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1 327 伊藤 育生 ｲﾄｳ ﾔｽｵ ｂｏｔｃｈｉ凸 千葉県 1:09:03
2 326 坂上 佳也 ｻｶｶﾞﾐ ﾖｼﾔ 千葉県 1:09:36
3 334 田島 将人 ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 葛飾区役所 東京都 1:13:51
4 333 藤田 健 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ こすげ走友会 千葉県 1:15:34
5 353 和田 一清 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷﾖ 鹿島共備（株） 茨城県 1:17:19
6 335 齊藤 太郎 ｻｲﾄｳ ﾀﾛｳ ニッポンランナーズ 千葉県 1:19:22
7 339 鈴木 一喜 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｷ メイセイ 茨城県 1:19:59
8 371 落石 大介 ｵﾁｲｼ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:20:19
9 352 小林 猛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県 1:21:12

10 336 菊池 努 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 北杜市 山梨県 1:21:16
11 344 森本 伸吾 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾝｺﾞ ＡＣ土気 千葉県 1:21:26
12 332 田﨑 敬祐 ﾀｻｷ ｹｲｽｹ ＣＩＡ 千葉県 1:22:03
13 328 岩崎 覚 ｲﾜｻｷ ｻﾄﾙ 関山郵便局 新潟県 1:22:11
14 348 水浦 淳志 ﾐｽﾞｳﾗ ｱﾂｼ 大人陸部 千葉県 1:22:29
15 350 月岡 崇 ﾂｷｵｶ ﾀｶｼ 東京都 1:22:53
16 345 川端 貫太 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾝﾀ ｉｐｐｕｋｕ 茨城県 1:23:10
17 346 戸恒 亮一 ﾄﾂﾈ ﾘｮｳｲﾁ 佐倉陸友会 千葉県 1:23:41
18 366 尾下 啓吾 ｵｼﾀ ｹｲｺﾞ ちば 千葉県 1:24:09
19 362 伊藤 裕一 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 1:25:16
20 330 行方 寿和 ﾅﾒｶﾞﾀ ﾄｼｶｽﾞ オバチャン本舗 千葉県 1:25:16
21 351 市村 孝行 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1:25:37
22 356 圓城寺 和則 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 牛久走友会 茨城県 1:25:50
23 341 櫻井 国雄 ｻｸﾗｲ ｸﾆｵ 神栖ＴＣ 茨城県 1:25:54
24 338 戸室 真敬 ﾄﾑﾛ ﾏｻﾋﾛ ＮＴＴ東日本 埼玉県 1:26:24
25 349 久代 剛 ｸｼﾛ ﾀｹｼ 千葉県 1:27:02
26 405 若梅 敏之 ﾜｶｳﾒ ﾄｼﾕｷ 太田囃子連 千葉県 1:27:08
27 347 長谷川 篤 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ ｉｍａ 千葉県 1:27:45
28 364 宮内 健士 ﾐﾔｳﾁ ﾀｹｼ 千葉県 1:28:18
29 378 元井 隆 ﾓﾄｲ ﾀｶｼ ＪＴＢ 茨城県 1:28:21
30 380 渡部 晃彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ 大会健忘 千葉県 1:29:12
31 376 中田 竜二 ﾅｶﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 1:29:56
32 354 石毛 武士 ｲｼｹﾞ ﾀｹｼ 旭ＲＣ 千葉県 1:30:00
33 355 林 孝至 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:30:38
34 384 斎藤 一智 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ 栃木県 1:30:40
35 383 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 千葉ブレイブ安藤塾 茨城県 1:30:46
36 361 荒尾 繁 ｱﾗｵ ｼｹﾞﾙ 千葉県 1:30:52
37 424 大川 正人 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾄ 神奈川県 1:31:10
38 389 清水 修 ｼﾐｽﾞ ｵｻﾑ 松岡水産 東京都 1:31:51
39 358 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 1:31:58
40 446 鈴木 義広 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ たまらんくらぶ 茨城県 1:31:58
41 422 佐藤 剛平 ｻﾄｳ ｺﾞｳﾍｲ サンビジネス 東京都 1:32:02
42 375 堀内 克哉 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾔ 川口市消防局 東京都 1:32:02
43 387 大柳 光史 ｵｵﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾌﾐ 茨城県 1:32:44
44 391 稲葉 義男 ｲﾅﾊﾞ ﾖｼｵ 東京都 1:32:55
45 385 木川田 勝 ｷｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 1:33:24
46 372 佐々木 秀明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 1:33:25
47 365 立石 義典 ﾀﾃｲｼ ﾖｼﾉﾘ 待て待てクラブ 茨城県 1:33:51
48 400 植木 浩司 ｳｴｷ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:34:31
49 438 吉川 英治 ﾖｼｶﾜ ｴｲｼﾞ 茨城県 1:34:58
50 444 加藤 秀紀 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｷ ピンク病院眼科 千葉県 1:35:05
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51 398 遠藤 一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 不乱健酒多飲 埼玉県 1:35:16
52 388 石毛 光裕 ｲｼｹﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:35:18
53 360 菱田 勝 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 1:35:21
54 403 深堀 泰成 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾔｽｼｹﾞ 茨城県 1:35:22
55 395 鈴木 寿 ｽｽﾞｷ ﾋｻｼ 千葉県 1:35:34
56 359 野崎 健司 ﾉｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ 大久保小おやじの会 千葉県 1:35:42
57 418 古川 成実 ﾌﾙｶﾜ ｼｹﾞﾐ 千葉県 1:35:48
58 392 倉持 幸夫 ｸﾗﾓﾁ ﾕｷｵ ＬＲＣ 茨城県 1:35:58
59 382 篠塚 直樹 ｼﾉﾂｶ ﾅｵｷ 茨城県 1:36:00
60 416 足立 塁 ｱﾀﾞﾁ ﾙｲ パプリカ 千葉県 1:36:24
61 394 大口 晶弘 ｵｵｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 土気ＡＣ 千葉県 1:36:27
62 453 鈴木 圭 ｽｽﾞｷ ｹｲ 宮城県登米市ＲＣ 千葉県 1:36:33
63 363 加藤 信弘 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉ブレイブ 千葉県 1:36:38
64 417 五十嵐 陽介 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｽｹ ＭＭコーポレーション 千葉県 1:36:50
65 420 高梨 健太 ﾀｶﾅｼ ｹﾝﾀ 千葉県 1:37:18
66 373 瀬川 芳樹 ｾｶﾞﾜ ﾖｼｷ せがわっち 茨城県 1:37:23
67 404 山口 孝治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 鹿嶋鉄人会 茨城県 1:37:37
68 396 佐久間 誠一 ｻｸﾏ ｾｲｲﾁ 千葉県 1:37:56
69 458 岡田 賢治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:38:12
70 411 田中 幸宏 ﾀﾅｶ ﾕｷﾋﾛ 千葉県 1:38:26
71 377 和田 善多 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 千葉県 1:39:16
72 426 夏井 琢哉 ﾅﾂｲ ﾀｸﾔ 茨城県 1:39:50
73 407 大西 俊一郎 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 旭中央病院 千葉県 1:39:59
74 474 須田 誠 ｽﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 1:40:17
75 533 飯塚 周一 ｲｲﾂﾞｶ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:40:27
76 379 中野 和彦 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 1:40:33
77 470 柳井 孝之 ﾔﾅｲ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:41:19
78 408 西田 修治 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 旅ランニャー 埼玉県 1:41:23
79 421 野原 勉 ﾉﾊﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 1:41:23
80 431 木内 智史 ｷｳﾁ ｻﾄｼ 九十九里ホーム 千葉県 1:41:25
81 340 筒井 ネルソン ﾂﾂｲ ﾈﾙｿﾝ 三菱マテリアル 茨城県 1:41:25
82 415 辻井 孝宏 ﾂｼﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:41:30
83 412 庄司 由貴 ｼｮｳｼﾞ ﾖｼﾀｶ 千葉県 1:41:32
84 494 菅原 輝久 ｽｶﾞﾊﾗ ﾃﾙﾋｻ 東洋観光 千葉県 1:42:11
85 448 森田 健一 ﾓﾘﾀ ｹﾝｲﾁ 茨城県 1:42:16
86 442 豊田 直 ﾄﾖﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 1:42:20
87 429 伊藤 道大 ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ じぇとらんず 東京都 1:42:21
88 409 緑川 順市 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 1:42:35
89 374 丸山 信 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｺﾄ 横河楽走クラブ 神奈川県 1:42:38
90 604 平野 正樹 ﾋﾗﾉ ﾏｻｷ 千葉県 1:43:18
91 367 石毛 和也 ｲｼｹﾞ ｶｽﾞﾔ 銚子マリーナＲ 茨城県 1:43:20
92 473 坂田 英明 ｻｶﾀ ﾋﾃﾞｱｷ ＳＡＣ 千葉県 1:43:21
93 414 内山 敬介 ｳﾁﾔﾏ ｹｲｽｹ 千葉県 1:43:25
94 582 鈴木 孝典 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ あさひ 千葉県 1:43:33
95 480 吉原 将 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾙ 東京都 1:43:38
96 428 名雪 昌志 ﾅﾕｷ ﾏｻｼ ｉＲＵＮｄｓ 東京都 1:43:53
97 413 野口 昌宏 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:43:57
98 434 金沢 良和 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 1:44:17
99 500 岩澤 孝昌 ｲﾜｻﾜ ﾀｶﾏｻ 千葉県 1:45:07

100 522 瀧田 知則 ﾀｷﾀ ﾄﾓﾉﾘ 千葉県 1:45:10
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101 410 高木 譲 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞﾙ 千葉県 1:45:12
102 468 佐久間 康弘 ｻｸﾏ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:45:17
103 503 多田 秀和 ﾀﾀﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ チームＤＥＦ 千葉県 1:45:18
104 436 高橋 浩二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:45:24
105 337 篠崎 和雄 ｼﾉｻﾞｷ ｶｽﾞｵ ＲＥＢＯＲＮ 栃木県 1:45:36
106 507 鈴木 寿彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 行徳中央病院 千葉県 1:46:05
107 484 園田 洋司 ｿﾉﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 園田会計事務所 埼玉県 1:46:05
108 454 坂口 宗一郎 ｻｶｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 1:46:57
109 447 間中 伸也 ﾏﾅｶ ｼﾝﾔ ＳＭＬ Ｒ．Ｃ． 埼玉県 1:47:11
110 479 上原 将彦 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾋｺ 千葉県 1:47:13
111 401 加瀬 孝之 ｶｾ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:47:16
112 435 畑戸 久可 ﾊﾀﾄ ﾋｻﾖｼ 千葉県 1:47:55
113 437 加瀬 智哉 ｶｾ ﾄﾓﾔ チームＳＭＣ 千葉県 1:48:08
114 427 宮城 博昭 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:48:16
115 370 前田 聡 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 幸はやぶさ 千葉県 1:48:27
116 425 吉田 文人 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 千葉県 1:48:29
117 607 梶 延宏 ｶｼﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 1:48:32
118 517 加瀬 正人 ｶｾ ﾏｻﾄ 千葉県 1:48:33
119 441 度会 勝利 ﾜﾀﾗｲ ｶﾂﾄｼ 千葉県 1:48:35
120 456 田端 悟 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 茨城県 1:48:41
121 459 吉田 崇夫 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｵ 浦安市 千葉県 1:49:09
122 469 山口 壱之 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 1:49:26
123 464 菅谷 勝人 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾄ 千葉県 1:49:50
124 342 坂本 寛和 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 1:49:58
125 449 安斉 和重 ｱﾝｻﾞｲ ｶｽﾞｼｹﾞ 東洋合成工業 千葉県 1:50:22
126 504 佐藤 俊介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 1:50:27
127 462 安藤 善剛 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ ＡＡＡＣ 千葉県 1:50:33
128 551 多田 利夫 ﾀﾀﾞ ﾄｼｵ 千葉県 1:51:00
129 463 金野 正樹 ｷﾝﾉ ﾏｻｷ 東京都 1:51:21
130 482 糸岡 和洋 ｲﾄｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ ウインズアサノ 東京都 1:51:32
131 505 清原 秀泰 ｷﾖﾊﾗ ﾋﾃﾞﾔｽ ＪＢＬ 埼玉県 1:51:35
132 445 毛利 公彦 ﾓｳﾘ ｷﾐﾋｺ ＪＯＣＶＰＫ 東京都 1:51:47
133 556 瀧田 能正 ﾀｷﾀ ﾖｼﾏｻ 千葉県 1:52:02
134 476 坂本 一通 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾐﾁ 茨城県 1:52:12
135 475 奈良 容平 ﾅﾗ ﾖｳﾍｲ マツゲン 千葉県 1:52:14
136 467 西村 修治 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 1:52:15
137 498 石塚 純一 ｲｼﾂｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 1:52:17
138 489 合間 利 ｶﾝﾏ ﾄｼ 千葉県 1:52:35
139 559 吉田 岳志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 1:52:44
140 552 木村 光孝 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 週末ランナー 千葉県 1:52:48
141 440 金子 彰 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 千葉県 1:53:20
142 497 佐藤 浩司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:53:26
143 452 羽賀 健一 ﾊｶﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:53:37
144 509 植松 智則 ｳｴﾏﾂ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 1:53:38
145 493 古賀 充 ｺｶﾞ ﾀｶｼ 千葉県 1:53:43
146 485 長谷川 文男 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐｵ ウレシイしんきん 千葉県 1:54:09
147 423 池田 篤 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 浜野製茶 東京都 1:54:31
148 386 近藤 万年 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾝﾈﾝ りんごの会 千葉県 1:55:08
149 512 大森 直孝 ｵｵﾓﾘ ﾅｵﾀｶ ＪＳＲ ＣＳＣ 茨城県 1:55:35
150 487 髙木 章 ﾀｶｷﾞ ｱｷﾗ 旭二４８会 千葉県 1:56:00
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151 477 三宅 克英 ﾐﾔｹ ｶﾂﾋﾃﾞ 東京都 1:56:03
152 496 田杭 正充 ﾀｸﾞｲ ﾏｻﾐﾂ 埼玉県 1:56:04
153 516 二宮 亮 ﾆﾉﾐﾔ ﾘｮｳ 神奈川県 1:56:48
154 523 堀野 克彦 ﾎﾘﾉ ｶﾂﾋｺ 銚子税務署 千葉県 1:57:32
155 443 古川 浩樹 ｺｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 山田田中 茨城県 1:57:40
156 419 西広 則和 ﾆｼﾋﾛ ﾉﾘｶｽﾞ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:57:51
157 490 武内 政広 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:57:52
158 502 小山田 雅弘 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:57:56
159 472 鈴木 修一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:58:08
160 461 染谷 真琴 ｿﾒﾔ ﾏｺﾄ 千葉県 1:58:38
161 548 磯野 順一郎 ｲｿﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1:58:40
162 514 佐藤 昭生 ｻﾄｳ ｱｷｵ 千葉県 1:59:21
163 451 山田 知広 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:59:27
164 521 宮嶋 典夫 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾘｵ 小見川毎日 千葉県 1:59:40
165 606 麻野 照二 ｱｻﾉ ﾃﾙｼﾞ 雅匠輝 千葉県 1:59:49
166 591 伊藤 庸 ｲﾄｳ ﾖｳ 千葉県 1:59:50
167 560 斎藤 忍 ｻｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ コスミック 千葉県 2:00:03
168 520 三橋 徹也 ﾐﾂﾊｼ ﾃﾂﾔ 千葉県 2:00:04
169 572 紀ノ國 博貴 ｷﾉｸﾆ ﾋﾛｷ 千葉県 2:00:05
170 576 山口 清道 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖﾐﾁ 千葉県 2:00:13
171 519 和泉 哲生 ｲｽﾞﾐ ﾃﾂｵ 千葉県 2:00:30
172 596 佐藤 英樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 2:00:57
173 573 溝口 直樹 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾅｵｷ 千葉県 2:01:06
174 513 小橋 圭介 ｺﾊﾞｼ ｹｲｽｹ 東京都 2:01:09
175 508 猪熊 泰雄 ｲﾉｸﾏ ﾔｽｵ 東京都 2:01:27
176 478 小田切 守 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾏﾓﾙ たまらんくらぶ 茨城県 2:01:44
177 511 市原 敬 ｲﾁﾊﾗ ﾀｶｼ 千葉県 2:03:01
178 488 斉藤 強 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 茨城県 2:03:21
179 457 名雪 義一 ﾅﾕｷ ﾖｼｶｽﾞ 神栖市社協 茨城県 2:03:22
180 557 早野 隆史 ﾊﾔﾉ ﾀｶｼ 千葉県 2:03:30
181 369 中野 真一 ﾅｶﾉ ｼﾝｲﾁ 市原ＡＣ 千葉県 2:03:36
182 568 北谷 博士 ｷﾀﾔ ﾋﾛｼ 千葉県 2:03:43
183 501 吉井 稔 ﾖｼｲ ﾐﾉﾙ 千葉県 2:04:09
184 450 高橋 憲一 ﾀｶﾊｼ 新邦工業 千葉県 2:05:01
185 602 渡部 研吉 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝｷﾁ 千葉県 2:05:15
186 518 小嶋 純史 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ チーム石川 東京都 2:05:34
187 465 大森 正 ｵｵﾓﾘ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 2:06:07
188 558 小川 賢二 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 銚子税務署 東京都 2:06:35
189 492 伊藤 哲哉 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 旭二４８会 千葉県 2:06:55
190 527 坂本 健 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ フィニッシャーリース 千葉県 2:07:05
191 491 具志堅 武彦 ｸﾞｼｹﾝ ﾀｹﾋｺ 沖縄県 2:07:10
192 510 村松 猛 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹｼ 千葉県 2:07:19
193 561 柴田 義道 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾐﾁ 千葉県 2:07:34
194 562 金山 勉 ｶﾅﾔﾏ ﾂﾄﾑ チームＤＥＦ 茨城県 2:07:45
195 545 板垣 俊彦 ｲﾀｶﾞｷ ﾄｼﾋｺ 東京都 2:07:54
196 569 新田 剛 ﾆｯﾀ ﾂﾖｼ 東京都 2:08:52
197 535 寺嶋 一成 ﾃﾗｼﾞﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 旭中央病院 千葉県 2:09:03
198 577 平野 剛 ﾋﾗﾉ ﾀｹｼ 千葉県 2:09:10
199 525 滝沢 一樹 ﾀｷｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 千葉県 2:09:32
200 542 池田 俊之 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 銚子ＹＥＧ 茨城県 2:09:39
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201 565 渡辺 亘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾜﾀﾙ 東京都 2:10:12
202 495 伊藤 伸悟 ｲﾄｳ ｼﾝｺﾞ 千葉県 2:10:52
203 554 篠塚 一昭 ｼﾉﾂｶ ｶｽﾞｱｷ 茨城県 2:11:24
204 486 吉野 学 ﾖｼﾉ ﾏﾅﾌﾞ 楽走会 千葉県 2:11:37
205 534 荒井 眞宏 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:11:54
206 547 森 俊和 ﾓﾘ ﾄｼｶｽﾞ ＳＳＲＴ 千葉県 2:12:05
207 325 伊藤 貴文 ｲﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 千葉県 2:12:44
208 567 渡辺 秀康 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾔｽ ＰＵＢ．ＡＣ 千葉県 2:12:54
209 499 岡田 三明 ｵｶﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 東京都 2:13:21
210 593 渡邉 裕之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ チームチューベー 千葉県 2:13:38
211 574 小松 努 ｺﾏﾂ ﾂﾄﾑ 千葉県 2:13:53
212 592 植木 俊勝 ｳｴｷ ﾄｼｶﾂ 茨城県 2:14:33
213 597 石毛 淳 ｲｼｹﾞ ｱﾂｼ 勘兵衛 千葉県 2:14:38
214 524 川上 史明 ｶﾜｶﾐ ﾌﾐｱｷ 千葉県 2:15:03
215 531 平尾 通章 ﾋﾗｵ ﾐﾁｱｷ 千葉県 2:15:16
216 585 井沢 圭介 ｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 茨城県 2:15:31
217 543 片岡 健二 ｶﾀｵｶ ｹﾝｼﾞ 茨城県 2:15:49
218 432 中河 正好 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 千葉県 2:16:31
219 587 上山 宏一 ｶﾐﾔﾏ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:16:46
220 564 玉井 克則 ﾀﾏｲ ｶﾂﾉﾘ 田畑クラブ 茨城県 2:17:01
221 590 溜渕 早人 ﾀﾏﾘﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 茨城県 2:17:17
222 455 呉 偉 ｺﾞ ｲ エフエフ 神奈川県 2:17:51
223 550 清水 公彦 ｼﾐｽﾞ ｷﾐﾋｺ 埼玉県 2:18:28
224 566 加瀬 英之 ｶｾ ﾋﾃﾞﾕｷ 銚子商工 千葉県 2:18:32
225 605 塩澤 進 ｼｵｻﾞﾜ ｽｽﾑ 千葉県 2:18:50
226 571 桔梗谷 智 ｷｷｮｳﾀﾞﾆ ｻﾄﾙ ＳＡＫＵＲＡ 千葉県 2:18:57
227 599 吉田 太郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾛｳ 千葉県 2:19:02
228 546 石毛 俊明 ｲｼｹﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 2:19:20
229 594 斉木 利也 ｻｲｷ ﾄｼﾔ 元習高拳闘部 千葉県 2:19:25
230 530 市川 敬 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 千葉県 2:19:41
231 584 北原 大地 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 2:19:42
232 581 高木 健一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ チームＪ 千葉県 2:20:09
233 553 長谷川 類 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｲ 週末ランナー 千葉県 2:20:20
234 583 新行内 徹 ｼﾝｷﾞｮｳﾁ ﾄｵﾙ 東京都 2:23:49
235 601 本澤 陽一 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ ＴＥＡＭ藤森 東京都 2:23:58
236 544 佐藤 浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 茨城県 2:24:28
237 595 成川 貢一 ﾅﾘｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:26:33
238 541 荒田 聡 ｱﾗﾀ ｻﾄｼ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:26:50
239 538 渡辺 弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:26:50
240 588 山下 浩平 ﾔﾏｼﾀ ｺｳﾍｲ 千葉県 2:27:18
241 539 山本 烈士 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 銚子ＹＥＧ 茨城県 2:29:11
242 537 藤代 晴康 ﾌｼﾞｼﾛ ﾊﾙﾔｽ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:29:11
243 575 布施 光浩 ﾌｾ ﾐﾂﾋﾛ チームあろ～は 千葉県 2:32:34
244 536 西手 國幹 ﾆｼﾃﾞ ｸﾆﾐｷ 離れ小島クリニック 千葉県 2:37:17
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