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1 10382 座間 保成 ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ ＪＲ東日本千葉 千葉県 0:34:17
2 10485 福島 努 ﾌｸｼﾏ ﾂﾄﾑ 千葉県 0:34:54
3 10477 高橋 秀明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｱｷ ちはら台走友会 千葉県 0:35:17
4 10433 武田 和則 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ＪＡＬＧＳ 千葉県 0:36:05
5 10422 飯田 拓也 ｲｲﾀﾞ ﾀｸﾔ 千葉県 0:36:30
6 10403 川嶋 孝之 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ ＡＣ山武 千葉県 0:36:37
7 10505 宮崎 拓之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 葛西ランナーズ 千葉県 0:36:43
8 10389 高橋 幹也 ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾔ 秋篠走友会 千葉県 0:37:35
9 10497 財前 渉 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾜﾀﾙ 新日鐵住金鹿島 千葉県 0:37:47

10 10484 堀内 康寛 ﾎﾘｳﾁ ﾔｽﾋﾛ ＲＸＬ➕ 千葉県 0:38:14
11 10358 鈴木 一治 ｽｽﾞｷ ｲﾁｼﾞ 埼玉県 0:38:21
12 10460 高根 理毅 ﾀｶﾈ ﾏｻｷ 神栖ＴＣ 茨城県 0:38:26
13 10439 阿部 公一 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁ Ｋａｎａｙａ 千葉県 0:39:38
14 10408 石毛 寿明 ｲｼｹﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 0:39:53
15 10446 石毛 武士 ｲｼｹﾞ ﾀｹｼ 旭ＲＣ 千葉県 0:39:58
16 10384 木内 和好 ｷｳﾁ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 0:41:47
17 10509 杉本 守 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏﾓﾙ 東京都 0:42:08
18 10365 鬼島 利之 ｷｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 万年練習不足 埼玉県 0:42:11
19 10383 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 千葉ブレイブ安藤塾 茨城県 0:42:12
20 10416 清水 慎吾 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｺﾞ 千葉県 0:42:21
21 10359 須田 貢 ｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 千葉県 0:42:47
22 10329 野老 喜明 ﾄｺﾛ ﾖｼｱｷ ＴＡＫＯ－ＲＲＣ。 千葉県 0:43:11
23 10411 松田 真也 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 千葉県 0:43:35
24 10430 坂本 一通 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾁ 茨城県 0:43:52
25 10395 岩瀬 治 ｲﾜｾ ｵｻﾑ 竹さんと強者達 千葉県 0:44:37
26 10426 中臺 格之 ﾅｶﾀﾞｲ ﾉﾘﾕｷ 東金高校山岳部 千葉県 0:45:03
27 10455 白土 雅一 ｼﾗﾄ ﾏｻｶｽﾞ 東洋の魔女 千葉県 0:45:12
28 10412 伊東 正人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ オマーン国際Ｒ 埼玉県 0:45:21
29 10387 太田 励 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 千葉県 0:45:23
30 10324 向後 英彦 ｺｳｺﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 千葉県 0:45:25
31 10362 立石 久夫 ﾀﾃｲｼ ﾋｻｵ 佐倉陸友会 千葉県 0:46:09
32 10428 石津 登志也 ｲｼｽﾞ ﾄｼﾔ ＳＳプラント 千葉県 0:46:11
33 10368 秋山 俊順 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 正立産業 茨城県 0:46:36
34 10392 細野 初夫 ﾎｿﾉ ﾊﾂｵ 千葉県 0:46:37
35 10400 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 0:46:38
36 10330 岩﨑 良雄 ｲﾜｻｷ 旭ＲＣ 千葉県 0:46:38
37 10413 山崎 秀雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 0:46:48
38 10419 藤崎 清一 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｲﾁ 千葉県 0:47:08
39 10352 木内 康善 ｷｳﾁ ﾔｽﾖｼ くっちい。 千葉県 0:47:20
40 10501 宮川 建吉 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｷﾁ 茨城県 0:47:23
41 10334 斎藤 康弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ カケコッコ 茨城県 0:47:33
42 10459 岡田 貞光 ｵｶﾀﾞ ｻﾀﾞﾐﾂ 三菱陸連駅伝部 茨城県 0:47:37
43 10323 伊藤 英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 0:48:01
44 10471 増田 和寛 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥喜 千葉県 0:48:03
45 10380 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 幸はやぶさ 千葉県 0:48:13
46 10347 橋本 真司 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:48:26
47 10495 守角 健 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾀｶｼ 千葉県 0:48:57
48 10376 小須田 司 ｺｽﾀﾞ ﾂｶｻ 長野県 0:49:02
49 10447 山口 秀雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 大成ファインケミカル 千葉県 0:49:05
50 10381 森 征博 ﾓﾘ ﾕｷﾋﾛ 宮城県 0:49:07

2018/02/04



2018/02/05 11:54:49 2 / 4 ページ Official Timer & Result By RECS

51 10467 関谷 まさみ ｾｷﾔ ﾏｻﾐ 成田完走会 千葉県 0:49:13
52 10434 中島 新 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾗﾀ 千葉県 0:49:22
53 10436 城之内 浩幸 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:49:29
54 10483 椎名 宏至 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ ジャンボリー 千葉県 0:49:35
55 10448 安斉 和重 ｱﾝｻﾞｲ ｶｽﾞｼｹﾞ 東洋合成工業 千葉県 0:49:37
56 10462 岩瀬 昭彦 ｲﾜｾ ｱｷﾋｺ 鹿行魂初老部 千葉県 0:49:41
57 10489 古和 泰昌 ｺﾜ ﾔｽﾏｻ 東京都 0:49:48
58 10337 橋本 浩 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 0:49:51
59 10425 加藤 直介 ｶﾄｳ ﾅｵｽｹ 千葉県 0:50:07
60 10370 千野 勝廣 ﾁﾉ ｶﾂﾋﾛ 勝美物流 千葉県 0:50:16
61 10319 向後 重信 ｺｳｺﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 千葉県 0:50:50
62 10336 戸村 均 ﾄﾑﾗ ﾋﾄｼ もぐらＲＣ９９９ 東京都 0:50:58
63 10406 有水 宗治 ｱﾘﾐｽﾞ ﾑﾈﾊﾙ ニッポンランナーズ 千葉県 0:51:16
64 10468 中村 和久 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県 0:51:38
65 10452 緑川 悟 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾄﾙ 鈍足倶楽部 千葉県 0:51:40
66 10480 宮永 賢成 ﾐﾔﾅｶﾞ ｹﾝｾｲ 千葉県 0:51:54
67 10407 小馬 秀夫 ｺｳﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都 0:51:55
68 10478 平尾 寛 ﾋﾗｵ ﾋﾛｼ 千葉県 0:51:56
69 10355 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 千葉県 0:52:20
70 10364 笈川 哲 ｵｲｶﾜ ﾃﾂ 株式会社笈川 千葉県 0:52:22
71 10339 堀越 千里 ﾎﾘｺｼ ﾁｻﾄ 千葉県 0:52:30
72 10366 相川 幸夫 ｱｲｶﾜ ﾕｷｵ 千葉県 0:52:31
73 10417 平出 博男 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾋﾛｵ ランナーズ山武 千葉県 0:52:46
74 10438 篠塚 賢治 ｼﾉﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:53:03
75 10386 山崎 美典 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:53:12
76 10486 山口 清道 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖﾐﾁ 千葉県 0:53:12
77 10491 菱木 雅行 ﾋｼｷ ﾏｻﾕｷ 千葉県 0:53:17
78 10310 安部井 直樹 ｱﾍﾞｲ ﾅｵｷ 千葉県 0:53:18
79 10304 伊藤 勝男 ｲﾄｳ ｶﾂｵ アイマ 千葉県 0:53:26
80 10465 尾勝 久一 ｵｶﾂ ﾋｻｶｽﾞ ランナーズ山武 千葉県 0:53:49
81 10466 渡邉 宗城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈｷ 千葉県 0:54:02
82 10405 日色 和成 ﾋｲﾛ ｶｽﾞﾅﾘ り・くりっく 千葉県 0:54:06
83 10322 加藤 義一 ｶﾄｳ ｷﾞｲﾁ 千葉県 0:54:16
84 10418 戸村 真之 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ＪＡＭＢＯＲＥＥ 千葉県 0:54:16
85 10479 木村 有仁 ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞﾝ 東洋合成工業 東京都 0:54:31
86 10306 川和 義則 ｶﾜﾜ 千葉県 0:54:40
87 10456 宮内 幸一 ﾐﾔｳﾁ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:55:22
88 10377 戸村 光良 ﾄﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ トムラン 千葉県 0:55:22
89 10427 結城 光弘 ﾕｳｷ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 0:55:30
90 10345 鈴木 孝幸 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 0:55:41
91 10313 石毛 卓 ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 銚子商工信用組合 千葉県 0:55:45
92 10311 林 哲也 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾔ 銚子商工ＲＣ 千葉県 0:55:45
93 10410 細井 克彦 ﾎｿｲ ｶﾂﾋｺ 東京都 0:56:12
94 10442 小林 曻 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ 千葉県 0:56:17
95 10450 林 伸行 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 0:56:21
96 10321 島 敬之 ｼﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉県 0:56:36
97 10378 吉野 功 ﾖｼﾉ ｺｳ トムラン 千葉県 0:56:38
98 10458 溝口 直樹 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾅｵｷ 千葉県 0:56:39
99 10396 高橋 誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ 竹さんと強者達 千葉県 0:56:42

100 10327 石毛 淳 ｲｼｹﾞ ｱﾂｼ 千葉県 0:57:12
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101 10385 林 偉明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ ラン４ユー 千葉県 0:57:15
102 10498 加地 竜士 ｶｼﾞ ﾘｭｳｼ 成田赤十字病院 千葉県 0:57:26
103 10354 熊田 正興 ｸﾏﾀﾞ ﾏｻｵｷ 茨城県 0:57:31
104 10474 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 0:57:39
105 10388 吉岡 建 ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 千葉県 0:57:41
106 10342 加瀨 達也 ｶｾ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:57:48
107 10496 長谷川 類 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｲ 千葉県 0:57:49
108 10348 横山 昌弘 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 旭市 千葉県 0:57:55
109 10494 宮武 弘幸 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:58:00
110 10404 鈴木 勝征 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾕｷ 千葉県 0:58:01
111 10367 平野 哲夫 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 千葉県 0:58:08
112 10369 早瀬 文人 ﾊﾔｾ ﾌﾐﾋﾄ 埼玉県 0:58:09
113 10490 粟生 健太郎 ｱｵｳ ｹﾝﾀﾛｳ 京葉銀行 千葉県 0:58:33
114 10325 青野 康弘 ｱｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 0:58:37
115 10346 徳元 秀年 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 0:58:44
116 10492 野路 鉄也 ﾉｼﾞ ﾃﾂﾔ フジテツＡＣ 千葉県 0:58:59
117 10394 藤原 一男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ 成田スポみど 千葉県 0:59:12
118 10312 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 銚子商工信用組合 千葉県 0:59:12
119 10440 世古 泰之 ｾｺ ﾔｽﾕｷ ■軽い運動しない？■ 千葉県 0:59:25
120 10454 豊田 昭 ﾄﾖﾀ ｱｷﾗ 千葉県 0:59:39
121 10398 目崎 潤 ﾒｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 三井住友銀行 千葉県 0:59:44
122 10328 阿部 達 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 0:59:46
123 10453 安齋 一郎 ｱﾝｻﾞｲ ｲﾁﾛｳ 千葉県 0:59:56
124 10421 信田 勇治 ｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ソニー 千葉県 1:00:01
125 10397 小関 浩 ｺｾｷ ﾋﾛｼ 茨城県 1:00:07
126 10441 山田 学 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 1:00:10
127 10399 土方 浩規 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛｷ 千葉県 1:00:14
128 10475 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 1:00:30
129 10423 古川 秋夫 ﾌﾙｶﾜ ｱｷｵ 千葉県 1:00:35
130 10473 吉田 浩一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ ちばてくてく 千葉県 1:00:49
131 10493 竹谷 俊孝 ﾀｹﾀﾆ ﾄｼﾀｶ 東京都 1:01:11
132 10303 石毛 新治 ｲｼｹﾞ ｼﾝｼﾞ スケゴロウ 千葉県 1:01:12
133 10432 五味 賢一 ｺﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:01:15
134 10435 小山 大蔵 ｺﾔﾏ ﾀﾞｲｿﾞｳ 千葉県 1:01:43
135 10318 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 1:01:50
136 10379 小野 公嗣 ｵﾉ ｺｳｼﾞ りそな 東京都 1:01:55
137 10488 山口 靖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ 千葉県 1:02:14
138 10472 松井 勉 ﾏﾂｲ ﾂﾄﾑ 茨城県 1:02:17
139 10481 末木 真二 ｽｴｷ ｼﾝｼﾞ 千葉県 1:02:33
140 10507 土屋 明 ﾂﾁﾔ ｱｷﾗ 千葉県 1:03:16
141 10320 岡 靖正 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 千葉県 1:03:20
142 10451 奥田 弘志 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 1:03:22
143 10506 近藤 秀和 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉県 1:03:27
144 10503 工藤 浩 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｼ ＷｉｎＢｙＡｌｌ 千葉県 1:03:33
145 10375 角田 和義 ｶｸﾀ ｶｽﾞﾖｼ ＪＩＳＨＡＲＣ 千葉県 1:03:33
146 10361 清水 武 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 爽走会 東京都 1:04:08
147 10476 本間 信吾 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ 茨城県 1:04:19
148 10349 石塚 勇嗣 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞ 千葉県 1:04:20
149 10437 津田 直人 ﾂﾀﾞ ﾅｵﾄ 日本赤十字社 千葉県 1:04:32
150 10307 網中 修太 ｱﾐﾅｶ ｼｭｳﾀ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:04:38
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151 10393 信田 正義 ｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ のさか学園 千葉県 1:05:16
152 10374 藤本 一雄 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:05:27
153 10316 牛玖 昌二 ｳｼｸ ｼｮｳｼﾞ Ｐ．Ｕ．Ｂ ＡＣ 千葉県 1:05:29
154 10372 会野 功一郎 ｶｲﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:05:29
155 10308 御簾納 浩 ﾐｽﾉ ﾋﾛｼ Ｐ．Ｕ．ＢＡＣ 千葉県 1:05:29
156 10309 水野 裕樹 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｷ 千葉県 1:05:32
157 10335 石塚 孝行 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:06:32
158 10315 渡部 浩和 ﾜﾀﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 1:06:34
159 10391 松井 政和 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 1:06:41
160 10353 川名 茂樹 ｶﾜﾅ ｼｹﾞｷ 千葉県 1:07:16
161 10373 菅谷 之男 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｵ 千葉県 1:07:20
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