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1 10654 小池 親一郎 ｺｲｹ ｼﾝｲﾁﾛｳ エアロじゃ！ 東京都 0:41:46
2 10619 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 千葉県 0:41:49
3 10672 伊勢 宏志 ｲｾ ﾋﾛｼ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 0:42:16
4 10662 篠塚 二三男 ｼﾉﾂﾞｶ ﾆｻｵ 小見川陸上クラブ 千葉県 0:43:23
5 10648 井上 啓一 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ ペガサス走友会 茨城県 0:43:45
6 10686 安藤 隆 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 東電千葉 千葉県 0:44:02
7 10675 関根 英一 ｾｷﾈ ｴｲｲﾁ 日本精工 群馬県 0:44:09
8 10661 菅谷 敏之史 ｽｶﾞﾔ ﾄｼﾌﾐ 旭中央病院 千葉県 0:44:43
9 10637 山田 賢治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:44:54

10 10666 山口 良人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 千葉県 0:45:08
11 10630 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ ちば海浜ＭＣ 千葉県 0:45:28
12 10679 根本 正夫 ﾈﾓﾄ ﾏｻｵ 東庄町立笹川小学校 千葉県 0:47:27
13 10639 熊谷 章夫 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷｵ 茨城県 0:47:30
14 10656 宮内 新一 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｲﾁ 魚かん 千葉県 0:47:46
15 10687 宮内 宏之 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ チームあろーは 千葉県 0:48:36
16 10655 竹内 康弘 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 竹さんと強者達 千葉県 0:48:39
17 10665 平間 操 ﾋﾗﾏ ﾐｻｵ 埼玉県 0:48:49
18 10652 根本 清作 ﾈﾓﾄ ｾｲｻｸ 千葉県 0:49:24
19 10625 佐藤 有理夫 ｻﾄｳ ﾕﾘｵ バラの会 千葉県 0:49:27
20 10628 斉藤 功司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県 0:50:00
21 10602 菱木 賢治 ﾋｼｷ ｹﾝｼﾞ 旭中央病院 千葉県 0:50:07
22 10684 松嵜 辰男 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾂｵ 茂原健走会 千葉県 0:50:10
23 10651 安西 武夫 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｹｵ 四街道走友会 千葉県 0:50:40
24 10646 伊藤 敏雄 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 0:51:13
25 10608 安部 拓世 ｱﾝﾍﾞ ﾀｸﾖ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:52:20
26 10610 石橋 治夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｵ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:52:21
27 10635 戸村 利 ﾄﾑﾗ ﾄｼ 千葉県 0:53:08
28 10669 高橋 吉雄 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ 千葉県 0:53:29
29 10611 髙梨 寛 ﾀｶﾅｼ ﾋﾛｼ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:53:40
30 10683 宮川 知男 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｵ 千葉県 0:53:50
31 10620 菊地 久 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 佐倉走る会 千葉県 0:53:51
32 10673 吉田 俊郎 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾛｳ 千葉県 0:54:03
33 10633 池内 豊 ｲｹｳﾁ ﾕﾀｶ 二和・ＪＣ 千葉県 0:54:51
34 10601 平野 好正 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾏｻ 千葉県 0:55:43
35 10617 佐賀井 稔 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 千葉県 0:56:30
36 10622 太田 秀男 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｵ 佐倉陸上部 千葉県 0:56:32
37 10653 寺田 善弘 ﾃﾗﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 帝京平成大学 千葉県 0:56:51
38 10623 清水 正夫 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｵ 千葉県 0:57:03
39 10643 飯塚 敏幸 ｲｲﾂﾞｶ ﾄｼﾕｷ 千葉県 0:57:34
40 10649 松橋 政昭 ﾏﾂﾊｼ ﾏｻｱｷ 千葉県 0:57:53
41 10621 坂本 光男 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 花見川ＲＣ 千葉県 0:58:00
42 10609 椎名 喜美男 ｼｲﾅ ｷﾐｵ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:58:47
43 10606 多辺田 進 ﾀﾍﾞﾀ ｽｽﾑ 茨城県 0:59:22
44 10664 大貫 光雄 ｵｵﾇｷ ﾐﾂｵ 千葉県 0:59:46
45 10658 斎藤 和典 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 側溝ランナー 千葉県 1:00:23
46 10670 佐藤 喜一 ｻﾄｳ ｷｲﾁ チ－ムあろ～は 千葉県 1:00:45
47 10678 内田 孝 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｼ 千葉県 1:01:00
48 10607 平山 清 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖｼ 旭走友会 千葉県 1:01:05
49 10668 伊藤 文雄 ｲﾄｳ ﾌﾐｵ 千葉県 1:01:15
50 10603 神長 保 ｶﾐﾅｶﾞ 千葉県 1:01:33
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51 10640 菊谷 邦男 ｷｸﾔ ｸﾆｵ 千葉県 1:01:34
52 10674 高根 由充 ﾀｶﾈ ﾖｼﾐﾂ 千葉県 1:01:48
53 10615 近江谷 宗司 ｵｳﾐﾔ 千葉県 1:01:53
54 10657 山崎 広 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ のさか走友会 千葉県 1:02:22
55 10624 岩立 仁 ｲﾜﾀﾃ ﾋﾄｼ 千葉県 1:03:04
56 10659 田口 清幸 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｺｳ 東京都 1:03:13
57 10680 石田 政幸 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 練馬区役所 東京都 1:03:33
58 10676 髙橋 敬二 ﾀｶﾊｼ ｹｲｼﾞ 東金ダム 千葉県 1:04:19
59 10677 佐野 真次 ｻﾉ ｼﾝｼﾞ ＦＭＣ―５３ 千葉県 1:04:29
60 10682 藤身 隆雄 ﾌｼﾞﾐ ﾀｶｵ 千葉県 1:04:46
61 10685 斎藤 勝行 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ 千葉県 1:04:51
62 10644 宮路 明彦 ﾐﾔｼﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 1:04:53
63 10604 渡辺 章宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県 1:04:58
64 10667 吉野 昌和 ﾖｼﾉ ﾏｻｶｽﾞ 首都圏ロジスティクス 千葉県 1:06:26
65 10681 伊場 哲也 ｲﾊﾞ ﾃﾂﾔ 旭市立海上中学校 千葉県 1:06:28
66 10616 嶋田 一美 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 旭中央病院ＪＣ 千葉県 1:06:29
67 10614 髙木 俊夫 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｵ 千葉県 1:06:33
68 10627 田中 和夫 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:07:16
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