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1 5356 大鷲 信輔 ｵｵﾜｼ ｼﾝｽｹ 千葉県 0:17:29
2 5381 松田 正人 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 古河千葉 千葉県 0:18:10
3 5364 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ メープルカイロ 千葉県 0:18:52
4 5332 安倍 英郎 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 0:18:57
5 5373 大久保 治彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾋｺ 千葉県 0:19:00
6 5306 常世田 利男 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼｵ 千葉県 0:19:37
7 5344 八代 知久 ﾔｼﾛ ﾄﾓﾋｻ 千葉銀行 千葉県 0:19:58
8 5355 根本 正夫 ﾈﾓﾄ ﾏｻｵ 東庄町立笹川小学校 千葉県 0:20:01
9 5403 加古 陽輔 ｶｺ ﾖｳｽｹ 千葉県 0:20:04

10 5372 山本 佳宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 0:20:12
11 5402 小金澤 貴史 ｺｶﾞﾈｱﾜ ﾀｶｼ 千葉県 0:20:40
12 5380 小山 英光 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐﾂ ■■軽い運動しない■ 千葉県 0:20:49
13 5339 小川 久昭 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｱｷ 千葉県 0:21:25
14 5367 吉見 憲一 ﾖｼﾐ ｹﾝｲﾁ 童心塾 千葉県 0:23:03
15 5396 實川 良二 ｼﾞﾂｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ 朋和産業 千葉県 0:23:14
16 5399 山崎 美典 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:23:40
17 5324 加藤 義一 ｶﾄｳ ｷﾞｲﾁ 千葉県 0:23:49
18 5330 﨑山 一郎 ｻｷﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 千葉県 0:23:56
19 5337 渡邉 徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 0:24:00
20 5322 林 秀和 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉県 0:24:07
21 5370 松村 勝 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾙ 千葉県 0:24:14
22 5357 幸野 恵也 ｺｳﾉ ｹｲﾔ 千葉県 0:24:15
23 5391 伊藤 康博 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 0:24:23
24 5375 三澤 直人 ﾐｻﾜ ﾅｵﾄ ＹＥＳ 千葉県 0:24:25
25 5371 渡邊 真二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:24:27
26 5382 小野 啓一 ｵﾉ ｹｲｲﾁ 千葉県 0:24:28
27 5390 冨澤 基至 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ 千葉県 0:24:35
28 5361 荒井 友輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:24:59
29 5307 秋本 義章 ｱｷﾓﾄ ﾖｼｱｷ 千葉県 0:25:07
30 5317 北田 幸司 ｷﾀﾀﾞ ｺｳｼ 千葉県 0:25:15
31 5311 嶋津 康 ｼﾏﾂﾞ ﾔｽｼ 千葉県 0:25:20
32 5386 安嶋 俊夫 ｱｼﾞﾏ ﾄｼｵ 茂原健走会 千葉県 0:25:45
33 5379 桜沢 高央 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｵ ■■軽い運動しない■ 埼玉県 0:25:47
34 5360 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:25:48
35 5362 黒川 輝雄 ｸﾛｶﾜ ﾃﾙｵ 押元東ＪＣ 千葉県 0:26:13
36 5366 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 0:26:15
37 5350 宗海 洋一 ｿｳｶｲ ﾖｳｲﾁ 千葉県 0:26:29
38 5323 浪川 誠 ﾅﾐｶﾜ ﾏｺﾄ 千葉県 0:26:39
39 5304 平野 剛 ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ 千葉県 0:27:03
40 5325 嶋田 一美 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 旭中央病院ＪＣ 千葉県 0:27:04
41 5351 保科 豪 ﾎｼﾅ ﾂﾖｼ 立川３バガラス 東京都 0:27:19
42 5405 神谷 信儀 ｶﾐﾔ ﾉﾌﾞﾖｼ 海神小 千葉県 0:27:21
43 5340 久保田 護 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾓﾙ 神奈川県 0:27:24
44 5314 松澤 正雄 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾏｻｵ 千葉県 0:27:28
45 5320 石津 和也 ｲｼﾂﾞ ｶｽﾞﾔ 千葉県 0:27:45
46 5345 石毛 丈康 ｲｼｹﾞ ﾀｹﾔｽ 千葉県 0:28:05
47 5318 石毛 和幸 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 0:28:17
48 5313 間山 恭男 ﾏﾔﾏ ﾔｽｵ 千葉県 0:28:20
49 5331 玉井 正博 ﾀﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:28:31
50 5312 菅谷 孝樹 ｽｶﾞﾔ ｺｳｷ 千葉県 0:28:38
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51 5404 伊東 健一 ｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 光楽園 千葉県 0:28:49
52 5388 古谷 信之 ﾌﾙﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 0:28:53
53 5378 森野 智行 ﾓﾘﾉ ﾄﾓﾕｷ チーム小松 茨城県 0:29:15
54 5359 小林 宏伸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 千葉県 0:29:20
55 5397 鈴木 慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ ランナーズさんむ 千葉県 0:29:28
56 5301 神田 順二 ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県 0:29:31
57 5341 越智 教次 ｵﾁ ｷｮｳｼﾞ ＰＱランナーズ 千葉県 0:29:47
58 5333 佐藤 繁 ｻﾄｳ 千葉県 0:29:56
59 5305 浪川 浩 ﾅﾐｶﾜ ﾋﾛｼ 千葉県 0:30:13
60 5398 原田 進 ﾊﾗﾀﾞ ｽｽﾑ 茨城県 0:30:17
61 5368 松岡 彰一 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｲﾁ チームマツオカ 千葉県 0:30:17
62 5343 加瀬 良一 ｶｾ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 0:30:26
63 5342 向後 富夫 ｺｳｺﾞ ﾄﾐｵ 千葉県 0:30:34
64 5352 渡邉 宗城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈｷ 千葉県 0:30:53
65 5353 加藤 浩次 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 立川３バガラス 東京都 0:31:31
66 5315 大熊 啓之 ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:31:43
67 5328 高橋 克巳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ 千葉県 0:32:12
68 5383 菊池 裕義 ｷｸﾁ ﾋﾛﾖｼ 千葉県 0:32:13
69 5394 石毛 仁 ｲｼｹﾞ ﾋﾄｼ 多古アスリートクラブ 千葉県 0:32:42
70 5329 土屋 雅史 ﾂﾁﾔ ﾏｻｼ 千葉県 0:33:20
71 5327 佐久間 一彰 ｻｸﾏ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 0:33:30
72 5338 森村 圭介 ﾓﾘﾑﾗ ｹｲｽｹ 群馬県 0:33:33
73 5348 浦中 朗 ｳﾗﾅｶ ｱｷﾗ 千葉県 0:33:42
74 5302 花香 享則 ﾊﾅｶ ﾀｶﾉﾘ チームマツオカ 千葉県 0:33:53
75 5310 吉本 房和 ﾖｼﾓﾄ ﾌｻｶｽﾞ 聖家族園 千葉県 0:34:18
76 5401 佐々木 勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 東京都 0:34:26
77 5385 斎藤 光男 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ Ｍ－ＪＥＴｓ 千葉県 0:34:34
78 5309 林 直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 千葉県 0:34:43
79 5365 古谷 淳 ﾌﾙﾔ ｱﾂｼ 千葉県 0:35:58
80 5374 小澤 芳雄 ｵｻﾞﾜ ﾖｼｵ サンワーク 千葉県 0:37:17
81 5384 狐塚 安夫 ｺﾂﾞｶ ﾔｽｵ 新日鐵住金 千葉県 0:37:50
82 5326 長谷川 四郎 ﾊｾｶﾞﾜ 千葉県 0:38:47
83 5303 岩井 清三 ｲﾜｲ ｾｲｿﾞｳ 千葉県 0:39:56
84 5349 立花 栄一 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｴｲｲﾁ 地球一周汗走会 埼玉県 0:40:21
85 5346 高橋 征治 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 花見川陸上クラブ 千葉県 0:40:50
86 5321 橋本 浩一 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 0:41:43
87 5347 斉藤 敏雄 ｻｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 1:00:56
88 5308 高橋 晟 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 千葉県 1:07:24
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