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1 123 井上 和弥 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 東京情報大学 千葉県 1:07:02
2 335 岡野 良祐 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 千葉陸協 千葉県 1:07:50
3 122 馬場 雅人 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾄ 東京情報大学 千葉県 1:07:59
4 124 篠崎 拓弥 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｸﾐ 東京情報大学 千葉県 1:08:42
5 119 関根 大和 ｾｷﾈ ﾔﾏﾄ 東京情報大学 千葉県 1:09:08
6 126 小林 周平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 東京情報大学 千葉県 1:09:57
7 129 宮里 永隆 ﾐﾔｻﾞﾄ ｴｲﾘｭｳ 東京情報大学 千葉県 1:10:20
8 118 佐々木 舜 ｻｻｷ ｼｭﾝ 東京情報大学 千葉県 1:11:57
9 130 寺崎 歩 ﾃﾗｻｷ ｱﾕﾑ 東京情報大学 千葉県 1:12:13

10 128 渡部 裕太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 東京情報大学 千葉県 1:12:20
11 198 早川 保明 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽｱｷ 横芝光町 千葉県 1:13:06
12 133 森田 雄斗 ﾓﾘﾀ ﾀｹﾄ 東京情報大学 千葉県 1:13:25
13 42 越川 秀宣 ｺｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ケンちゃんズ 千葉県 1:13:30
14 354 高橋 昌也 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾔ ジョガーズ 千葉県 1:13:39
15 121 飯塚 司 ｲｲﾂﾞｶ ﾂｶｻ 東京情報大学 千葉県 1:13:53
16 321 木村 正朋 ｷﾑﾗ ﾏｻﾄﾓ 神栖ＴＣ 茨城県 1:14:05
17 267 脇本 大輔 ﾜｷﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:14:23
18 120 松尾 玄 ﾏﾂｵ ﾊﾙｶ 東京情報大学 千葉県 1:14:45
19 113 藤原 孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 岩手県庁走友会 東京都 1:15:38
20 84 冨野 真吾 ﾄﾐﾉ ｼﾝｺﾞ 神栖ＴＣ 茨城県 1:16:04
21 79 北田 章人 ｷﾀﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 坂田戦隊走ルンジャー 千葉県 1:16:15
22 232 村上 尚良 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵﾌﾐ 千葉県 1:16:49
23 57 平谷 隼 ﾋﾗﾔ ｼｭﾝ 千葉科学大学 千葉県 1:17:11
24 324 常世田 和仁 ﾄｺﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 千葉県 1:17:13
25 325 山口 俊樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｷ 駒大ＡＣ 千葉県 1:18:50
26 100 伊勢崎 泰 ｲｾｻﾞｷ ﾕﾀｶ 東邦大学 千葉県 1:19:10
27 110 宮口 穂高 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ 銚子市漁協 千葉県 1:19:12
28 73 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 旭ＲＣ 千葉県 1:19:18
29 125 小田切 佑介 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳｽｹ 東京情報大学 千葉県 1:19:25
30 82 篠塚 春希 ｼﾉﾂｶ ﾊﾙｷ 千葉県 1:19:38
31 222 加藤 亮太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 1:19:49
32 111 長山 智幸 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ＴＫＢ 埼玉県 1:19:54
33 334 逸見 諭 ﾍﾝﾐ ｻﾄｼ 佐原聖家族園 千葉県 1:20:13
34 238 佐藤 岳人 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾄ 神奈川県 1:20:46
35 76 山口 孝治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾊﾙ 鹿嶋鉄人会 茨城県 1:20:59
36 234 デュイ トアン ﾃﾞｭｲ ﾄｱﾝ 長野県 1:21:50
37 188 高野 真吾 ﾀｶﾉ ｼﾝｺﾞ 茨城県 1:22:20
38 246 矢島 隼人 ﾔｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 東京都 1:22:34
39 131 斎藤 健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 東京情報大学 千葉県 1:23:56
40 242 山口 慎也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 千葉県 1:24:44
41 141 下平 直史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵｼ 千葉県 1:24:47
42 117 笠原 祥一郎 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 千葉県 1:25:12
43 45 小林 猛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県 1:25:23
44 101 實川 貴之 ｼﾞﾂｶﾜ ﾀｶﾕｷ 千葉県庁野球部 千葉県 1:25:29
45 293 工藤 佑馬 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 茨城県 1:26:14
46 44 岩崎 純平 ｲﾜｻｷ 上尾セントラル 埼玉県 1:26:33
47 221 藤本 真佐志 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 東京都 1:26:38
48 21 飯森 俊希 ｲｲﾓﾘ ﾄｼｷ 千葉県 1:27:25
49 356 笹本 晃章 ｻｻﾓﾄ ﾃﾙｱｷ 千葉県 1:28:10
50 391 並木 暁 ﾅﾐｷ ｻﾄﾙ 埼玉県 1:28:51
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51 170 荒井 崇 ｱﾗｲ ﾀｶｼ 千葉県 1:29:33
52 272 菅谷 正人 ｽｶﾞﾔ ﾏｻﾄ ＥＡジョガーズ 千葉県 1:29:34
53 138 菅谷 聡佑 ｽｶﾞﾔ ｿｳｽｹ 千葉県 1:31:13
54 10 伊藤 優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 市立銚子高等学校 千葉県 1:31:37
55 81 阿部 仁 ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ ＷＥＳＴ 茨城県 1:31:52
56 291 岩田 亮 ｲﾜﾀ ﾘｮｳ 千葉県 1:32:05
57 103 香取 孝典 ｶﾄﾘ ﾀｶﾉﾘ Ｐａｄｄｙ 千葉県 1:32:07
58 1 川上 克真 ｶﾜｶﾐ ｶﾂﾞﾏ 千葉県 1:32:08
59 205 久代 剛 ｸｼﾛ ﾀｹｼ 千葉県 1:32:27
60 280 根橋 亘 ﾈﾊﾞｼ ﾜﾀﾙ 千葉県 1:32:47
61 310 野中 歩 ﾉﾅｶ ｱﾕﾑ 村岡ランナーズ 千葉県 1:32:53
62 38 戸室 真敬 ﾄﾑﾛ ﾏｻﾋﾛ ＮＴＴ東日本 埼玉県 1:33:01
63 269 芝土 瞬 ｼﾊﾞﾂﾁ ｼｭﾝ 豫園（ユーカリが丘） 千葉県 1:33:16
64 265 山本 由徳 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ Ｍｔ．ｂｏｏｋ 茨城県 1:33:28
65 66 山崎 優人 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾄ 千葉県 1:33:39
66 102 高橋 靖典 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 1:33:39
67 160 塙 恵太 ﾊﾅﾜ ｹｲﾀ 旭中央病院 千葉県 1:34:04
68 178 真行寺 孝幸 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:34:22
69 153 生津 圭祐 ﾅﾏﾂ ｹｲｽｹ 千葉県 1:34:32
70 83 新田 隆 ﾆｯﾀ ﾀｶｼ 山武市立松尾中学校 千葉県 1:34:54
71 163 崎山 拓海 ｻｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 旭中央病院 千葉県 1:35:39
72 174 倉持 崇 ｸﾗﾓﾁ ﾀｶｼ 千葉県 1:35:58
73 240 大西 俊一郎 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 旭中央病院 千葉県 1:36:24
74 254 宮川 明祐 ﾐﾔｶﾜ ｱｷﾋﾛ 国保旭中央病院 千葉県 1:36:50
75 185 吉原 翔太 ﾖｼﾜﾗ ｼﾖｳﾀ 千葉県 1:36:55
76 259 宮内 孝大 ﾐﾔｳﾁ ｺｳﾀﾞｲ 銚子信金 千葉県 1:37:04
77 315 長内 郁憲 ｵｻﾅｲ ｲｸｶｽﾞ 東京都 1:37:16
78 67 細川 広樹 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｷ チームまるちゃんず 神奈川県 1:37:20
79 199 宮城 和弘 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 1:37:21
80 90 塚本 泰一 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ １０３１ 千葉県 1:37:26
81 393 小田 佳弘 ｵﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:37:30
82 213 木内 智史 ｷｳﾁ ｻﾄｼ 九十九里ホーム病院 千葉県 1:37:37
83 379 廣田 晴良 ﾋﾛﾀ ﾊﾙﾖｼ 茨城県 1:37:46
84 114 鈴木 政理 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾖｼ 東京都 1:37:56
85 7 中澤 修一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:38:00
86 191 小笠原 和俊 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾄｼ 千葉県 1:38:18
87 206 都築 裕 ﾂﾂﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 1:38:23
88 112 宮村 達雄 ﾐﾔﾑﾗ ﾀﾂｵ 可能性は無限 千葉県 1:38:31
89 139 戸倉 浩 ﾄｸﾗ ﾋﾛｼ ＮＳＳＴ 千葉県 1:38:33
90 339 山田 大輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:38:40
91 157 松原 健 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝ 東京都 1:38:54
92 303 宮内 義弘 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼﾋﾛ 九十九里ホーム 千葉県 1:39:05
93 249 糸岡 和洋 ｲﾄｵｶ ｶｽﾞﾋﾛ 本田技研工業 東京都 1:39:36
94 286 大淵 翔太 ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ 茨城県 1:39:39
95 183 古田 耕治 ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:40:01
96 351 堀川 智史 ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ 東陽走倶楽部 千葉県 1:40:45
97 164 川島 康平 ｶﾜｼﾏ ｺｳﾍｲ 旭中央病院 千葉県 1:40:50
98 144 花立 厳 ﾊﾅﾀﾃ ｹﾞﾝ 千葉県 1:40:50
99 237 石毛 淳貴 ｲｼｹﾞ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 1:41:15

100 215 竹田 陸央 ﾀｹﾀﾞ ﾘｸｵ 銚子ライフセービング 東京都 1:41:29
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101 363 皆川 大輔 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:41:34
102 314 佐藤 一平 ｻﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 千葉県 1:41:58
103 40 鈴木 諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ イシンホーム 千葉県 1:42:10
104 3 古川 智久 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋｻ 千葉県 1:42:16
105 85 山田 信一 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉県 1:42:27
106 47 加瀬 力都 ｶｾ ﾘｷﾄ 旭二中ソフトテニス部 千葉県 1:42:51
107 104 佐藤 崇 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千葉県 1:42:52
108 210 浅野 聡 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 千葉県 1:42:52
109 278 石田 裕一 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 銚子信用金庫 千葉県 1:42:58
110 77 宮内 秀幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 1:43:16
111 235 内田 善行 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ＰＵＢ 千葉県 1:43:20
112 273 山﨑 英 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 千葉県 1:43:28
113 401 遠藤 浩行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:44:30
114 200 栗林 祐斗 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ チーム・デコレ 東京都 1:44:51
115 400 会野 慎介 ｶｲﾉ ｼﾝｽｹ 千葉県 1:44:52
116 382 水野 光 ﾐｽﾞﾉ ﾋｶﾙ 茨城県 1:44:54
117 304 小倉 肇 ｵｸﾞﾗ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 1:45:44
118 88 飯島 靖之 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 茨城県 1:45:47
119 151 須賀 悠介 ｽｶ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:45:57
120 223 鎌形 友裕 ｶﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ らんなうぇ～～～～い 千葉県 1:46:07
121 162 伊藤 巧 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 旭中央病院 千葉県 1:46:18
122 152 栗本 晴彦 ｸﾘﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ 山梨県 1:46:19
123 327 根本 智葵 ﾈﾓﾄ ﾄﾓｷ 茨城県 1:46:57
124 182 松戸 宏樹 ﾏﾂﾄﾞ ﾋﾛｷ ＭＤＳ 千葉県 1:46:57
125 78 斎藤 洸一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 東京都 1:47:11
126 340 大庭 勇介 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:47:21
127 219 油名 一希 ﾕｼﾅ ｶｽﾞｷ 東京都 1:47:28
128 369 堀内 敦貴 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ 銚子ＬＣ 千葉県 1:47:45
129 276 菅原 伸弥 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 亀田総合病院 千葉県 1:47:48
130 80 藤崎 直弥 ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵﾔ 千葉県 1:47:57
131 365 太田 秀典 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 銚子市 千葉県 1:48:00
132 203 市原 祐哉 ｲﾁﾊﾗ ﾕｳﾔ 千葉県 1:48:12
133 337 舘 航平 ﾀﾁ ｺｳﾍｲ 茨城県 1:48:12
134 233 上野 健二 ｳｴﾉ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:48:17
135 255 熱田 直己 ｱﾂﾀ ﾅｵｷ 国保旭中央病院 千葉県 1:48:23
136 2 伊藤 将弥 ｲﾄｳ ﾏｻﾔ 千葉県 1:48:44
137 9 保立 和彦 ﾎﾀﾃ ｶｽﾞﾋｺ ＭＤＳ 千葉県 1:48:46
138 136 林 禎和 ﾊﾔｼ ｻﾀﾞｶｽﾞ 千葉県 1:48:46
139 229 鴇田 博幸 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ らんなうぇ～～～～い 千葉県 1:48:56
140 352 坂井 祐治 ｻｶｲ ﾕｳｼﾞ 郡建設（株） 千葉県 1:49:14
141 50 穴澤 諄一 ｱﾅｻﾞﾜ 千葉県 1:49:28
142 166 駒崎 智昭 ｺﾏｻﾞｷ ﾁｱｷ 千葉県 1:49:29
143 331 若海 大悟 ﾜｶｳﾐ ﾀﾞｲｺﾞ ヤマサ醤油 千葉県 1:49:30
144 329 内野 飛翔 ｳﾁﾉ ｱｽｶ 千葉県 1:49:36
145 389 平井 一眞 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾏ ライオン 茨城県 1:49:43
146 37 佐藤 雅一 ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:49:49
147 341 林 将良 ﾊﾔｼ ﾏｻﾖｼ 千葉県 1:49:52
148 227 鎌形 祐介 ｶﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ らんなうぇ～～～～い 千葉県 1:50:15
149 295 石井 智幸 ｲｼｲ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 1:50:29
150 268 鎌形 孝夫 ｶﾏｶﾞﾀ ﾀｶｵ 千葉県 1:50:47
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151 381 金子 達 ｶﾈｺ ﾄｵﾙ 茨城県 1:50:55
152 25 清水 健人 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 千葉県 1:50:59
153 320 石毛 静馬 ｲｼｹﾞ ｼｽﾞﾏ 旭中央病院 千葉県 1:51:14
154 349 額賀 大輔 ﾇｶｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 楽走会 千葉県 1:51:29
155 48 遠藤 駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 千葉県 1:51:33
156 15 黒沢 大樹 ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｷ 野良犬 茨城県 1:51:53
157 399 小林 俊亮 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 1:51:58
158 190 林 大希 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ 千葉県 1:52:02
159 296 堀内 克哉 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾔ 川口市消防局 東京都 1:52:07
160 367 小林 大樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 千葉県 1:52:08
161 30 渡邉 大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉県 1:52:18
162 146 下山 諭史 ｼﾓﾔﾏ ｻﾄｼ 青森県 1:52:27
163 251 菅谷 吉信 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 1:52:38
164 105 坂本 敦 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ ＫＭＣ 千葉県 1:52:41
165 28 高木 智将 ﾀｶｷﾞ 千葉県 1:52:51
166 140 寺山 伸一 ﾃﾗﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 東京都 1:52:54
167 92 嘉山 康 ｶﾔﾏ ﾔｽｼ 千葉県 1:53:06
168 186 島田 涼太 ｼﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 千葉県 1:53:26
169 176 伊藤 和寿 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県 1:53:35
170 390 小作 広喜 ｺｻｸ ﾋﾛｷ 千葉県 1:53:41
171 332 金田 将史 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 美浜ＲＣ 千葉県 1:53:52
172 31 高津戸 大樹 ﾀｶﾂﾄ ﾀﾞｲｷ 千葉県 1:54:16
173 217 幸保 幸佑 ｺｳﾎﾞ ｺｳｽｹ 茨城県 1:54:21
174 143 秋葉 雄登 ｱｷﾊﾞ ﾕｳﾄ 旭中央病院 千葉県 1:54:24
175 39 富永 健介 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｽｹ 千葉県 1:54:28
176 360 宮崎 大樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 千葉県 1:54:30
177 350 杉山 潤 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 千葉県 1:54:33
178 346 関 悠樹 ｾｷ ﾕｳｷ 千葉県 1:54:44
179 71 小倉 勇河 ｵｸﾞﾗ ﾕｳｶﾞ 千葉県 1:55:10
180 142 土屋 宏正 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾏｻ 神奈川県 1:55:14
181 218 大木 省吾 ｵｵｷ ｼｮｳｺﾞ 東京都 1:55:33
182 211 長谷川 渉 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 福井鋲螺（株） 千葉県 1:55:52
183 11 伊東 寿 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 千葉県 1:55:53
184 56 根本 高志 ﾈﾓﾄ ﾀｶｼ 千葉県 1:55:57
185 99 宮﨑 智史 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 1:55:58
186 171 志賀 章紀 ｼｶﾞ ｱｷﾉﾘ 東京都 1:55:59
187 68 松岡 興佑 ﾏﾂｵｶ ｺｳｽｹ 千葉県 1:56:01
188 292 井上 誠 ｲﾉｳｴ ﾏｺﾄ 千葉県 1:56:16
189 46 加瀬 光太朗 ｶｾ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:56:54
190 302 平尾 通章 ﾋﾗｵ ﾐﾁｱｷ 千葉県 1:57:05
191 394 井上 和也 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾔ 勝田緩走会 千葉県 1:57:13
192 377 池田 秀樹 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 1:57:17
193 322 日比野 佑紀 ﾋﾋﾞﾉ ﾕｳｷ 千葉県 1:57:32
194 60 鈴木 伸洋 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 1:57:37
195 116 南條 毅 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ ジャンカーズ 千葉県 1:57:54
196 62 石井 孝洋 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:57:59
197 260 森戸 昭等 ﾓﾘﾄ ｱｷﾗ ＴＲ千葉 千葉県 1:57:59
198 49 伊藤 雅敏 ｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 千葉県 1:58:07
199 13 三条 惇史郎 ｻﾝｼﾞｮｳ 千葉県 1:58:10
200 159 木村 光孝 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 旭中央病院 千葉県 1:58:17
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201 378 高橋 知宏 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 1:58:30
202 97 原田 匠 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県 1:58:32
203 230 高岡 豪 ﾀｶｵｶ ｺﾞｳ らんなうぇ～～～～い 千葉県 1:58:41
204 372 加藤 昌也 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 千葉県 1:58:47
205 282 滑川 公平 ﾅﾒｶﾜ ｺｳﾍｲ 海上アスリート 千葉県 1:59:14
206 297 佐野 良河 ｻﾉ ﾘｮｳｶﾞ 千葉県 1:59:26
207 204 吉野 年男 ﾖｼﾉ ﾄｼｵ 茨城県 1:59:27
208 43 宇梶 武 ｳｶｼﾞ ﾀｹﾙ 千葉県 1:59:32
209 165 佐藤 大幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 元旭中央病院 千葉県 1:59:36
210 75 田向 将之 ﾀﾑｶｲ ﾏｻﾕｷ ＴＥＡＭｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:59:51
211 342 鈴木 恵一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ ＧＯＮＺ 茨城県 1:59:55
212 32 林 修 ﾊﾔｼ ｵｻﾑ 千葉県 2:00:30
213 370 彌永 大樹 ﾔﾅｶﾞ ﾀｲｷ ＬＩＯＮ ＴＣ 茨城県 2:00:50
214 364 鎌田 雅憲 ｶﾏﾀ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 千葉県 2:01:17
215 258 松下 元哉 ﾏﾂｼﾀ ﾓﾄﾔ ＳＧＲＣ 千葉県 2:01:30
216 98 梶山 裕一 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 千葉県 2:01:39
217 309 石井 賢一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 村岡ランナーズ 千葉県 2:01:48
218 207 古沢 絢 ﾌﾙｻﾜ ｹﾝ 木更津さくら会 千葉県 2:02:11
219 109 久野 誠 ｸﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 2:02:46
220 274 内田 敬介 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ ＡＫＳ 千葉県 2:02:50
221 380 小澤 浩 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 2:03:13
222 383 宮崎 智裕 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 2:03:17
223 355 勝倉 悠翔 ｶﾂｸﾗ ﾕｳﾄ 千葉県 2:03:27
224 89 鈴木 利保 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔｽ 千葉県 2:03:35
225 52 髙 翔吾 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 2:03:54
226 16 矢内 正樹 ﾔﾅｲ ﾏｻｷ 野良犬 茨城県 2:04:23
227 6 小嶋 透 ｺｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 千葉県 2:04:26
228 106 大住 和弘 ｵｵｽﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 2:05:02
229 158 野村 良亮 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 旭中央病院 千葉県 2:05:25
230 347 菅野 貴紀 ｽｶﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 2:05:25
231 173 長尾 善人 ﾅｶﾞｵ ﾖｼﾄ 神奈川県 2:05:27
232 371 鈴木 雄大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 銚子信金 千葉県 2:05:56
233 248 草山 悟志 ｸｻﾔﾏ ｻﾄｼ 銚子ライフセービング 神奈川県 2:06:09
234 312 有賀 義之 ｱﾘｶﾞ ﾖｼﾕｷ 有賀倶楽部 神奈川県 2:06:11
235 196 鈴木 康裕 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 2:06:13
236 5 森岡 佑起 ﾓﾘｵｶ ﾕｳｷ 千葉県 2:06:26
237 58 川野 遼 ｶﾜﾉ ﾘｮｳ 千葉県 2:06:45
238 41 小川 純司 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県 2:06:47
239 247 渡邉 洋介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県 2:06:53
240 263 三浦 豊成 ﾐｳﾗ ﾄﾖﾅﾘ ＴＯＴＯ株式会社 千葉県 2:07:00
241 318 齋藤 祐太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ 有賀倶楽部 東京都 2:07:29
242 264 髙知尾 竜誉 ﾀｶﾁｵ ﾀﾂﾉﾘ ねこグループ 千葉県 2:07:33
243 305 安藤 雅一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 2:07:37
244 300 富山 正樹 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 千葉県 2:07:57
245 64 田川 竜 ﾀｶﾞﾜ ﾘｭｳ 千葉県 2:08:25
246 374 たきた けいご ﾀｷﾀ ｹｲｺﾞ 茨城県 2:08:28
247 353 北本 楽 ｷﾀﾓﾄ ｶﾞｸ 茨城県 2:08:28
248 149 長谷川 淳悟 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｺﾞ 茨城県 2:08:29
249 55 佐久間 翔太 ｻｸﾏ ｼｮｳﾀ 千葉県 2:08:41
250 226 越川 馨 ｺｼｶﾜ ｶｵﾙ らんなうぇ～～～～い 千葉県 2:09:08

2017年2月5日



2017/02/07 20:18:34 6 / 7 ページ Official Timer & Result By RECS

251 375 反町 俊英 ｿﾘﾏﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ チーム誉田 千葉県 2:09:12
252 316 篠塚 憲人 ｼﾉﾂｶ ｹﾝﾄ 茨城県 2:09:28
253 245 小橋 圭介 ｺﾊﾞｼ ｹｲｽｹ 東京都 2:10:05
254 333 瀬下 雄司 ｾｼﾞﾓ ﾕｳｼﾞ 銚子ＬＣ 東京都 2:10:09
255 63 萩原 雅士 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻｼ 千葉県 2:10:18
256 194 片貝 勇太 ｶﾀｶｲ ﾕｳﾀ 東京都 2:10:18
257 208 今井 駿汰 ｲﾏｲ ｼｭﾝﾀ 千葉県 2:10:18
258 150 高根 幸弥 ﾀｶﾈ ﾕｷﾔ 旭市役所 千葉県 2:10:20
259 358 高木 翔 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 千葉県 2:10:58
260 87 梅林 寛人 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 千葉県 2:11:24
261 184 新山 英隆 ﾆｲﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ 東京都 2:11:27
262 23 糸川 和希 ｲﾄｶﾜ 茨城県 2:11:44
263 65 重永 忠昭 ｼｹﾞﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 千葉県 2:11:46
264 306 寺嶋 拓実 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 株式会社カネカ 千葉県 2:12:00
265 86 宮内 康宏 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 2:12:03
266 54 鈴木 曉 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 2:12:17
267 216 大貫 真登 ｵｵﾇｷ ﾏｻﾄ 千葉県 2:12:34
268 4 吉野 学 ﾖｼﾉ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 2:12:37
269 169 高橋 龍玄 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｹﾞﾝ 旭中央病院 千葉県 2:13:28
270 35 井上 景太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ ＴＤＦ－ＲＣ 千葉県 2:13:31
271 34 伊藤 幹樹 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞｭ ＴＤＦ－ＲＣ 千葉県 2:13:31
272 33 平山 奨 ﾋﾗﾔﾏ ｽｽﾑ ＴＤＦ－ＲＣ 千葉県 2:13:31
273 59 小池 徹 ｺｲｹ ﾄｵﾙ 千葉県 2:13:45
274 301 市川 敬 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 千葉県 2:13:56
275 313 上田 涼裕 ｳｴﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 有賀倶楽部 神奈川県 2:14:12
276 175 嶋田 陽平 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ つくば松実高校 千葉県 2:14:13
277 275 小見山 卓也 ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 東洋大学 千葉県 2:14:21
278 362 田向 康弘 ﾀﾑｶｲ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 2:14:36
279 145 宮城 海 ﾐﾔｷﾞ ｶｲ 東京都 2:14:53
280 27 境 慶多 ｻｶｲ 千葉県 2:15:04
281 403 伊藤 一哉 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 看護師 千葉県 2:16:06
282 239 遠藤 正和 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 2:16:26
283 134 濱田 竜亘 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾉﾌﾞ Ｐａｄｄｙ 千葉県 2:16:30
284 388 田中 要 ﾀﾅｶ ｶﾅﾒ 千葉県 2:16:55
285 287 逢坂 直也 ｱｲｻｶ ﾅｵﾔ 茨城県 2:17:24
286 137 吉井 健 ﾖｼｲ ｹﾝ 千葉県 2:17:44
287 270 宇佐美 宗 ｳｻﾐ ﾀｶｼ ＮＡＴＥＣＨ 千葉県 2:18:41
288 271 中里 秀平 ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭｳﾍｲ 銚子ＬＣ 埼玉県 2:18:48
289 338 飯塚 洋介 ｲｲﾂｶ ﾖｳｽｹ 銚子ライフセービング 茨城県 2:19:03
290 244 渡辺 崇男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ 千葉県 2:19:06
291 107 石橋 雅人 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾄ 千葉県 2:19:47
292 24 草野 優作 ｸｻﾉ 千葉県 2:19:54
293 168 長谷川 恵一 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｲﾁ なまら 千葉県 2:20:08
294 135 堂垣 翔平 ﾄﾞｳｶﾞｷ ｼｮｳﾍｲ Ｐａｄｄｙ 千葉県 2:20:12
295 330 星野 裕太 ﾎｼﾉ ﾕｳﾀ 東京都 2:20:45
296 72 嶋田 正義 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 千葉県 2:20:46
297 69 浪川 千晃 ﾅﾐｶﾜ ﾁｱｷ 千葉県 2:20:48
298 290 鈴木 祥太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 2:20:49
299 343 中嶋 啓太 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀ ＧＯＮＺ 茨城県 2:21:11
300 277 日川 優介 ﾆｯｶﾜ ﾕｳｽｹ 茨城県 2:21:27
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301 51 嶋田 成雄 ｼﾏﾀﾞ ｼｹﾞｵ 千葉県 2:21:29
302 94 佐久間 実 ｻｸﾏ ﾐﾉﾙ 千葉県 2:21:56
303 220 秋元 唯 ｱｷﾓﾄ ﾕｲ ただし軍団 千葉県 2:22:20
304 344 斎藤 利光 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾐﾂ ＧＯＮＺ 茨城県 2:22:26
305 225 篠塚 紀昭 ｼﾉﾂｶ ﾉﾘｱｷ らんなうぇ～～～～い 千葉県 2:22:53
306 228 熊谷 努 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾄﾑ らんなうぇ～～～～い 千葉県 2:22:53
307 202 松井 肇一郎 ﾏﾂｲ ﾁｮｳｲﾁﾛｳ チーム・デコレ 神奈川県 2:22:55
308 70 小倉 秀樹 ｵｸﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 2:23:02
309 161 岩瀬 浩一 ｲﾜｾ ｺｳｲﾁ 旭中央病院 千葉県 2:23:15
310 197 疋田 智之 ﾋｷﾀ ﾄﾓﾕｷ ドドリアさん 千葉県 2:23:38
311 298 並木 雅利 ﾅﾐｷ ﾏｻﾄｼ 九十九里ホーム 千葉県 2:23:44
312 167 土屋 一翔 ﾂﾁﾔ ｲｯｼｮｳ 千葉県 2:23:50
313 359 横田 和也 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾔ ＫＭＣ 千葉県 2:23:54
314 172 伊藤 大貴 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 株式会社石川商会 千葉県 2:24:13
315 366 信田 和男 ｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:24:37
316 361 宮﨑 真悟 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ 千葉県 2:25:00
317 17 小見 竜也 ｵﾐ ﾘｭｳﾔ 野良犬 茨城県 2:25:09
318 319 年光 優稀 ﾄｼﾐﾂ ﾕｳｷ 旭中央病院 千葉県 2:25:10
319 387 河野 俊昭 ｶﾜﾉ ﾄｼｱｷ 千葉県 2:25:13
320 14 栁 拓也 ﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾔ 千葉県 2:25:30
321 177 加瀬 拓也 ｶｾ ﾀｸﾔ 株式会社ヤマハン 千葉県 2:27:04
322 154 蓮見 駿 ﾊｽﾐ ｼｭﾝ 千葉県 2:27:37
323 328 田浦 秀稔 ﾀｳﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 千葉県 2:28:46
324 195 平野 晃宏 ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ ＴＲＣ 千葉県 2:29:18
325 392 永井 歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ 東京都 2:30:44
326 311 宮内 貴光 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾐﾂ 千葉県 2:32:18
327 61 田邉 大貴 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 千葉県 2:33:18
328 36 金子 裕希 ｶﾈｺ ﾕｳｷ ＮＴＴ東日本 千葉県 2:33:36
329 179 荒井 善正 ｱﾗｲ ﾖｼﾏｻ ＫＴＺ 茨城県 2:37:25
330 181 嶺木 雅大 ﾐﾈｷ ﾏｻﾋﾛ ＫＴＺ 茨城県 2:39:09
331 19 佐藤 大介 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 野良犬 茨城県 2:39:44
332 241 上原 徹 ｳｴﾊﾗ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:41:08
333 18 相川 良人 ｱｲｶﾜ ﾘｮｵﾄ 野良犬 茨城県 2:44:15
334 147 佐々木 隆之 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 2:44:15
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