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1 10011 戸澤 佳祐 ﾄｻﾞﾜ ｹｲｽｹ チームおっさん 東京都 0:33:43
2 10008 座間 保成 ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ ＪＲ東日本千葉 千葉県 0:34:04
3 10006 草野 翔平 ｸｻﾉ ｼｮｳﾍｲ 神栖ＴＣ 茨城県 0:34:50
4 10009 山口 充 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 神栖ＴＣ 茨城県 0:35:00
5 10003 荒木 裕太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 橋本タイル工事店 千葉県 0:35:18
6 10047 横山 直矢 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵﾔ 旭市 千葉県 0:36:00
7 10626 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 千葉県 0:36:20
8 10086 落石 大介 ｵﾁｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:36:38
9 10018 花澤 歩武 ﾊﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:36:42

10 10056 原田 紗枝 ﾊﾗﾀﾞ ｻｴ 千葉県 0:36:51
11 10019 川嶋 孝之 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ ＡＣ山武 千葉県 0:37:05
12 10028 堀内 康寛 ﾎﾘｳﾁ ﾔｽﾋﾛ ＲＸＬ＋ 千葉県 0:37:24
13 10022 大西 夏帆 ｵｵﾆｼ ｶﾎ 木更津総合高校 千葉県 0:37:27
14 10030 高橋 幹也 ﾀｶﾊｼ ﾐｷﾔ 秋篠走友会 千葉県 0:37:37
15 10037 梶本 和 ｶｼﾞﾓﾄ ﾔﾏﾄ 県立千葉中学校 千葉県 0:37:45
16 10020 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 0:38:05
17 10016 武田 和則 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 0:38:10
18 10024 高木 翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 旭二中 千葉県 0:38:18
19 10033 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ メク走 千葉県 0:38:43
20 10036 三河 淳一 ﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:38:48
21 10014 永峰 到 ﾅｶﾞﾐﾈ ｲﾀﾙ ＡＣＴＯＫＥ 千葉県 0:38:58
22 10038 千徳 恒憲 ｾﾝﾄｸ ﾂﾈﾉﾘ 東京都 0:39:08
23 10012 花澤 明日斗 ﾊﾅｻﾞﾜ ｱｽﾄ 千葉県 0:39:08
24 10034 千葉 美奈 ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ 木更津総合高校 千葉県 0:39:12
25 10079 駒崎 智昭 ｺﾏｻﾞｷ ﾁｱｷ 千葉県 0:39:14
26 10029 峯岸 光 ﾐﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ 埼玉学園大学 群馬県 0:39:21
27 10041 米木 崇 ﾖﾈｷ ﾀｶｼ ＡＣ土気 千葉県 0:39:22
28 10042 小柴 淳一 ｺｼﾊﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 住友化学 千葉県 0:39:53
29 10059 仲田 司 ﾅｶﾀ ﾂｶｻ 千葉県 0:40:03
30 10035 齋藤 采栄花 ｻｲﾄｳ ｻｴｶ 木更津総合高校 千葉県 0:40:20
31 10025 鈴木 一治 ｽｽﾞｷ ｲﾁｼﾞ 埼玉県 0:40:28
32 10600 小関 浩 ｺｾｷ ﾋﾛｼ シャア専用 茨城県 0:40:31
33 10055 春山 隆 ﾊﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 大井ＲＣ 埼玉県 0:40:37
34 10017 木内 朝哉 ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ ＳＨＲ 千葉県 0:41:02
35 10064 馬場 正直 baba masanao 東海銀行 埼玉県 0:41:05
36 10027 戸田 武史 ﾄﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 0:41:21
37 10049 出田 昌隆 ﾃﾞﾀﾞ 東京都 0:41:35
38 10057 佐藤 修司 ｻﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 0:41:42
39 10381 栗原 秀 ｸﾘﾊﾗ ｼｭｳ 千葉県 0:41:49
40 10040 永井 恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ 静岡県 0:41:51
41 10045 色川 富美子 ｲﾛｶﾜ ﾌﾐｺ 聖徳佐藤塾ＲＣ 千葉県 0:41:54
42 10073 江波戸 秀幸 ｴﾊﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:41:59
43 10065 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 茂原健走会 千葉県 0:42:18
44 10054 木内 和好 ｷｳﾁ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 0:42:22
45 10015 永峰 陽彩 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋｲﾛ 土気ＡＣ 千葉県 0:42:23
46 10111 本松 憲一 ﾓﾄﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:42:26
47 10150 坂尾 裕介 ｻｶｵ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:42:32
48 10046 久恒 清美 ﾋｻﾂﾈ 千葉県 0:42:36
49 10070 幸田 昌代 ｺｳﾀ ﾏｻﾖ 茨城県 0:42:37
50 10068 鷹崎 晃子 ﾀｶｻｷ ｱｷｺ げっぴ会・鹿島 栃木県 0:42:48
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51 10084 齋藤 次夫 ｻｲﾄｳ ﾂｷﾞｵ ｇａｃｈａ 茨城県 0:42:54
52 10275 山口 靖 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽｼ 千葉県 0:43:03
53 10001 石毛 孝一 ｲｼｹﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:43:04
54 10083 須田 貢 ｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 千葉県 0:43:11
55 10072 宮内 幸恵 ﾐﾔｳﾁ ｻﾁｴ 千葉県 0:43:17
56 10043 星野 尚子 ﾎｼﾉ ﾀｶｺ 千葉ランナーズ 千葉県 0:43:22
57 10129 金子 卓未 ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 千葉県 0:43:24
58 10067 平野 帆ノ佳 ﾋﾗﾉ ﾎﾉｶ 旭一中 千葉県 0:43:37
59 10215 紺野 恵次 ｺﾝﾉ ｹｲｼﾞ チーム丘山 千葉県 0:43:41
60 10177 高木 康平 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ 旭二中 千葉県 0:43:46
61 10627 内山 直紀 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ 千葉県 0:43:54
62 10074 根本 正夫 ﾈﾓﾄ ﾏｻｵ 小見川陸上クラブ 千葉県 0:44:09
63 10088 石川 勝蔵 ｲｼｶﾜ ｶﾂｿﾞｳ 千葉消防走友会 千葉県 0:44:12
64 10078 木内 あずさ ｷｳﾁ ｱｽﾞｻ 千葉県 0:44:12
65 10080 土屋 心之介 ﾂﾁﾔ ｼﾝﾉｽｹ 茨城県 0:44:23
66 10081 木下 功 ｷﾉｼﾀ ｲｻｵ さいたま走翔 埼玉県 0:44:26
67 10026 辻 弘一 ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:44:49
68 10100 小川 晃輝 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 八日市場第２中学校 千葉県 0:44:50
69 10095 山崎 秀雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 0:44:57
70 10619 斉藤 豊吉 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｷﾁ 千葉県 0:45:00
71 10089 遠藤 恵 ｴﾝﾄﾞｳ ﾒｸﾞﾐ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:45:02
72 10093 菅谷 敏之史 ｽｶﾞﾔ ﾄｼﾌﾐ 千葉県 0:45:11
73 10004 岡田 洋輔 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県 0:45:29
74 10052 鈴木 亜希 ｽｽﾞｷ ｱｷ 東京都 0:45:31
75 10050 林 正教 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 0:45:39
76 10128 綾部 庸輔 ｱﾔﾍﾞ ﾖｳｽｹ ポンポコたぬきーず 千葉県 0:45:40
77 10631 名雪 ひとみ ﾅﾕｷ ﾋﾄﾐ 匝瑳高校陸上部 千葉県 0:45:44
78 10622 浅野 淳 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ 千葉県 0:45:46
79 10116 秋山 俊順 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 正立産業 茨城県 0:45:49
80 10120 三次 耕平 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県 0:45:50
81 10071 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ ちば海浜ＭＣ 千葉県 0:45:52
82 10087 井上 啓一 ｲﾉｳｴ ｹｲｲﾁ ペガサス走友会 茨城県 0:45:53
83 10077 鬼島 利之 ｷｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 万年練習不足 埼玉県 0:45:56
84 10085 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 幸はやぶさ 千葉県 0:46:11
85 10278 宗像 宜久 ﾑﾅｶﾀ ﾖｼﾋｻ 千葉県 0:46:12
86 10203 西崎 申地 ﾆｼｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:46:24
87 10133 知屋城 直樹 ﾁﾔｼﾞｮｳ ﾅｵｷ 東京都 0:46:31
88 10039 三上 良輔 ﾐｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 0:46:36
89 10094 正木 勉 ﾏｻｷ ﾂﾄﾑ 埼玉県 0:46:37
90 10092 三輪 達哉 ﾐﾜ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:46:41
91 10096 元榮 理香 ﾓﾄｴ ﾘｶ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:46:45
92 10091 藤林 良一 ﾌｼﾞﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｲﾁ 茨城県 0:46:47
93 10344 高木 研次 ﾀｶｷ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:46:57
94 10143 太田 励 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 千葉県 0:47:00
95 10063 田中 仁太朗 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾀﾛｳ チーム誉田 千葉県 0:47:09
96 10197 高根 幸弥 ﾀｶﾈ ﾕｷﾔ 千葉県 0:47:18
97 10021 松田 渉 ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 佐原高校 千葉県 0:47:21
98 10162 山田 賢治 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉市消防局 千葉県 0:47:27
99 10193 藤沢 悦夫 ﾌｼﾞｻﾜ ｴﾂｵ 東京都 0:47:31

100 10122 中臺 格之 ﾅｶﾀﾞｲ ﾉﾘﾕｷ 東金高校山岳部 千葉県 0:47:35
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101 10636 加瀬 真吾 ｶｾ ｼﾝｺﾞ 千葉県 0:47:39
102 10370 向後 志優 ｺｳｺﾞ ｼﾕｳ 千葉県 0:47:41
103 10152 森 奈緒 ﾓﾘ ﾅｵ 加齢なる一族 千葉県 0:47:41
104 10238 富井 優心 ﾄﾐｲ 千葉県 0:47:42
105 10103 常世田 光広 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 0:47:45
106 10217 平野 友規 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ 千葉県 0:47:47
107 10149 家鍋 ふく子 ﾔﾅﾍﾞ ﾌｸｺ 千葉県 0:47:53
108 10262 古川 晃大 ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 銚子商工信組ＲＣ 千葉県 0:48:05
109 10242 中村 沙知 ﾅｶﾑﾗ ｻﾁ 千葉県 0:48:06
110 10069 森 紅歌 ﾓﾘ ﾍﾞﾆｶ 畑沢中学校 千葉県 0:48:08
111 10062 石津 登志也 ｲｼｽﾞ ﾄｼﾔ ＳＳプラント 千葉県 0:48:16
112 10226 御所脇 充 ｺﾞｼｮﾜｷ ﾐﾂﾙ カ）タクマテクノス 茨城県 0:48:20
113 10632 山崎 佑樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 千葉県 0:48:24
114 10131 古家 明美 ﾌﾙﾔ ｱｹﾐ 千葉県 0:48:26
115 10157 熊谷 章夫 ｸﾏｶﾞﾔ 茨城県 0:48:27
116 10237 髙橋 孝介 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉県 0:48:35
117 10132 宮内 新一 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｲﾁ 魚かん 千葉県 0:48:40
118 10114 立石 久夫 ﾀﾃｲｼ ﾋｻｵ 佐倉陸友会 千葉県 0:48:41
119 10386 水町 洋介 ﾐｽﾞﾏﾁ ﾖｳｽｹ 千葉県 0:48:51
120 10098 大口 晶弘 ｵｵｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 土気ＡＣ 千葉県 0:48:52
121 10060 佐藤 広義 ｻﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 新日鐵住金鹿島 茨城県 0:48:53
122 10148 畔蒜 愛 ｱﾋﾞﾙ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 0:48:54
123 10191 福原 慎介 ﾌｸﾊﾗ ｼﾝｽｹ 三重県 0:48:54
124 10109 宮口 拓馬 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 千葉県 0:49:00
125 10388 梅林 寛人 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 神奈川県 0:49:08
126 10183 谷脇 海斗 ﾀﾆﾜｷ ｶｲﾄ 千葉県 0:49:12
127 10376 吉岡 優希 ﾖｼｵｶ 銚子ＳＳＳ 千葉県 0:49:13
128 10454 和田 圭介 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 0:49:16
129 10165 藤﨑 蓮寿 ﾌｼﾞｻｷ ﾚﾝｼﾞｭ 千葉県 0:49:18
130 10145 片野 光 ｶﾀﾉ ﾋｶﾙ 千葉県 0:49:23
131 10448 平間 操 ﾋﾗﾏ ﾐｻｵ 田島ルーフＲＣ 埼玉県 0:49:25
132 10141 菅 智茂 ｶﾝ ﾄﾓｼｹﾞ パラボラ 茨城県 0:49:29
133 10124 宮川 建吉 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｷﾁ 東洋合成工業 茨城県 0:49:29
134 10423 和田 直之 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 千葉県 0:49:31
135 10155 大部 まゆみ ｵｵﾌﾞ ﾏﾕﾐ 千葉県 0:49:32
136 10395 安齋 一郎 ｱﾝｻﾞｲ ｲﾁﾛｳ 千葉県 0:49:33
137 10229 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 0:49:35
138 10153 鈴木 靖昂 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾀｶ 千葉県 0:49:36
139 10105 高野 収浩 ﾀｶﾉ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:49:37
140 10219 植月 義博 ｳｴﾂｷ ﾖｼﾋﾛ 東洋合成工業 千葉県 0:49:43
141 10130 多田 利夫 ﾀﾀﾞ ﾄｼｵ 小見川 千葉県 0:49:47
142 10126 川口 翔大 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 千葉県 0:49:48
143 10280 伊藤 正寿 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 上の方と同じ 千葉県 0:49:51
144 10138 清水 武 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 爽走会 東京都 0:49:59
145 10308 鷹箸 飛鳥 ﾀｶﾉﾊｼ ｱｽｶ 千葉県 0:50:00
146 10309 北川 雄太 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 千葉県 0:50:00
147 10184 井上 春雄 ｲﾉｳｴ ﾊﾙｵ 山王ランナーズ 千葉県 0:50:04
148 10265 渡辺 優也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 千葉県 0:50:20
149 10135 佐藤 俊介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 0:50:22
150 10101 菱木 賢治 ﾋｼｷ ｹﾝｼﾞ 毎日薬局 千葉県 0:50:24
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151 10402 加瀬 喬平 ｶｾ ｷｮｳﾍｲ 千葉県 0:50:25
152 10319 大図 修一 ｵｵｽﾞ ｼｭｳｲﾁ オーシュＡＣ 千葉県 0:50:26
153 10146 西ノ宮 正人 ﾆｼﾉﾐﾔ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 0:50:28
154 10393 幸野 恵也 ｺｳﾉ ｹｲﾔ 千葉県 0:50:29
155 10154 小川 忠雄 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 九十九里ＲＣ 千葉県 0:50:29
156 10221 鈴木 英之 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:50:33
157 10245 齊藤 裕子 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｺ 茨城県 0:50:45
158 10637 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 0:50:48
159 10268 川嶋 信夫 ｶﾜｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 千葉県 0:50:50
160 10134 高橋 あおい ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 佐倉陸友会 千葉県 0:50:52
161 10246 阿部 美杜 ｱﾍﾞ ﾖｼﾄ 千葉県 0:50:55
162 10212 越川 功一 ｺｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:50:59
163 10232 安藤 勝真 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾏ 千葉県 0:51:01
164 10107 関根 三郎 ｾｷﾈ ｻﾌﾞﾛｳ 千葉県 0:51:05
165 10368 椎名 健人 ｼｲﾅ ｹﾝﾄ 千葉県 0:51:10
166 10449 林 優希 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 千葉県 0:51:12
167 10106 林 弘將 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 0:51:13
168 10213 城之内 浩幸 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:51:17
169 10211 清水 大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:51:18
170 10408 中村 和久 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ ヤンチャーズｈｉ 千葉県 0:51:18
171 10139 千野 勝廣 ﾁﾉ ｶﾂﾋﾛ 勝美物流 千葉県 0:51:32
172 10620 山口 健一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:51:47
173 10158 加藤 直介 ｶﾄｳ ﾅｵｽｹ 千葉県 0:51:54
174 10196 石川 美佐 ｲｼｶﾜ ﾐｻ 東京都 0:51:56
175 10218 下村 泰輝 ｼﾓﾑﾗ ﾀｲｷ 千葉県 0:52:00
176 10223 中山 貴友 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾄﾓ レッドホープス応援団 千葉県 0:52:05
177 10438 佐藤 嶺太郎 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:52:06
178 10136 伊豆 守彦 ｲｽﾞ ﾓﾘﾋｺ 千葉県 0:52:08
179 10097 伊藤 敏雄 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 0:52:08
180 10125 渡辺 亮祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 0:52:14
181 10520 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ 千葉県 0:52:15
182 10175 佐野 七美 ｻﾉ ﾅﾅﾐ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:52:16
183 10266 竹澤 秀昭 ﾀｹｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:52:19
184 10174 塩澤 仁 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾄｼ 千葉県 0:52:20
185 10403 斎藤 忍 ｻｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ コスミック 千葉県 0:52:20
186 10231 後藤 基良 ｺﾞﾄｳ ｷﾖｼ ＩＯＣ 千葉県 0:52:20
187 10369 向後 重信 ｺｳｺﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 千葉県 0:52:22
188 10397 狩野 拓史 ｶﾉ ﾀｸｼ テックランナーズ 千葉県 0:52:24
189 10365 菅谷 由紀子 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｺ タートルズ 千葉県 0:52:26
190 10151 安西 武夫 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｹｵ 四街道走友会 千葉県 0:52:28
191 10167 浅野 友広 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ デビルＦＣ 千葉県 0:52:28
192 10608 吉田 統太 ﾖｼﾀﾞ ﾄｳﾀ 千葉県 0:52:30
193 10228 安部 拓世 ｱﾝﾍﾞ ﾀｸﾖ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:52:33
194 10163 内田 優一 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 千葉県 0:52:34
195 10279 渡邉 宗城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈｷ 千葉県 0:52:35
196 10254 宮武 弘幸 ﾐﾔﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:52:38
197 10159 高瀬 潤 ﾀｶｾ 茨城県 0:52:39
198 10338 知屋城 綾子 ﾁﾔｼﾞｮｳ ｱﾔｺ 東京都 0:52:47
199 10303 石橋 昭彦 ｲｼﾊﾞｼ ｱｷﾋｺ 千葉県 0:53:01
200 10391 伊東 卓弥 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 千葉県 0:53:02
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201 10248 戸村 利 ﾄﾑﾗ ﾄｼ 千葉県 0:53:06
202 10257 橋本 真司 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:53:13
203 10113 上原 はるか ｳｴﾊﾗ ﾊﾙｶ 千葉県 0:53:21
204 10415 関根 有実子 ｾｷﾈ ﾕﾐｺ 埼玉県 0:53:22
205 10300 土方 浩規 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛｷ 千葉県 0:53:26
206 10172 藤野 修 ﾌｼﾞﾉ ｵｻﾑ おにころ 千葉県 0:53:31
207 10235 本木 忍 ﾓﾄｷ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 0:53:39
208 10108 天野 兼士郎 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾛｳ 千葉県 0:53:40
209 10119 小島 知 ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 八王子コジマズ 東京都 0:53:42
210 10452 阿部 祥悟 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 匝瑳高校山岳部 千葉県 0:53:42
211 10144 高橋 康二 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼﾞ 匝瑳市役所 千葉県 0:53:42
212 10357 髙木 俊典 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾉﾘ 千葉県 0:53:44
213 10584 藤代 秀美 ﾌｼﾞｼﾛ ﾋﾃﾞﾐ 東京都 0:53:46
214 10548 佐々木 真澄 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 東京都 0:53:46
215 10104 小久保 仁 ｺｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 千葉県 0:53:47
216 10340 後藤 国宏 ｺﾞﾄｳ ｸﾆﾋﾛ ＪＦＥミネラル 千葉県 0:53:49
217 10460 石井 琢也 ｲｼｲ ﾀｸﾔ 東京都 0:53:50
218 10440 有馬 敏夫 ｱﾘﾏ ﾄｼｵ 群馬県 0:53:56
219 10267 相川 幸夫 ｱｲｶﾜ ﾕｷｵ 千葉県 0:54:01
220 10263 緑川 悟 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾄﾙ 鈍足倶楽部 千葉県 0:54:05
221 10225 倉田 弘 ｸﾗﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 0:54:09
222 10417 阪口 良子 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｺ 茨城県 0:54:10
223 10638 新留 英里 ﾆｲﾄﾞﾒ ｴﾘ たいよう体操クラブ 千葉県 0:54:14
224 10313 宮内 翔太 ﾐﾔｳﾁ ｼｮｳﾀ 茨城県 0:54:16
225 10312 穂積 将男 ﾎﾂﾞﾐ ﾏｻｵ 千葉県 0:54:16
226 10326 森 ゆかり ﾓﾘ ﾕｶﾘ 千葉県 0:54:17
227 10147 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 0:54:17
228 10332 石毛 康久 ｲｼｹﾞ ﾔｽﾋｻ 千葉県 0:54:20
229 10239 清野 恭子 ｷﾖﾉ ｷｮｳｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:54:22
230 10629 林 章雄 ﾊﾔｼ ｱｷｵ 千葉県 0:54:25
231 10185 戸村 光良 ﾄﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ トムラン 千葉県 0:54:26
232 10318 菊地 久 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 佐倉走る会 千葉県 0:54:34
233 10383 鮒田 忠治 ﾌﾅﾀﾞ ﾀﾀﾞﾊﾙ 城北高校 東京都 0:54:34
234 10362 相川 とも美 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾐ すみれ 千葉県 0:54:34
235 10186 吉野 功 ﾖｼﾉ ｺｳ トムラン 千葉県 0:54:40
236 10176 生方 祐二 ｳﾌﾞｶﾀ ﾕｳｼﾞ 千葉地検競走部 千葉県 0:54:40
237 10233 向後 文子 ｺｳｺﾞ ｱﾔｺ 茨城県 0:54:44
238 10272 加瀬 彰伸 ｶｾ ｱｷﾉﾌﾞ 千葉県 0:54:48
239 10311 長谷部 奈津子 ﾊｾﾍﾞ ﾅﾂｺ 千葉県 0:54:50
240 10345 宮崎 光照 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾃﾙ 千葉県 0:54:52
241 10251 大屋敷 靖 ｵｵﾔｼｷ ﾔｽｼ ■■軽い運動しない■ 千葉県 0:54:56
242 10390 田中 翔 ﾀﾅｶ ｶｹﾙ 埼玉県 0:54:58
243 10372 鵜澤 智也 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 旭市消防本部 千葉県 0:55:00
244 10171 加藤 瑠菜 ｶﾄｳ ﾙﾅ 千葉県 0:55:02
245 10170 髙橋 隼人 ﾀｶﾊｼ 茨城県 0:55:05
246 10434 山口 賢 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ ＴＢＷＦ 千葉県 0:55:09
247 10304 宮川 知男 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｵ 千葉県 0:55:15
248 10187 竹内 康弘 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾋﾛ チーム走風酔 千葉県 0:55:24
249 10442 島田 晃宏 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:55:24
250 10173 本村 千尋 ﾓﾄﾑﾗ ﾁﾋﾛ 茨城県 0:55:25
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251 10427 江頭 一彦 ｴｶﾞｼﾗ ｶｽﾞﾋｺ 鳥喜 千葉県 0:55:28
252 10329 平野 哲夫 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ 千葉県 0:55:30
253 10299 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 牛久走友会 茨城県 0:55:33
254 10243 鈴木 純平 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 0:55:35
255 10161 堀越 千里 ﾎﾘｺｼ ﾁｻﾄ 千葉県 0:55:38
256 10336 粟生 健太郎 ｱｵｳ ｹﾝﾀﾛｳ 京葉銀行 千葉県 0:55:40
257 10282 柴木 洋子 ｼﾊﾞｷ ﾋﾛｺ 千葉県 0:55:42
258 10292 中山 優輝 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 三井住友銀行 千葉県 0:55:45
259 10296 枝松 寛弥 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾋﾛﾔ 三井住友銀行 千葉県 0:55:45
260 10428 増田 和寛 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鳥喜 千葉県 0:55:45
261 10202 鈴木 典子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 千葉県 0:55:47
262 10546 鈴木 太樹 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｼﾞｭ 東京都 0:55:48
263 10642 中村 益史 ﾅｶﾑﾗ ﾏｽﾌﾐ 千葉県 0:55:50
264 10549 石岡 久美子 ｲｼｵｶ ｸﾐｺ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:55:51
265 10123 青柳 杏奈 ｱｵﾔｷﾞ ｱﾝﾅ 銚子商業 千葉県 0:55:51
266 10322 宮武 美和子 ﾐﾔﾀｹ ﾐﾜｺ 東京都 0:55:53
267 10302 打越 忠 ｳﾁｺｼ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 0:55:56
268 10164 飯嶋 敏夫 ｲｲｼﾞﾏ ﾄｼｵ 千葉県 0:56:01
269 10450 松井 政和 ﾏﾂｲ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 0:56:03
270 10182 藤本 好美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾐ 千葉県 0:56:03
271 10424 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 0:56:06
272 10335 井口 博文 ｲｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 0:56:08
273 10477 川上 総士 ｶﾜｶﾐ ｿｳｼ 千葉県 0:56:10
274 10190 青澤 美由紀 ｱｵｻﾜ ﾐﾕｷ チーム走風酔 千葉県 0:56:13
275 10264 武江 美和 ﾀｹｴ ﾐﾜ 茨城県 0:56:20
276 10515 関野 優子 ｾｷﾉ ﾕｳｺ 千葉県 0:56:23
277 10240 髙梨 寛 ﾀｶﾅｼ ﾋﾛｼ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:56:23
278 10481 近藤 あやね ｺﾝﾄﾞｳ ｱﾔﾈ 千葉県 0:56:24
279 10142 星野 しま子 ﾎｼﾉ ｼﾏｺ 佐原信用金庫 千葉県 0:56:24
280 10577 田中 菜々美 ﾀﾅｶ ﾅﾅﾐ 千葉県 0:56:25
281 10363 相川 由佳 ｱｲｶﾜ ﾕｶ すみれ 千葉県 0:56:26
282 10330 加瀨 達也 ｶｾ 千葉県 0:56:27
283 10325 猪爪 宏和 ｲﾉﾂﾒ ﾋﾛｶｽﾞ 東洋合成工業 千葉県 0:56:36
284 10633 大井 篤 ｵｵｲ ｱﾂｼ 千葉県 0:56:39
285 10334 宗像 晴子 ﾑﾅｶﾀ ﾊﾙｺ 千葉県 0:56:39
286 10582 小松 靖浩 ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ チーム小松 千葉県 0:56:43
287 10635 井上 大輝 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｷ 千葉県 0:56:47
288 10360 平野 剛 ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ 千葉県 0:56:55
289 10420 太田 真樹 ｵｵﾀ ﾏｻｷ 東京都 0:56:59
290 10429 直江 佳治 ﾅｵｴ ﾖｼﾊﾙ 千葉県 0:57:00
291 10295 坂井 五月 ｻｶｲ ｻﾂｷ 三井住友銀行 千葉県 0:57:05
292 10208 平野 景樹 ｹｲｼﾞｭ ﾋﾗﾉ 東洋合成工業 千葉県 0:57:08
293 10328 林 宙生 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ ランフォーユー 千葉県 0:57:12
294 10327 林 偉明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ ランフォーユー 千葉県 0:57:12
295 10253 高橋 吉雄 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ 千葉県 0:57:15
296 10513 関川 健 ｾｷｶﾞﾜ ﾀｹｼ 千葉県 0:57:28
297 10317 佐賀井 稔 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 千葉県 0:57:29
298 10394 鈴木 良一 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 0:57:30
299 10478 神長 保 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀﾓﾂ 千葉県 0:57:37
300 10244 角田 智子 ｶｸﾀ ﾄﾓｺ 茨城県 0:57:42
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301 10305 野田 麻未 ﾉﾀﾞ ﾏﾐ 千葉県 0:57:43
302 10552 大木 美和 ｵｵｷ ﾐﾜ 千葉県 0:57:48
303 10252 川和 義則 ｶﾜﾜ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:57:48
304 10599 石渡 宏明 ｲｼﾜﾀ ﾋﾛｱｷ フィニッシャーリース 千葉県 0:57:48
305 10255 宇井 くるみ ｳｲ ｸﾙﾐ 千葉県 0:57:49
306 10350 加瀬 一四郎 ｶｾ ｶｽﾞｼﾛｳ 千葉県 0:57:49
307 10168 平津 武志 ﾋﾗﾂ ﾀｹｼ デビルＦＣ 千葉県 0:57:49
308 10514 池田 知佳 ｲｹﾀﾞ ﾁｶ 千葉県 0:57:56
309 10474 田崎 正通 ﾀｻｷ ﾏｻﾐﾁ 茨城県 0:57:59
310 10468 北島 奈穂子 ｷﾀｼﾞﾏ ﾅｵｺ 東京都 0:58:00
311 10247 滝川 憲幸 ﾀｷｶﾜ ﾉﾘﾕｷ ■日立化成・鹿 茨城県 0:58:01
312 10401 飯田 啓太 ｲｲﾀﾞ ｹｲﾀ 白戸次郎 千葉県 0:58:05
313 10354 平野 好正 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾏｻ 千葉県 0:58:11
314 10204 四釜 弘人 ｼｶﾏ ﾋﾛﾄ 東京都 0:58:12
315 10241 鈴木 孝夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 茨城県 0:58:22
316 10341 飯岡 直美 ｲｲｵｶ ﾅｵﾐ 小田原ＮＲ 神奈川県 0:58:22
317 10436 留守 美菜子 ﾙｽ ﾐﾅｺ 千葉県 0:58:23
318 10493 伊場 哲也 ｲﾊﾞ ﾃﾂﾔ 海上中学校 千葉県 0:58:27
319 10269 篠塚 賢治 ｼﾉﾂﾞｶ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:58:29
320 10437 吉田 俊郎 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾛｳ 千葉県 0:58:30
321 10337 豊田 昭 ﾄﾖﾀ ｱｷﾗ 千葉県 0:58:31
322 10535 荒井 貴徳 ｱﾗｲ ﾀｶﾉﾘ ロザリオの聖母会 千葉県 0:58:33
323 10451 石原 怜史 ｲｼﾊﾗ ｻﾄｼ 東洋合成工業 千葉県 0:58:35
324 10220 田上 和弘 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ ランナーズさんむ 千葉県 0:58:36
325 10273 尾池 和代 ｵｲｹ ｶｽﾞﾖ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:58:41
326 10274 尾池 伸一 ｵｲｹ ｼﾝｲﾁ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:58:41
327 10491 松井 淳樹 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 0:58:48
328 10289 田中 行彦 ﾀﾅｶ ﾕｷﾋｺ 三井住友銀行 東京都 0:58:49
329 10227 常世田 敏彦 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 千葉県 0:58:54
330 10333 熊田 正興 ｸﾏﾀﾞ ﾏｻｵｷ 茨城県 0:58:58
331 10411 長谷川 好紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 0:59:05
332 10347 石井 孝洋 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:59:23
333 10471 早瀬 文人 ﾊﾔｾ ﾌﾐﾋﾄ 埼玉県 0:59:28
334 10200 梶山 隆章 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県 0:59:31
335 10539 工藤 孝子 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｺ 千葉県 0:59:32
336 10426 多田 友也 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥喜 千葉県 0:59:36
337 10459 押尾 秀 ｵｼｵ ｼｭｳ 千葉県 0:59:40
338 10489 守 龍一 ﾓﾘ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 0:59:40
339 10435 青田 貞利 ｱｵﾀ ｻﾀﾞﾄｼ 笹川萕 千葉県 0:59:48
340 10643 田野 英明 ﾀﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:59:48
341 10375 石毛 卓 ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 0:59:52
342 10543 飯田 俊江 ｲｲﾀﾞ ﾄｼｴ 千葉県 0:59:55
343 10379 石毛 淳 ｲｼｹﾞ 千葉県 0:59:57
344 10497 金子 せき子 ｶﾈｺ ｾｷｺ 千葉県 1:00:03
345 10127 川口 達也 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:00:12
346 10195 大重 千佳子 ｵｵｼｹﾞ ﾁｶｺ 千葉県 1:00:14
347 10407 高木 めぐみ ﾀｶｷﾞ ﾒｸﾞﾐ ヤンチャーズｈｉ 千葉県 1:00:17
348 10286 岩﨑 圭一郎 ｲﾜｻｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 三井住友銀行 東京都 1:00:22
349 10378 吉岡 真一 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:00:26
350 10492 石山 康弘 ｲｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:00:26
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351 10586 飯田 綾子 ｲｲﾀﾞ ｱﾔｺ 千葉県 1:00:30
352 10351 坂本 光男 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 花見川ＲＣ 千葉県 1:00:39
353 10404 岡山 智博 ｵｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:00:39
354 10453 池田 正一 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ フルハーフＲＣ 神奈川県 1:00:52
355 10331 椎名 喜美男 ｼｲﾅ ｷﾐｵ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:00:55
356 10601 大屋 君恵 ｵｵﾔ ｷﾐｴ 千葉県 1:01:00
357 10422 藤原 一男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ ライトランチ 千葉県 1:01:03
358 10380 池崎 碧 ｲｹｻﾞｷ ﾐﾄﾞﾘ 千葉県 1:01:06
359 10432 石毛 達郎 ｲｼｹﾞ ﾀﾂﾛｳ 千葉県 1:01:12
360 10590 塩澤 進 ｼｵｻﾞﾜ ｽｽﾑ 千葉県 1:01:20
361 10256 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 1:01:21
362 10475 坂尾 隆治 ｻｶｵ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 1:01:23
363 10222 福士 利恵 ﾌｸｼ ﾘｴ チーム誉田 千葉県 1:01:24
364 10467 神田 良平 ｶﾝﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 千葉県 1:01:25
365 10538 飯島 義稀 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼｷ 千葉県 1:01:26
366 10490 関根 身知子 ｾｷﾈ ﾐﾁｺ 埼玉県 1:01:27
367 10396 宇夫形 浩佳 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛﾖｼ ＴＲＣ 千葉県 1:01:31
368 10439 大木 一泰 ｵｵｷ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 1:01:36
369 10457 伊藤 彰 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 1:01:39
370 10578 小林 和樹 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 千葉県 1:01:40
371 10118 吉田 大気 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ 駅伝マスターズ 愛知県 1:01:42
372 10425 佐藤 喜一 ｻﾄｳ ｷｲﾁ チ－ムあろ～は 千葉県 1:01:44
373 10624 鎌形 綾子 ｶﾏｶﾞﾀ ｱﾔｺ 千葉県 1:01:45
374 10519 山本 義昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ 東洋合成工業 東京都 1:01:46
375 10443 宮澤 智宏 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:01:48
376 10270 五味 賢一 ｺﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:01:51
377 10524 成川 貢一 ﾅﾘｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:01:53
378 10321 渡辺 喜史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 千葉県 1:01:59
379 10316 吉原 玉枝 ﾖｼﾊﾗ 茨城県 1:02:01
380 10628 石橋 英道 ｲｼﾊﾞｼ ﾋﾃﾞﾐﾁ 千葉県 1:02:02
381 10276 篠田 勝久 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 千葉県 1:02:06
382 10306 徳元 秀年 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:02:09
383 10371 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 茨城県 1:02:11
384 10470 小室 芳之 ｺﾑﾛ ﾖｼﾕｷ 茨城県 1:02:12
385 10339 丸山 茜 ﾏﾙﾔﾏ ｱｶﾈ 千葉県 1:02:20
386 10488 緑川 さゆり ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾕﾘ 千葉県 1:02:21
387 10623 椿 正道 ﾂﾊﾞｷ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 1:02:22
388 10224 阿部 達 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 1:02:32
389 10410 戸上 忠明 ﾄｶﾞﾐ ﾀﾀﾞｱｷ ＯＲＴ 東京都 1:02:32
390 10367 髙橋 愛子 ﾀｶﾊｼ ｱｲｺ チームＤＥＦ 千葉県 1:02:35
391 10634 髙川 智啓 ﾀｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:02:44
392 10461 御園 泉 ﾐｿﾉ ｲｽﾞﾐ 千葉県 1:02:46
393 10053 吉岡 宗汰 ﾖｼｵｶ ｿｳﾀ 千葉県 1:02:51
394 10293 城山 晃典 ｼﾛﾔﾏ ｱｷﾉﾘ 三井住友銀行 東京都 1:02:52
395 10537 林 優吾 ﾊﾔｼ ﾕｳｱ 千葉県 1:02:55
396 10587 宇井 祐太 ｳｲ ﾕｳﾀ 千葉県 1:02:56
397 10616 有坂 翔太 ｱﾘｻｶ ｼｮｳﾀ 銚子ＬＣ 東京都 1:03:02
398 10504 佐藤 辰徳 ｻﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ 千葉県 1:03:05
399 10430 鈴木 美香 ｽｽﾞｷ ﾐｶ 加齢なる一族 千葉県 1:03:09
400 10346 佐藤 茂樹 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ ４週８休 千葉県 1:03:10
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401 10290 大野 広顕 ｵｵﾉ ﾋﾛｱｷ 三井住友銀行 東京都 1:03:17
402 10589 鮒田 慈治 ﾌﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 立教池袋中学 東京都 1:03:25
403 10413 鳥羽 愛 ﾄﾊﾞ ﾒｸﾞﾑ 埼玉県 1:03:31
404 10271 五味 美由紀 ｺﾞﾐ ﾐﾕｷ 千葉県 1:03:42
405 10550 野中 貴仁 ﾉﾅｶ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:03:42
406 10516 平下 貴美子 ﾋﾗｼﾀ ｷﾐｺ ＮＡＣＲＵＮ 千葉県 1:03:46
407 10160 石毛 新治 ｲｼｹﾞ ｼﾝｼﾞ すけごろう 千葉県 1:03:50
408 10501 菅谷 和也 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾔ 千葉県 1:03:52
409 10536 曽我部 和輝 ｿｶﾞﾍﾞ ｶｽﾞｷ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:03:54
410 10301 遠藤 武二 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼﾞ 千葉県 1:04:04
411 10505 渡邉 栄子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｺ 千葉県 1:04:07
412 10189 高橋 誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ チーム走風酔 千葉県 1:04:08
413 10288 中村 渉 ﾅｶﾑﾗ ﾜﾀﾙ 三井住友銀行 千葉県 1:04:13
414 10496 近藤 豊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 千葉県 1:04:18
415 10592 江幡 樹 ｴﾊﾞﾀ ﾀﾂｷ 千葉県 1:04:19
416 10418 中嶋 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｺ 茨城県 1:04:26
417 10230 中村 信也 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ 茨城県 1:04:28
418 10323 斎藤 和典 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 側溝ランナー 千葉県 1:04:39
419 10385 山崎 明日香 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 千葉県 1:04:44
420 10236 溝田 優太朗 ﾐｿﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 1:04:46
421 10566 石井 敬人 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:04:46
422 10466 渡辺 雅博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:04:52
423 10560 下山 麗香 ｼﾓﾔﾏ ﾚｲｶ 千葉県 1:04:52
424 10405 山口 理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｴ 千葉県 1:04:52
425 10285 目崎 潤 ﾒｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 三井住友銀行 千葉県 1:04:53
426 10525 近江谷 宗司 ｵｵﾐﾔ ｿｳｼﾞ 千葉県 1:04:57
427 10494 網中 修太 ｱﾐﾅｶ ｼｭｳﾀ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:05:12
428 10558 飯田 啓代 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾖ 茨城県 1:05:14
429 10484 平山 清 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖｼ 旭走友会 千葉県 1:05:23
430 10611 宮内 利明 ﾐﾔｳﾁ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:05:52
431 10574 金澤 めぐみ ｶﾅｻﾞﾜ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 1:06:02
432 10609 遠藤 正男 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｵ 潮騒ＲＣ 千葉県 1:06:02
433 10487 川口 登美子 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄﾐｺ 千葉県 1:06:11
434 10382 小滝 優真 ｺﾀｷ ﾕｳﾏ 千葉県 1:06:13
435 10298 竹内 礼奈 ﾀｹｳﾁ ﾚﾅ 三井住友銀行 東京都 1:06:15
436 10606 安倍 友華 ｱﾍﾞ ﾕｶ 千葉県 1:06:18
437 10607 多田 友美 ﾀﾀﾞ ﾕﾐ 千葉県 1:06:18
438 10355 林 哲也 ﾊﾔｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:06:21
439 10465 平石 直輝 ﾋﾗｲｼ ﾅｵｷ 千葉銀行 千葉県 1:06:24
440 10603 杉原 毅 ｽｷﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ 千葉県 1:06:27
441 10445 大木 優作 ｵｵｷ ﾕｳｻｸ 千葉県 1:06:34
442 10644 栗城 崇 ｸﾘｷ ﾀｶｼ 千葉県 1:06:35
443 10495 網中 知恵子 ｱﾐﾅｶ ﾁｴｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:06:38
444 10532 加瀬 洋子 ｶｾ ﾖｳｺ 千葉県 1:06:40
445 10377 山口 主馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:06:50
446 10510 菅 弥寿子 ｽｶﾞ ﾔｽｺ 千葉県 1:06:58
447 10352 武藤 空多 ﾑﾄｳ ｸｳﾀ 千葉県 1:06:58
448 10406 大塚 奏空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ ちはら台桜小 千葉県 1:06:59
449 10553 中嶋 美恵子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｴｺ 群馬県 1:07:00
450 10480 白塚 純子 ｼﾗﾂｶ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:07:08
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451 10562 渡邊 真澄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｽﾐ 千葉県 1:07:12
452 10531 岩立 仁 ｲﾜﾀﾃ ﾋﾄｼ 千葉県 1:07:16
453 10399 吉岡 建汰 ﾖｼｵｶ ｹﾝﾀ 千葉県 1:07:26
454 10121 稲毛 瑠杏 ｲﾅｹﾞ ﾙｱ 千葉県 1:07:34
455 10561 一宮 あい ｲﾁﾐﾔ ｱｲ 千葉県 1:07:38
456 10544 田口 清幸 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｺｳ 東京都 1:07:55
457 10529 近藤 まゆみ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾕﾐ 千葉県 1:08:03
458 10353 武藤 香織 ﾑﾄｳ ｶｵﾘ 千葉県 1:08:06
459 10392 吉野 絵美 ﾖｼﾉ ｴﾐ 千葉県 1:08:10
460 10166 上原 裕二 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｼﾞ デビル ＦＣ 千葉県 1:08:10
461 10591 石橋 賢一 ｲｼﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ （株）Ｃ＆Ｄ 千葉県 1:08:13
462 10483 加瀬 裕希 ｶｾ ﾋﾛｷ 千葉県 1:08:13
463 10615 石井 真也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 千葉県 1:08:23
464 10565 百武 党平 ﾋｬｸﾀｹ ﾄｳﾍｲ カワサキスイミング 東京都 1:08:40
465 10455 三上 具子 ﾐｶﾐ ﾄﾓｺ 千葉鉄人 千葉県 1:08:43
466 10573 白浜 彰 ｼﾗﾊﾏ ｱｷﾗ 葵精機 千葉県 1:08:44
467 10180 会野 功一郎 ｶｲﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ Ｐ．Ｕ．ＢＡＣ 千葉県 1:08:54
468 10348 御簾納 浩 ﾐｽﾉ ﾋﾛｼ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:08:55
469 10640 瀬尾 かおり ｾｵ ｶｵﾘ 千葉県 1:08:59
470 10541 中尾 彩奈 ﾅｶｵ ｱﾔﾅ 千葉県 1:08:59
471 10112 鈴木 安雄 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 千葉県 1:09:17
472 10469 津田 直人 ﾂﾀﾞ ﾅｵﾄ 日本赤十字社 千葉県 1:09:40
473 10419 石毛 克身 ｲｼｹﾞ ｶﾂﾐ 楽天堂 千葉県 1:09:49
474 10476 小倉 剛 ｵｸﾞﾗ ﾀｹｼ 千葉県 1:09:58
475 10614 小泉 康之 ｺｲｽﾞﾐ ﾔｽﾕｷ 千葉銀行 千葉県 1:10:01
476 10571 信田 正義 ｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ のさか学園 千葉県 1:10:16
477 10511 平野 由紀 ﾋﾗﾉ ﾕｷ 千葉県 1:10:53
478 10576 本田 明美 ﾎﾝﾀﾞ ｱｹﾐ 国際理工ＡＣ 千葉県 1:10:59
479 10639 菅谷 節子 ｽｶﾞﾔ ｾﾂｺ 千葉県 1:11:06
480 10523 武田 光代 ﾀｹﾀﾞ ﾐﾂﾖ 花見川陸上クラブ 千葉県 1:11:08
481 10169 鵜澤 朝雄 ｳｻﾞﾜ ｱｻｵ 千葉県 1:11:12
482 10414 島野 僚子 ｼﾏﾉ ﾘｮｳｺ 埼玉県 1:11:12
483 10564 鈴木 亮一 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 1:11:14
484 10604 稲倉 真由美 ｲﾅｸﾗ ﾏﾕﾐ 千葉県 1:11:27
485 10194 井上 暢之 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾕｷ 御宿久保人 千葉県 1:11:37
486 10602 土方 貴子 ﾋｼﾞｶﾀ ﾀｶｺ 千葉県 1:11:55
487 10555 吉田 浩一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ ちばてくてく 千葉県 1:12:00
488 10556 佐々木 幸恵 ｻｻｷ ﾕｷｴ ちばてくてく 千葉県 1:12:02
489 10547 菅谷 之男 ｽｶﾞﾔ ﾕｷｵ 千葉県 1:12:05
490 10462 大網 珠季 ｵｵｱﾐ ﾀﾏｷ 千葉県 1:12:13
491 10572 詫間 堅司 ﾀｸﾏ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:12:34
492 10416 児島 直樹 ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ 東京都 1:12:53
493 10610 高橋 みどり ﾀｶﾊｼ ﾐﾄﾞﾘ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:13:08
494 10526 戸田 彰 ﾄﾀﾞ ｱｷﾗ 千葉県 1:13:08
495 10507 国府田 修 ｺｳﾀﾞ ｵｻﾑ 山形県 1:13:19
496 10583 田村 孝二 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ チーム小松 千葉県 1:13:26
497 10137 佐野 真次 ｻﾉ ｼﾝｼﾞ ＦＭＣ―５３ 千葉県 1:14:38
498 10361 林 直樹 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 千葉県 1:17:08
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