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1 118 岡野 良祐 ｵｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 1:06:44
2 120 秋葉 直人 ｱｷﾊﾞ ﾅｵﾄ ＡＲ 千葉県 1:09:01
3 122 鎌田 裕樹 ｶﾏﾀ ﾕｳｷ 千葉陸協 千葉県 1:09:45
4 121 佐々木 雄平 ｻｻｷ ﾕｳﾍｲ 茨城県 1:16:28
5 128 渡辺 祥平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 1:16:56
6 124 藤ヶ崎 逸人 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾊﾔﾄ 千葉県 1:16:59
7 123 木幡 沢也 ｺﾊﾀ ﾀｸﾔ 千葉県 1:17:35
8 135 越川 秀宣 ｺｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ ケンちゃんズ 千葉県 1:17:38
9 136 宮内 雅也 ﾐﾔｳﾁ ﾏｻﾔ 千葉県 1:17:46

10 119 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 千葉県食肉公社 千葉県 1:18:57
11 125 常世田 和仁 ﾄｺﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 千葉県 1:20:07
12 155 山口 慎也 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 千葉県 1:20:17
13 127 宮口 穂高 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ 銚子マリーナ 千葉県 1:21:30
14 137 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:24:35
15 132 山本 由徳 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ Ｍｔ．ｂｏｏｋ 茨城県 1:25:15
16 140 石津 勝隆 ｲｼﾂﾞ ﾏｻﾀｶ 千葉県 1:25:21
17 130 松本 博 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京メトロ 千葉県 1:25:49
18 171 松山 弘樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 1:26:28
19 241 井口 晃宏 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 千葉県 1:26:46
20 156 塙 恵太 ﾊﾅﾜ ｹｲﾀ 旭中央病院 千葉県 1:27:09
21 138 城口 徹 ｼﾛｸﾞﾁ ﾄｵﾙ ら～んなうぇぇぇい 千葉県 1:27:11
22 160 西口 真 ﾆｼｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 東京都 1:27:53
23 144 石田 裕一 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 銚子信用金庫 千葉県 1:28:12
24 165 齋藤 淳司 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ ｉｍａ 千葉県 1:29:02
25 162 富澤 貴明 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 印旛練 千葉県 1:30:27
26 189 新垣 一 ｱﾗｶﾞｷ ﾊｼﾞﾒ ホワイトバレー 千葉県 1:30:49
27 173 藤澤 雄宇一 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾄ ＤＩＣ 東京都 1:31:03
28 169 津田 康平 ﾂﾀﾞ ｺｳﾍｲ 千葉県 1:31:21
29 200 大久保 龍彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾋｺ 千葉県 1:31:22
30 164 松尾 春樹 ﾏﾂｵ ﾊﾙｷ 千葉県 1:31:40
31 188 土屋 心之介 ﾂﾁﾔ ｼﾝﾉｽｹ 茨城県 1:31:50
32 153 近藤 悟司 ｺﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 千葉県 1:31:56
33 207 石毛 淳貴 ｲｼｹﾞ ｼﾞｭﾝｷ 千葉県 1:32:00
34 181 門井 信一 ｶﾄﾞｲ ｼﾝｲﾁ 及川建材 千葉県 1:32:01
35 161 木村 俊之 ｷﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 薬園台ＪＣ 千葉県 1:32:38
36 159 伊藤 一規 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 東京都 1:33:13
37 158 山中 一生 ﾔﾏﾅｶ ｲｯｾｲ 横河楽走クラブ 神奈川県 1:33:24
38 186 中原 耕作 ﾅｶﾊﾗ ｺｳｻｸ 千葉県 1:33:31
39 143 保坂 雅俊 ﾎｻｶ ﾏｻﾄｼ 秋田県 1:33:44
40 167 佐々木 大輔 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:34:31
41 151 杉山 卓也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 神奈川県 1:35:12
42 163 蓮見 真也 ﾊｽﾐ ｼﾝﾔ 茨城県 1:35:21
43 168 三村 祐貴 ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ 千葉県 1:36:14
44 270 高梨 啓介 ﾀｶﾅｼ ｹｲｽｹ 千葉県 1:36:17
45 150 菊地 良明 ｷｸﾁ ﾖｼｱｷ 東京都 1:36:24
46 152 鈴木 将之 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ えん 東京都 1:36:30
47 198 松原 健 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹﾝ 千葉県 1:36:38
48 177 宮内 智矢 ﾐﾔｳﾁ ﾄﾓﾔ ＮＡＡ 東京都 1:37:06
49 174 大瀧 孝太 ｵｵﾀｷ ｺｳﾀ 千葉県 1:38:05
50 142 井田 健一 ｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:38:11
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51 131 松原 圭吾 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｹｲｺﾞ 東京都 1:38:30
52 178 永井 健太郎 ﾅｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 1:38:56
53 176 高川 紘明 ﾀｶｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉県 1:39:08
54 190 亘 隼平 ﾜﾀﾘ ｼｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 1:39:10
55 273 内村 信一郎 ｳﾁﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 旭中央病院 茨城県 1:39:14
56 196 熱田 貴之 ｱﾂﾀ ﾀｶﾕｷ 野栄走好会 千葉県 1:39:23
57 203 伊藤 慶和 ｲﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 埼玉県 1:39:39
58 180 北崎 瑞貴 ｷﾀｻｷ ﾐｽﾞｷ 茨城県 1:39:43
59 206 相澤 誠 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 東京都 1:39:46
60 305 髙橋 聖彦 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾋｺ 千葉大学附属病院 東京都 1:40:45
61 216 宇賀 大地 ｳｶﾞ ﾀﾞｲﾁ らんらんらん 千葉県 1:40:50
62 148 馬立 賢治 ｳﾏﾀﾃ ｹﾝｼﾞ ＮＴＴ東日本 千葉県 1:40:59
63 315 相川 勝吾 ｱｲｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 東京都 1:41:00
64 253 弓納持 裕 ﾕﾐﾅﾓﾁ ﾕﾀｶ 増穂小学校 千葉県 1:41:18
65 192 中野 賢一 ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ 茨城県 1:41:43
66 183 大塚 和之 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 1:41:56
67 205 磯田 真也 ｲｿﾀﾞ ｼﾝﾔ ＭＩＧＨＴＹ 千葉県 1:42:14
68 157 下平 直史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅｵｼ 千葉県 1:42:27
69 146 川松 孝嘉 ｶﾜﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:42:41
70 212 栗原 宏典 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 1:42:45
71 185 鴇田 博幸 ﾄｷﾀ ﾋﾛﾕｷ ら～んなうぇぇぇい 千葉県 1:42:52
72 147 遠藤 弘康 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 1:43:06
73 193 渡邉 敏樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 千葉県 1:43:48
74 211 山田 一覇 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾊ 沖縄県 1:44:03
75 170 村田 淳朗 ﾑﾗﾀ ｱﾂｵ 千葉県 1:44:03
76 240 土屋 宏正 ﾂﾁﾔ ﾋﾛﾏｻ 千葉県 1:44:19
77 226 内藤 朗 ﾅｲﾄｳ 千葉県 1:44:23
78 194 金杉 康仁 ｶﾅｽｷﾞ ﾔｽﾋﾄ 千葉県 1:44:32
79 318 石橋 由治 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 千葉県 1:44:42
80 208 秋山 雅史 ｱｷﾔﾏ ﾏｻｼ 千葉県 1:44:47
81 221 上田 隼也 ｳｴﾀﾞ ﾄｼﾔ 千葉県 1:45:25
82 166 石毛 博之 ｲｼｹﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 1:45:25
83 179 原田 匠 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 千葉県 1:46:14
84 223 古舘 優 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕｳ 株式会社関電工 神奈川県 1:46:44
85 299 林 秀次 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 千葉県 1:47:26
86 184 鎌形 友裕 ｶﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ ら～んなうぇぇぇい 千葉県 1:47:38
87 195 小林 智史 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 千葉県 1:47:57
88 319 真瀬 皓介 ﾏｾ ｺｳｽｹ 三建設備工業 千葉県 1:48:04
89 202 藤田 貴之 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 藤田工務店 茨城県 1:48:24
90 220 高岡 豪 ﾀｶｵｶ ｺﾞｳ ら～んなうぇぇぇい 千葉県 1:48:39
91 225 脇田 大輔 ﾜｷﾀ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:48:45
92 310 遠藤 辰明 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｱｷ 千葉県 1:48:49
93 313 原 亮太 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 旭中央病院 千葉県 1:49:30
94 145 梁川 裕平 ﾔﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾍｲ 千葉県 1:49:35
95 232 金子 達 ｶﾈｺ ﾄｵﾙ ＫＳテニスチーム 東京都 1:49:39
96 214 須賀 悠介 ｽｶ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:49:46
97 296 水波 洋 ﾐｽﾞﾅﾐ ﾋﾛｼ 千葉県 1:50:24
98 314 別所 尭 ﾍﾞｯｼｮ ﾀｶｼ 千葉県 1:50:47
99 187 松木 淳 ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ 東京都 1:50:51

100 230 明石 行史 ｱｶｼ ﾕｷﾋﾄ 東京都 1:51:41
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101 304 内田 敬介 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 1:51:51
102 222 額賀 大輔 ﾇｶｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 1:51:54
103 242 椎名 誠 ｼｲﾅ ﾏｺﾄ 千葉県 1:52:07
104 204 鎌形 祐介 ｶﾏｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ ら～んなうぇぇぇい 千葉県 1:52:10
105 308 吉田 求 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾑ 千葉県 1:52:19
106 260 高井 研一朗 ﾀｶｲ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:52:37
107 266 野村 良亮 ﾉﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 週末ランナー 千葉県 1:52:57
108 286 土屋 昌之 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾕｷ 千葉県 1:53:18
109 197 内田 善行 ｳﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ Ｐ．Ｕ．Ｂ 千葉県 1:54:03
110 250 山田 有統 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 千葉県 1:54:17
111 265 菅原 健介 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｽｹ 秋田県 1:54:18
112 283 桑原 純平 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 1:54:24
113 218 柴田 淑哉 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼﾔ 東京都 1:54:58
114 259 島田 洋二 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 千葉県 1:55:23
115 217 加瀬 吉彦 ｶｾ ﾖｼﾋｺ トーアＩＲ 千葉県 1:56:09
116 252 宮内 美明 ﾐﾔｳﾁ ﾖｼｱｷ 千葉県 1:56:19
117 231 長谷川 辰暢 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾂﾉﾌﾞ 日鉄興和不動産 千葉県 1:56:25
118 312 山下 宏成 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅﾘ 千葉県 1:56:40
119 248 田村 貴明 ﾀﾑﾗ ﾀｶｱｷ 神奈川県 1:57:22
120 282 工藤 吉訓 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 三菱ケミカル 茨城県 1:57:34
121 133 岡田 洋輔 ｵｶﾀﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県 1:57:39
122 269 大貫 浩一 ｵｵﾇｷ ｺｳｲﾁ 千葉県 1:57:46
123 274 田村 雄彦 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾔｽ あいうえ男かきくけ子 神奈川県 1:57:52
124 210 佐瀬 友博 ｻｾ ﾄﾓﾋﾛ あきんどスシロー 千葉県 1:58:20
125 215 松尾 真 ﾏﾂｵ ﾏｺﾄ Ｒｏｕｔｅ１６ｇ 千葉県 1:58:57
126 234 片岡 英樹 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞｷ 岐阜県 1:59:15
127 175 砂田 健一 ｽﾅﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 1:59:52
128 268 美馬 浩平 ﾐﾏ ｺｳﾍｲ 千葉県 1:59:56
129 246 播木 直彦 ﾊﾘｷ ﾅｵﾋｺ ＪＴＢ 東京都 2:00:04
130 307 川嶋 勝 ｶﾜｼﾏ ｽｸﾞﾙ 千葉県 2:00:17
131 287 石井 琢也 ｲｼｲ ﾀｸﾔ ぶんにゃかま 東京都 2:00:25
132 263 大根 健太郎 ｵｵﾈ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 2:01:15
133 306 柴田 大輔 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 2:01:19
134 243 土屋 敦生 ﾂﾁﾔ ｱﾂｵ 千葉県 2:02:23
135 321 都築 優輔 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 2:02:32
136 320 松田 幸太 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳﾀ 千葉県 2:02:48
137 239 椎名 和也 ｼｲﾅ ｶｽﾞﾔ 千葉県 2:03:12
138 311 塩原 圭介 ｼｵﾊﾞﾗ ｹｲｽｹ 長野県 2:03:37
139 209 反町 俊英 ｿﾘﾏﾁ ﾄｼﾋﾃﾞ チーム誉田 千葉県 2:04:14
140 245 渋谷 紀介 ｼﾌﾞﾔ ﾉﾘｽｹ 栃木県 2:04:31
141 301 谷田 和弥 ﾀﾆﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 茨城県 2:05:16
142 191 石毛 友康 ｲｼｹﾞ ﾄﾓﾔｽ 埼玉県 2:05:52
143 295 宇佐美 宗 ｳｻﾐ ﾀｶｼ うな 千葉県 2:07:10
144 213 永井 歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ 東京都 2:07:15
145 262 船越 貴文 ﾌﾅｺｼ ﾀｶﾌﾐ 東京都 2:08:06
146 236 松戸 勝一 ﾏﾂﾄﾞ ｼｮｳｲﾁ 東京都 2:08:43
147 271 磯部 雄基 ｲｿﾍﾞ ﾕｳｷ 千葉県 2:08:45
148 224 千脇 正道 ﾁﾜｷ ﾏｻﾐﾁ 千葉県 2:09:46
149 172 佐久間 優 ｻｸﾏ ﾏｻﾙ 東京都 2:10:24
150 267 岩瀬 浩一 ｲﾜｾ ｺｳｲﾁ 週末ランナー 千葉県 2:10:27
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151 285 森下 直也 ﾓﾘｼﾀ ﾅｵﾔ 波打ち際を守る会 埼玉県 2:10:48
152 284 水野 由輝郎 ﾐｽﾞﾉ ﾕｷｵ 水野クリニック 千葉県 2:11:03
153 288 内田 裕次 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県 2:11:10
154 275 廣野 智成 ﾋﾛﾉ ﾄﾓﾅﾘ 千葉県 2:11:22
155 317 橋本 友 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳ 東総工業高等学校 千葉県 2:11:42
156 247 熊谷 努 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾄﾑ ら～んなうぇぇぇい 千葉県 2:12:20
157 228 宇梶 武 ｳｶｼﾞ ﾀｹﾙ 千葉県 2:13:56
158 238 福田 尚友 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 千葉県 2:14:27
159 201 熊谷 崇 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ 千葉県 2:15:15
160 235 保立 和彦 ﾎﾀﾃ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 2:16:00
161 272 三井 晴久 ﾐﾂｲ ﾊﾙﾋｻ 船橋市 神奈川県 2:16:19
162 251 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 2:20:56
163 281 遠山 祐太 ﾄｵﾔﾏ ﾕｳﾀ 東京都 2:20:57
164 297 鈴木 祥太郎 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 2:22:36
165 279 新垣 省一 ｱﾗｶｷ ｼｮｳｲﾁ 沖縄県 2:23:45
166 255 土屋 一翔 ﾂﾁﾔ ｲｯｼｮｳ ネギファーム 千葉県 2:23:53
167 291 星野 裕太 ﾎｼﾉ ﾕｳﾀ 東京都 2:24:54
168 249 武井 亮憲 ﾀｹｲ ｱｷﾉﾘ 千葉県 2:25:12
169 302 目坂 和也 ﾒｻｶ ｶｽﾞﾔ 三菱ケミカル 茨城県 2:26:26
170 290 渡辺 崇男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｵ 千葉県 2:27:47
171 292 篠塚 紀昭 ｼﾉﾂｶ ﾉﾘｱｷ ら～んなうぇぇぇい 千葉県 2:34:07
172 293 福田 開人 ﾌｸﾀﾞ ｶｲﾄ 千葉県 2:34:24
173 303 木我 真二 ｷｶﾞ ｼﾝｼﾞ 千葉県 2:40:49
174 278 坂尾 貴大 ｻｶｵ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 2:42:44
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