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1 31 脇本 大輔 ﾜｷﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 山武農ＲＣ 千葉県 1:13:15
2 20 藤田 健 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ こすげ走友会 千葉県 1:14:46
3 26 吉田 浩二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ ウィングＡＣ 千葉県 1:14:56
4 13 早川 保明 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｱｷ 横芝光町 千葉県 1:15:21
5 15 小関 訓 ｺｾｷ ｻﾄｼ 千葉県 1:15:34
6 29 安蒜 直樹 ｱﾝﾋﾞﾙ ﾅｵｷ 千葉県 1:17:33
7 36 西廣 利春 ﾆｼﾋﾞﾛ ﾄｼﾊﾙ 小見川陸上 千葉県 1:17:46
8 32 佐藤 宝牲 ｻﾄｳ ﾎｳｾｲ 千葉県 1:18:07
9 69 山田 能之 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 1:18:18

10 57 鈴木 一喜 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ メイセイ 茨城県 1:20:41
11 86 小久保 学 ｺｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ 東京都庁 千葉県 1:20:49
12 19 田﨑 敬祐 ﾀｻｷ ｹｲｽｹ ＣＩＡ 千葉県 1:20:55
13 18 武藤 理 ﾑﾄｳ ｵｻﾑ 千葉県 1:21:04
14 61 北野 健太郎 ｷﾀﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 1:21:27
15 53 塩塚 晃一 ｼｵﾂﾞｶ ｺｳｲﾁ 茨城県 1:22:03
16 49 鈴木 孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ 千葉県 1:23:30
17 120 和田 一清 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷﾖ 茨城県 1:24:35
18 83 須賀 雄一 ｽｶﾞ ﾕｳｲﾁ チームＤａｒｃ 千葉県 1:25:02
19 34 藤川 義文 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｼﾌﾞﾐ ＤｒｅａｍＡＣ 千葉県 1:25:21
20 59 川端 貫太 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾝﾀ ｉｐｐｕｋｕ 茨城県 1:25:27
21 63 市村 孝行 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1:26:36
22 82 牧野 裕幸 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:26:45
23 72 水上 恭男 ﾐｽﾞｶﾐ ﾔｽｵ 千葉市動物公園 千葉県 1:27:24
24 77 石毛 武士 ｲｼｹﾞ ﾀｹｼ 旭ＲＣ 千葉県 1:27:33
25 85 篠澤 厚司 ｼﾉｻﾞﾜ ｱﾂｼ 千葉県 1:27:35
26 100 津端 佳介 ﾂﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 千葉県 1:27:49
27 800 堀内 克哉 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾔ ｎｅｋｏ隊長 東京都 1:27:59
28 76 長谷川 篤 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 旭二４８会 千葉県 1:28:01
29 101 柏倉 宏光 ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾋﾛﾐﾂ チームＴＴＨ 千葉県 1:28:10
30 58 永堀 崇史 ﾅｶﾞﾎﾘ ﾀｶｼ 千葉陸上競技協会 千葉県 1:28:10
31 64 大塚 昭仁 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 朝日信用金庫 千葉県 1:28:28
32 79 森本 伸吾 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ΑСΤΟΚΕ 千葉県 1:28:31
33 112 小田 佳弘 ｵﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:28:36
34 187 高橋 幸二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 茨城県 1:28:52
35 93 永易 量行 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 1:29:05
36 116 菱田 勝 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 1:29:11
37 94 内田 康之 ｳﾁﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 銚子マリーナＲＣ 茨城県 1:29:16
38 113 宮内 健士 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹｼ 千葉県 1:29:22
39 1 吉岡 建 ﾖｼｵｶ ﾀｹｼ 千葉県 1:29:41
40 145 西山 勇貴 ﾆｼﾔﾏ ﾕｳｷ ＡＣＴＯＫＥ 千葉県 1:29:43
41 33 田中 謙次 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ リハモードビィラ白井 千葉県 1:30:08
42 38 高根 理毅 ﾀｶﾈ ﾏｻｷ 神栖ＴＣ 茨城県 1:30:27
43 141 中田 竜二 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 1:30:32
44 271 川又 弘之 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ （株）近代環境 栃木県 1:30:45
45 225 若梅 敏之 ﾜｶｳﾒ ﾄｼﾕｷ 太田囃子連ＲＣ 千葉県 1:30:48
46 98 長谷川 淳一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ アーステクニカ 千葉県 1:31:05
47 109 加藤 信弘 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉ブレイブ 千葉県 1:31:08
48 477 荒岡 康夫 ｱﾗｵｶ ﾔｽｵ 千葉県 1:31:19
49 103 加瀬 勉 ｶｾ ﾂﾄﾑ ＰＵＢ 千葉県 1:31:20
50 170 林 孝至 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:31:22
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51 193 西廣 利一 ﾆｼﾋﾞﾛ ﾄｼｶｽﾞ メク走 千葉県 1:31:37
52 197 河野 篤志 ｺｳﾉ ｱﾂｼ 千葉県 1:31:46
53 97 荒尾 繁 ｱﾗｵ ｼｹﾞﾙ 千葉県 1:31:56
54 338 古屋 幸夫 ﾌﾙﾔ ﾕｷｵ 八千代ボンズ 千葉県 1:32:00
55 242 森田 竜也 ﾓﾘﾀ ﾀﾂﾔ 北海道 1:32:30
56 108 寳代 昭光 ﾎｳﾀﾞｲ ｱｷﾐﾂ ＣＲ２ 千葉県 1:32:34
57 196 浅野 利彦 ｱｻﾉ ﾄｼﾋｺ 東京都 1:32:36
58 167 石毛 和也 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾔ 銚子マリーナＲ 茨城県 1:32:46
59 200 竹垣 隆 ﾀｹｶﾞｷ ﾀｶｼ 航空ＯＢ 東京都 1:32:47
60 104 廣瀬 晃一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:32:51
61 110 尾下 啓吾 ｵｼﾀ ｹｲｺﾞ 千葉 千葉県 1:32:51
62 325 芦川 孝之 ｱｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ ウィングＡＣ 千葉県 1:32:53
63 195 松本 達也 ﾏﾂﾓﾄ 東京都 1:33:21
64 138 徳倉 基宏 ﾄｸｸﾗ ﾓﾄﾋﾛ 千葉県 1:33:24
65 320 石井 直 ｲｼｲ ﾅｵ ジョガーズ 千葉県 1:33:33
66 117 林 壯一 ﾊﾔｼ ｿｳｲﾁ 千葉県 1:33:44
67 204 田中嶋 克行 ﾀﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ 茨城県 1:33:50
68 227 塚本 誠 ﾂｶﾓﾄ ﾏｺﾄ 篠塚ランニングクラブ 千葉県 1:34:05
69 202 大柳 光史 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾌﾐ 安藤塾 茨城県 1:34:47
70 194 関野 定和 ｾｷﾉ ｻﾀﾞｶｽﾞ 銚子マリーナＲＣ 茨城県 1:34:48
71 150 渡辺 拓和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 1:34:49
72 114 鈴木 裕 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ Ｕ３ 千葉県 1:34:52
73 886 茂原 伸也 ﾓﾊﾗ ｼﾝﾔ 千葉県 1:34:58
74 37 加藤 忍 ｶﾄｳ ｼﾉﾌﾞ サッポロビール 千葉県 1:35:10
75 73 齋藤 和義 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県庁 千葉県 1:35:11
76 99 野崎 健司 ﾉｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 大久保小おやじの会 千葉県 1:35:24
77 265 佐々木 昌巳 ｻｻｷ ﾏｻﾐ 時事 千葉県 1:35:33
78 220 石毛 光裕 ｲｼｹﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:35:34
79 132 池田 剛紀 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 千葉県 1:35:53
80 306 遠藤 一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 不乱健酒多飲 埼玉県 1:35:54
81 56 神田 政志 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｼ パインＭＣＬＣ 茨城県 1:36:04
82 168 坂口 泰三 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｿﾞｳ 千葉県 1:36:26
83 127 鈴木 寿 ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ 千葉県 1:36:28
84 281 古川 智久 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 千葉県 1:36:33
85 222 篠塚 直樹 ｼﾉﾂｶ ﾅｵｷ 茨城県 1:36:35
86 251 梅嵜 篤史 ｳﾒｻﾞｷ ｱﾂｼ 神奈川県 1:36:48
87 300 大西 俊一郎 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 旭中央病院 千葉県 1:36:51
88 356 平野 誠一 ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ 千葉県 1:37:25
89 102 村住 一郎 ﾑﾗｽﾞﾐ ｲﾁﾛｳ 千葉県 1:37:37
90 309 田谷 好克 ﾀﾔ ﾖｼﾐ 坂田戦隊 千葉県 1:37:55
91 293 中嶋 智昭 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ セントラル高崎 群馬県 1:37:56
92 451 宮下 輝明 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙｱｷ アルビオン 神奈川県 1:38:16
93 263 小野目 如快 ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ 正傳寺 埼玉県 1:38:19
94 206 中井 希典 ﾅｶｲ ﾄﾓﾉﾘ 千葉ブレイブ安藤塾 茨城県 1:38:26
95 553 夏井 琢哉 ﾅﾂｲ ﾀｸﾔ 茨城県 1:38:26
96 213 稲葉 義男 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼｵ 東京都 1:38:32
97 426 苗村 貴宏 ﾅｴﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ かながわ信用金庫 神奈川県 1:38:43
98 292 加瀬 徹 ｶｾ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:38:45
99 223 沖野 直毅 ｵｷﾉ ﾅｵｷ ＡＧＣ 千葉県 1:38:48

100 247 佐藤 大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:39:06
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101 349 江波戸 忠洋 ｴﾊﾞﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ えばっちゃん 茨城県 1:39:13
102 245 松戸 宏樹 ﾏﾂﾄﾞ ﾋﾛｷ ＭＤＳ 神奈川県 1:39:27
103 203 河上 尚士 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾋﾄ ｋ－ｉｎｇ 千葉県 1:39:29
104 455 伊藤 宏 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 埼玉県 1:39:32
105 403 清水 修 ｼﾐｽﾞ ｵｻﾑ 松岡水産 東京都 1:39:33
106 237 斉藤 盛久 ｻｲﾄｳ ﾓﾘﾋｻ 東京都 1:39:54
107 304 岡本 能弘 ｵｶﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 1:40:24
108 450 平山 仁治 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾊﾙ 千葉県 1:40:24
109 255 片岡 良和 ｶﾀｵｶ 千葉緑郵便局 千葉県 1:40:52
110 559 雲内 浩平 ｳﾝﾅｲ ｺｳﾍｲ 千葉県 1:40:57
111 468 一木 瑞明 ﾋﾄｷ ﾐｽﾞｱｷ 山陰ランクラブ 千葉県 1:41:05
112 329 安田 一則 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ＮＡＣＲＣ 千葉県 1:41:09
113 357 中野 和彦 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:41:25
114 308 矢嶋 裕之 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ■■軽い運動しない■ 千葉県 1:41:25
115 956 山本 典史 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾌﾐ 千葉県 1:41:28
116 294 飯村 直樹 ｲｲﾑﾗ ﾅｵｷ 茨城県 1:41:49
117 368 岡田 浩司 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ ＳＤＳ 茨城県 1:42:06
118 254 堀尾 慶彦 ﾎﾘｵ ﾖｼﾋｺ 石中一期ＹＰ 千葉県 1:42:18
119 322 瀬戸 等 ｾﾄ ﾋﾄｼ 千葉県 1:42:21
120 169 坂口 雅俊 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 千葉県 1:42:49
121 284 堤 志信 ﾂﾂﾐ ｼﾉﾌﾞ ＮＴＴ東日本 茨城県 1:42:54
122 279 小川 明孝 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾖｼ 美しが丘西ＡＣ 神奈川県 1:42:55
123 366 伊藤 明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 1:42:56
124 363 佐藤 暢 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ ＭＣＣ 茨城県 1:42:56
125 820 真行寺 孝幸 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:42:59
126 226 野口 昌宏 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:43:04
127 211 木内 康善 ｷｳﾁ ﾔｽﾖｼ くっちい。 千葉県 1:43:09
128 262 笠井 昭典 ｶｻｲ ｱｷﾉﾘ 栃木県 1:43:20
129 541 小嶋 学 ｺｼﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ 行田公園走友会 千葉県 1:43:26
130 492 井上 晃彦 ｲﾉｳｴ ﾃﾙﾋｺ 走友会 東京都 1:43:29
131 310 鈴木 清人 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾄ 幕張ベイタウン 千葉県 1:43:33
132 374 宮川 信勇 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｵ ＴＧラン会 埼玉県 1:43:40
133 139 岩瀬 治 ｲﾜｾ ｵｻﾑ チーム走風酔 千葉県 1:43:51
134 342 早原 信介 ﾊﾔﾊﾗ ｼﾝｽｹ ゼロトゥーン 千葉県 1:43:52
135 131 櫻井 健太 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾀ 千葉県 1:44:07
136 452 塚本 貴之 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:44:08
137 545 高木 正宏 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:44:12
138 508 梅原 利夫 ｳﾒﾊﾗ ﾄｼｵ 千葉県 1:44:13
139 597 和田 善多 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 千葉県 1:44:16
140 24 岸田 達也 ｷｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:44:18
141 460 越智 秀明 ｵﾁ ﾋﾃﾞｱｷ クラレ 茨城県 1:44:31
142 371 大塚 浩之 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:44:34
143 585 柳井 孝之 ﾔﾅｲ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:44:58
144 580 江崎 洋 ｴｻﾞｷ ﾖｳ 東京都 1:44:58
145 591 吉田 淳一郎 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1:45:02
146 234 村山 靖志 ﾑﾗﾔﾏ ﾔｽｼ 神奈川県 1:45:04
147 434 東田 清三 ﾋｶﾞｼﾀﾞ ｷﾖｿﾞｳ 茨城県 1:45:15
148 282 加瀬 孝之 ｶｾ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:45:17
149 552 栗原 吉雄 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｵ エフアンドエフ 東京都 1:45:18
150 335 高村 芳樹 ﾀｶﾑﾗ ﾖｼｷ 茨城県 1:45:32
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151 323 山本 善司 ﾔﾏﾓﾄ ｾﾞﾝｼﾞ ゼンジー会 茨城県 1:45:35
152 473 松永 優年 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 1:45:47
153 395 宮本 政士 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｼﾞ 船橋郵便局 千葉県 1:45:51
154 922 飯塚 周一 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳｲﾁ 竹内ランナーズ 千葉県 1:46:01
155 287 菅 政則 ｽｶﾞ ﾏｻﾉﾘ シーケム鹿島 茨城県 1:46:02
156 587 稲葉 進 ｲﾅﾊﾞ ｽｽﾑ 千葉県 1:46:22
157 428 西広 則和 ﾆｼﾋﾛ ﾉﾘｶｽﾞ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:46:29
158 588 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:46:36
159 571 浅野 昌和 ｱｻﾉ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 1:46:36
160 228 齋藤 利勝 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶﾂ ＴＥＲ 千葉県 1:46:37
161 303 吉田 照司 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾙｼﾞ チームしらはま 千葉県 1:46:40
162 568 徳田 豪 ﾄｸﾀﾞ ｺﾞｳ チームアイランズ 茨城県 1:46:45
163 461 宮本 健寿 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝｼﾞｭ 千葉県 1:46:47
164 375 高木 譲 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞﾙ 千葉県 1:46:55
165 925 仲 英則 ﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 茨城県 1:47:02
166 567 山田 知広 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:47:05
167 509 金沢 良和 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 1:47:09
168 376 鈴木 孝紀 ｽｽﾞｷ ﾀｶｷ ｔｅａｍ２７８ 千葉県 1:47:10
169 693 鈴木 和彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:47:14
170 305 赤坂 修治 ｱｶｻｶ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 1:47:31
171 926 大網 秀紀 ｵｵｱﾐ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 1:47:32
172 436 金子 恭將 ｶﾈｺ ﾔｽﾏｻ 晃大クラブ 千葉県 1:47:51
173 377 小林 正宏 ｺﾊﾞﾔｼ 千葉県 1:47:56
174 412 倉阪 秀史 ｸﾗｻｶ ﾋﾃﾞﾌﾐ 伊賀忍者ＲＣ 千葉県 1:48:03
175 579 中谷 健太郎 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:48:11
176 959 田村 隆 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 日清紡 千葉県 1:48:11
177 408 大木 成晃 ｵｵｷ ﾏｻｱｷ ぱト走人 千葉県 1:48:15
178 344 田辺 陽平 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｳﾍｲ 酒々井弱走会 千葉県 1:48:18
179 892 宮城 裕和 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 茨城県 1:48:30
180 136 小沼 賢次 ｵﾇﾏ ｹﾝｼﾞ ＪＳＲラン 茨城県 1:48:30
181 1140 金谷 浩貴 ｶﾅﾔ ﾋﾛﾀｶ 千葉県 1:48:38
182 406 加瀬 智哉 ｶｾ ﾄﾓﾔ チームＳＭＣ 千葉県 1:48:38
183 569 安斉 和重 ｱﾝｻﾞｲ ｶｽﾞｼｹﾞ 東洋合成工業 千葉県 1:48:38
184 359 宮城 博昭 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:48:42
185 347 佐藤 一広 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ねばぎば走友会 千葉県 1:48:45
186 738 小山田 雅弘 ｵﾔﾏﾀﾞ 千葉県 1:48:46
187 55 猪野尾 雅之 ｲﾉｵ ﾀｶﾕｷ 習志野高校拳闘部ＯＢ 千葉県 1:48:48
188 584 中村 年宏 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾋﾛ バーマッチョ 千葉県 1:48:49
189 415 高橋 浩二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 三菱自動車工業 千葉県 1:48:55
190 1012 松村 勝 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾙ ＴＥＲ 千葉県 1:48:55
191 355 西須 俊夫 ｻｲｽ ﾄｼｵ 千葉県 1:49:04
192 386 村杉 隆朗 ﾑﾗｽｷﾞ ﾀｶｵ 東京都 1:49:17
193 379 島田 光広 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:49:19
194 742 多田 秀和 ﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チームＤＥＦ 千葉県 1:49:25
195 942 大森 正 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 1:49:34
196 620 藤村 嘉智 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾖｼﾄｼ 東京都 1:49:43
197 402 五十嵐 琢司 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸｼﾞ Ｍ－ＪＥＴｓ 千葉県 1:49:46
198 524 川田 泰之 ｶﾜﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 富津警察署 千葉県 1:49:56
199 462 近藤 万年 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾝﾈﾝ りんごの会 千葉県 1:49:58
200 529 緒方 康敬 ｵｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:50:00
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201 938 西村 修治 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 1:50:07
202 260 柴木 雄一 ｼﾊﾞｷ ﾕｳｲﾁ ＳＢＲＣ 千葉県 1:50:07
203 730 岩澤 孝昌 ｲﾜｻﾜ ﾀｶﾏｻ 千葉県 1:50:09
204 457 豊田 直 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 1:50:09
205 548 焼田 幸彦 ﾔｷﾀ ﾕｷﾋｺ 茨城県 1:50:17
206 387 平野 英雄 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ 銚子信金 千葉県 1:50:27
207 788 桑原 信泰 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ カネカ陸上部 兵庫県 1:50:28
208 343 中井 弘司 ﾅｶｲ ﾋﾛｼ 茨城県 1:50:32
209 662 中島 一彦 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:50:40
210 601 中村 健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:50:42
211 1035 塩倉 雄平 ｼｵｸﾗ ﾕｳﾍｲ 千葉県 1:50:55
212 66 宮川 博 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 市原ＡＣ 千葉県 1:50:57
213 476 執行 紀行 ｼｷﾞｮｳ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 1:50:59
214 491 斎藤 康弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ カケコッコ 茨城県 1:51:12
215 291 喜如嘉 恒一 ｷｼﾞｮｶ ﾂﾈｶｽﾞ 千葉県 1:51:15
216 398 保立 幸男 ﾎﾀﾃ ﾕｷｵ エムイーシーテクノ 茨城県 1:51:20
217 372 村井 和行 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ スマイルラン 千葉県 1:51:20
218 528 齋藤 義和 ｻｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 1:51:21
219 560 円城寺 覚 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ｻﾄﾙ 千葉県 1:51:23
220 590 荒井 眞宏 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:51:30
221 855 市原 一史 ｲﾁﾊﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 千葉県 1:51:32
222 328 河田 仁 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 千葉県 1:51:32
223 550 大塚 和明 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｱｷ 生びーず 東京都 1:51:34
224 383 宮内 勝雄 ﾐﾔｳﾁ ｶﾂｵ ＪＡちばみどり 千葉県 1:51:44
225 889 佐藤 祐司 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 千葉県 1:51:52
226 954 鈴木 健央 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 千葉県 1:51:57
227 381 田端 悟 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 茨城県 1:52:09
228 1121 松浦 弘之 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:52:15
229 818 大宮 宏幸 ｵｵﾐﾔ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:52:20
230 1009 岡田 光浩 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 上市場でれすけくらぶ 千葉県 1:52:23
231 155 幸保 幸佑 ｺｳﾎﾞ ｺｳｽｹ 茨城県 1:52:25
232 899 北田 幸一 ｷﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ ＡＣＴＯＫＥ 千葉県 1:52:31
233 219 田汲 聡 ﾀｸﾐ ｻﾄｼ 千葉県 1:52:31
234 1037 下山 幸男 ｼﾓﾔﾏ ﾕｷｵ 神奈川県 1:52:32
235 1114 田村 健治 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:52:43
236 394 宇梶 和雄 ｳｶｼﾞ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:52:46
237 414 岡本 豊 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ ナゼロソ 青森県 1:52:48
238 1346 吉野 学 ﾖｼﾉ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 1:52:52
239 901 落合 広志 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 1:52:56
240 1005 大森 直孝 ｵｵﾓﾘ ﾅｵﾀｶ ＪＳＲ ＣＳＣ 茨城県 1:52:59
241 593 池田 一郎 ｲｹﾀﾞ ｲﾁﾛｳ ＪＳ 千葉県 1:53:05
242 505 網中 宏行 ｱﾐﾅｶ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:53:08
243 1008 山野辺 将幸 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾏｻﾕｷ のべちゃん 千葉県 1:53:23
244 526 戸村 賢治 ﾄﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:53:24
245 289 中野 真一 ﾅｶﾉ ｼﾝｲﾁ 千葉県 1:53:38
246 522 藤三田 頼雅 ﾌｼﾞｻﾝﾀﾞ ﾗｲｶﾞ 獣神 千葉県 1:53:54
247 1113 金山 勉 ｶﾅﾔﾏ ﾂﾄﾑ チームＤＥＦ 茨城県 1:54:10
248 1294 植松 智則 ｳｴﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 1:54:12
249 632 髙木 章 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾗ アサヒ４８会 千葉県 1:54:12
250 592 長掛 雄治 ｵｻｶｹ ﾕｳｼﾞ 東一ふろとも 東京都 1:54:35
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251 611 大里 正隆 ｵｵｻﾄ ﾏｻﾀｶ 筑走会 茨城県 1:54:39
252 884 栗原 健二 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 東京都 1:54:47
253 756 鮒田 栄治 ﾌﾅﾀﾞ ｴｲｼﾞ ☆さとし書房 東京都 1:54:49
254 397 藤井 俊彰 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:54:49
255 969 椎名 宏至 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ り・くりっく 千葉県 1:54:49
256 521 中村 明博 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 日本郵政株式会社 千葉県 1:54:52
257 934 鈴木 宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 1:54:59
258 1026 植田 博道 ｳｴﾀ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 1:55:01
259 301 寺井 隆 ﾃﾗｲ ﾀｶｼ 千葉県 1:55:02
260 948 鵜澤 勝義 ｳｻﾞﾜ ｶﾂﾖｼ こむぎクラブ 千葉県 1:55:09
261 1159 早川 浩二 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ 清走ランナーズ 千葉県 1:55:09
262 315 岡田 賢治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:55:13
263 661 冨吉 賢治 ﾄﾐﾖｼ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:55:24
264 1179 佐野 貴之 ｻﾉ ﾀｶﾕｷ 東京都 1:55:31
265 791 中村 泰行 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 旭市社会福祉協議会 千葉県 1:55:34
266 544 野島 聡 ﾉｼﾞﾏ ｻﾄｼ 汗走ＡＣ 千葉県 1:55:43
267 963 岡 宜樹 ｵｶ ﾖｼｷ 豊洲ＲＣ 東京都 1:56:02
268 790 田邊 英雄 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 1:56:09
269 1195 松本 克視 ﾏﾂﾓﾄ 千葉県 1:56:25
270 779 田辺 裕通 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 1:56:34
271 689 中山 宏志 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:56:35
272 801 染谷 真琴 ｿﾒﾔ ﾏｺﾄ 千葉県 1:56:38
273 1149 寺田 行則 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 東リ 東京都 1:56:40
274 162 遠藤 尚 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ ＭＯＬ 千葉県 1:56:43
275 633 蓮田 裕直 ﾊｽﾀ ﾋﾛﾅｵ 御菓子司坂本干潟駅前 茨城県 1:56:45
276 770 鞠子 淳 ﾏﾘｺ ｱﾂｼ ＫＳＣ 神奈川県 1:56:46
277 1125 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 東京都 1:56:50
278 911 岡本 敏 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ 千葉県 1:56:51
279 285 小林 健司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:56:52
280 413 三次 利明 ﾐﾂｷﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:56:52
281 1280 坂本 健 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ フィニッシャーリース 千葉県 1:57:10
282 603 今泉 慎太郎 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 1:57:30
283 1030 高木 昌直 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾅｵ 千葉県 1:57:36
284 465 小川 利明 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 大室台小学校 千葉県 1:57:42
285 532 五十嵐 勝志 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂｼ 茨城県 1:57:45
286 958 吉田 浩 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 1:57:47
287 345 中嶋 英朗 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 酒々井弱走会 千葉県 1:57:59
288 1321 山口 伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 茨城県 1:58:00
289 646 小澤 一基 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 千葉県 1:58:04
290 543 伊藤 伸悟 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 千葉県 1:58:05
291 721 山中 啓一郎 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 千葉県 1:58:13
292 809 田杭 正充 ﾀｸﾞｲ ﾏｻﾐﾂ 埼玉県 1:58:22
293 1342 梶 延宏 ｶｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 1:58:40
294 575 加藤 文彦 ｶﾄｳ ﾌﾐﾋｺ チームあろ～は 千葉県 1:58:47
295 679 西沢 孝壽 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｼﾞｭ ＴＲＩ 千葉県 1:59:00
296 825 小林 明雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷｵ 神奈川県 1:59:04
297 478 安藤 善剛 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ 千葉県 1:59:16
298 513 鈴木 修一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ クリーンエアー 千葉県 1:59:19
299 881 宮嶋 典夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾘｵ 小見川毎日 千葉県 1:59:28
300 390 松本 正人 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾄ 千葉県 1:59:31
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301 992 吉川 美智也 ﾖｼｶﾜ ﾐﾁﾔ 不乱健酒多飲 神奈川県 1:59:31
302 659 松本 貴之 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:59:31
303 535 神崎 竜一 ｶﾝｻﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ ＷＤＳＣ 千葉県 1:59:32
304 327 松尾 知成 ﾏﾂｵ ﾄﾓﾅﾘ 茨城県 1:59:37
305 1340 森 千城 ﾓﾘ ﾀﾃｷ 千葉県 1:59:39
306 777 山形 賢一 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:59:40
307 995 戸田 孝道 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾐﾁ 東京都 1:59:42
308 671 斉藤 強 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 茨城県 1:59:43
309 988 玉川 俊之 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 千葉県 1:59:54
310 582 石毛 俊明 ｲｼｹﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:59:59
311 766 関 達也 ｾｷ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:00:00
312 978 近野 雅美 ｺﾝﾉ ﾏｻﾐ 千葉県 2:00:01
313 916 小林 吉洋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 小倉フット 千葉県 2:00:02
314 831 鈴木 寿彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 行徳中央病院 千葉県 2:00:03
315 1290 渡邉 秀明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ スマイルラン 千葉県 2:00:17
316 400 岡野 健志 ｵｶﾉ ﾀｹｼ 千葉県 2:00:41
317 915 市原 敬 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶｼ 千葉県 2:00:43
318 993 戸村 真之 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ＪＡＭＢＯＲＥＥ 千葉県 2:00:48
319 651 柴野 陽一 ｼﾊﾞﾉ ﾖｳｲﾁ 千葉県 2:00:53
320 1305 山口 清道 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖﾐﾁ 千葉県 2:01:16
321 87 戸室 真敬 ﾄﾑﾛ ﾏｻﾋﾛ ＮＴＴ東日本 埼玉県 2:01:23
322 502 鴨野 豪之 ｶﾓﾉ 銚走会酒ＲＵＮ部 千葉県 2:01:24
323 5 今井 孝 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 市原ＡＣ 千葉県 2:01:44
324 792 鈴木 挙直 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ 千葉製粉ＲＣ 千葉県 2:01:46
325 873 三橋 徹也 ﾐﾂﾊｼ ﾃﾂﾔ 千葉県 2:01:47
326 723 矢羽 久夫 ﾔﾊﾞ ﾋｻｵ 吾妻中学校職員 千葉県 2:01:56
327 822 齊藤 匡 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 多古中央病院 千葉県 2:02:01
328 885 山本 義之 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ プラスデザイン 茨城県 2:02:05
329 815 大野 洋次郎 ｵｵﾉ ﾖｳｼﾞﾛｳ チーム柿の種 千葉県 2:02:07
330 572 渡辺 敏弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ ＫＴＺ 千葉県 2:02:07
331 803 和泉 哲生 ｲｽﾞﾐ ﾃﾂｵ 千葉県 2:02:07
332 1147 原 靖 ﾊﾗ ﾔｽｼ わっしょいです！ 東京都 2:02:15
333 682 五味 誠暁 ｺﾞﾐ ﾄﾓｱｷ 株式会社上野忠 東京都 2:02:32
334 991 加藤 万智 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 走るお肉屋さん 千葉県 2:02:44
335 518 松田 秀明 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ちーむＱ 千葉県 2:02:50
336 1307 山下 政樹 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ 千葉県 2:02:51
337 816 吉田 文人 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 千葉県 2:03:04
338 644 藤原 法生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ 東京都 2:03:12
339 654 鈴木 政和 ｽｽﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 2:03:27
340 783 林 毅 ﾊﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県 2:03:45
341 914 秋山 信之 ｱｷﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 2:03:47
342 678 諸岡 昌也 ﾓﾛｵｶ ﾏｻﾔ 東京商船大学ＯＢ 千葉県 2:04:16
343 718 佐藤 至 ｻﾄｳ ｲﾀﾙ ピースランナーズ 千葉県 2:04:22
344 802 池本 勝芳 ｲｹﾓﾄ ｶﾂﾖｼ チームルコベニ 千葉県 2:04:22
345 1249 安藤 豪 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 飯岡受信所 千葉県 2:04:23
346 852 秋本 栄一 ｱｷﾓﾄ ｴｲｲﾁ 一休さん 千葉県 2:04:40
347 1023 石塚 勇嗣 ｲｼﾂﾞｶ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:04:48
348 1100 伊藤 智樹 ｲﾄｳ ﾄﾓｷ 千葉県 2:04:50
349 996 井上 達也 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:04:55
350 515 滝沢 一樹 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 千葉県 2:05:13

2019/02/03



第30回 旭市飯岡しおさいマラソン大会

ハーフ男子40歳～59歳

Print: 2019/02/17 06:01:10 8 / 10 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

351 1115 日野原 賢一 ﾋﾉﾊﾗ 東京都 2:05:14
352 1075 稲田 俊司 ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 佐原信用金庫 千葉県 2:05:17
353 1060 深瀬 淳一 ﾌｶｾ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:05:26
354 1275 中村 克彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 千葉県 2:05:37
355 488 隅田 和彦 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 大船津消防団楽遊会ＯＢ 茨城県 2:05:39
356 449 三橋 健 ﾐﾂﾊｼ ﾀｹｼ 千葉興業銀行 千葉県 2:05:58
357 827 利根川 真人 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 2:06:06
358 727 橋本 浩 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 2:06:09
359 1160 小林 曻 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ チームＢＢＫ 千葉県 2:06:23
360 649 近藤 陽一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ ＫＧＪＡＰＡＮ 東京都 2:06:30
361 705 井ノ口 寛 ｲﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 宮城県 2:06:38
362 1056 鈴木 輝夫 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｵ 千葉県 2:06:39
363 409 海津 年孝 ｶｲﾂ ﾄｼﾀｶ 茨城県 2:07:16
364 1253 溝口 直樹 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾅｵｷ 千葉県 2:07:19
365 907 奥田 弘志 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｼ チームどすこい 茨城県 2:07:22
366 1038 平津 正和 ﾋﾗﾂ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 2:07:23
367 897 井沢 圭介 ｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 茨城県 2:07:28
368 986 佐々木 昌茂 ｻｻｷ ﾏｻｼｹﾞ 東京都 2:07:48
369 1010 柴田 義道 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾐﾁ 千葉県 2:07:53
370 1082 丸本 信昭 ﾏﾙﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都 2:07:56
371 1042 北谷 博士 ｷﾀﾔ ﾋﾛｼ 千葉県 2:08:03
372 1166 宇ノ澤 光祥 ｳﾉｻﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 2:08:22
373 576 宮本 泰弘 ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ ナス西船橋 千葉県 2:08:25
374 767 宮内 輝久 ﾐﾔｳﾁ ﾃﾙﾋｻ 千葉県 2:08:25
375 813 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 2:08:49
376 1145 鯖戸 隆宏 ｻﾊﾞﾄ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 2:08:51
377 843 寺嶋 一成 ﾃﾗｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 旭中央病院 千葉県 2:08:56
378 1079 室田 秀明 ﾑﾛﾀ ﾋﾃﾞｱｷ チーバくんズ 千葉県 2:09:20
379 1004 日色 和成 ﾋｲﾛ ｶｽﾞﾅﾘ Ｊａｍｂｏｒｅｅ 千葉県 2:09:22
380 737 吉井 稔 ﾖｼｲ ﾐﾉﾙ ＮＰＯ法人リンク 千葉県 2:09:39
381 837 藤邨 勲 ﾌｼﾞﾑﾗ ｲｻｵ ゼンジー会 茨城県 2:09:46
382 664 若松 恵介 ﾜｶﾏﾂ ｹｲｽｹ 酒々井弱走会 千葉県 2:09:46
383 835 関口 鎮生 ｾｷｸﾞﾁ ｼｽﾞｵ 千葉県 2:09:47
384 798 安田 祐造 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 千葉県 2:09:54
385 1167 杉崎 滋哉 ｽｷﾞｻｷ ｼｹﾞﾔ 千葉県 2:09:55
386 1048 渡辺 秀康 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾔｽ ＰＵＢ．ＡＣ 千葉県 2:09:58
387 1302 大木 達也 ｵｵｷ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:10:00
388 1295 越川 雅明 ｺｼｶﾜ ﾏｻｱｷ 日本テニス協会 千葉県 2:10:30
389 975 今崎 孝則 ｲﾏｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ Ｔ－ＧＵＴＳ 千葉県 2:10:32
390 454 三上 義昭 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ 千葉鉄人 千葉県 2:10:33
391 453 林 伸行 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 2:10:58
392 741 畑上 和孝 ﾊﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾀｶ ＪＡＭＢＯＲＥＥ 千葉県 2:11:06
393 501 平野 幸信 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 千葉県 2:11:08
394 523 飯島 資之 ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾄﾕｷ 千葉県 2:11:26
395 1248 海老根 純 ｴﾋﾞﾈ ｼﾞｭﾝ 江東社労士楽走会 東京都 2:11:29
396 1152 井原 英樹 ｲﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ も～むす 千葉県 2:11:30
397 859 鈴木 一朗 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 2:11:33
398 929 渡辺 弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:11:35
399 1132 山田 力寿 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｷﾄｼ 千葉県 2:11:44
400 774 上原 良文 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ チーム被災地応援ラン 東京都 2:11:56
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401 838 加瀬 能孝 ｶｾ ﾖｼﾀｶ ゼンジー会 茨城県 2:12:05
402 839 西廣 純一 ﾆｼﾋﾞﾛ ｼﾞｭﾝｲﾁ ゼンジー会 茨城県 2:12:06
403 832 古賀 啓二 ｺｶﾞ ｹｲｼﾞ 千葉県 2:12:14
404 894 笠上 昌洋 ｶｻｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 銚子信用金庫 千葉県 2:12:16
405 932 池田 俊之 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 銚子ＹＥＧ 茨城県 2:12:19
406 1089 上田 明英 ｳｴﾀﾞ ｱｷﾋﾃﾞ 千葉県 2:12:22
407 763 Ｈａｙｄｅｎ Ｇａｒｙ ﾍｲﾃﾞﾝ ｶﾞｰﾘ 茨城県 2:13:06
408 935 杉内 伸生 ｽｷﾞｳﾁ ﾉﾌﾞｵ ごんたくんＲＣ 東京都 2:13:14
409 1117 平野 友規 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 2:13:20
410 686 小林 誠一 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ シノプシス 東京都 2:13:40
411 711 髙木 健一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ チーム ＪＡ 千葉県 2:13:52
412 878 長谷川 類 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｲ 次はフル走ります 千葉県 2:14:07
413 1110 藤田 直人 ﾌｼﾞﾀ ﾅｵﾄ 千葉県 2:14:14
414 631 齊藤 洋伸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 千葉県 2:14:26
415 1146 小室 博 ｺﾑﾛ ﾋﾛｼ ＴＳＦＭ 茨城県 2:14:30
416 1104 工藤 達也 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ れんけつ倶楽部 秋田県 2:14:53
417 663 与口 直人 ﾖｸﾞﾁ ﾅｵﾄ ＫＭＣ 千葉県 2:14:56
418 1013 小野寺 秀志 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｼ 千葉県 2:14:59
419 1092 田沼 潔 ﾀﾇﾏ ｷﾖｼ Ｔ２６ 神奈川県 2:15:38
420 667 平尾 通章 ﾋﾗｵ ﾐﾁｱｷ 愉快な仲間達 千葉県 2:15:49
421 105 川尻 弘一 ｶﾜｼﾞﾘ ｺｳｲﾁ 疾れ！総一郎！！ 千葉県 2:16:05
422 258 酒井 稔 ｻｶｲ ﾐﾉﾙ 千葉県 2:17:00
423 1046 加瀬 英之 ｶｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 銚子商工 千葉県 2:17:08
424 1015 冨山 由浩 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 2:17:13
425 936 吉永 真二 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ ハイサイ 千葉県 2:17:23
426 1234 小松 努 ｺﾏﾂ ﾂﾄﾑ 千葉県 2:17:31
427 1154 石川 渉 ｲｼｶﾜ ﾜﾀﾙ ＣＲ．ｍ 千葉県 2:18:25
428 961 金高 宏之 ｶﾈﾀｶ ﾋﾛﾕｷ ウッドワード 千葉県 2:18:31
429 976 錦織 正美 ﾆｼｷｵﾘ ﾏｻﾐ 千葉県 2:18:37
430 740 関谷 行雄 ｾｷﾔ ﾕｷｵ ＣＣＢＪＩ市川ＦＣ 千葉県 2:18:43
431 928 藤代 晴康 ﾌｼﾞｼﾛ ﾊﾙﾔｽ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:18:47
432 1170 石川 修 ｲｼｶﾜ ｵｻﾑ 埼玉県 2:19:20
433 1224 斉木 利也 ｻｲｷ ﾄｼﾔ 千葉県 2:19:40
434 1057 町野 輝明 ﾏﾁﾉ ﾃﾙｱｷ くいしんぼうず 東京都 2:19:46
435 574 竹下 登 ﾀｹｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 村岡教材社 千葉県 2:20:00
436 1203 石井 明 ｲｼｲ ｱｷﾗ 石岡ＴＲＣ 茨城県 2:20:21
437 1181 越川 光重 ｺｼｶﾜ ﾃﾙｼｹﾞ 千葉県 2:20:26
438 503 竹内 康幸 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾕｷ 千葉県 2:20:56
439 1194 亀山 俊幸 ｶﾒﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 銚子信用金庫 千葉県 2:21:01
440 811 溜渕 早人 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 茨城県 2:21:15
441 1262 椎場 裕 ｼｲﾊﾞ ﾕｳ 千葉県 2:21:29
442 1072 本澤 陽一 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ ＴＥＡＭ藤森 東京都 2:21:38
443 725 鳥光 陽一 ﾄﾘﾐﾂ ﾖｳｲﾁ セイソウランナーズ 千葉県 2:21:57
444 1200 井手 忠義 ｲﾃﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 銚子唄声クラブ 千葉県 2:22:52
445 1288 田中 博 ﾀﾅｶ ﾋﾛｼ 田中糀店 茨城県 2:22:59
446 666 市川 敬 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 愉快な仲間達 千葉県 2:23:46
447 1192 伊東 伸明 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉県 2:25:05
448 1091 桑原 健一郎 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 2:25:56
449 1134 江川 洋一 ｴｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 東京都 2:26:09
450 902 土屋 明 ﾂﾁﾔ ｱｷﾗ れんけつ倶楽部 千葉県 2:26:16
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451 1177 寺内 方克 ﾃﾗｳﾁ ﾀｶﾖｼ 茨城県 2:26:17
452 1214 井上 敦 ｲﾉｳｴ ｱﾂｼ 新宿区役所 千葉県 2:27:25
453 1260 山崎 啓之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ クリエイトＳＤ 神奈川県 2:27:56
454 1069 芦田 基夫 ｱｼﾀﾞ ﾓﾄｵ ＴＥＡＭ藤森 千葉県 2:28:28
455 1093 蟻川 昌明 ｱﾘｶﾜ ﾏｻｱｷ 千葉県 2:28:42
456 647 原 宏幸 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 佐倉走る会 千葉県 2:29:04
457 573 瀬川 友和 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ ＫＴＺ 茨城県 2:30:00
458 1264 松永 敬一 ﾏﾂﾅｶﾞ ｹｲｲﾁ あきらめない 千葉県 2:30:39
459 1210 大矢 総一郎 ｵｵﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 2:31:00
460 1231 新宅 友和 ｼﾝﾀｸ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県 2:31:04
461 540 橋本 裕輔 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ 国がん東快走クラブ 埼玉県 2:31:24
462 1292 高木 隆徳 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾉﾘ 御安全に！ 茨城県 2:33:04
463 1323 谷垣 和俊 ﾀﾆｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ 千葉県 2:33:16
464 919 向後 正明 ｺｳｺﾞ ﾏｻｱｷ 千葉県 2:34:04
465 1256 坂井 則夫 ｻｶｲ ﾉﾘｵ 木更津市役所 千葉県 2:38:58
466 1158 徳田 祐二 ﾄｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 梅田病院 千葉県 2:45:13
467 1279 佐々木 修 ｻｻｷ ｵｻﾑ フィニッシャーリース 千葉県 2:45:28
468 1222 山中 博司 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｼ 宅建ファミリー共済 千葉県 2:47:27
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