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1 5212 菅谷 梨輝 ｽｶﾞﾔ ﾘｷ イチリツチョウシコウ 千葉県 0:16:31
2 5216 篠原 涼 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳ イチリツチョウシコウ 千葉県 0:16:32
3 5215 小堀 優太 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾀ イチリツチョウシコウ 茨城県 0:16:34
4 5220 佐々 健太郎 ｻｻ ｹﾝﾀﾛｳ イチリツチョウシ 千葉県 0:17:12
5 5275 円谷 優希 ﾂﾑﾗﾔ ﾕｳｷ 佐原白楊 千葉県 0:17:16
6 5240 多田 匠 ﾀﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉学芸高等学校 千葉県 0:17:19
7 5238 五畿田 道夫 ｺﾞｷﾀ ﾐﾁｵ チームあろ～は 千葉県 0:17:23
8 5217 向後 大喜 ｺｳｺﾞ ﾋﾛｷ イチリツチョウシ 千葉県 0:17:31
9 5207 山﨑 賢太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:17:43

10 5219 鈴木 惇希 ｽｽﾞｷ ｱﾂｷ イチリツチョウシコウ 千葉県 0:17:58
11 5213 小林 拓海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ イチリツチョウシコウ 千葉県 0:18:24
12 5252 橋本 拓也 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 千葉陸協 千葉県 0:18:29
13 5209 常世田 拓実 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:18:31
14 5235 林 和洋 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 0:18:36
15 5255 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:18:44
16 5214 田中 翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ イチリツチョウシコウ 千葉県 0:19:10
17 5208 木村 翔太 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:19:44
18 5218 勝浦 悠太 ｶﾂｳﾗ ﾕｳﾀ イチリツチョウシコウ 千葉県 0:20:21
19 5269 齋藤 淳司 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 千葉県 0:21:20
20 5203 花香 真吾 ﾊﾅｶ ｼﾝｺﾞ チームマツオカ 千葉県 0:22:17
21 5239 佐藤 允宣 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 0:22:23
22 5231 坂本 佑斗 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾄ 旭農業高等学校 千葉県 0:22:36
23 5205 賈 其亮 ｶ ｷﾘｮｳ チームマツオカ 千葉県 0:22:40
24 5272 伊藤 智典 ｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 0:22:47
25 5251 金澤 雄一 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 立川３バガラス 東京都 0:22:52
26 5242 望月 嵐史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾗｼ ありのみ学園 千葉県 0:23:00
27 5250 鈴木 和哉 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 県立銚子特別支援学校 千葉県 0:23:04
28 5201 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 0:23:04
29 5261 蔵本 蒼太 ｸﾗﾓﾄ ｿｳﾀ 千葉県 0:24:11
30 5202 平野 辰良 ﾋﾗﾉ ﾀﾂﾖｼ 千葉県 0:24:18
31 5204 邵 吉希 ｼｮｳ ｷﾁｷ チームマツオカ 千葉県 0:24:20
32 5244 佐々木 智彰 ｻｻｷ ﾄﾓｱｷ あすみが丘ひがし 千葉県 0:24:23
33 5227 畑 和宏 ﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 0:24:30
34 5232 江波戸 清也 ｴﾊﾞﾄ ｾｲﾔ 旭市立農業高等学校 千葉県 0:24:33
35 5270 金澤 治 ｶﾅｻﾞﾜ ｵｻﾑ 千葉県 0:24:33
36 5247 穴澤 真弘 ｱﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:24:38
37 5206 夏 念勇 ｶ ﾈﾝﾕｳ チームマツオカ 千葉県 0:25:14
38 5226 椎熊 祐人 ｼｲｸﾏ 千葉県 0:25:54
39 5230 木内 彩叶 ｷｳﾁ ｱﾔﾄ 旭農業高等学校 千葉県 0:26:07
40 5264 杉本 健一郎 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 0:26:14
41 5265 藤垣 潔毅 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｷﾖﾀｶ チーム小松 茨城県 0:26:34
42 5229 鈴木 裕 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 0:26:58
43 5263 大木 渉 ｵｵｷ ﾜﾀﾙ 千葉県 0:27:03
44 5245 庄司 俊介 ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ 江ケ崎走友会 千葉県 0:27:22
45 5241 松本 雄貴 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ ありのみ学園 千葉県 0:27:42
46 5273 野口 貴正 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶﾏｻ 茨城県 0:27:49
47 5266 狐塚 優介 ｺﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:27:51
48 5253 大梛 直人 ｵｵﾅｷﾞ ﾅｵﾄ 千葉医療福祉専門学校 千葉県 0:28:04
49 5271 土屋 良隆 ﾂﾁﾔ ﾖｼﾀｶ 千葉県 0:28:10
50 5234 堀田 健一 ﾎﾘﾀ ｹﾝｲﾁ 旭農業高等学校 千葉県 0:28:27
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51 5233 加藤 皓大 ｶﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 旭農業高等学校 千葉県 0:28:27
52 5228 堀内 充 ﾎﾘｳﾁ ﾐﾂﾙ 千葉県 0:28:33
53 5258 林 駿樹 ﾊﾔｼ ﾄｼｷ 九十九里 千葉県 0:28:38
54 5237 神田 健一 ｶﾝﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:28:38
55 5248 寺村 樹希哉 ﾃﾗﾑﾗ ｼﾞｭｷﾔ ｉｉｉｐｒｏｊｅｃｔ 千葉県 0:29:06
56 5236 石毛 颯人 ｲｼｹﾞ ﾊﾔﾄ ｉｉｉｐｒｏｊｅｃｔ 千葉県 0:29:07
57 5267 小川 隆 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 千葉県 0:29:16
58 5221 髙野 誠 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 0:29:24
59 5254 高橋 靖典 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 0:29:44
60 5274 柿内 悠太 ｶｷｳﾁ ﾕｳﾀ チーム誉田 千葉県 0:30:15
61 5262 嶋田 仁 ｼﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ 千葉県 0:30:23
62 5277 小泉 康之 ｺｲｽﾞﾐ ﾔｽﾕｷ 千葉銀行 千葉県 0:31:56
63 5246 林 晴道 ﾊﾔｼ ﾊﾙﾐﾁ 旭市議会 千葉県 0:32:41
64 5249 片桐 凌 ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｮｳ ｉｉｉｐｒｏｊｅｃｔ 千葉県 0:33:16
65 5259 酒井 誠 ｻｶｲ ﾏｺﾄ ＴＲＣ 千葉県 0:33:56
66 5224 鈴木 拓巳 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 聖家族園 千葉県 0:34:17
67 5210 林 優吾 ﾊﾔｼ ﾕｳｱ 千葉県 0:34:46
68 5222 林 龍司 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 聖家族園 千葉県 0:35:03
69 5223 栁 太揮 ﾔﾅｷﾞ ﾀﾞｲｷ 聖家族園 千葉県 0:35:03
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