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1 611 椎名 喜光 ｼｲﾅ ﾖｼﾐﾂ ＡＣ ＴＯＫＥ 千葉県 1:17:35
2 612 宮古 輝 ﾐﾔｺ ﾃﾙ ３８５会 栃木県 1:19:35
3 616 小久保 学 ｺｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ 東京都庁 千葉県 1:22:19
4 617 秋山 喜徳 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 秩父高校ＯＢ 東京都 1:22:22
5 615 鈴木 孝明 ｽｽﾞｷ ﾀｶｱｷ 千葉県 1:22:59
6 622 山内 正義 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾖｼ 加波一族 茨城県 1:23:29
7 643 比護 政志 ﾋｺﾞ ﾏｻｼ ＴＤＫ 千葉県 1:25:17
8 642 伊藤 毅 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 千葉県 1:26:09
9 618 高橋 達 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 富来ヤマ時計店 石川県 1:26:12

10 621 津端 佳介 ﾂﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 千葉県 1:26:18
11 633 井手 一幸 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾕｷ ＮＴＴ東日本 東京都 1:26:53
12 626 但木 誠 ﾀﾀﾞｷ ﾏｺﾄ 快体ＲＣ 東京都 1:28:16
13 619 大塚 昭仁 ｵｵﾂｶ ｱｷﾋﾄ 朝日信用金庫 千葉県 1:29:27
14 623 永易 量行 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 1:30:42
15 644 河野 篤志 ｺｳﾉ ｱﾂｼ 千葉県 1:31:01
16 624 宮内 憲文 ﾐﾔｳﾁ ﾉﾘﾌﾐ ＪＰＥ 千葉県 1:31:25
17 636 林 隆俊 ﾊﾔｼ ﾀｶﾄｼ 新ゆり走遊会 神奈川県 1:31:29
18 635 石田 隆康 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾔｽ 日立化成 茨城県 1:32:32
19 658 稲田 裕 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 1:33:06
20 646 平田 栄一 ﾋﾗﾀ ｴｲｲﾁ ｅＡ東京 千葉県 1:33:16
21 614 渡邉 一夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ ニッポンランナーズ 千葉県 1:34:12
22 647 田中嶋 克行 ﾀﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾕｷ 茨城県 1:34:36
23 645 竹垣 隆 ﾀｹｶﾞｷ ﾀｶｼ 航空ＯＢ 東京都 1:34:38
24 653 加瀬 徹 ｶｾ ﾄｵﾙ 神奈川県 1:34:57
25 650 小野目 如快 ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ 正傳寺 埼玉県 1:35:09
26 662 松本 達也 ﾏﾂﾓﾄ 東京都 1:35:35
27 673 山崎 勝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾙ 宮城県 1:35:37
28 625 辻 弘一 ﾂｼﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:36:14
29 632 佐々木 昌巳 ｻｻｷ ﾏｻﾐ 時事 千葉県 1:36:27
30 630 村岡 紀幸 ﾑﾗｵｶ ﾉﾘﾕｷ ＧｒｅｙＦｏｘ 千葉県 1:36:35
31 637 廣瀬 晃一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:36:56
32 649 猪野 佳男 ｲﾉ ﾖｼｵ のらくろ 千葉県 1:37:00
33 682 栗原 吉雄 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｵ エフアンドエフ 東京都 1:37:29
34 610 三浦 博隆 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾀｶ ちはら台走友会 千葉県 1:37:34
35 629 須之内 紀夫 ｽﾉｳﾁ ﾉﾘｵ ｉＲｕｎｄｓ 茨城県 1:38:12
36 669 竹村 覚 ﾀｹﾑﾗ ｻﾄﾙ 東京都 1:38:30
37 670 瀬戸 等 ｾﾄ ﾋﾄｼ 千葉県 1:39:10
38 628 村住 一郎 ﾑﾗｽﾞﾐ ｲﾁﾛｳ 千葉県 1:39:12
39 702 網中 宏行 ｱﾐﾅｶ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:39:30
40 709 神田 政志 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻｼ パインズＭＣＬＣ 茨城県 1:39:57
41 728 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 1:40:00
42 686 中谷 健太郎 ﾅｶﾀﾆ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 1:40:10
43 704 増田 健 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹｼ 千葉県 1:40:30
44 695 松永 一志 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞｼ 千葉県 1:40:42
45 724 吉橋 紀夫 ﾖｼﾊｼ ﾉﾘｵ 千葉県 1:40:58
46 660 葛原 亨 ｶﾂﾗﾊﾗ ﾄｵﾙ 日立化成鹿島 埼玉県 1:41:01
47 687 松村 勝 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｻﾙ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:41:21
48 700 林 安司 ﾊﾔｼ ﾔｽｼﾞ 千葉県 1:41:23
49 631 宮負 亨 ﾐﾔｵｲ ﾄｵﾙ 旭市役所 千葉県 1:41:55
50 661 片岡 良和 ｶﾀｵｶ ﾖｼｶｽﾞ 千葉緑郵便局 千葉県 1:42:08
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51 640 岸田 達也 ｷｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:42:40
52 675 岡田 浩司 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ ＳＤＳバイオ 茨城県 1:43:04
53 729 鈴木 健央 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 千葉県 1:43:08
54 680 鈴木 和彦 ｽｽﾞｷ 千葉県 1:43:15
55 655 河上 尚士 ｶﾜｶﾐ ﾅｵﾋﾄ Ｋ－ｉｎｇ 千葉県 1:43:33
56 654 田中 康雄 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 東京都 1:43:50
57 666 伊藤 明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 1:44:08
58 698 加瀬 勉 ｶｾ ﾂﾄﾑ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:44:15
59 663 小林 正宏 ｺﾊﾞﾔｼ 千葉県 1:44:59
60 860 川俣 茂 ｶﾜﾏﾀ ｼｹﾞﾙ 水産工学研究所 千葉県 1:45:05
61 718 堀切 茂樹 ﾎﾘｷﾘ ｼｹﾞｷ 千葉県 1:45:13
62 722 前田 慶一 ﾏｴﾀﾞ ｹｲｲﾁ 千葉県 1:45:47
63 657 青木 裕幸 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 1:45:51
64 725 藤三田 頼雅 ﾌｼﾞｻﾝﾀﾞ ﾗｲｶﾞ 獣神 千葉県 1:46:31
65 684 若松 重伸 ﾜｶﾏﾂ ｼｸﾞﾉﾌﾞ 埼玉県 1:47:00
66 719 関 達也 ｾｷ ﾀﾂﾔ 千葉県 1:47:39
67 731 近藤 陽一 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ ＫＧＪＡＰＡＮ 東京都 1:47:41
68 689 徳田 豪 ﾄｸﾀﾞ ｺﾞｳ チームｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:48:04
69 780 宮本 政士 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｼﾞ 千葉県 1:48:29
70 677 堤 志信 ﾂﾂﾐ ｼﾉﾌﾞ ＮＴＴ東日本 茨城県 1:48:54
71 730 高橋 幸一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:49:01
72 685 五十嵐 琢司 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸｼﾞ ＭＭＪＥＴｓ 千葉県 1:49:04
73 674 菅 政則 ｽｶﾞ ﾏｻﾉﾘ シーケム鹿島 茨城県 1:49:13
74 672 堀尾 慶彦 ﾎﾘｵ ﾖｼﾋｺ 石中一期ＹＰ 千葉県 1:50:06
75 706 常世田 敏彦 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 飯岡小職員 千葉県 1:50:11
76 786 加藤 万智 ｶﾄｳ ﾏｻﾄ 走るお肉屋さん 千葉県 1:50:15
77 827 加藤 直介 ｶﾄｳ ﾅｵｽｹ 千葉県 1:51:09
78 665 赤坂 修治 ｱｶｻｶ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 1:51:11
79 745 鵜澤 勝義 ｳｻﾞﾜ ｶﾂﾖｼ こむぎクラブ 千葉県 1:51:36
80 783 矢嶋 裕之 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ■軽い運動しない■ 千葉県 1:51:38
81 740 戸村 真之 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾕｷ ＪＡＭＢＯＲＥＥ 千葉県 1:52:01
82 779 平野 崇之 ﾋﾗﾉ ﾀｶﾕｷ 千葉ブレイブ 千葉県 1:52:05
83 717 遠藤 和彦 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 1:52:32
84 814 折原 亮 ｵﾘﾊﾗ ﾘｮｳ 千葉市 千葉県 1:52:33
85 854 田杭 和也 ﾀｸﾞｲ ｶｽﾞﾔ 千葉県 1:52:41
86 733 鈴木 孝紀 ｽｽﾞｷ ﾀｶｷ ２７８うんならがすど 千葉県 1:52:42
87 721 宮内 輝久 ﾐﾔｳﾁ ﾃﾙﾋｻ 千葉県 1:52:52
88 711 吉川 美智也 ﾖｼｶﾜ ﾐﾁﾔ 不乱健酒多飲 神奈川県 1:52:59
89 734 栗原 健二 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 麻生・栗原法律事務所 東京都 1:53:11
90 652 中嶋 智昭 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ セントラル高崎 群馬県 1:53:17
91 651 田汲 聡 ﾀｸﾐ ｻﾄｼ 千葉県 1:53:20
92 732 篠塚 昌 ｼﾉﾂｶ ｱｷﾗ ＣＲＧ 千葉県 1:53:24
93 849 松浦 弘之 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:53:31
94 747 高木 昌直 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾅｵ 千葉県 1:53:36
95 749 寺田 行則 ﾃﾗﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 東リ株式会社 東京都 1:53:46
96 708 蓮田 裕直 ﾊｽﾀ ﾋﾛﾅｵ 和匠坂本いちご大福 茨城県 1:53:53
97 701 島田 光広 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 1:53:57
98 710 戸村 賢治 ﾄﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:54:05
99 678 平野 英雄 ﾋﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 1:54:13

100 773 岡 宜樹 ｵｶ ﾖｼｷ 東京都 1:54:28
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101 748 仁礼 誠 ﾆﾚｲ ﾏｺﾄ 横河楽走クラブ 東京都 1:54:39
102 753 熊切 一彦 ｸﾏｷﾘ ｶｽﾞﾋｺ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:54:48
103 754 小林 健司 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:54:48
104 707 宮内 勝雄 ﾐﾔｳﾁ ｶﾂｵ 銚子市陸上競技協会 千葉県 1:54:57
105 726 山野辺 将幸 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 千葉県 1:55:21
106 755 山中 啓一郎 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 千葉県 1:56:10
107 715 山形 賢一 ﾔﾏｶﾞﾀ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:56:25
108 758 根岸 康夫 ﾈｷﾞｼ ﾔｽｵ 東京都 1:56:33
109 751 真木 伸雄 ﾏｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1:56:33
110 788 城之内 浩幸 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:56:39
111 750 鈴木 挙直 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾅｵ 千葉製粉ＲＣ 千葉県 1:56:45
112 741 宇梶 和雄 ｳｶｼﾞ ｶｽﾞｵ 千葉県 1:56:49
113 752 矢羽 久夫 ﾔﾊﾞ ﾋｻｵ 玉造中学校職員 千葉県 1:56:58
114 737 小澤 一基 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 千葉県 1:57:09
115 664 平野 幸信 ﾋﾗﾉ ﾕｷﾉﾌﾞ 千葉県 1:57:41
116 668 野島 聡 ﾉｼﾞﾏ ｻﾄｼ 汗走ＡＣ 千葉県 1:57:42
117 829 藤本 宏貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 東京都 1:58:00
118 693 笠原 強造 ｶｻﾊﾗ ｷｮｳｿﾞｳ 銚子風力開発 千葉県 1:58:07
119 712 焼田 幸彦 ﾔｷﾀ ﾕｷﾋｺ 茨城県 1:58:20
120 681 保立 幸男 ﾎﾀﾃ ﾕｷｵ エムイーシーテクノ 茨城県 1:58:20
121 823 上原 良文 ｳｴﾊﾗ ﾖｼﾌﾐ 元気配信！ 東京都 1:58:22
122 696 久保 晃 ｸﾎﾞ ｱｷﾗ 走るにゃん 東京都 1:58:27
123 799 石田 康二 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:58:50
124 735 町野 輝明 ﾏﾁﾉ ﾃﾙｱｷ くいしんぼうず 東京都 1:58:56
125 784 佐藤 英人 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県 1:58:56
126 688 三次 利明 ﾐﾂｷﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 1:59:06
127 713 田邊 英雄 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 1:59:13
128 770 山口 伸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 茨城県 1:59:18
129 764 田辺 裕通 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 1:59:25
130 756 畑上 和孝 ﾊﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾀｶ 千葉県 1:59:57
131 782 渡邉 宗城 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈｷ 千葉県 2:00:49
132 821 小室 博 ｺﾑﾛ ﾋﾛｼ ＴＳＦＭ 茨城県 2:01:24
133 769 海津 年孝 ｶｲﾂ ﾄｼﾀｶ 茨城県 2:01:45
134 705 村杉 隆朗 ﾑﾗｽｷﾞ 東京都 2:01:48
135 768 手塚 佳明 ﾃﾂﾞｶ ﾖｼｱｷ 横河楽走クラブ 千葉県 2:01:51
136 759 幸野 恵也 ｺｳﾉ ｹｲﾔ 千葉県 2:02:26
137 824 小倉 直孝 ｵｸﾞﾗ ﾅｵﾀｶ 大気社 千葉県 2:02:31
138 807 岡野 康宏 ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 2:02:37
139 776 奥田 弘志 ｵｸﾀﾞ ﾋﾛｼ チームどすこい 茨城県 2:02:42
140 691 佐野 望 ｻﾉ ﾉｿﾞﾑ セノー株式会社 千葉県 2:02:57
141 738 池田 克巳 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾐ 杏友会 千葉県 2:03:05
142 795 菊地 昭浩 ｷｸﾁ ｱｷﾋﾛ 山形県 2:03:06
143 790 吉野 辰也 ﾖｼﾉ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:03:07
144 836 横溝 修 ﾖｺﾐｿﾞ ｵｻﾑ 千葉県 2:03:47
145 830 金子 徹 ｶﾈｺ ﾄｵﾙ 千葉県 2:03:57
146 683 藤井 俊彰 ﾌｼﾞｲ ﾄｼｱｷ 千葉県 2:04:22
147 794 日色 和成 ﾋｲﾛ ｶｽﾞﾅﾘ ジャンボリー 千葉県 2:04:24
148 739 松田 秀明 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ちーむＱ 千葉県 2:04:27
149 697 石澤 孝志 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 2:04:38
150 800 鞠子 淳 ﾏﾘｺ ｱﾂｼ 神奈川県 2:04:58
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151 771 原 宏幸 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 佐倉走る会 千葉県 2:05:15
152 656 野口 秀人 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾋﾄ 千葉県 2:05:27
153 772 石井 慎一 ｲｼｲ ｼﾝｲﾁ 千葉県 2:05:28
154 842 岡田 康則 ｵｶﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 2:05:55
155 852 奥山 誠司 ｵｸﾔﾏ ｾｲｼﾞ 富士通株式会社 東京都 2:05:59
156 797 錦織 正美 ﾆｼｷｵﾘ ﾏｻﾐ 千葉県 2:06:02
157 801 中村 克彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 千葉県 2:06:23
158 834 小野 雄次 ｵﾉ ﾕｳｼﾞ 小石川郵便局 東京都 2:06:59
159 744 柴野 陽一 ｼﾊﾞﾉ ﾖｳｲﾁ 千葉県 2:07:22
160 815 深瀬 淳一 ﾌｶｾ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 2:08:34
161 716 伊庭 伸幸 ｲﾊﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 2:08:38
162 810 石塚 高志 ｲｼﾂｶ ﾀｶｼ 茨城県 2:08:42
163 777 森 秀樹 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 2:08:59
164 736 隅田 和彦 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 大船津消防団楽遊会ＯＢ 茨城県 2:09:01
165 774 大野 洋次郎 ｵｵﾉ ﾖｳｼﾞﾛｳ チーム柿の種 千葉県 2:09:06
166 639 高垣 二郎 ﾀｶｶﾞｷ ｼﾞﾛｳ 千葉県 2:09:42
167 792 亀山 俊幸 ｶﾒﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 銚子信用金庫 千葉県 2:09:45
168 746 桑原 稔 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾐﾉﾙ 茨城県 2:10:21
169 793 横山 正臣 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵﾐ 千葉県 2:11:45
170 781 小林 昇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾎﾞﾙ チームＢＢＫ 千葉県 2:12:44
171 778 竹村 信和 ﾀｹﾑﾗ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 東京都 2:13:10
172 856 川分 章吉 ｶﾜｹ ｱｷﾖｼ 辻糸 千葉県 2:13:16
173 767 西宮 豊 ﾆｼﾐﾔ ﾕﾀｶ 東京都 2:13:32
174 850 石井 明 ｲｼｲ ｱｷﾗ 東京医大茨城 茨城県 2:13:35
175 837 谷垣 和俊 ﾀﾆｶﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ 東京労働局 千葉県 2:13:35
176 831 江面 和彦 ｴﾂﾞﾗ ｶｽﾞﾋｺ 栃木県 2:13:50
177 846 中村 秀一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 2:14:10
178 760 飯島 資之 ｲｲｼﾞﾏ ﾓﾄﾕｷ 千葉県 2:14:21
179 822 平舘 憲一 ﾋﾗﾀﾞﾃ ｹﾝｲﾁ 千葉県 2:14:31
180 805 吉永 真二 ﾖｼﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ いちょりばちょーでい 千葉県 2:14:44
181 765 小野寺 秀志 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｼ 千葉県 2:15:00
182 762 桑原 信泰 ｸﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔｽ カネカ陸上部 兵庫県 2:15:10
183 791 瀬尾 和俊 ｾｵ ｶｽﾞﾄｼ 茨城県 2:15:11
184 608 髙木 正宏 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:15:40
185 789 土屋 明 ﾂﾁﾔ ｱｷﾗ れんけつ倶楽部 千葉県 2:16:54
186 838 小松 正寿 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄｼ 三井住友ＤＳアセット 千葉県 2:18:40
187 743 白沢 雄司 ｼﾗｻﾜ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:18:55
188 833 鶴岡 茂 ﾂﾙｵｶ ｼｹﾞﾙ メタバリアＦＸＳＣ 東京都 2:19:18
189 679 齊藤 洋伸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ 千葉県 2:19:21
190 835 本間 朝哉 ﾎﾝﾏ ｱｻﾔ 東京都 2:20:57
191 819 安藤 広 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 東京都 2:21:14
192 811 長谷川 幸雄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｷｵ ＩＳＳＰ 千葉県 2:22:45
193 820 橋本 亮 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 千葉県 2:24:59
194 843 浜田 正宏 ﾊﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:27:01
195 845 越川 雅明 ｺｼｶﾜ ﾏｻｱｷ 日本テニス協会 千葉県 2:27:42
196 808 石川 渉 ｲｼｶﾜ ﾜﾀﾙ 千葉県 2:27:43
197 816 楢原 信夫 ﾅﾗﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ 銚子風力開発 千葉県 2:28:18
198 844 正司 豪 ｼｮｳｼﾞ ﾀｹｼ 千葉県 2:29:40
199 841 井手 忠義 ｲﾃﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 銚子唄声くらぶ 千葉県 2:33:55
200 857 高橋 牧夫 ﾀｶﾊｼ ﾏｷｵ らんなるず 千葉県 2:34:30
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201 826 金光 敏行 ｶﾈﾐﾂ ﾄｼﾕｷ 長崎市役所 長崎県 2:38:39
202 787 伊藤 秀樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 2:40:48
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