
順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 所属ｸﾗﾌﾞ名 タイム 都道府県

1 3006 庄司　浩 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｼ 0:38:07 神奈川県

2 3087 島田　稔 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ 東京箱根ＲＣ 0:39:03 東京都

3 3080 吉原　穣 ﾖｼﾊﾗ ﾐﾉﾙ ＹＲＣ 0:39:55 東京都

4 3068 フィリプス　マイクル ﾌｨﾘﾌﾟｽ ﾏｲｸﾙ 0:40:31 愛知県

5 3061 橋本　敏夫 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｵ 千代田区役所 0:41:08 東京都

6 3070 室田　哲男 ﾑﾛﾀ ﾃﾂｵ 駒沢公園ＪＣ 0:42:00 東京都

7 3008 郷田　賢也 ｺﾞｳﾀﾞ ｹﾝﾔ 香日向倶楽部 0:44:46 埼玉県

8 3076 斉藤　保 ｻｲﾄｳ ﾀﾓﾂ 東罐興業 0:46:28 東京都

9 3036 増田　浩一 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ 虎の穴ＲＣ 0:46:28 千葉県

10 3090 和氣　敏也 ﾜｹ ﾄｼﾔ 0:47:22 東京都

11 3018 小野目　如快 ｵﾉﾒ ﾆｮｶｲ 正傳寺 0:48:12 埼玉県

12 3014 須藤　雅紀 ｽﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ゴンちゃんＲＣ 0:48:27 群馬県

13 3086 松嵜　辰男 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀﾂｵ 東砂ＳＣＲＣ 0:48:32 東京都

14 3021 佐藤　恭史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 0:49:20 千葉県

15 3032 高澤　淳 ﾀｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 0:49:33 東京都

16 3052 吉田　昭彦 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋｺ クラブジュニア 0:49:40 東京都

17 3025 窪寺　弘次 ｸﾎﾞﾃﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 0:49:54 埼玉県

18 3009 岡部　哲郎 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂｵ 巴コーポレーシ 0:50:37 東京都

19 3028 安部　拓世 ｱﾝﾍﾞ ﾀｸﾖ 0:50:37 千葉県

20 3048 大音　卓生 ｵｵﾄ ﾀｸｵ 0:51:07 千葉県

21 3023 湯田園　勝己 ﾕﾀﾞｿﾞﾉ ｶﾂﾐ 0:51:10 神奈川県

22 3002 前沢　孝夫 ﾏｴｻﾜ ﾀｶｵ 0:51:12 東京都

23 3022 中森　浩一 ﾅｶﾓﾘ ｺｳｲﾁ 0:51:47 東京都

24 3082 小川　孔輔 ｵｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 法政大学 0:51:57 千葉県

25 3078 小島　光一 ｺｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ トップノット 0:52:14 東京都

26 3044 須藤　勝彦 ｽﾄｳ ｶﾂﾋｺ 0:52:19 千葉県

27 3084 青木　敏広 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ 0:52:27 神奈川県

28 3046 松田　開 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾗｸ クァトロッキ 0:52:40 群馬県

29 3042 大関　和男 ｵｵｾﾞｷ ｶｽﾞｵ 0:52:49 埼玉県

30 3010 小堀　秀雄 ｺﾎﾞﾘ ﾋﾃﾞｵ 0:52:54 神奈川県

31 3072 吉田　稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 波佐見 0:53:03 千葉県

32 3003 豊原　道雄 ﾄﾖﾊﾗ ﾐﾁｵ レク 0:53:18 東京都

33 3058 大畠　康平 ｵｵﾊﾀ ﾔｽﾋﾗ 0:53:24 東京都

34 3016 多田　裕二 ﾀﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ＴＥＡＭ‐Ｔ 0:53:27 東京都

35 3033 西川　三郎 ﾆｼｶﾜ ｻﾌﾞﾛｳ 0:53:50 千葉県

36 3020 日高　修一 ﾋﾀﾞｶ ｼｭｳｲﾁ 0:54:03 東京都

37 3066 乙訓　高 ｵﾄｸﾆ ﾀｶｼ コンプラ 0:54:09 千葉県

38 3054 川崎　洋 ｶﾜｻｷ ﾋﾛｼ ｆｂｓ 0:54:25 埼玉県

39 3051 小倉　俊博 ｵｸﾞﾗ ﾄｼﾋﾛ ねばぎば走友会 0:54:27 千葉県

40 3041 山崎　政孝 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾀｶ 保全公社 0:54:32 東京都

41 3043 朝比奈　武雄 ｱｻﾋﾅ ﾀｹｵ アジコム 0:54:33 東京都

１０Ｋ男子５５歳以上



42 3040 松本　博光 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾐﾂ 0:54:35 千葉県

43 3034 増井　泰規 ﾏｽｲ ﾔｽﾉﾘ とうしん 0:54:36 東京都

44 3057 小泉　毅 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹｼ 翔順みよクラブ 0:54:41 千葉県

45 3017 天野　晴彦 ｱﾏﾉ ﾊﾙﾋｺ 0:54:47 東京都

46 3011 戸室　敏雄 ﾄﾑﾛ ﾄｼｵ 0:55:24 東京都

47 3056 赤羽根　和夫 ｱｶﾊﾞﾈ ｶｽﾞｵ 0:55:28 東京都

48 3071 橋本　洋一 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 0:56:17 千葉県

49 3060 長谷川　智 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 0:56:19 東京都

50 3077 佐藤　正 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 自衛隊援護会 0:57:15 東京都

51 3075 星田　祐行 ﾎｼﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 0:57:17 千葉県

52 3050 本多　輝明 ﾎﾝﾀﾞ ﾃﾙｱｷ 0:57:44 東京都

53 3067 山田　茂 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾙ ワークスヤマダ 0:58:07 東京都

54 3012 寺田　ゆう ﾃﾗﾀﾞ ﾕｳ ライオン 0:58:08 東京都

55 3001 栗田　公康 ｸﾘﾀ ｷﾐﾔｽ 0:59:16 神奈川県

56 3065 田中　淳一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ チーム旅籠屋 0:59:30 東京都

57 3037 高田　直澄 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｽﾐ エヌエイテイ 0:59:41 千葉県

58 3007 薦田　正 ｺﾓﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 0:59:56 千葉県

59 3024 松渕　秀美 ﾏﾂﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾐ 1:00:32 東京都

60 3026 冨永　義和 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｼｶｽﾞ 1:01:13 埼玉県

61 3035 相本　直樹 ｱｲﾓﾄ ﾅｵｷ 1:01:21 東京都

62 3019 石川　隆一 ｲｼｶﾜ ﾀｶｲﾁ 1:02:00 千葉県

63 3015 島田　義明 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 田町ランニング 1:03:12 神奈川県

64 3030 小島　和明 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ 1:04:42 東京都

65 3064 甲斐　真 ｶｲ ﾏｺﾄ チーム旅籠屋 1:04:46 東京都

66 3029 篠宮　良夫 ｼﾉﾐﾔ ﾖｼｵ 1:05:41 埼玉県

67 3031 加藤　孝利 ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ サンプロス 1:05:57 東京都

68 3045 真柄　幸男 ﾏｶﾞﾗ ﾕｷｵ 1:06:54 東京都

69 3039 塩崎　恒博 ｼｵｻﾞｷ ﾂﾈﾋﾛ チームエムテイ 1:08:51 埼玉県

70 3059 河島　誠二 ｶﾜｼﾏ ｾｲｼﾞ グリーンプラザ 1:12:53 東京都

71 3089 佐藤　喜代巳 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 中之郷 1:15:17 千葉県


