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1 125 増田 健 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:30:41
2 216 石嶋 博行 ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ アルプス山歩会 千葉県 1:33:46
3 224 小倉 文夫 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｵ 千葉県 1:35:12
4 311 藤崎 正志 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻｼ ウィングＡＣ 千葉県 1:36:54
5 214 菅谷 浩 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 芳源マッシュルーム株 千葉県 1:37:09
6 205 斉藤 清 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ ＷＡＶＥＳ 茨城県 1:37:44
7 118 加瀬 三雄 ｶｾ ﾐﾂｵ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:38:44
8 660 五十嵐 誠 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｺﾄ ヤマサ 千葉県 1:38:53
9 364 伊藤 敏夫 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 1:40:43

10 358 野澤 隆 ﾉｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東海漬物 千葉県 1:41:41
11 218 海原 睦 ｶｲﾊﾗ ﾑﾂﾐ 出光千葉 千葉県 1:42:30
12 253 宮内 広幸 ﾐﾔｳﾁ ヤマサ醤油 千葉県 1:42:49
13 272 奈良林 稔 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ チームならりん 千葉県 1:43:06
14 297 五江渕 義治 ｺﾞｴﾌﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 千葉県 1:43:19
15 135 野口 幸啓 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:43:37
16 334 阿部 淳一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:44:37
17 728 久徳 博文 ｷｭｳﾄｸ 茨城県 1:44:39
18 401 岩井 智 ｲﾜｲ ｻﾄﾙ チバランナーズ 千葉県 1:44:45
19 369 今井 國雄 ｲﾏｲ ｸﾆｵ 成田Ｒハイ 千葉県 1:45:14
20 417 手島 欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ チームみんみん 東京都 1:45:28
21 259 金杉 幸太郎 ｶﾅｽｷﾞ ｺｳﾀﾛｳ 房総タクシー 千葉県 1:47:12
22 483 太田 啓一 ｵｵﾀ ｹｲｲﾁ 大滝 埼玉県 1:47:25
23 563 設楽 勇二 ｼﾀﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 1:47:53
24 1088 吉田 隆彦 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 草加ＪＯＧＳ 埼玉県 1:47:57
25 629 斉藤 利尚 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾀｶ 野うさぎクラブ 千葉県 1:48:50
26 133 熊谷 吉雄 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｵ 千葉県 1:49:23
27 598 林 哲雄 ﾊﾔｼ ﾃﾂｵ 千葉県 1:49:25
28 351 林 俊和 ﾊﾔｼ ﾄｼｶｽﾞ 旭ＲＣ 千葉県 1:49:27
29 506 辻 俊勝 ﾂｼﾞ ﾄｼｶﾂ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:50:05
30 489 須藤 勉 ｽﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 須藤薬局 千葉県 1:50:07
31 485 関谷 泰一 ｾｷﾔ ﾀｲｲﾁ 千葉県 1:50:18
32 424 樋渡 周二 ﾋﾜﾀｼ ｼｭｳｼﾞ ニッポンランナ－ズ 千葉県 1:50:19
33 432 中島 祐司 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ 千葉県 1:50:20
34 607 伊藤 八洲弘 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:50:50
35 549 佐々木 和弘 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ スターツ 東京都 1:51:40
36 669 甲州 栄一 ｺｳｼｭｳ ｴｲｲﾁ 茨城県 1:51:56
37 486 上田 三喜男 ｳｴﾀﾞ ﾐｷｵ 松戸健走会 千葉県 1:52:05
38 466 串田 惣治 ｸｼﾀﾞ ｿｳｼﾞ 千葉県 1:52:30
39 276 井上 雅明 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ ニッポンランナーズ 千葉県 1:53:02
40 570 向後 栄一 ｺｳｺﾞ ｴｲｲﾁ 千葉県 1:53:05
41 481 山田 斉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ ニッポンランナーズ 千葉県 1:53:07
42 382 馬替 一郎 ﾏｶﾞｴ ｲﾁﾛｳ 千葉県 1:53:11
43 757 結城 和彦 ﾕｳｷ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:53:22
44 810 伊之澤 修 ｲﾉｻﾜ ｵｻﾑ 千葉ブレイブ 千葉県 1:53:31
45 676 堀口 克実 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 関東天然瓦斯開発 千葉県 1:53:49
46 619 高田 壽 ﾀｶﾀﾞ ﾋｻｼ 神奈川県 1:54:00
47 1022 伊藤 忠一 ｲﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ 走好酒 岩手県 1:54:04
48 615 小川 新一郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1:54:30
49 670 水平 健一 ﾐｽﾞﾋﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:54:40
50 638 馬川 雅夫 ｳﾏｶﾜ ﾏｻｵ 埼玉入間黒須ＲＣ 埼玉県 1:54:57
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51 583 吉山 透 ﾖｼﾔﾏ ﾄｵﾙ 日立亀の甲会 千葉県 1:55:24
52 734 石毛 憲治 ｲｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 1:55:38
53 558 川和 政徳 ｶﾜﾜ ﾏｻﾄｸ ランラララン 茨城県 1:55:50
54 719 竹内 康雄 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ カワサキ ＳＣ 神奈川県 1:56:58
55 628 岩瀬 明利 ｲﾜｾ ｱｷﾄｼ 千葉県 1:57:05
56 668 青柳 輝道 ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾙﾐﾁ アオチャンズ 千葉県 1:57:17
57 819 村松 恒幸 ﾑﾗﾏﾂ ﾂﾈﾕｷ 東京都 1:57:54
58 326 安井 勝史 ﾔｽｲ ｶﾂｼ 千葉県 1:58:12
59 493 五十嵐 敏 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄｼ 茂原健走会 千葉県 1:58:50
60 507 石橋 治夫 ｲｼﾊﾞｼ ﾊﾙｵ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:58:51
61 1053 神山 久明 ｶﾐﾔﾏ ﾋｻｱｷ 千葉県 1:59:23
62 627 鈴木 武士 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 神奈川県 1:59:24
63 1043 木村 秀若 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾜｶ 八千代市 千葉県 1:59:27
64 933 川野 浩康 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾔｽ ＯＴＩＳ 千葉県 1:59:41
65 888 山下 幸二 ﾔﾏｼﾀ ｺｳｼﾞ 茨城県 1:59:47
66 490 越後 敏行 ｴﾁｺﾞ ﾄｼﾕｷ 成田空港警備 茨城県 2:00:15
67 538 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県 2:00:34
68 702 大高 啓志 ｵｵﾀｶ ﾋﾛｼ 千葉県 2:01:06
69 700 佐藤 弘一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 山形税務署 山形県 2:01:25
70 714 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 千葉県 2:01:32
71 736 越川 康雄 ｺｼｶﾜ ﾔｽｵ 千葉県 2:02:14
72 715 土屋 哲一 ﾂﾁﾔ ﾃﾂｲﾁ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 2:02:37
73 1078 本城 修 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｵｻﾑ ＲＢＫ２０２ 千葉県 2:03:02
74 626 甲斐 常雄 ｶｲ ﾂﾈｵ 東京国税局陸上部 千葉県 2:03:03
75 1024 德元 陽一 ﾄｸﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 千葉県 2:03:07
76 495 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 2:03:33
77 906 今野 弘樹 ｺﾝﾉ ﾋﾛｷ れんけつ倶楽部 千葉県 2:03:33
78 39 岩本 三津則 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 千葉県 2:04:18
79 1011 小野 一夫 ｵﾉ ｶｽﾞｵ ＪＤやじろべー 千葉県 2:04:32
80 1018 鵜野 浩 ｳﾉ ﾋﾛｼ 千葉県 2:05:36
81 841 中村 政弘 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:05:50
82 712 吉澤 邦夫 ﾖｼｻﾞﾜ 千葉県 2:05:56
83 980 向後 久雄 ｺｳｺﾞ ﾋｻｵ 千葉県 2:06:46
84 1129 児玉 正宏 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 光友会 千葉県 2:06:47
85 717 稲 豊久 ｲﾅ ﾄﾖﾋｻ 千葉県 2:06:49
86 887 菅 昭彦 ｽｶﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 2:07:10
87 997 阪田 真二 ｻｶﾀ ｼﾝｼﾞ 千葉県 2:07:17
88 1080 木本 久俊 ｷﾓﾄ ﾋｻﾄｼ 成田国際空港株式会社 千葉県 2:07:21
89 968 大西 俊一 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｲﾁ 稲毛海岸 千葉県 2:08:06
90 709 古田 則光 ﾌﾙﾀ ﾉﾘﾐﾂ 長沼ランナーズ 千葉県 2:08:39
91 498 金杉 岩雄 ｶﾅｽｷﾞ ｲﾜｵ カサブランカ 千葉県 2:08:43
92 1007 廣瀬 光一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:09:31
93 972 手塚 力 ﾃﾂｶ ﾁｶﾗ 【山走部】 茨城県 2:09:50
94 808 戸村 光男 ﾄﾑﾗ ﾐﾂｵ 茨城県 2:10:44
95 1068 高田 成一 ﾀｶﾀﾞ ｾｲｲﾁ 千葉県 2:10:47
96 1020 宇津木 文雄 ｳﾂｷﾞ ﾌﾐｵ 九十九里ホーム 千葉県 2:11:11
97 977 池内 豊 ｲｹｳﾁ ﾕﾀｶ 二和・ＪＣ 千葉県 2:11:33
98 817 鈴木 核 ｽｽﾞｷ ｶｸ 千葉県 2:11:34
99 1229 森 政通 ﾓﾘ ﾏｻﾐﾁ 神之池走友会 茨城県 2:11:36

100 1061 小山田 泰幸 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 千葉県 2:11:57
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101 701 安藤 喜八 ｱﾝﾄﾞｳ ｷﾊﾁ 千葉県 2:12:04
102 298 大島 和典 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 栃木県 2:12:49
103 1096 遠藤 高仁 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 2:13:36
104 1227 岡 靖正 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 銚子信用金庫 千葉県 2:13:37
105 421 北川 修一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 新島中 千葉県 2:13:44
106 1103 渡辺 勝秋 ﾜﾀﾅﾍﾞ 白井ＪＣ 千葉県 2:13:44
107 604 鵜澤 稔 ｳｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ ニッポンランナ 千葉県 2:13:48
108 1162 若林 宏 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 東京都 2:14:17
109 1265 菅谷 潔 ｽｶﾞﾔ 千葉県 2:14:39
110 1111 及川 敏男 ｵﾖｶﾜ ﾄｼｵ 北川商店 千葉県 2:15:14
111 1001 小林 正芳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県 2:15:20
112 1242 幸島 宏 ｺｳｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 2:16:21
113 681 多田 裕二 ﾀﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＴＥＡＭ－Ｒ 東京都 2:16:32
114 726 平野 秀二 ﾋﾗﾉ ｼｭｳｼﾞ ネイチャーランド 秀 千葉県 2:16:43
115 796 永嶋 美雄 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ 千葉県 2:16:51
116 785 武田 優二 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＴＭＲＣ 千葉県 2:16:55
117 1206 蓬田 和弘 ﾖﾓｷﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 2:16:59
118 1191 石井 輝男 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 旭アグリ 千葉県 2:18:33
119 1225 星野 芳樹 ﾎｼﾉ ﾖｼｷ 千葉県 2:19:09
120 1041 加茂 勝彦 ｶﾓ ｶﾂﾋｺ 千葉県 2:19:12
121 744 佐軒 則男 ｻﾉｷ ﾉﾘｵ 銚子信用金庫 千葉県 2:19:29
122 966 齋藤 薫 ｻｲﾄｳ ｶｵﾙ レンタロウズ 千葉県 2:19:30
123 1318 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ ☆唱題寺ＲＣ 千葉県 2:20:21
124 1313 小林 愛夫 ｺﾊﾞﾔｼ 東京都 2:21:16
125 1006 竹本 祥次郎 ﾀｹﾓﾄ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 自由の風ＡＣ 千葉県 2:22:50
126 1186 山田 光彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋｺ 千葉県 2:25:35
127 1062 川西 庄一郎 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 東京都 2:27:49
128 984 小久保 徹朗 ｺｸﾎﾞ ﾃﾂﾛｳ ＣＧＳ 千葉県 2:28:04
129 746 加瀬 俊幸 ｶｾ ﾄｼﾕｷ ＮＴＴ東日本 茨城県 2:31:51
130 1165 山下 渉 ﾔﾏｼﾀ ﾜﾀﾙ 千葉県 2:32:17
131 1118 髙木 俊夫 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｵ 千葉県 2:34:52
132 731 山崎 淳一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 2:37:04
133 1031 疋田 幸也 ﾋｷﾀ ｻﾁﾔ 銚子信用金庫 千葉県 2:37:20
134 288 山田 登志晃 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 2:38:02
135 1315 関川 清昭 ｾｷｶﾞﾜ ｷﾖｱｷ 越後「直江津」 茨城県 2:38:23
136 496 丹羽 勇 ﾆﾜ ｲｻﾑ 池の走友会神栖 茨城県 2:41:49
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