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1 17 畑上 陸 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾘｸ 山梨学院大学 千葉県 1:09:11
2 331 秋葉 直人 ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾄ 轟ＡＣ 千葉県 1:13:33
3 318 立野 友幸 ﾀﾂﾉ ﾄﾓﾕｷ 轟ＡＣ 千葉県 1:14:22
4 303 小原 延之 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 千葉県 1:14:35
5 248 藤枝 秀幸 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 藤枝法務事務所 千葉県 1:15:26
6 18 越川 秀宣 ｺｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ケンちゃんズ 千葉県 1:15:44
7 343 西川 祐希 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 東京都 1:15:57
8 184 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 1:16:16
9 131 山田 健介 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｽｹ 千葉県 1:16:27

10 96 松本 茂人 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾄ 千葉県 1:18:00
11 49 木内 勇貴 ｷｳﾁ ﾕｳｷ 千葉県 1:18:18
12 340 藤ヶ崎 逸人 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾊﾔﾄ 千葉県 1:18:21
13 91 長山 智幸 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ＴＫＢ 埼玉県 1:18:25
14 107 永山 誉隆 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 千葉県 1:21:32
15 162 逸見 諭 ﾍﾝﾐ ｻﾄｼ 千葉県 1:21:36
16 236 山口 慎也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 千葉県 1:21:46
17 8 林 治希 ﾊﾔｼ ﾊﾙｷ 市立銚子陸上競技部 千葉県 1:22:32
18 306 守屋 一博 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 1:23:06
19 216 渡辺 祥平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 1:23:15
20 111 吉岡 宗汰 ﾖｼｵｶ ｿｳﾀ 千葉県 1:23:44
21 176 本橋 美騎 ﾓﾄﾊｼ ﾖｼｷ タケゾノヒガシ 茨城県 1:23:56
22 163 常世田 和仁 ﾄｺﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 千葉県 1:24:24
23 22 松原 圭吾 ﾏﾂﾊﾞﾗ ＮＥＸＴ－Ｂ 千葉県 1:24:25
24 239 伊勢崎 泰 ｲｾｻﾞｷ ﾕﾀｶ 千葉県 1:24:28
25 103 近藤 拓弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ ヘルメッツＲＣ 群馬県 1:24:50
26 206 香取 勇義 ｶﾄﾘ ﾕｳｷ 小見川消防署 千葉県 1:24:58
27 156 高野 真吾 ﾀｶﾉ ｼﾝｺﾞ 茨城県 1:26:16
28 82 山本 由徳 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ Ｍｔ．ｂｏｏｋ 茨城県 1:26:42
29 192 坂口 泰三 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｿﾞｳ 千葉県 1:27:03
30 329 柴田 正教 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:27:26
31 259 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 1:28:11
32 280 城口 徹 ｼﾛｸﾞﾁ ﾄｵﾙ らんなうぇぇぇぇ～い 千葉県 1:29:03
33 312 小澤 正尭 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 千葉県 1:29:18
34 88 野中 歩 ﾉﾅｶ ｱﾕﾑ 千葉県 1:29:35
35 118 塙 恵太 ﾊﾅﾜ ｹｲﾀ 旭中央病院 千葉県 1:29:46
36 42 伊藤 優希 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 市立銚子高サッカー部 千葉県 1:30:10
37 101 下平 直史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵｼ 千葉県 1:30:23
38 347 鈴木 和也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 新日鐵住金 千葉県 1:30:57
39 181 中野 駿 ﾅｶﾉ ﾀｶｼ 東京都 1:31:10
40 60 北澤 将吾 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 銚子ＬＣ 埼玉県 1:31:36
41 252 井出 匡弥 ｲﾃﾞ ﾏｻﾔ 丸大青果 静岡県 1:32:09
42 33 飯森 俊希 ｲｲﾓﾘ ﾄｼｷ 千葉県 1:32:16
43 112 吉田 拓郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾛｳ カプエキ 千葉県 1:32:32
44 295 藤井 翔平 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 1:32:43
45 140 石橋 美規 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 1:32:48
46 344 森 孝広 ﾓﾘ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:33:12
47 326 松戸 宏樹 ﾏﾂﾄﾞ ﾋﾛｷ ＭＤＳ 神奈川県 1:33:14
48 149 小形 滉貴 ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ 山形・白鷹ＭＣ 山形県 1:33:23
49 34 仲田 司 ﾅｶﾀ ﾂｶｻ 千葉県 1:33:56
50 129 山野井 允資 ﾔﾏﾉｲ ﾀﾀﾞｽｹ 千葉県 1:34:07
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51 64 戸倉 浩 ﾄｸﾗ ﾋﾛｼ ＮＳＳＴ 千葉県 1:34:21
52 200 河田 聡志 ｶﾜﾀ ｻﾄｼ 千葉県 1:34:25
53 292 林 祐介 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:34:47
54 227 友寄 哲也 ﾄﾓﾖｾ ﾃﾂﾔ 千葉県 1:34:51
55 299 津久井 崇史 ﾂｸｲ ﾀｶﾌﾐ 国立天文台 東京都 1:35:01
56 137 八雲井 崇人 ﾔｸﾓｲ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:35:31
57 301 安藤 直樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 千葉県 1:35:51
58 180 齋藤 淳司 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ ｉｍａ ｋｉｄｚ 千葉県 1:36:09
59 320 菊地 数人 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都 1:37:02
60 59 細川 広樹 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｷ ちーむトトちゃんず 神奈川県 1:37:20
61 219 田中 健 ﾀﾅｶ ｹﾝ うすい韋駄天 千葉県 1:37:39
62 341 広田 佳孝 ﾋﾛﾀ ﾖｼﾀｶ 東邦ランナーエース 千葉県 1:37:51
63 210 山本 悠之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾉｽｹ ＣＭＣ出版 千葉県 1:37:59
64 209 景山 達郎 ｶｹﾞﾔﾏ ﾀﾂﾛｳ アストラゼネカ 千葉県 1:38:09
65 222 糸川 賢次朗 ｲﾄｶﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 三菱陸連駅伝部 茨城県 1:38:15
66 157 竹田 陸央 ﾀｹﾀﾞ ﾘｸｵ 銚子ＬＣ 東京都 1:38:24
67 187 山﨑 希 ﾔﾏｻｷ ｱｷﾗ 東京都 1:38:29
68 203 大塚 和之 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾕｷ 成田市消防本部 千葉県 1:38:39
69 296 川松 孝嘉 ｶﾜﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:38:41
70 190 堀川 智史 ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ 千葉県 1:38:42
71 194 石毛 淳貴 ｲｼｹﾞ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 1:38:55
72 84 松尾 春樹 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ 千葉県 1:39:41
73 127 大久保 龍彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾋｺ 千葉県 1:39:45
74 213 胡田 大介 ｴﾋﾞｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｉＲＵＮＳ 茨城県 1:39:49
75 231 鈴木 翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 千葉県 1:40:27
76 114 鈴木 将之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 東京都 1:40:30
77 93 古田 耕治 ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾞ 千葉県 1:40:54
78 338 古澤 正裕 ﾌﾙｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 栃木県 1:40:55
79 327 鈴木 雅博 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:41:14
80 121 崎山 拓海 ｻｷﾔﾏ ﾀｸﾐ 旭中央病院 千葉県 1:41:22
81 43 内藤 朗 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 1:41:25
82 83 原田 匠 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県 1:41:29
83 44 小林 猛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県 1:41:32
84 75 北島 貴大 ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:41:39
85 220 林 禎和 ﾊﾔｼ ｻﾀﾞｶｽﾞ 千葉県 1:42:04
86 5 諏訪 健太 ｽﾜ ｹﾝﾀ 山田クラブ 千葉県 1:42:13
87 247 会野 慎介 ｶｲﾉ ｼﾝｽｹ 千葉県 1:42:50
88 205 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 千葉県 1:42:52
89 32 鴨野 豪之 ｶﾓﾉ 千葉県 1:43:24
90 300 吉原 翔太 ﾖｼﾜﾗ ｼﾖｳﾀ 千葉県 1:43:24
91 335 山崎 恵甫 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ 茨城県 1:43:34
92 104 大西 俊一郎 ｵｵﾆｼ ｼｭﾝｲﾁﾛｳ 旭中央病院 千葉県 1:43:46
93 159 内田 善行 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ Ｐ・Ｕ・Ｂ 千葉県 1:43:49
94 58 栗原 宏典 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 1:43:51
95 244 根本 智葵 ﾈﾓﾄ ﾄﾓｷ 茨城県 1:43:56
96 63 菅原 伸弥 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 千葉県 1:44:22
97 256 島田 和彦 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 銚子市苺組合 千葉県 1:44:36
98 72 齋藤 茂和 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｶｽﾞ 千葉県 1:44:43
99 90 坂本 敦 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ ＫＭＣ 千葉県 1:44:55

100 147 浅野 聡 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 千葉県 1:44:56
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101 240 古谷 敦志 ﾌﾙﾔ ｱﾂｼ 千葉県 1:44:57
102 229 兼安 和貴 ｶﾈﾔｽ ｶｽﾞｷ 三菱陸連駅伝部 茨城県 1:44:58
103 339 谷中 亮輔 ﾔﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 群馬県 1:44:59
104 199 湯川 拓也 ﾕｶﾜ ﾀｸﾔ 千葉県 1:45:02
105 37 林 正教 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 1:45:06
106 224 佐藤 正晃 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 三菱陸連駅伝部 千葉県 1:45:31
107 161 加瀬 昌彦 ｶｾ ﾏｻﾋｺ 千葉県 1:45:37
108 7 中澤 修一 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 有限会社 林丸 千葉県 1:45:39
109 285 鴇田 博幸 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ らんなうぇぇぇぇ～い 千葉県 1:45:52
110 76 中村 雅和 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 1:46:00
111 211 阿部 仁 ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ ＷＥＳＴ 茨城県 1:46:02
112 41 保立 和彦 ﾎﾀﾃ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:46:33
113 115 藤田 貴之 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 藤田工務店 茨城県 1:46:56
114 186 熱田 貴之 ｱﾂﾀ ﾀｶﾕｷ のさか走友会 千葉県 1:47:29
115 138 石毛 友康 ｲｼｹﾞ ﾄﾓﾔｽ 埼玉県 1:47:31
116 142 松木 淳 ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ ＴＥＡＭ－Ｒ 東京都 1:47:35
117 79 宮﨑 智史 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 1:47:55
118 177 保立 大輝 ﾎﾀﾃ ﾀﾞｲｷ 茨城県 1:48:06
119 51 小池 徹 ｺｲｹ ﾄｵﾙ 千葉県 1:48:22
120 267 佐久間 亮 ｻｸﾏ ﾘｮｳ 千葉県 1:48:28
121 290 平山 堅太 ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝﾀ 茨城県 1:48:49
122 16 江波戸 秀幸 ｴﾊﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 1:48:56
123 143 柴山 航太 ｼﾊﾞﾔﾏ ｺｳﾀ 埼玉県 1:49:37
124 126 上野 健二 ｳｴﾉ ｹﾝｼﾞ 千葉県 1:49:43
125 19 遠藤 駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 千葉県 1:49:53
126 95 倉島 隆之 ｸﾗｼﾏ ﾀｶﾕｷ 君津スチール 千葉県 1:50:03
127 55 渡辺 潤一 ﾜﾀﾅﾍﾞ 千葉県 1:50:09
128 77 須賀 悠介 ｽｶ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:50:18
129 68 鈴木 利保 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔｽ Ａｖａｎｃｅｒ 千葉県 1:50:22
130 158 加藤 賢 ｶﾄｳ ｹﾝ 千葉県 1:50:23
131 191 本宮 吉聖 ﾓﾄﾐﾔ ﾖｼﾏｻ ＪＡかとり 千葉県 1:50:34
132 28 清水 健人 ｼﾐｽﾞ 千葉県 1:50:35
133 182 梁川 裕平 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 千葉県 1:50:37
134 146 中村 精猛 ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾀｹ 東京都 1:50:44
135 102 齋藤 正朗 ｻｲﾄｳ ﾏｻｱｷ 千葉県 1:50:55
136 71 梅林 寛人 ｳﾒﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 千葉県 1:51:09
137 226 野中 強史 ﾉﾅｶ ﾂﾖｼ 三菱陸連駅伝部 茨城県 1:51:13
138 293 平井 一眞 ﾋﾗｲ ｶｽﾞﾏ 茨城県 1:51:18
139 3 伊東 寿 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 千葉県 1:51:29
140 277 佐野 良河 ｻﾉ ﾘｮｳｶﾞ 千葉県 1:51:39
141 316 秋山 雅史 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 千葉県 1:51:39
142 230 菊地 良明 ｷｸﾁ ﾖｼｱｷ 東京都 1:51:52
143 13 小澤 玄季 ｵｻﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 千葉県 1:52:02
144 12 鵜澤 智也 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 旭市消防本部 千葉県 1:52:08
145 328 宮川 剣太郎 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ プラスデザイン 茨城県 1:52:25
146 286 高岡 豪 ﾀｶｵｶ ｺﾞｳ らんなうぇぇぇぇ～い 千葉県 1:52:32
147 57 鈴木 教之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 1:52:35
148 24 松田 寛之 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:52:39
149 1 吉野 学 ﾖｼﾉ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 1:53:33
150 289 植吉 亮介 ｳｴﾖｼ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 1:53:39
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151 183 富山 正樹 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 銚子 千葉県 1:53:40
152 109 秋葉 雄登 ｱｷﾊﾞ ﾕｳﾄ 千葉県 1:53:49
153 125 土屋 宏正 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 1:53:51
154 189 宮内 悠 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳ 銚子西高校 茨城県 1:53:57
155 164 宮内 孝大 ﾐﾔｳﾁ ｺｳﾀﾞｲ 銚子信金 千葉県 1:54:05
156 99 山﨑 英 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 千葉県 1:54:13
157 279 鎌形 友裕 ｶﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ らんなうぇぇぇぇ～い 千葉県 1:54:13
158 253 山崎 淳紀 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 1:54:36
159 307 反町 俊英 ｿﾘﾏﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ チーム誉田 千葉県 1:54:43
160 123 石毛 静馬 ｲｼｹﾞ ｼｽﾞﾏ 旭中央病院 千葉県 1:55:16
161 283 鎌形 祐介 ｶﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ らんなうぇぇぇぇ～い 千葉県 1:55:42
162 134 幸保 幸佑 ｺｳﾎﾞ ｺｳｽｹ 茨城県 1:55:46
163 287 五木田 耕一郎 ｺﾞｷﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県 1:55:53
164 223 神山 和希 ｶﾐﾔﾏ ｶｽﾞｷ 三菱陸連駅伝部 茨城県 1:56:05
165 165 太刀川 潤 ﾀﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝ 千葉県 1:56:09
166 317 佐藤 伸彦 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｺ ＬＩＯＮ ＴＣ 千葉県 1:56:12
167 38 高野 壮浩 ﾀｶﾉ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 1:56:13
168 215 佐伯 直俊 ｻｴｷ ﾅｵﾄｼ 千葉県 1:56:26
169 272 羽鳥 幸平 ﾊﾄﾘ ｺｳﾍｲ 東京都 1:56:27
170 313 宮負 哲 ﾐﾔｵｲ ｻﾄｼ 旭中央病院 千葉県 1:56:29
171 154 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 旭 千葉県 1:56:30
172 152 佐橋 秀一 ｻﾊｼ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:57:02
173 35 富永 健介 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｽｹ 千葉県 1:57:19
174 330 宇井 英規 ｳｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県 1:57:26
175 214 柴田 護 ｼﾊﾞﾀ ﾏﾓﾙ ｉＲＵＮＳ 茨城県 1:57:31
176 23 渡邉 大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉県 1:57:50
177 105 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 1:57:52
178 271 荒井 善正 ｱﾗｲ ﾖｼﾏｻ ＫＴＺ 茨城県 1:57:56
179 133 石井 賢一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:58:01
180 117 木村 光孝 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 旭中央病院 千葉県 1:58:04
181 321 土屋 敦史 ﾂﾁﾔ ｱﾂｼ 東京都 1:58:30
182 178 齊藤 雅俊 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 千葉県 1:58:53
183 21 澁谷 隆宏 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:59:11
184 78 宇梶 武 ｳｶｼﾞ ﾀｹﾙ 千葉県 1:59:15
185 66 加瀬 光太朗 ｶｾ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 1:59:27
186 257 渡邊 康太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 銚子ＬＣ 埼玉県 1:59:43
187 74 菅谷 吉信 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 1:59:45
188 298 熊谷 崇 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ 千葉県 1:59:48
189 150 鈴木 康裕 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 2:00:39
190 20 坂尾 貴大 ｻｶｵ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 2:01:00
191 241 平山 浩之 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 2:01:59
192 221 堀江 利彦 ﾎﾘｴ ﾄｼﾋｺ 千葉県 2:02:35
193 284 熊谷 努 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾄﾑ らんなうぇぇぇぇ～い 千葉県 2:02:38
194 173 宮崎 純 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ ＭＡＣ 千葉県 2:03:00
195 2 市川 智史 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 木村農産商事株式会社 千葉県 2:03:09
196 345 一原 知宏 ｲﾁﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 2:03:50
197 11 飯島 裕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ ＡＦＤ 千葉県 2:03:57
198 130 矢野 岳志 ﾔﾉ ﾀｹｼ えん 東京都 2:04:37
199 315 野田 智博 ﾉﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ スタンレー電気 神奈川県 2:05:03
200 258 宮内 貴光 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾐﾂ 千葉県 2:05:09
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201 53 平野 達也 ﾋﾗﾉ 千葉県 2:05:13
202 52 川口 達也 ｶﾜｸﾞﾁ 千葉県 2:05:13
203 346 高橋 孝輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 千葉県 2:06:03
204 334 高宮 智仁 ﾀｶﾐﾔ ﾄﾓﾋﾄ 東京都 2:07:00
205 56 石井 孝洋 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 2:07:14
206 233 藤崎 昭彦 ﾌｼﾞｻｷ ｱｷﾋｺ 千葉県 2:07:19
207 291 鈴木 祥太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ ＰＭＧ 千葉県 2:08:02
208 305 中里 秀平 ﾅｶｻﾞﾄ ｼｭｳﾍｲ 銚子ＬＣ 埼玉県 2:08:09
209 304 瀬下 雄司 ｾｼﾞﾓ ﾕｳｼﾞ 東京都 2:08:22
210 245 小谷 雄登 ｵﾀﾞﾆ ﾕｳﾄ 三菱陸連駅伝部 茨城県 2:08:26
211 94 山名 樹哉 ﾔﾏﾅ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:08:29
212 170 山田 瑞貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｯｷｰ 旭中央病院 千葉県 2:08:33
213 62 柏熊 琉仁 ｶｼﾜｸﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 2:08:51
214 264 神原 雄一 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁ 千葉県 2:08:58
215 73 細川 大介 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 銚子ＬＣ 東京都 2:09:08
216 269 水野 由輝郎 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷｵ 神奈川県 2:09:18
217 225 高野 稜 ﾀｶﾉ ﾘｮｳ 三菱陸連駅伝部 茨城県 2:09:44
218 261 内山 洋介 ｳﾁﾔﾏ ﾖｳｽｹ 獨協大学 東京都 2:09:49
219 27 境 慶多 ｻｶｲ ｹｲﾀ 千葉県 2:10:04
220 166 加瀬 祐介 ｶｾ ﾕｳｽｹ ＭＡＣ 千葉県 2:10:29
221 172 村松 猛 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹｼ 千葉県 2:11:08
222 294 平野 湧也 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾔ 銚子ＬＣ 東京都 2:11:52
223 265 田中 立慈 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 2:12:28
224 196 遠山 翔大 ﾄｵﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 千葉県 2:12:41
225 124 長谷川 純志 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼ 茨城県 2:12:45
226 332 山嶋 健太 ﾔﾏｼﾏ ｹﾝﾀ 東京都 2:13:11
227 135 佐藤 澄空 ｻﾄｳ ｷﾖﾀｶ 千葉県 2:13:17
228 337 加藤 聖也 ｶﾄｳ ｾｲﾔ 茨城県 2:14:01
229 113 渋谷 紀介 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｽｹ 千葉県 2:14:03
230 266 落合 邦彰 ｵﾁｱｲ ｸﾆｱｷ 茨城県 2:14:30
231 207 階枝 春樹 ｶｲｴﾀﾞ ﾊﾙｷ 千葉県 2:15:00
232 25 糸川 和希 ｲﾄｶﾜ ｶｽﾞｷ 茨城県 2:15:00
233 282 越川 馨 ｺｼｶﾜ ｶｵﾙ らんなうぇぇぇぇ～い 千葉県 2:15:09
234 29 野田 伊織 ﾉﾀﾞ ｲｵﾘ 千葉県 2:15:22
235 86 山本 皓太 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ ＲＵＮバカＲＣ 東京都 2:15:37
236 204 山内 啓央 ﾔﾏｳﾁ ﾉﾘｵ ＲＵＮバカ 埼玉県 2:15:37
237 333 吉長 秀倫 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾐﾁ 東京都 2:15:48
238 139 熊野谿 裕之 ｸﾏﾉﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 2:16:07
239 188 武井 亮憲 ﾀｹｲ ｱｷﾉﾘ 千葉県 2:16:15
240 198 田村 貴明 ﾀﾑﾗ ﾀｶｱｷ 神奈川県 2:16:15
241 10 石井 佑貴 ｲｼｲ ﾕｳｷ 千葉県 2:17:03
242 9 野口 悠也 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 千葉県 2:17:03
243 120 岩瀬 浩一 ｲﾜｾ ｺｳｲﾁ 旭中央病院 千葉県 2:17:09
244 122 川島 康平 ｶﾜｼﾏ ｺｳﾍｲ 旭中央病院 千葉県 2:17:17
245 238 福田 直輝 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ 旭中央病院 千葉県 2:17:17
246 116 野村 良亮 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 旭中央病院 千葉県 2:17:17
247 70 平山 奨 ﾋﾗﾔﾏ ｽｽﾑ 北海道 2:17:17
248 46 伊藤 幹樹 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞｭ ＨｏｎｋｙＴｏｎｋｓ 千葉県 2:17:17
249 47 井上 景太 ｲﾉｳｴ ｹｲﾀ ＨｏｎｋｙＴｏｎｋｓ 東京都 2:17:17
250 169 土屋 一翔 ﾂﾁﾔ ｲｯｼｮｳ 旭中央病院 千葉県 2:17:18
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251 212 田向 将之 ﾀﾑｶｲ ﾏｻﾕｷ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:17:28
252 325 新井 陽平 ｱﾗｲ ﾖｳﾍｲ 千葉県 2:18:11
253 6 伊藤 忠史 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 2:18:18
254 175 井野口 康介 ｲﾉｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 千葉県 2:18:54
255 208 大久保 一樹 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 千葉県 2:20:13
256 69 宮内 康宏 ﾐﾔｳﾁ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 2:20:23
257 237 野澤 拓真 ﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾏ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:20:43
258 309 内原 大樹 ｳﾁﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 東京都 2:20:56
259 197 前原 信貴 ﾏｴﾊﾗ ﾉﾌﾞﾀｶ 千葉県 2:21:21
260 31 草野 優作 ｸｻﾉ ﾕｳｻｸ 千葉県 2:21:39
261 148 赤堀 哲也 ｱｶﾎﾘ ﾃﾂﾔ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 2:22:25
262 155 新宅 友和 ｼﾝﾀｸ ﾄﾓｶｽﾞ 千葉県 2:23:05
263 310 鈴木 宏満 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ 国際気象海洋 千葉県 2:23:13
264 342 野露 和樹 ﾉﾂﾕ ｶｽﾞｷ ご飯粒定食 神奈川県 2:24:50
265 167 蓮見 駿 ﾊｽﾐ ｼｭﾝ 旭中央病院 千葉県 2:25:02
266 234 伊藤 有輝 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 三菱陸連駅伝部 茨城県 2:25:12
267 322 大畑 博 ｵｵﾊﾀ ﾋﾛｼ 茨城県 2:25:18
268 262 大木 智也 ｵｵｷ ﾄﾓﾔ 千葉県 2:25:31
269 30 髙松 峻也 ﾀｶﾏﾂ 千葉県 2:26:18
270 185 上原 徹 ｳｴﾊﾗ ﾄｵﾙ 神奈川県 2:26:34
271 61 比嘉 貴博 ﾋｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 銚子ＬＣ 東京都 2:28:46
272 242 清水 淳 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉県 2:31:55
273 249 山本 烈士 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾖｼ 銚子ＹＥＧ 茨城県 2:32:44
274 250 斎藤 隆広 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:32:44
275 228 土子 勇樹 ﾂﾁｺ ﾕｳｷ 茨城県 2:34:25
276 324 柳 拓也 ﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾔ 千葉県 2:34:34
277 40 藤崎 直樹 ﾌｼﾞｻｷ ﾅｵｷ 千葉県 2:34:34
278 193 小豆畑 諭 ｱｽﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ 茨城県 2:35:58
279 4 大木 敦 ｵｵｷﾞ ｱﾂｼ 千葉県 2:36:16
280 308 戸村 雅樹 ﾄﾑﾗ ﾏｻｷ チーム誉田 千葉県 2:39:23
281 108 落合 純一 ｵﾁｱｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ ランバカ 埼玉県 2:39:59
282 201 佐藤 巧真 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 茨城県 2:41:24
283 119 林 真也 ﾊﾔｼ ｼﾝﾔ 旭中央病院 千葉県 2:41:43
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