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1 753 藤田 健 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ こすげ走友会 千葉県 1:13:05
2 692 小関 訓 ｺｾｷ ｻﾄｼ 千葉県 1:14:52
3 1045 本舘 正雄 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾏｻｵ 笹間クラブ 岩手県 1:15:54
4 637 平賀 陽之 ﾋﾗｶﾞ ｱｷﾕｷ 小野木軍団 千葉県 1:16:23
5 822 田﨑 敬祐 ﾀｻｷ ｹｲｽｹ ＣＩＡ 千葉県 1:19:26
6 906 飯田 拓也 ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾔ クラブＲ２東日本 千葉県 1:19:31
7 758 鈴木 一喜 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ メイセイ 茨城県 1:19:39
8 931 鈴木 孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ 千葉県 1:21:20
9 571 和田 一清 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷﾖ 茨城県 1:21:47

10 633 八木 克祐 ﾔｷﾞ ｶﾂﾖｼ チームあろ～は 千葉県 1:21:52
11 909 三上 正智 ﾐｶﾐ ﾏｻﾄﾓ 旭ＲＣ 千葉県 1:22:14
12 788 高根 理毅 ﾀｶﾈ ﾏｻｷ 神栖ＴＣ 茨城県 1:22:48
13 1035 大塚 昭仁 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 朝日信用金庫 千葉県 1:23:26
14 812 松本 洋治 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｳｼﾞ 神栖ＴＣ 茨城県 1:23:47
15 840 五木田 勝義 ｺﾞｷﾀ ｶﾂﾖｼ 新邦走游会 千葉県 1:26:38
16 848 加瀬 勉 ｶｾ ﾂﾄﾑ ＰＵＢ・ＡＣ 千葉県 1:26:41
17 756 石毛 武士 ｲｼｹﾞ ﾀｹｼ 旭ＲＣ 千葉県 1:27:12
18 687 齋藤 和義 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県庁 千葉県 1:27:32
19 792 渡辺 貴元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾄ 千葉県 1:27:38
20 896 田中 利孝 ﾀﾅｶ ﾄｼﾀｶ 八千代ボンズ 千葉県 1:28:03
21 529 井手 一幸 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾕｷ ＮＴＴ東日本 東京都 1:28:13
22 616 大柳 光史 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾌﾐ 千葉ブレイブ 千葉県 1:28:24
23 772 池田 偉佐雄 ｲｹﾀﾞ ｲｻｵ ランフィールド 神奈川県 1:28:53
24 670 寳代 昭光 ﾎｳﾀﾞｲ ｱｷﾐﾂ ＪＡＦＳウイングス 千葉県 1:28:59
25 504 越川 好嗣 ｺｼｶﾜ ﾖｼﾂｸﾞ ＳＡＣ 千葉県 1:29:06
26 916 堀内 征二 ﾎﾘｳﾁ ｾｲｼﾞ ＬＩＯＮＴＣ 茨城県 1:29:13
27 867 荒尾 繁 ｱﾗｵ ｼｹﾞﾙ 千葉県 1:29:30
28 579 内田 康之 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 茨城県 1:29:52
29 928 田杭 和也 ﾀｸﾞｲ ｶｽﾞﾔ 千葉県 1:30:10
30 582 水村 光 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋｶﾙ 埼玉県 1:30:39
31 751 林 隆俊 ﾊﾔｼ ﾀｶﾄｼ 新ゆり走遊会 神奈川県 1:30:47
32 638 猪野 佳男 ｲﾉ ﾖｼｵ のらくろ 千葉県 1:31:14
33 662 永易 量行 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 1:31:32
34 912 野口 昌宏 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:31:35
35 607 杉山 直樹 ｽｷﾞﾔﾏ ﾅｵｷ 東京都 1:31:44
36 819 宮内 健士 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹｼ 千葉県 1:31:45
37 958 渡辺 拓和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ＮＰＯ千葉ブレイブ 千葉県 1:31:49
38 1036 松下 裕司 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳｼﾞ チームあろ～は 茨城県 1:31:56
39 645 熊切 宜孝 ｸﾏｷﾘ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 1:31:58
40 955 石田 隆康 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾔｽ 日立化成 茨城県 1:31:58
41 962 長谷川 淳一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ アーステクニカ 千葉県 1:32:03
42 574 松本 達也 ﾏﾂﾓﾄ 東京都 1:32:06
43 1008 金久保 雄樹 ｶﾅｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ ＳＴＲＩＤＥＳ 茨城県 1:32:12
44 984 菱田 勝 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 1:32:17
45 746 川島 浩幸 ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾕｷ Ｋａｎａｙａ 千葉県 1:32:25
46 720 竹内 裕次 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｼﾞ 千葉県 1:32:25
47 765 塚本 誠 ﾂｶﾓﾄ ﾏｺﾄ 飯田水産ＲＣ 千葉県 1:32:39
48 871 猪野尾 雅之 ｲﾉｵ ﾀｶﾕｷ 市立習志野高校拳闘部 千葉県 1:32:46
49 924 徳倉 基宏 ﾄｸｸﾗ ﾓﾄﾋﾛ 千葉県 1:33:00
50 932 田中 幸宏 ﾀﾅｶ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 1:33:16
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51 552 中井 希典 ﾅｶｲ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 1:33:18
52 900 日下部 正一 ｸｻｶﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ ＦＷＥＬＬ 千葉県 1:33:24
53 849 永井 尚登 ﾅｶﾞｲ ﾅｵﾄ 東京都 1:33:42
54 648 石井 直 ｲｼｲ ﾅｵ ジョガーズ 千葉県 1:33:42
55 706 駒井 浩 ｺﾏｲ ﾋﾛｼ 北海道札幌陸協 北海道 1:33:59
56 671 廣瀬 晃一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:34:25
57 600 野平 純義 ﾉﾋﾗ ｽﾐﾖｼ 九十九里ホーム山田 千葉県 1:34:34
58 1028 小久保 学 ｺｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ 木更津高専Ｔ＆ＦＯＢ 千葉県 1:34:37
59 913 中田 竜二 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 1:34:37
60 639 石毛 光裕 ｲｼｹﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:35:23
61 1003 山本 勲 ﾔﾏﾓﾄ ｲｻｵ 千葉県 1:35:24
62 805 今 勝章 ｺﾝ ｶﾂｱｷ 千葉県 1:35:36
63 703 沖野 直毅 ｵｷﾉ ﾅｵｷ ＡＧＣエンジ 千葉県 1:35:56
64 834 村山 靖志 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼ 神奈川県 1:36:05
65 731 岩瀬 治 ｲﾜｾ ｵｻﾑ 竹さんの口車 千葉県 1:36:17
66 641 宗像 伸彦 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県 1:36:35
67 737 水野 雅史 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ 千葉県 1:36:41
68 870 三浦 博隆 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾀｶ ちはら台走友会 千葉県 1:36:44
69 811 中野 和彦 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋｺ 旭中央病院 東京都 1:36:53
70 997 小川 伸一 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 栃木県 1:36:55
71 743 魚見 晃一 ｳｵﾐ ｺｳｲﾁ 土気ＡＣ 千葉県 1:36:59
72 521 宮本 健寿 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞｭ 千葉県 1:37:06
73 903 野口 幸啓 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:37:16
74 580 宮川 智之 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ ｅ宿 東京都 1:37:50
75 513 平野 幸信 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 千葉県 1:38:07
76 538 片岡 良和 ｶﾀｵｶ ﾖｼｶｽﾞ 千葉緑郵便局 千葉県 1:38:13
77 777 鈴木 義広 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ たまらんくらぶ 茨城県 1:38:17
78 968 志村 昌範 ｼﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 1:38:25
79 847 田谷 好克 ﾀﾔ ﾖｼﾐ 坂田戦隊走ルンジャー 千葉県 1:38:29
80 610 佐藤 暢 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ ｍｃｃ 茨城県 1:38:34
81 681 玉本 洋 ﾀﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 群馬県 1:38:38
82 1018 日高 賢二 ﾋﾀﾞｶ ｹﾝｼﾞ 山九ＲＣ 茨城県 1:38:51
83 570 鈴木 寿 ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ おおくすの郷 千葉県 1:39:05
84 949 石毛 和也 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾔ 茨城県 1:39:09
85 888 堀尾 慶彦 ﾎﾘｵ ﾖｼﾋｺ 石中一期ＹＰ 千葉県 1:39:15
86 1011 左川 倫乙 ｻｶﾞﾜ ﾄﾓﾂｸﾞ 埼玉県 1:39:22
87 920 三浦 雅之 ﾐｳﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:39:30
88 814 高橋 栄寿 ﾀｶﾊｼ ｴｲｼﾞ 千葉県 1:39:40
89 1040 稲垣 明弘 ｲﾅｶﾞｷ ｱｷﾋﾛ 千葉県 1:39:49
90 914 藤崎 敏也 ﾌｼﾞｻｷ ﾄｼﾔ 千葉県 1:39:54
91 876 中臺 格之 ﾅｶﾀﾞｲ ﾉﾘﾕｷ 成東高校山岳部」 千葉県 1:39:59
92 707 前田 満男 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾁｵ 大輔航平武尊 千葉県 1:40:00
93 755 戸谷 太彦 ﾄﾀﾆ ﾀﾋｺ 東京都 1:40:06
94 820 五十嵐 俊次 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 1:40:21
95 1010 宮城 博昭 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:40:26
96 605 河上 尚士 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾋﾄ ハシビロコウ 千葉県 1:40:34
97 852 吉本 宏巳 ﾖｼﾓﾄ ﾋﾛﾐ 千葉県 1:40:40
98 727 篠塚 直樹 ｼﾉﾂｶ ﾅｵｷ 茨城県 1:40:42
99 653 荒井 英明 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ ホノノリＲＣ 千葉県 1:40:43

100 634 佐久間 誠一 ｻｸﾏ ｾｲｲﾁ 千葉県 1:40:45
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101 943 鈴木 孝紀 ｽｽﾞｷ ﾀｶｷ ２７８うんならがすど 千葉県 1:40:49
102 804 矢嶋 裕之 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ■■軽い運動しない■ 千葉県 1:40:51
103 762 小田切 守 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏﾓﾙ たまらんくらぶ 茨城県 1:41:00
104 640 篠田 英次 ｼﾉﾀﾞ ｴｲｼﾞ 千葉県 1:41:00
105 522 阿部 武敏 ｱﾍﾞ ﾀｹﾄｼ 千葉県 1:41:08
106 547 井上 晃彦 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾋｺ 走友会 東京都 1:41:13
107 1027 宮負 亨 ﾐﾔｵｲ ﾄｵﾙ 旭市役所 千葉県 1:41:18
108 1037 斉藤 隆一 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 1:41:22
109 721 田中嶋 克行 ﾀﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ 茨城県 1:41:30
110 908 黄野 克英 ｵｳﾉ ｶﾂﾋﾃﾞ ゆいま～る 千葉県 1:41:31
111 614 菅 政則 ｽｶﾞ ﾏｻﾉﾘ シーケム鹿島 茨城県 1:41:35
112 1229 高木 正宏 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:41:45
113 557 小川 明孝 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾖｼ 美しが丘西ＡＣ 神奈川県 1:41:55
114 704 渕上 昭男 ﾌﾁｶﾞﾐ ｱｷｵ 宇宙選抜 千葉県 1:41:59
115 794 今村 元己 ｲﾏﾑﾗ ﾓﾄｷ 千葉県 1:42:02
116 1009 山本 行彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋｺ 美浜クラブ 千葉県 1:42:02
117 902 五十嵐 琢司 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸｼﾞ Ｍ－ＪＥＴｓ 千葉県 1:42:11
118 555 岩本 三津則 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 千葉県 1:42:20
119 942 篠原 浩 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｼ 東京都 1:42:22
120 927 大澤 克之 ｵｵｻﾜ ｶﾂﾕｷ 石岡ＴＲＣ 茨城県 1:42:31
121 675 名雪 昌志 ﾅﾕｷ ﾏｻｼ ｉＲＵＮｓ 東京都 1:43:07
122 865 尾高 史朗 ｵﾀﾞｶ ｼﾛｳ ＣＤ 茨城県 1:43:15
123 558 橋本 浩 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 1:43:25
124 554 加瀬 孝之 ｶｾ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:43:31
125 922 岡野 康宏 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 1:43:42
126 769 倉持 宏 ｸﾗﾓﾁ ﾋﾛｼ 千葉県 1:44:03
127 532 梅原 利夫 ｳﾒﾊﾗ ﾄｼｵ 東総復興 千葉県 1:44:03
128 602 金沢 良和 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 1:44:23
129 815 佐々木 政幸 ｻｻｷ ﾏｻﾕｷ 千葉県 1:44:27
130 672 林 安司 ﾊﾔｼ ﾔｽｼﾞ 千葉県 1:44:33
131 518 渡辺 剛玄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾞｳｹﾞﾝ 千葉県 1:44:34
132 1014 宗像 丈晴 ﾑﾅｶﾀ ﾀｹﾊﾙ 篠原組 兵庫県 1:44:46
133 514 伊東 博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 鹿嶋の旅人 茨城県 1:44:47
134 864 吉井 健一郎 ﾖｼｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 1:44:51
135 534 輿水 護 ｺｼﾐｽﾞ ﾏﾓﾙ 千葉県 1:44:51
136 524 菅谷 勝人 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾄ チーム本城 千葉県 1:45:04
137 568 夏見 学 ﾅﾂﾐ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 1:45:07
138 520 小林 正宏 ｺﾊﾞﾔｼ 千葉県 1:45:10
139 667 利根川 真人 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 1:45:13
140 661 加瀬 徹 ｶｾ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:45:17
141 991 宮川 建吉 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｷﾁ 茨城県 1:45:18
142 528 網中 宏行 ｱﾐﾅｶ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:45:19
143 525 向後 英彦 ｺｳｺﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ ＡＲＣ 千葉県 1:45:20
144 578 岩澤 孝昌 ｲﾜｻﾜ 千葉県 1:45:33
145 562 川俣 茂 ｶﾜﾏﾀ ｼｹﾞﾙ 水産工学研究所 千葉県 1:45:35
146 776 田汲 聡 ﾀｸﾐ ｻﾄｼ 千葉県 1:45:40
147 644 伊藤 明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 1:45:52
148 688 清水 嘉宏 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ ＱＦ龍ヶ崎 茨城県 1:45:54
149 835 西村 尚雄 ﾆｼﾑﾗ ﾋｻｵ チームなおたん 埼玉県 1:45:55
150 695 山崎 孝秀 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 山崎防災設備 千葉県 1:45:58
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151 539 宇梶 和雄 ｳｶｼﾞ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:46:10
152 890 手島 欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ チームみんみん 東京都 1:46:23
153 993 宍戸 丈浩 ｼｼﾄﾞ ﾀｹﾋﾛ ボルケッタ 千葉県 1:46:28
154 509 小山田 雅弘 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:46:36
155 619 井上 輝 ｲﾉｳｴ ｱｷﾗ Ｒ．Ｌ．Ｕ親父の会 茨城県 1:46:38
156 693 北川 修一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:46:44
157 972 豊田 直 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 1:46:46
158 936 吉井 公司 ﾖｼｲ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:46:52
159 549 村杉 隆朗 ﾑﾗｽｷﾞ ﾀｶｵ 茨城県 1:46:57
160 760 度会 勝利 ﾜﾀﾗｲ ｶﾂﾄｼ 千葉県 1:46:58
161 934 鎌形 啓介 ｶﾏｶﾞﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:47:00
162 901 田村 裕一 ﾀﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 東京都 1:47:12
163 656 中村 泰行 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 旭市社会福祉協議会 千葉県 1:47:12
164 668 吉田 照司 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｼﾞ チームしらはま 千葉県 1:47:15
165 763 福田 正志 ﾌｸﾀ ﾏｻｼ ＭＩＮＯＲＩ 京都府 1:47:18
166 790 高村 芳樹 ﾀｶﾑﾗ ﾖｼｷ 茨城県 1:47:26
167 502 平野 英雄 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ ウレシイ信金 千葉県 1:47:31
168 621 三瓶 学 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 1:47:31
169 918 田中 紀夫 ﾀﾅｶ ﾉﾘｵ 千葉県 1:47:35
170 678 大木 成晃 ｵｵｷ ﾏｻｱｷ ぱト走人 千葉県 1:47:36
171 1048 栗栖 孝夫 ｸﾘｽ ﾀｶｵ 弁天クラブ 千葉県 1:47:38
172 782 谷口 政彦 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 1:47:40
173 585 宮内 勝雄 ﾐﾔｳﾁ ｶﾂｵ 銚子陸協 千葉県 1:47:44
174 970 山本 善司 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾞﾝｼﾞ 茨城県 1:47:58
175 674 宮本 政士 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｼﾞ 船橋郵便局 千葉県 1:48:03
176 862 名雪 正弘 ﾅﾕｷ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:48:06
177 996 山﨑 弘樹 ﾔﾏｻｷ ﾋﾛｷ ルネ浦和 埼玉県 1:48:18
178 666 中嶋 智昭 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ セントラル高崎 群馬県 1:48:20
179 593 石井 富弘 ｲｼｲ ﾄﾐﾋﾛ 千葉県 1:48:31
180 1042 萩原 章太郎 ﾊｷﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都 1:48:33
181 1026 品村 浩一 ｼﾅﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 旭ＲＣ 千葉県 1:48:45
182 567 緑川 茂 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｹﾞﾙ 千葉南警察署 千葉県 1:48:45
183 702 国見 徳幸 ｸﾆﾐ ﾉﾘﾕｷ ＨＮＤＲＣ 千葉県 1:48:49
184 789 加藤 利訓 ｶﾄｳ ﾄｼﾉﾘ 千葉県 1:48:58
185 676 宮川 信勇 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 1:48:59
186 808 清水 一史 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ チーム・デコレ 兵庫県 1:49:02
187 923 矢野 幸彦 ﾔﾉ ﾕｷﾋｺ 東レン 千葉県 1:49:03
188 959 五十嵐 昌英 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾋﾃﾞ 千葉県 1:49:05
189 729 岡本 豊 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ ナゼロソ 青森県 1:49:10
190 889 大坂 淳二 ｵｵｻｶ ｼﾞｭﾝｼﾞ ＴＰＴ広野 千葉県 1:49:17
191 898 和泉 哲生 ｲｽﾞﾐ ﾃﾂｵ 千葉県 1:49:24
192 856 伊藤 伸悟 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 千葉県 1:49:28
193 626 井上 洋 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 千葉県 1:49:34
194 921 板倉 健介 ｲﾀｸﾗ ｹﾝｽｹ 茨城県 1:49:43
195 961 羽山 真 ﾊﾔﾏ ｼﾝ ＬＩＯＮ ＴＣ 茨城県 1:49:43
196 976 布施 昌邦 ﾌｾ ﾏｻｸﾆ 千葉県 1:49:53
197 611 飯塚 周一 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:49:57
198 963 藤三田 頼雅 ﾌｼﾞｻﾝﾀﾞ ﾗｲｶﾞ 獣神 千葉県 1:49:58
199 559 須藤 勉 ｽﾄﾞｳ 須藤薬局 千葉県 1:50:01
200 613 名雪 義一 ﾅﾕｷ ﾖｼｶｽﾞ 神栖社協 茨城県 1:50:06
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201 950 横地 健 ﾖｺﾁ ﾀｹｼ 千葉県 1:50:13
202 689 鈴木 立彦 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋｺ 成田赤十字病院 千葉県 1:50:14
203 606 小沼 賢次 ｵﾇﾏ ｹﾝｼﾞ ＪＳＲ☆安藤塾 茨城県 1:50:14
204 830 柴木 雄一 ｼﾊﾞｷ ﾕｳｲﾁ 千葉県 1:50:16
205 512 大野 哲雄 ｵｵﾉ 千葉県 1:50:33
206 799 川野 浩康 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 1:50:35
207 1041 出町 光弘 ﾃﾞﾏﾁ ﾐﾂﾋﾛ 樂走 千葉県 1:50:38
208 966 江口 剛彦 ｴｸﾞﾁ ﾀｹﾋｺ みはまスポーツ 千葉県 1:50:42
209 722 平野 太志 ﾋﾗﾉ ﾌﾄｼ 千葉県 1:50:43
210 589 戸塚 明 ﾄﾂﾞｶ ｱｷﾗ 千葉県 1:50:51
211 752 高橋 正之 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:50:56
212 1019 坂下 崇雄 ｻｶｼﾀ ﾀｶｵ 千葉県 1:50:56
213 577 蓮見 幸男 ﾊｽﾐ ﾕｷｵ 東京都 1:50:57
214 781 徳田 豪 ﾄｸﾀﾞ ｺﾞｳ チームアイランズ 茨城県 1:50:58
215 910 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:51:23
216 779 渡辺 敏弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ ＫＴＺ 千葉県 1:51:43
217 618 萩原 正志 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ Ｒ．Ｌ．Ｕ親父の会 埼玉県 1:51:45
218 887 望月 一 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 東京都 1:52:07
219 1029 石澤 孝志 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 1:52:11
220 655 柴野 陽一 ｼﾊﾞﾉ ﾖｳｲﾁ リコージャパン 千葉県 1:52:17
221 798 関谷 泰一 ｾｷﾔ ﾀｲｲﾁ 千葉県 1:52:19
222 935 葛原 亨 ｶﾂﾗﾊﾗ ﾄｵﾙ 茨城県 1:52:35
223 536 島田 光広 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:52:40
224 1000 松尾 知成 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾅﾘ 茨城県 1:52:48
225 858 市原 敬 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶｼ 千葉県 1:52:48
226 829 篠塚 賢治 ｼﾉﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ 新興自動車 千葉県 1:52:51
227 684 五十嵐 勝志 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂｼ 茨城県 1:53:04
228 628 深谷 隆志 ﾌｶﾔ ﾀｶｼ 千葉県 1:53:06
229 877 篠塚 昌 ｼﾉﾂｶ ｱｷﾗ ＣＲＧ 千葉県 1:53:24
230 649 浜城 和彦 ﾊﾏｷ ｶｽﾞﾋｺ 蓮見ＲＣ 千葉県 1:53:27
231 546 田邉 仁幸 ﾀﾅﾍﾞ 千葉県 1:53:30
232 553 山口 伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 茨城県 1:53:35
233 945 礒野 正一 ｲｿﾉ ｼｮｳｲﾁ 日立化成 鹿 茨城県 1:53:37
234 825 保立 幸男 ﾎﾀﾃ ﾕｷｵ ＭＥＣＴ 茨城県 1:53:40
235 718 高島 一人 ﾀｶｼﾏ ｶｽﾞﾋﾄ アミーゴ 茨城県 1:53:41
236 784 阿部 二三夫 ｱﾍﾞ ﾌﾐｵ 千葉県 1:53:45
237 669 布野 重巳 ﾌﾉ ｼｹﾞﾐ 千葉県 1:53:47
238 884 八角 貴志 ﾊｯｶｸ ﾀｶｼ 千葉県 1:53:48
239 1033 熊谷 吉雄 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｵ 千葉県 1:53:50
240 647 三村 彰 ﾐﾑﾗ ｱｷﾗ 神奈川県 1:53:54
241 741 安藤 知行 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ ホワイトキャップス 東京都 1:53:55
242 855 大森 紀明 ｵｵﾓﾘ ﾉﾘｱｷ ５分の２Ｒ 千葉県 1:54:02
243 833 荒岡 康夫 ｱﾗｵｶ ﾔｽｵ 千葉明治牛乳（株） 千葉県 1:54:06
244 601 水谷 友哉 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾄﾓﾔ 君和田昭一事務所 茨城県 1:54:09
245 742 三次 利明 ﾐﾂｷﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:54:13
246 839 松本 一毅 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ ＮＯＲＩＮＯ 東京都 1:54:19
247 874 池本 勝芳 ｲｹﾓﾄ ｶﾂﾖｼ チームルコベニ 千葉県 1:54:27
248 543 鈴木 和彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:54:32
249 723 加藤 靖士 ｶﾄｳ ﾔｽｼ ビザ・ワールドワイド 埼玉県 1:54:36
250 952 石毛 俊明 ｲｼｹﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:54:43
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251 537 隅田 和彦 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 大船津消防団楽遊会ＯＢ 茨城県 1:54:48
252 875 間中 浩司 ﾏﾅｶ ﾋﾛｼ 千葉県 1:54:51
253 624 鞠子 淳 ﾏﾘｺ ｱﾂｼ カワサキスイミング 神奈川県 1:54:59
254 575 常世田 敏彦 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 滝郷小学校 千葉県 1:55:00
255 617 藤江 伸次 ﾌｼﾞｴ ｼﾝｼﾞ 千葉県 1:55:07
256 581 田端 悟 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 茨城県 1:55:16
257 595 岡本 清孝 ｵｶﾓﾄ ｷﾖﾀｶ 千葉県 1:55:17
258 551 矢羽 久夫 ﾔﾊﾞ ﾋｻｵ 遠山中学校職員 千葉県 1:55:25
259 506 松本 貴之 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 松本石油 千葉県 1:55:33
260 635 高橋 正幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ ＦＣぱるぱる 千葉県 1:55:37
261 951 西海 清 ﾆｼｳﾐ ｷﾖｼ 富里６９部 千葉県 1:55:40
262 697 海津 年孝 ｶｲﾂ ﾄｼﾀｶ 茨城県 1:55:44
263 861 篠塚 三樹雄 ｼﾉﾂｶ ﾐｷｵ ＴＥＡＭＫＰＰ 東京都 1:55:44
264 985 阿部 雅一 ｱﾍﾞ ﾏｻｲﾁ 千葉県 1:55:55
265 853 今泉 慎太郎 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 1:55:56
266 732 田杭 正充 ﾀｸﾞｲ ﾏｻﾐﾂ 埼玉県 1:56:06
267 930 鈴木 政和 ｽｽﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 1:56:15
268 905 秋葉 克美 ｱｷﾊﾞ ｶﾂﾐ 千葉県 1:56:20
269 677 池田 克巳 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 杏友会 千葉県 1:56:21
270 716 近藤 直大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾋﾛ 千葉県 1:56:24
271 821 太田 和広 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:56:25
272 516 中嶋 芳洋 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:56:25
273 622 田村 武史 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 千葉県 1:56:32
274 969 鶴岡 塁 ﾂﾙｵｶ ﾙｲ 千葉県 1:56:40
275 736 藤原 法生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ 東京都 1:56:41
276 946 渡邉 淳司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉地検競走部 千葉県 1:56:47
277 999 鵜澤 理生 ｳｻﾞﾜ ﾘｵ ＬＩＸＩＬ 千葉県 1:56:54
278 948 木村 陽一郎 ｷﾑﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 出光ランナーズ 千葉県 1:56:56
279 836 秋本 栄一 ｱｷﾓﾄ ｴｲｲﾁ 一休さん 千葉県 1:57:02
280 980 佃 孝至 ﾂｸﾀﾞ ﾀｶｼ 鹿島小学校 茨城県 1:57:09
281 573 高橋 伸治 ﾀｶﾊｼ 東京都 1:57:19
282 818 鵜澤 勝義 ｳｻﾞﾜ ｶﾂﾖｼ こむぎ倶楽部 千葉県 1:57:34
283 715 佐藤 昭生 ｻﾄｳ ｱｷｵ 千葉県 1:57:44
284 510 吉井 稔 ﾖｼｲ ﾐﾉﾙ 千葉県 1:58:07
285 787 中村 明博 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ かんぽの宿旭 千葉県 1:58:21
286 880 太田 幸博 ｵｵﾀ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 1:58:30
287 1012 森田 信義 ﾓﾘﾀ ﾉﾌﾞﾖｼ かとり農協 千葉県 1:58:35
288 759 堀口 克実 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 関東天然瓦斯開発 千葉県 1:58:35
289 1022 鈴木 一朗 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｱｷ 帝京平成ＳＡ 千葉県 1:58:41
290 895 加瀬 英之 ｶｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 銚子商工 千葉県 1:58:53
291 1013 小作 喜一郎 ｺｻｸ ｷｲﾁﾛｳ 千葉県 1:58:55
292 954 樋口 政行 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ アルファＲＣ 千葉県 1:58:57
293 1025 日向 一晴 ﾋﾑｶｲ ｶｽﾞﾊﾙ チームあろ～は 千葉県 1:59:07
294 806 与口 直人 ﾖｸﾞﾁ ﾅｵﾄ ＫＭＣ 千葉県 1:59:08
295 685 礒貝 俊男 ｲｿｶﾞｲ ﾄｼｵ 千葉県 1:59:24
296 846 鈴木 貴裕 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:59:30
297 878 大森 正 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 1:59:31
298 803 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県 1:59:49
299 831 林 毅 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県 2:00:14
300 643 平田 哲朗 ﾋﾗﾀ ﾃﾂﾛｳ 千葉県 2:00:16
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301 623 加曾利 賢一 ｶｿﾘ ｹﾝｲﾁ 市原ルーキーズ 千葉県 2:00:19
302 771 大野 洋次郎 ｵｵﾉ ﾖｳｼﾞﾛｳ チーム柿の種 千葉県 2:00:21
303 940 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 2:00:23
304 686 寺沢 悟 ﾃﾗｻﾜ ｻﾄﾙ 千葉県 2:00:33
305 1023 中田 圭介 ﾅｶﾀﾞ ｹｲｽｹ 東京都 2:00:35
306 631 小笹 真樹 ｺｻﾞｻ ｼﾝｼﾞｭ 新日本ブラスＡＣ 千葉県 2:00:35
307 797 鹿島 聡一郎 ｶｼﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ みずほ 千葉県 2:00:37
308 785 加藤 厚志 ｶﾄｳ ｱﾂｼ リスペクト仙台 宮城県 2:00:40
309 725 今野 弘樹 ｺﾝﾉ ﾋﾛｷ れんけつ倶楽部 千葉県 2:01:24
310 939 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 2:01:39
311 696 長谷川 徹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 千葉県 2:01:58
312 700 石井 慎一 ｲｼｲ ｼﾝｲﾁ 千葉県 2:02:06
313 917 隠岐 徹 ｵｷ ﾄｵﾙ 茨城県 2:02:08
314 838 久保田 伸一 ｸﾎﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 餃子クラブ 茨城県 2:02:23
315 1021 佐々木 昌茂 ｻｻｷ ﾏｻｼｹﾞ 東京都 2:02:27
316 842 糸原 利明 ｲﾄﾊﾗ ﾄｼｱｷ 千葉県 2:02:31
317 739 宮嶋 典夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾘｵ 小見川毎日 千葉県 2:02:31
318 774 嶋田 一洋 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ナス物産 千葉県 2:02:43
319 604 島田 隆 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 睦橋左岸 東京都 2:02:48
320 515 油井 良之 ﾕｲ ﾖｼﾕｷ 千葉県 2:02:51
321 979 桑沢 友和 ｸﾜｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 埼玉県 2:03:06
322 1044 武内 政広 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:03:14
323 869 野田 利文 ﾉﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ セイワ 千葉県 2:03:14
324 978 勝倉 剛 ｶﾂｸﾗ ﾂﾖｼ 千葉県 2:03:26
325 572 加瀬 政弘 ｶｾ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:03:41
326 665 田辺 裕通 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 2:03:50
327 501 多田 秀和 ﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉県 2:04:02
328 925 三上 義昭 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ 千葉鉄人 千葉県 2:04:18
329 886 菅 昭彦 ｽｶﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 2:04:42
330 596 増村 弘貴 ﾏｽﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 大網白里市下水道課 千葉県 2:04:59
331 588 君島 俊行 ｷﾐｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ ＪＣキミジマ 千葉県 2:05:33
332 620 菊池 俊 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 千葉県 2:05:47
333 859 影山 友一 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県 2:05:48
334 726 高楠 康浩 ﾀｶｸｽ ﾔｽﾋﾛ ＳＧＲＣ 茨城県 2:06:00
335 992 須合 勝弘 ｽｺﾞｳ ｶﾂﾋﾛ 千葉県 2:06:03
336 749 寺嶋 一成 ﾃﾗｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県 2:06:27
337 533 髙木 章 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾗ アサヒ４８会 千葉県 2:06:52
338 899 氏原 浩文 ｳｼﾞﾊﾗ ﾋﾛﾌﾞﾐ 氏原歯科医院 千葉県 2:06:53
339 735 吉田 岳志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 2:06:56
340 586 松永 敬一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｲﾁ 千葉県 2:06:58
341 733 平野 伸英 ﾋﾗﾉ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 千葉県 2:07:00
342 1038 杉内 伸生 ｽｷﾞｳﾁ ﾉﾌﾞｵ ごんたＲＣ 東京都 2:07:07
343 1005 岡田 康則 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 2:07:11
344 632 玉井 克則 ﾀﾏｲ ｶﾂﾉﾘ 茨城県 2:07:34
345 584 宇津木 文雄 ｳﾂｷﾞ ﾌﾐｵ 九十九里ホーム 千葉県 2:07:40
346 1039 川名 康之 ｶﾜﾅ ﾔｽﾕｷ 弾Ｒｕｎ部ＲＴ 千葉県 2:07:44
347 891 酒井 健 ｻｶｲ ﾀｹｼ 千葉県 2:08:05
348 802 加藤 堅次 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:08:10
349 770 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 東京都 2:08:11
350 583 冨山 由浩 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 2:08:13
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351 1047 齋藤 敏浩 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 千葉県 2:08:24
352 800 桑原 信泰 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ カネカ陸上部 兵庫県 2:08:39
353 673 加藤 克彦 ｶﾄｳ ｶﾂﾋｺ モンチッチＲＣ 千葉県 2:08:39
354 892 桑原 健一郎 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 2:08:42
355 1015 高橋 康二 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼﾞ 匝瑳市役所 千葉県 2:08:44
356 590 山中 啓一郎 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 千葉県 2:08:48
357 523 越川 晴行 ｺｼｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 銚子信用金庫 千葉県 2:09:00
358 503 石井 輝男 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 旭アグリ 千葉県 2:09:03
359 730 安川 秀穂 ﾔｽｶﾜ ﾋﾃﾞﾎ 千葉弁 千葉県 2:09:20
360 527 平野 友規 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 2:09:27
361 591 井手 忠義 ｲﾃﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 千葉県 2:09:32
362 654 横山 正臣 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵﾐ 千葉県 2:09:50
363 738 長谷川 和則 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:10:03
364 598 滝沢 一樹 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 千葉県 2:10:31
365 680 神原 和貴 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉県 2:10:49
366 1001 森 俊和 ﾓﾘ ﾄｼｶｽﾞ ＳＳＲＴ 千葉県 2:10:52
367 944 岡 靖正 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 銚子信用金庫 千葉県 2:11:35
368 740 大林 太郎 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾀﾛｳ 東京都 2:11:35
369 694 北谷 博士 ｷﾀﾔ ﾋﾛｼ 千葉県 2:11:48
370 658 市原 一史 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 千葉県 2:11:50
371 690 石井 明 ｲｼｲ ｱｷﾗ 石岡ＴＲＣ 茨城県 2:11:50
372 977 林 孝至 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 2:11:50
373 879 田邊 英雄 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 2:11:56
374 764 子安 喜仁 ｺﾔｽ ﾖｼﾋﾄ 千葉県 2:11:58
375 964 金坂 政行 ｶﾈｻｶ ﾏｻﾕｷ 千葉県 2:12:07
376 705 上原 良文 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ ３．１１をわすれない 東京都 2:12:10
377 646 平津 正和 ﾋﾗﾂ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 2:12:11
378 757 小野寺 秀志 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｼ ウイング 千葉県 2:12:15
379 717 神田 良平 ｶﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 2:12:15
380 810 篠田 昌希 ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｷ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:12:16
381 511 髙塚 真 ﾀｶﾂｶ 千葉県 2:12:28
382 915 松島 健 ﾏﾂｼﾏ ﾀｹｼ 茨城県 2:12:33
383 817 笠貫 幹雄 ｶｻﾇｷ ﾐｷｵ 茨城県 2:12:37
384 1034 林 武夫 ﾊﾔｼ ﾀｹｵ チームＨ 茨城県 2:12:38
385 965 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ ＧＯＮＺ 茨城県 2:12:58
386 526 伊藤 宏樹 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ＴＤＦ－ＲＣ 千葉県 2:13:32
387 1024 松井 勉 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ 茨城県 2:13:44
388 663 布施 光浩 ﾌｾ ﾐﾂﾋﾛ チームあろ～は 千葉県 2:13:45
389 664 高木 健一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ 未来りーな 千葉県 2:14:19
390 1030 菅野 義仁 ｽｶﾞﾉ ﾖｼﾋﾄ 茨城県 2:14:20
391 615 岩佐 雅史 ｲﾜｻ ﾏｻﾌﾐ Ｎｅｓｔｌｅ 茨城県 2:14:25
392 698 溜渕 早人 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 茨城県 2:14:37
393 599 渡邉 勝利 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾄｼ 埼玉県 2:14:40
394 957 佐々木 隆行 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 茨城県 2:14:58
395 767 鈴木 輝夫 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｵ 千葉県 2:15:03
396 517 横澤 光純 ﾖｺｻﾞﾜ ﾋﾖｼ 千葉県 2:15:04
397 826 南 紀向 ﾐﾅﾐ ﾀﾀﾞﾋｻ 銚薬 千葉県 2:15:14
398 542 田村 浩 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 茨城県 2:15:18
399 987 高橋 牧夫 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｵ らんなるず 千葉県 2:15:18
400 754 尾澤 正人 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 2:15:30
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401 801 越川 雅明 ｺｼｶﾜ ﾏｻｱｷ 日本テニス協会 千葉県 2:15:35
402 747 渡辺 秀康 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾔｽ 千葉県 2:15:36
403 660 須之内 紀夫 ｽﾉｳﾁ ﾉﾘｵ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:16:01
404 699 鈴木 挙直 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ 千葉製粉ＲＣ 千葉県 2:16:15
405 780 瀬川 友和 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ ＫＴＺ 茨城県 2:16:27
406 576 伊東 伸明 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉県 2:16:49
407 761 飯塚 隆志 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｶｼ 千葉県 2:17:06
408 807 今泉 潔 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｷﾖｼ チーム・デコレ 千葉県 2:17:22
409 873 渡邉 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 2:17:25
410 894 新行内 徹 ｼﾝｷﾞｮｳﾁ ﾄｵﾙ 東京都 2:17:56
411 863 吉永 真二 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 反撃の庶民 千葉県 2:17:58
412 793 金子 徳靖 ｶﾈｺ ﾉﾘﾔｽ メグパパ 千葉県 2:18:26
413 587 森本 澄夫 ﾓﾘﾓﾄ ｽﾐｵ 神奈川県 2:19:29
414 1020 石川 渉 ｲｼｶﾜ ﾜﾀﾙ ＣＨＩＢＡ Ｒ．ｍ 千葉県 2:19:32
415 926 篠塚 光敬 ｼﾉﾂﾞｶ ﾐﾂﾀｶ スズケン 千葉県 2:19:51
416 919 伊藤 真典 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 2:20:01
417 711 川西 庄一郎 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:21:36
418 713 高橋 悟 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 千葉県 2:21:58
419 773 鈴木 邦知 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾉﾘ 千葉県 2:23:00
420 828 菅谷 仁彦 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾋｺ 千葉県 2:23:26
421 750 森 勇雄 ﾓﾘ ｲｻｵ 神奈川県 2:23:49
422 775 小田原 靖仁 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾄ 千葉県 2:24:18
423 988 藤代 晴康 ﾌｼﾞｼﾛ ﾊﾙﾔｽ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:24:37
424 989 渡辺 弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:24:38
425 929 本間 康夫 ﾎﾝﾏ ﾔｽｵ キュービタス 東京都 2:24:44
426 974 植木 俊勝 ｳｴｷ ﾄｼｶﾂ 茨城県 2:25:04
427 938 蟻川 昌明 ｱﾘｶﾜ ﾏｻｱｷ 千葉県 2:25:17
428 956 安藤 和之 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 2:25:31
429 995 小松 努 ｺﾏﾂ ﾂﾄﾑ 千葉県 2:26:54
430 882 田村 孝二 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ チーム小松 千葉県 2:26:55
431 636 竹谷 俊孝 ﾀｹﾀﾆ ﾄｼﾀｶ 東京都 2:27:37
432 540 中村 秀一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 2:27:49
433 897 笠上 昌洋 ｶｻｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 銚子信用金庫 千葉県 2:28:12
434 850 小川 智充 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾐﾂ 千葉県 2:28:22
435 893 鈴木 丈二 ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 秋田精工 神奈川県 2:28:28
436 975 鈴木 修一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ みんなで走るのかい？ 千葉県 2:30:35
437 1006 柴田 義道 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾐﾁ 千葉県 2:33:30
438 809 ウォン レオナルド ｳｫﾝ ﾚｵﾅﾙﾄﾞ チーム・デコレ 東京都 2:35:40
439 627 渡辺 博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 2:37:03
440 983 高橋 秀典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 旭市議会 千葉県 2:39:32
441 564 椿 正道 ﾂﾊﾞｷ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 2:46:40
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