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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 所属ｸﾗﾌﾞ 県 名 記 録

1 10103 小川 大輔 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 共同カイテック 東京都 0:33:04
2 10102 戸澤 佳祐 ﾄｻﾞﾜ ｹｲｽｹ チームおっさん 東京都 0:33:37
3 10105 山口 充 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 神栖ＴＣ 茨城県 0:34:30
4 10107 池田 健一 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:35:30
5 10104 三田 貴士 ﾐﾀ ﾀｶｼ 千葉県 0:36:07
6 10108 竹鼻 一斗 ﾀｹﾊﾅ ｶｽﾞﾄ 千葉県 0:37:22
7 10109 小松 諭 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 茨城県 0:37:33
8 10106 永峰 到 ﾅｶﾞﾐﾈ ｲﾀﾙ 土気南中 千葉県 0:38:06
9 10110 石井 大祐 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:38:23

10 10114 佐藤 忠臣 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵﾐ 銚子ボクシングジム 千葉県 0:38:37
11 10111 小高 悟 ｵﾀﾞｶ ｻﾄﾙ 来週は愛媛マラソン 千葉県 0:42:46
12 10118 稲野 正樹 ｲﾅﾉ ﾏｻｷ ロザリオの聖母会 千葉県 0:43:09
13 10117 江波戸 秀幸 ｴﾊﾞﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 0:43:42
14 10119 浅野 淳 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝ 千葉県 0:44:34
15 10123 綾部 庸輔 ｱﾔﾍﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県 0:45:09
16 10186 鈴木 曉 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 0:45:15
17 10115 実川 拓巳 ｼﾞﾂｶﾜ ﾀｸﾐ 千葉県 0:46:30
18 10177 宮島 健輔 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝｽｹ 千葉県 0:47:18
19 10127 和田 圭介 ﾜﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 0:47:25
20 10135 吉田 大気 ﾖｼﾀﾞ ﾀｲｷ 東京都 0:48:04
21 10131 丸山 圭佑 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 千葉県 0:48:05
22 10136 安藤 勝真 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾏ 千葉県 0:48:09
23 10139 金井 淳輝 ｶﾅｲ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 0:48:10
24 10185 内山 直紀 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾉﾘ ヤマサ醤油 千葉県 0:48:11
25 10129 鈴木 靖昂 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾀｶ 千葉県 0:48:59
26 10142 新井 正博 ｱﾗｲ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 0:49:16
27 10126 佐藤 修司 ｻﾄｳ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 0:49:35
28 10157 吉田 統太 ﾖｼﾀﾞ ﾄｳﾀ 千葉県 0:50:37
29 10169 辻 誠史 ﾂｼﾞ ﾏｻﾌﾐ 東京都 0:50:55
30 10112 大村 宏之 ｵｵﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:51:21
31 10121 天野 兼士朗 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾛｳ 千葉県 0:51:26
32 10133 石田 慎吾 ｲｼﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 千葉県 0:53:02
33 10184 御所脇 充 ｺﾞｼｮﾜｷ ﾐﾂﾙ カノタクマテクノス 茨城県 0:53:20
34 10124 赤松 慎太郎 ｱｶﾏﾂ ｼﾝﾀﾛｳ 横河楽走クラブ 東京都 0:53:48
35 10158 実川 貴博 ｼﾞﾂｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:54:05
36 10134 飯島 裕貴 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 千葉県 0:54:43
37 10170 森田 暁 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾙ 千葉県 0:54:56
38 10138 藤田 優人 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳﾄ 千葉県 0:55:16
39 10145 加瀬 喬平 ｶｾ ｷｮｳﾍｲ 駅伝バスターズ 千葉県 0:55:48
40 10171 藤垣 潔毅 ﾌｼﾞｶﾞｷ ｷﾖﾀｶ チーム小松 茨城県 0:55:59
41 10141 髙 隆之 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ むねにく 千葉県 0:56:02
42 10155 鳥居 将 ﾄﾘｲ ﾏｻﾙ 千葉県 0:56:46
43 10128 石井 孝洋 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 0:56:54
44 10172 髙根 大輔 ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｽｹ 爆裂！銚子爆走倶楽部 千葉県 0:57:09
45 10154 常世田 達也 ﾄｺﾖﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 0:57:13
46 10146 加瀬 彰伸 ｶｾ ｱｷﾉﾌﾞ 木更津運輸区 千葉県 0:57:14
47 10151 石毛 達郎 ｲｼｹﾞ ﾀﾂﾛｳ 千葉県 0:57:15
48 10122 大谷 明秀 ｵｵﾀﾆ ｱｷﾋﾃﾞ 千葉県 0:57:22
49 10156 谷部野 耕平 ﾔﾍﾞﾉ ｺｳﾍｲ 東京都 0:57:27
50 10164 宮崎 光照 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾂﾃﾙ 千葉県 0:57:42
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51 10137 石原 怜史 ｲｼﾊﾗ ｻﾄｼ 東洋合成工業 千葉県 0:57:49
52 10173 山本 義昭 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｱｷ 東洋合成工業 東京都 0:57:54
53 10163 清水 大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:58:17
54 10161 松井 淳樹 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 0:58:38
55 10187 嶋田 成雄 ｼﾏﾀﾞ 旭市消防本部 千葉県 1:00:04
56 10160 石井 秀樹 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｷ ＨＲＣ 千葉県 1:01:01
57 10180 宮崎 弘樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｷ 千葉県 1:01:07
58 10144 豊永 慎太朗 ﾄﾖﾅｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 千葉県 1:01:45
59 10179 阿美 勝典 ｱﾐ ｶﾂﾉﾘ 千葉県 1:01:47
60 10159 宮澤 智宏 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 1:01:53
61 10174 袖山 一帆 ｿﾃﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 袖山法律事務所 千葉県 1:02:06
62 10150 梶山 隆章 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｶｱｷ 埼玉県 1:02:33
63 10183 杉原 毅 ｽｷﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ 千葉県 1:02:38
64 10166 菅谷 和也 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾔ 千葉県 1:02:40
65 10132 赤堀 哲也 ｱｶﾎﾘ ﾃﾂﾔ ｉＲＵＮｄｓ 茨城県 1:02:46
66 10143 白井 邦智 ｼﾗｲ ｸﾆﾄﾓ 千葉県 1:03:03
67 10182 小野 典哉 ｵﾉ ﾌﾐﾔ 東京都 1:03:47
68 10175 野口 宏志 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 千葉県 1:04:04
69 10113 實川 貴之 ｼﾞﾂｶﾜ ﾀｶﾕｷ 駅伝マスターズ 千葉県 1:04:15
70 10125 鈴木 光洋 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 横河楽走クラブ 神奈川県 1:04:44
71 10149 橋本 修一 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 1:06:37
72 10148 加瀬 裕希 ｶｾ ﾋﾛｷ 千葉県 1:08:22
73 10167 豊田 康太 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳﾀ 三井住友銀行 千葉県 1:08:27
74 10178 石井 真也 ｲｼｲ ｼﾝﾔ ＨＲＣ 千葉県 1:09:15
75 10165 小川 俊 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝ 千葉県 1:12:53
76 10140 菅谷 大介 ｽｶﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ とりにく 千葉県 1:13:38
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