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1 865 増田 健 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:27:37
2 874 飯塚 充由 ｲｲﾂﾞｶ ﾐﾂﾖｼ 千葉県 1:31:50
3 863 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 茂原健走会 千葉県 1:32:39
4 862 林 壯一 ﾊﾔｼ ｿｳｲﾁ 千葉県 1:32:45
5 870 石嶋 博行 ｲｼｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ アルプス山歩会 千葉県 1:33:26
6 872 小倉 文夫 ｵｸﾞﾗ ﾌﾐｵ 千葉県 1:35:02
7 866 菅谷 浩 ｽｶﾞﾔ ﾋﾛｼ 芳源マッシュルーム株 千葉県 1:35:38
8 875 藤崎 正志 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻｼ ウィング 千葉県 1:36:03
9 881 宮内 広幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛﾕｷ ヤマサ 千葉県 1:39:04

10 868 斉藤 清 ｻｲﾄｳ ｷﾖｼ ＷＡＶＥＳ 茨城県 1:39:06
11 883 五江渕 義治 ｺﾞｴﾌﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 佐倉南高校 千葉県 1:41:12
12 871 安田 一則 ﾔｽﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ ＮＡＣＲＣ 千葉県 1:43:20
13 880 小寺 茂 ｺﾃﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 康子ＲＣ 千葉県 1:43:23
14 904 久徳 博文 ｷｭｳﾄｸ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県 1:43:25
15 890 宇野 國雄 ｳﾉ 千葉走友会 千葉県 1:43:57
16 918 伊藤 道郎 ｲﾄｳ ﾐﾁﾛｳ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 1:44:13
17 897 手島 欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ チームみんみん 東京都 1:44:57
18 925 古山 政美 ﾌﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:45:04
19 926 石井 茂 ｲｼｲ ｼｹﾞﾙ 不乱健酒多飲 埼玉県 1:45:39
20 878 奈良林 稔 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ チームならりん 千葉県 1:45:45
21 893 今井 國雄 ｲﾏｲ ｸﾆｵ 成田Ｒハイ 千葉県 1:46:15
22 884 林 俊夫 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ 千葉県 1:46:50
23 902 須藤 勉 ｽﾄﾞｳ ﾂﾄﾑ 須藤薬局 千葉県 1:47:19
24 873 野口 幸啓 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:47:36
25 914 太田 啓一 ｵｵﾀ ｹｲｲﾁ 大滝 埼玉県 1:48:18
26 895 樋口 政行 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ アルファＲＣ 千葉県 1:49:06
27 885 岩瀬 弘明 ｲﾜｾ ﾋﾛｱｷ ＭＰＡＲＣ－ＯＢ 埼玉県 1:49:24
28 905 藤田 準三 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ れんけつ倶楽部 秋田県 1:49:43
29 886 串田 惣治 ｸｼﾀﾞ 成東ＡＣ 千葉県 1:50:02
30 916 向後 栄一 ｺｳｺﾞ ｴｲｲﾁ 千葉県 1:50:42
31 900 佐藤 博 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県 1:51:11
32 908 結城 和彦 ﾕｳｷ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:51:13
33 898 金杉 幸太郎 ｶﾅｽｷﾞ ｺｳﾀﾛｳ 房総タクシー 千葉県 1:51:19
34 892 熊谷 吉雄 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｵ 千葉県 1:52:23
35 923 高田 壽 ﾀｶﾀﾞ ﾋｻｼ 神奈川県 1:52:25
36 946 石毛 憲治 ｲｼｹﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 1:53:41
37 887 阿部 淳一 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 横浜市市役所 神奈川県 1:53:44
38 931 甲州 栄一 ｺｳｼｭｳ ｴｲｲﾁ 茨城県 1:53:44
39 917 室矢 聡 ﾑﾛﾔ ｻﾄｼ 千葉県 1:54:11
40 906 辻 俊勝 ﾂｼﾞ ﾄｼｶﾂ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:54:41
41 909 佐々木 和弘 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ スターツ 東京都 1:54:46
42 888 斉藤 利尚 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾀｶ 野うさぎクラブ 千葉県 1:55:10
43 930 柴田 光 ｼﾊﾞﾀ ﾋｶﾙ 茨城県 1:55:47
44 921 小川 新一郎 ｵｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 1:55:48
45 907 山田 斉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ ニッポンランナーズ 千葉県 1:55:54
46 968 岡田 光司 ｵｶﾀﾞ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:56:15
47 928 浅岡 則明 ｱｻｵｶ ﾉﾘｱｷ 神奈川県 1:56:19
48 903 木村 悠逸 ｷﾑﾗ ﾕｳｲﾂ 波崎ＳＣ 茨城県 1:56:33
49 927 川和 政徳 ｶﾜﾜ ﾏｻﾄｸ ランラララン 茨城県 1:56:36
50 864 加瀬 三雄 ｶｾ 銚子マリーナＲＣ 千葉県 1:56:47
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51 894 佐藤 政雄 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 佐倉走る会 千葉県 1:57:19
52 877 安井 勝史 ﾔｽｲ ｶﾂｼ 千葉県 1:57:39
53 922 吉田 武弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 花泉らんらん 岩手県 1:57:44
54 889 馬替 一郎 ﾏｶﾞｴ ｲﾁﾛｳ 千葉県 1:58:44
55 977 小久保 英二 ｺｸﾎﾞ ｴｲｼﾞ 千葉県 1:59:12
56 920 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ アイテック 埼玉県 1:59:39
57 939 越後 敏行 ｴﾁｺﾞ ﾄｼﾕｷ 成田空港警備 茨城県 1:59:50
58 966 坪沼 光一 ﾂﾎﾞﾇﾏ ｺｳｲﾁ 茨城県 2:00:00
59 911 中島 祐司 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:00:12
60 950 篠塚 三樹雄 ｼﾉﾂｶ ﾐｷｵ 東京都 2:00:22
61 961 廣瀬 光一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 2:02:06
62 901 井上 雅明 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ ニッポンランナーズ 千葉県 2:02:56
63 910 木村 秀若 ｷﾑﾗ ﾋﾃﾞﾜｶ 八千代 千葉県 2:03:18
64 992 山田 武正 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 千葉県 2:03:26
65 963 手塚 力 ﾃﾂｶ ﾁｶﾗ 【山走部】 茨城県 2:03:35
66 891 北川 修一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 2:04:01
67 943 五十嵐 敏 ｲｶﾞﾗｼ 茂原健走会 千葉県 2:04:25
68 959 向後 久雄 ｺｳｺﾞ ﾋｻｵ 千葉県 2:05:06
69 945 德元 陽一 ﾄｸﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 千葉県 2:06:12
70 980 川島 俊洋 ｶﾜｼﾏ ﾄｼﾋﾛ 千葉県 2:06:16
71 896 三上 義昭 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ 千葉鉄人 千葉県 2:06:17
72 915 廣田 俊哉 ﾋﾛﾀ ﾄｼﾔ 東京都 2:06:30
73 899 甲斐 常雄 ｶｲ ﾂﾈｵ 東京国税局陸上部 千葉県 2:08:13
74 972 小野 一夫 ｵﾉ ｶｽﾞｵ ＪＤやじろべー 千葉県 2:09:13
75 962 佐藤 安雄 ｻﾄｳ ﾔｽｵ 東金ＴＲＹ 千葉県 2:09:30
76 940 岩本 三津則 ｲﾜﾓﾄ ﾐﾂﾉﾘ 千葉県 2:09:33
77 985 菅谷 潔 ｽｶﾞﾔ ｷﾖｼ 千葉県 2:09:34
78 929 越川 康雄 ｺｼｶﾜ ﾔｽｵ 千葉県 2:09:36
79 948 境 博之 ｻｶｲ ﾋﾛﾕｷ タートルズ 千葉県 2:09:53
80 951 戸村 光男 ﾄﾑﾗ ﾐﾂｵ 茨城県 2:10:55
81 956 藤本 好美 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾐ 千葉県 2:11:28
82 970 及川 敏男 ｵﾖｶﾜ ﾄｼｵ 千葉県 2:11:45
83 938 古田 則光 ﾌﾙﾀ ﾉﾘﾐﾂ 長沼ランナーズ 千葉県 2:11:57
84 964 小林 正芳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県 2:13:44
85 981 天神 悟 ﾃﾝｼﾞﾝ ｻﾄﾙ みずほ台ＲＣ 千葉県 2:14:52
86 998 岡 靖正 ｵｶ ﾔｽﾏｻ 信金ランナーズ 千葉県 2:15:04
87 983 渡辺 勝秋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｱｷ 白井Ｊ．Ｃ 千葉県 2:15:26
88 876 多田 裕二 ﾀﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 中葛西走友会 東京都 2:16:06
89 967 武田 優二 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＴＭＲＣ 千葉県 2:16:18
90 912 鵜澤 稔 ｳｻﾞﾜ ﾐﾉﾙ ニッポンランナ 千葉県 2:16:44
91 975 鹿俣 進 ｶﾉﾏﾀ ｽｽﾑ 千葉県 2:16:51
92 991 窪谷 幸一 ｸﾎﾞﾉﾔ ｺｳｲﾁ 茨城県 2:18:55
93 973 小山田 泰幸 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 千葉県 2:19:03
94 986 石井 輝男 ｲｼｲ ﾃﾙｵ 旭アグリ 千葉県 2:19:06
95 941 鵜野 浩 ｳﾉ ﾋﾛｼ 千葉県 2:19:52
96 989 磯貝 雅彦 ｲｿｶﾞｲ ﾏｻﾋｺ イソベンズ 千葉県 2:20:31
97 937 永嶋 美雄 ﾅｶﾞｼﾏ ﾖｼｵ 千葉県 2:21:18
98 1001 樋口 繁雄 ﾋｸﾞﾁ ｼｹﾞｵ 茨城県 2:21:30
99 934 大島 和典 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 栃木県 2:21:44

100 935 土屋 哲一 ﾂﾁﾔ ﾃﾂｲﾁ 安藤塾 千葉県 2:22:08
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101 979 若林 宏 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 東京都 2:22:58
102 993 小林 愛夫 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｵ 東京都 2:22:58
103 996 小谷 誠次 ｺﾀﾆ ｾｲｼﾞ 大成建設 千葉県 2:23:56
104 954 金杉 岩雄 ｶﾅｽｷﾞ ｲﾜｵ 千葉県 2:27:13
105 936 平野 秀二 ﾋﾗﾉ ネイチャーランド 秀 千葉県 2:33:05
106 957 増田 隆彦 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋｺ 千葉県 2:33:18
107 1000 村上 栄一郎 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｲﾁﾛｳ 帝京スポーツアカデミ 千葉県 2:38:08
108 965 疋田 幸也 ﾋｷﾀ ｻﾁﾔ 銚子信用金庫 千葉県 2:39:07
109 952 山田 登志晃 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 2:42:21
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