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1 10012 松尾 陸 ﾏﾂｵ ﾘｸ 札幌山の手高校 千葉県 0:32:06
2 10191 永井 大智 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 市立稲毛 千葉県 0:33:02
3 10123 加瀬 真澄 ｶｾ ﾏｽﾐ 茨城県 0:34:00
4 10181 山口 充 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 神栖ＴＣ 茨城県 0:34:06
5 10207 木内 朝哉 ｷｳﾁ ﾄﾓﾔ 千葉県 0:34:28
6 10198 荒木 裕太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 橋本タイル工事店 千葉県 0:34:29
7 10080 戸澤 佳祐 ﾄｻﾞﾜ ｹｲｽｹ チームおっさん 東京都 0:34:42
8 10082 野口 直人 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 駒大ＡＣ 神奈川県 0:34:46
9 10007 佐々 健太郎 ｻｻ ｹﾝﾀﾛｳ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:34:49

10 10050 齊藤 良華 ｻｲﾄｳ 千葉県 0:35:10
11 10003 大森 陸登 ｵｵﾓﾘ ３年４組２番 千葉県 0:35:12
12 10006 菅谷 梨輝 ｽｶﾞﾔ ﾘｷ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:35:13
13 10101 朝生 祐輔 ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 佐倉市陸上競技協会 千葉県 0:36:01
14 10220 宮口 穂高 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ 銚子市漁業協同組合 千葉県 0:36:14
15 10135 原 利允 ﾊﾗ ﾄｼﾏｻ 茨城県 0:36:16
16 10193 草野 翔平 ｸｻﾉ ｼｮｳﾍｲ 神栖ＴＣ 茨城県 0:36:34
17 10217 高橋 彪 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾙ 轟ＡＣ 千葉県 0:37:12
18 10118 岡野 航大 ｵｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県 0:37:52
19 10221 三河 淳一 ﾐｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:38:06
20 10040 大木 裕希 ｵｵｷﾞ ﾕｳｷ 千葉県 0:38:36
21 10151 高橋 靖典 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 0:38:38
22 10077 高木 翔太 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 旭二中 千葉県 0:38:46
23 10098 吉澤 和之 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 0:38:58
24 10107 永峰 到 ﾅｶﾞﾐﾈ ｲﾀﾙ ＡＣ土気 千葉県 0:39:02
25 10094 五畿田 道夫 ｺﾞｷﾀ ﾐﾁｵ チームあろ～は 千葉県 0:39:07
26 10086 高木 健伍 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｺﾞ 千葉県 0:39:18
27 10171 諏訪 涼哉 ｽﾜ ﾘｮｳﾔ 検見川高校 千葉県 0:39:27
28 10146 美呂津 健人 ﾐﾛﾂ ｹﾝﾄ 千葉県 0:39:30
29 10208 佐藤 忠臣 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵﾐ 銚子ボクシングジム 千葉県 0:39:44
30 10020 加瀬 舜史 ｶｾ ｻﾄｼ 千葉県 0:40:09
31 10156 下門 幹汰 ｼﾓｼﾞｮｳ ｶﾝﾀ 千葉科学大学 千葉県 0:40:25
32 10172 金子 卓未 ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 千葉県 0:40:39
33 10210 竜 彰 ﾘｭｳ ｱｷﾗ 千葉県 0:41:03
34 10004 加瀬 力都 ｶｾ ﾘｷﾄ ３年４組２３番 千葉県 0:41:12
35 10150 大木 一生 ｵｵｷ ｶｽﾞｷ 千葉県 0:41:17
36 10019 加瀬 一弘 ｶｾ ｶｽﾞﾋﾛ 旭二中 ３年 千葉県 0:41:26
37 10121 千徳 恒憲 ｾﾝﾄｸ ﾂﾈﾉﾘ 東京都 0:41:29
38 10109 増田 真悟 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 香取市役所 千葉県 0:42:13
39 10219 セルバンテス ドリアン ｾﾙﾊﾞﾝﾃｽ ﾄﾞﾘｱﾝ 野栄中学校 千葉県 0:42:39
40 10055 齋藤 陸 ｻｲﾄｳ ﾘｸ 千葉県 0:42:45
41 10047 内山 直紀 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ 千葉県 0:43:26
42 10120 仲森 義哲 ﾅｶﾓﾘ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:43:35
43 10134 大村 宏之 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:43:51
44 10153 谷内 勇太 ﾀﾆｳﾁ ﾕｳﾀ 茨城県 0:44:15
45 10048 畔蒜 壮大 ｱﾋﾞﾙ ｱｷﾋﾛ 匝瑳高校陸上競技部 千葉県 0:44:31
46 10056 宮内 優 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾙ 千葉県 0:44:41
47 10059 髙橋 貴大 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:44:53
48 10031 向後 颯馬 ｺｳｺﾞ ﾌｳﾏ 千葉県 0:45:10
49 10169 布施 尚希 ﾌｾ ﾅｵｷ 千葉県 0:45:20
50 10174 佐久間 望 ｻｸﾏ ﾉｿﾞﾑ 千葉県 0:45:23
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51 10063 三輪 達哉 ﾐﾜ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:45:27
52 10225 楠生 岳 ｸｽｵ ｶﾞｸ まらそんぶ 千葉県 0:45:44
53 10001 伊藤 慶紀 ｲﾄｳ ﾖｼｷ 千葉県 0:45:49
54 10081 松橋 健吾 ﾏﾂﾊｼ ｹﾝｺﾞ 千葉県 0:45:55
55 10206 大谷 明秀 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾋﾃﾞ 千葉県 0:46:04
56 10095 三次 耕平 ﾐﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ いすみ市立太東小学校 千葉県 0:46:33
57 10024 浅野 友広 ｱｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ デビルＦＣ 千葉県 0:46:41
58 10115 加瀬 元幸 ｶｾ ﾓﾄﾕｷ トーア産業 茨城県 0:47:21
59 10044 常世田 光広 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 千葉県 0:47:32
60 10212 片野 光 ｶﾀﾉ ﾋｶﾙ 千葉県 0:47:41
61 10188 加瀬 雅斗 ｶｾ ﾏｻﾄ ＦＣあさひ 千葉県 0:48:00
62 10046 桑原 圭介 ｸﾜﾊﾗ ｹｲｽｹ 千葉県 0:48:10
63 10119 石津 勝隆 ｲｼﾂﾞ ﾏｻﾀｶ 千葉県 0:48:24
64 10147 佐久間 翔太 ｻｸﾏ ｼｮｳﾀ 旭市消防署 千葉県 0:48:37
65 10186 立花 祥吾 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ ＦＣあさひ 千葉県 0:48:51
66 10170 布施 篤史 ﾌｾ ｱﾂｼ 千葉県 0:48:57
67 10173 下村 泰輝 ｼﾓﾑﾗ ﾀｲｷ 千葉県 0:49:02
68 10016 渡邉 敏樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 千葉県 0:49:25
69 10177 野本 昂汰 ﾉﾓﾄ ｺｳﾀ 銚子ＬＣ 神奈川県 0:49:40
70 10089 鳥越 聖貴 ﾄﾘｺﾞｴ ﾏｻｷ 東京都 0:49:57
71 10002 遠藤 弘康 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 0:49:58
72 10110 鈴木 靖昂 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾀｶ 千葉県 0:49:58
73 10065 菊池 和典 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 0:50:06
74 10201 林 義之 ﾊﾔｼ ﾖｼﾕｷ 東京都 0:50:20
75 10091 西田 修治 ﾆｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 0:50:23
76 10043 鈴木 曉 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 0:50:25
77 10083 五十川 正太郎 ｲｿｶﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 0:50:34
78 10100 高根 幸弥 ﾀｶﾈ ﾕｷﾔ 千葉県 0:50:36
79 10131 岩﨑 國明 ｲﾜｻｷ ｸﾆｱｷ トーア産業 千葉県 0:50:37
80 10162 中村 岳史 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 神奈川県 0:50:38
81 10013 國谷 匠 ｺｸﾀﾆ ﾀｸﾐ 千葉県 0:50:45
82 10138 笠原 祥彦 ｶｻﾊﾗ ｱｷﾋｺ 千葉県 0:50:46
83 10197 植月 義博 ｳｴﾂｷ ﾖｼﾋﾛ 東洋合成工業 千葉県 0:50:49
84 10144 常世田 達也 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:50:51
85 10049 御所脇 充 ｺﾞｼｮﾜｷ ﾐﾂﾙ カ）タクマテクノス 茨城県 0:50:53
86 10116 小川 博之 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:51:04
87 10084 丸山 圭佑 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 千葉県 0:51:15
88 10057 鈴木 空 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 千葉県 0:51:24
89 10145 八本 潤 ﾔﾓﾄ ｼﾞｭﾝ トーア産業 千葉県 0:51:25
90 10087 倉田 弘 ｸﾗﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 0:51:44
91 10096 直江 佳治 ﾅｵｴ ﾖｼﾊﾙ 千葉県 0:51:47
92 10079 平山 憲一 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 0:52:01
93 10167 宮内 健太 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝﾀ 千葉県 0:52:03
94 10161 芦崎 竜也 ｱｼｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:52:10
95 10015 山崎 佑樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 千葉県 0:52:11
96 10038 伊藤 祐介 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:52:17
97 10062 浜田 拓 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｸ 千葉県 0:52:24
98 10224 小林 俊亮 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ まらそんぶ 千葉県 0:52:26
99 10122 平野 景樹 ｹｲｼﾞｭ ﾋﾗﾉ 千葉県 0:52:27

100 10133 加藤 成和 ｶﾄｳ ｼｹﾞｶｽﾞ 千葉県 0:52:28
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101 10037 高津戸 大樹 ﾀｶﾂﾄ ﾀﾞｲｷ 千葉県 0:52:43
102 10036 加瀬 音羽 ｶｾ ｵﾄﾜ 千葉県 0:52:43
103 10010 髙 孝介 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉県 0:52:51
104 10017 富井 優心 ﾄﾐｲ ﾕｳｼﾝ 千葉県 0:52:51
105 10125 加瀬 彰伸 ｶｾ ｱｷﾉﾌﾞ 千葉県 0:52:52
106 10105 宮澤 智宏 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 0:53:21
107 10009 阿部 美杜 ｱﾍﾞ ﾖｼﾄ 千葉県 0:53:27
108 10035 髙 翔吾 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 0:53:33
109 10074 渡辺 由樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 千葉県 0:53:40
110 10154 多田 友也 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾔ 鳥喜 千葉県 0:53:46
111 10178 鈴木 純平 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 京葉銀行 千葉県 0:53:47
112 10158 小山 展秀 ｺﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 千葉県 0:53:56
113 10142 高橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞﾋﾄ 東京都 0:54:02
114 10155 山本 義昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ 東洋合成工業株式会社 東京都 0:54:15
115 10196 川島 理輝 ｶﾜｼﾏ ﾘｷ 千葉県 0:54:31
116 10195 井橋 亮太 ｲﾊｼ ﾘｮｳﾀ 千葉県 0:54:46
117 10018 佐藤 雅一 ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ ＮＴＴ東日本 千葉県 0:55:09
118 10073 小野 優晃 ｵﾉ ﾏｻﾐﾂ 千葉県 0:55:31
119 10099 清原 伸也 ｷﾖﾊﾗ ｼﾝﾔ 茨城県 0:55:52
120 10187 岡野 和也 ｵｶﾉ ｶｽﾞﾔ ＦＣあさひ 千葉県 0:56:02
121 10164 當眞 周作 ﾄｳﾏ ｼｭｳｻｸ 千葉県 0:56:13
122 10185 松田 駿 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝ ＦＣあさひ 千葉県 0:56:19
123 10180 森田 裕人 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾄ 千葉県 0:56:23
124 10104 阿部 祥悟 ｱﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 匝瑳高校山岳部 千葉県 0:56:26
125 10129 梶山 隆章 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県 0:56:31
126 10021 内田 優一 ｳﾁﾀﾞ 千葉県 0:56:38
127 10175 渡辺 喜史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾌﾐ 千葉県 0:56:46
128 10149 小路 温斗 ｺｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 横芝ＦＣ 千葉県 0:56:47
129 10159 渡辺 太悠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾕｳ 横芝ＦＣ 千葉県 0:56:47
130 10103 五十嵐 裕介 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:56:50
131 10102 向後 康宏 ｺｳｺﾞ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 0:56:51
132 10008 瀬尾 和貴 ｾｵ ホンダカーズ東総 千葉県 0:56:53
133 10078 高木 康平 ﾀｶｷﾞ ｺｳﾍｲ チームあろ～は 千葉県 0:56:58
134 10092 天本 祐輔 ｱﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 三井住友銀行 千葉県 0:57:05
135 10088 林 宙生 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ ラン４ユー 千葉県 0:57:15
136 10011 齋藤 匡斗 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 千葉県 0:57:15
137 10204 鈴木 秀章 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:57:16
138 10192 大野 洋行 ｵｵﾉ ﾋﾛﾕｷ デビルＦＣ 千葉県 0:57:21
139 10152 宇夫形 浩佳 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛﾖｼ ＴＲＣ 千葉県 0:57:23
140 10157 平野 晃宏 ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:57:23
141 10061 岡山 智博 ｵｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 0:57:27
142 10141 石毛 勝之 ｲｼｹﾞ ｶﾂﾕｷ 千葉県 0:57:44
143 10068 鮒田 忠治 ﾌﾅﾀﾞ ﾀﾀﾞﾊﾙ 城北高校 東京都 0:57:57
144 10093 岩﨑 圭一郎 ｲﾜｻｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 三井住友銀行 東京都 0:58:11
145 10027 曽我部 和輝 ｿｶﾞﾍﾞ ｶｽﾞｷ 銚子商工ＲＣ 千葉県 0:58:32
146 10023 平津 武志 ﾋﾗﾂ ﾀｹｼ デビルＦＣ 千葉県 0:58:38
147 10042 嶋田 成雄 ｼﾏﾀﾞ 千葉県 0:58:45
148 10223 三国 寛伸 ﾐｸﾆ ﾋﾛﾉﾌﾞ 千葉県 0:58:59
149 10165 三宅 英明 ﾐﾔｹ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 0:59:18
150 10072 椎名 大樹 ｼｲﾅ ﾀﾞｲｷ 千葉県 0:59:39
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151 10202 平田 拓 ﾋﾗﾀ ﾀｸ アルク 東京都 0:59:54
152 10039 岡 高弘 ｵｶ ﾀｶﾋﾛ 旭市役所 千葉県 1:00:06
153 10139 谷下田 航 ﾔｹﾞﾀ ﾜﾀﾙ トーア産業 千葉県 1:00:19
154 10041 神﨑 康輔 ｶﾝｻﾞｷ ｺｳｽｹ 千葉県 1:00:34
155 10028 山口 主馬 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 銚子商工信用組合 千葉県 1:01:00
156 10114 加瀬 雄一 ｶｾ ﾕｳｲﾁ 千葉県 1:01:14
157 10106 大木 優作 ｵｵｷ ﾕｳｻｸ 千葉県 1:01:18
158 10111 石井 敬人 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:01:18
159 10184 遠藤 悠馬 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ ＦＣあさひ 千葉県 1:01:23
160 10189 大橋 貴洋 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾋﾛ ＦＣあさひ 千葉県 1:01:36
161 10051 武藤 空多 ﾑﾄｳ ｸｳﾀ 千葉県 1:01:36
162 10179 石原 怜史 ｲｼﾊﾗ ｻﾄｼ 東洋合成 千葉県 1:01:47
163 10200 大塚 奏空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ 市原ＡＣ 千葉県 1:01:50
164 10069 宮川 優希 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳｷ 市原ＡＣ 千葉県 1:01:51
165 10070 石井 秀樹 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 1:02:05
166 10034 多田 邦康 ﾀﾀﾞ ｸﾆﾔｽ 千葉県 1:02:11
167 10053 宇井 祐太 ｳｲ ﾕｳﾀ 千葉県 1:02:26
168 10218 星野 宏介 ﾎｼﾉ ｺｳｽｹ のんぱるたん。 千葉県 1:02:46
169 10067 石毛 孝一 ｲｼｹﾞ ｺｳｲﾁ ＴＲＣ 千葉県 1:02:50
170 10130 石毛 達郎 ｲｼｹﾞ ﾀﾂﾛｳ 千葉県 1:03:12
171 10097 山本 純一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 1:03:22
172 10058 小川 真弘 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 銚子商工ＲＣ 千葉県 1:03:23
173 10199 篠塚 政志 ｼﾉﾂｶ ﾏｻｼ のんぱるたん。 茨城県 1:04:03
174 10076 小川 俊 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ ＨＢＣ 千葉県 1:04:09
175 10117 山田 陽介 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｽｹ ヤマダ 東京都 1:04:42
176 10128 橋本 修一 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:05:29
177 10136 岡田 将暢 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ トーア産業 千葉県 1:05:41
178 10211 成川 貢一 ﾅﾘｶﾜ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:06:06
179 10030 小滝 優真 ｺﾀｷ ﾕｳﾏ 千葉県 1:06:14
180 10022 上原 裕二 ｳｴﾊﾗ ﾕｳｼﾞ デビルＦＣ 千葉県 1:06:14
181 10014 林 優吾 ﾊﾔｼ ﾕｳｱ 千葉県 1:06:17
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