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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 5046 麻野 照二 ｱｻﾉ ﾃﾙｼﾞ 雅匠輝 千葉県 0:17:57
2 5041 大鷲 信輔 ｵｵﾜｼ ｼﾝｽｹ 千葉県 0:18:19
3 5045 石井 秀幸 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:18:28
4 5040 小玉 英樹 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 三井化学 千葉県 0:18:37
5 5071 越川 好嗣 ｺｼｶﾜ ﾖｼﾂｸﾞ ＳＡＣ 千葉県 0:18:50
6 5030 大久保 治彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙﾋｺ 千葉県 0:18:52
7 5067 長谷川 徹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ ＰＩＬＯＴ（Ｄ） 千葉県 0:18:57
8 5097 稲生 靖行 ｲﾅｵ ﾔｽﾕｷ 千葉県 0:19:12
9 5070 三浦 淳 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝ 川崎市陸協 神奈川県 0:19:22

10 5066 八代 知久 ﾔｼﾛ ﾄﾓﾋｻ 千葉銀行 千葉県 0:19:37
11 5412 岩﨑 良雄 ｲﾜｻｷ 旭ＲＣ 千葉県 0:20:00
12 5080 小山 英光 ｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐﾂ ■■軽い運動しない■ 千葉県 0:20:16
13 5104 浪川 豊 ﾅﾐｶﾜ ﾕﾀｶ 翔走会 千葉県 0:21:01
14 5101 柳瀬 憲治 ﾔﾅｾ ｹﾝｼﾞ チーム１１８１ 神奈川県 0:21:04
15 5083 常世田 利男 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼｵ 千葉県 0:21:13
16 5113 印南 佑史 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｼ ｉｍａ 千葉県 0:21:42
17 5107 Ｆｏｌｌｅｔｔｅ Ａａｒｏｎ Ｊｏｓｈｕａ Follette Aaron Joshua 茨城県 0:21:44
18 5049 松田 正人 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 古河千葉 千葉県 0:21:49
19 5099 叶野 明良 ｶﾉｳ ｱｷﾗ 千葉県 0:22:31
20 5253 播田 直之 ﾊﾘﾀ ﾅｵﾕｷ 千葉県 0:22:32
21 5283 齊藤 章 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 和興 茨城県 0:22:48
22 5202 椎名 英隆 ｼｲﾅ ﾋﾃﾞﾀｶ 千葉県 0:22:57
23 5134 山本 忠宣 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 千葉県 0:22:59
24 5127 山崎 美典 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:23:02
25 5421 斉藤 功司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県 0:23:09
26 5076 星野 伸雄 ﾎｼﾉ ﾉﾌﾞｵ 千葉ランナーズ 千葉県 0:23:22
27 5453 﨑山 一郎 ｻｷﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 千葉県 0:24:00
28 5150 渡邊 真二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:24:40
29 5139 三澤 直人 ﾐｻﾜ ﾅｵﾄ 千葉県 0:25:07
30 5272 荒井 友輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ チームアヒ２ 千葉県 0:25:08
31 5264 鈴木 洋 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 0:25:10
32 5280 吉見 憲一 ﾖｼﾐ ｹﾝｲﾁ ｋ４４３塾 千葉県 0:25:17
33 5188 世古 泰之 ｾｺ ﾔｽﾕｷ ■■軽い運動しない■ 千葉県 0:25:23
34 5320 若林 隆史 ﾜｶﾊﾞﾔｼ 千葉県 0:25:36
35 5140 桜沢 高央 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｵ ■■軽い運動しない■ 埼玉県 0:25:56
36 5141 伊藤 康博 ｲﾄｳ 東総工業 千葉県 0:26:11
37 5269 黒川 輝雄 ｸﾛｶﾜ ﾃﾙｵ 押元東ＪＣ 千葉県 0:26:24
38 5208 是枝 満秋 ｺﾚｴﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 千葉県 0:26:50
39 5349 西田 篤行 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾕｷ 千葉県 0:26:54
40 5299 宮内 幸一 ﾐﾔｳﾁ ｺｳｲﾁ 千葉県 0:27:08
41 5417 久保田 護 ｸﾎﾞﾀ ﾏﾓﾙ 神奈川県 0:27:22
42 5278 笹倉 典行 ｻｻｸﾗ ﾉﾘﾕｷ 三井住友銀行 東京都 0:27:23
43 5151 斉藤 英之 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:27:35
44 5250 加藤 義一 ｶﾄｳ ｷﾞｲﾁ 千葉県 0:27:51
45 5273 大塚 拓 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｼ 東総工業 茨城県 0:27:51
46 5132 京寶院 滋 ｷｮｳﾎｳｲﾝ ｼｹﾞﾙ 茨城県 0:28:23
47 5277 清水 英順 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ ＪＸ開発 千葉県 0:28:24
48 5262 根本 浩晃 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 千葉県 0:28:27
49 5319 山倉 竹志 ﾔﾏｸﾗ ﾀｹｼ 千葉県 0:28:44
50 5209 石津 和也 ｲｼﾂﾞ ｶｽﾞﾔ 千葉県 0:28:50
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51 5220 神田 順二 ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県 0:29:10
52 5245 高橋 克巳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ 千葉県 0:29:16
53 5186 堀越 敬規 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾉﾘ ａｎｙ’ｓ 千葉県 0:29:31
54 5304 斉藤 仁 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ Ｗｅｂ日記 千葉県 0:29:34
55 5287 鈴木 慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ ランナーズ山武 千葉県 0:29:41
56 5236 神田 健一 ｶﾝﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:29:44
57 5227 加瀬 良一 ｶｾ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 0:29:56
58 5420 加藤 滋 ｶﾄｳ ｼｹﾞﾙ 千葉県 0:29:59
59 5408 高村 学 ﾀｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 0:30:17
60 5284 高藤 晋悟 ﾀｶﾌｼﾞ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 0:30:27
61 5418 佐藤 重紀 ｻﾄｳ 千葉県 0:30:30
62 5346 星 秀幸 ﾎｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:30:40
63 5325 江澤 博行 ｴｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:30:47
64 5221 佐藤 繁 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 千葉県 0:30:58
65 5343 森田 賢徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 0:31:10
66 5311 館石 桂 ﾀﾃｲｼ ｶﾂﾗ 千葉県 0:31:12
67 5403 清水 正夫 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｵ 千葉県 0:31:27
68 5447 花香 享則 ﾊﾅｶ ﾀｶﾉﾘ チームマツオカ 千葉県 0:31:31
69 5322 副島 賢治 ｿｴｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:31:39
70 5358 伊藤 庸 ｲﾄｳ ﾖｳ 川島Ｃ 千葉県 0:31:44
71 5223 田中 一行 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 上本郷クラブ 千葉県 0:31:55
72 5281 佐藤 勝彦 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 千葉県 0:32:00
73 5317 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島県 0:32:18
74 5438 勝井 正彦 ｶﾂｲ ﾏｻﾋｺ 千葉県 0:32:18
75 5324 藤代 基樹 ﾌｼﾞｼﾛ ﾓﾄｷ 東京都 0:32:19
76 5323 佐々木 勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 東京都 0:32:19
77 5275 山口 政男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｵ 千葉県 0:32:20
78 5241 髙野 誠 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 0:32:20
79 5276 川原 慎一郎 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 0:32:21
80 5295 原田 進 ﾊﾗﾀﾞ ｽｽﾑ 茨城県 0:32:37
81 5439 中村 寛 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 0:32:42
82 5443 萩谷 義明 ﾊｷﾞﾔ ﾖｼｱｷ 茨城県 0:33:20
83 5361 森野 智行 ﾓﾘﾉ ﾄﾓﾕｷ チーム小松 茨城県 0:33:23
84 5313 佐々木 隆之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 0:33:46
85 5441 瀧口 明生 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷｵ 千葉県 0:34:01
86 5336 石部 晴久 ｲｼﾍﾞ 東京都 0:34:09
87 5353 高橋 薫 ﾀｶﾊｼ ｶｵﾙ 千葉県 0:35:57
88 5224 人見 功 ﾋﾄﾐ ｲｻｵ とにかく走ろう 茨城県 0:36:35
89 5180 ユスリ ムハマド ﾕｽﾘ ﾑﾊﾏﾄﾞ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:37:26
90 5179 ディン シャリフ ﾃﾞｨﾝ ｼｬﾘﾌ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:37:43
91 5194 宮澤 実 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ 千葉県 0:38:58
92 5357 斎藤 光男 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ Ｍ－ＪＥＴｓ 千葉県 0:40:12
93 5402 吉野 薫 ﾖｼﾉ ｶｵﾙ 千葉県 0:40:19
94 5267 小澤 芳雄 ｵｻﾞﾜ ﾖｼｵ サンワーク 千葉県 0:41:07
95 5455 吉本 房和 ﾖｼﾓﾄ ﾌｻｶｽﾞ 聖家族園 千葉県 0:43:12
96 5454 小林 高広 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 聖家族園 千葉県 0:43:29
97 5372 小柴 宏明 ｺｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ どすこい 千葉県 0:44:43
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