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1 1219 山田 勇 ﾔﾏﾀﾞ ｲｻﾑ 甘楽中陸上部翁 群馬県 1:25:20
2 1177 小野木 淳 ｵﾉｷ ｼﾞｭﾝ 小野木軍団 千葉県 1:25:42
3 1199 増田 健 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:27:25
4 1104 斉藤 豊吉 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｷﾁ 千葉県 1:32:53
5 1131 斉藤 清 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ ＷＡＶＥＳ 茨城県 1:33:52
6 1163 小倉 文夫 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｵ 千葉県 1:34:18
7 1215 淡川 勉 ｱﾜｶﾜ ﾂﾄﾑ 厚生協会ＡＣ 千葉県 1:36:13
8 1149 宮内 広幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ ヤマサ醤油 千葉県 1:37:41
9 1110 古山 政美 ﾌﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:37:49

10 1127 山田 治 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 稜溪ＲＣ 千葉県 1:37:50
11 1179 野口 幸啓 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:37:55
12 1167 菅谷 浩 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 千葉県 1:38:06
13 1128 加瀬 三雄 ｶｾ ﾐﾂｵ 銚子ＲＣ 千葉県 1:38:26
14 1172 石嶋 博行 ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ アルプス山歩会 千葉県 1:39:14
15 1173 竹内 稔 ﾀｹｳﾁ ﾐﾉﾙ 銚子マリーナＲＣ 茨城県 1:42:08
16 1123 馬替 一郎 ﾏｶﾞｴ ｲﾁﾛｳ 千葉県 1:43:49
17 1117 斉藤 利尚 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾀｶ 野うさぎクラブ 千葉県 1:46:30
18 1145 久徳 博文 ｷｭｳﾄｸ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県 1:46:47
19 1193 岩井 智 ｲﾜｲ ｻﾄﾙ チバランナーズ 千葉県 1:46:48
20 1198 手島 欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ チームみんみん 東京都 1:48:25
21 1133 藤田 準三 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ れんけつ倶楽部 秋田県 1:48:27
22 1180 奈良林 稔 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ チームならりん 千葉県 1:48:32
23 1206 柴田 光 ｼﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ 茨城県 1:48:40
24 1158 小野寺 真 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝ 東電技開セ 千葉県 1:49:16
25 1178 樋渡 周二 ﾋﾜﾀｼ ｼｭｳｼﾞ ニッポンランナ－ズ 千葉県 1:49:55
26 1184 関谷 泰一 ｾｷﾔ ﾀｲｲﾁ 千葉県 1:50:02
27 1157 伊豆 守彦 ｲｽﾞ ﾓﾘﾋｺ 千葉県 1:50:23
28 1102 伊藤 八洲弘 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:51:06
29 1160 井上 雅明 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ ニッポンランナーズ 千葉県 1:51:22
30 1124 須藤 勉 ｽﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 須藤薬局 千葉県 1:51:25
31 1175 高橋 益夫 ﾀｶﾊｼ ﾏｽｵ 千葉県 1:52:11
32 1148 五十嵐 敏 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄｼ 茂原健走会 千葉県 1:52:28
33 1106 木村 悠逸 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾂ 波崎ＳＣ 茨城県 1:52:37
34 1169 小川 新一郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1:52:37
35 1155 飯田 信弘 ｲｲﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 1:52:53
36 1183 小林 義憲 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 建材センター 埼玉県 1:53:39
37 1217 田中 功 ﾀﾅｶ ｲｻｵ カワサキＳＣ 神奈川県 1:54:20
38 1168 齊藤 元久 ｻｲﾄｳ ﾓﾄﾋｻ Ｓ＆ＫＲＣ 千葉県 1:54:24
39 1115 神﨑 春夫 ｶﾝｻﾞｷ ﾊﾙｵ 千葉県 1:54:55
40 1139 飯島 清 ｲｲｼﾞﾏ ｷﾖｼ 千葉県 1:55:23
41 1107 石毛 康久 ｲｼｹﾞ ﾔｽﾋｻ 千葉県 1:55:51
42 1188 甲州 栄一 ｺｳｼｭｳ ｴｲｲﾁ 茨城県 1:56:17
43 1195 松橋 純一 ﾏﾂﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茂原健走会 千葉県 1:56:41
44 1202 忍足 松夫 ｵｼﾀﾞﾘ ﾏﾂｵ いすみ鉄道 千葉県 1:56:58
45 1164 山田 斉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ ニッポンランナ―ズ 千葉県 1:57:02
46 1209 昼間 幸一 ﾋﾙﾏ ｺｳｲﾁ 埼玉県 1:57:10
47 1141 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 千葉県 1:58:26
48 1130 竹内 康雄 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ カワサキ ＳＣ 神奈川県 1:58:47
49 1187 大島 和典 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 栃木県 1:58:57
50 1213 小林 保弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 小見川高校 千葉県 1:59:04
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51 1146 逸見 讓 ﾍﾝﾐ ﾕｽﾞﾙ 千葉県 1:59:13
52 1150 徳元 陽一 ﾄｸﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 千葉県 1:59:17
53 1220 鶴岡 俊磨 ﾂﾙｵｶ ﾄｼﾏ 千町村建築研究所 千葉県 1:59:17
54 1156 正木 幸一 ﾏｻｷ ｺｳｲﾁ 快体健歩ＲＣ 東京都 1:59:36
55 1212 川和 政徳 ｶﾜﾜ ﾏｻﾄｸ ランラララン 茨城県 1:59:39
56 1103 石毛 憲治 ｲｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 安藤塾 千葉県 1:59:44
57 1204 越川 康雄 ｺｼｶﾜ ﾔｽｵ 千葉県 2:00:21
58 1197 多田 裕二 ﾀﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＴＥＡＭ－Ｒ 東京都 2:00:51
59 1161 戸村 光男 ﾄﾑﾗ ﾐﾂｵ 茨城県 2:01:03
60 1192 谷 優 ﾀﾆ ﾏｻﾙ ニッポンラン 千葉県 2:01:13
61 1218 須田 匡信 ｽﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 茨城県 2:01:30
62 1116 越後 敏行 ｴﾁｺﾞ ﾄｼﾕｷ 茨城県 2:01:45
63 1125 吉澤 邦夫 ﾖｼｻﾞﾜ ｸﾆｵ 千葉県 2:01:59
64 1120 小野 一夫 ｵﾉ ｶｽﾞｵ ＪＤやじろべー 千葉県 2:02:01
65 1112 伊之澤 修 ｲﾉｻﾜ ｵｻﾑ 千葉県 2:02:14
66 1108 境 博之 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ ホンダカーズ東総 千葉県 2:02:31
67 1189 小山田 泰幸 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 千葉県 2:04:35
68 1208 児玉 正宏 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 光友会 千葉県 2:04:41
69 1165 伊藤 敏夫 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 2:05:23
70 1138 古田 則光 ﾌﾙﾀ ﾉﾘﾐﾂ 長沼ランナーズ 千葉県 2:05:52
71 1216 手塚 力 ﾃﾂｶ ﾁｶﾗ 山走部 茨城県 2:06:08
72 1222 大高 啓志 ｵｵﾀｶ ﾋﾛｼ 千葉県 2:06:25
73 1181 越川 照夫 ｺｼｶﾜ ﾃﾙｵ 千葉県 2:06:43
74 1129 渡辺 勝秋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｱｷ 白井Ｊ．Ｃ 千葉県 2:06:53
75 1210 廣瀬 光一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:07:03
76 1126 芳原 努 ﾖｼﾊﾗ ﾂﾄﾑ 栃木県 2:08:17
77 1142 窪谷 幸一 ｸﾎﾞﾉﾔ ｺｳｲﾁ 茨城県 2:11:10
78 1205 森 政通 ﾓﾘ ﾏｻﾐﾁ 神之池走友会 茨城県 2:11:11
79 1203 佐軒 則男 ｻﾉｷ ﾉﾘｵ 銚子信用金庫 千葉県 2:12:18
80 1201 幸島 宏 ｺｳｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 2:13:17
81 1134 及川 敏男 ｵﾖｶﾜ ﾄｼｵ 千葉県 2:13:21
82 1135 山田 光彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 千葉県 2:14:55
83 1182 近藤 鍈一 ｺﾝﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ ホケキョーＲＣ 千葉県 2:15:30
84 1162 小島 憲和 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｶｽﾞ ＲＵＮバカＲＣ 神奈川県 2:15:37
85 1196 安藤 喜八 ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾊﾁ 千葉県 2:15:52
86 1105 向後 久雄 ｺｳｺﾞ ﾋｻｵ 千葉県 2:16:27
87 1152 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ ☆唱題寺ＲＣ 千葉県 2:16:33
88 1191 福澤 康人 ﾌｸｻﾞﾜ ﾔｽﾄ 千葉県 2:17:30
89 1101 小林 正芳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県 2:19:29
90 1121 武田 優二 ﾀｹﾀﾞ Ｔ・Ｍ・ＭＣ 千葉県 2:19:40
91 1211 戸澤 裕幸 ﾄｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 八王子おおるり山の会 東京都 2:19:46
92 1194 菅 亨 ｽｶﾞ ﾄｵﾙ 東京美入野会 千葉県 2:20:20
93 1122 関川 清昭 ｾｷｶﾞﾜ ｷﾖｱｷ 越後「直江津」 茨城県 2:20:47
94 1207 加茂 勝彦 ｶﾓ ｶﾂﾋｺ 千葉県 2:24:19
95 1119 小林 愛夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ 東京都 2:25:06
96 1136 土屋 哲一 ﾂﾁﾔ ﾃﾂｲﾁ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 2:26:37
97 1170 高木 房雄 ﾀｶｷﾞ ﾌｻｵ 千葉県 2:27:49
98 1159 荒原 啓明 ｱﾗﾊﾗ ﾋﾛｱｷ 茨城県 2:30:28
99 1143 丹羽 勇 ﾆﾜ ｲｻﾑ 池の走友会神栖 茨城県 2:30:52

100 1221 遠藤 高仁 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 2:31:05
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101 1185 吉本 光男 ﾖｼﾓﾄ ﾐﾂｵ 東京都 2:33:50

2018/02/04


