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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 10188 座間 保成 ｻﾞﾏ ﾔｽﾅﾘ ＪＲ東日本千葉 千葉県 0:33:53
2 10189 伊藤 信昭 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉県 0:35:46
3 10190 堀内 康寛 ﾎﾘｳﾁ ﾔｽﾋﾛ ＲＸＬ＋ 千葉県 0:36:05
4 10192 川嶋 孝之 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ ＡＣ山武 千葉県 0:36:08
5 10191 逸見 諭 ﾍﾝﾐ ｻﾄｼ ロザリオの聖母会 千葉県 0:36:34
6 10193 今井 輝生 ｲﾏｲ ﾃﾙｵ 神栖ＴＣ 茨城県 0:38:00
7 10195 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ メク走 千葉県 0:38:11
8 10203 本松 憲一 ﾓﾄﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:40:45
9 10197 出田 昌隆 ｲｽﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 東京都 0:41:55

10 10202 須田 貢 ｽﾀﾞ ﾐﾂｸﾞ 千葉県 0:43:00
11 10198 魚見 晃一 ｳｵﾐ ｺｳｲﾁ ＡＣ土気 千葉県 0:43:00
12 10200 坂口 泰三 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｿﾞｳ 千葉県 0:43:52
13 10205 山﨑 敬裕 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:44:30
14 10220 安齋 一郎 ｱﾝｻﾞｲ ｲﾁﾛｳ 千葉県 0:44:59
15 10211 関根 三郎 ｾｷﾈ ｻﾌﾞﾛｳ 千葉県 0:45:35
16 10199 佐藤 広義 ｻﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 日本製鉄鹿島 茨城県 0:46:41
17 10243 直江 佳治 ﾅｵｴ ﾖｼﾊﾙ 千葉県 0:46:52
18 10213 荒原 友和 ｱﾗﾊﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県 0:46:57
19 10201 坂口 雅俊 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 千葉県 0:47:14
20 10227 宮川 建吉 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｷﾁ 東洋合成 茨城県 0:47:36
21 10217 伊藤 正寿 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ イルカから落ちた中年 千葉県 0:48:10
22 10242 井上 洋 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 千葉県 0:48:13
23 10209 大川 邦彦 ｵｵｶﾜ ｸﾆﾋｺ 千葉県 0:48:23
24 10244 鵜澤 豪 ｳｻﾞﾜ ｺﾞｳ 千葉県 0:48:47
25 10229 高橋 邦雄 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ 茨城県 0:48:50
26 10235 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 0:48:51
27 10206 太田 励 ｵｵﾀ ﾂﾄﾑ 千葉県 0:49:04
28 10224 山嵜 充弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 0:49:10
29 10228 平野 友規 ﾋﾗﾉ ﾄﾓｷ 千葉県 0:49:47
30 10212 藤野 修 ﾌｼﾞﾉ ｵｻﾑ おにころ 千葉県 0:49:51
31 10230 野路 鉄也 ﾉｼﾞ ﾃﾂﾔ 千葉県 0:50:23
32 10226 竹原 和彦 ﾀｹﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 住友生命 千葉県 0:50:32
33 10232 伊東 寿 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 千葉県 0:50:43
34 10239 佐山 宏 ｻﾔﾏ ﾋﾛｼ アルフレッサ 千葉県 0:50:50
35 10255 橋本 真司 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:51:21
36 10210 清水 武 ｼﾐｽﾞ ﾀｹｼ 爽走会 東京都 0:51:22
37 10258 伊藤 英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 0:51:35
38 10266 山崎 美典 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:52:37
39 10240 土方 浩規 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛｷ 千葉県 0:52:41
40 10248 髙橋 政善 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県 0:52:42
41 10215 小久保 仁 ｺｸﾎﾞ ﾋﾄｼ 千葉県 0:52:46
42 10208 中村 信也 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ 茨城県 0:53:04
43 10246 倉田 弘 ｸﾗﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 0:53:23
44 10281 前島 康友 ﾏｴｼﾞﾏ ﾔｽﾄﾓ 千葉県 0:53:34
45 10249 岡野 敦之 ｵｶﾉ ｱﾂｼ 千葉県税理士会 千葉県 0:54:02
46 10247 花谷 直孝 ﾊﾅﾔ ﾅｵﾀｶ 豊栄工業 千葉県 0:54:10
47 10234 大屋敷 靖 ｵｵﾔｼｷ ﾔｽｼ ■軽い運動しない■ 千葉県 0:54:18
48 10214 中野 幹直 ﾅｶﾉ ﾐｷﾅｵ 野州会 栃木県 0:54:24
49 10241 小山 展秀 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 千葉県 0:54:36
50 10250 加瀬 圭一 ｶｾ ｹｲｲﾁ 千葉県 0:55:05
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51 10236 熊田 正興 ｸﾏﾀﾞ ﾏｻｵｷ 茨城県 0:55:42
52 10274 仲村 貢 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｸﾞ 千葉県 0:56:00
53 10257 向後 重信 ｺｳｺﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 千葉県 0:56:10
54 10256 新井 寛信 ｱﾗｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ 千葉県 0:56:22
55 10283 桑原 健一郎 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 0:56:38
56 10233 髙木 俊典 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾉﾘ 千葉県 0:56:48
57 10204 大野 俊幸 ｵｵﾉ ﾄｼﾕｷ 千葉県 0:56:50
58 10259 平野 友規 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 0:56:57
59 10260 平津 武志 ﾋﾗﾂ ﾀｹｼ 千葉県 0:57:04
60 10237 川和 義則 ｶﾜﾜ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:57:24
61 10285 本山 雄一 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 千葉県 0:57:30
62 10267 徳元 秀年 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 0:58:10
63 10293 津田 雅敏 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 0:58:10
64 10279 長谷川 好紀 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 0:58:12
65 10251 山下 政樹 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻｷ ０２０２ 千葉県 0:58:47
66 10272 山崎 健 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾙ 茨城県 0:59:02
67 10288 花香 哲也 ﾊﾅｶ ﾃﾂﾔ ｔｅａｍ ｃｈｕｖｅ 千葉県 0:59:04
68 10273 岩﨑 圭一郎 ｲﾜｻｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 三井住友銀行 東京都 0:59:19
69 10253 加瀨 達也 ｶｾ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:59:31
70 10221 豊田 昭 ﾄﾖﾀ ｱｷﾗ 千葉県 0:59:34
71 10280 野中 貴仁 ﾉﾅｶ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:00:21
72 10219 伊藤 泰宏 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ ウェッブ楽走会 神奈川県 1:00:26
73 10282 嶋田 昇 ｼﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 千葉県 1:00:33
74 10261 吉岡 真一 ﾖｼｵｶ ｼﾝｲﾁ 銚子商工 ＲＣ 千葉県 1:01:00
75 10291 宮本 健太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 銚子商工 千葉県 1:01:03
76 10265 会野 功一郎 ｶｲﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:02:24
77 10218 牛玖 昌二 ｳｼｸ ｼｮｳｼﾞ Ｐ．Ｕ．ＢＡＣ 千葉県 1:02:24
78 10238 細井 克彦 ﾎｿｲ ｶﾂﾋｺ 東京都 1:02:48
79 10287 八角 美徳 ﾊｯｶｸ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 1:03:25
80 10262 石毛 卓 ｲｼｹﾞ ﾀｶｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:03:56
81 10271 藤川 茂 ﾌｼﾞｶﾜ ｼｹﾞﾙ フジテツＡＣ 千葉県 1:05:02
82 10284 木村 光治 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:05:11
83 10276 萱畑 正憲 ｶﾔﾊﾀ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 1:06:29
84 10277 梶山 恭由 ｶｼﾞﾔﾏ ﾔｽﾖｼ 千葉県 1:06:30
85 10254 林 哲也 ﾊﾔｼ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:06:48
86 10222 渡辺 博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 1:09:17
87 10264 高木 憲一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:09:18
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