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1 10110 鈴木 将吾 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｺﾞ チーム将吾 埼玉県 0:33:31
2 10117 山口 充 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 神栖ＴＣ 茨城県 0:34:05
3 10076 深井 善範 ﾌｶｲ ﾖｼﾉﾘ ＡＲＣ静岡 広島県 0:37:47
4 10066 高木 翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 千葉県 0:38:16
5 10123 吉澤 和之 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ メノガイア 千葉県 0:38:20
6 10018 鵜澤 隆聖 ｳｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 千葉県 0:39:09
7 10122 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 千葉ブレイブ安藤塾 茨城県 0:40:03
8 10012 石毛 大 ｲｼｹﾞ ﾏｻﾙ 旭農業高等学校 千葉県 0:40:33
9 10025 内山 直紀 ｳﾁﾔﾏ 千葉県 0:40:48

10 10058 仲森 義哲 ﾅｶﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:41:40
11 10141 知屋城 康樹 ﾁﾔｼﾞｮｳ ﾔｽｷ 東京都 0:41:49
12 10108 大村 宏之 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:42:17
13 10145 福澤 貴之 ﾌｸｻﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都 0:42:32
14 10105 高根 新悟 ﾀｶﾈ ｼﾝｺﾞ 千葉県 0:42:40
15 10060 渡辺 秀太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾀ 埼玉県 0:43:00
16 10102 大澤 光 ｵｵｻﾜ ﾋｶﾙ 千葉県 0:43:16
17 10166 楠生 岳 ｸｽｵ ｶﾞｸ 千葉県 0:43:25
18 10050 黒岩 泰 ｸﾛｲﾜ ﾕﾀｶ 千葉県 0:44:04
19 10032 小川 晃輝 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 千葉ブレイブ安藤塾 千葉県 0:44:35
20 10005 浅野 友広 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ ＤＥＶＩＬ ＦＣ 千葉県 0:44:37
21 10023 齊藤 真 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 千葉県 0:45:38
22 10174 佐久間 望 ｻｸﾏ ﾉｿﾞﾑ 千葉県 0:46:07
23 10154 香取 俊 ｶﾄﾘ ｼｭﾝ 千葉県 0:46:26
24 10164 松本 時大 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｷﾋﾛ 千葉県 0:46:33
25 10096 松木 淳 ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ ＴＥＡＭ－Ｔ 東京都 0:46:48
26 10132 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 銚子ライフクラブ 千葉県 0:46:52
27 10026 桑原 圭介 ｸﾜﾊﾗ ｹｲｽｹ 千葉県 0:46:52
28 10143 伊東 卓弥 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 千葉県 0:47:03
29 10101 白土 雅一 ｼﾗﾄ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 0:47:08
30 10167 秋山 雅史 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 千葉県 0:47:12
31 10020 常世田 光広 ﾂﾈﾖﾀﾞ 千葉県 0:47:27
32 10048 金井 淳輝 ｶﾅｲ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 0:47:44
33 10497 農山 大地 ﾉｳﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 0:47:53
34 10161 片野 光 ｶﾀﾉ ﾋｶﾙ 千葉県 0:47:59
35 10009 坂尾 蒼麻 ｻｶｵ ｿｳﾏ 茨城県 0:48:25
36 10041 窪田 杜生 ｸﾎﾞﾀ ﾓﾘｵ 千葉県 0:48:26
37 10160 阿部 祥悟 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 0:48:36
38 10072 多田 友也 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉県 0:48:45
39 10029 外山 大地 ﾄﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 0:48:53
40 10149 大塚 俊 ｵｵﾂｶ ｼｭﾝ 千葉銀行 千葉県 0:48:56
41 10126 新井 祐浩 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 成田赤十字病院 千葉県 0:48:58
42 10140 吉川 雅英 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 0:49:10
43 10150 白井 勇太 ｼﾗｲ ﾕｳﾀ 千葉県 0:49:15
44 10080 伊藤 寿彦 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ チームうなぎ 東京都 0:49:20
45 10075 三次 耕平 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県 0:49:28
46 10021 髙橋 祐貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:49:30
47 10162 林 弘将 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 0:49:31
48 10157 野本 昂汰 ﾉﾓﾄ ｺｳﾀ 銚子ライフセービング 神奈川県 0:49:31
49 10042 髙橋 貴大 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:49:39
50 10037 鵜澤 智也 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 旭市消防本部 千葉県 0:49:48
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51 10098 菅 智茂 ｶﾝ ﾄﾓｼｹﾞ チームパラボラ 茨城県 0:49:49
52 10028 髙木 星来 ﾀｶｷﾞ ｾｲﾗ 千葉県 0:50:14
53 10169 直江 佳治 ﾅｵｴ ﾖｼﾊﾙ 千葉県 0:50:20
54 10051 浜田 拓 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸ 千葉県 0:50:22
55 10045 御所脇 充 ｺﾞｼｮﾜｷ ﾐﾂﾙ カ）タクマテクノス 茨城県 0:50:23
56 10137 瀬尾 周平 ｾｵ ｼｭｳﾍｲ 千葉県 0:50:32
57 10003 大和田 直人 ｵｵﾜﾀﾞ ﾅｵﾄ 茨城県 0:50:37
58 10155 酒井 信宏 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ チーム誉田 千葉県 0:50:38
59 10085 鳥越 聖貴 ﾄﾘｺﾞｴ ﾏｻｷ 千葉県 0:50:55
60 10099 常世田 達也 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:51:21
61 10146 高橋 将樹 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:51:21
62 10002 齋藤 匡斗 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 飯岡ＦＣ 千葉県 0:51:43
63 10118 清水 大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:51:44
64 10035 平野 辰季 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｷ 千葉県 0:51:57
65 10170 小川 博之 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:52:00
66 10131 五木田 耕一郎 ｺﾞｷﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県 0:52:21
67 10015 渡邉 敏樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 千葉県 0:52:34
68 10130 田中 立慈 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 0:52:35
69 10001 菅谷 大介 ｽｶﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:52:39
70 10044 齋藤 大知 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 銚子商工ＪＣ 茨城県 0:52:42
71 10087 渋谷 紀介 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｽｹ 千葉県 0:52:42
72 10156 大貫 浩一 ｵｵﾇｷ ｺｳｲﾁ チーム誉田 千葉県 0:53:05
73 10047 新井 正博 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:53:22
74 10079 赤羽 洋祐 ｱｶﾊﾈ ﾖｳｽｹ うなぎＲＣ 東京都 0:53:25
75 10171 竹山 和伸 ﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 株式会社アルク 東京都 0:53:25
76 10093 羽生 真人 ﾊﾌﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 0:53:33
77 10165 土屋 秀太 ﾂﾁﾔ ｼｭｳﾀ 匝瑳高校 千葉県 0:53:37
78 10082 宇夫形 浩佳 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛﾖｼ ＴＲＣ 千葉県 0:53:56
79 10064 田崎 正通 ﾀｻｷ ﾏｻﾐﾁ 茨城県 0:54:15
80 10083 野澤 拓真 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:54:22
81 10163 伊藤 泰宏 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ ウェッブ楽走会 神奈川県 0:54:23
82 10013 向後 志優 ｺｳｺﾞ ｼﾕｳ 千葉県 0:54:23
83 10086 清原 伸也 ｷﾖﾊﾗ ｼﾝﾔ 茨城県 0:54:25
84 10134 伊藤 勇樹 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 千葉県 0:54:29
85 10091 梶山 隆章 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県 0:54:43
86 10019 今関 寛通 ｲﾏｾﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ 千葉県 0:55:02
87 10059 大野 洋行 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ ＤＥＶＩＬ ＦＣ 千葉県 0:55:05
88 10148 中村 晃大 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:55:08
89 10010 曽我部 和輝 ｿｶﾞﾍﾞ ｶｽﾞｷ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:55:15
90 10040 柳 優輝 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ 千葉県 0:55:27
91 10006 平津 武志 ﾋﾗﾂ ﾀｹｼ ＤＥＶＩＬ ＦＣ 千葉県 0:55:43
92 10036 小川 真弘 ｵｶﾞﾜ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:56:06
93 10144 菅谷 拓真 ｽｶﾞﾔ ﾀｸﾏ 千葉県 0:56:07
94 10030 岡部 直人 ｵｶﾍﾞ ﾅｵﾄ 神奈川県 0:56:18
95 10136 鈴木 秀章 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:56:24
96 10112 青柳 佑太郎 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 銚子ライフセービング 神奈川県 0:56:51
97 10033 小倉 昌己 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｷ 旭市消防本部 千葉県 0:57:05
98 10084 海老原 響 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 茨城県 0:57:10
99 10054 林 宙生 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 千葉市立養護学校 千葉県 0:57:11

100 10111 増田 隆広 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:57:12
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101 10065 藤浪 裕基 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾕｳｷ 埼玉県 0:57:24
102 10081 船倉 和希 ﾌﾅｸﾗ ｶｽﾞｷ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:57:32
103 10120 菅生 美雄 ｽｺﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:57:46
104 10008 坂尾 貴大 ｻｶｵ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 0:58:04
105 10133 石毛 勝之 ｲｼｹﾞ ｶﾂﾕｷ 公務員 千葉県 0:58:13
106 10119 秋 慶一 ｱｷ ｹｲｲﾁ 千葉県 0:58:18
107 10031 守谷 明 ﾓﾘﾀﾆ ｱｷﾗ 千葉県 0:58:22
108 10153 宮負 哲 ﾐﾔｵｲ ｻﾄｼ 千葉県 0:58:28
109 10128 鴇田 雅一 ﾄｷﾀ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 0:58:56
110 10094 高橋 昌久 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｻ 茨城県 0:59:12
111 10095 松島 文也 ﾏﾂｼﾏ ﾌﾞﾝﾔ ＡＴＧ 千葉県 0:59:27
112 10116 高橋 正 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 0:59:29
113 10078 安藤 勇樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 0:59:31
114 10121 三宅 英明 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:59:42
115 10011 山口 主馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 銚子商工ＪＣ 千葉県 0:59:54
116 10067 高木 康平 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ チームあろ～は 千葉県 1:00:00
117 10063 押尾 秀 ｵｼｵ ｼｭｳ 千葉県 1:00:10
118 10135 大倉 理矢 ｵｵｸﾗ ﾏｻﾔ 千葉県 1:00:23
119 10007 西田 篤行 ﾆｼﾀﾞ ｱﾂﾕｷ 千葉県 1:00:26
120 10088 椎名 正 ｼｲﾅ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 1:00:35
121 10022 小高 康弘 ｵﾀﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 銚子商工ＪＣ 千葉県 1:00:57
122 10027 武藤 空多 ﾑﾄｳ ｸｳﾀ 千葉県 1:01:11
123 10176 大塚 優護 ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞ ちはら台南 千葉県 1:01:19
124 10014 熊野 康成 ｸﾏﾉ ﾔｽﾅﾘ 千葉県 1:01:46
125 10159 上長根 浩輝 ｶﾐﾅｶﾞﾈ ﾋﾛｷ 千葉県 1:02:04
126 10175 秋葉 宗一郎 ｱｷﾊﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ランランラン 千葉県 1:02:53
127 10039 宇井 祐太 ｳｲ ﾕｳﾀ 千葉県 1:03:26
128 10138 池上 智洋 ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 郡建設（株） 千葉県 1:03:54
129 10092 石毛 達郎 ｲｼｹﾞ ﾀﾂﾛｳ 千葉県 1:04:01
130 10074 佐藤 勝彦 ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 千葉県 1:04:12
131 10172 長田 拓人 ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ ｊｍａ 千葉県 1:05:13
132 10147 栗山 裕樹 ｸﾘﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 1:05:24
133 10052 石毛 孝一 ｲｼｹﾞ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:06:24
134 10109 伊藤 祐介 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:07:12
135 10125 藤田 光男 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂｵ 千葉県 1:07:43
136 10056 宮内 秀幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 1:08:56
137 10043 西野 旭 ﾆｼﾉ ｱｷﾗ 千葉県 1:09:33
138 10090 橋本 修一 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:10:10
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