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1 229 平山 大智 ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ つくば市 0:33:06
2 254 高津戸 拓実 ﾀｶﾂﾄ ﾀｸﾐ 阿見町 0:33:21
3 246 小松崎 慎 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾏｺﾄ 土浦市 0:33:25
4 334 駒木根 一弘 ｺﾏｷﾈ ｶｽﾞﾋﾛ 阿見町 土浦自衛隊 0:33:36
5 340 西片 優二 ﾆｼｶﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都 板橋陸協 0:34:35
6 215 坂入 徹彦 ｻｶｲﾘ ｱｷﾋｺ つくば市 0:34:41
7 343 市毛 大也 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾔ 牛久市 牛久走友会 0:34:58
8 275 小豆澤 翔 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ｼｮｳ 千葉県 0:35:34
9 322 重本 幸雄 ｼｹﾞﾓﾄ ﾕｷｵ 龍ｹ崎市 キヤノン 0:35:50

10 359 谷田部 隆一 ﾔﾀﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 那珂市 ＭＲＣ 0:36:49
11 262 関 才門 ｾｷ ｻｲﾓﾝ つくば市 0:37:30
12 264 松本 恵太 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲﾀ 牛久市 0:38:35
13 338 佐久間 康行 ｻｸﾏ ﾔｽﾕｷ 東京都 東京陸協 0:38:46
14 350 遠藤 勇祐 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 東京都 虎の門病院 0:39:08
15 273 浅利 知宏 ｱｻﾘ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 0:39:16
16 347 金子 孝敬 ｶﾈｺ ﾀｶﾖｼ 千葉県 硝和マラソン部 0:39:33
17 309 小島 裕貴 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｷ 千葉県 0:39:38
18 259 志水 克人 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾄ 牛久市 0:39:46
19 361 中島 紀彦 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾋｺ つくばみらい市 ＳＴＲＩＤＥＳ／谷和原走友会 0:39:55
20 303 中泉 英行 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 水戸市 0:39:55
21 290 及川 俊也 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾔ つくば市 0:40:06
22 277 福田 竜一 ﾌｸﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 土浦市 0:40:54
23 209 井能 孝典 ｲﾉｳ ﾀｶﾉﾘ つくば市 0:41:15
24 280 深谷 征郎 ﾌｶﾔ ｾｲﾛｳ 牛久市 0:41:34
25 294 竹下 悠史 ﾀｹｼﾀ ﾕｳｼﾞ 千葉県 0:42:11
26 230 一ノ瀬 武 ｲﾁﾉｾ ﾀｹﾙ 牛久市 0:42:18
27 316 大喜多 勝利 ｵｵｷﾀ ﾏｻﾄｼ 牛久市 みどり野チャペル 0:42:23
28 225 榎本 武弘 ｴﾉﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ 牛久市 0:42:24
29 270 澤口 諭一 ｻﾜｸﾞﾁ ﾕｲﾁ 守谷市 0:42:31
30 222 関 泰徳 ｾｷ ﾔｽﾉﾘ 石岡市 0:42:45
31 203 三上 貴大 ﾐｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 牛久市 0:43:03
32 314 柳井 太郎 ﾔﾅｲ ﾀﾛｳ 牛久市 ぺんぎん村 0:43:40
33 345 塙 賢祐 ﾊﾅﾜ ｹﾝｽｹ 水戸市 石岡郵便局 0:43:46
34 223 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 千葉県 0:43:51
35 211 井上 淳 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝ 牛久市 0:44:01
36 201 弦巻 佑樹 ﾂﾙﾏｷ ﾕｳｷ 千葉県 0:44:05
37 213 箱田 望 ﾊｺﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ つくば市 0:44:29
38 284 鵜澤 逸人 ｳｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 千葉県 0:44:59
39 307 冨田 大晶 ﾄﾐﾀ ﾋﾛｱｷ 土浦市 0:45:31
40 218 井戸上 亮 ｲﾄﾞｳｴ ﾏｺﾄ 牛久市 0:46:49
41 295 齋藤 雄太 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀ つくばみらい市 0:46:52
42 354 高橋 裕章 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 千葉県 須賀工業陸上部 0:47:08
43 355 石垣 良太 ｲｼｶﾞｷ ﾘｮｳﾀ 牛久市 ＡＵＴＯＬＩＶ 0:47:09
44 240 瀧 健郎 ﾀｷ ﾀｹｵ つくば市 0:47:31
45 299 岡田 章宏 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ かすみがうら市 0:47:31
46 344 青山 直毅 ｱｵﾔﾏ ﾅｵｷ 牛久市 牛久走友会 0:48:16
47 221 宮崎 貴寛 ﾐﾔｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 牛久市 0:48:29
48 266 小野 崇 ｵﾉ ﾀｶｼ つくばみらい市 0:48:41
49 202 高橋 大貴 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 栃木県 0:48:53
50 219 高野 明博 ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:49:03
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51 293 前田 一行 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 0:49:12
52 205 岡野 智倫 ｵｶﾉ ﾄﾓﾉﾘ 利根町 0:49:29
53 363 芦崎 年洋 ｱｼｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 稲敷市 硝和ガラス 株式会社 0:49:36
54 362 札 将行 ﾌﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 牛久市 ヴェゼロ牛久 0:49:51
55 271 福島 友基 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓｷ 土浦市 0:50:00
56 358 坂本 誠二 ｻｶﾓﾄ ｾｲｼﾞ つくば市 ＫＲＣ 0:50:10
57 224 高山 直人 ﾀｶﾔﾏ ﾅｵﾄ 土浦市 0:50:12
58 206 政山 和喜 ﾏｻﾔﾏ ｶｽﾞｷ 牛久市 0:50:17
59 331 半澤 寿樹 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄｼｷ つくば市 伊藤製鉄所 0:50:29
60 328 西岡 良祐 ﾆｼｵｶ ﾘｮｳｽｹ 牛久市 デポカー 0:50:36
61 279 小林 啓之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 水戸市 0:50:39
62 238 大瀬 哲 ｵｵｾ ｻﾄｼ 土浦市 0:50:40
63 268 杉本 健 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 龍ｹ崎市 0:51:10
64 236 荒川 直仁 ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾋﾄ 牛久市 0:51:14
65 335 山口 一茂 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｼｹﾞ 石岡市 岡村さんと愉快な仲間たち 0:51:15
66 216 佐々木 祐輔 ｻｻｷ ﾕｳｽｹ 阿見町 0:51:45
67 237 大山 俊一 ｵｵﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 牛久市 0:51:49
68 302 小川 崇 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 牛久市 0:51:59
69 234 桐原 和也 ｷﾘﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 牛久市 0:52:22
70 313 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 牛久市 ひたち野ライズ 0:52:34
71 272 平嶋 昂 ﾋﾗｼﾏ ﾀｶｼ 牛久市 0:53:19
72 239 吉田 知也 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ 牛久市 0:53:21
73 349 菅原 千尋 ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾋﾛ 阿見町 荒牛走友会 0:53:26
74 298 齋藤 一視 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｼ 牛久市 0:53:50
75 318 花形 聡 ﾊﾅｶﾞﾀ ｻﾄｼ 埼玉県 アグロカネショウ 0:53:52
76 291 宮内 稔 ﾐﾔｳﾁ ﾐﾉﾙ 牛久市 0:54:03
77 231 渡邉 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 牛久市 0:54:05
78 324 油原 康太朗 ﾕﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 稲敷市 タップスイミング龍ケ崎スクール 0:54:10
79 242 正野 大輔 ﾏｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ 守谷市 0:54:31
80 249 渡辺 毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 牛久市 0:54:41
81 329 大木 隼 ｵｵｷ ｼﾞｭﾝ 八千代町 デポカー 0:54:43
82 319 奥 康史 ｵｸ ﾔｽｼ 埼玉県 アグロ カネショウ 0:54:56
83 296 石塚 雅大 ｲｼﾂｶ ﾏｻﾋﾛ 守谷市 0:55:03
84 278 大村 康朗 ｵｵﾑﾗ ﾔｽｱｷ 牛久市 0:55:09
85 305 中村 光夫 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 龍ｹ崎市 0:55:16
86 357 藤田 和宏 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 下妻市 ＥＳＣ 0:55:42
87 232 神原 秀亮 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 牛久市 0:56:18
88 227 伊藤 仁樹 ｲﾄｳ ﾋﾄｷ 牛久市 0:56:22
89 250 菊地 竜斗 ｷｸﾁ ﾘｭｳﾄ 牛久市 0:57:01
90 315 佐藤 槙吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 石岡市 ぺんてる 0:57:27
91 281 吉岡 昭平 ﾖｼｵｶ ｼｮｳﾍｲ 牛久市 0:57:45
92 263 西野 茂 ﾆｼﾉ ｼｹﾞﾙ 牛久市 0:57:54
93 220 大原 和剛 ｵｵﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 牛久市 0:58:28
94 320 相澤 亮 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 東京都 アグロカネショウ株式会社 0:58:58
95 326 大和田 一樹 ｵｵﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ 牛久市 デポカー 0:59:06
96 287 浅野 玲生 ｱｻﾉ ﾚｵ 牛久市 0:59:16
97 317 加藤 俊 ｶﾄｳ ｼｭﾝ 牛久市 めありん 0:59:20
98 342 片野 健太郎 ｶﾀﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 片野健太郎 0:59:29
99 301 花立 厳 ﾊﾅﾀﾃ ｹﾞﾝ 千葉県 1:00:12

100 300 宮崎 貴也 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾔ 牛久市 1:00:36
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101 245 岡田 拓也 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 牛久市 1:00:47
102 282 野口 徹 ﾉｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 阿見町 1:01:05
103 252 苅部 裕規 ｶﾙﾍﾞ ﾋﾛｷ 牛久市 1:01:05
104 255 堀越 敬雄 ﾎﾘｺｼ ﾋﾛｵ 龍ｹ崎市 1:01:06
105 297 東ケ崎 貴之 ﾄｳｶﾞｻｷ ﾀｶﾕｷ 小美玉市 1:01:08
106 217 庭山 貴嗣 ﾆﾜﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 1:01:08
107 321 松本 明宏 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 牛久市 アステラス製薬 1:01:21
108 253 余吾 勇亮 ﾖｺﾞ ﾕｳｽｹ 牛久市 1:01:26
109 330 佐藤 光秋 ｻﾄｳ ﾐﾂｱｷ 取手市 モバイルコミュニケーションズ 1:01:36
110 304 平野 公一朗 ﾋﾗﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 阿見町 1:01:44
111 308 城戸 達矢 ｷﾄﾞ ﾀﾂﾔ 水戸市 1:01:58
112 212 横松 隼斗 ﾖｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 栃木県 1:02:25
113 306 冨永 竜彦 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾂﾋｺ 栃木県 1:02:27
114 323 西潟 直基 ﾆｼｶﾀ ﾅｵｷ 牛久市 キヤノン 1:02:28
115 204 佐々木 佳祐 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 牛久市 1:02:36
116 341 長面川 彰太 ﾅﾒｶﾜ ｼｮｳﾀ 千葉県 株式会社鳥羽洋行 1:02:47
117 233 山下 勝彦 ﾔﾏｼﾀ ｶﾂﾋｺ 牛久市 1:03:05
118 353 千葉 耀太 ﾁﾊﾞ ﾖｳﾀ つくばみらい市 須賀工業陸上部 1:03:44
119 210 平田 真也 ﾋﾗﾀ ｼﾝﾔ つくば市 1:03:52
120 235 近江 翔太 ｵｳﾐ ｼｮｳﾀ つくば市 1:04:01
121 256 仁平 和樹 ﾆﾍｲ ｶｽﾞｷ 筑西市 1:04:49
122 356 道川 俊 ﾐﾁｶﾜ ｼｭﾝ 日立市 ＥＳＣ 1:05:07
123 339 石原 誉士 ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 龍ｹ崎市 東洋鍛工 1:05:38
124 260 対馬 進 ﾂｼﾏ ｼﾝ 牛久市 1:06:06
125 325 蛯原 大輔 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 取手市 デジマ 1:06:33
126 289 山邊 知宏 ﾔﾏﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ つくば市 1:07:19
127 312 伊師 裕人 ｲｼ ﾋﾛﾄ 東京都 ちゃんみよＴＶ 1:07:24
128 327 宮田 啓佑 ﾐﾔﾀ ｹｲｽｹ 土浦市 デポカー 1:07:42
129 310 酒井 翔太 ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 水戸市 1:08:14
130 283 池田 和広 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 1:08:17
131 228 末冨 朋治 ｽｴﾄﾞﾐ ﾄﾓﾊﾙ 阿見町 1:09:38
132 286 菅原 直尊 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾀｶ 埼玉県 1:12:38
133 241 堀口 茂朗 ﾎﾘｸﾞﾁ ｼｹﾞｵ 牛久市 1:13:31
134 248 石井 佑典 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 土浦市 1:14:15
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