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２区6.0km
１区6.3km
高橋 拓巳
長田 将喜
三芳・飛翔ＲＣ 館山神余ＡＣ
19’07”
17’54”
高橋 拓巳
野々口 範一
三芳・飛翔ＲＣ
19’07” (1)
37’08” (1)
2゜05’17”
18’01” (2)
三浦 正樹
長田 将喜
館山神余ＡＣ
23’08” (16)
41’02” (3)
2゜11’24”
17’54” (1)
鴇田 昌也
田村 遼太郎
長狭高校
20’00” (2)
39’53” (2)
2゜13’43”
19’53” (3)
柿本 勇和
望月 義治
海自館山
21’37” (8)
42’11” (6)
2゜14’12”
20’34” (6)
庄司 俊太
鈴木 政洋
和田Ａ
21’06” (4)
41’34” (4)
2゜14’58”
20’28” (5)
鈴木 良典
冨田 和也
安房高校
22’05” (10)
43’06” (7)
2゜16’30”
21’01” (8)
鈴木 祥一
酒井 悠哉
館山総合高校
21’58” (9)
44’13” (11)
2゜18’34”
22’15” (12)
竹内 智亮
網代 裕作
安房拓心高校
21’30” (7)
43’39” (9)
2゜18’39”
22’09” (11)
髙木 教之
鈴木 友和
白浜・千倉
20’56” (3)
43’57” (10)
2゜21’10”
23’01” (16)
渡邊 裕基
原 大輔
館山若潮走友会Ａ
21’24” (6)
41’44” (5)
2゜21’56”
20’20” (4)
加藤 晴也
上之園 友輔
安房消防
25’01” (26)
46’32” (15)
2゜25’42”
21’31” (9)
羽山 健
谷貝 幸洋
ＫＡＭＥ-ＳＵＮ Ⅰ
22’41” (12)
46’30” (14)
2゜27’56”
23’49” (20)
堀江 智
押元 秀行
千倉ＪＣ-Ａ
23’41” (17)
47’30” (18)
2゜29’18”
23’49” (20)
中村 真吾
岩崎 憲司
鋸南体協
21’10” (5)
43’14” (8)
2゜30’26”
22’04” (10)
近藤 津世志
真田 英明
和田Ｂ
23’51” (18)
46’26” (13)
2゜30’41”
22’35” (13)
阿部 雅文
鈴木 武
館山神余ＲＣ
23’52” (19)
46’34” (16)
2゜35’22”
22’42” (14)
河上 大介
黒田 昂志
海自館山 銃剣道部
22’54” (14)
48’22” (22)
2゜35’38”
25’28” (26)
鈴木 清和
真田 賢一
千倉ＪＣ-Ｂ
25’09” (27)
51’34” (29)
2゜36’30”
26’25” (29)

３区4.3km
押元 渉
三芳・飛翔ＲＣ
13’36”
押元 渉
50’44” (1)
13’36” (1)
田中 裕太
56’05” (3)
15’03” (3)
秋葉 大輝
55’49” (2)
15’56” (7)
野村 佳史
58’12” (5)
16’01” (8)
瀬戸口 直雅
58’29” (6)
16’55” (14)
関 大哉
59’16” (9)
16’10” (9)
網仲 将司
59’10” (8)
14’57” (2)
石川 元晴
59’17” (10)
15’38” (6)
上野 健太
59’03” (7)
15’06” (4)
崎田 弘
57’08” (4)
15’24” (5)
粕谷 和紀
1゜03’17” (13)
16’45” (11)
黒川 晃匡
1゜04’01” (15)
17’31” (18)
唐鎌 浩一
1゜04’25” (16)
16’55” (14)
池田 将彰
1゜02’08” (11)
18’54” (22)
近藤 雅志
1゜03’15” (12)
16’49” (13)
佐野 弘騎
1゜03’58” (14)
17’24” (17)
金浜 希帆
1゜06’59” (19)
18’37” (21)
山田 章
1゜08’20” (22)
16’46” (12)

平成23年12月4日
４区5.7km
５区5.4km
戸叶 隼人
稲葉 裕也
海自館山
三芳・飛翔ＲＣ
18’28”
19’32”
宇山 雄太
稲葉 裕也
1゜09’13” (1) 1゜28’45” (1)
18’29” (2)
19’32” (1)
安西 久夫
鈴木 翔士
1゜15’39” (3) 1゜36’22” (2)
19’34” (5)
20’43” (4)
石井 健椰
黒川 倖平
1゜14’39” (2) 1゜37’07” (4)
18’50” (3)
22’28” (10)
戸叶 隼人
田口 哲也
1゜16’40” (4) 1゜36’54” (3)
18’28” (1)
20’14” (2)
大野 勇気
川名 秀
1゜18’14” (5) 1゜39’09” (6)
19’45” (6)
20’55” (5)
吉田 浩崇
中村 巴大
1゜18’32” (6) 1゜38’57” (5)
19’16” (4)
20’25” (3)
小泉 大輔
結縄 翔太
1゜19’06” (7) 1゜40’24” (7)
19’56” (7)
21’18” (6)
伊藤 将
安西 好司
1゜19’38” (8) 1゜41’04” (8)
20’21” (9)
21’26” (7)
保田 俊実
林 龍一
1゜21’24” (10) 1゜42’51” (9)
22’21” (17)
21’27” (9)
西川 忠志
小林 太
1゜19’40” (9) 1゜43’35” (10)
22’32” (18)
23’55” (16)
仲村 優一
吉田 和博
1゜25’00” (12) 1゜46’26” (11)
21’43” (12)
21’26” (7)
曳田 遼輔
小高 亮太
1゜24’21” (11) 1゜47’49” (12)
20’20” (8)
23’28” (13)
松本 省吾
堀江 幸雄
1゜26’21” (15) 1゜49’32” (13)
21’56” (13)
23’11” (11)
福原 裕也
川名 健太
1゜25’29” (14) 1゜50’41” (15)
23’21” (21)
25’12” (20)
八代 和磨
水野 好幸
1゜27’35” (17) 1゜51’22” (16)
24’20” (26)
23’47” (15)
赤羽 康嗣
小峰 重男
1゜25’21” (13) 1゜50’26” (14)
21’23” (11)
25’05” (19)
菅野 雄基
吉岡 光太郎
1゜31’12” (20) 1゜56’55” (20)
24’13” (24)
25’43” (23)
佐々木 究
佐藤 和男
1゜28’50” (18) 1゜52’19” (17)
20’30” (10)
23’29” (14)

６区5.5km
山田 勉
和田Ａ
20’05”
川名 洸平
1゜49’52” (1)
21’07” (5)
挼庭 康則
1゜57’26” (2)
21’04” (4)
栗原 知也
1゜58’43” (3)
21’36” (10)
大橋 達也
1゜59’10” (4)
22’16” (11)
山田 勉
1゜59’14” (5)
20’05” (1)
三澤 翔平
2゜00’04” (6)
21’07” (5)
結縄 昂平
2゜03’02” (8)
22’38” (15)
市川 貴弘
2゜02’32” (7)
21’28” (8)
相川 嘉人
2゜03’33” (9)
20’42” (3)
平山 利行
2゜05’08” (10)
21’33” (9)
黒川 哲男
2゜09’33” (11)
23’07” (19)
堀江 均
2゜10’26” (12)
22’37” (14)
高木 一洋
2゜12’27” (14)
22’55” (17)
亀田 孝
2゜14’01” (15)
23’20” (20)
始関 達也
2゜11’50” (13)
20’28” (2)
中間 則雄
2゜14’28” (16)
24’02” (23)
小島 恭介
2゜18’21” (18)
21’26” (7)
秋山 幸喜
2゜17’46” (17)
25’27” (26)

７区4.4km
赤羽 辰望
館山神余ＡＣ
13’58”
三井 伸也
2゜05’17” (1)
15’25” (4)
赤羽 辰望
2゜11’24” (2)
13’58” (1)
長島 秀弥
2゜13’43” (3)
15’00” (2)
垣内 滉基
2゜14’12” (4)
15’02” (3)
吉野 広
2゜14’58” (5)
15’44” (6)
川名 美紀
2゜16’30” (6)
16’26” (10)
宇山 祥巨
2゜18’34” (7)
15’32” (5)
小林 祥也
2゜18’39” (8)
16’07” (7)
満田 茂
2゜21’10” (9)
17’37” (16)
酒井 伸一
2゜21’56” (10)
16’48” (11)
稲葉 匡史
2゜25’42” (11)
16’09” (8)
戸田 友輔
2゜27’56” (12)
17’30” (14)
杉山 俊博
2゜29’18” (13)
16’51” (12)
伊藤 光
2゜30’26” (14)
16’25” (9)
間宮 幸恵
2゜30’41” (15)
18’51” (25)
加藤 優貴
2゜35’22” (16)
20’54” (32)
山本 慎吾
2゜35’38” (17)
17’17” (13)
山田 正一
2゜36’30” (18)
18’44” (22)
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全３７．６km
氏名
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１区6.3km
２区6.0km
高橋 拓巳
長田 将喜
三芳・飛翔ＲＣ 館山神余ＡＣ
19’07”
17’54”
小原 壽雄
網代 実
白浜・千倉Ｂ
24’06” (21)
47’53” (21)
2゜41’36”
23’47” (19)
小柴 真祐
米倉 健太
ＫＡＭＥ-ＳＵＮ Ⅲ
25’28” (28)
46’21” (12)
2゜41’36”
20’53” (7)
薄田 正一
鈴木 順一郎
館山若潮走友会Ｂ
24’29” (24)
49’12” (26)
2゜42’00”
24’43” (23)
安田 英伸
安田 和巳
ＴＡＳＵＫＩ
24’43” (25)
47’43” (20)
2゜42’28”
23’00” (15)
出町 光弘
石川 政明
三芳健走会
26’03” (31)
52’18” (30)
2゜42’29”
26’15” (28)
芝田 光
岩嵜 智彦
1補施設
26’33” (32)
52’34” (31)
2゜42’58”
26’01” (27)
飯塚 博之
原 真吾
富浦学園
24’16” (22)
48’26” (23)
2゜43’57”
24’10” (22)
福田 和史
平島 和弥
安房教職員
24’00” (20)
49’04” (24)
2゜44’45”
25’04” (25)
チーム亀田 緑の軍
高久 太輝
田村 忠正
団
22’23” (11)
47’13” (17)
2゜47’21”
24’50” (24)
本橋 佳明
宮本 勝弘
房南走友会
22’56” (15)
49’21” (27)
2゜49’49”
26’25” (29)
西田 和徳
吉田 千晶
1補混成
24’22” (23)
47’36” (19)
2゜52’29”
23’14” (18)
吉田 仁夫
石井 大樹
ＫＡＭＥ-ＳＵＮ Ⅱ
25’57” (30)
49’06” (25)
2゜53’09”
23’09” (17)
佐藤 佳弘
安藤 勇介
安房スマイル
27’43” (33)
54’16” (32)
2゜55’07”
26’33” (31)
田中 伸明
黒政 晋太郎
館山小あしかび
32’50” (34) 1゜01’20” (34)
2゜57’26”
28’30” (33)
高橋 宣允
飯田 宏樹
北条メイト
25’56” (29)
59’29” (33)
3゜01’07”
33’33” (34)
佐藤 和也
平井 祐太
ＫＡＭＥ-ＳＵＮ Ⅳ
22’46” (13)
26’42” (32)

３区4.3km
押元 渉
三芳・飛翔ＲＣ
13’36”
本橋 清一
1゜08’36” (24)
20’43” (28)
立川 忍
1゜08’06” (21)
21’45” (32)
赤池 冨士男
1゜10’09” (28)
20’57” (30)
鈴木 智之
1゜07’42” (20)
19’59” (23)
庄司 常夫
1゜13’22” (30)
21’04” (31)
永井 宏尚
1゜12’38” (29)
20’04” (26)
石黒 哲司
1゜06’32” (18)
18’06” (20)
小倉 智浩
1゜09’44” (27)
20’40” (27)
野口 荘一
1゜04’56” (17)
17’43” (19)
小栗 学
1゜09’20” (25)
19’59” (23)
萩原 文人
1゜08’21” (23)
20’45” (29)
曽根 由美子
1゜13’36” (31)
24’30” (34)
朝原 美由紀
1゜16’53” (33)
22’37” (33)
庄司 健
1゜18’36” (34)
17’16” (16)
下村 圭
1゜15’48” (32)
16’19” (10)
石井 恭平

平成23年12月4日
４区5.7km
５区5.4km
戸叶 隼人
稲葉 裕也
海自館山
三芳・飛翔ＲＣ
18’28”
19’32”
岩井 志寿香
渡邊 歩
1゜34’23” (24) 2゜00’10” (24)
25’47” (27)
25’47” (24)
高浜 洋一
新垣 隼人
1゜32’13” (21) 1゜58’17” (21)
24’07” (23)
26’04” (25)
神作 敏夫
高橋 洋貴
1゜33’53” (23) 1゜59’13” (22)
23’44” (22)
25’20” (21)
星野 直人
福田 建一
1゜29’54” (19) 1゜55’35” (18)
22’12” (15)
25’41” (22)
加藤 義明
清水 照恵
1゜36’11” (27) 1゜59’22” (23)
22’49” (19)
23’11” (11)
松本 朗宏
山崎 倫史
1゜36’51” (29) 2゜01’41” (25)
24’13” (24)
24’50” (18)
大沼 乘龍
津金澤 典正
1゜35’20” (25) 2゜02’41” (27)
28’48” (32)
27’21” (27)
笹生 健一朗
宇山 望
1゜32’57” (22) 2゜01’42” (26)
23’13” (20)
28’45” (32)
関谷 英作
友辺 和哉
1゜27’05” (16) 1゜55’35” (18)
22’09” (14)
28’30” (31)
本橋 雅春
黒川 雄二
1゜37’59” (30) 2゜05’57” (29)
28’39” (31)
27’58” (30)
斉藤 芳浩
先崎 誠
1゜39’58” (31) 2゜07’39” (30)
31’37” (34)
27’41” (29)
宮内 貴俊
斉藤 達成
1゜35’54” (26) 2゜03’32” (28)
22’18” (16)
27’38” (28)
田中 菜々子
磯貝 大輔
1゜47’15” (34) 2゜11’58” (32)
30’22” (33)
24’43” (17)
渡邉 雅弘
森 崇
1゜44’49” (33) 2゜12’01” (33)
26’13” (28)
27’12” (26)
青木 康悦
田畑 祐輔
1゜42’53” (32) 2゜16’55” (34)
27’05” (29)
34’02” (33)
小林 賢一

６区5.5km
山田 勉
和田Ａ
20’05”
古川 周作
2゜23’30” (23)
23’20” (20)
石井 喜規
2゜20’51” (19)
22’34” (13)
日暮 靖
2゜23’36” (24)
24’23” (24)
山崎 勝
2゜21’33” (20)
25’58” (29)
米田 靖男
2゜23’13” (21)
23’51” (22)
斉藤 秀利
2゜24’21” (25)
22’40” (16)
岡田 和弘
2゜25’44” (26)
23’03” (18)
立野 幹夫
2゜27’09” (27)
25’27” (26)
八巻 伸
2゜23’27” (22)
27’52” (33)
鈴木 正之
2゜31’02” (28)
25’05” (25)
立島 稔
2゜34’11” (30)
26’32” (31)
佐藤 美帆
2゜32’44” (29)
29’12” (34)
大金 文晶
2゜34’24” (31)
22’26” (12)
小澤 崇史
2゜38’13” (33)
26’12” (30)
石井 雄大
2゜42’23” (34)
25’28” (28)
川名 敬紀

７区4.4km
赤羽 辰望
館山神余ＡＣ
13’58”
湯川 幸男
2゜41’36” (19)
18’06” (17)
奈良岡 俊介
2゜41’36” (19)
20’45” (31)
小沢 清
2゜42’00” (21)
18’24” (20)
加藤 美紀
2゜42’28” (22)
20’55” (33)
村田 二郎
2゜42’29” (23)
19’16” (27)
下玉利 愛
2゜42’58” (24)
18’37” (21)
花畑 康平
2゜43’57” (25)
18’13” (18)
芳賀 祥弘
2゜44’45” (26)
17’36” (15)
山崎 秀一郎
2゜47’21” (27)
23’54” (34)
伊介 正寿
2゜49’49” (28)
18’47” (24)
吉田 智子
2゜52’29” (29)
18’18” (19)
千澤 賢太郎
2゜53’09” (30)
20’25” (29)
大城 涼香
2゜55’07” (31)
20’43” (30)
相良 和久
2゜57’26” (33)
19’13” (26)
金澤 秀一
3゜01’07” (34)
18’44” (22)
八巻 一哉

20’03” (25)

34’02” (33)

26’39” (32)

20’03” (28)

