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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 2 原子 翔太 ﾊﾗｺ ｼｮｳﾀ 千葉県 1:07:01
2 3 畑上 陸 ﾊﾀｶﾞﾐ ﾘｸ 山梨学院大学 千葉県 1:09:07
3 6 木内 勇貴 ｷｳﾁ ﾕｳｷ 千葉県 1:10:08
4 4 中原 陸斗 ﾅｶﾊﾗ ﾘｸﾄ 千葉県 1:10:41
5 5 小原 延之 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 1:12:28
6 19 岩井 康祐 ｲﾜｲ ｺｳｽｹ 宇都宮北高校 栃木県 1:16:51
7 97 小野 貴博 ｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 1:17:38
8 32 加瀬 凌斗 ｶｾ ﾘｮｳﾄ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 1:18:11
9 40 加瀬 舜史 ｶｾ ｻﾄｼ 千葉県 1:18:17

10 31 石嵜 海斗 ｲｼｻﾞｷ ｶｲﾄ 波崎高校 茨城県 1:18:43
11 30 岡野 航大 ｵｶﾉ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県立医療大学 茨城県 1:19:41
12 29 横山 直矢 ﾖｺﾔﾏ ﾅｵﾔ 千葉県 1:21:33
13 16 高橋 波哉斗 ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 千葉県 1:21:43
14 17 木村 亮介 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 1:22:20
15 24 新井 隆仁 ｱﾗｲ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 1:24:35
16 13 田中 展洋 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 満天酒場 北松戸店 千葉県 1:24:36
17 20 坂東 裕一郎 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県 1:24:41
18 18 香取 勇義 ｶﾄﾘ ﾕｳｷ 千葉県 1:25:23
19 37 岩澤 恵史 ｲﾜｻﾜ ｹｲｼ 千葉県 1:25:26
20 26 武田 拓時 ﾀｹﾀﾞ ﾀｸﾄ 旭中央病院 千葉県 1:25:45
21 79 来栖 瑞樹 ｸﾙｽ ﾐｽﾞｷ 千葉県立銚子高等学校 千葉県 1:27:01
22 62 後藤 拓人 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾄ 千葉県 1:27:05
23 69 寺嶋 佑真 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾕｳﾏ 千葉県 1:27:50
24 11 加瀬 徹 ｶｾ ﾄｵﾙ レオンテクノロジー 東京都 1:28:08
25 64 原田 悠汰 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 旭市立第二中学校 千葉県 1:28:34
26 63 岩谷 慶一郎 ｲﾜﾔ ｹｲｲﾁﾛｳ 千葉県 1:29:33
27 36 髙橋 晃康 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾔｽ ＴＯＹＯＴＡＵＳＥＣ 千葉県 1:32:03
28 38 近藤 億年 ｺﾝﾄﾞｳ ｵｸﾈﾝ 昭和秀英中学 千葉県 1:32:08
29 44 江平 大 ｴﾋﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 1:32:42
30 34 北澤 将吾 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 銚子ＬＣ 神奈川県 1:32:45
31 23 来栖 寛明 ｸﾙｽ ﾋﾛｱｷ ＥＹＲＣ 東京都 1:34:04
32 73 山本 大輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:34:42
33 48 栗原 真悟 ｸﾘﾊﾗ ｼﾝｺﾞ ヤマサ醤油 千葉県 1:34:52
34 41 小林 慶人 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 成田土木 千葉県 1:36:00
35 33 吉野 慧佑 ﾖｼﾉ ｹｲｽｹ 神奈川県 1:36:00
36 116 小川 敦也 ｵｶﾞﾜ ｱﾂﾔ 千葉県 1:36:14
37 28 齋藤 伸彬 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 1:36:56
38 21 石毛 悠麻 ｲｼｹﾞ ﾕｳﾏ 旭市立第二中学校 千葉県 1:37:18
39 27 虎本 健太 ﾄﾗﾓﾄ ｹﾝﾀ 千葉県 1:37:22
40 39 武田 日々輝 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 千葉県 1:37:29
41 55 木内 健太 ｷｳﾁ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:37:44
42 52 古瀬 貴一 ﾌﾙｾ ｷｲﾁ 千葉県 1:39:01
43 57 阿部 拳大 ｱﾍﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 1:40:12
44 74 古野間 慧 ｺﾉﾏ ｻﾄｼ 千葉県 1:40:32
45 49 中村 知樹 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 千葉県 1:41:25
46 45 丸山 蒼太 ﾏﾙﾔﾏ ｿｳﾀ 千葉県 1:41:27
47 67 成田 亮太 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳﾀ 千葉県 1:42:30
48 78 伊藤 和寿 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 千葉県 1:43:02
49 89 川島 康平 ｶﾜｼﾏ ｺｳﾍｲ 週末ランナー 千葉県 1:45:09
50 25 笠原 統 ｶｻﾊﾗ ｵｻﾑ 千葉県 1:45:14
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51 84 石橋 美規 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｼﾉﾘ アイドル同好会 千葉県 1:46:28
52 75 伊藤 純平 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 1:48:15
53 117 石川 綾佑 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 1:49:23
54 72 石橋 武大 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｹﾋﾛ 千葉県 1:50:41
55 43 濱田 耕平 ﾊﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東洋合成工業株式会社 茨城県 1:51:00
56 96 高島 俊樹 ﾀｶｼﾏ ﾄｼｷ 茨城県 1:52:21
57 71 菅野 貴紀 ｽｶﾞﾉ ﾀｶﾉﾘ 鹿島地方消防本部 茨城県 1:52:22
58 61 市川 大翔 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 千葉県 1:52:23
59 59 渡邉 陽 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 一般 東京都 1:53:03
60 66 柏熊 琉仁 ｶｼﾜｸﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 城西国際大学 千葉県 1:54:07
61 111 佐々木 周 ｻｻｷ ｲﾀﾙ 東京都 1:54:23
62 91 春藤 宗一郎 ｼｭﾝﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ライフシンク 千葉県 1:54:26
63 56 富山 正樹 ﾄﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 銚子 千葉県 1:54:34
64 112 青柳 康平 ｱｵﾔｷﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県 1:54:52
65 76 片野 光 ｶﾀﾉ ﾋｶﾙ 千葉県 1:56:37
66 70 渡邊 康太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀﾛｳ 銚子ＬＣ 埼玉県 1:56:39
67 105 綿引 大貴 ﾜﾀﾋｷ ﾋﾛﾀｶ 千葉県 1:57:01
68 109 土屋 星太 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ 千葉県 1:57:51
69 93 中野 瑞貴 ﾅｶﾉ ﾐｽﾞｷ 茨城県 1:58:40
70 22 渡邉 大貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｷ 千葉県 1:58:48
71 54 遠藤 駿 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 千葉県 1:59:00
72 88 伊藤 巧 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 週末ランナー 千葉県 2:00:04
73 53 鵜澤 智也 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 旭市消防本部 千葉県 2:01:31
74 100 萬代 祐也 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾕｳﾔ 茨城県 2:02:45
75 104 小林 亮輔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 2:03:04
76 98 長谷川 純志 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｼ 茨城県 2:05:16
77 102 溝上 洋起 ﾐｿﾞｶﾐ ﾋﾛｷ 銚子ＬＣ 東京都 2:06:32
78 35 田村 涼 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ ＩＲＵＮＤＳ 千葉県 2:06:35
79 101 飯田 俊 ｲｲﾀﾞ ｼｭﾝ 千葉県 2:08:04
80 82 木ノ内 克昇 ｷﾉｳﾁ ｶﾂｱｹﾞ 昭和の町観光 千葉県 2:09:02
81 87 柴田 圭介 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｽｹ 茨城県 2:09:20
82 77 下永 樹志 ｼﾓﾅｶﾞ ﾀﾂｼ 茨城県 2:11:33
83 106 畠山 涼 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳ 千葉県 2:12:21
84 42 安原 慶 ﾔｽﾊﾗ ｹｲ 銚子ＬＣ 千葉県 2:16:07
85 99 西浦 誉晃 ﾆｼｳﾗ ﾀｶｱｷ 茨城県 2:16:12
86 80 蓮見 駿 ﾊｽﾐ ｼｭﾝ チューリップ幼稚園 千葉県 2:17:05
87 103 髙澤 春平 ﾀｶｻﾜ ｼｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 2:17:38
88 95 牧田 直也 ﾏｷﾀ ﾅｵﾔ 銚子ＬＣ 東京都 2:17:56
89 115 梅原 尚也 ｳﾒﾊﾗ ﾅｵﾔ 銚子ｌｃ 東京都 2:18:23
90 1 小林 亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ＩＲＵＮＤＳ 茨城県 2:18:33
91 51 安井 健太郎 ﾔｽｲ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 2:19:55
92 65 澁谷 隆宏 ｼﾌﾞﾔ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 2:23:48
93 68 篠本 耕平 ｼﾉﾓﾄ ｺｳﾍｲ 茨城県 2:24:11
94 83 高橋 天空 ﾀｶﾊｼ ｱﾏｶﾗ 二年目ご苦労様でした 千葉県 2:28:37
95 81 山田 瑞貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｯｷｰ 山田泌尿器クリニック 千葉県 2:29:41
96 114 宮内 貴光 ﾐﾔｳﾁ ﾀｶﾐﾂ 千葉県 2:32:50
97 50 田中 仁太郎 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 千葉県 2:35:40
98 110 小林 晋介 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｽｹ 長野県 2:40:00
99 107 鈴木 元太朗 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 奥原歯科医院 千葉県 2:43:09
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