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1 2 畑上 陸 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾘｸ 山梨学院大学 千葉県 1:08:53
2 3 片原 照 ｶﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 木更津総合教員 千葉県 1:11:05
3 11 鎌田 裕樹 ｶﾏﾀ ﾕｳｷ 千葉県 1:12:48
4 924 住友 雄吏 ｽﾐﾄﾓ ﾕｳｼ 東京陸協 東京都 1:13:23
5 9 藤田 圭太 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀ りらいと 東京都 1:13:35
6 16 鈴木 政洋 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 君津市 千葉県 1:15:09
7 8 久保井 遼介 ｸﾎﾞｲ ﾘｮｳｽｹ 一橋大学 千葉県 1:17:08
8 122 木内 勇貴 ｷｳﾁ ﾕｳｷ 千葉県 1:18:24
9 51 隅野 辰則 ｽﾐﾉ ﾀﾂﾉﾘ 群馬県 1:18:51

10 4 越川 秀宣 ｺｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ケンちゃんズ 千葉県 1:19:17
11 27 長山 智幸 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ＴＫＢ 東京都 1:19:42
12 60 加藤 太郎 ｶﾄｳ ﾀﾛｳ 海匝ＨＣ 千葉県 1:20:23
13 7 小原 延之 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:20:58
14 17 碓井 健也 ｳｽｲ ｹﾝﾔ 千葉県 1:21:36
15 67 佐藤 圭亮 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 千葉県 1:22:18
16 21 松下 孝洋 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 栗本学園 愛知県 1:22:41
17 44 岡野 智康 ｵｶﾉ ﾄﾓﾔｽ 茨城陸協 茨城県 1:23:13
18 165 美呂津 健人 ﾐﾛﾂ ｹﾝﾄ 千葉県 1:23:48
19 494 鈴木 俊介 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 東庄中学校 千葉県 1:23:51
20 129 北澤 将吾 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 銚子ＬＣ 埼玉県 1:23:53
21 126 松本 優樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 千葉県 1:24:21
22 89 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:24:41
23 163 山口 慎也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 千葉県 1:25:01
24 74 小林 猛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 千葉県 1:25:29
25 119 後藤 史朗 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ 千葉県 1:25:32
26 90 久代 剛 ｸｼﾛ ﾀｹｼ 千葉県 1:25:45
27 177 谷本 博紀 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛｷ 千葉県 1:26:15
28 35 伊勢崎 泰 ｲｾｻﾞｷ ﾕﾀｶ 千葉県 1:26:24
29 354 藤田 大翔 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾄ 千葉県 1:26:31
30 68 内藤 裕久 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛﾋｻ 月島ランナーズ 千葉県 1:27:36
31 22 大岡 稜 ｵｵｵｶ ﾘｮｳ 神奈川県 1:27:39
32 91 い ほんうく ｲ ﾎﾝｳｸ 東京都 1:27:56
33 28 常世田 和仁 ﾄｺﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 千葉県 1:27:59
34 92 郡 光眞 ｺｵﾘ ﾋﾛﾏｻ 埼玉県 1:28:02
35 439 城口 徹 ｼﾛｸﾞﾁ ﾄｵﾙ ら～んなうぇい 千葉県 1:28:50
36 42 松原 圭吾 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｺﾞ 東京都 1:29:09
37 199 井田 健一 ｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:29:22
38 339 石毛 淳貴 ｲｼｹﾞ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 1:29:35
39 231 栗原 駿 ｸﾘﾊﾗ ﾁﾊﾔ 加茂会 千葉県 1:29:59
40 121 安藤 正紀 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 千葉県 1:30:19
41 186 萩原 英俊 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 千葉県 1:30:41
42 95 稲田 翔太 ｲﾅﾀﾞ ｼｮｳﾀ 旭市消防本部 千葉県 1:31:17
43 81 柴田 正教 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 東京都 1:31:50
44 346 齋藤 伸彬 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 1:31:50
45 252 林 祐介 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:32:13
46 378 岩澤 恵史 ｲﾜｻﾜ ｹｲｼ 千葉県 1:32:18
47 248 石毛 博之 ｲｼｹﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:33:15
48 134 鈴木 将之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ えん 東京都 1:33:24
49 551 佐伯 直俊 ｻｴｷ ﾅｵﾄｼ 千葉県 1:33:41
50 236 幸島 才樹 ｺｳｼﾏ ﾄｼｷ 千葉県 1:33:45
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51 866 古野間 慧 ｺﾉﾏ ｻﾄｼ 千葉県 1:33:57
52 232 小林 慶人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 成田土木事務所 千葉県 1:34:05
53 152 塙 恵太 ﾊﾅﾜ ｹｲﾀ 平成最後のしおさい 千葉県 1:34:15
54 80 野中 歩 ﾉﾅｶ ｱﾕﾑ ｉＲＵＮｄｓ 千葉県 1:34:21
55 207 石田 裕一 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 銚子信用金庫 千葉県 1:34:30
56 166 香取 孝典 ｶﾄﾘ ﾀｶﾉﾘ Ｐａｄｄｙ 千葉県 1:34:37
57 566 富田 佳輝 ﾄﾐﾀ ﾖｼｷ ＳＲＣ 千葉県 1:34:48
58 771 武田 日々輝 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 千葉県 1:34:55
59 447 笠原 統 ｶｻﾊﾗ ｵｻﾑ 千葉県 1:34:59
60 188 虎本 健太 ﾄﾗﾓﾄ ｹﾝﾀ 千葉県 1:35:06
61 267 來島 武範 ｷｼﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ ＳＲＣ 千葉県 1:35:20
62 314 後藤 伸勝 ｺﾞﾄｳ ﾉﾌﾞｶﾂ 東京都 1:35:33
63 43 鵜澤 隆聖 ｳｻﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 千葉県 1:36:46
64 273 福田 剛 ﾌｸﾀﾞ ｺﾞｳ 東京都 1:36:49
65 352 近藤 悟司 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 千葉県 1:36:54
66 296 山本 悠之介 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾉｽｹ シーエムシー出版 千葉県 1:36:59
67 96 下平 直史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵｼ 千葉県 1:37:17
68 256 川松 孝嘉 ｶﾜﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:37:25
69 459 大久保 龍彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾋｺ 千葉県 1:37:26
70 159 佐久間 優 ｻｸﾏ ﾏｻﾙ 東京都 1:37:27
71 427 河野 海斗 ｶﾜﾉ ｶｲﾄ 茨城県 1:37:40
72 147 西村 幸浩 ﾆｼﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 三井住友銀行 千葉県 1:38:13
73 467 大塚 和之 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 1:38:41
74 144 和合谷 将志 ﾜｺﾞｳﾔ ﾏｻｼ 秋田県 1:39:03
75 210 細川 広樹 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｷ ちーむトトちゃんず 神奈川県 1:39:08
76 173 新井 悠太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 千葉県 1:39:19
77 864 田村 貴明 ﾀﾑﾗ ﾀｶｱｷ 神奈川県 1:39:26
78 599 堀内 敦貴 ﾎﾘｳﾁ ｱﾂｷ 東洋大学 千葉県 1:39:37
79 905 門井 信一 ｶﾄﾞｲ ｼﾝｲﾁ 及川建材 千葉県 1:39:44
80 608 山本 哲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｵ 千葉県 1:39:54
81 463 近藤 億年 ｺﾝﾄﾞｳ ｵｸﾈﾝ 昭和学院秀英中学 千葉県 1:40:02
82 1083 石井 祐人 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 茨城県 1:40:15
83 469 蓮見 真也 ﾊｽﾐ ｼﾝﾔ 茨城県 1:40:21
84 324 会野 慎介 ｶｲﾉ ｼﾝｽｹ 千葉県 1:40:33
85 353 糸川 賢次朗 ｲﾄｶﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 茨城県 1:40:47
86 286 植田 修也 ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ 千葉県 1:40:52
87 143 飯野 諒 ｲｲﾉ ﾘｮｳ 千葉県 1:42:23
88 183 森本 貴也 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶﾔ 千葉県 1:42:37
89 318 石橋 美規 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 1:43:07
90 330 磯村 祐也 ｲｿﾑﾗ ﾕｳﾔ 千葉県 1:43:16
91 444 鴇田 博幸 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ ら～んなうぇい 千葉県 1:43:33
92 438 鎌形 友裕 ｶﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ ら～んなうぇい 千葉県 1:43:52
93 317 佐藤 一平 ｻﾄｳ ｲｯﾍﾟｲ 千葉県 1:44:13
94 411 木下 宏一 ｷﾉｼﾀ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:44:14
95 561 富山 正樹 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 千葉県 1:44:16
96 589 龍頭 克典 ﾘｭｳﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 千葉県 1:44:17
97 277 濱田 耕平 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 茨城県 1:44:21
98 160 来栖 寛明 ｸﾙｽ ﾋﾛｱｷ ＥＹＲＣ 東京都 1:44:27
99 470 石毛 友康 ｲｼｹﾞ ﾄﾓﾔｽ 埼玉県 1:44:39

100 630 渡邉 敏樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 千葉県 1:45:01
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101 577 木幡 陽介 ｺﾊﾀ ﾖｳｽｹ 千葉県 1:45:08
102 340 藤田 貴之 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 藤田工務店 茨城県 1:45:17
103 527 須賀 悠介 ｽｶ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:45:18
104 609 内田 善行 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:45:33
105 302 原田 匠 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県 1:46:14
106 1215 田口 廉 ﾀｸﾞﾁ ﾚﾝ 銚子ＬＣ 神奈川県 1:46:17
107 1000 松下 宗平 ﾏﾂｼﾀ ｿｳﾍｲ 千葉県 1:47:16
108 732 金井 淳輝 ｶﾅｲ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 1:47:21
109 1343 望月 嵐史 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱﾗｼ 千葉県 1:47:26
110 442 鎌形 祐介 ｶﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ ら～んなうぇい 千葉県 1:47:33
111 875 三好 賢太朗 ﾐﾖｼ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 1:47:37
112 316 堀川 智史 ﾎﾘｶﾜ ｻﾄｼ ＴＡＣ 千葉県 1:47:49
113 312 高安 剛紀 ﾀｶﾔｽ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 1:48:32
114 266 竹田 陸央 ﾀｹﾀﾞ ﾘｸｵ 銚子ＬＣ 神奈川県 1:48:53
115 189 松澤 吉彦 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 茨城県 1:49:30
116 863 遠山 翔大 ﾄｵﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 神奈川県 1:49:38
117 313 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 千葉県 1:49:39
118 299 矢野 岳志 ﾔﾉ ﾀｹｼ 大人の駅伝えん 東京都 1:49:43
119 1296 宇佐美 宗 ｳｻﾐ ﾀｶｼ 千葉県 1:49:55
120 1270 成田 亮太 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾀ 千葉県 1:50:09
121 385 小池 徹 ｺｲｹ 千葉県 1:50:28
122 635 春原 和佳 ﾊﾙﾊﾗ ｶｽﾞﾖｼ ９５０ランナーズ 千葉県 1:50:31
123 431 山崎 恵甫 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ 茨城県 1:50:42
124 420 松木 淳 ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ ＴＥＡＭ－Ｒ 東京都 1:50:44
125 862 高波 裕喜 ﾀｶﾅﾐ ﾕｳｷ 神奈川県 1:50:47
126 824 コバヤシ 尚太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県警察 千葉県 1:50:51
127 955 宮内 秀幸 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 1:51:02
128 373 諏訪 健太 ｽﾜ ｹﾝﾀ 千葉県 1:51:03
129 1139 木村 元 ｷﾑﾗ ｹﾞﾝ 国がん東快走クラブ 千葉県 1:51:17
130 780 齋藤 佑成 ｻｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 白里中学校 千葉県 1:51:22
131 445 高岡 豪 ﾀｶｵｶ ｺﾞｳ ら～んなうぇい 千葉県 1:51:43
132 283 内藤 朗 ﾅｲﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 1:51:53
133 525 土屋 宏正 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 1:51:55
134 1105 伊藤 貴大和 ｲﾄｳ ｷﾜﾄ 千葉県 1:51:56
135 833 林 尚孝 ﾊﾔｼ ﾅｵﾀｶ 千葉県 1:52:14
136 982 森岡 佑起 ﾓﾘｵｶ ﾕｳｷ 千葉県 1:52:26
137 912 河野 亘是 ｺｳﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:52:39
138 830 前田 智史 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 千葉県 1:52:47
139 474 宇梶 武 ｳｶｼﾞ ﾀｹﾙ 千葉県 1:52:50
140 842 阿部 直史 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 1:52:51
141 957 満屋 邦宏 ﾐﾂﾔ ｸﾆﾋﾛ 日清紡 千葉県 1:52:56
142 751 神原 郁実 ｶﾝﾊﾞﾗ ｲｸﾐ 千葉県 1:53:06
143 623 永所 朋樹 ｴﾄｺﾛ ﾄﾓｷ 東京都 1:53:13
144 861 石橋 武大 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹﾋﾛ 千葉県 1:53:21
145 479 渡邉 隼人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾔﾄ 東京都 1:53:29
146 512 櫻田 瑛二 ｻｸﾗﾀﾞ ｴｲｼﾞ 東京都 1:53:43
147 464 鈴木 利保 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔｽ Ａｖａｎｃｅｒ 千葉県 1:53:49
148 1058 町野 永宜 ﾏﾁﾉ ﾅｷﾞ くいしんぼうず 東京都 1:53:49
149 707 小見山 卓也 ｺﾐﾔﾏ ﾀｸﾔ 千葉県 1:53:50
150 602 秋山 雅史 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 千葉県 1:54:12
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151 1196 清水 陽彦 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾋｺ 千葉県 1:54:17
152 1034 大山 陵 ｵｵﾔﾏ ﾘｮｳ パンダさんチーム 千葉県 1:54:19
153 804 小橋 圭介 ｺﾊﾞｼ ｹｲｽｹ 東京都 1:54:20
154 537 吉原 翔太 ﾖｼﾜﾗ ｼﾖｳﾀ 千葉県 1:54:23
155 1306 松浦 紘己 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛｷ 千葉県 1:54:36
156 418 山﨑 英 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ 千葉県 1:54:47
157 388 若梅 勝規 ﾜｶｳﾒ ｶﾂﾉﾘ 千葉県 1:55:02
158 1344 遠藤 駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 千葉県 1:55:05
159 1345 春藤 翔太 ｼｭﾝﾄｳ ｼｮｳﾀ 千葉県 1:55:05
160 874 蝦原 まさき ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｻｷ 東邦大学 千葉県 1:55:09
161 613 伊東 寿 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 千葉県 1:55:14
162 903 貝良塚 颯 ｶｲﾗﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ 東京都 1:55:40
163 849 木ノ内 克昇 ｷﾉｳﾁ ｶﾂｱｹﾞ 旭中央病院 千葉県 1:55:52
164 870 和田 武 ﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 1:55:58
165 539 菅谷 吉信 ｽｶﾞﾔ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 1:56:03
166 264 山井 宏益 ﾔﾏﾉｲ ﾋﾛﾐﾂ 千葉県 1:56:10
167 500 渡邉 大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉県 1:56:26
168 1138 村田 圭輔 ﾑﾗﾀ ｹｲｽｹ 千葉県 1:56:41
169 174 河村 雄介 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:56:47
170 181 伊藤 将希 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 千葉県 1:56:47
171 185 長谷川 昌玄 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 1:56:47
172 448 金子 達 ｶﾈｺ ﾄｵﾙ ＫＳテニス 茨城県 1:56:57
173 795 石井 賢一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:57:06
174 562 鎌形 孝夫 ｶﾏｶﾞﾀ ﾀｶｵ 千葉県 1:57:08
175 657 宮川 純一 ﾐﾔｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ プラスデザイン 茨城県 1:57:22
176 743 中野 瑞貴 ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ チームＤＥＦ 茨城県 1:57:33
177 944 春藤 宗一郎 ｼｭﾝﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ライフ 千葉県 1:57:37
178 665 孫入 崇 ｿﾝﾆｭｳ ﾀｶｼ 千葉県 1:57:38
179 653 嘉津 裕介 ｶﾂ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:57:44
180 514 山崎 一平 ﾔﾏｻﾞｷ ｲｯﾍﾟｲ 千葉県 1:58:10
181 675 小柳 亮 ｺﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳ 千葉県 1:58:27
182 1077 渋谷 紀介 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｽｹ 千葉県 1:58:30
183 909 海野 啓太 ｳﾐﾉ ｹｲﾀ ヤックス 千葉県 1:58:34
184 179 廣川 直哉 ﾋﾛｶﾜ ﾅｵﾔ 千葉県 1:58:44
185 917 大根 健太郎 ｵｵﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 1:58:49
186 389 保立 和彦 ﾎﾀﾃ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 1:58:57
187 622 垂井 祐樹 ﾀﾙｲ ﾕｳｷ ぜんち共済 東京都 1:59:13
188 868 須賀 謙介 ｽｶﾞ ｹﾝｽｹ 千葉県 1:59:18
189 753 佐藤 勇 ｻﾄｳ ｲｻﾑ 千葉県 1:59:23
190 594 反町 俊英 ｿﾘﾏﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ チーム誉田 千葉県 2:00:13
191 834 萬代 祐也 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾔ 茨城県 2:01:01
192 458 柴田 圭介 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 茨城県 2:01:18
193 1299 吉田 求 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾑ 千葉県 2:01:22
194 396 福田 尚友 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 千葉県 2:01:31
195 829 菅原 健介 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ チームトレイン 秋田県 2:01:32
196 1329 酒井 良 ｻｶｲ ﾘｮｳ 千葉県 2:01:33
197 762 小林 泰弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 2:01:50
198 419 兼子 哲哉 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 千葉県 2:01:50
199 758 岩間 惇 ｲﾜﾏ ｱﾂｼ 千葉県 2:02:02
200 994 梶山 裕一 ｶｼﾞﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 千葉県 2:02:19
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201 952 宮崎 純 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ ＭＡＣ 千葉県 2:02:45
202 748 富永 健介 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｽｹ 千葉県 2:02:51
203 998 遠藤 寛也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔ 千葉県 2:02:55
204 858 所 太郎 ﾄｺﾛ ﾀﾛｳ 三井住友銀行 千葉県 2:02:57
205 931 信田 和男 ｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 銚子ＹＥＧ 千葉県 2:03:22
206 1049 江澤 裕明 ｴｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉県 2:03:40
207 1324 角田 英人 ｶｸﾀ ﾋﾃﾞﾄ （株）シーアンドディー 千葉県 2:03:51
208 239 土屋 敦生 ﾂﾁﾔ ｱﾂｵ 千葉県 2:03:51
209 1335 青柳 裕貴 ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳｷ 千葉県 2:03:53
210 890 水波 洋 ﾐｽﾞﾅﾐ ﾋﾛｼ 千葉県 2:05:22
211 1120 村松 猛 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹｼ 千葉県 2:05:31
212 624 秋葉 雄登 ｱｷﾊﾞ ﾕｳﾄ 旭中央病院 千葉県 2:05:36
213 443 熊谷 努 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾄﾑ ら～んなうぇい 千葉県 2:05:39
214 854 稲 大貴 ｲﾅ ﾀﾞｲｷ 千葉県 2:06:49
215 176 小澤 淳 ｵｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 千葉県 2:06:52
216 182 寺嶋 悠 ﾃﾗｼﾏ ﾕｳ 千葉県 2:06:53
217 761 赤木 一彦 ｱｶｷ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 2:07:05
218 499 渡辺 潤一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 2:07:06
219 639 市川 大翔 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 千葉県 2:07:36
220 856 天本 祐輔 ｱﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 三井住友銀行 千葉県 2:07:51
221 716 庄司 俊介 ｼｮｳｼﾞ ｼｭﾝｽｹ チーちゃんず 千葉県 2:08:06
222 175 豐原 祐平 ﾄﾖﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 千葉県 2:08:27
223 1097 長島 宏樹 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 2:09:14
224 652 大木 省吾 ｵｵｷ ｼｮｳｺﾞ 東京都 2:09:18
225 430 岩瀬 浩一 ｲﾜｾ ｺｳｲﾁ 平成最後のしおさい 千葉県 2:09:51
226 556 福田 直輝 ﾌｸﾀﾞ ﾅｵｷ 平成最後のしおさい 千葉県 2:09:53
227 769 椎名 和也 ｼｲﾅ ｶｽﾞﾔ 千葉県 2:10:13
228 1033 廣野 智成 ﾋﾛﾉ ﾄﾓﾅﾘ 千葉県 2:10:51
229 1310 数澤 康貴 ｶｽﾞｻﾜ ｺｳｷ 銚子ＬＣ 東京都 2:11:06
230 927 比嘉 貴博 ﾋｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 銚子ＬＣ 東京都 2:11:09
231 422 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 千葉県 2:11:52
232 694 大原 隼人 ｵｵﾊﾗ ﾊﾔﾄ 千葉県 2:11:54
233 1283 渡辺 崇男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ 千葉県 2:12:11
234 1157 根本 勇也 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾔ 千葉県 2:12:26
235 703 瀬下 雄司 ｾｼﾞﾓ ﾕｳｼﾞ 銚子ＬＣ 東京都 2:12:47
236 268 砂田 健一 ｽﾅﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:13:00
237 1312 三好 祥平 ﾐﾖｼ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 2:13:08
238 680 羽鳥 幸平 ﾊﾄﾘ ｺｳﾍｲ 東京都 2:13:47
239 683 五木田 耕一郎 ｺﾞｷﾀ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県 2:14:08
240 857 福田 紘大 ﾌｸﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 三井住友銀行 千葉県 2:14:11
241 595 大貫 浩一 ｵｵﾇｷ ｺｳｲﾁ チーム誉田 千葉県 2:14:38
242 1063 武士俣 隆介 ﾌﾞｼﾏﾀ ﾘｭｳｽｹ 東京都 2:14:39
243 941 伊藤 和寿 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県 2:16:04
244 440 篠塚 紀昭 ｼﾉﾂｶ ﾉﾘｱｷ ら～んなうぇい 千葉県 2:16:12
245 441 越川 馨 ｺｼｶﾜ ｶｵﾙ ら～んなうぇい 千葉県 2:16:15
246 1197 瀬賀 雅康 ｾｶﾞ ﾏｻﾔｽ 千葉県 2:16:17
247 1241 宮内 貴光 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾐﾂ 千葉県 2:16:27
248 1278 小堀 良太 ｺﾎﾞﾘ ﾘｮｳﾀ フィニッシャーリース 千葉県 2:16:28
249 1095 三浦 丈典 ﾐｳﾗ ﾀｹﾉﾘ 千葉県 2:17:03
250 180 横谷 佳汰 ﾖｺﾀﾆ ｹｲﾀ 千葉県 2:17:28
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251 1188 西浦 誉晃 ﾆｼｳﾗ ﾀｶｱｷ 茨城県 2:17:34
252 850 高橋 天空 ﾀｶﾊｼ ｱﾏｶﾗ 旭中央病院 千葉県 2:17:53
253 164 内田 裕次 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:17:59
254 760 松戸 勝一 ﾏﾂﾄﾞ ｼｮｳｲﾁ 東京都 2:18:23
255 1216 嶋田 吉赳 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾀｹ 千葉県 2:18:56
256 840 徳井 貞仁 ﾄｸｲ ｻﾀﾞﾋﾄ 東京都 2:19:09
257 869 武井 亮憲 ﾀｹｲ ｱｷﾉﾘ 千葉県 2:19:32
258 895 森下 直也 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵﾔ 埼玉県 2:19:34
259 739 坂尾 貴大 ｻｶｵ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 2:20:41
260 674 宮内 健太 ﾐﾔｳﾁ ｹﾝﾀ 千葉県 2:21:07
261 437 向後 真輝 ｺｳｺﾞ ﾏｻｷ 株シーアンドディー 千葉県 2:21:13
262 1148 栗原 卓也 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 千葉県 2:21:55
263 1028 境 慶多 ｻｶｲ ｹｲﾀ 大好麺部 中村や 千葉県 2:22:36
264 178 大上 修平 ｵｵｶﾐ ｼｭｳﾍｲ 千葉県 2:23:00
265 1282 薮崎 祐人 ﾔﾌﾞｻｷ ﾕｳﾄ フィニッシャーリース 千葉県 2:23:01
266 729 小髙 孝公 ｵﾀﾞｶ ﾀｶﾕｷ 千葉県 2:23:21
267 755 山田 有徳 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄｸ 千葉県 2:23:44
268 610 平野 晃宏 ﾋﾗﾉ ｱｷﾋﾛ 千葉県 2:23:54
269 1333 瀬尾 和貴 ｾｵ ｶｽﾞｷ 千葉県 2:23:55
270 1168 牧田 直也 ﾏｷﾀ ﾅｵﾔ 銚子ＬＣ 東京都 2:25:05
271 1347 嘉屋 智 ｶﾔ ｻﾄｼ ダイナム千葉海上店 千葉県 2:25:34
272 946 加藤 昌也 ｶﾄｳ ﾏｻﾔ 千葉県 2:26:00
273 1156 大吉 直輝 ｵｵﾖｼ ﾅｵｷ 東京都 2:26:02
274 1339 津田 雅敏 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 2:26:36
275 1338 石川 綾佑 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 2:26:39
276 883 北原 大地 ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 2:26:56
277 893 池田 裕介 ｲｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 千葉県 2:27:27
278 945 中島 康広 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 2:27:32
279 847 土屋 一翔 ﾂﾁﾔ ｲｯｼｮｳ 旭中央病院 千葉県 2:27:39
280 844 蓮見 駿 ﾊｽﾐ ｼｭﾝ 旭中央 千葉県 2:27:39
281 848 山田 瑞貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｯｷｰ 山田中央病院 千葉県 2:27:40
282 238 土屋 富彦 ﾂﾁﾔ ﾄﾐﾋｺ 千葉県 2:28:01
283 1090 鈴木 祥太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 2:28:25
284 1304 松井 一将 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾏｻ 千葉県 2:29:11
285 1064 小豆畑 諭 ｱｽﾞﾊﾀ ｻﾄﾙ 茨城県 2:30:16
286 1276 鈴木 宏満 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ 千葉県 2:30:35
287 1232 井橋 亮太 ｲﾊｼ ﾘｮｳﾀ 千葉県 2:31:29
288 1071 水野 由輝郎 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷｵ 水野クリニック 千葉県 2:31:33
289 1301 小林 晋介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ 銚子唄声クラブ 千葉県 2:32:20
290 867 日野 大地 ﾋﾉ ﾀﾞｲﾁ 千葉県 2:35:47
291 943 原 健太朗 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2:36:05
292 1259 岡田 梓 ｵｶﾀﾞ ｱｽﾞｻ 千葉県 2:37:06
293 1141 下地 蔵寿 ｼﾓｼﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 2:37:06
294 1233 熊野谿 裕之 ｸﾏﾉﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 2:37:34
295 1029 野口 将志 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｼ 大好麺部 中村や 千葉県 2:39:28
296 1251 鈴木 元太朗 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 奥原歯科医院 千葉県 2:41:26
297 184 岡野 敦生 ｵｶﾉ ｱﾂｷ 千葉県 2:41:36
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