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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 10306 千枝 知晴 ﾁｴﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ ウイング 千葉県 0:38:27
2 10299 大柳 修一 ｵｵﾔﾅｷﾞ ｼｭｳｲﾁ 埼玉大井ＲＣ 埼玉県 0:38:43
3 10300 財前 渉 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾜﾀﾙ 日本製鉄鹿島 千葉県 0:38:48
4 10301 飯岡 伸泰 ｲｲｵｶ ﾉﾌﾞﾔｽ 小田原ＮＲ 神奈川県 0:39:28
5 10305 廣瀬 哲 ﾋﾛｾ ｻﾄﾙ 広信走友会 栃木県 0:39:52
6 10302 秋元 賢吾 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 銚子風力開発 東京都 0:40:52
7 10308 白鳥 哲也 ｼﾗﾄﾘ ﾃﾂﾔ 千葉県 0:43:18
8 10307 仲森 義之 ﾅｶﾓﾘ ﾖｼﾕｷ ＮＲ 千葉県 0:43:37
9 10314 石川 勝蔵 ｲｼｶﾜ ｶﾂｿﾞｳ 千葉消防走友会 千葉県 0:43:54

10 10309 叶谷 裕一 ｶﾉﾔ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:44:52
11 10319 石原 健司 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:45:32
12 10316 中臺 格之 ﾅｶﾀﾞｲ ﾉﾘﾕｷ 東金高校山岳部 千葉県 0:46:16
13 10310 山崎 秀雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 0:47:08
14 10315 秋山 俊順 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 正立産業 茨城県 0:47:43
15 10318 立石 久夫 ﾀﾃｲｼ ﾋｻｵ 佐倉陸友会 千葉県 0:47:49
16 10322 岡本 豊 ｵｶﾓﾄ ﾕﾀｶ ナゼロソ 青森県 0:48:57
17 10298 三上 正智 ﾐｶﾐ ﾏｻﾄﾓ 千葉県 0:49:15
18 10327 大澤 克之 ｵｵｻﾜ ｶﾂﾕｷ 茨城県 0:49:18
19 10369 松本 剛 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｼ ちば下公 千葉県 0:49:34
20 10335 緑川 悟 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｻﾄﾙ 鈍足倶楽部 千葉県 0:50:02
21 10297 鈴木 一治 ｽｽﾞｷ ｲﾁｼﾞ 埼玉県 0:50:42
22 10321 千野 勝廣 ﾁﾉ ｶﾂﾋﾛ 勝美物流 千葉県 0:51:09
23 10331 林 章雄 ﾊﾔｼ ｱｷｵ 千葉県 0:51:34
24 10328 松本 貴之 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 千葉県 0:52:12
25 10341 後藤 基良 ｺﾞﾄｳ ｷﾖｼ 京成バス労組 千葉県 0:53:06
26 10378 藤代 靖二 ﾌｼﾞｼﾛ ﾔｽｼﾞ 千葉興業銀行 旭支店 千葉県 0:53:31
27 10312 戸村 光良 ﾄﾑﾗ ﾐﾂﾖｼ トムラン 千葉県 0:53:36
28 10349 伊藤 克彦 ｲﾄｳ ｶﾂﾋｺ 千葉県 0:55:19
29 10358 大平 秋男 ｵｵﾋﾗ ｱｷｵ 三菱ケミカル 茨城県 0:55:24
30 10340 篠田 勝久 ｼﾉﾀﾞ ｶﾂﾋｻ 千葉県 0:55:34
31 10338 四釜 弘人 ｼｶﾏ ﾋﾛﾄ 東京都 0:55:53
32 10346 橋本 浩 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 0:55:54
33 10334 相川 幸夫 ｱｲｶﾜ ﾕｷｵ 千葉県 0:56:04
34 10336 小松 靖浩 ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ チーム小松 千葉県 0:56:14
35 10324 阿部 達 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 0:56:46
36 10343 平野 哲夫 ﾋﾗﾉ ﾃﾂｵ Ｒ＆Ｄ電柱屋 千葉県 0:56:49
37 10371 三上 信雄 ﾐｶﾐ ﾉﾌﾞｵ 水産工学研究所 千葉県 0:56:52
38 10329 本木 忍 ﾓﾄｷ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 0:57:25
39 10342 林 偉明 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:57:30
40 10354 渡辺 昌樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ ＭＮ 千葉県 0:57:30
41 10348 岩瀬 靖典 ｲﾜｾ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:57:31
42 10345 加瀬 一四郎 ｶｾ ｶｽﾞｼﾛｳ 千葉県 0:57:40
43 10375 二川 秀雄 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 0:57:47
44 10356 尾池 伸一 ｵｲｹ ｼﾝｲﾁ ＰＥＡＮＵＴＳ 千葉県 0:57:58
45 10333 鈴木 孝夫 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 茨城県 0:58:29
46 10317 小野 公嗣 ｵﾉ ｺｳｼﾞ りそな 東京都 0:58:42
47 10380 坂本 正美 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾐ 千葉県 0:59:04
48 10376 小川 千尋 ｵｶﾞﾜ ﾁﾋﾛ 東京都 0:59:11
49 10355 伊藤 彰 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 0:59:30
50 10323 鳥光 陽一 ﾄﾘﾐﾂ ﾖｳｲﾁ 清走ランナーズ 千葉県 0:59:43
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51 10313 吉野 功 ﾖｼﾉ ｺｳ トムラン 千葉県 0:59:52
52 10364 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ カシマセキユ 茨城県 1:01:24
53 10344 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 1:01:31
54 10337 高橋 誠一 ﾀｶﾊｼ ｾｲｲﾁ チーム走風酔 千葉県 1:01:36
55 10357 千田 洋一 ﾁﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 千葉県 1:01:43
56 10347 飯田 正浩 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:01:51
57 10325 小川 明孝 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙﾖｼ 美しが丘西ＡＣ 神奈川県 1:02:18
58 10351 御簾納 浩 ﾐｽﾉ ﾋﾛｼ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:02:25
59 10379 椿 正道 ﾂﾊﾞｷ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 1:02:32
60 10332 青野 康弘 ｱｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:02:48
61 10370 田村 孝二 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ チーム小松 千葉県 1:03:53
62 10359 小室 芳之 ｺﾑﾛ ﾖｼﾕｷ 茨城県 1:03:53
63 10362 小倉 剛 ｵｸﾞﾗ ﾀｹｼ 千葉県 1:04:01
64 10368 鳥井 芳彦 ﾄﾘｲ ﾖｼﾋｺ 千葉県 1:04:49
65 10377 鈴木 徳光 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾐﾂ 千葉県 1:05:55
66 10350 石毛 新治 ｲｼｹﾞ ｼﾝｼﾞ すけごろう 千葉県 1:06:12
67 10339 畠中 俊和 ﾊﾀﾅｶ ﾄｼｶｽﾞ 東京都 1:06:49
68 10367 飯田 勝 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾙ テニスポート波崎 茨城県 1:07:03
69 10361 豊東 てつや ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 千葉県 1:07:30
70 10363 吉岡 一成 ﾖｼｵｶ ｶﾂｼｹﾞ 千葉県 1:09:26
71 10366 石山 史朗 ｲｼﾔﾏ ｼﾛｳ 千葉県 1:11:34
72 10372 吉田 浩一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ ちばてくてく 千葉県 1:12:11
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