
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:39:16

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 2102 槇野 薫 マキノ カオル 流山市 流山ＣＪ 0:43:36

2 2131 馬込 和明 マゴメ カズアキ 東京都 マゴメ 0:43:36

3 2113 有田 康雄 アリタ ヤスオ 四街道市 ニッポンランナーズ 0:45:04

4 2187 山本 徳雄 静岡県 静岡県南伊豆町 0:45:20

5 2168 入江 信雄 印西市 牧の里楽走会 0:46:23

6 2116 平賀 昌夫 ヒラガ マサオ 東京都 葛西ランナーズ 0:47:05

7 2135 黒岩 孝一 クロイワ コウイチ 群馬県 0:47:10

8 2159 嶋田 孝雄 シマダ タカオ 印西市 ブライトン 0:48:07

9 2117 山田 憲治 ヤマダ ケンジ 成田市 0:48:25

10 2143 木下 安司 キノシタ ヤスシ 佐倉市 ポポロＡＣ 0:48:37

11 2172 本橋 三郎 市原市 五井川岸 0:50:05

12 2104 梶野 良夫 カジノ ヨシオ 船橋市 海老川 0:50:16

13 2193 髙嶋 農夫雄 東京都 千葉寺走友会 0:50:48

14 2181 林 幹夫 佐倉市 ちば海浜MC 0:50:56

15 2139 西 賢得 ニシ ケントク 柏市 ウイング 0:51:16

16 2109 柘植 賢一 ツゲ ケンイチ 東京都 0:51:31

17 2123 樋口 逸夫 ヒグチ エツオ 富里市 走ればご機嫌 0:52:03

18 2115 羽入 明 ハニュウ アキラ 市川市 市川ＡＣ 0:52:13

19 2126 高橋 保 タカハシ タモツ 千葉市 0:52:17

20 2185 山田 誠一 松戸市 松戸21-RC 0:52:17

21 2145 小川 新一郎 オガワ シンイチロウ 四街道市 0:52:20

22 2175 秋山 尚一 市川市 市川市走友会 0:53:17

23 2178 岩渕 征太郎 佐倉市 佐倉陸上クラブ 0:53:51

24 2156 笠原 利一 カサハラ トシカズ 千葉市 0:54:04

25 2103 池田 英夫 イケダ ヒデオ 神奈川県 0:54:05

26 2144 石川 良英 イシカワ ヨシヒデ 茨城県 0:54:35

27 2189 川島 明 東京都 はなモモ 0:55:00

28 2138 大道 武儀 オオミチ タケノリ 静岡県 ナイスランクラブ 0:55:28

29 2112 奈良 和夫 ナラ カズオ 茨城県 0:55:33

30 2124 山田 斉 ヤマダ ヒトシ 佐倉市 ニッポンランナーズ 0:55:57

31 2173 京増 操 印旛郡 0:56:26

32 2114 吉山 透 ヨシヤマ トオル 佐倉市 日立亀の甲会 0:56:51

33 2179 加瀬 三雄 銚子市 印旛陸上競技クラブ 0:57:24

34 2133 野田 静雄 ノダ シズオ 佐倉市 ちば天台走友会 0:57:26

35 2197 長澤　卓美 佐倉市 大林組RC 0:57:27
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36 2150 手島 文康 テジマ フミヤス 千葉市 スマートコミュニテイ稲毛 0:57:28

37 2195 遠藤　季次郎 佐倉市 佐々木ガラス 0:57:46

38 2176 谷 優 成田市 ニッポンランナーズ 0:57:47

39 2171 大神 輝博 東京都 白木屋 0:58:19

40 2186 菅家 和雄 八千代市 八千代走友会 0:58:41

41 2127 吉村 幸晴 ヨシムラ ユキハル 市原市 0:58:43

42 2125 太田 芳則 オオタ ヨシノリ 千葉市 0:59:19

43 2174 田澤 喜一 埼玉県 0:59:58

44 2157 土田 峰人 ツチダ ミネト 船橋市 1:00:25

45 2101 佐藤 政雄 サトウ マサオ 佐倉市 佐倉走る会 1:00:31

46 2180 菊地 久 佐倉市 日立習志野OB 1:00:42

47 2162 青田 貞利 アオタ サダトシ 香取市 笹川なずな工房 1:00:46

48 2161 竹中 政彦 タケナカ マサヒコ 神奈川県 1:01:01

49 2182 鈴木 輝明 東京都 横浜市大楽走会 1:01:34

50 2120 阪野 哲也 サカノ テツヤ 佐倉市 1:01:54

51 2154 堀 政二 ホリ マサジ 佐倉市 なし 1:02:04

52 2165 鶴田 和男 ツルタ カズオ 福岡県 1:02:45

53 2105 小野 一夫 オノ カズオ 千葉市 稲毛さんぽ会 1:02:54

54 2158 中村 茂 ナカムラ シゲル 東京都 永代クラブ 1:03:11

55 2130 近藤 鍈一 コンドウ エイイチ 千葉市 ホケキョー 1:03:21

56 2196 本山　正人 佐倉市 1:04:43

57 2118 石田 紀幸 イシダ ノリユキ 八千代市 1:04:46

58 2106 丸谷 健一郎 マルタニ ケンイチロウ 銚子市 銚子マリーナランニングクラブ 1:04:57

59 2170 茅野 建文 東京都 世田谷区陸協 1:04:59

60 2137 水野 秀雄 ミズノ ヒデオ 茨城県 1:05:19

61 2188 三乘 洋元 船橋市 横浜消防OB 1:05:22

62 2119 松尾 正幸 マツオ マサユキ 習志野市 1:05:33

63 2121 斉藤 智 サイトウ サトル 松戸市 松戸健走会 1:06:21

64 2146 関谷 五郎 セキヤ ゴロウ 木更津市 1:06:34

65 2160 竹岡 諭 タケオカ サトシ 印西市 1:06:36

66 2147 根本 基臣 ネモト モトオミ 東京都 塚田Ｊ＆Ｓ 1:06:38

67 2141 山崎 隆幸 ヤマザキ タカユキ 佐倉市 1:06:48

68 2169 広瀬 正隆 四街道市 MAGO6 1:06:55

69 2198 天貝　安男 我孫子市 1:07:05

70 2151 福田 裕 フクダ ユタカ 四街道市 1:07:10
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71 2177 新井 満治 東京都 永代クラブ 1:07:14

72 2128 桐生 矩夫 キリュウ ノリオ 佐倉市 1:08:19

73 2132 若色 信悟 ワカイロ シンゴ 浦安市 東京商科・法科 1:08:36

74 2201 高橋 治人 佐倉市 佐倉陸友会 1:08:51

75 2152 諏訪 吉春 スワ ヨシハル 佐倉市 マイウエイ 1:09:14

76 2164 小板橋 志朗 コイタバシ シロウ 成田市 日本山岳会 1:10:01

77 2192 五十嵐 幸造 千葉市 1:10:22

78 2184 小川 雅敏 佐倉市 1:10:56

79 2200 寺島　茂 船橋市 八木が谷RC 1:14:44

80 2142 橘 定昭 タチバナ サダアキ 八街市 1:14:45

81 2155 川島 康雄 カワシマ ヤスオ 千葉市 セントラル長沼 1:15:25

82 2190 斉藤 勝弘 埼玉県 千葉工高OB 1:16:07

83 2183 岩崎 次夫 東京都 永代クラブ 1:16:27

84 2194 田中 周治 船橋市 塚田J＆S 1:18:29

85 2140 小林 秀夫 コバヤシ ヒデオ 富里市 なし 1:19:18

86 2203 石田 寛憲 佐倉市 1:29:31

87 2148 松﨑 幸一 マツザキ コウイチ 東京都 東水元マラソン部 1:39:18
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