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順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1 138 蛭田 雄大 ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 福島県 いわき陸協 0:30:46
2 180 飯塚 匠 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 稲敷市 茨城陸協 0:31:30
3 162 請井 快星 ｳｹｲ ｶｲｾｲ 千葉県 東洋大学附属牛久高等学校 0:31:52
4 163 大弓 陽可 ｵｵﾕﾐ ﾊﾙｶ 千葉県 東洋大牛久 0:32:12
5 127 古山 大 ﾌﾙﾔﾏ ﾀｲｼ 龍ｹ崎市 0:32:56
6 158 山崎 純弥 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 笠間市 我流ΑС 0:33:28
7 160 深澤 陸 ﾌｶｻﾜ ﾘｸ つくば市 東京大学大学院 0:33:30
8 167 田口 礼 ﾀｸﾞﾁ ﾚｲ 千葉県 柏市立柏高等学校 0:34:00
9 166 高山 颯木 ﾀｶﾔﾏ ｿｳｷ 千葉県 柏市立柏高校 0:34:13

10 132 根本 成 ﾈﾓﾄ ﾅﾙ 阿見町 0:34:20
11 165 鈴木 翔大 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 千葉県 柏市立柏高校 0:34:26
12 156 田島 善 ﾀｼﾞﾏ ｾﾞﾝ 千葉県 市立柏高校 0:34:33
13 159 宮本 健矢 ﾐﾔﾓﾄ ｹﾝﾔ 阿見町 明大同 0:35:21
14 153 一宮 優世 ｲﾁﾉﾐﾔ ﾕｳｾｲ 千葉県 市立柏 0:35:39
15 150 佐々木 翔太 ｻｻｷ ｼｮｳﾀ 千葉県 ランニングシープ 0:35:51
16 170 鈴木 瑛士 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 龍ｹ崎市 牛久走友会 0:35:59
17 155 荏原 琉清 ｴﾊﾞﾗ ﾘｭｳｾｲ 千葉県 市立柏高校 0:36:08
18 168 眞田 凛太郎 ｻﾅﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 千葉県 柏市立柏高等学校 0:38:00
19 109 岡田 佑樹 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 取手市 0:38:58
20 122 前川 健斗 ﾏｴｶﾜ ｹﾝﾄ 栃木県 0:39:12
21 176 岩瀬 大周 ｲﾜｾ ﾀｲｼｭｳ つくば市 筑波大学 0:40:20
22 128 藤井 勇樹 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ つくば市 0:40:34
23 151 河合 昌斗 ｶﾜｲ ﾏｻﾄ 千葉県 ランニングシープ 0:41:23
24 164 大島 優太朗 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾀﾛｳ つくばみらい市 東洋学園大学 0:42:37
25 113 白神 亮 ｼﾗｶﾞﾐ ｱｷﾗ つくばみらい市 0:42:43
26 103 仲尾 一輝 ﾅｶｵ ｶｽﾞｷ 牛久市 0:42:54
27 175 岡村 哲 ｵｶﾑﾗ ﾃﾂ 東京都 秀門会 0:43:23
28 135 株木 悠汰 ｶﾌﾞｷ ﾕｳﾀ 牛久市 0:43:32
29 115 前島 健志郎 ﾏｴｼﾏ ｹﾝｼﾛｳ つくば市 0:43:37
30 171 森 晴輝 ﾓﾘ ﾊﾙｷ 牛久市 牛久高校 0:43:53
31 136 小川 穂高 ｵｶﾞﾜ ﾎﾀﾞｶ 阿見町 0:44:16
32 183 大野 希 ｵｵﾉ ﾉｿﾞﾐ 龍ｹ崎市 龍ケ崎市役所 0:44:21
33 154 倉部 陽輝 ｸﾗﾍﾞ ﾊﾙｷ 千葉県 市立柏高校 0:44:41
34 110 小林 蒼徠 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 阿見町 0:45:02
35 105 辻 尚宏 ﾂｼﾞ ﾅｵﾋﾛ 牛久市 0:45:13
36 129 長谷川 隼平 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ かすみがうら市 0:45:28
37 126 柳下 昌慶 ﾔｷﾞｼﾀ ﾏｻﾖｼ つくば市 0:45:36
38 111 岩倉 浩土 ｲﾜｸﾗ ﾋﾛﾄ 牛久市 0:46:10
39 123 白野 巽也 ｼﾛﾉ ﾀﾂﾔ 龍ｹ崎市 0:46:18
40 143 川村 和生 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞｷ 東京都 アグロ カネショウ株式会社 0:46:54
41 112 桜井 瑠斗 ｻｸﾗｲ ﾘｭｳﾄ 牛久市 0:47:06
42 114 菊地 勇汰 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ つくば市 0:47:38
43 137 鈴木 俊輝 ｽｽﾞｷ ﾄｼｷ つくば市 0:47:42
44 157 大原 青空 ｵｵﾊﾗ ｿﾗ 千葉県 市立柏高校 0:47:49
45 133 梅原 道晶 ｳﾒﾊﾗ ﾐﾁｱｷ 土浦市 0:47:51
46 145 石井 優之介 ｲｼｲ ﾕｳﾉｽｹ 埼玉県 アグロカネショウ株式会社 0:48:14
47 130 安孫子 照 ｱﾋﾞｺ ﾃﾙ 千葉県 0:49:40
48 148 佐藤 拓斗 ｻﾄｳ ﾀｸﾄ 牛久市 デポカー 0:49:42
49 125 三浦 晃介 ﾐｳﾗ ｺｳｽｹ 群馬県 0:50:23
50 174 金子 祐己 ｶﾈｺ ﾕｳｷ つくば市 硝和ガラス株式会社 0:52:20
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51 144 廣田 哲也 ﾋﾛﾀ ﾃﾂﾔ 栃木県 アグロ カネショウ株式会社 0:52:27
52 118 岩井 悠記 ｲﾜｲ ﾕｳｷ 阿見町 0:52:49
53 139 蛭田 翔汰郎 ﾋﾙﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 土浦市 しみず整形リハビリクリニック 0:53:43
54 107 瀧 貴裕 ﾀｷ ﾀｶﾋﾛ 牛久市 0:53:47
55 106 小林 征馬 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾏ 土浦市 0:53:52
56 101 西川 勇基 ﾆｼｶﾜ ﾕｳｷ 牛久市 0:54:07
57 147 五十木 聡史 ｲｿｷﾞ ｻﾄｼ 埼玉県 アグロカネショウ（株） 0:54:47
58 179 相澤 厚汰 ｱｲｻﾞﾜ ｺｳﾀ つくば市 茨城県警察牛久警察署 0:55:09
59 146 小島 嵩平 ｵｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ つくばみらい市 アグロカネショウ株式会社 0:57:02
60 102 野尻 紘貴 ﾉｼﾞﾘ ｺｳｷ つくば市 0:58:04
61 124 小川 駿介 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 利根町 1:00:35
62 121 小林 寛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 牛久市 1:05:27
63 181 松本 陸玖 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 取手市 藤代紫水高校 1:06:17
64 182 向井 優真 ﾑｶｲ ﾕｳﾏ 牛久市 龍ケ崎南高等学校 1:07:18
65 119 山口 晃平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 牛久市 1:07:41
66 120 山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 牛久市 1:07:42
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