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1 10493 伊勢 宏志 ｲｾ ﾋﾛｼ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 0:40:46
2 10465 篠塚 二三男 ｼﾉﾂﾞｶ ﾆｻｵ 小見川陸上クラブ 千葉県 0:41:44
3 10423 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 千葉県 0:42:03
4 10487 樽谷 剛 ﾀﾙﾀﾆ ﾂﾖｼ 横浜緑走友会 神奈川県 0:42:46
5 10424 安藤 隆 ｱﾝﾄﾞｳ 東京電力（株） 千葉県 0:44:04
6 10468 竹内 康弘 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 竹さんの口車 千葉県 0:44:08
7 10462 関 洋 ｾｷ ﾋﾛｼ 千葉県 0:44:24
8 10425 山田 賢治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉市消防局 千葉県 0:45:47
9 10473 宮内 新一 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｲﾁ 魚かん 千葉県 0:46:14

10 10469 菅谷 敏之史 ｽｶﾞﾔ ﾄｼﾌﾐ 旭中央病院 千葉県 0:46:43
11 10443 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ ちば海浜ＭＣ 千葉県 0:46:50
12 10450 佐藤 有理夫 ｻﾄｳ ﾕﾘｵ バラの会 千葉県 0:46:57
13 10467 伊豆 守彦 ｲｽﾞ ﾓﾘﾋｺ 飯岡小学校 千葉県 0:47:57
14 10442 宮内 昇一 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 0:48:07
15 10430 北﨑 環 ｷﾀｻﾞｷ ﾒｸﾞﾙ 千葉県 0:48:20
16 10431 斉藤 功司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県 0:48:26
17 10408 坪沼 光一 ﾂﾎﾞﾇﾏ ｺｳｲﾁ 茨城県 0:48:58
18 10413 安部 拓世 ｱﾝﾍﾞ ﾀｸﾖ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:49:45
19 10479 林 俊和 ﾊﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ 旭ＲＣ 千葉県 0:50:01
20 10410 相沢 弘幸 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:50:34
21 10403 飯嶋 敏夫 ｲｲｼﾞﾏ ﾄｼｵ 千葉県 0:50:53
22 10475 根本 清作 ﾈﾓﾄ ｾｲｻｸ 千葉県 0:50:59
23 10427 福澤 貞治 ﾌｸｻﾞﾜ ＪＳＳ八街 千葉県 0:51:01
24 10461 伊藤 敏雄 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 0:51:10
25 10466 安西 武夫 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｹｵ 四街道走友会 千葉県 0:51:23
26 10476 寺田 善弘 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 帝京平成大学 千葉県 0:51:31
27 10453 高橋 富男 ﾀｶﾊｼ ﾄﾐｵ ＪＳＲランニング 茨城県 0:51:36
28 10437 渡部 孝夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ ＫａｎｅＫａ 茨城県 0:52:22
29 10412 石橋 治夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｵ 千葉県 0:53:10
30 10484 宮川 知男 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｵ 千葉県 0:53:34
31 10421 菊地 久 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 佐倉走る会 千葉県 0:53:38
32 10416 髙梨 寛 ﾀｶﾅｼ ﾋﾛｼ 千葉県 0:54:31
33 10447 小川 正男 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ 千葉県 0:54:43
34 10438 池内 豊 ｲｹｳﾁ ﾕﾀｶ 二和・ＪＣ 千葉県 0:54:52
35 10474 神山 久明 ｶﾐﾔﾏ ﾋｻｱｷ 千葉県 0:55:14
36 10433 戸村 利 ﾄﾑﾗ ﾄｼ 千葉県 0:55:21
37 10477 多田 裕二 ﾀﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＴＥＡＭ－Ｔ 東京都 0:55:43
38 10448 熱田 今朝春 ｱﾂﾀ ｹｻﾊﾙ ＮＪ 千葉県 0:56:06
39 10407 清水 孝 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 千葉県 0:56:11
40 10482 阪野 哲也 ｻｶﾉ ﾃﾂﾔ 千葉県 0:56:26
41 10446 木村 誠 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 千葉県 0:56:28
42 10415 椎名 喜美男 ｼｲﾅ ｷﾐｵ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:57:37
43 10459 斎藤 和典 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 0:57:43
44 10445 菱木 賢治 ﾋｼｷ ｹﾝｼﾞ 旭中央病院 千葉県 0:57:53
45 10464 大貫 光雄 ｵｵﾇｷ ﾐﾂｵ 大貫工務店 千葉県 0:58:01
46 10490 広田 光司 ﾋﾛﾀ ｺｳｼﾞ ＴＯＫＹＯＹＭＣＡ 千葉県 0:58:02
47 10485 斎藤 勝行 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ 千葉県 0:58:09
48 10420 舘石 桂 ﾀﾃｲｼ ｶﾂﾗ 千葉県 0:58:50
49 10429 坂本 光男 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 花見川ＲＣ 千葉県 0:58:50
50 10417 石田 道雄 ｲｼﾀﾞ 茨城県 0:59:01

2017年2月5日



2017/02/07 20:32:03 2 / 2 ページ Official Timer & Result By RECS

51 10496 塩原 俊明 ｼｵﾊﾞﾗ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:00:22
52 10406 多辺田 進 ﾀﾍﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城県 1:00:46
53 10454 笹 茂 ｻｻ ｼｹﾞﾙ カワサキ ＳＣ 神奈川県 1:00:49
54 10409 實川 久永 ｼﾞﾂｶﾜ ﾋｻﾅｶﾞ 千葉県 1:02:21
55 10404 平山 清 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖｼ 旭走友会 千葉県 1:02:36
56 10411 神長 保 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀﾓﾂ 千葉県 1:02:44
57 10458 宮路 明彦 ﾐﾔｼﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 1:02:51
58 10483 百武 党平 ﾋｬｸﾀｹ ﾄｳﾍｲ 東京都 1:03:16
59 10428 菊谷 邦男 ｷｸﾔ ｸﾆｵ 千葉県 1:03:19
60 10419 岩立 仁 ｲﾜﾀﾃ ﾋﾄｼ 千葉県 1:03:19
61 10472 藤身 隆雄 ﾌｼﾞﾐ ﾀｶｵ 千葉県 1:03:26
62 10455 田口 清幸 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｺｳ 東京都 1:03:58
63 10405 渡辺 章宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県 1:04:44
64 10457 山崎 政美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾐ 千葉白浜・２隣走 千葉県 1:05:22
65 10451 設楽 良昭 ｼﾀﾗ ﾖｼｱｷ ＮＡＳ 千葉県 1:05:39
66 10494 戸田 隆司 ﾄﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 1:06:39
67 10432 田中 和夫 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:07:29
68 10456 高橋 薫 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 千葉県 1:07:31
69 10481 岡野 温實 ｵｶﾉ ﾊﾙﾁｶ ＯＫＪＣ 千葉県 1:08:41
70 10435 丸山 松夫 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾂｵ アモロン 千葉県 1:10:22
71 10489 関根 直樹 ｾｷﾈ ﾅｵｷ 埼玉県 1:11:16
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