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1 10346 座間 保成 ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ 千葉県 0:34:35
2 10289 川嶋 孝之 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ ＡＣ山武 千葉県 0:35:17
3 10368 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 0:36:24
4 10298 阿部 公一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ Ｋａｎａｙａ 千葉県 0:37:11
5 10396 平出 博男 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾋﾛｵ ランナーズ山武 千葉県 0:37:28
6 10311 齋木 進 ｻｲｷ ｽｽﾑ 当間高原Ｒ 新潟県 0:37:29
7 10238 竹内 将夫 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｵ サンコーテック（株） 千葉県 0:37:30
8 10371 石毛 寿明 ｲｼｹﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 0:37:33
9 10272 三浦 淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 川崎市陸協 神奈川県 0:37:48

10 10304 小関 浩 ｺｾｷ ﾋﾛｼ シャア専用 千葉県 0:37:52
11 10331 川端 貫太 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾝﾀ ｉｐｐｕｋｕ 茨城県 0:40:24
12 10283 長谷川 篤 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 旭二４８会 千葉県 0:40:57
13 10266 仲森 義之 ﾅｶﾓﾘ ﾖｼﾕｷ ＮＲ 千葉県 0:42:12
14 10231 野老 喜明 ﾄｺﾛ ﾖｼｱｷ タコＲ－ＲＣ 千葉県 0:42:23
15 10273 齋藤 祐介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 土気エーシー 千葉県 0:43:03
16 10281 石津 登志也 ｲｼｽﾞ ﾄｼﾔ 千葉県 0:43:20
17 10246 石田 健二 ｲｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 茨城県 0:43:33
18 10285 堀上 郁夫 ﾎﾘｶﾞﾐ ｲｸｵ 資生堂ジャパン 千葉県 0:43:53
19 10300 石川 勝蔵 ｲｼｶﾜ ｶﾂｿﾞｳ 千葉消防走友会 千葉県 0:43:57
20 10385 山崎 秀雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 0:44:00
21 10256 須田 貢 ｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 千葉県 0:44:18
22 10315 太田 励 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 千葉県 0:44:27
23 10367 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 幸はやぶさ 千葉県 0:44:45
24 10292 宗像 良 ﾑﾅｶﾀ ﾘｮｳ 埼玉県 0:45:00
25 10354 宮沢 則秋 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾉﾘｱｷ 東京都 0:45:00
26 10270 立石 久夫 ﾀﾃｲｼ ﾋｻｵ 佐倉陸友会 千葉県 0:45:27
27 10336 木内 和好 ｷｳﾁ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 0:45:28
28 10287 浪川 豊 ﾅﾐｶﾜ ﾕﾀｶ 千葉県 0:45:52
29 10252 細野 初夫 ﾎｿﾉ ﾊﾂｵ 千葉県 0:46:06
30 10228 岩﨑 良雄 ｲﾜｻｷ ﾖｼｵ 旭ＲＣ 千葉県 0:46:14
31 10319 木内 康善 ｷｳﾁ ﾔｽﾖｼ くっちい。 千葉県 0:46:16
32 10299 関谷 まさみ ｾｷﾔ ﾏｻﾐ 成田完走会 千葉県 0:47:04
33 10236 斎藤 康弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 0:47:07
34 10337 秋山 俊順 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 正立産業 茨城県 0:47:44
35 10280 千野 勝廣 ﾁﾉ ｶﾂﾋﾛ 勝美物流 千葉県 0:47:55
36 10271 小田垣 英文 ｵﾀﾞｶﾞｷ ﾋﾃﾞﾌﾐ ちばぎん 千葉県 0:48:21
37 10369 椎名 宏至 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ り・くりっく 千葉県 0:48:27
38 10341 安藤 善剛 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ 千葉県 0:48:32
39 10382 佐々木 輝彦 ｻｻｷ ﾃﾙﾋｺ 匝瑳高校 千葉県 0:48:37
40 10330 緑川 悟 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾄﾙ 鈍足クラブ 千葉県 0:48:51
41 10297 江頭 一彦 ｴｶﾞｼﾗ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 0:49:21
42 10261 大森 直孝 ｵｵﾓﾘ ﾅｵﾀｶ 茨城県 0:49:22
43 10378 古和 泰昌 ｺﾜ ﾔｽﾏｻ 東京都 0:49:33
44 10326 宮城 裕和 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 茨城県 0:49:33
45 10381 中村 信也 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ 茨城県 0:49:39
46 10269 柳川 文彦 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 0:49:58
47 10248 髙瀨 潤 ﾀｶｾ ｼﾞｭﾝ 茨城県 0:50:21
48 10209 向後 重信 ｺｳｺﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 千葉県 0:50:24
49 10380 佐藤 広義 ｻﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 新日鐵住金鹿島 茨城県 0:50:31
50 10360 矢野 貴之 ﾔﾉ ﾀｶﾕｷ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:50:36
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51 10366 藤本 好美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾐ 千葉県 0:50:45
52 10279 平野 哲夫 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 千葉県 0:51:02
53 10249 熊谷 章夫 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷｵ 茨城県 0:51:15
54 10239 橋本 真司 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:51:18
55 10277 宮永 賢成 ﾐﾔﾅｶﾞ ｹﾝｾｲ 千葉県 0:51:29
56 10260 川田 泰之 ｶﾜﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 千葉県 0:51:32
57 10221 高橋 邦雄 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 茨城県 0:51:32
58 10237 堀越 千里 ﾎﾘｺｼ ﾁｻﾄ 千葉県 0:51:33
59 10218 小林 達也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 千城酔走会 千葉県 0:51:33
60 10301 西広 則和 ﾆｼﾋﾛ ﾉﾘｶｽﾞ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:51:38
61 10275 相川 幸夫 ｱｲｶﾜ ﾕｷｵ 千葉県 0:52:30
62 10348 粟生 健太郎 ｱｵｳ ｹﾝﾀﾛｳ 京葉銀行 千葉県 0:52:46
63 10342 城之内 浩幸 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:52:49
64 10257 戸村 真之 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県 0:52:56
65 10335 大屋敷 靖 ｵｵﾔｼｷ ﾔｽｼ ■■軽い運動しない■ 千葉県 0:53:04
66 10383 上田 明英 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 千葉県 0:53:14
67 10350 宮内 幸一 ﾐﾔｳﾁ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:53:29
68 10327 加瀬 国博 ｶｾ ｸﾆﾋﾛ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 0:53:41
69 10262 楠 正臣 ｸｽﾉｷ ﾏｻﾄﾐ 東京都 0:53:52
70 10349 藤原 浩司 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 作新ＳＣ 千葉県 0:53:57
71 10296 野路 鉄也 ﾉｼﾞ ﾃﾂﾔ フジテツＡＣ 千葉県 0:53:57
72 10258 大藤 浩美 ｵｵﾄｳ ﾋﾛﾐ 千葉県 0:54:01
73 10284 日色 和成 ﾋｲﾛ ｶｽﾞﾅﾘ り・くりっく 千葉県 0:54:02
74 10333 加藤 直介 ｶﾄｳ ﾅｵｽｹ 千葉県 0:54:03
75 10293 高橋 正敏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 茨城県 0:54:06
76 10240 林 章雄 ﾊﾔｼ ｱｷｵ 東金ＰＳ 千葉県 0:54:06
77 10317 早瀬 文人 ﾊﾔｾ ﾌﾐﾋﾄ 埼玉県 0:54:10
78 10213 阿部 達 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 0:54:15
79 10247 林 哲司 ﾊﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 千葉県 0:54:17
80 10263 熊田 正興 ｸﾏﾀﾞ ﾏｻｵｷ 茨城県 0:54:17
81 10203 畑上 和孝 ﾊﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾀｶ り・くりっく 千葉県 0:54:20
82 10308 矢野 義春 ﾔﾉ ﾖｼﾊﾙ たか丸ランナーズ 千葉県 0:54:21
83 10340 岩瀬 昭彦 ｲﾜｾ ｱｷﾋｺ 鹿行魂初老競走部 千葉県 0:54:31
84 10374 宇ノ澤 光祥 ｳﾉｻﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 郡建設（株） 千葉県 0:54:31
85 10207 伊藤 勝男 ｲﾄｳ ｶﾂｵ 千葉県 0:54:35
86 10220 荒原 友和 ｱﾗﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県 0:54:37
87 10363 平尾 寛 ﾋﾗｵ ﾋﾛｼ 千葉県 0:54:45
88 10216 川和 義則 ｶﾜﾜ 千葉県 0:54:54
89 10329 石川 一成 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾅﾘ 埼玉県 0:54:57
90 10377 知屋城 直樹 ﾁﾔｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 東京都 0:54:58
91 10217 井上 龍一 ｲﾉｳｴ ﾘｭｳｲﾁ たいよう体操クラブ 千葉県 0:55:18
92 10334 世古 泰之 ｾｺ ﾔｽﾕｷ ■■軽い運動しない■ 千葉県 0:55:25
93 10390 小川 洋一 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 茨城県 0:55:30
94 10394 田上 和弘 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 0:55:39
95 10372 大橋 慎一 ｵｵﾊｼ ｼﾝｲﾁ 千葉県 0:55:44
96 10215 御簾納 浩 ﾐｽﾉ ﾋﾛｼ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 0:55:52
97 10234 菅谷 俊幸 ｽｶﾞﾔ ＡＴＧ 千葉県 0:55:53
98 10309 門井 英一 ｶﾄﾞｲ ｴｲｲﾁ 千葉県 0:55:56
99 10233 楠原 武恒 ｸｽﾊﾗ ﾀｹﾂﾈ 千葉県 0:55:59

100 10255 山本 真也 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾔ 東京都 0:56:01
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101 10227 安藤 広 ｱﾝﾄﾞｳ 東京都 0:56:12
102 10211 林 哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:56:27
103 10365 川高 久雄 ｶﾜﾀｶ ﾋｻｵ 三井化学 茨城県 0:56:28
104 10253 鈴木 孝幸 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 0:56:37
105 10295 藤川 茂 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｹﾞﾙ フジテツＡＣ 千葉県 0:56:38
106 10212 金田 康孝 ｶﾈﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 千葉県 0:56:54
107 10225 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:57:01
108 10259 林 偉明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 妄走気分！ 千葉県 0:57:11
109 10303 齋藤 信二 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ チームつる 千葉県 0:57:13
110 10344 吉田 俊郎 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾛｳ 千葉県 0:57:15
111 10355 神田 尚男 ｶﾝﾀﾞ ﾋｻｵ 千葉県 0:57:15
112 10288 細井 克彦 ﾎｿｲ ｶﾂﾋｺ 東京都 0:57:22
113 10264 根本 浩晃 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 千葉県 0:57:49
114 10314 古川 秋夫 ﾌﾙｶﾜ ｱｷｵ 千葉県 0:57:58
115 10235 加瀬 達也 ｶｾ 千葉県 0:58:21
116 10286 会野 功一郎 ｶｲﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 0:58:22
117 10243 石橋 英道 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾐﾁ 千葉県 0:58:28
118 10353 長谷川 佳久 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋｻ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:58:32
119 10391 佐藤 義人 ｻﾄｳ ﾖｼﾄ 千葉県 0:58:37
120 10268 新藤 亮 ｼﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 千葉県 0:58:39
121 10204 加瀬 一四郎 ｶｾ ｶｽﾞｼﾛｳ 千葉県 0:58:40
122 10267 笈川 哲 ｵｲｶﾜ ﾃﾂ 千葉県 0:58:44
123 10251 小橋 芳明 ｺﾊｼ ﾖｼｱｷ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:58:49
124 10222 徳元 秀年 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:59:15
125 10254 折山 治 ｵﾘﾔﾏ ｵｻﾑ 栃木県 0:59:23
126 10224 吉岡 真一 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:59:30
127 10245 横山 昌弘 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:59:39
128 10347 金子 修 ｶﾈｺ ｵｻﾑ デイリーＹ 千葉県 0:59:43
129 10358 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 0:59:45
130 10305 椎名 昭夫 ｼｲﾅ ｱｷｵ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:59:53
131 10313 岩瀬 勉 ｲﾜｾ ﾂﾄﾑ 千葉県 0:59:54
132 10302 駒田 政夫 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻｵ ｉＲＵＮｄｓ 千葉県 0:59:55
133 10265 中澤 誠 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 千葉県 1:00:11
134 10320 加地 竜士 ｶｼﾞ ﾘｭｳｼ 成田赤十字病院 千葉県 1:00:15
135 10376 向野 茂 ﾑｸﾉ ｼｹﾞﾙ 千葉県 1:00:31
136 10294 越川 光重 ｺｼｶﾜ ﾃﾙｼｹﾞ り・くりっく 千葉県 1:00:36
137 10321 田中 克浩 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ たなかん家 神奈川県 1:00:40
138 10373 奥田 弘志 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 1:00:51
139 10206 石毛 淳 ｲｼｹﾞ ｱﾂｼ 千葉県 1:01:18
140 10359 吉田 浩一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ ちばてくてく 千葉県 1:01:37
141 10375 伊東 健一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 郡建設（株） 千葉県 1:02:02
142 10282 松井 政和 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 1:02:24
143 10384 滝川 憲幸 ﾀｷｶﾜ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 1:02:26
144 10397 秋山 展孝 ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾀｶ 神奈川県 1:02:39
145 10241 元宮 勉 ﾓﾄﾐﾔ ﾂﾄﾑ 千葉県 1:02:40
146 10398 才賀 健史 ｻｲｶﾞ ﾀｹｼ 千葉県 1:02:41
147 10392 大場 郁海 ｵｵﾊﾞ ｲｸﾐ 千葉県 1:02:43
148 10343 増田 健太郎 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 1:03:04
149 10316 林 誠 ﾊﾔｼ ﾏｺﾄ 城東郵便局 東京都 1:03:10
150 10278 角田 和義 ｶｸﾀ ｶｽﾞﾖｼ ＪＩＳＨＡＲＣ 千葉県 1:03:13
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151 10223 加瀬 篤 ｶｾ ｱﾂｼ 千葉県 1:03:34
152 10307 山口 明男 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷｵ 千葉県 1:05:24
153 10370 熊澤 秀樹 ｸﾏｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ らぶちん 千葉県 1:06:01
154 10356 高梨 康夫 ﾀｶﾅｼ ﾔｽｵ 千葉県 1:06:06
155 10338 玉澤 康至 ﾀﾏｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 1:06:34
156 10323 今井 正和 ｲﾏｲ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:06:40
157 10276 田中 慎治 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ 千葉県 1:06:50
158 10274 高木 憲一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ シャア専用 千葉県 1:06:56
159 10318 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 岩瀬日大高校 茨城県 1:08:02
160 10208 石毛 新治 ｲｼｹﾞ ｼﾝｼﾞ スケゴロウ 千葉県 1:08:04
161 10229 白井 正和 ｼﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 1:08:10
162 10232 武田 英樹 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ キャビンクラブ 千葉県 1:09:14
163 10386 布川 昌宏 ﾇﾉｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:11:22
164 10219 鵜澤 朝雄 ｳｻﾞﾜ ｱｻｵ 千葉県 1:11:37
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