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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

1 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
2 10064 馬場 正直 baba masanao 東海銀行 埼玉県 0:41:05
3 10040 永井 恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ 静岡県 0:41:51
4 10065 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 茂原健走会 千葉県 0:42:18
5 10084 齋藤 次夫 ｻｲﾄｳ ﾂｷﾞｵ ｇａｃｈａ 茨城県 0:42:54
6 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
7 10081 木下 功 ｷﾉｼﾀ ｲｻｵ さいたま走翔 埼玉県 0:44:26
8 10619 斉藤 豊吉 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｷﾁ 千葉県 0:45:00
9 10093 菅谷 敏之史 ｽｶﾞﾔ ﾄｼﾌﾐ 千葉県 0:45:11

10 10071 鈴木 隆夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ ちば海浜ＭＣ 千葉県 0:45:52
11 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
12 10094 正木 勉 ﾏｻｷ ﾂﾄﾑ 埼玉県 0:46:37
13 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
14 10157 熊谷 章夫 ｸﾏｶﾞﾔ 茨城県 0:48:27
15 10132 宮内 新一 ﾐﾔｳﾁ ｼﾝｲﾁ 魚かん 千葉県 0:48:40
16 10448 平間 操 ﾋﾗﾏ ﾐｻｵ 田島ルーフＲＣ 埼玉県 0:49:25
17 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
18 10101 菱木 賢治 ﾋｼｷ ｹﾝｼﾞ 毎日薬局 千葉県 0:50:24
19 10154 小川 忠雄 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 九十九里ＲＣ 千葉県 0:50:29
20 10268 川嶋 信夫 ｶﾜｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 千葉県 0:50:50
21 10136 伊豆 守彦 ｲｽﾞ ﾓﾘﾋｺ 千葉県 0:52:08
22 10097 伊藤 敏雄 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 0:52:08
23 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
24 10228 安部 拓世 ｱﾝﾍﾞ ﾀｸﾖ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:52:33
25 10248 戸村 利 ﾄﾑﾗ ﾄｼ 千葉県 0:53:06
26 10119 小島 知 ｺｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 八王子コジマズ 東京都 0:53:42
27 10440 有馬 敏夫 ｱﾘﾏ ﾄｼｵ 群馬県 0:53:56
28 10332 石毛 康久 ｲｼｹﾞ ﾔｽﾋｻ 千葉県 0:54:20
29 10318 菊地 久 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 佐倉走る会 千葉県 0:54:34
30 10304 宮川 知男 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｵ 千葉県 0:55:15
31 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
32 10302 打越 忠 ｳﾁｺｼ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 0:55:56
33 10164 飯嶋 敏夫 ｲｲｼﾞﾏ ﾄｼｵ 千葉県 0:56:01
34 10182 藤本 好美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾐ 千葉県 0:56:03
35 10335 井口 博文 ｲｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 0:56:08
36 10240 髙梨 寛 ﾀｶﾅｼ ﾋﾛｼ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:56:23
37 10253 高橋 吉雄 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｵ 千葉県 0:57:15
38 10317 佐賀井 稔 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 千葉県 0:57:29
39 10394 鈴木 良一 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 0:57:30
40 10478 神長 保 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀﾓﾂ 千葉県 0:57:37
41 10354 平野 好正 ﾋﾗﾉ ﾖｼﾏｻ 千葉県 0:58:11
42 10493 伊場 哲也 ｲﾊﾞ ﾃﾂﾔ 海上中学校 千葉県 0:58:27
43 10437 吉田 俊郎 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾛｳ 千葉県 0:58:30
44 10435 青田 貞利 ｱｵﾀ ｻﾀﾞﾄｼ 笹川萕 千葉県 0:59:48
45 10492 石山 康弘 ｲｼﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:00:26
46 10351 坂本 光男 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 花見川ＲＣ 千葉県 1:00:39
47 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
48 10331 椎名 喜美男 ｼｲﾅ ｷﾐｵ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:00:55
49 10425 佐藤 喜一 ｻﾄｳ ｷｲﾁ チ－ムあろ～は 千葉県 1:01:44
50 10504 佐藤 辰徳 ｻﾄｳ ﾀﾂﾉﾘ 千葉県 1:03:05
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51 10301 遠藤 武二 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼﾞ 千葉県 1:04:04
52 10496 近藤 豊 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 千葉県 1:04:18
53 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
54 10525 近江谷 宗司 ｵｵﾐﾔ ｿｳｼﾞ 千葉県 1:04:57
55 10484 平山 清 ﾋﾗﾔﾏ ｷﾖｼ 旭走友会 千葉県 1:05:23
56 10611 宮内 利明 ﾐﾔｳﾁ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:05:52
57 10531 岩立 仁 ｲﾜﾀﾃ ﾋﾄｼ 千葉県 1:07:16
58 10544 田口 清幸 ﾀｸﾞﾁ ｾｲｺｳ 東京都 1:07:55
59 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
60 10112 鈴木 安雄 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 千葉県 1:09:17
61 10419 石毛 克身 ｲｼｹﾞ ｶﾂﾐ 楽天堂 千葉県 1:09:49
62 10137 佐野 真次 ｻﾉ ｼﾝｼﾞ ＦＭＣ―５３ 千葉県 1:14:38
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