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1 5262 高梨 錬 ﾀｶﾅｼ ﾚﾝ 成田高校 千葉県 0:15:28
2 5201 小堀 優太 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾀ 市立銚子陸上競技部 茨城県 0:16:30
3 5206 篠原 涼 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:16:48
4 5205 伊藤 文哉 ｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:16:51
5 5208 加瀨 流空 ｶｾ ﾘｸ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:17:04
6 5285 石野 正高 ｲｼﾉ ﾏｻﾀｶ 千葉県 0:17:28
7 5260 松田 渉 ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 佐原高校陸上部 千葉県 0:17:34
8 5223 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
9 5203 小林 拓海 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:17:52

10 5257 川口 良太 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 0:18:00
11 5217 五畿田 道夫 ｺﾞｷﾀ ﾐﾁｵ チームあろ～は 千葉県 0:18:06
12 5224 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 0:18:15
13 5227 木村 翔太 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:18:26
14 5225 小島 直輝 ｺｼﾞﾏ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 0:18:34
15 5241 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 旭ＲＣ 千葉県 0:18:35
16 5249 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:19:13
17 5255 石毛 幸雄 ｲｼｹﾞ ｻﾁｵ 銚子マリーナ 千葉県 0:19:13
18 5202 勝浦 悠太 ｶﾂｳﾗ ﾕｳﾀ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:19:38
19 5239 熊本 将成 ｸﾏﾓﾄ ﾏｻﾅﾘ 丸富士工務店 千葉県 0:20:31
20 5247 椎名 大和 ｼｲﾅ ﾔﾏﾄ 千葉県 0:20:36
21 5209 田中 翔 ﾀﾅｶ ｼｮｳ 市立銚子陸上競技部 千葉県 0:21:17
22 5288 紺野 恵次 ｺﾝﾉ ｹｲｼﾞ 千葉県 0:21:34
23 5216 熊谷 竜輝 ｸﾏｶﾞﾔ ﾀﾂｷ チームマツオカ 千葉県 0:22:33
24 5268 小山 凛太朗 ｺﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉県 0:23:12
25 5230 庄司 俊介 ｼｮｳｼﾞ ＣＡ走友会 千葉県 0:23:12
26 5281 長谷川 陸羽 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｸﾔ 千葉県 0:23:34
27 5215 賈 其亮 ｶ ｷﾘｮｳ チームマツオカ 千葉県 0:23:42
28 5214 花香 真吾 ﾊﾅｶ ｼﾝｺﾞ チームマツオカ 千葉県 0:23:43
29 5256 堀江 俊一 ﾎﾘｴ ｼｭﾝｲﾁ 千葉県 0:23:45
30 5277 楜澤 結喜 ｸﾙﾐｻﾜ ﾕｳｷ 東京都 0:23:48
31 5229 江﨑 聡 ｴｻﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 0:24:21
32 5245 今井 敬太 ｲﾏｲ ｹｲﾀ 千葉県 0:24:24
33 5248 石毛 智大 ｲｼｹﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 0:24:24
34 5210 石毛 颯人 ｲｼｹﾞ ﾊﾔﾄ 千葉県 0:24:32
35 5287 髙橋 善成 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾅﾘ まらそんぶ 千葉県 0:24:39
36 5269 伊良原 知恭 ｲﾗﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 0:24:50
37 5232 穴澤 真弘 ｱﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:24:52
38 5278 加瀬 喬平 ｶｾ ｷｮｳﾍｲ 千葉県 0:25:00
39 5251 坂下 玲於 ｻｶｼﾀ ﾚｵ 千葉県 0:25:03
40 5271 和田 圭介 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 0:25:19
41 5242 鮒田 慈治 ﾌﾅﾀﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 立教小学校 東京都 0:25:58
42 5263 藤垣 潔毅 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｷﾖﾀｶ チームＫＥＣ 茨城県 0:25:59
43 5259 多田 剛 ﾀﾀﾞ ﾂﾖｼ 千葉県 0:26:27
44 5273 飯田 晃 ｲｲﾀﾞ ｱｷﾗ 千葉県 0:26:32
45 5274 江幡 樹 ｴﾊﾞﾀ ﾀﾂｷ 千葉県 0:26:44
46 5212 邵 吉奇 ｼｮｳ ｷﾁｷ チームマツオカ 千葉県 0:26:49
47 5213 夏 念勇 ｶ ﾈﾝﾕｳ チームマツオカ 千葉県 0:26:51
48 5236 西野 旭 ﾆｼﾉ ｱｷﾗ 千葉県 0:27:17
49 5270 杉原 毅 ｽｷﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ 千葉県 0:27:18
50 5282 齊藤 丁 ｻｲﾄｳ ｱﾀﾙ 千葉県 0:27:43
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51 5276 坂尾 隆治 ｻｶｵ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 0:27:47
52 5254 平野 徹 ﾋﾗﾉ ﾄｵﾙ 千葉県 0:27:52
53 5266 大木 渉 ｵｵｷ ﾜﾀﾙ 千葉県 0:28:17
54 5250 木村 義矢 ｷﾑﾗ ﾖｼﾔ 千葉県 0:28:26
55 5272 三田村 祐典 ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳｽｹ 東京都 0:28:27
56 5253 寺村 樹希哉 ﾃﾗﾑﾗ ｼﾞｭｷﾔ 千葉県 0:28:27
57 5244 飯倉 信 ｲｲｸﾞﾗ ﾏｺﾄ 千葉県 0:29:15
58 5211 髙野 誠 ﾀｶﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 0:29:25
59 5265 林 駿樹 ﾊﾔｼ ﾄｼｷ 九十九里ホーム 千葉県 0:29:58
60 5275 小久保 俊宏 ｺｸﾎﾞ ﾄｼﾋﾛ 千葉県 0:30:04
61 5280 小倉 直樹 ｵｸﾞﾗ ﾅｵｷ 千葉県 0:30:29
62 5261 吉野 年男 ﾖｼﾉ ﾄｼｵ 茨城県 0:31:02
63 5283 矢尾板 聖仁 ﾔｵｲﾀ ｷﾖﾋﾄ チーム誉田 千葉県 0:31:12
64 5284 前川 良平 ﾏｴｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ チーム誉田 千葉県 0:31:20
65 5286 松本 滉平 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ＷＰ千葉中央 千葉県 0:31:31
66 5258 石橋 祐昌 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｽｹ 千葉県 0:32:50
67 5228 片桐 凌 ｶﾀｷﾞﾘ ﾘｮｳ ｉｉｉｐｒｏｊｅｃｔ 千葉県 0:32:59
68 5238 井守 雄一 ｲﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 佐倉高校卓球部顧問 千葉県 0:33:37
69 5237 加瀬 真二 ｶｾ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:34:02
70 5240 菅谷 和也 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾔ 千葉県 0:35:21
71 5235 山田 司 ﾔﾏﾀﾞ ﾂｶｻ 千葉県 0:35:48
72 5264 鈴木 公章 ｽｽﾞｷ ｷﾐｱｷ 千葉県 0:36:08
73 5267 松永 新吾 ﾏﾂﾅｶﾞ ｼﾝｺﾞ 千葉県 0:37:16
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