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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 5215 越川 好嗣 ｺｼｶﾜ ﾖｼﾂｸﾞ ＳＡＣ 千葉県 0:18:01
2 5208 小玉 英樹 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 三井化学市原 千葉県 0:18:14
3 5209 古市 正 ﾌﾙｲﾁ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 0:18:18
4 5212 長谷川 徹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ ＰＩＬＯＴ 千葉県 0:18:22
5 5206 武田 和則 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ＪＧＳ 千葉県 0:18:24
6 5218 冨澤 基至 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾓﾄﾕｷ ＡＣ山武 千葉県 0:18:59
7 5220 安倍 英郎 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 0:19:17
8 5211 飯田 真一 ｲｲﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 0:19:18
9 5318 八代 知久 ﾔｼﾛ ﾄﾓﾋｻ 千葉県 0:19:23

10 5213 岩崎 良雄 ｲﾜｻｷ 旭ＲＣ 千葉県 0:19:28
11 5207 高根 理毅 ﾀｶﾈ ﾏｻｷ 神栖ＴＣ 茨城県 0:19:29
12 5214 林 和洋 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 0:19:45
13 5223 池田 剛紀 ｲｹﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 千葉県 0:19:50
14 5217 稲生 靖行 ｲﾅｵ ﾔｽﾕｷ 千葉県 0:20:00
15 5216 柳瀬 憲治 ﾔﾅｾ ｹﾝｼﾞ チーム１１８１ 神奈川県 0:20:06
16 5221 山本 佳宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 0:20:22
17 5219 常世田 利男 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼｵ 千葉県 0:20:54
18 5226 齊藤 章 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ チーム１１８１ 千葉県 0:21:22
19 5225 印南 佑史 ｲﾝﾅﾐ ﾕｳｼ 千葉県 0:21:29
20 5310 関口 良一 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 旭神経内科リハ病院 千葉県 0:21:36
21 5275 森野 智行 ﾓﾘﾉ ﾄﾓﾕｷ チーム小松 茨城県 0:21:48
22 5251 椎名 敏夫 ｼｲﾅ ﾄｼｵ 茨城県 0:22:57
23 5240 佐藤 貢 ｻﾄｳ ﾐﾂｷﾞ 千葉県 0:22:58
24 5316 斉藤 功司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ ブヒブヒ 千葉県 0:23:02
25 5238 實川 良二 ｼﾞﾂｶﾜ ﾘｮｳｼﾞ 千葉県 0:23:24
26 5261 野口 智継 ﾉｸﾞﾁ ﾄﾓﾂｸﾞ 千葉県 0:23:39
27 5227 﨑山 一郎 ｻｷﾔﾏ 千葉県 0:23:46
28 5284 泉 治男 ｲｽﾞﾐ ﾊﾙｵ 埼玉県 0:24:06
29 5235 平野 泰隆 ﾋﾗﾉ ﾔｽﾀｶ 千葉県 0:24:31
30 5237 渡邊 真二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:24:47
31 5234 幸島 秀尚 ｺｳｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾅｵ Ｔ３９ 千葉県 0:25:01
32 5273 荒井 友輔 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ チームアヒその２ 千葉県 0:25:07
33 5241 三澤 直人 ﾐｻﾜ ﾅｵﾄ 千葉県 0:25:20
34 5233 渡辺 英徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県 0:25:27
35 5239 横山 広 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ ＡＣ６０ 千葉県 0:25:51
36 5230 世古 泰之 ｾｺ ﾔｽﾕｷ ■軽い運動しない■ 千葉県 0:25:54
37 5232 京寶院 滋 ｷｮｳﾎｳｲﾝ ｼｹﾞﾙ 茨城県 0:25:58
38 5258 千葉 幸夫 ﾁﾊﾞ ﾕｷｵ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:25:59
39 5262 大井 篤 ｵｵｲ ｱﾂｼ 千葉県 0:26:06
40 5222 新屋 直之 ｼﾝﾔ ﾅｵﾕｷ 三木走友会 千葉県 0:26:07
41 5271 鈴木 洋 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 0:26:16
42 5248 庄司 俊介 ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ ちーちゃんず 千葉県 0:27:09
43 5295 伊藤 康博 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 東総工業 千葉県 0:27:13
44 5279 大塚 拓 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｼ 東総工業 茨城県 0:27:13
45 5259 若林 誠 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:27:14
46 5266 江澤 博行 ｴｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:27:28
47 5229 桜沢 高央 ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾀｶｵ ■軽い運動しない■ 埼玉県 0:27:34
48 5305 宮川 知男 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｵ 千葉県 0:27:42
49 5236 神田 順二 ｶﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 旭中央病院 千葉県 0:27:48
50 5245 堀越 敬規 ﾎﾘｺｼ ﾖｼﾉﾘ ａｎｙ’ｓ 千葉県 0:28:17
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51 5244 小野 真一 ｵﾉ ｼﾝｲﾁ 千葉県 0:28:25
52 5267 松野 栄治 ﾏﾂﾉ ｴｲｼﾞ 千葉県 0:28:37
53 5283 本間 信吾 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ 茨城県 0:28:38
54 5246 黒川 輝雄 ｸﾛｶﾜ ﾃﾙｵ 押元東ＪＣ 千葉県 0:28:57
55 5300 渡辺 有一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:29:06
56 5282 黒田 忠正 ｸﾛﾀﾞ ﾀﾀﾞﾏｻ 千葉県 0:29:17
57 5242 小久保 徹朗 ｺｸﾎﾞ ﾃﾂﾛｳ 古市場 千葉県 0:29:20
58 5250 清水 正夫 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｵ 千葉県 0:29:35
59 5301 在原 一郎 ｱﾘﾊﾗ ｲﾁﾛｳ 千葉県 0:29:43
60 5278 金丸 真一郎 ｶﾅﾏﾙ ｼﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 0:29:45
61 5255 高橋 克巳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ 千葉県 0:30:08
62 5297 塚本 聡 ﾂｶﾓﾄ 千葉県 0:30:13
63 5307 加藤 克彦 ｶﾄｳ ｶﾂﾋｺ 鎌ヶ谷大仏 千葉県 0:30:14
64 5272 永峯 博文 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県 0:30:45
65 5265 佐藤 幸弘 ｻﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 0:30:48
66 5277 楠 昌欣 ｸｽﾉｷ ﾏｻﾖｼ 千葉県 0:30:55
67 5247 佐藤 繁 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 千葉県 0:31:00
68 5253 髙野 誠 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 0:31:13
69 5289 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島荒井完走会 福島県 0:31:38
70 5280 松岡 彰一 ﾏﾂｵｶ ｼｮｳｲﾁ チームマツオカ 千葉県 0:31:39
71 5276 森田 賢徳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 0:31:41
72 5256 丸山 慎二 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ ＮＴＴ東日本 東京都 0:31:56
73 5263 髙澤 朋昭 ﾀｶｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 千葉県 0:32:05
74 5281 高藤 晋悟 ﾀｶﾌｼﾞ ｼﾝｺﾞ チーム１１８１ 埼玉県 0:33:14
75 5274 青山 博之 ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:33:23
76 5293 佐々木 隆之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 0:33:27
77 5308 向後 新治 ｺｳｺﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:33:43
78 5252 副島 賢治 ｿｴｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:33:47
79 5299 石部 晴久 ｲｼﾍﾞ ﾊﾙﾋｻ 東京都 0:34:28
80 5296 林 晴道 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾐﾁ 旭市議会 千葉県 0:34:34
81 5292 佐藤 広幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 0:34:36
82 5257 ＳＹＡＲＩＦＵＤＤＩＮ ｼｬﾘﾌﾃﾞｨﾝ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:34:43
83 5304 椎名 宏至 ｼｲﾅ ﾋﾛｼ チーム４１７ 千葉県 0:34:48
84 5288 古川 龍二 ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 0:34:53
85 5319 渡辺 一永 ﾜﾀﾅﾍﾞ 千葉県 0:35:03
86 5291 清水 芳明 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｱｷ 千葉県 千葉県 0:35:21
87 5294 佐々木 勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 東京都 0:36:00
88 5311 堀内 誠一郎 ﾎﾘｳﾁ ｾｲｲﾁﾛｳ 千葉県 0:36:14
89 5260 ＭＵＨＡＭＡＤ ＹＵＳＲＩ ﾑﾊﾏﾄﾞ ﾕｽﾘ 松山鋼材株式会社 千葉県 0:36:38
90 5290 百瀬 登展 ﾓﾓｾ ﾀｶﾉﾌﾞ 成田マイペースクラブ 千葉県 0:36:42
91 5306 鈴木 靖彦 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋｺ チーム鈴木 千葉県 0:36:43
92 5264 瀧口 明生 ﾀｷｸﾞﾁ ｱｷｵ 千葉県 0:37:14
93 5309 菊池 裕義 ｷｸﾁ ﾋﾛﾖｼ 千葉県 0:37:34
94 5317 田中 一行 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾕｷ 上本郷クラブ 千葉県 0:37:47
95 5270 斎藤 光男 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ ＭＭＪＥＴｓ 千葉県 0:38:51
96 5302 伊藤 洋志 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県 0:39:41
97 5243 西野 智彦 ﾆｼﾉ ﾄﾓﾋｺ 千葉県 0:39:42
98 5312 吉野 薫 ﾖｼﾉ ｶｵﾙ 千葉県 0:41:08
99 5269 小澤 芳雄 ｵｻﾞﾜ ﾖｼｵ サンワーク 千葉県 0:43:17
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