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1 1187 小野木 淳 ｵﾉｷ ｼﾞｭﾝ 小野木軍団 千葉県 1:26:48
2 1212 増田 健 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:27:27
3 1104 斉藤 豊吉 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｷﾁ 千葉県 1:31:42
4 1162 堀 俊男 ﾎﾘ ﾄｼｵ クラレ走友会 茨城県 1:34:02
5 1167 菅谷 浩 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 千葉県 1:34:55
6 1113 古山 政美 ﾌﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:35:31
7 1136 小倉 文夫 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｵ 千葉県 1:36:34
8 1128 斉藤 清 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ ＷＡＶＥＳ 茨城県 1:36:37
9 1172 海原 睦 ｶｲﾊﾗ ﾑﾂﾐ 出光千葉 千葉県 1:37:22

10 1119 山田 治 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 稜溪ＲＣ 千葉県 1:37:34
11 1145 久野 篤 ｸﾉ ｱﾂｼ セタクンＲ１ 東京都 1:37:42
12 1123 加瀬 三雄 ｶｾ ﾐﾂｵ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:41:11
13 1195 生川 澄夫 ｵｲｶﾜ ｽﾐｵ まきまきクラブ 神奈川県 1:41:11
14 1166 今井 國雄 ｲﾏｲ ｸﾆｵ 成田Ｒハイ 千葉県 1:42:44
15 1164 井上 雅明 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ ニッポンランナーズ 千葉県 1:42:59
16 1165 石嶋 博行 ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ アルプス山歩会 千葉県 1:44:27
17 1188 奈良林 稔 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ チームならりん 千葉県 1:46:00
18 1139 馬替 一郎 ﾏｶﾞｴ ｲﾁﾛｳ 千葉県 1:46:33
19 1193 佐伯 正義 ｻｴｷ ﾏｻﾖｼ 茨城県 1:46:52
20 1111 高品 昇 ﾀｶｼﾅ ﾉﾎﾞﾙ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:47:57
21 1161 柴田 光 ｼﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ 茨城県 1:48:10
22 1118 岩瀬 明利 ｲﾜｾ ｱｷﾄｼ 千葉県 1:48:28
23 1218 林 哲雄 ﾊﾔｼ ﾃﾂｵ 千葉県 1:48:50
24 1174 小川 新一郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1:49:03
25 1199 川和 政徳 ｶﾜﾜ ﾏｻﾄｸ ランラララン 茨城県 1:49:04
26 1112 辻 俊勝 ﾂｼﾞ ﾄｼｶﾂ 千葉県 1:49:15
27 1186 秋元 茂夫 ｱｷﾓﾄ ｼｹﾞｵ 唱題寺 千葉県 1:49:23
28 1204 忍足 松夫 ｵｼﾀﾞﾘ ﾏﾂｵ いすみ鉄道 千葉県 1:49:41
29 1105 伊藤 八洲弘 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:49:50
30 1185 並木 博史 ﾅﾐｷ ﾋﾛｼ 幕張みどりの会 千葉県 1:50:19
31 1227 橋本 謙 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝ 千葉県 1:50:44
32 1152 飯田 信弘 ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 1:51:02
33 1106 橋本 紳一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:51:32
34 1213 甲州 栄一 ｺｳｼｭｳ ｴｲｲﾁ 茨城県 1:52:01
35 1142 古田 則光 ﾌﾙﾀ ﾉﾘﾐﾂ 長沼ランナーズ 千葉県 1:52:22
36 1192 行木 良一 ﾅﾐｷ ﾘｮｳｲﾁ マッハ 千葉県 1:52:48
37 1226 中田 克己 ﾅｶﾀ ｶﾂﾐ 日本健康倶楽部 千葉県 1:52:58
38 1153 吉澤 邦夫 ﾖｼｻﾞﾜ ｸﾆｵ 千葉県 1:53:23
39 1124 目川 研一 ﾒｶﾜ ｹﾝｲﾁ べんきょう屋ＲＣ 千葉県 1:53:23
40 1158 星野 優 ﾎｼﾉ ﾏｻﾙ 千葉県 1:53:46
41 1183 小山 耕一 ｺﾔﾏ ｺｳｲﾁ ピースランナーズ 千葉県 1:54:17
42 1202 松田 武 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 1:54:33
43 1191 片倉 新一郎 ｶﾀｸﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 大栄工業 埼玉県 1:54:36
44 1216 土屋 次夫 ﾂﾁﾔ ﾂｷﾞｵ ＩＳＰ 千葉県 1:55:02
45 1126 竹内 康雄 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ カワサキＳＣ 神奈川県 1:55:45
46 1179 土屋 裕 ﾂﾁﾔ ﾕﾀｶ ピースランナーズ 千葉県 1:56:04
47 1130 越後 敏行 ｴﾁｺﾞ ﾄｼﾕｷ 茨城県 1:56:23
48 1224 村上 俊明 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼｱｷ 村岡ランナーズ 千葉県 1:57:26
49 1215 水平 健一 ﾐｽﾞﾋﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:57:31
50 1148 丹羽 勇 ﾆﾜ ｲｻﾑ 池の走友会神栖 茨城県 1:57:34
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51 1157 高田 成一 ﾀｶﾀﾞ ｾｲｲﾁ 千葉県 1:58:24
52 1120 小野 一夫 ｵﾉ ｶｽﾞｵ ＪＤやじろべー 千葉県 1:58:38
53 1122 戸村 光男 ﾄﾑﾗ ﾐﾂｵ 茨城県 1:59:45
54 1116 神﨑 春夫 ｶﾝｻﾞｷ ﾊﾙｵ 千葉県 2:00:09
55 1168 松橋 純一 ﾏﾂﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茂原健走会 千葉県 2:00:25
56 1214 甲斐 常雄 ｶｲ ﾂﾈｵ 東京国税局陸上部 千葉県 2:00:26
57 1132 芳原 努 ﾖｼﾊﾗ ﾂﾄﾑ 栃木県 2:01:04
58 1146 福沢 康人 ﾌｸｻﾜ ﾔｽﾄ 千葉県 2:01:53
59 1144 窪谷 幸一 ｸﾎﾞﾉﾔ ｺｳｲﾁ 茨城県 2:02:01
60 1221 前田 茂 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 東京地下鉄 東京都 2:02:20
61 1147 逸見 譲 ﾍﾝﾐ ﾕｽﾞﾙ 千葉県 2:02:41
62 1125 斉藤 利尚 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾀｶ 野うさぎクラブ 千葉県 2:03:16
63 1141 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 千葉県 2:03:58
64 1137 徳元 陽一 ﾄｸﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 千葉県 2:04:51
65 1103 土屋 哲一 ﾂﾁﾔ ﾃﾂｲﾁ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 2:04:52
66 1225 井上 和夫 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｵ 神栖ＴＣ 千葉県 2:05:28
67 1121 山田 光彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 千葉県 2:05:57
68 1205 佐軒 則男 ｻﾉｷ ﾉﾘｵ 銚子信用金庫 千葉県 2:07:09
69 1198 越川 康雄 ｺｼｶﾜ ﾔｽｵ 千葉県 2:07:17
70 1101 小林 正芳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県 2:07:20
71 1184 近藤 鍈一 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ ほけきょー 千葉県 2:07:22
72 1102 向後 久雄 ｺｳｺﾞ ﾋｻｵ 千葉県 2:07:26
73 1154 渡辺 勝秋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｱｷ 白井ＪＣ 千葉県 2:09:25
74 1190 小山 博幸 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 青梅快速 東京都 2:09:26
75 1171 小久保 徹郎 ｺｸﾎﾞ ﾃﾂﾛｳ 千葉県 2:09:34
76 1200 大高 啓志 ｵｵﾀｶ ﾋﾛｼ 銚子信金 千葉県 2:09:39
77 1163 太田 芳則 ｵｵﾀ ﾖｼﾉﾘ ＡＶＲＣちば 千葉県 2:10:26
78 1203 森 政通 ﾓﾘ ﾏｻﾐﾁ 神之池走友会 茨城県 2:11:31
79 1149 遠藤 高仁 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 2:11:42
80 1134 浅野 壽男 ｱｻﾉ ｽﾐｵ 横芝光走友会 千葉県 2:11:45
81 1182 佐藤 喜一 ｻﾄｳ ｷｲﾁ チ－ムあろ～は 千葉県 2:12:14
82 1211 安藤 喜八 ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾊﾁ 千葉県 2:12:51
83 1140 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ ☆唱題寺ＲＣ 千葉県 2:14:44
84 1228 狩野 良昭 ｶﾉ ﾖｼｱｷ イフパット 茨城県 2:15:18
85 1129 関川 清昭 ｾｷｶﾞﾜ ｷﾖｱｷ 越後「直江津」 茨城県 2:15:43
86 1114 柏﨑 繁司 ｶｼﾜｻﾞｷ ｼｹﾞｼﾞ 千葉県 2:16:26
87 1189 戸澤 裕幸 ﾄｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ おおるり山の会 東京都 2:17:53
88 1222 髙橋 敬二 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 東金ダム 千葉県 2:18:11
89 1220 伊東 博己 ｲﾄｳ ﾋﾛﾐ 千葉県 2:19:41
90 1177 永嶋 美雄 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ ＮＴＴ－ＡＴ 千葉県 2:19:43
91 1108 疋田 幸也 ﾋｷﾀ ｻﾁﾔ 銚子信用金庫 千葉県 2:20:05
92 1196 竹本 祥次郎 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 自由の風ＡＣ 千葉県 2:20:17
93 1156 ｔａｋａｇｉ ｆｕｓａｏ ﾀｶｷﾞ ﾌｻｵ 千葉県 2:20:30
94 1170 菅 亨 ｽｶﾞ ﾄｵﾙ 同舟会 千葉県 2:23:03
95 1223 小林 良慈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｼﾞ あんだんて 長野県 2:23:05
96 1127 小林 愛夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ 東京都 2:23:46
97 1110 髙木 俊夫 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｵ 千葉県 2:23:48
98 1115 近江谷 宗司 ｵｵﾐﾔ ｿｳｼﾞ 千葉県 2:27:56
99 1210 児玉 道昭 ｺﾀﾞﾏ ﾐﾁｱｷ 東京都 2:29:30

100 1150 積田 平 ﾂﾐﾀ ﾀｲﾗ 千葉県 2:37:23
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101 1206 石毛 克身 ｲｼｹﾞ ｶﾂﾐ 東庄町役場 千葉県 2:44:39
102 1109 齋木 義晃 ｻｲｷ ﾖｼｱｷ 千葉県 2:45:38
103 1151 境 博之 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 3:07:32
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