ＴＣ8 ﾀｶﾈ ﾏｻｷ 茨城県
770 齋藤　和義  1:22:00千葉県庁9 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県

1136 正木　信孝  1:22:24たか丸ランナーズ10 ﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾀｶ 千葉県
1189 清川　圭太  1:23:40ゴン太春日部11 ｷﾖｶﾜ ｹｲﾀ 埼玉県
905 川端　貫太  1:23:5412 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾝﾀ 茨城県
992 紺野　裕一  1:24:0613 ｺﾝﾉ ﾕｳｲﾁ 千葉県
808 星　喜一郎  1:24:14幸はやぶさ14 ﾎｼ ｷｲﾁﾛｳ 千葉県
613 伊藤　毅  1:25:2015 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 千葉県

1122 小山松　力  1:25:2416 ｵﾔﾏﾂ ﾁｶﾗ 千葉県
1042 藤川　義文  1:25:24ＤＡＣ17 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾌﾞﾐ 千葉県
1296 小池　つとむ  1:25:2718 ｺｲｹ ﾂﾄﾑ 千葉県
900 明石　暁洋  1:25:42千代田酸素19 ｱｶｼ ｱｷﾋﾛ 神奈川県

1012 中西　薫  1:25:51ｅＡ千葉20 ﾅｶﾆｼ ｶｵﾙ 千葉県
1119 櫻井　国雄  1:26:25ＭＯＮＴＵＲＡ21 ｻｸﾗｲ ｸﾆｵ 茨城県
1216 南　真人  1:26:3022 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都
974 内山　武  1:26:39ＡＣＴＯＫＥ23 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｼ 千葉県
637 渡辺　剛玄  1:27:0724 ﾜﾀﾅﾍﾞ 千葉県
780 高橋　淳  1:27:24メク走25 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 千葉県
756 河津　智人  1:27:58ＳＹＳ26 ｶﾜﾂ ﾄﾓﾋﾄ 千葉県

1027 塚田　昌幸  1:28:50いんば学舎27 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉県
991 寳代　昭光  1:29:24公津の杜28 ﾎｳﾀﾞｲ ｱｷﾐﾂ 千葉県
944 渡辺　昭啓  1:29:25佐倉走る会29 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県
984 三上　正智  1:29:2930 ﾐｶﾐ ﾏｻﾄﾓ 千葉県

1004 田中　勝己  1:29:44千葉信用金庫31 ﾀﾅｶ ｶﾂﾐ 千葉県
624 井手　一幸  1:29:49ＮＴＴ銚子営業支店32 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾕｷ 東京都
904 加瀬　勉  1:29:58ＰＵＢ・ＡＣ33 ｶｾ ﾂﾄﾑ 千葉県

1070 松下　裕司  1:30:2634 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｼﾞ 茨城県
874 高垣　二郎  1:30:2935 ﾀｶｶﾞｷ ｼﾞﾛｳ 千葉県
922 林　隆俊  1:30:32新ゆり走遊会36 ﾊﾔｼ ﾀｶﾄｼ 神奈川県
795 佐々木　敏春  1:30:33千葉市役所37 ｻｻｷ ﾄｼﾊﾙ 千葉県
910 竹内　裕次  1:30:4638 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 千葉県

1206 宮崎　充弘  1:30:5039 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県
1270 駒井　浩  1:30:51札幌陸協40 ｺﾏｲ ﾋﾛｼ 北海道
1077 川島　浩幸  1:31:00ｋａｎａｙａ41 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
1164 渡辺　貴元  1:31:0442 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾄ 千葉県
1128 石毛　武士  1:31:12旭ＲＣ43 ｲｼｹﾞ ﾀｹｼ 千葉県
848 中村　将範  1:31:3344 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県
828 宮内　憲文  1:31:34ＪＰＥ45 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾘﾌﾐ 千葉県

1211 沼崎　広法  1:31:4746 ﾇﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 福島県
908 永井　尚登  1:31:5047 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾄ 東京都
726 加藤　幸治  1:31:56カネカ陸上部48 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県

1223 岡崎　達之  1:32:14てくてく３49 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾕｷ 東京都
762 猪野　佳男  1:32:28のらくろ50 ｲﾉ ﾖｼｵ 千葉県
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1152 永易　量行  1:32:3451 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県
614 水村　光  1:32:4352 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋｶﾙ 埼玉県
887 橋本　正博  1:32:45神田牛歩会53 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
602 松野　健二  1:32:5454 ﾏﾂﾉ ｹﾝｼﾞ 千葉県

1221 寺田　明  1:33:06ＡＲＪ六郷水門55 ﾃﾗﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都
838 五江渕　義治  1:33:17成田北高校56 ｺﾞｴﾌﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 千葉県

1232 轟　康史  1:33:18マイスター57 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾔｽｼ 東京都
871 加藤　信弘  1:33:25千葉ブレイブ58 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県

1219 佐々木　章  1:33:36アツクルボーイズ59 ｻｻｷ ｱｷﾗ 神奈川県
669 河野　篤志  1:33:3760 ｺｳﾉ ｱﾂｼ 千葉県
685 松本　達也  1:33:5261 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾂﾔ 東京都

1025 石田　隆康  1:33:54日立化成62 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾔｽ 茨城県
796 大澤　弘  1:34:0163 ｵｵｻﾜ ﾋﾛｼ 千葉県
884 藤城　公久  1:34:03交進64 ﾌｼﾞｷ ﾄﾓﾋｻ 千葉県

1261 岩本　隆司  1:34:1465 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県
1153 平野　純  1:34:1566 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝ 東京都
1347 中山　覚  1:34:2667 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ 神奈川県
1097 渕上　昭男  1:34:28宇宙選抜68 ﾌﾁｶﾞﾐ ｱｷｵ 千葉県
931 宮内　健士  1:34:37ＰＯＰＴＯＷＮ69 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹｼ 千葉県
656 片岡　良和  1:34:57千葉緑郵便局70 ｶﾀｵｶ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県
804 荒尾　繁  1:35:0871 ｱﾗｵ ｼｹﾞﾙ 千葉県

1203 畠山　健次  1:35:10船橋整形外科72 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 千葉県
1010 関野　智勝  1:35:15関野商会73 ｾｷﾉ ﾄﾓﾏｻ 千葉県
1222 長谷川　淳一  1:35:2874 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県
862 三浦　博隆  1:35:30ちはら台走友会75 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾀｶ 千葉県

1160 塚本　誠  1:35:30飯田水産76 ﾂｶﾓﾄ ﾏｺﾄ 千葉県
1028 今野　哲成  1:35:34海上保安庁77 ｲﾏﾉ ﾃﾂﾏｻ 千葉県
1309 中野　和彦  1:35:36旭中央病院78 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋｺ 東京都
1281 清水　政之  1:35:3879 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 長野県
754 佐藤　範幸  1:35:4880 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 千葉県

1212 小沼　賢次  1:35:55ＪＳＲラン安藤塾81 ｵﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県
824 利根川　真人  1:35:57ＭＵＫＡＭ走遊会82 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 千葉県

1057 杉本　秀人  1:36:0083 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県
1176 三上　俊造  1:36:03トライデント84 ﾐｶﾐ ｼｭﾝｿﾞｳ 神奈川県
788 米沢　弘典  1:36:45西埼玉ＴＲＣ85 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県

1062 澤木　大介  1:36:52チャッコとはな86 ｻﾜｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
1156 吉原　将  1:37:0387 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾙ 東京都
713 宮川　智之  1:37:0988 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 東京都
852 小林　敏典  1:37:15サブちゃん89 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾉﾘ 千葉県
893 石毛　光裕  1:37:1690 ｲｼｹﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県

1067 田中嶋　克行  1:37:2291 ﾀﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ 茨城県
943 中村　泰行  1:37:2392 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 千葉県
748 渡辺　拓和  1:37:24千葉ブレイブ安藤塾93 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県
894 大岡　正英  1:37:37ＡＢ94 ｵｵｵｶ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都
742 梶永　成昭  1:37:4495 ｶｼﾞﾅｶﾞ ﾅﾘｱｷ 東京都
772 稲葉　義男  1:37:4996 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼｵ 東京都
832 神田　政志  1:37:50ＭＣＬＣＲＣ97 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｼ 茨城県

1246 鈴木　英紀  1:37:54ＪＲ高崎98 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 埼玉県
1264 野崎　正浩  1:37:5799 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県
759 岩城　耕一郎  1:37:59100 ｲﾜｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都
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1168 平舘　憲一  1:38:06101 ﾋﾗﾀﾞﾃ ｹﾝｲﾁ 群馬県
778 荒井　英明  1:38:19ホノノリＲＣ102 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県
775 伊藤　和生  1:38:26仙台総合病院103 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 宮城県

1104 渋谷　哲夫  1:38:44104 ｼﾌﾞﾔ ﾃﾂｵ 埼玉県
975 秋葉　和宏  1:38:52銚子マリーナＲＣ105 ｱｷﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県

1137 竹内　稔  1:38:53銚子マリーナＲＣ106 ﾀｹｳﾁ ﾐﾉﾙ 茨城県
1293 鶴岡　裕生  1:38:55107 ﾂﾙｵｶ ﾋﾛｵ 千葉県
1343 相川　茂清  1:38:58108 ｱｲｶﾜ ｼｹﾞｷﾖ 千葉県
970 加藤　秀明  1:38:59109 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県

1172 竹森　望  1:39:03110 ﾀｹﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ 千葉県
668 山田　治  1:39:10稜溪ＲＣ111 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 千葉県
743 山本　行彦  1:39:11112 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋｺ 千葉県

1328 鈴木　孝紀  1:39:16２７８うんならがすど113 ｽｽﾞｷ ﾀｶｷ 千葉県
1135 馬淵　貴久生  1:39:20たか丸ランナーズ114 ﾏﾌﾞﾁ ｷｸｵ 千葉県
1299 田杭　和也  1:39:24115 ﾀｸﾞｲ ｶｽﾞﾔ 千葉県
982 森本　武嗣  1:39:25ＳＲＣ116 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都
604 宮澤　裕  1:39:25117 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 千葉県

1050 魚見　晃一  1:39:26土気ＡＣ118 ｳｵﾐ ｺｳｲﾁ 千葉県
843 齋藤　強  1:39:28119 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 千葉県

1265 松尾　知成  1:39:32120 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾅﾘ 茨城県
958 大木　義之  1:39:36121 ｵｵｷ ﾖｼﾕｷ 千葉県
875 内田　達也  1:39:39122 ｳﾁﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県
973 久保田　和之  1:39:47123 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県
949 向後　栄一  1:39:52銚子商工ＪＣ124 ｺｳｺﾞ ｴｲｲﾁ 千葉県
977 宮川　建吉  1:39:55125 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｷﾁ 茨城県
947 石本　裕司  1:39:59126 ｲｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 千葉県
868 五月女　春男  1:40:02127 ｻｵﾄﾒ ﾊﾙｵ 千葉県
739 須藤　信彦  1:40:11128 ｽﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉県

1283 篠原　浩  1:40:16129 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 東京都
979 加瀬　智哉  1:40:20チームＳＭＣ130 ｶｾ ﾄﾓﾔ 千葉県
691 宮内　勝雄  1:40:23131 ﾐﾔｳﾁ 千葉県
830 矢嶋　裕之  1:40:23132 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
703 川俣　茂  1:40:24水産工学研究所133 ｶﾜﾏﾀ ｼｹﾞﾙ 千葉県

1350 山上　直幹  1:40:29134 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾅｵｷ 神奈川県
1249 中西　敏也  1:40:30135 ﾅｶﾆｼ ﾄｼﾔ 埼玉県
825 佐藤　暢  1:40:31136 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 茨城県

1110 山崎　孝秀  1:40:37山崎防災設備137 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 千葉県
950 西廣　利一  1:40:37ＭＥＫ走138 ﾆｼﾋﾞﾛ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県

1056 大澤　克之  1:40:37139 ｵｵｻﾜ ｶﾂﾕｷ 茨城県
607 平野　幸信  1:40:38チームあろ～は140 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 千葉県
731 野平　純義  1:40:39九十九里ホーム141 ﾉﾋﾗ ｽﾐﾖｼ 千葉県
635 鈴木　寿  1:40:45おおくすの郷142 ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ 千葉県

1236 村北　弘文  1:40:53チームエムティ143 ﾑﾗｷﾀ ﾋﾛﾌﾐ 埼玉県
1046 伊藤　裕紀  1:40:53144 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉県
774 工藤　真之  1:41:05仙台ランナーズクラブ145 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県
746 河上　尚士  1:41:09白物戦隊146 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾋﾄ 千葉県
717 岩本　三津則  1:41:12147 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 千葉県

1141 黄野　克英  1:41:16ゆいま～る148 ｵｳﾉ ｶﾂﾋﾃﾞ 千葉県
1269 笠原　大  1:41:24149 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｼ 千葉県
694 越川　克男  1:41:49横芝光町150 ｺｼｶﾜ 千葉県
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763 海原　睦  1:41:53光風台クラブ151 ｶｲﾊﾗ ﾑﾂﾐ 千葉県
1039 高木　正宏  1:41:54干潟土地改良区152 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県
1139 中村　正吾  1:41:56チームなかむら153 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 千葉県
954 平井　修二  1:41:58ＨＡＲＲＩＥＲＳ154 ﾋﾗｲ ｼｭｳｼﾞ 東京都
932 佐藤　敏之  1:42:02千葉商155 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 千葉県
967 篠塚　直樹  1:42:06156 ｼﾉﾂｶ ﾅｵｷ 茨城県

1263 松本　浩二  1:42:18157 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ 埼玉県
1254 布施　昌邦  1:42:18158 ﾌｾ ﾏｻｸﾆ 千葉県
1294 川村　昌毅  1:42:21ＫＹＢ相模159 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 神奈川県
1146 萩谷　幸弘  1:42:23銚子市苺組合160 ﾊｷﾞﾔ ﾕｷﾋﾛ 千葉県
1315 鈴木　淳史  1:42:27161 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 千葉県
1089 平山　仁治  1:42:28162 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾊﾙ 千葉県
680 小川　正行  1:42:32ちばっくま☆163 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 千葉県

1202 齋藤　隆義  1:42:33ＫＫＫ走酒会164 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 千葉県
1322 松永　一志  1:42:36165 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｼ 千葉県
644 向後　英彦  1:42:45旭ＲＣ166 ｺｳｺﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 千葉県
888 椎名　寛之  1:42:46ｋｗｒ167 ｼｲﾅ ﾋﾛﾕｷ 東京都

1262 堀江　英範  1:42:49168 ﾎﾘｴ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都
880 生嶌　隆  1:42:59169 ｲｸｼﾏ ﾀｶｼ 奈良県

1151 前原　俊幸  1:43:01170 ﾏｴﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 千葉県
840 五十嵐　琢司  1:43:02ＭＪＥＴｓ171 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸｼﾞ 千葉県

1100 阿部　哲  1:43:14千葉少年鑑別所172 ｱﾍﾞ ｱｷﾗ 千葉県
990 洲村　剛  1:43:15173 ｽﾑﾗ ﾂﾖｼ 千葉県
798 花澤　修志  1:43:26幸三　鷹の台174 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾏｻｼ 千葉県
690 滝内　壽一  1:43:26稜溪山岳会175 ﾀｷｳﾁ ﾋｻｶｽﾞ 千葉県

1161 田中　紀夫  1:43:26176 ﾀﾅｶ ﾉﾘｵ 千葉県
1124 高橋　康祐  1:43:28ＫＡＮＡＹＡ177 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 千葉県
605 長谷川　篤  1:43:38178 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 千葉県
976 日向　一晴  1:43:38チームあろ～は179 ﾋﾑｶｲ ｶｽﾞﾊﾙ 千葉県

1220 三浦　秀昭  1:43:42銚子商工ＲＣ180 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県
1291 増本　裕  1:43:42ＰＡＣ　ＲＣ181 ﾏｽﾓﾄ ﾕﾀｶ 千葉県
1163 谷内　康  1:43:43チームあらいぐま182 ﾔﾅｲ ﾔｽｼ 東京都
1148 矢野　幸彦  1:43:55東レン183 ﾔﾉ ﾕｷﾋｺ 千葉県
638 井上　浩三  1:43:57184 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾐ 千葉県
986 宮城　博昭  1:44:00185 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県
693 坂本　一通  1:44:06186 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾁ 茨城県
670 加瀬　博  1:44:06187 ｶｾ ﾋﾛｼ 千葉県
783 神崎　竜一  1:44:07ＷＤＳＣ188 ｶﾝｻﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県
998 呉羽　保紀  1:44:17Ｎ’ｓ　ＦＲＣ189 ｸﾚﾊ ﾔｽﾉﾘ 北海道
725 菅　政則  1:44:35シーケム鹿島190 ｽｶﾞ ﾏｻﾉﾘ 茨城県
734 星野　好孝  1:44:39ｔｅａｍｓｅｏ２７８191 ﾎｼﾉ ﾖｼﾀｶ 千葉県
677 梅原　利夫  1:44:42東総復興192 ｳﾒﾊﾗ ﾄｼｵ 千葉県
914 増田　浩二  1:44:47193 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 千葉県

1007 橘　直樹  1:44:47ロングダイアリー194 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾅｵｷ 千葉県
806 米岡　茂幸  1:44:51195 ﾖﾈｵｶ ｼｹﾞﾕｷ 千葉県

1188 倉持　宏  1:44:53196 ｸﾗﾓﾁ ﾋﾛｼ 千葉県
773 伊藤　明  1:45:00197 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県
766 中井　弘司  1:45:04198 ﾅｶｲ ﾋﾛｼ 茨城県

1071 山崎　秀雄  1:45:08199 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都
1108 小杉　護  1:45:09ＭＲＣ200 ｺｽｷﾞ ﾏﾓﾙ 千葉県
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1210 吉井　健一郎  1:45:12201 ﾖｼｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県
664 小川　明孝  1:45:12美しが丘西ＡＣ202 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾖｼ 神奈川県
706 飯田　勝雄  1:45:17ＦＤＲＣ203 ｲｲﾀﾞ ｶﾂｵ 千葉県
873 松田　智浩  1:45:24204 ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県

1159 遠藤　芳弘  1:45:27チームＭｉ205 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ 千葉県
1078 斉藤　和夫  1:45:29ｋａｎａｙａ206 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 千葉県
833 上園　忠則  1:45:30茂原健走会207 ｳｴｿﾞﾉ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉県
929 ＭＯＮＳＡＬＶＥ　ＲＩＣ  1:45:35横田ストライダーズ208 ﾓﾝｻﾙｳﾞｪ ﾘﾁｬｰﾄﾞ 東京都
968 伊藤　悟  1:45:41209 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 千葉県
939 渡部　昭司  1:45:42210 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ 千葉県
792 田汲　聡  1:45:46211 ﾀｸﾐ ｻﾄｼ 千葉県

1213 宮内　宏之  1:45:49チームあろ～は212 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
1063 河田　仁  1:45:54213 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 千葉県
981 手島　欣親  1:45:56チームみんみん214 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ 東京都

1316 土橋　正人  1:46:00Ｊ：ＣＯＭ215 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾏｻﾄ 東京都
1284 宮﨑　真司  1:46:14216 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 千葉県
1339 羽山　真  1:46:19ＬＩＯＮ　ＴＣ217 ﾊﾔﾏ ｼﾝ 茨城県
1055 片岡　誠  1:46:21５分の２Ｒ218 ｶﾀｵｶ ﾏｺﾄ 千葉県
630 堤　志信  1:46:22ＮＴＴ銚子営業支店219 ﾂﾂﾐ ｼﾉﾌﾞ 茨城県
727 藤井　俊彰  1:46:23220 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｱｷ 千葉県
629 辻　俊勝  1:46:30ＮＴＴ銚子営業支店221 ﾂｼﾞ ﾄｼｶﾂ 千葉県
822 徳田　豪  1:46:31222 ﾄｸﾀﾞ ｺﾞｳ 茨城県
790 杉山　大綱  1:46:32223 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀﾞｲｺｳ 埼玉県

1239 霜崎　浩司  1:46:37224 ｼﾓｻﾞｷ ﾊﾙ 千葉県
1041 大森　紀明  1:46:38５分の２Ｒ225 ｵｵﾓﾘ ﾉﾘｱｷ 千葉県
652 島田　光広  1:46:42226 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県
768 花岡　慎  1:46:42227 ﾊﾅｵｶ ﾏｺﾄ 東京都
733 網中　修太  1:46:44（株）網中昭商店228 ｱﾐﾅｶ ｼｭｳﾀ 千葉県

1038 藤三田　頼雅  1:46:56獣神229 ﾌｼﾞｻﾝﾀﾞ ﾗｲｶﾞ 千葉県
1099 小川　剛志  1:46:59230 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 茨城県
697 田端　悟  1:47:09231 ﾀﾊﾞﾀ 茨城県
901 川路　泰三  1:47:19ナイス株式会社232 ｶﾜｼﾞ ﾀｲｿﾞｳ 東京都

1013 東　一茂  1:47:21233 ｱｽﾞﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 千葉県
648 宇梶　和雄  1:47:22234 ｳｶｼﾞ ｶｽﾞｵ 千葉県

1014 佐久間　実  1:47:24235 ｻｸﾏ ﾐﾉﾙ 千葉県
1126 度会　勝利  1:47:33旭二４８会236 ﾜﾀﾗｲ ｶﾂﾄｼ 千葉県
858 藤原　法生  1:47:33237 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ 東京都

1090 西村　尚雄  1:47:37チームなおたん238 ﾆｼﾑﾗ ﾋｻｵ 埼玉県
1256 平賀　信行  1:47:41239 ﾋﾗｶﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県
1278 小林　清美  1:47:49240 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖﾐ 千葉県
1286 舘岡　泰彦  1:47:50積水メデイカル241 ﾀﾃｵｶ ﾔｽﾋｺ 千葉県
651 小寺　茂  1:47:51康子ＲＣ242 ｺﾃﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 千葉県
951 近藤　秀和  1:47:55243 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉県
807 川野　浩康  1:47:56244 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾔｽ 千葉県
800 加瀬　徹  1:47:56245 ｶｾ ﾄｵﾙ 神奈川県

1312 鶴岡　俊磨  1:48:04千町村建築研究所246 ﾂﾙｵｶ ﾄｼﾏ 千葉県
710 柴田　浩一  1:48:06247 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｲﾁ 千葉県
842 五十嵐　勝志  1:48:11248 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂｼ 茨城県
989 清水　嘉宏  1:48:13ＱＦ龍ヶ崎店249 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ 茨城県
952 谷川　修一  1:48:15250 ﾀﾆｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 千葉県

Print : 2016/02/11 18:45:19 14 / 30 ページ Official Timer & Result By RECS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

ハーフ男子40歳～59歳の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

1129 堂本　誠二  1:48:18茨城県信用組合251 ﾄﾞｳﾓﾄ ｾｲｼﾞ 茨城県
935 鈴木　立彦  1:48:20成田赤十字病院252 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋｺ 千葉県

1034 三原　浩之  1:48:22253 ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
1140 堀内　正  1:48:22254 ﾎﾘｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 千葉県
683 村杉　隆朗  1:48:24255 ﾑﾗｽｷﾞ 茨城県

1268 赤座　繁樹  1:48:25千葉ブレイブ安藤塾256 ｱｶｻﾞ ｼｹﾞｷ 千葉県
1303 品村　浩一  1:48:25旭ＲＣ257 ｼﾅﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県
1118 細谷　克幸  1:48:28ちば山の会258 ﾎｿﾔ ｶﾂﾕｷ 千葉県
659 須藤　勉  1:48:29須藤薬局259 ｽﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 千葉県
728 中村　明博  1:48:36かんぽの宿旭260 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 千葉県
794 永井　修  1:48:45261 ﾅｶﾞｲ ｵｻﾑ 千葉県
793 宗像　伸彦  1:48:47262 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県
621 窪田　弘由記  1:48:51毎日新聞首都圏版走る263 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都
912 樋口　政行  1:48:51京葉銀行ＲＣ264 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 千葉県

1002 瀬尾　和俊  1:48:51土ランクラブ265 ｾｵ ｶｽﾞﾄｼ 茨城県
1047 木村　陽一郎  1:48:52出光ランナーズ266 ｷﾑﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 千葉県
826 神子　浩美  1:48:55267 ｶﾐｺ ﾋﾛﾐ 千葉県

1015 北澤　法生  1:48:58268 ｷﾀｻﾞﾜ ﾎｳｾｲ 千葉県
1131 瀧口　晴喜  1:48:58269 ﾀｷｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 千葉県
777 作本　健二  1:49:14船270 ｻｸﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 千葉県

1313 今野　敦夫  1:49:18271 ｺﾝﾉ ｱﾂｵ 千葉県
715 岩瀬　透  1:49:22272 ｲﾜｾ ﾄｵﾙ 千葉県
863 篠田　英次  1:49:26273 ｼﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 千葉県

1197 坂本　藤博  1:49:31274 ｻｶﾓﾄ ﾌｼﾞﾋﾛ 千葉県
1259 小川　伸一  1:49:33千葉地検競走部275 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 栃木県
689 山口　伸一  1:49:41276 ﾔﾏｸﾞﾁ 茨城県

1144 野島　聡  1:49:48汗走ＡＣ277 ﾉｼﾞﾏ ｻﾄｼ 千葉県
626 加瀬　俊幸  1:49:54ＮＴＴ銚子営業支店278 ｶｾ ﾄｼﾕｷ 茨城県

1257 槙　太郎  1:49:58279 ﾏｷ ﾀﾛｳ 東京都
730 佐藤　貴尚  1:50:02杉並ＦＣウイルトン280 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ 千葉県

1145 布野　重巳  1:50:02281 ﾌﾉ ｼｹﾞﾐ 千葉県
649 隅田　和彦  1:50:04大船津消防団楽遊会Ｏ282 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県

1068 高崎　芳夫  1:50:09283 ﾀｶｻｷ ﾖｼｵ 千葉県
1031 中山　和章  1:50:10稲ルネ284 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 千葉県
1193 勝俣　晃  1:50:11285 ｶﾂﾏﾀ ｺｳ 神奈川県
916 海津　年孝  1:50:15286 ｶｲﾂ ﾄｼﾀｶ 茨城県
672 加瀬　孝之  1:50:18287 ｶｾ ﾀｶﾕｷ 千葉県
722 栃木　直文  1:50:34288 ﾄﾁｷﾞ ﾅｵﾌﾞﾐ 東京都
816 高橋　直樹  1:50:37にいぞ楽ＲＵＮ289 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 埼玉県

1346 上野　康孝  1:50:48東京めいらく290 ｳｴﾉ ﾔｽﾀｶ 千葉県
791 林　孝弘  1:50:49チームＢＥＡＲ291 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉県

1170 柴木　雄一  1:50:52292 ｼﾊﾞｷ ﾕｳｲﾁ 千葉県
665 田邉　仁幸  1:50:55293 ﾀﾅﾍﾞ 千葉県
745 永山　恵章  1:51:02294 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼｱｷ 千葉県
736 蓮田　裕直  1:51:02御菓子司坂本干潟駅前295 ﾊｽﾀ ﾋﾛﾅｵ 茨城県
956 竹下　登  1:51:06村岡教材社296 ﾀｹｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 千葉県
753 井上　輝  1:51:15龍走会297 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ 茨城県
684 橋本　浩  1:51:21298 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都
740 金沢　良和  1:51:23299 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県

1201 宮本　政士  1:51:30300 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｼﾞ 千葉県
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653 北川　修一  1:51:34301 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 千葉県
1033 前原　章人  1:51:35302 ﾏｴﾊﾗ ﾕｷﾄ 千葉県
1073 宮川　信勇  1:51:35303 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県
1092 城之内　浩幸  1:51:37304 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県
1093 小林　義幸  1:51:41土地家屋査士会印旛305 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾕｷ 千葉県
1048 柴野　陽一  1:51:44リコージャパン（株）306 ｼﾊﾞﾉ ﾖｳｲﾁ 千葉県
919 伊藤　伸悟  1:51:47307 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 千葉県

1194 中山　孝昭  1:51:51チーム　姫308 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県
750 加瀬　国博  1:51:52銚子マリーナＲＣ309 ｶｾ ｸﾆﾋﾛ 千葉県
721 名雪　義一  1:51:55神栖社協310 ﾅﾕｷ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県
925 関谷　泰一  1:51:55311 ｾｷﾔ ﾀｲｲﾁ 千葉県

1157 篠塚　賢治  1:51:56（有）新興自動車312 ｼﾉﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ 千葉県
883 池田　克巳  1:51:59杏友会313 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 千葉県
636 松本　克視  1:51:59314 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂﾐ 千葉県

1127 中川　剛  1:52:03315 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 千葉県
1295 佐藤　耕至  1:52:04童人トマの風316 ｻﾄｳ ｺｳｼ 東京都
1094 木下内　伸  1:52:27ぱいらんど317 ｷｹﾞｳﾁ ｼﾝ 東京都
933 中嶋　智昭  1:52:28セントラル高崎318 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ 群馬県
755 安藤　善剛  1:52:29319 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ 千葉県
640 油井　良之  1:52:29320 ﾕｲ ﾖｼﾕｷ 千葉県

1243 木川　修一  1:52:34岩瀬日大高校321 ｷｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 茨城県
902 福田　健作  1:52:40ナイス株式会社322 ﾌｸﾀﾞ ｹﾝｻｸ 神奈川県
850 中島　智司  1:52:41ＳＴＹチーム323 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｼﾞ 東京都

1171 秋本　栄一  1:52:41一休さん324 ｱｷﾓﾄ ｴｲｲﾁ 千葉県
811 久保　康二  1:52:41325 ｸﾎﾞ ｺｳｼﾞ 茨城県

1334 渡辺　智成  1:52:42326 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾅﾘ 千葉県
996 鵜入　昌三  1:52:42327 ｳﾆｭｳ ｼｮｳｿﾞｳ 千葉県

1043 石出　守  1:52:48328 ｲｼﾃﾞ ﾏﾓﾙ 千葉県
712 鈴木　和彦  1:52:50329 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県

1329 佐藤　英人  1:52:50ＮＩＳＳＨＩＮＢＯ330 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県
1273 富川　宏  1:52:53331 ﾄﾐｶﾜ ﾋﾛｼ 東京都
1088 山崎　隆行  1:53:03332 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 埼玉県
1076 宮崎　陽介  1:53:04マブクラ333 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｳｽｹ 千葉県
698 境　博之  1:53:05銚子マリーナＲＣ334 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 千葉県

1095 三村　彰  1:53:10335 ﾐﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県
836 林　安司  1:53:10336 ﾊﾔｼ ﾔｽｼﾞ 千葉県

1052 奥田　富士夫  1:53:15337 ｵｸﾀ ﾌｼﾞｵ 茨城県
707 川上　俊雄  1:53:21青筋ピストンズ338 ｶﾜｶﾐ ﾄｼｵ 千葉県

1116 鈴木　修一  1:53:22339 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 千葉県
1290 林　俊和  1:53:23旭ＲＣ340 ﾊﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県
1101 宮内　幸一  1:53:24さいたま地検341 ﾐﾔｳﾁ ｺｳｲﾁ 千葉県
1311 坪松　孝将  1:53:32342 ﾂﾎﾞﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 千葉県
855 和泉　哲生  1:53:33343 ｲｽﾞﾐ ﾃﾂｵ 千葉県
704 中神　勝也  1:53:33344 ﾅｶｶﾞﾐ ｶﾂﾔ 茨城県
857 赤坂　修治  1:53:41345 ｱｶｻｶ ｼｭｳｼﾞ 千葉県

1054 左右田　猛  1:53:42プーチャンズ346 ｿｳﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県
737 前多　祐介  1:53:43347 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県
801 児玉　泰治  1:53:46ＫＭＣ348 ｺﾀﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ 千葉県

1103 吉田　誠  1:53:49349 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 千葉県
1230 堀口　克実  1:53:52350 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 千葉県
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1340 吉崎　哲也  1:53:59ザ・ゾンビーズ351 ﾖｼｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 千葉県
911 五十嵐　昌英  1:54:00352 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾋﾃﾞ 千葉県
805 佐藤　昭生  1:54:04353 ｻﾄｳ ｱｷｵ 千葉県
892 阿部　二三夫  1:54:08354 ｱﾍﾞ ﾌﾐｵ 千葉県
735 水谷　友哉  1:54:10君和田昭一事務所355 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾔ 茨城県

1209 佐藤　信裕  1:54:13356 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都
866 佐竹　薫  1:54:14八街ＲＣ‐Ａ357 ｻﾀｹ ｶｵﾙ 千葉県
946 大塚　浩之  1:54:15株式会社プラウド358 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県

1066 小澤　一基  1:54:17359 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 千葉県
1020 福井　孝宏  1:54:19360 ﾌｸｲ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県
789 戸村　賢治  1:54:24酒々井すいすい361 ﾄﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県

1204 杉浦　卓  1:54:32362 ｽｷﾞｳﾗ ﾀｶｼ 東京都
625 網中　宏行  1:54:38ＮＴＴ銚子営業支店363 ｱﾐﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
898 扇谷　大輔  1:54:47成田走遊会364 ｵｵｷﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県
936 大木　成晃  1:54:57ＮＰＫ365 ｵｵｷ ﾏｻｱｷ 千葉県

1069 当間　良行  1:55:02366 ﾄｳﾏ ﾖｼﾕｷ 千葉県
1327 篠塚　勝理  1:55:03かっぱがせ367 ｼﾉﾂｶ ｶﾂﾏｻ 茨城県
844 鈴木　挙直  1:55:12千葉製粉ＲＣ368 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ 千葉県
906 阿部　勇  1:55:17ＮＡＦＣＯ369 ｱﾍﾞ ｲｻﾑ 千葉県

1271 宮川　透  1:55:20ＡＶＲＣちば370 ﾐﾔｶﾜ ﾄｵﾙ 千葉県
1326 吉井　稔  1:55:22371 ﾖｼｲ ﾐﾉﾙ 千葉県
784 稲葉　善広  1:55:28372 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 千葉県
749 高田　成一  1:55:31373 ﾀｶﾀﾞ ｾｲｲﾁ 千葉県
978 堤　紳一  1:55:32374 ﾂﾂﾐ ｼﾝｲﾁ 千葉県

1049 三橋　徹也  1:55:35375 ﾐﾂﾊｼ ﾃﾂﾔ 千葉県
1267 イェンス　コッホ  1:55:40376 ｲｪﾝｽ ｺｯﾎ 東京都
764 永峰　英人  1:55:41377 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県

1147 荒木　裕久  1:55:43378 ｱﾗｷ ﾋﾛﾋｻ 千葉県
1195 土屋　博  1:55:44土屋外科内科379 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｼ 千葉県
1314 関口　孝一  1:55:53東宝ＲＣ380 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 東京都
917 中山　新吾  1:55:56381 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 東京都
776 伊藤　康弘  1:56:01382 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 東京都

1006 大塚　隆行  1:56:07多摩信用金庫383 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾕｷ 東京都
702 日野原　賢一  1:56:08384 ﾋﾉﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都

1279 飯沼　直人  1:56:10西千葉遊走会385 ｲｲﾇﾏ ﾅｵﾄ 千葉県
1115 岩田　達  1:56:28岩田ファミリー386 ｲﾜﾀ ﾄｵﾙ 千葉県
948 高橋　利幸  1:56:36387 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾕｷ 千葉県

1026 齋藤　良宣  1:56:37388 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都
1229 皆川　勝宏  1:56:40389 ﾐﾅｶﾞﾜ ｶﾂﾋﾛ 新潟県
891 梶浦　嘉夫  1:56:43390 ｶｼﾞｳﾗ ﾖｼｵ 東京都

1177 市原　一史  1:56:50391 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 千葉県
696 鈴木　強  1:56:53392 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 千葉県
787 浜城　和彦  1:56:58393 ﾊﾏｷ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県

1011 渡邉　淳司  1:57:02千葉地検競走部394 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県
1133 竹内　裕  1:57:06アルちゃん395 ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 千葉県
983 國政　徹  1:57:08396 ｸﾆﾏｻ ﾄｵﾙ 千葉県

1009 多田　健洋  1:57:15プリン隊397 ﾀﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 千葉県
1225 田中　義則  1:57:18ひれ酒ランナーズ398 ﾀﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 東京都
678 安田　明洋  1:57:21ＫＧＲＣ399 ﾔｽﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県

1244 藤代　晴康  1:57:30銚子ＹＥＧ400 ﾌｼﾞｼﾛ ﾊﾙﾔｽ 千葉県
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1169 江橋　健一  1:57:38401 ｴﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 千葉県
839 神田　良平  1:57:42402 ｶﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県
692 越智　史朗  1:57:43富士化学403 ｵﾁ 千葉県
885 木村　秀若  1:57:46八千代市404 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾜｶ 千葉県
827 与口　直人  1:57:51ＫＭＣ405 ﾖｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 千葉県

1181 尾本　進  1:57:52406 ｵﾓﾄ ｽｽﾑ 千葉県
921 山村　建司  1:57:54407 ﾔﾏﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県
618 平野　英雄  1:57:56ウレシイしんきん408 ﾋﾗﾉ 千葉県
847 益子　進一  1:57:57東上総ＲＣ409 ﾏｼｺ ｼﾝｲﾁ 千葉県

1029 川端　康夫  1:57:58410 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽｵ 東京都
1167 猪瀬　日出雄  1:58:00イノチャンＲＣ411 ｲﾉｾ ﾋﾃﾞｵ 茨城県
1331 田杭　正充  1:58:03412 ﾀｸﾞｲ ﾏｻﾐﾂ 埼玉県
611 小林　正宏  1:58:07413 ｺﾊﾞﾔｼ 千葉県
662 江澤　政浩  1:58:09414 ｴｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉県

1345 中島　琢磨  1:58:09415 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ 千葉県
675 稲　豊久  1:58:30416 ｲﾅ ﾄﾖﾋｻ 千葉県

1086 西ノ宮　正人  1:58:35417 ﾆｼﾉﾐﾔ ﾏｻﾋﾄ 千葉県
1180 細田　貞明  1:58:44418 ﾎｿﾀﾞ ｻﾀﾞｱｷ 東京都
1125 森田　昌治  1:58:46419 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾊﾙ 東京都
960 佐藤　博  1:58:47420 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県
928 寺沢　悟  1:58:47ＫＭＣ421 ﾃﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 千葉県
639 横澤　光純  1:58:53422 ﾖｺｻﾞﾜ ﾋﾖｼ 千葉県

1035 礒野　正一  1:58:58日立化成423 ｲｿﾉ ｼｮｳｲﾁ 茨城県
1298 平野　茂仁  1:59:04424 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾋﾄ 千葉県
1336 佐々井　達也  1:59:08エヌエックスピー425 ｻｻｲ ﾀﾂﾔ 東京都
865 篠塚　昌  1:59:10426 ｼﾉﾂｶ ｱｷﾗ 千葉県
821 田辺　裕通  1:59:10427 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県
682 平野　好之  1:59:14428 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾕｷ 千葉県

1332 行徳　薫夫  1:59:17429 ｷﾞｮｳﾄｸ ｼｹﾞｵ 東京都
831 三溝　敬史  1:59:26430 ﾐﾂﾐｿﾞ ﾀｶｼ 神奈川県

1250 保田　貴士  1:59:32431 ﾔｽﾀﾞ ﾀｶｼ 千葉県
757 米山　岳宏  1:59:38432 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾋﾛ 千葉県

1162 持田　哲郎  1:59:49ニッポンランナーズ433 ﾓﾁﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 千葉県
785 石井　明  1:59:53石岡ＴＲＣ434 ｲｼｲ ｱｷﾗ 茨城県

1349 三上　義昭  1:59:58千葉鉄人435 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ 千葉県
1337 小野　清  2:00:02436 ｵﾉ ｷﾖｼ 東京都
1173 影山　秀樹  2:00:10437 ｶｹﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 東京都
923 黒河内　覚  2:00:12438 ｸﾛｺﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 埼玉県
610 多田　秀和  2:00:28439 ﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉県
632 疋田　幸也  2:00:33銚子信用金庫440 ﾋｷﾀ ｻﾁﾔ 千葉県

1178 加瀬　英之  2:00:36銚子商工ＲＣ441 ｶｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県
723 吉岡　建  2:00:40442 ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 千葉県
864 豊田　健一  2:00:45443 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県

1114 原　宏幸  2:00:48佐倉走る会444 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
1120 桑原　健一郎  2:00:56445 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県
688 徳元　陽一  2:01:08446 ﾄｸﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 千葉県

1174 大野　洋次郎  2:01:14チーム柿の種447 ｵｵﾉ ﾖｳｼﾞﾛｳ 千葉県
803 松田　秀明  2:01:25ちーむＱ448 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県
719 久我　明司  2:01:34449 ｸｶﾞ ﾒｲｼﾞ 千葉県
972 宮嶋　典夫  2:01:55小見川毎日450 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾘｵ 千葉県
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673 宇津木　文雄  2:02:14九十九里ホーム451 ｳﾂｷﾞ ﾌﾐｵ 千葉県
849 馬場　信雄  2:02:26452 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾌﾞｵ 千葉県
872 野田　利文  2:02:33セイワ453 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 千葉県

1019 平田　哲朗  2:02:37454 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾛｳ 千葉県
1248 西山　聡則  2:02:38455 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 千葉県
646 神崎　春夫  2:02:42456 ｶﾝｻﾞｷ ﾊﾙｵ 千葉県

1242 鈴木　政和  2:02:45457 ｽｽﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県
955 石井　慎一  2:02:54458 ｲｼｲ ｼﾝｲﾁ 千葉県
819 手塚　力  2:03:13459 ﾃﾂｶ ﾁｶﾗ 茨城県
889 北谷　博士  2:03:15460 ｷﾀﾔ ﾋﾛｼ 千葉県
834 金子　徳靖  2:03:24メグパパ461 ｶﾈｺ ﾉﾘﾔｽ 千葉県

1150 染谷　芳宏  2:03:42ＢＩＺＳＨＯＰ462 ｿﾒﾔ ﾖｼﾋﾛ 茨城県
1032 中里　義崇  2:04:01エーシージャパン463 ﾅｶｻﾞﾄ ﾖｼﾀｶ 神奈川県
700 西巻　尚能  2:04:20日本写真印刷464 ﾆｼﾏｷ ﾋｻﾖｼ 千葉県

1075 太田　賢宏  2:04:46アイデム465 ｵｵﾀ ﾏｻﾋﾛ 茨城県
1005 小林　誠一  2:04:57466 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ 東京都
1227 池田　俊之  2:05:05467 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 茨城県
1247 西村　誠  2:05:11ｋｉｍｍｙｓ468 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 千葉県
709 柴田　義道  2:05:12469 ｼﾊﾞﾀ 千葉県

1192 土山　修一  2:05:23銚子ボクシングジム470 ﾂﾁﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 千葉県
1338 小林　健一  2:05:25471 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 千葉県
876 本間　信吾  2:05:26472 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ 茨城県
758 鞠子　淳  2:05:44ＫＳＣ　473 ﾏﾘｺ ｱﾂｼ 神奈川県

1051 稲田　英之  2:05:49474 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都
687 高橋　三男  2:05:52３ｐｏｉｎｔｓ475 ﾀｶﾊｼ 秋田県

1079 平野　伸英  2:06:01476 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 千葉県
890 森　英樹  2:06:07アンテレクト477 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 東京都
642 齊藤　洋伸  2:06:10478 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 千葉県

1217 武藤　英一  2:06:12吉田武藤479 ﾑﾄｳ ｴｲｲﾁ 千葉県
817 溜渕　早人  2:06:13480 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 茨城県
608 小林　正芳  2:06:14481 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県

1205 中田　圭介  2:06:19482 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 東京都
1016 稲森　厚雄  2:06:26483 ｲﾅﾓﾘ ｱﾂｵ 千葉県
686 井手　忠義  2:06:29484 ｲﾃﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 千葉県

1064 今井　聡志  2:06:32485 ｲﾏｲ ｻﾄｼ 千葉県
1215 杉内　伸生  2:06:46486 ｽｷﾞｳﾁ ﾉﾌﾞｵ 東京都
676 近野　雅美  2:06:52487 ｺﾝﾉ ﾏｻﾐ 千葉県
861 川島　義之  2:06:56488 ｶﾜｼﾏ ﾖｼﾕｷ 東京都
601 山中　啓一郎  2:06:57489 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 千葉県

1065 桑沢　友和  2:07:01490 ｸﾜｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県
845 柳多　徹郎  2:07:03491 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾃﾂﾛｳ 茨城県
853 子安　喜仁  2:07:08ランランラン492 ｺﾔｽ ﾖｼﾋﾄ 千葉県

1158 熊谷　彰  2:07:10493 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ 東京都
751 山崎　真一  2:07:11494 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 千葉県
870 桑原　信泰  2:07:14カネカ陸上部495 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ 兵庫県

1274 渡部　研吉  2:07:16住友化学496 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝｷﾁ 千葉県
1186 吉永　真二  2:07:34白鳩の会497 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県
645 高橋　政善  2:07:35498 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県
927 日色　和成  2:07:39り・くりっく499 ﾋｲﾛ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県
829 永嶋　美雄  2:07:39500 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ 千葉県
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1187 菅　昭彦  2:07:46501 ｽｶﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県
1102 酒井　裕二  2:07:51502 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 東京都
846 長谷川　和則  2:07:59Ｋ．Ｈ503 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県
854 渡辺　秀康  2:08:00ＰＵＢ．ＡＣ504 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾔｽ 千葉県
699 伊藤　貴文  2:08:05505 ｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 千葉県
729 田村　浩  2:08:26506 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 茨城県

1112 林　毅  2:08:34507 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県
603 関谷　行雄  2:08:34508 ｾｷﾔ 千葉県

1040 伊藤　哲  2:08:37ナイス株式会社509 ｲﾄｳ ﾃﾂ 神奈川県
765 高木　健一  2:08:39消防団510 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県
650 石毛　嘉夫  2:08:57ＨＭＲ大輝511 ｲｼｹﾞ ﾖｼｵ 千葉県

1196 手塚　善彰  2:09:00512 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｱｷ 千葉県
1289 渡邉　和佐  2:09:02513 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｻ 千葉県
882 宍倉　信夫  2:09:02514 ｼｼｸﾗ ﾉﾌﾞｵ 千葉県
969 尾澤　正人  2:09:11515 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 千葉県

1045 工藤　達也  2:09:12れんけつ倶楽部516 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 秋田県
718 岡本　清孝  2:09:22517 ｵｶﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 千葉県

1199 土岐　誠  2:09:31518 ﾄｷ ﾏｺﾄ 茨城県
1252 久保田　伸一  2:09:56餃子クラブ519 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 茨城県
1185 石川　倫也  2:10:29520 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ 東京都
841 三次　利明  2:10:34521 ﾐﾂｷﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県
714 鈴木　重徳  2:11:12522 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾉﾘ 千葉県
799 村山　洋  2:11:20523 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ 茨城県
903 平井　勉  2:11:30ナイス株式会社524 ﾋﾗｲ ﾂﾄﾑ 東京都
741 根本　浩晃  2:11:47525 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 千葉県

1023 長谷川　徹  2:11:48526 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 千葉県
1208 松島　健  2:11:57千葉レク527 ﾏﾂｼﾏ ﾀｹｼ 茨城県
619 畑上　和孝  2:11:58528 ﾊﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾀｶ 千葉県
881 渡邉　大輔  2:12:11529 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都

1085 長井　隆志  2:12:21５５００530 ﾅｶﾞｲ ﾀｶｼ 群馬県
1058 人羅　昌俊  2:12:21日鉄住金環境531 ﾋﾄﾗ ﾏｻﾄｼ 千葉県
1325 酒巻　博  2:12:27日清紡532 ｻｶﾏｷ ﾋﾛｼ 千葉県
1302 桜井　靖之  2:12:32533 ｻｸﾗｲ ﾔｽﾕｷ 千葉県
963 松原　健志  2:12:34534 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀｹｼ 茨城県

1138 山本　修司  2:12:49牛久走友会535 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 茨城県
1080 谷内　敏明  2:13:17536 ﾀﾆｳﾁ ﾄｼｱｷ 北海道
1306 鈴木　健央  2:13:38537 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 千葉県
1231 船橋　泰晴  2:13:52みずほ銀行538 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾔｽﾊﾙ 東京都
666 佐藤　勲  2:14:05539 ｻﾄｳ 千葉県
658 椿　正道  2:14:05540 ﾂﾊﾞｷ ﾏｻﾐﾁ 千葉県

1191 影山　友一  2:14:06541 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県
620 小田原　靖仁  2:14:07542 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾄ 千葉県

1277 江河　哲哉  2:14:33543 ｴｶﾞﾜ ﾃﾂﾔ 千葉県
1024 鈴木　幸雄  2:14:38544 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ 千葉県
738 四日市　修司  2:14:46545 ﾖｯｶｲﾁ ｼｭｳｼﾞ 千葉県
744 玉井　克則  2:14:47不発弾546 ﾀﾏｲ ｶﾂﾉﾘ 茨城県
628 河内　泰則  2:15:00ＮＴＴ銚子営業支店547 ｶﾜﾁ ﾔｽﾉﾘ 千葉県
627 加瀬　能孝  2:15:00ＮＴＴ銚子営業支店548 ｶｾ ﾖｼﾀｶ 茨城県
631 松崎　禎文  2:15:00ＮＴＴ銚子営業支店549 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼﾌﾐ 千葉県

1255 鈴木　邦知  2:15:04550 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾉﾘ 千葉県
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606 石井　輝男  2:15:10旭アグリ551 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 千葉県
671 平野　秀二  2:15:19ネイチャーランド秀552 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｼﾞ 千葉県
681 畑山　千春  2:15:59れんけつ倶楽部553 ﾊﾀｹﾔﾏ 秋田県

1237 相原　康弘  2:16:11ＳＯ袖ケ浦市陸上Ｐ554 ｱｲﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 千葉県
1318 林　健一  2:16:22555 ﾊﾔｼ ｹﾝｲﾁ 千葉県
878 加藤　克彦  2:16:27ディサービスパルモ556 ｶﾄｳ ｶﾂﾋｺ 千葉県

1300 黒須　英助  2:16:33557 ｸﾛｽ ｴｲｽｹ 千葉県
1241 古賀　大志  2:16:53558 ｺｶﾞ ﾀｲｼ 東京都
1083 渡辺　淳  2:17:20伊藤組土建東京支店559 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都
1297 高橋　牧夫  2:17:21らんなるず560 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｵ 千葉県
1288 田上　和弘  2:17:24チームＭＯＲＩ561 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県
987 保立　幸男  2:18:01ＭＥＣＴ562 ﾎﾀﾃ ﾕｷｵ 茨城県
897 木村　太一  2:18:03563 ｷﾑﾗ ﾀｲﾁ 茨城県
612 高塚　真  2:18:07564 ﾀｶﾂｶ ﾏｺﾄ 千葉県

1183 瀬川　友和  2:18:22ＫＴＺ565 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県
1123 佐川　昌幸  2:18:31スプリング566 ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 千葉県
1175 宮川　伸一郎  2:18:50567 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県
941 臼井　保  2:19:06セキショウ568 ｳｽｲ ﾀﾓﾂ 茨城県

1036 松井　勉  2:19:07569 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ 茨城県
1245 渡辺　弘  2:20:34銚子ＹＥＧ570 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 千葉県
641 相原　正行  2:20:39571 ｱｲﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県

1017 津戸　裕徳  2:20:46ナイス株式会社572 ﾂﾄﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県
1074 知名　功  2:21:05573 ﾁﾅ ｲｻｵ 千葉県
679 石塚　勇嗣  2:21:41574 ｲｼﾂﾞｶ 千葉県

1084 高木　秀夫  2:22:20八街ガス株式会社575 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県
1165 渡辺　勝利  2:22:31576 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾄｼ 埼玉県
993 布施　光浩  2:22:39チームあろ～は577 ﾌｾ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県

1198 徳田　祐二  2:22:46梅田病院578 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県
667 石嶋　博行  2:23:04アルプス山歩会579 ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
961 高橋　元幸  2:23:18580 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾕｷ 福島県
851 橋谷　芳雄  2:23:24ＳＴＹチーム581 ﾊｼﾔ ﾖｼｵ 東京都

1260 佐久間　雅也  2:23:41宝醤油582 ｻｸﾏ ﾏｻﾔ 千葉県
674 中村　秀一  2:24:30583 ﾅｶﾑﾗ 茨城県

1344 山田　崇  2:24:59584 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 千葉県
1182 渡辺　敏弘  2:26:01ＫＴＺ585 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 千葉県
1287 吉本　光男  2:26:14586 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾂｵ 東京都
1107 松戸　裕治  2:26:48587 ﾏﾂﾄﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県
869 渡辺　昭仁  2:27:37588 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾄ 千葉県

1320 今泉　富士男  2:27:42エフ589 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾌｼﾞｵ 千葉県
623 木村　康司  2:29:18毎日新聞首都圏版走る590 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東京都
622 大津　武彦  2:29:27毎日新聞首都圏版走る591 ｵｵﾂ ﾀｹﾋｺ 東京都

1282 渡辺　竜人  2:30:46592 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋﾄ 千葉県
1087 小川　智充  2:30:56593 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐﾂ 千葉県
809 田中　英紀  2:31:49ＮＹＫ２２６８594 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県
959 二村　好憲  2:32:38595 ﾆﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ 千葉県

1022 越川　雅明  2:35:02日本テニス協会596 ｺｼｶﾜ ﾏｻｱｷ 千葉県
867 森川　俊夫  2:37:29八街ＲＣ‐Ａ597 ﾓﾘｶﾜ ﾄｼｵ 東京都

1321 青木　智  2:38:45598 ｱｵｷ ｻﾄｼ 東京都
1335 飯星　貴士  2:39:13599 ｲｲﾎｼ ﾀｶｼ 熊本県
701 細野　初夫  2:41:24600 ﾎｿﾉ ﾊﾂｵ 千葉県
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ハーフ男子60歳以上の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

1443 椿　等  1:29:001 ﾂﾊﾞｷ 千葉県
1485 小野木　淳  1:29:07小野木医院2 ｵﾉｷ ｼﾞｭﾝ 千葉県
1407 武田　徳光  1:33:30チームあろ～は3 ﾀｹﾀﾞ ﾄｸﾐﾂ 千葉県
1438 小倉　文夫  1:33:454 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｵ 千葉県
1441 斉藤　清  1:34:19ＷＡＶＥＳ5 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ 茨城県
1427 菅谷　浩  1:35:30シーケム鹿島6 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 千葉県
1552 林　俊夫  1:35:457 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ 千葉県
1554 齊藤　和雄  1:36:018 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 秋田県
1415 古山　政美  1:36:27ＮＴＴ銚子営業支店9 ﾌﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 千葉県
1430 加瀬　三雄  1:36:58銚子マリーナＲＣ10 ｶｾ ﾐﾂｵ 千葉県
1411 斉藤　豊吉  1:37:0611 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｷﾁ 千葉県
1463 長田　章  1:37:2112 ｵｻﾀﾞ ｱｷﾗ 千葉県
1501 阿戸　繁春  1:37:29社労士会船橋支部ＲＣ13 ｱﾄ ｼｹﾞﾊﾙ 千葉県
1503 関　洋  1:37:3514 ｾｷ ﾋﾛｼ 千葉県
1458 久野　篤  1:37:53セタクンＲ１15 ｸﾉ ｱﾂｼ 東京都
1447 太田　秀男  1:38:18八千代走友会16 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｵ 千葉県
1422 下野　勇  1:39:43ちば海浜ＭＣ17 ｼﾓﾉ ｲｻﾑ 千葉県
1527 鈴木　亮二  1:40:49ｎｏｎｙａｎ、ｚ18 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｼﾞ 千葉県
1456 齋藤　次夫  1:42:21ｇａｃｈａ19 ｻｲﾄｳ ﾂｷﾞｵ 茨城県
1451 叶野　明良  1:42:4820 ｶﾉｳ ｱｷﾗ 千葉県
1403 伊之澤　修  1:43:05千葉ブレイブ安藤塾21 ｲﾉｻﾜ ｵｻﾑ 千葉県
1452 馬替　一郎  1:43:2822 ﾏｶﾞｴ ｲﾁﾛｳ 千葉県
1548 平野　清一  1:43:4023 ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ 茨城県
1510 古宮　静  1:44:1024 ｺﾐﾔ ｼｽﾞｶ 千葉県
1481 川和　政徳  1:45:07ランラララン25 ｶﾜﾜ ﾏｻﾄｸ 茨城県
1421 井上　雅明  1:45:35ニッポンランナーズ26 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ 千葉県
1512 菅谷　典夫  1:46:26ゴールドジム津田沼27 ｽｶﾞﾔ ﾉﾘｵ 千葉県
1497 柏木　由紀夫  1:46:34ティップ蘇我28 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｷｵ 千葉県
1439 斉藤　利尚  1:46:49野うさぎクラブ29 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾀｶ 千葉県
1515 岩井　智  1:47:20三井物産30 ｲﾜｲ ｻﾄﾙ 千葉県
1483 小泉　智海  1:47:2731 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄﾐ 東京都
1511 奈良林　稔  1:47:48チームならりん32 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 千葉県
1414 高品　昇  1:47:56ＮＴＴ銚子営業支店33 ﾀｶｼﾅ ﾉﾎﾞﾙ 千葉県
1531 林　哲雄  1:48:1334 ﾊﾔｼ ﾃﾂｵ 千葉県
1514 中田　克己  1:48:2135 ﾅｶﾀ ｶﾂﾐ 千葉県
1467 金杉　岩雄  1:48:30カサブランカ36 ｶﾅｽｷﾞ ｲﾜｵ 千葉県
1433 岩瀬　明利  1:48:5237 ｲﾜｾ ｱｷﾄｼ 千葉県
1449 目川　研一  1:49:06べんきょう屋Ｒ・Ｃ38 ﾒｶﾜ ｹﾝｲﾁ 千葉県
1555 高橋　信  1:49:20ＴＲＩＤＥＮＴ39 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 神奈川県
1493 笠原　利一  1:49:4340 ｶｻﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県
1545 浅岡　則明  1:49:4441 ｱｻｵｶ ﾉﾘｱｷ 神奈川県
1479 井上　仁  1:50:0742 ｲﾉｳｴ ﾋﾄｼ 千葉県
1496 瀬戸川　真  1:50:14ちば海浜ＭＣ43 ｾﾄｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 千葉県
1525 小川　新一郎  1:50:3544 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県
1477 石毛　康久  1:50:4245 ｲｼｹﾞ ﾔｽﾋｻ 千葉県
1522 田中　功  1:51:25カワサキＳＣ46 ﾀﾅｶ ｲｻｵ 神奈川県
1446 渡辺　博  1:51:5347 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 千葉県
1494 中島　愼一  1:52:06ＳＴＹチーム48 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 東京都
1440 吉澤　邦夫  1:52:3349 ﾖｼｻﾞﾜ ｸﾆｵ 千葉県
1410 橋本　紳一  1:52:5550 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 千葉県
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 記　　録

第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日

ハーフ男子60歳以上の部
氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

1528 島立　直樹  1:53:00シャクリー51 ｼﾏﾀﾞﾃ ﾅｵｷ 千葉県
1444 竹内　康雄  1:53:03カワサキＳＣ52 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ 神奈川県
1550 甲州　栄一  1:53:1653 ｺｳｼｭｳ ｴｲｲﾁ 茨城県
1543 富澤　謙次  1:53:5254 ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 千葉県
1504 森谷　篤  1:53:5855 ﾓﾘﾔ ｱﾂｼ 千葉県
1495 上林　守  1:54:44日本郵便成田56 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 千葉県
1516 村上　俊明  1:55:10村岡ゴム57 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼｱｷ 千葉県
1402 古田　則光  1:55:12長沼ランナーズ58 ﾌﾙﾀ ﾉﾘﾐﾂ 千葉県
1507 ＯＲＩＨＡＲＡ　ＹＵＪＩ  1:55:19横田ストライダ59 ｵﾘﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 埼玉県
1490 小暮　秀秋  1:55:27ヤナガワ60 ｺｸﾞﾚ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都
1468 飯田　信弘  1:55:5261 ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県
1404 相沢　弘幸  1:56:0162 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県
1539 越川　照夫  1:56:1063 ｺｼｶﾜ ﾃﾙｵ 千葉県
1462 伊藤　毅  1:56:4164 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 千葉県
1526 鈴木　功  1:56:55ドリンカーズ65 ｽｽﾞｷ ｲｻｵ 茨城県
1450 本多　豊久  1:57:39ＪＴＲＣ千葉66 ﾎﾝﾀﾞ 千葉県
1435 小川　正男  1:58:1267 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ 千葉県
1534 山崎　由麿  1:58:3368 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾏﾛ 千葉県
1408 向後　久雄  1:58:3469 ｺｳｺﾞ ﾋｻｵ 千葉県
1423 越後　敏行  1:58:4370 ｴﾁｺﾞ ﾄｼﾕｷ 茨城県
1453 芳原　努  1:59:0271 ﾖｼﾊﾗ ﾂﾄﾑ 栃木県
1513 竹内　義治  1:59:28ＪＷＡ72 ﾀｹｳﾁ ﾖｼﾊﾙ 千葉県
1401 萩野　雄二  2:00:0173 ﾊｷﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 千葉県
1420 戸村　光男  2:00:0274 ﾄﾑﾗ ﾐﾂｵ 茨城県
1413 林　喜三郎  2:00:1075 ﾊﾔｼ ｷｻﾌﾞﾛｳ 千葉県
1426 小野　一夫  2:01:27ＪＤやじろべー76 ｵﾉ ｶｽﾞｵ 千葉県
1517 小中　幸夫  2:01:38ちばっくま77 ｺﾅｶ ﾕｷｵ 千葉県
1489 市田　和夫  2:01:48ニッポンランナーズ78 ｲﾁﾀﾞ ｶｽﾞｵ 千葉県
1499 近藤　鍈一  2:01:59ホケキョーＲＣ79 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ 千葉県
1492 甲斐　常雄  2:02:17東京国税局陸上部80 ｶｲ ﾂﾈｵ 千葉県
1551 大山　文教  2:02:50ＰＭＧランナーズ81 ｵｵﾔﾏ ﾌﾐﾉﾘ 千葉県
1460 逸見　譲  2:02:5982 ﾍﾝﾐ ﾕｽﾞﾙ 千葉県
1437 田中　一司  2:03:21ちば海浜ＭＣ83 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｼ 千葉県
1518 鎗田　総明  2:03:27成田マイペース84 ﾔﾘﾀ ｿｳﾒｲ 千葉県
1431 山田　光彦  2:03:3185 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 千葉県
1406 大坂　一夫  2:03:5386 ｵｵｻｶ ｶｽﾞｵ 千葉県
1429 渡辺　勝秋  2:04:12白井ジョキングクラブ87 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｱｷ 千葉県
1464 菊池　正夫  2:04:2088 ｷｸﾁ ﾏｻｵ 千葉県
1412 佐藤　喜一  2:04:26チームあろ～は89 ｻﾄｳ ｷｲﾁ 千葉県
1529 野田　静雄  2:04:31千葉天台走友会90 ﾉﾀﾞ ｼｽﾞｵ 千葉県
1523 河野　浩  2:04:3891 ｺｳﾉ ﾋﾛｼ 神奈川県
1466 菊池　茂  2:04:46東急コミュニティー92 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾙ 千葉県
1457 山崎　淳一  2:05:1493 ﾔﾏｻｷ 千葉県
1472 中野　尚  2:05:26カワギシハライタ94 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 千葉県
1424 増田　幸雄  2:05:35ＪＴＲＣ千葉95 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷｵ 千葉県
1465 福沢　康人  2:05:5696 ﾌｸｻﾜ ﾔｽﾄ 千葉県
1409 土屋　哲一  2:06:14千葉ブレイブ安藤塾97 ﾂﾁﾔ ﾃﾂｲﾁ 千葉県
1498 大高　啓志  2:07:30ウレシイ信金98 ｵｵﾀｶ ﾋﾛｼ 千葉県
1520 阿部　豊  2:08:1599 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 千葉県
1521 太田　芳則  2:08:18ＡＶＲＣ千葉100 ｵｵﾀ ﾖｼﾉﾘ 千葉県
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第27回旭市飯岡しおさいマラソン大会  (種目別） 2016年2月7日
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1541 越川　康雄  2:08:33101 ｺｼｶﾜ ﾔｽｵ 千葉県
1491 竹本　祥次郎  2:08:46自由の風ＡＣ102 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 千葉県
1455 山下　渉  2:09:23103 ﾔﾏｼﾀ ﾜﾀﾙ 千葉県
1469 遠藤　高仁  2:09:25104 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 茨城県
1538 幸島　宏  2:09:43105 ｺｳｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 千葉県
1549 森　政通  2:09:55神之池走友会106 ﾓﾘ ﾏｻﾐﾁ 茨城県
1425 森　秀樹  2:10:01☆唱題寺ＲＣ107 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 千葉県
1542 狩野　良昭  2:10:03イフパット108 ｶﾉ ﾖｼｱｷ 茨城県
1536 大倉　國雄  2:10:44109 ｵｵｸﾗ ｸﾆｵ 千葉県
1519 栗岩　淳一  2:11:03110 ｸﾘｲﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都
1482 清水　正久  2:11:56111 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋｻ 千葉県
1540 塚田　宏吉  2:12:23112 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｷﾁ 長野県
1405 中村　賀隆  2:12:26113 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 千葉県
1502 樋渡　周二  2:13:30おかめ走友会114 ﾋﾜﾀｼ ｼｭｳｼﾞ 千葉県
1419 高木　俊夫  2:13:30115 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｵ 千葉県
1524 待田　志郎  2:14:09こやつＲＣ116 ﾏﾁﾀﾞ ｼﾛｳ 千葉県
1448 関川　清昭  2:15:08越後「直江津」117 ｾｷｶﾞﾜ ｷﾖｱｷ 茨城県
1530 谷口　碩也  2:16:58さやまなクラブ118 ﾀﾆｸﾞﾁ ｾｷﾔ 東京都
1544 酒井　孝夫  2:18:39日本設備工業株式119 ｻｶｲ ﾀｶｵ 埼玉県
1436 人見　功  2:19:38とにかく走ろう120 ﾋﾄﾐ ｲｻｵ 茨城県
1432 小林　愛夫  2:20:25121 ｺﾊﾞﾔｼ 東京都
1445 黒田　哲  2:22:28ちば海浜ＭＣ122 ｸﾛﾀﾞ ﾃﾂ 千葉県
1532 高橋　朝海  2:25:49123 ﾀｶﾊｼ ｱｻﾐ 神奈川県
1537 菅　亨  2:27:19124 ｽｶﾞ ﾄｵﾙ 千葉県
1487 吉田　斉  2:29:57知手125 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 茨城県
1475 高木　正平  2:33:47126 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾍｲ 千葉県
1417 齋木　義晃  2:37:04127 ｻｲｷ ﾖｼｱｷ 千葉県
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氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

1668 藤本　彩夏  1:17:03市立船橋高校1 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱﾔｶ 千葉県
1687 仲田　光穂  1:27:37ちばっくま2 ﾅｶﾀ ﾐﾎ 千葉県
1654 N．　KAREN  1:32:38横田ストライダーズ3 ﾆｭｰﾍﾞﾘｰ ｶﾚﾝ 東京都
1724 宮本　愛音  1:36:05鶴ヶ島中学校4 ﾐﾔﾓﾄ ｱｲﾈ 埼玉県
1675 天野　かおり  1:36:345 ｱﾏﾉ ｶｵﾘ 千葉県
1685 小川　晴香  1:38:37ちばっくま6 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｶ 千葉県
1688 岩間　智子  1:38:397 ｲﾜﾏ ﾄﾓｺ 千葉県
1721 広瀬　裕美  1:40:028 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾐ 千葉県
1644 篠田　円  1:40:239 ｼﾉﾀﾞ ﾏﾄﾞｶ 千葉県
1743 間宮　幸絵  1:41:14青山学院大学10 ﾏﾐﾔ ﾕｷｴ 神奈川県
1606 立川　裕子  1:43:05毎日新聞首都圏版走る11 ﾀﾁｶﾜ ﾋﾛｺ 東京都
1610 松井　あゆみ  1:43:3512 ﾏﾂｲ ｱﾕﾐ 千葉県
1766 千田　奈歩  1:44:2113 ﾁﾀﾞ ﾅﾎ 千葉県
1647 矢澤　麻美子  1:44:3814 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾐｺ 千葉県
1650 藤岡　智子  1:45:17さとちゃんず15 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄｺ 埼玉県
1664 遠藤　朋美  1:45:2716 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 栃木県
1659 ＢＡＲＴＩ　ＭＥＧＡＮ  1:45:35横田ストライダ17 ﾊﾞｰﾃｨ ﾒｰｶﾞﾝ 東京都
1722 南　真琴  1:45:4918 ﾐﾅﾐ ﾏｺﾄ 東京都
1632 柴田　和香  1:45:5619 ｼﾊﾞﾀ ﾜｶ 千葉県
1714 藤野　由佳理  1:46:17ちゃん走り20 ﾌｼﾞﾉ ﾕｶﾘ 東京都
1641 福井　雅子  1:46:2621 ﾌｸｲ ﾏｻｺ 千葉県
1754 鴇田　紗織  1:47:42こすげ会22 ﾄｷﾀ ｻｵﾘ 千葉県
1718 茂木　宏心  1:47:5723 ﾓｷﾞ ﾋﾛﾐ 茨城県
1635 袴田　夕里香  1:49:4824 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾕﾘｶ 千葉県
1723 松井　巴香  1:50:1725 ﾏﾂｲ ﾄﾓｶ 東京都
1762 大川　ひろみ  1:51:0426 ｵｵｶﾜ ﾋﾛﾐ 千葉県
1638 下田　裕美  1:51:1327 ｼﾓﾀﾞ ﾋﾛﾐ 埼玉県
1716 鈴木　安奈  1:51:1528 ｽｽﾞｷ ｱﾝﾅ 東京都
1618 武田　美穂  1:52:0429 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾎ 埼玉県
1709 真行寺　裕実  1:52:0430 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾋﾛﾐ 千葉県
1733 高見　香鈴  1:52:4331 ﾀｶﾐ ｶﾘﾝ 千葉県
1653 ＰＲＩＶＲＡＴＳＫＹ　Ｎ  1:52:45横田ストライダーズ32 ﾌﾟﾛﾊﾞｰﾄｽｷｰ ﾉｿﾞﾐ 東京都
1725 西山　園望  1:53:42土気ＡＣ33 ﾆｼﾔﾏ ｿﾉﾐ 千葉県
1603 門馬　恵子  1:53:54毎日新聞首都圏版走る34 ﾓﾝﾏ ｹｲｺ 埼玉県
1700 吉田　純子  1:54:11ナイトラン35 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
1740 松崎　藍  1:54:2836 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｲ 茨城県
1677 明石　寛子  1:54:34中央病院37 ｱｶｼ ﾋﾛｺ 千葉県
1747 落合　可奈子  1:54:38パラダイムよしなり38 ｵﾁｱｲ ｶﾅｺ 千葉県
1680 萩原　まりえ  1:54:4639 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾏﾘｴ 千葉県
1676 菱田　静香  1:55:1540 ﾋｼﾀﾞ ｼｽﾞｶ 千葉県
1667 布施　由貴子  1:55:35チームあろ～は41 ﾌｾ ﾕｷｺ 千葉県
1666 秋山　紗耶  1:55:4242 ｱｷﾔｱ ｻﾔ 千葉県
1719 福田　美保  1:56:0543 ﾌｸﾀﾞ ﾐﾎ 千葉県
1697 中田　貴子  1:56:08エーアールシー44 ﾅｶﾀ ﾀｶｺ 東京都
1693 向後　文子  1:56:2445 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県
1720 金子　陽子  1:56:2846 ｶﾈｺ ﾖｳｺ 千葉県
1736 熊野谿　明子  1:56:39ユポ・コーポレーショ47 ｸﾏﾉﾀﾆ ｱｷｺ 茨城県
1617 高橋　英里子  1:57:03淑徳大学48 ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ 千葉県
1728 鈴木　美幸  1:57:1649 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｷ 東京都
1648 青澤　美由紀  1:58:0050 ｱｵｻﾜ ﾐﾕｷ 千葉県
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1620 小黒　典子  1:58:0051 ｵｸﾞﾛ ﾉﾘｺ 群馬県
1715 岡本　慈子  1:58:0552 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｺ 茨城県
1601 小林　みか  1:58:0753 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｶ 千葉県
1734 兼俊　奈央子  1:58:3854 ｶﾈﾄｼ ﾅｵｺ 東京都
1746 中川　みゆり  1:58:4855 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾕﾘ 千葉県
1752 小野澤　りつ  1:58:55チーム誉田56 ｵﾉｻﾞﾜ ﾘﾂ 千葉県
1657 星野　幸弓  1:58:5657 ﾎｼﾉ ｻﾕﾐ 千葉県
1711 藤谷　和希子  1:59:0558 ﾌｼﾞﾔ ﾜｷｺ 埼玉県
1758 小川　直子  1:59:1159 ｵｶﾞﾜ ﾅｵｺ 千葉県
1710 島田　薫  1:59:1360 ｼﾏﾀﾞ ｶｵﾙ 千葉県
1744 椎名　由紀子  2:00:0461 ｼｲﾅ ﾕｷｺ 千葉県
1629 遠藤　由紀  2:01:21ａｎｙ’ｓ62 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 千葉県
1636 犬童　亜希子  2:02:26にょん63 ｲﾇﾄﾞｳ ｱｷｺ 東京都
1665 椙田　敦美  2:03:0964 ｽｷﾞﾀ ｱﾂﾐ 東京都
1749 奥秋　李果  2:04:11飯岡ＬＳＣ65 ｵｸｱｷ ﾘｶ 東京都
1751 鈴木　理乃  2:04:11飯岡ＬＳＣ66 ｽｽﾞｷ ﾘﾉ 東京都
1750 林　明那  2:04:12飯岡ＬＳＣ67 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾅ 東京都
1757 鈴木　佳奈子  2:04:2868 ｽｽﾞｷ ｶﾅｺ 千葉県
1652 大田　佳江  2:05:00ＴＡＣ69 ｵｵﾀ ﾖｼｴ 千葉県
1730 亀田　貴代  2:05:2070 ｶﾒﾀ ﾀｶﾖ 千葉県
1655 ＡＮＧＥＬＯ　ＬＡＵＲ  2:06:01横田ストライダーズ71 ｱﾝｼﾞｪﾛ ﾛｰﾚﾝ 東京都
1640 小林　清枝  2:07:1372 ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐｴ 千葉県
1645 美谷島　加奈  2:07:1973 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾅ 長野県
1605 糸日谷　そのえ  2:07:46毎日新聞首都圏版走る74 ｲﾄﾋﾔ ｿﾉｴ 東京都
1663 二ノ宮　理恵  2:08:3975 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｴ 栃木県
1678 鴇田　香織  2:09:0376 ﾄｷﾀ ｶｵﾘ 千葉県
1727 村北　彩乃  2:09:0877 ﾑﾗｷﾀ ｱﾔﾉ 埼玉県
1689 佐藤　香織  2:09:4078 ｻﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県
1611 山田　麻未  2:09:5079 ﾔﾏﾀﾞ ｱｻﾐ 千葉県
1705 水村　こずえ  2:10:0780 ﾐｽﾞﾑﾗ ｺｽﾞｴ 神奈川県
1768 小田島　千怜  2:11:33船橋整形外科病院81 ｵﾀﾞｼﾏ ﾁｻﾄ 千葉県
1656 ＫＲＡＲＳＯＮ　ＪＡＱ  2:11:49横田ストライダーズ82 ｸﾗｰｿﾝ ｼﾞｬｷｰｼｬ 東京都
1726 吉田　茜  2:11:5283 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾈ 東京都
1770 重川　朋美  2:12:32成田日赤84 ｵﾓｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県
1613 窪谷　美幸  2:12:4085 ｸﾎﾞﾉﾔ ﾐﾕｷ 茨城県
1692 大坪　笑美  2:12:4186 ｵｵﾂﾎﾞ ｴﾐ 茨城県
1702 森本　蘭  2:12:41旭中央病院87 ﾓﾘﾓﾄ ﾗﾝ 千葉県
1698 鶴見　絵理  2:12:4288 ﾂﾙﾐ ｴﾘ 千葉県
1631 高松　みゆき  2:12:4589 ﾀｶﾏﾂ ﾐﾕｷ 千葉県
1608 北崎　明子  2:14:07毎日新聞首都圏版走る90 ｷﾀｻﾞｷ ｱｷｺ 東京都
1694 多田　瑠美  2:14:0891 ﾀﾀﾞ ﾙﾐ 千葉県
1731 村澤　綾子  2:15:26筑波大学92 ﾑﾗｻﾜ ｱﾔｺ 茨城県
1735 塙　弥生  2:15:2693 ﾊﾅﾜ ﾔﾖｲ 茨城県
1696 藤崎　佳奈  2:15:3394 ﾌｼﾞｻｷ ｶﾅ 千葉県
1767 八角　八重  2:15:5395 ﾎｽﾞﾐ ﾔｴ 千葉県
1684 鈴木　沙弥香  2:17:3596 ｽｽﾞｷ ｻﾔｶ 埼玉県
1671 林　裕美  2:17:52旭中央病院97 ﾊﾔｼ ﾕﾐ 千葉県
1708 宮川　晴美  2:18:5098 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾙﾐ 千葉県
1633 山本　さくら  2:19:1199 ﾔﾏﾓﾄ ｻｸﾗ 東京都
1651 千葉　信野  2:19:19筑波技術大学100 ﾁﾊﾞ ｼﾉ 茨城県
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氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ 県名

1704 濱田　ゆみの  2:20:02Ｐａｄｄｙ101 ﾊﾏﾀﾞ ﾕﾐﾉ 千葉県
1741 米澤　柚衣  2:21:00銚子ライフセービング102 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｲ 埼玉県
1649 山縣　由香里  2:21:32103 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾕｶﾘ 茨城県
1713 阿久根　由香  2:23:12成田赤十字病院104 ｱｸﾈ ﾕｶ 千葉県
1753 加瀬　亜紗希  2:23:39105 ｶｾ ｱｻｷﾞ 千葉県
1604 菊地　紗矢香  2:23:42毎日新聞首都圏版走る106 ｷｸﾁ ｻﾔｶ 埼玉県
1637 肥田　明子  2:24:22107 ﾋﾀﾞ ｱｷｺ 東京都
1701 梶原　美希  2:25:49旭中央病院108 ｶｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 千葉県
1683 久保　瑛理子  2:26:25109 ｸﾎﾞ ｴﾘｺ 神奈川県
1729 霜崎　園  2:26:32110 ｼﾓｻﾞｷ ｿﾉ 千葉県
1607 竹内　慶子  2:29:28毎日新聞首都圏版走る111 ﾀｹｳﾁ ｹｲｺ 埼玉県
1616 相川　由佳  2:30:08相川三姉妹112 ｱｲｶﾜ ﾕｶ 千葉県
1602 小林　彩乃  2:30:40旭中央病院113 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾉ 千葉県
1614 相川　とも美  2:32:45相川三姉妹114 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ 千葉県
1609 寺島　三樹  2:33:05115 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾐｷ 千葉県
1639 吉原　千恵  2:34:28116 ﾖｼﾜﾗ ﾁｴ 千葉県
1756 山下　裕子  2:34:45117 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｺ 茨城県
1626 工藤　綾乃  2:37:03118 ｸﾄﾞｳ ｱﾔﾉ 埼玉県
1625 城所　侑沙  2:37:03119 ｷﾄﾞｺﾛ ｱﾘｻ 神奈川県
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1988 髙木　利枝  1:30:34ニッポンランナ1 ﾀｶｷﾞ ﾘｴ 千葉県
1979 宮崎　満江  1:34:322 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂｴ 千葉県
1854 太田　けい子  1:36:153 ｵｵﾀ ｹｲｺ 千葉県
1935 河西　麻子  1:37:48チームあらいぐま4 ｶﾜﾆｼ ｱｻｺ 東京都
1801 神田　知恵子  1:38:00チームあろ～は5 ｶﾝﾀﾞ ﾁｴｺ 千葉県
1865 田中　敬子  1:39:016 ﾀﾅｶ ﾀｶｺ 千葉県
1890 仲山　恵美  1:39:477 ﾅｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 千葉県
1911 中村　久美子  1:40:32アネサキ8 ﾅｶﾑﾗ ｸﾐｺ 千葉県
1970 佐々木　得枝  1:40:539 ｻｻｷ ﾄｸｴ 東京都
1895 佐藤　重子  1:41:49ＱＦ龍ヶ崎店10 ｻﾄｳ ｼｹﾞｺ 茨城県
1927 田尻　典子  1:43:26ラン友11 ﾀｼﾞﾘ ﾉﾘｺ 東京都
1928 金　惠卿  1:44:2312 ｷﾑ ﾍｷｮﾝ 神奈川県
1987 二見　信子  1:45:3213 ﾌﾀﾐ ﾉﾌﾞｺ 東京都
1907 齋藤　佐知栄  1:46:30チームつる14 ｻｲﾄｳ ｻﾁｴ 千葉県
1811 小寺　葉子  1:47:55康子ＲＣ15 ｺﾃﾞﾗ ﾖｳｺ 千葉県
1842 杉山　瑞穂  1:48:5116 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐｽﾞﾎ 東京都
1845 執行　裕子  1:49:01大波小波17 ｼｷﾞｮｳ ﾕｳｺ 千葉県
1959 安保　千恵子  1:49:3218 ｱﾝﾎﾞ ﾁｴｺ 千葉県
1933 吉村　雅代  1:49:4919 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾖ 茨城県
1838 伊藤　智恵子  1:50:1120 ｲﾄｳ ﾁｴｺ 東京都
1807 金澤　恵美  1:50:1221 ｶﾅｻﾞﾜ ｴﾐ 千葉県
1891 手島　康子  1:50:14チームみんみん22 ﾃｼﾞﾏ ﾔｽｺ 東京都
1844 高橋　喜美子  1:50:1723 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｺ 千葉県
1977 林　弘恵  1:50:1924 ﾊﾔｼ ﾋﾛｴ 千葉県
1974 江尻　千賀子  1:50:46チームおひさま25 ｴｼﾞﾘ ﾁｶｺ 千葉県
1940 松本　幸代  1:51:05リズ26 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁﾖ 千葉県
1808 高木　三恵  1:51:0927 ﾀｶｷﾞ ﾐﾂｴ 千葉県
1862 新田　由起子  1:51:1928 ﾆｯﾀ ﾕｷｺ 東京都
1819 飯田　節子  1:51:2329 ｲｲﾀﾞ ｾﾂｺ 千葉県
1859 堀江　ゆかり  1:51:3230 ﾎﾘｴ ﾕｶﾘ 千葉県
1973 石川　紀子  1:51:3631 ｲｼｶﾜ ﾉﾘｺ 千葉県
1955 村北　美和子  1:51:36チームエムティ32 ﾑﾗｷﾀ ﾐﾜｺ 埼玉県
1939 唐司　しのぶ  1:52:2433 ﾄｳﾉｼ ｼﾉﾌﾞ 東京都
1832 秋山　奈穂子  1:52:2534 ｱｷﾔﾏ ﾅｵｺ 千葉県
1960 戸枝　陽子  1:52:2635 ﾄｴﾀﾞ ﾖｳｺ 千葉県
1915 廣瀬　真弓  1:53:0236 ﾋﾛｾ ﾏﾕﾐ 埼玉県
1932 滑川　真理  1:53:2137 ﾅﾒｶﾞﾜ ﾏﾘ 千葉県
1828 仲川　則子  1:53:32ｅＡ東京38 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘｺ 千葉県
1914 板橋　史子  1:53:4339 ｲﾀﾊﾞｼ ﾌﾐｺ 東京都
1875 寺田　美紀子  1:53:43源小40 ﾃﾗﾀﾞ ﾐｷｺ 千葉県
1872 佐久間　純子  1:53:4641 ｻｸﾏ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県
1884 渡辺　郁子  1:53:50佐倉走る会42 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲｸｺ 千葉県
1903 小堀　志保子  1:53:5343 ｺﾎﾞﾘ ｼﾎｺ 千葉県
1969 岩瀬　百合子  1:53:5444 ｲﾜｾ ﾕﾘｺ 千葉県
1863 村越　夕子  1:54:2645 ﾑﾗｺｼ ﾕｳｺ 茨城県
1873 高垣　由美子  1:54:4846 ﾀｶｶﾞｷ ﾕﾐｺ 千葉県
1984 渡辺　千佳子  1:54:4947 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｶｺ 千葉県
1885 根本　真里  1:54:5748 ﾈﾓﾄ ﾏﾘ 千葉県
1829 磯田　京子  1:55:0149 ｲｿﾀﾞ ｷｮｳｺ 千葉県
1846 堀越　俊子  1:55:32ａｎｙ’ｓ50 ﾎﾘｺｼ ﾄｼｺ 千葉県
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1964 宮崎　玲子  1:55:4351 ﾐﾔｻﾞｷ ﾚｲｺ 千葉県
1864 柳多　美智子  1:55:4952 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾐﾁｺ 茨城県
1913 田島　智子  1:55:5353 ﾀｼﾞﾏ ﾄﾓｺ 千葉県
1840 武江　美和  1:56:5254 ﾀｹｴ ﾐﾜ 茨城県
1920 香本　真江  1:57:0755 ｺｳﾓﾄ ﾐﾁｴ 埼玉県
1922 行方　由里子  1:57:28ＪＬＡＴＮＲＴ56 ﾅﾒｶﾀ ﾕﾘｺ 千葉県
1925 藤崎　美恵子  1:57:44成田マイペース57 ﾌｼﾞｻｷ ﾐｴｺ 千葉県
1892 國政　せつこ  1:57:5758 ｸﾆﾏｻ ｾﾂｺ 千葉県
1972 飯塚　弘子  1:57:58戸スポ59 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｺ 埼玉県
1934 石橋　由起子  1:58:2860 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｷｺ 千葉県
1943 山浦　潮  1:58:29チームＭーこそ練61 ﾔﾏｳﾗ ｳｼｵ 千葉県
1825 飯島　幸子  1:58:3562 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｷｺ 千葉県
1821 香取　恵理子  1:58:4163 ｶﾄﾘ ｴﾘｺ 千葉県
1879 ＮＩＥＬＳＥＮ　ＨＩＳＡＹ  1:58:42横田ストライダーズ64 ﾆｰﾙｾﾝ ﾋｻﾖ 東京都
1942 石塚　美津子  1:59:03チームＭーこそ練65 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂｺ 千葉県
1978 中川　雅美  1:59:0466 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾐ 千葉県
1894 多田　千陽  1:59:0767 ﾀﾀﾞ ﾁﾊﾙ 千葉県
1803 村本　典子  1:59:31毎日新聞首都圏版走る68 ﾑﾗﾓﾄ ﾉﾘｺ 東京都
1924 鈴木　敦子  1:59:4069 ｽｽﾞｷ ｱﾂｺ 千葉県
1853 朝比奈　博子  1:59:4270 ｱｻﾋﾅ ﾋﾛｺ 千葉県
1847 北牧　希羊子  1:59:45バンバンクラブ71 ｷﾀﾏｷ ｷﾖｺ 千葉県
1874 河辺　洋子  1:59:5872 ｺｳﾍﾞ ﾖｳｺ 千葉県
1868 兼坂　祐美子  2:00:3473 ｶﾈｻｶ ﾕﾐｺ 千葉県
1944 大野　奈緒美  2:00:5574 ｵｵﾉ ﾅｵﾐ 埼玉県
1902 ＫＩＲＫ　ＰＡＴＲＩＣ　Ｃ  2:01:09横田ストライダー75 ｶﾘｰﾝ ｶｰｸﾊﾟﾄﾘｯｸ 東京都
1852 松田　清香  2:01:24チームＱ76 ﾏﾂﾀﾞ ｻﾔｶ 千葉県
1858 熊谷　友子  2:01:2977 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｺ 東京都
1871 古賀　由美子  2:02:1078 ｺｶﾞ ﾕﾐｺ 千葉県
1810 井上　美幸  2:02:15ニッポンランナーズ79 ｲﾉｳｴ ﾐﾕｷ 千葉県
1896 森　光江  2:02:5080 ﾓﾘ ﾐﾂｴ 茨城県
1824 越川　のり子  2:03:16旭ＲＣ81 ｺｼｶﾜ ﾉﾘｺ 千葉県
1826 関根　美奈子  2:03:2782 ｾｷﾈ ﾐﾅｺ 東京都
1806 塚原　朋子  2:03:51毎日新聞首都圏版走る83 ﾂｶﾊﾗ ﾄﾓｺ 千葉県
1929 李　錦禮  2:04:16スミラン84 ﾘ ｷﾝﾚｲ 東京都
1976 佐々木　友香  2:04:5885 ｻｻｷ ﾕｶ 千葉県
1813 宮内　和江  2:05:03バンバンクラブ86 ﾐﾔｳﾁ ｶｽﾞｴ 千葉県
1908 成瀬　由紀子  2:05:0387 ﾅﾙｾ ﾕｷｺ 埼玉県
1882 山石　美恵子  2:06:5088 ﾔﾏｲｼ ﾐｴｺ 千葉県
1900 岡本　友紀  2:07:2089 ｵｶﾓﾄ ﾕｷ 東京都
1893 吉浦　宏美  2:07:2790 ﾖｼｳﾗ ﾋﾛﾐ 東京都
1923 土志田　純子  2:07:5091 ﾄﾞｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都
1809 向後　好枝  2:08:2492 ｺｳｺﾞ ﾖｼｴ 千葉県
1965 島田　真弓美  2:08:2893 ｼﾏﾀﾞ ﾏﾕﾐ 千葉県
1946 鈴木　永子  2:09:0094 ｽｽﾞｷ ｴｲｺ 千葉県
1952 田原　和子  2:09:3195 ﾀﾊﾗ ｶｽﾞｺ 埼玉県
1958 笠原　気見代  2:09:38ｋｉｍｍｙｓ96 ｶｻﾊﾗ ｷﾐﾖ 千葉県
1818 平山　美雪  2:10:1697 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾕｷ 千葉県
1860 加瀬谷　きい子  2:10:2098 ｶｾﾔ ｷｲｺ 千葉県
1843 多田　和代  2:10:23ＳＹＳ99 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞﾖ 千葉県
1887 三井　洋子  2:10:28100 ﾐﾂｲ ﾖｳｺ 東京都
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1968 渡邉　華江  2:11:14101 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅｴ 東京都
1817 井上　ヒロ子  2:12:05102 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｺ 千葉県
1906 田口　喜久江  2:12:28103 ﾀｸﾞﾁ ｷｸｴ 東京都
1886 豊岡　亮子  2:12:34104 ﾄﾖｵｶ ﾘｮｳｺ 千葉県
1889 長谷川　里奈  2:12:39105 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘﾅ 東京都
1856 仲村　徳子  2:12:50106 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｺ 千葉県
1949 杉内　愛  2:12:52107 ｽｷﾞｳﾁ ｱｲ 東京都
1954 戸井田　美奈子  2:13:51チームエムティ108 ﾄｲﾀﾞ ﾐﾅｺ 埼玉県
1953 石橋　直美  2:14:10109 ｲｼﾊﾞｼ ﾅｵﾐ 千葉県
1814 目川　絹江  2:15:01べんきょう屋ＲＣ110 ﾒｶﾜ ｷﾇｴ 千葉県
1849 小林　八重子  2:15:10111 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｴｺ 千葉県
1812 藤嶋　美智  2:16:12112 ﾌｼﾞｼﾏ ﾐﾁ 千葉県
1956 深山　美智代  2:16:23長生病院113 ﾐﾔﾏ ﾐﾁﾖ 千葉県
1839 田澤　恵実子  2:16:27114 ﾀｻﾞﾜ ｴﾐｺ 東京都
1975 福田　幸子  2:16:58千葉ＣＲＣ115 ﾌｸﾀﾞ ｻﾁｺ 千葉県
1815 井上　登紀子  2:17:02116 ｲﾉｳｴ ﾄｷｺ 千葉県
1950 美見　孝子  2:17:44117 ﾐｲﾐ ﾀｶｺ 茨城県
1802 奥田　智子  2:18:18ウレシイしんきん118 ｵｸﾀﾞ ﾄﾓｺ 千葉県
1835 石橋　知子  2:18:41119 ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓｺ 千葉県
1855 相川　実千代  2:19:15120 ｱｲｶﾜ ﾐﾁﾖ 神奈川県
1851 強矢　幸子  2:19:20121 ｽﾈﾔ ｻﾁｺ 神奈川県
1850 柴田　結花  2:19:22122 ｼﾊﾞﾀ ﾕｶ 神奈川県
1938 利光　朝子  2:20:07白鳩の会123 ﾄｼﾐﾂ ｱｻｺ 千葉県
1881 安藤　玲子  2:20:28大原台124 ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲｺ 千葉県
1830 海野　ひとみ  2:21:03ファミリーＳＣ125 ｳﾝﾉ ﾋﾄﾐ 千葉県
1831 杉山　千恵  2:21:03ファミリーＳＣ126 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｴ 千葉県
1869 佐久間　光子  2:21:14127 ｻｸﾏ ﾐﾂｺ 千葉県
1986 今村　純子  2:21:28128 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京都
1909 高村　邦代  2:21:49129 ﾀｶﾑﾗ ｸﾆﾖ 茨城県
1904 飯島　美江子  2:21:56130 ｲｲｼﾞﾏ ﾐｴｺ 千葉県
1989 武田　麻子  2:21:57131 ﾀｹﾀﾞ ｱｻｺ 東京都
1848 小高　由美  2:21:58132 ｺﾀｶ ﾕﾐ 千葉県
1883 鈴木　美枝  2:23:11成田赤十字病院133 ｽｽﾞｷ ﾐｴ 千葉県
1837 押田　友希子  2:24:00134 ｵｼﾀﾞ ﾕｷｺ 埼玉県
1836 森川　久美  2:24:00135 ﾓﾘｶﾜ ｸﾐ 埼玉県
1861 星　志寿加  2:24:22ハイネケン・キリン136 ﾎｼ ｼｽﾞｶ 東京都
1866 坂本　知恵子  2:25:04ＡＶＲＣちば137 ｻｶﾓﾄ ﾁｴｺ 千葉県
1822 川島　葉子  2:25:05138 ｶﾜｼﾏ ﾖｳｺ 千葉県
1870 藤崎　早知子  2:25:37139 ﾌｼﾞｻｷ ｻﾁｺ 千葉県
1919 佐々木　直子  2:25:49140 ｻｻｷ ﾅｵｺ 東京都
1834 網中　知恵子  2:27:31（株）網中昭商店141 ｱﾐﾅｶ ﾁｴｺ 千葉県
1804 山田　明来子  2:27:36毎日新聞首都圏版走る142 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｺ 東京都
1877 二森　郁枝  2:29:11143 ﾆﾓﾘ ｲｸｴ 千葉県
1963 朝倉　玲子  2:32:15144 ｱｻｸﾗ ﾚｲｺ 東京都
1948 橋場　アリソン  2:32:16日テレＪＣ145 ﾊｼﾊﾞ ｱﾘｿﾝ 東京都
1901 内田　富美子  2:33:35146 ｳﾁﾀﾞ ﾌﾐｺ 東京都
1805 野口　あづさ  2:38:33毎日新聞首都圏版走る147 ﾉｸﾞﾁ ｱﾂﾞｻ 東京都
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