
関東10マイル・10キロロードレース

大会記録 0:47:20

順位 № 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 都道府県 所属 ﾀｲﾑ

1 5472 内田　征冶 印西市 順天堂大学 0:48:24

2 5475 出口　静之心 印西市 順天堂大学 0:48:39

3 5474 柘植　航太 印西市 順天堂大学 0:48:46

4 5482 岩島　共汰 印西市 順天堂大学 0:48:52

5 5396 浦田 優斗 ウラタ ユウト 東京都 中央大学 0:48:54

6 5488 堀越　翔人 印西市 順天堂大学 0:48:57

7 5479 三浦　龍司 印西市 順天堂大学 0:49:05

8 5463 伊豫田　達弥 印西市 順天堂大学 0:49:09

9 5471 石井　一希 印西市 順天堂大学 0:49:14

10 5388 小林 龍太 コバヤシ リュウタ 東京都 中央大学 0:49:15

11 5473 斎藤　舜太 印西市 順天堂大学 0:49:17

12 5469 野村　優作 印西市 順天堂大学 0:49:20

13 5467 平　駿介 印西市 順天堂大学 0:49:24

14 5454 近藤　亮太 印西市 順天堂大学 0:49:24

15 5462 荒木　勇人 印西市 順天堂大学 0:49:24

16 5468 西澤　侑真 印西市 順天堂大学 0:49:24

17 5483 海老澤　憲伸 印西市 順天堂大学 0:49:24

18 5451 吉岡　智輝 印西市 順天堂大学 0:49:26

19 5457 津田　将希 印西市 順天堂大学 0:49:27

20 5461 牧瀬　圭斗 印西市 順天堂大学 0:49:32

21 5478 藤原　優希 印西市 順天堂大学 0:49:32

22 5453 榎本　大倭 印西市 順天堂大学 0:49:32

23 5389 居田 優太 イダ ユウタ 東京都 中央大学 0:49:33

24 5489 前田　徹平 印西市 順天堂大学 0:49:39

25 5460 人見　隆之 印西市 順天堂大学 0:49:44

26 5391 丸山 大輝 マルヤマ ダイキ 東京都 中央大学 0:49:50

27 5477 馬場園　怜生 印西市 順天堂大学 0:49:52

28 5470 堀内　郁哉 印西市 順天堂大学 0:50:03

29 5383 藤井 拓輝 フジイ ヒロキ 東京都 中央大学 0:50:08

30 5404 中野 倫希 ナカノ トモキ 東京都 中央大学 0:50:18

31 5401 山平　怜生 ヤマヒラ レイ 東京都 中央大学 0:50:19

32 5386 小木曽 竜盛 オギソ リュウセイ 東京都 中央大学 0:50:19

33 5402 伊東 大翔 イトウ ヒロト 東京都 中央大学 0:50:20

34 5465 清水　陽斗 印西市 順天堂大学 0:50:21

35 5394 羽藤 隆成 ハトウ リュウセイ 東京都 中央大学 0:50:22

令和3年12月19日(日)

【種目】関東10マイル（一般・学生 男子）

天候：晴れ　気温：4℃　湿度：54%　風速：1m/s　 (10時)
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36 5487 藤島　幹大 印西市 順天堂大学 0:50:30

37 5455 進藤　魁人 印西市 順天堂大学 0:50:40

38 5184 藪田 峻也 ヤブタ タカヤ 銚子市 銚子マリーナＲＣ 0:51:05

39 5490 和田　倖明 印西市 順天堂大学 0:51:05

40 5399 佐野 拓海 サノ タクミ 東京都 中央大学 0:51:10

41 5405 矢萩 一揮 ヤハギ イツキ 東京都 中央大学 0:51:10

42 5466 白鳥　優人 印西市 順天堂大学 0:51:22

43 5458 出口　航輝 印西市 順天堂大学 0:51:29

44 5390 浜田 宙尚 ハマダ ソラタカ 東京都 中央大学 0:51:40

45 5244 吉村 匠 ヨシムラ タクミ 市川市 ランニング盛場 0:51:45

46 5297 津田 雅宗 ツダ マサムネ 成田市 Ｄａ２　Ｇ．Ａｃａｄｅｍｙ 0:51:47

47 5491 鬼澤　大樹 印西市 順天堂大学 0:51:47

48 5397 川田 涼 カワダ リョウ 東京都 中央大学 0:51:59

49 5358 堀 貴博 ホリ タカヒロ 東京都 東京陸協 0:52:05

50 5485 中田　朝陽 印西市 順天堂大学 0:52:07

51 5418 石井 琉聖 イシイ リュウセイ 神奈川県 明治大学同好会 0:52:55

52 5480 浅井　皓貴 印西市 順天堂大学 0:54:08

53 5476 花田　樹 印西市 順天堂大学 0:54:10

54 5395 山田 俊輝 ヤマダ トシキ 東京都 中央大学 0:54:12

55 5400 山口 大輔 ヤマグチ ダイスケ 東京都 中央大学 0:54:12

56 5148 永見 聡一朗 ナガミ ソウイチロウ 東京都 東京陸上競技協会 0:54:18

57 5149 山嵜 大輔 ヤマサキ ダイスケ 埼玉県 小金井おじ練 0:54:36

58 5234 片原 照 カタハラ ヒカル 木更津市 清和大クラブ 0:54:55

59 5007 能城 秀雄 ノウジョウ ヒデオ 千葉市 住友不動産ｅｓ 0:55:04

60 5284 吉田 秀諭 ヨシダ ヒデツグ 神奈川県 川崎市陸協 0:55:09

61 5177 外池 翔太郎 トイケ ショウタロウ 松戸市 千葉陸協 0:55:20

62 5363 原田 恵伍 ハラダ ケイゴ 船橋市 千葉大学クラブ 0:55:24

63 5270 新井 龍 アライ リョウ 東京都 岩原塾 0:55:26

64 5133 千田 俊輔 センダ シュンスケ 東京都 走快鍼灸治療院 0:55:36

65 5198 吉田 龍司 ヨシダ リュウジ 柏市 松戸２１ＲＣ 0:56:01

66 5169 財田 昭博 タカラダ アキヒロ 習志野市 チーム嶋田組 0:56:23

67 5147 佐々木 大輔 ササキ ダイスケ 柏市 ニッポンランナーズ 0:56:58

68 5040 野村 茂行 ノムラ シゲユキ 埼玉県 凡人ＲＣ 0:57:06

69 5307 秀平 直人 ヒデヒラ ナオト 岡山県 岡山陸協 0:57:10

70 5167 武川 幸史 ムカワ コウシ 船橋市 0:57:15
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71 5052 神田 靖彦 カンダ ヤスヒコ 東京都 カフェ・ローヤル友の会 0:57:15

72 5238 藤田 慎一 フジタ シンイチ 沖縄県 走狂酔狂 0:57:15

73 5352 宇田川 裕貴 ウダガワ ユウキ 市川市 0:57:17

74 5407 小川 恭平 オガワ キョウヘイ 神奈川県 川崎市陸協 0:57:18

75 5191 山口 穣 ヤマグチ ミノル 神奈川県 平塚陸協 0:57:19

76 5189 鈴木 裕也 スズキ ユウヤ 市川市 ＣＨＩ 0:57:34

77 5056 高野 貴彦 タカノ タカヒコ 東京都 エアラン東京 0:57:38

78 5280 吉永 隼人 ヨシナガ ハヤト 茨城県 0:57:42

79 5047 井上 裕介 イノウエ ユウスケ 東京都 0:57:49

80 5422 伊藤 千裕 イトウ チヒロ 成田市 0:57:58

81 5024 高橋 律雄 タカハシ リツオ 千葉市 0:57:59

82 5350 杉本 隼一 スギモト シュンイチ 成田市 国際医療福祉大学 0:58:11

83 5274 芳澤 康太郎 ヨシザワ コウタロウ 東京都 静岡陸協 0:58:12

84 5368 寺島 涼太 テラシマ リョウタ 富里市 千葉経済大学 0:58:13

85 5372 小高 悠 オダカ ユウ 佐倉市 ニッポンランナーズ 0:58:21

86 5030 高橋 俊幸 タカハシ トシユキ 北海道 真勇会 0:58:22

87 5049 川瀬 誠 カワセ マコト 柏市 ニッポンランナーズ 0:58:41

88 5369 安達 律郎 アダチ リツロウ 大阪府 関西大学 0:59:01

89 5173 八巻 太郎 ヤマキ タロウ 東京都 0:59:04

90 5220 ヘガティー マイケル ヘガティー マイケル 埼玉県 南蛮連合 0:59:08

91 5014 石田 克成 イシダ カツナリ 神奈川県 陸上競技多摩川クラブ 0:59:10

92 5330 小島 和彦 コジマ カズヒコ 千葉市 検見川陸協 0:59:15

93 5300 岡田 陸聖 オカダ リクトシ 佐倉市 0:59:19

94 5428 三上 椋平 ミカミ リョウヘイ 印旛郡 順天堂大学 0:59:41

95 5343 飯田 光希 イイダ ミツキ 成田市 0:59:56

96 5201 井上 泰明 イノウエ ヤスアキ 松戸市 松戸２１ＲＣ 1:00:05

97 5322 江口 竣 エグチ シュン 柏市 1:00:08

98 5235 藤森 真 フジモリ シン 香取郡 千葉陸協 1:00:09

99 5153 大高 拓也 オオタカ タクヤ 埼玉県 1:00:23

100 5359 鈴木 学 スズキ マナブ 船橋市 二和ランニング 1:00:27

101 5110 日山 二大 ヒヤマ フミヒロ 東京都 アトミクラブ 1:00:48

102 5311 佐々木 啓至 ササキ ヒロシ 松戸市 ソンナバナナ 1:00:50

103 5406 白土 友貴 シラト ユウキ 銚子市 銚子マリーナＲＣ 1:00:51

104 5366 壬生倉 拓弥 ミブクラ タクミ 鎌ケ谷市 学校法人中央学院 1:00:58

105 5172 瀬戸 優 セト ユタカ 印西市 エンレスト 1:01:18
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106 5306 渡辺 哲夫 ワタナベ テツオ 佐倉市 1:01:30

107 5294 島田 悟 シマダ サトル 千葉市 千葉県庁 1:01:33

108 5340 金澤 多加生 カナザワ タカオ 船橋市 京成バス 1:01:39

109 5263 芳賀 守 ハガ マモル 松戸市 木村情報技術 1:01:45

110 5250 大谷 知哉 オオタニ トモヤ 埼玉県 1:01:48

111 5207 菅 洋 カン ヒロシ 神奈川県 1:01:52

112 5075 魚沼 裕一 ウオヌマ ユウイチ 東京都 1:01:54

113 5223 渡辺 昭啓 ワタナベ アキヒロ 佐倉市 にっぽんらんなーず 1:01:59

114 5142 川島 淳 カワシマ アツシ 東京都 テレビ朝日 1:02:01

115 5332 渡井 誠一 ワタイ セイイチ 八街市 八街砂嵐魂走会 1:02:01

116 5249 川島 太 カワシマ フトシ 成田市 ジョガーズ 1:02:39

117 5252 長谷川 光伸 ハセガワ ミツノブ 茨城県 ＴｅａｍーＭ 1:02:52

118 5353 保坂 隆 ホサカ タカシ 千葉市 アットホーム 1:02:53

119 5046 藤城 公久 フジキ トモヒサ 佐倉市 大蛇町 1:03:06

120 5174 田中 真吾 タナカ シンゴ 東京都 ローソンストア 1:03:16

121 5246 齋木 進 サイキ ススム 松戸市 ＣＲ．ｍ 1:03:19

122 5313 渡部 晃彦 ワタナベ アキヒコ 船橋市 クラブＲ２東日本 1:03:20

123 5193 飯塚 宣夫 イイヅカ ノブオ 佐倉市 ニッポンランナーズ 1:03:26

124 5091 直井 伸介 ナオイ シンスケ 東京都 1:03:31

125 5175 元井 隆 モトイ タカシ 柏市 ＪＴＢ 1:03:50

126 5273 篠塚 武仁 シノツカ タケヒト 四街道市 千葉ランクラブ 1:03:57

127 5240 井合 公義 イアイ キミヨシ 四街道市 1:03:59

128 5152 中川 聡 ナカガワ サトシ 八千代市 足柄男塾 1:04:00

129 5045 佐藤 紀章 サトウ ノリアキ 佐倉市 ニッポンランナーズ 1:04:00

130 5192 圓城寺 和則 エンジョウジ カズノリ 茨城県 牛久走友会 1:04:02

131 5088 小松 靖史 コマツ ヤスシ 東京都 ＤＡＣ 1:04:03

132 5136 野口 佳宏 ノグチ ヨシヒロ 佐倉市 ニッポンランナーズ 1:04:16

133 5178 青木 佑輔 アオキ ユウスケ 市原市 1:04:18

134 5335 津田 亘 ツダ ワタル 袖ケ浦市 出光千葉 1:04:20

135 5094 中路 耕大 ナカジ コウダイ 佐倉市 1:04:42

136 5004 入江 卓也 イリエ タクヤ 埼玉県 ランデザイン 1:04:50

137 5102 小峰 雄三郎 オミネ ユウザブロウ 茨城県 1:04:56

138 5100 宮本 延明 ミヤモト ノブアキ 松戸市 松戸２１ＲＣ 1:04:59

139 5304 形本 道継 カタモト ミチツグ 白井市 1:05:02

140 5164 越川 好嗣 コシカワ ヨシツグ 匝瑳市 匝瑳消防 1:05:13
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141 5057 平岡 謙亮 ヒラオカ ケンスケ 東京都 1:05:17

142 5208 齋藤 貴宏 サイトウ タカヒロ 我孫子市 1:05:23

143 5347 豊田 祥平 トヨダ ショウヘイ 東京都 1:05:24

144 5130 内山 雅人 ウチヤマ マサト 印西市 都立　武蔵村山東高校 1:05:31

145 5305 上園 一知 ウエゾノ カズトモ 流山市 1:05:33

146 5051 金田 知久 カネダ トモヒサ 市川市 1:05:34

147 5103 北 寿一 キタ トシカズ 茨城県 ニッポンランナ 1:05:39

148 5114 森田 八州彦 モリタ ヤスヒコ 東京都 ＡＭＵ 1:05:40

149 5271 長島 正光 ナガシマ マサミツ 千葉市 1:05:51

150 5033 吉岡 重昌 ヨシオカ シゲマサ 佐倉市 1:05:53

151 5157 田中 哲 タナカ アキラ 印西市 1:05:57

152 5141 冨田 和也 トミタ カズヤ 野田市 1:06:08

153 5154 ドラウト アンドリュー ドラウト アンドリュー 東京都 南蛮連合 1:06:09

154 5356 千田 大介 チダ ダイスケ 千葉市 六華ＲＣ 1:06:10

155 5384 植村 優人 ウエムラ ユウト 東京都 中央大学 1:06:11

156 5183 前川 文彦 マエカワ フミヒコ 茨城県 1:06:15

157 5327 高橋 立志 タカハシ リツシ 船橋市 1:06:22

158 5416 福島 拓治 フクシマ タクジ 東京都 ＳＴＡＣ千葉 1:06:25

159 5317 加藤 倫亜 カトウ リンア 東京都 ウィングＡＣ 1:06:30

160 5163 岩壁 茂 イワカベ シゲル 東京都 ランウエーブ 1:06:36

161 5232 長谷川 篤 ハセガワ アツシ 旭市 旭二４８会 1:06:43

162 5086 中村 大輔 ナカムラ ダイスケ 栃木県 栗ちゃん 1:06:43

163 5067 遊佐 慎 ユサ マコト 東京都 ＧＭアスリート 1:06:44

164 5361 髙井 一樹 タカイ カズキ 茨城県 1:06:47

165 5444 土屋　清幸 佐倉市 1:06:49

166 5290 小玉 英樹 コダマ ヒデキ 市原市 三井化学市原 1:06:51

167 5288 若梅 敏之 ワカウメ トシユキ 旭市 千葉県旭市 1:07:09

168 5291 西本 将直 ニシモト マサナオ 千葉市 1:07:18

169 5264 川崎 一夫 カワサキ カズオ 茨城県 1:07:30

170 5099 瀬尻 健太郎 セジリ ケンタロウ 神奈川県 三菱重工ＲＣ 1:07:32

171 5421 宗藤 健矢 ムネトウ ケンヤ 木更津市 1:07:36

172 5196 佐々木 勲 ササキ イサオ 松戸市 1:08:05

173 5320 内藤 誠一 ナイトウ セイイチ 東京都 1:08:08

174 5082 傳田 尚徳 デンダ タカノリ 東京都 1:08:12

175 5104 石毛 光裕 イシゲ ミツヒロ 旭市 1:08:12
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176 5354 杉山 翔太 スギヤマ ショウタ 松戸市 1:08:27

177 5325 高野 尚史 タカノ ナオフミ 千葉市 千葉ランナーズ 1:08:30

178 5217 名嘉真 純 ナカマ ジュン 東京都 1:08:34

179 5065 小松 滋 コマツ シゲル 松戸市 走る．ｋｏｍ 1:08:40

180 5450 中村 仁一 東京都 1:08:47

181 5061 ヒエン スアン ヒエン オオタ 千葉市 ＳＥＶＥＮ問屋町店 1:08:48

182 5342 澤田 研一 サワダ ケンイチ 東京都 1:08:52

183 5378 東 宏樹 ヒガシ ヒロキ 四街道市 東百貨店 1:08:59

184 5233 杉山 虹 スギヤマ ニジ 印旛郡 1:08:59

185 5429 林 貴裕 ハヤシ タカヒロ 佐倉市 1:08:59

186 5338 川又 弘之 カワマタ ヒロユキ 栃木県 日光大谷川ＲＣ 1:09:00

187 5112 加藤 慶三 カトウ ケイゾウ 松戸市 1:09:08

188 5331 張ヶ谷 真 ハリガヤ マコト 市川市 1:09:12

189 5119 寺倉 万敬 テラクラ カズノリ 東京都 1:09:28

190 5128 伊藤 孝行 イトウ タカユキ 東金市 1:09:33

191 5427 竹内 辰徳 タケウチ タツノリ 印西市 1:09:45

192 5344 植村 豊 ウエムラ ユタカ 我孫子市 ケアナーシングワイズ外科内科 1:09:50

193 5239 石毛 武士 イシゲ タケシ 旭市 旭ＲＣ 1:09:51

194 5318 萩原 靖 ハギワラ ヤスシ 神奈川県 1:10:17

195 5243 中島 亘 ナカシマ ワタル 習志野市 美走ＲＣ 1:10:23

196 5113 板倉 雅 イタクラ マサル 船橋市 1:10:34

197 5310 浜野 弘行 ハマノ ヒロユキ 船橋市 美走ＲＣ 1:10:41

198 5197 竹井 健祐 タケイ ケンスケ 千葉市 第一三共 1:10:44

199 5293 朝本 和史 アサモト カズフミ 成田市 1:10:51

200 5248 渡辺 桂一 ワタナベ ケイイチ 茨城県 1:10:52

201 5018 佐藤 佐武郎 サトウ サブロウ 愛知県 1:10:57

202 5072 秋山 貴之 アキヤマ タカユキ 市川市 北方十字路団 1:10:59

203 5426 鷲 航太郎 ワシ コウタロウ 東京都 1:11:09

204 5179 猪野尾 雅之 イノオ タカユキ 大網白里市 習志野高校ボクシング部 1:11:11

205 5441 髙橋 晃康 四街道市 TOYOTA USEC 1:11:15

206 5021 清宮 尚恭 セイミヤ ヒサユキ 千葉市 ニッポンランナ 1:11:17

207 5328 宮本 直樹 ミヤモト ナオキ 東京都 ゼロベース 1:11:32

208 5064 西出 和弘 ニシデ カズヒロ 木更津市 1:11:35

209 5226 孫 頂 ソン ディン 八千代市 八千代ボンズ 1:11:50

210 5448 妹尾 聡 埼玉県 1:11:54
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211 5019 庄司 浩 ショウジ ヒロシ 神奈川県 横浜市陸協 1:11:57

212 5204 大蔵 裕也 オオクラ ユウヤ 千葉市 ｉＲＣ 1:12:00

213 5308 仲田 秀和 ナカダ ヒデカズ 流山市 ＫＦＫ 1:12:01

214 5206 麻上 昌隆 アサガミ マサタカ 東京都 1:12:02

215 5281 小林 昌樹 コバヤシ マサキ 佐倉市 佐倉陸上クラブ 1:12:04

216 5278 三浦 慶伍 ミウラ ケイゴ 東京都 1:12:10

217 5210 鈴木 大介 スズキ ダイスケ 茨城県 1:12:30

218 5266 白水 貴大 シロウズ タカヒロ 千葉市 1:12:46

219 5430 梅谷 健太 ウメタニ ケンタ 習志野市 1:12:46

220 5374 佐々木 優 ササキ ユタカ 我孫子市 1:12:46

221 5017 増本 裕 マスモト ユタカ 匝瑳市 ＰＡＣ　ＲＣ 1:12:53

222 5003 多田 浩則 タダ ヒロノリ 東京都 東京陸協 1:13:02

223 5292 伊藤 潤 イトウ ジュン 市川市 1:13:03

224 5194 齋藤 隆義 サイトウ タカヨシ 船橋市 突っ込んでなんぼ隊 1:13:06

225 5267 菊地 興時 キクチ コウジ 佐倉市 1:13:23

226 5187 飯塚 貴之 イイヅカ タカユキ 袖ケ浦市 1:13:25

227 5063 根本 静也 ネモト シズヤ 柏市 ニッポンランナーズ柏 1:13:26

228 5158 和田 洋 ワダ ヒロシ 茨城県 1:13:49

229 5097 金井 功 カナイ イサオ 千葉市 1:13:53

230 5122 杉野 勝也 スギノ カツヤ 埼玉県 埼玉県庁走友会 1:13:57

231 5135 小泉 雅則 コイズミ マサノリ 東京都 1:13:57

232 5202 栗林 真人 クリバヤシ マサト 市川市 1:13:59

233 9004 緒形 尚也 オガタ ナオヤ 埼玉県 1:13:59

234 5440 正木 達哉 茂原市 ニッポンランナーズ 1:14:10

235 5222 岩野 嵩司 イワノ タカシ 東京都 1:14:18

236 9005 田宮 直樹 タミヤ ナオキ 四街道市 1:14:24

237 5170 塩田 智哉 シオタ トモヤ 八千代市 八千代ボンズ 1:14:30

238 5124 柴﨑 秀生 シバザキ ヒデオ 松戸市 松戸２１ＲＣ 1:14:33

239 5214 関屋 賢史 セキヤ タカフミ 神奈川県 東葛スペクターズ 1:14:41

240 5011 真行寺 孝幸 シンギョウジ タカユキ 山武郡 1:14:50

241 5016 三竹 英一郎 ミタケ エイイチロウ 柏市 オッティモ 1:14:51

242 5121 徳田 雅人 トクダ マサト 千葉市 トポス 1:14:55

243 5324 砂川 琢己 スナカワ タクミ 千葉市 1:15:00

244 5432 石嶋 博行 銚子市 アルプス山歩会 1:15:07

245 5182 猪股 将行 イノマタ ノブユキ 東京都 1:15:07
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246 5445 佐藤　仁彦 松戸市 チームゆりた 1:15:09

247 5022 萩原 亮 ハギワラ アキラ 習志野市 ＣＲ．ｍ 1:15:18

248 5302 諏訪 友太 スワ ユウタ 成田市 1:15:27

249 5181 稲葉 清 イナバ キヨシ 松戸市 松戸２１ＲＣ 1:15:31

250 5449 柏倉 宏光 千葉市 1:15:38

251 5168 秋元 教寛 アキモト ノリヒロ 君津市 1:15:42

252 5301 林 孝至 ハヤシ コウジ 旭市 1:15:47

253 5203 榎本 文彦 エノモト フミヒコ 東京都 1:15:52

254 5137 北坂 和浩 キタサカ カズヒロ 埼玉県 チームＯＨＳ 1:15:53

255 5080 海老原 幸司 エビハラ コウジ 松戸市 松戸２１ＲＣ 1:16:00

256 5105 石井 佑治 イシイ ユウジ 松戸市 1:16:04

257 5349 秋山 泰洋 アキヤマ タイヨウ 東京都 1:16:08

258 5447 宮井 英之 埼玉県 1:16:12

259 5364 中岡 慎 ナカオカ シン 四街道市 みそらＶＩＴＳ 1:16:16

260 5446 向井 茂 船橋市 1:16:26

261 5060 望月 和美 モチヅキ カズミ 市原市 ちはら台走友会 1:16:30

262 5260 野崎 勇司 ノザキ ユウジ 東京都 1:16:43

263 5247 渡邊 直人 ワタナベ ナオト 香取郡 1:16:46

264 5083 原田 幸昌 ハラダ ユキマサ 東京都 1:16:50

265 5068 松田 信泰 マツダ ノブヤス 神奈川県 1:16:51

266 5413 杉浦 俊和 スギウラ トシカズ 四街道市 みそらビッツ 1:17:01

267 5321 小林 裕平 コバヤシ ユウヘイ 習志野市 1:17:03

268 5079 小川 正行 オガワ マサユキ 八千代市 興産信用金庫 1:17:07

269 5093 横田 新二 ヨコタ シンジ 東京都 1:17:23

270 5360 富田 翔夫 トミタ カケフ 市川市 1:17:28

271 5059 真栄里 謙一 マエサト ケンイチ 東京都 1:17:33

272 5009 中島 大象 ナカシマ ダイゾウ 東京都 1:17:38

273 5036 山田 英邦 ヤマダ ヒデクニ 市原市 1:17:38

274 5219 大西 和隆 オオニシ カズタカ 東京都 日水物流 1:17:39

275 5089 三橋 竜也 ミツハシ タツヤ 船橋市 はやぶさ 1:17:42

276 5070 富澤 一也 トミザワ カズヤ 千葉市 第一三共株式会社 1:17:48

277 5123 井口 貴朗 イグチ タカアキ 千葉市 1:18:00

278 5315 荒井 建伍 アライ ケンゴ 成田市 1:18:11

279 5431 堤 雅義 我孫子市 江東マラソンクラブ 1:18:14

280 5151 平石 和帆 ヒライシ カズホ 栃木県 ぴかぴかクラブ 1:18:18
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281 5242 深澤 裕 フカザワ ユタカ 八千代市 Ｔ．Ｇ．Ｒ．Ｃ 1:18:23

282 5032 山口 昌典 ヤマグチ マサノリ 市原市 のびのびＲＣ 1:18:28

283 5438 古川 和広 松戸市 1:18:33

284 5375 吉野 滋輝 ヨシノ マサキ 八街市 聖隷佐倉市民病院 1:18:43

285 5319 村岡 紀幸 ムラオカ ノリユキ 長生郡 ＧｒｅｙＦＯＸ 1:18:46

286 5025 正井 英夫 マサイ ヒデオ 佐倉市 クロスワン 1:18:50

287 5298 池田 一郎 イケダ イチロウ 千葉市 ＪＳ 1:18:56

288 5116 武田 昌己 タケダ マサミ 印西市 チームブッズ 1:19:01

289 5055 大勝 俊次 オオカツ シュンジ 東京都 1:19:03

290 5038 鈴木 康行 スズキ ヤスユキ 柏市 松戸２１ＲＣ 1:19:12

291 5287 佐藤 裕一 サトウ ヒロカズ 佐倉市 1:19:13

292 5069 古山 健 コヤマ タケシ 神奈川県 1:19:15

293 5106 本田 光男 ホンダ ミツオ 我孫子市 太洋社ＲＣ 1:19:27

294 5367 大神 正宏 オオガミ マサヒロ 神奈川県 株式会社ラック 1:19:28

295 5314 熊田 喜安 クマダ ヨシヤス 北海道 浦安ハーフマラソン 1:19:33

296 5084 小長谷 晶 コハセ アキラ 銚子市 1:19:41

297 5155 實川 貴之 ジツカワ タカユキ 千葉市 駅伝マスターズ 1:19:44

298 5437 串田 惣治 山武市 成東A.C. 1:19:46

299 5309 田尾 年紀 タオ トシキ 成田市 グリーンパワーインベストメント 1:19:48

300 5365 初田 圭祐 ハツダ ケイスケ 船橋市 1:19:53

301 5371 小森谷 正晴 コモリヤ マサハル 成田市 1:19:55

302 5216 清水 達也 シミズ タツヤ 千葉市 アジア経済研究所 1:19:59

303 5276 佐藤 健 サトウ タケル 市川市 1:20:05

304 5034 竹川 結麻 タケガワ ユウマ 成田市 無所属 1:20:18

305 5002 多々良 貢 タタラ ミツギ 船橋市 行田公園走友会 1:20:24

306 5434 富岡 裕二 八千代市 八千代走友会 1:20:29

307 5043 完倉 秋喜 カンクラ アキヨシ 船橋市 ワンチャンズ 1:20:36

308 5414 中原 剛 ナカハラ タケシ 印西市 1:20:36

309 5362 鈴木 一路 スズキ イチロ 東京都 1:20:43

310 5012 小倉 晋洋 オグラ クニヒロ 八千代市 八千代ボンズ 1:20:46

311 9002 三浦 博隆 ミウラ ヒロタカ 市原市 ちはら台走友会 1:20:56

312 5023 金子 武司 カネコ タケシ 埼玉県 ＲＴミズシマ 1:21:01

313 5180 後藤 崇 ゴトウ タカシ 松戸市 1:21:03

314 5205 栗原 正明 クリハラ マサアキ 東京都 1:21:06

315 5370 木田 良徳 キダ ヨシノリ 神奈川県 1:21:06
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316 5355 足立 直哉 アダチ ナオヤ 千葉市 1:21:19

317 5078 町澤 国之 マチザワ クニユキ 茨城県 伊藤ハム 1:21:22

318 5296 津田 雅虎 ツダ マサトラ 成田市 Ｄａ２　Ｇ．Ａｃａｄｅｍｙ 1:21:26

319 5253 青木 裕幸 アオキ ヒロユキ 埼玉県 1:21:29

320 5336 川津 優貴 カワヅ ユウキ 東京都 1:21:33

321 5212 若井 塔児 ワカイ トウジ 白井市 東葛スペクターズ 1:21:34

322 5176 髙瀬 外茂之 タカセ トモユキ 千葉市 美走ランニングクラブ 1:21:40

323 5345 小川 泰徳 オガワ ヤスノリ 成田市 1:21:49

324 5323 湯浅 貴久 ユアサ タカヒサ 市川市 がねーしゃＲＣ 1:21:49

325 5231 高木 雅和 タカギ マサカズ 富里市 1:22:08

326 5166 東田 清三 ヒガシダ キヨゾウ 茨城県 1:22:15

327 5029 松田 紀豪 マツダ トシヒデ 茨城県 クラブＲ２東日本 1:22:18

328 5348 奥山 健志 オクヤマ ケンジ 東京都 江戸川 1:22:31

329 5376 古川 辰義 フルカワ タツヨシ 東金市 1:22:38

330 5001 松永 一志 マツナガ カズシ 千葉市 1:22:40

331 5439 川上 純 白井市 堀込第５ 1:22:45

332 5185 小林 真文 コバヤシ マフミ 船橋市 ＬＲＣ 1:22:49

333 5186 中島 茂 ナカジマ シゲル 千葉市 チームＴＴＨ 1:23:00

334 5213 佐藤 広義 サトウ ヒロヨシ 茨城県 日本製鉄鹿島 1:23:04

335 5111 石川 明 イシカワ アキラ 松戸市 1:23:12

336 5218 林 俊夫 ハヤシ トシオ 印西市 1:23:21

337 5140 秋葉 健次 アキバ ケンジ 我孫子市 1:23:42

338 5443 櫻井　勝昭 流山市 伊藤ハム(株) 1:23:49

339 5117 藤原 秋広 フジワラ アキヒロ 船橋市 若桜くらぶ 1:23:55

340 5420 黒木 賢二 クロギ ケンジ 木更津市 ブルースチーム 1:24:01

341 5224 山﨑 敬裕 ヤマザキ タカヒロ 匝瑳市 1:24:02

342 5377 島田 登仁 シマダ ノリヒト 東京都 1:24:09

343 5139 南 悠太 ミナミ ユウタ 千葉市 1:24:26

344 5035 吉村 建二郎 ヨシムラ ケンジロウ 柏市 西山ＲＣ 1:24:28

345 5419 堀 俊男 ホリ トシオ 茨城県 1:24:32

346 5299 川田 泰之 カワダ ヤスユキ 木更津市 クラブＲ２東日本 1:24:34

347 5159 安喜 健太郎 アキ ケンタロウ 東京都 安喜家 1:24:41

348 5326 佐間田 孝 サマダ タカシ 埼玉県 1:25:09

349 5199 鈴木 健正 スズキ ケンセイ 東京都 1:25:12

350 5125 小野 剛史 オノ ツヨシ 新潟県 1:25:14
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351 5143 金丸 哲男 カナマル テツオ 東京都 1:25:32

352 5411 篠塚 修 シノツカ オサム 八千代市 八千代ボンズ 1:25:44

353 5006 千田 秀夫 チダ ヒデオ 東京都 千田秀夫税理士事務所 1:25:45

354 5333 石川 綾佑 イシカワ リョウスケ 成田市 Ｄａ２　Ｇ．Ａｃａｄｅｍｙ 1:25:54

355 5028 福井 信也 フクイ シンヤ 東京都 1:25:59

356 5435 安本 隆 東京都 りんりん 1:26:35

357 5258 斎藤 敦 サイトウ アツシ 印西市 八千代ボンズ 1:26:44

358 5044 恩田 直一 オンダ ナオカズ 埼玉県 日本通信紙 1:26:53

359 5098 斎藤 雅人 サイトウ マサト 市原市 1:27:00

360 5008 菅井 和正 スガイ カズマサ 市川市 市川マラソンクラブ 1:27:00

361 5337 宮木 高明 ミヤキ タカアキ 木更津市 1:27:01

362 5013 赤星 拓 アカホシ タク 埼玉県 1:27:19

363 5144 加藤 康之 カトウ ヤスユキ 我孫子市 1:27:39

364 5237 堀口 貢由 ホリグチ ミツヨシ 茂原市 1:27:43

365 5131 杉山 隆 スギヤマ タカシ 習志野市 バンバンクラブ 1:27:44

366 5120 伊東 英治 イトウ エイジ 習志野市 1:27:55

367 5107 米村 慎太郎 ヨネムラ シンタロウ 柏市 チーム慎さん 1:27:59

368 5412 鷲尾 清隆 ワシオ キヨタカ 松戸市 株式会社聚楽 1:28:08

369 5268 南條 毅 ナンジョウ ツヨシ 八街市 ジャンカーズ 1:28:34

370 5272 金高 宏之 カネタカ ヒロユキ 富里市 ウッドワード 1:28:42

371 5129 須藤 智正 ストウ トモマサ 野田市 ＩＷＡＴＡ 1:29:10

372 5058 伊藤 道成 イトウ ミチナリ 印西市 フィエスタ 1:29:30

373 5211 石井 健二 イシイ ケンジ 松戸市 1:29:53

374 5442 坂本　雅優 大網白里市 1:30:06

375 5134 高橋 博道 タカハシ ヒロミチ 千葉市 とどろきＪＣ 1:30:09

376 5146 新井田 忍 ニイダ シノブ 東京都 ティティエイチ 1:30:13

377 5262 深谷 治彦 フカヤ ハルヒコ 茨城県 三水 1:30:39

378 5085 佐々木 義昭 ササキ ヨシアキ 千葉市 1:30:48

379 5162 池野 浩幸 イケノ ヒロユキ 我孫子市 1:31:09

380 5171 谷古宇 雅史 ヤコウ マサシ 印西市 ひより 1:31:20

381 5261 坂巻 良夫 サカマキ ヨシオ 柏市 やよい 1:31:23

382 5010 橋本 直之 ハシモト ナオユキ 神奈川県 大成横浜走友会 1:31:29

383 5101 篠塚 進 シノツカ ススム 印西市 1:31:44

384 5275 中村 典裕 ナカムラ ノリヒロ 千葉市 1:31:58

385 5165 松山 勉 マツヤマ ツトム 印西市 ブライトン 1:32:07
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386 5341 上野 哲史 ウエノ テツシ 柏市 1:32:30

387 5257 向 昭彦 ムカイ アキヒコ 千葉市 1:32:49

388 5087 長田 浩志 ナガタ ヒロシ 埼玉県 1:33:02

389 5424 倉田 一輝 クラタ カズキ 成田市 成田国際空港株式会社 1:33:09

390 5132 水町 勝平 ミズマチ ショウヘイ 流山市 みらい 1:33:31

391 5295 津田 雅敏 ツダ マサトシ 成田市 Ｄａ２　Ｇ．Ａｃａｄｅｍｙ 1:34:20

392 5190 森岡 賢治 モリオカ ケンジ 四街道市 千葉田園ＳＣ 1:35:03

393 5071 青柳 匡明 アオヤギ マサアキ 成田市 1:35:31

394 5138 海老塚 修 エビヅカ オサム 東京都 1:35:52

395 5417 前谷 祐亮 マエタニ ユウスケ 市原市 東千葉メディカルセンター 1:37:28

396 5433 正岡 久武 松戸市 大同そう会 1:38:12

397 5041 相磯 洋平 アイソ ヨウヘイ 東京都 1:39:43

398 5118 今崎 孝則 イマザキ タカノリ 柏市 Ｔ－ＧＵＴＳ改 1:40:00

399 5255 遠藤 暢根 エンドウ ノブモト 千葉市 みつきーズ 1:41:36

400 5054 佐藤 一彦 サトウ カズヒコ 松戸市 マラソン好き 1:43:08

401 5066 須藤 慶大 ストウ ヨシヒロ 埼玉県 加須北川辺ＳＲＣ 1:43:33

402 5145 鈴木 隆 スズキ タカシ 印西市 1:43:38

403 5092 鈴木 優幸 スズキ マサユキ 埼玉県 乃木坂４６山崎怜奈推し 1:44:58

404 5382 森 修一 モリ シュウイチ 船橋市 1:45:27

405 5076 昼間 幸一 ヒルマ コウイチ 埼玉県 1:46:05

406 5126 藤井 利哉 フジイ トシヤ 東京都 テクノクオーツ 1:56:33

407 5245 池田 伸一 イケダ シンイチ 市川市 チーム八幡 1:57:14
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