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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

1 677 半田 佑之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ つくば市 ストライズ 0:34:29
2 530 杉本 昌也 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾔ つくば市 0:34:48
3 679 徳原 健太郎 ﾄｸﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 ソンナバナナ 0:35:09
4 789 関 和則 ｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ 笠間市 ＩＲＦ 0:35:31
5 670 成島 毅 ﾅﾙｼﾏ ﾀｹｼ 牛久市 キンズ 0:35:43
6 733 岩渕 歩 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾕﾑ 石岡市 水戸ランナー塾 0:35:47
7 696 佐藤 圭 ｻﾄｳ ｹｲ 群馬県 上州ＡＣ 0:36:22
8 792 高田 英俊 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 牛久市 ＫＩＮＳ 0:36:30
9 759 須賀 慶 ｽｶﾞ ｹｲ 千葉県 秀門会 0:36:35

10 707 山崎 誉生 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｵ 牛久市 大塚水産 守谷ＩＴＣ 0:36:56
11 803 安達 功 ｱﾀﾞﾁ ｲｻｵ 桜川市 ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ 0:37:01
12 713 寄川 盛男 ﾖﾘｶﾜ ﾓﾘｵ 日立市 太田走友会 0:37:09
13 646 北原 俊 ｷﾀﾊﾗ ｼｭﾝ つくば市 つくばの風 0:37:13
14 776 自見 寿文 ｼﾞｹﾞﾝ ﾄｼﾌﾐ 常陸大宮市 雑走魂 0:37:15
15 569 鶴田 勇樹 ﾂﾙﾀ ﾕｳｷ かすみがうら市 0:37:35
16 648 岡野 智康 ｵｶﾉ ﾄﾓﾔｽ 神栖市 ひたちなか市陸恊 0:37:39
17 692 田中 真吾 ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 東京都 ローソンストア 0:37:53
18 750 関根 章 ｾｷﾈ ｱｷﾗ 牛久市 牛久走友会 0:38:21
19 671 加藤 大士 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 水戸市 クエスト陸上部 0:38:25
20 785 黒澤 昭彦 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾋｺ 日立市 ＤＲＡＧ１８０ 0:38:28
21 414 山際 勇二 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 千葉県 0:38:29
22 528 石川 智史 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 東京都 0:38:30
23 518 立柄 勝 ﾀﾁｶﾞﾗ ﾏｻﾙ つくば市 0:38:31
24 582 鈴木 幸夫 ｽｽﾞｷ ｻﾁｵ 神奈川県 0:38:51
25 749 渡邉 達也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ つくばみらい市 牛久走友会 0:38:54
26 697 松崎 俊文 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 福島県 亀岡シンジケート 0:39:03
27 718 池田 篤 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 美浦村 日本中央競馬会 0:39:26
28 714 熊谷 桂一 ｸﾏｶﾞｲ ｹｲｲﾁ つくば市 山岳民族 0:39:26
29 793 秋山 洋一 ｱｷﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 千葉県 ＫＯＭＯＲＩ 0:39:36
30 452 木村 尚史 ｷﾑﾗ ﾋｻｼ 龍ｹ崎市 0:39:39
31 767 井坂 靖 ｲｻｶ ﾔｽｼ 牛久市 茨城悶絶組合 0:39:41
32 421 高島 誠 ﾀｶｼﾏ ﾏｺﾄ 神奈川県 0:39:50
33 509 鮎川 陽一 ｱﾕｶﾜ ﾖｳｲﾁ 守谷市 0:39:56
34 681 小林 貴規 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 ソンナバナナ 0:39:57
35 676 粟津 信一 ｱﾜﾂﾞ ｼﾝｲﾁ つくば市 ストライズ 0:40:17
36 748 松村 良寛 ﾏﾂﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 牛久市 牛久走友会 0:40:30
37 788 佐藤 宏隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 埼玉県 ＥＴマラソン部 0:40:41
38 663 栗原 隆 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 ウイングＡＣ 0:40:44
39 797 小林 智彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋｺ つくば市 ＭＴＴ／ＳＴＲＩＤＥＳ 0:40:44
40 517 太田 博之 ｵｵﾀ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:40:52
41 484 渡部 洋一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 水戸市 0:40:57
42 471 榎本 幹大 ｴﾉﾓﾄ ﾐｷﾋﾛ 牛久市 0:40:57
43 572 播 義也 ﾊﾘ ﾖｼﾔ 埼玉県 0:41:04
44 726 和田 豊 ﾜﾀﾞ ﾕﾀｶ 埼玉県 株式会社中央経済社 0:41:05
45 768 辻本 篤志 ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 水戸市 茨城爆走会 0:41:06
46 802 石橋 将也 ｲｼﾊﾞｼ ﾏｻﾔ 千葉県 ＴＣＲＣ 0:41:07
47 531 福田 正義 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 土浦市 0:41:10
48 807 三村 好史 ﾐﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ かすみがうら市 ＴＯＰＧＵＮＳ 0:41:21
49 756 古宇田 貴史 ｺｳﾀ ﾀｶｼ つくば市 石岡ＴＲＣ 0:41:22
50 654 松岡 修平 ﾏﾂｵｶ ｼｭｳﾍｲ 取手市 へべれけ 0:41:22
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51 794 大竹 和亨 ｵｵﾀｹ ｶｽﾞﾄｼ 牛久市 ＫＲＣ 0:41:29
52 796 山本 由徳 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 神栖市 Ｍｔ，ｂｏｏｋ 0:41:32
53 700 川島 充博 ｶﾜｼﾏ ﾐﾂﾋﾛ つくば市 加波一族 0:41:36
54 499 竹内 優也 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾔ 牛久市 0:41:40
55 410 菅原 信平 ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 牛久市 0:41:45
56 781 渡部 晃彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋｺ 千葉県 ＣＲ２東日本 0:42:04
57 524 渋谷 正芳 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻﾖｼ 守谷市 0:42:18
58 580 村上 聡 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 牛久市 0:42:24
59 715 鈴木 順一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 小美玉市 岡村さんと愉快な仲間たち 0:42:29
60 601 甲斐崎 修二 ｶｲｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 0:42:38
61 664 文蔵 信行 ﾌﾐｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ つくばみらい市 ウルトラマンＴＡ 0:42:38
62 645 所 高士 ﾄｺﾛ ﾀｶｼ 土浦市 しゃんしんしょん 0:42:50
63 661 川崎 明 ｶﾜｻｷ ｱｷﾗ 土浦市 イバラキランナーズ 0:42:53
64 607 原内 聡 ﾊﾗｳﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 0:43:01
65 460 織本 雅也 ｵﾘﾓﾄ ﾏｻﾔ 稲敷市 0:43:01
66 734 高野 孝太郎 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ つくば市 水戸信用金庫 0:43:04
67 610 中村 友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 千葉県 0:43:07
68 744 深堀 敬介 ﾌｶﾎﾞﾘ ｹｲｽｹ 取手市 牛久走友会 0:43:09
69 719 加藤 守 ｶﾄｳ ﾏﾓﾙ ひたちなか市 日立水戸 0:43:19
70 516 金澤 学 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 0:43:20
71 597 小嶋 清史 ｵｼﾞﾏ ｷﾖﾌﾐ 下妻市 0:43:21
72 587 梅田 賀嗣 ｳﾒﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ 水戸市 0:43:28
73 503 蔭山 智之 ｶｹﾞﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 牛久市 0:43:34
74 412 泉谷 雅人 ｲｽﾞﾀﾆ ﾏｻﾄ 千葉県 0:43:44
75 547 宮崎 政幸 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 牛久市 0:43:45
76 455 片柳 裕志 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 牛久市 0:44:01
77 687 牧岡 憲之介 ﾏｷｵｶ ｹﾝﾉｽｹ つくば市 マッキーまちおか！ 0:44:10
78 443 伊藤 良幸 ｲﾄｳ ﾖｼﾕｷ 牛久市 0:44:11
79 408 添島 吉隆 ｿｴｼﾞﾏ ﾖｼﾀｶ 取手市 0:44:24
80 502 金子 陽 ｶﾈｺ ｱｷﾗ 牛久市 0:44:26
81 799 村上 大介 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 Ｑランナーズ 0:44:28
82 405 豊田 裕二 ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 牛久市 0:44:34
83 466 風見 慶浩 ｶｻﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 0:44:36
84 596 赤池 和彦 ｱｶｲｹ ｶｽﾞﾋｺ かすみがうら市 0:44:40
85 482 木下 哲志 ｷﾉｼﾀ ﾃﾂｼ 牛久市 0:44:40
86 627 柿崎 宜伸 ｶｷｻﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 美浦村 0:44:45
87 674 三宅 良太 ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾀ 千葉県 ジョイフル本田 0:44:45
88 411 水竹 宏道 ﾐｽﾞﾀｹ ﾋﾛﾐﾁ 牛久市 0:44:47
89 438 狩浦 正人 ｶﾘｳﾗ ﾏｻﾄ 牛久市 0:44:49
90 448 清水 幸太郎 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 阿見町 0:44:49
91 488 宮崎 仁 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾄｼ 牛久市 0:44:49
92 755 石塚 卓 ｲｼﾂｶ ﾀｶｼ 龍ｹ崎市 石塚動物園 0:45:05
93 745 高橋 泰史 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ 牛久市 牛久走友会 0:45:07
94 462 川北 昌幸 ｶﾜｷﾀ ﾏｻﾕｷ 東京都 0:45:13
95 498 原田 一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 守谷市 0:45:17
96 682 細谷 奨悟 ﾎｿﾔ ｼｮｳｺﾞ 河内町 タキイ種苗 0:45:21
97 575 将士 石田 ﾏｻｼ ｲｼﾀﾞ 取手市 0:45:36
98 490 長嶋 敏宏 ﾅｶﾞｼﾏ ﾄｼﾋﾛ 水戸市 0:45:36
99 536 川俣 祐介 ｶﾜﾏﾀ ﾕｳｽｹ 東京都 0:45:41

100 418 浦瀧 貴夫 ｳﾗﾀｷ ﾀｶｵ 取手市 0:45:45
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101 491 齋藤 和彦 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 0:45:45
102 790 田中 慶太郎 ﾀﾅｶ ｹｲﾀﾛｳ 守谷市 ＪＥ 0:45:57
103 760 梶山 真 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ 龍ｹ崎市 稲敷広域消防本部 牛久消防署 0:46:00
104 779 有国 圭司 ｱﾘｸﾆ ｹｲｼﾞ 取手市 龍ヶ崎済生会 0:46:07
105 426 長野 隆行 ﾅｶﾞﾉ ﾀｶﾕｷ かすみがうら市 0:46:09
106 721 大坂 宗仁 ｵｵｻｶ ﾑﾈﾋﾄ 埼玉県 有限会社オオサカ 0:46:15
107 563 菅谷 一行 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾕｷ 笠間市 0:46:21
108 559 梅原 昌樹 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｷ 神奈川県 0:46:31
109 774 若松 恵介 ﾜｶﾏﾂ ｹｲｽｹ 千葉県 酒々井弱走会 0:46:31
110 553 渡邉 和夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 龍ｹ崎市 0:46:36
111 470 青沼 雅文 ｱｵﾇﾏ ﾏｻﾌﾐ 阿見町 0:46:39
112 430 柳谷 義孝 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 0:46:42
113 463 横川 武弘 ﾖｺｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 牛久市 0:46:43
114 783 川野 博之 ｶﾜﾉ ﾋﾛﾕｷ 牛久市 ＤＮＰデータテクノ 0:46:45
115 662 鈴木 一 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 ウイングＡＣ 0:46:47
116 708 中村 尚司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ つくば市 大塚道場 0:46:49
117 736 伊藤 道大 ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ 東京都 法政大学大学院 0:46:53
118 566 上野 保裕 ｳｴﾉ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 0:47:02
119 770 佐野 真弘 ｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 牛久市 荒牛走友会 0:47:15
120 435 天野 俊明 ｱﾏﾉ ﾄｼｱｷ 阿見町 0:47:19
121 406 宗像 伸彦 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 鉾田市 0:47:20
122 444 坂本 康宏 ｻｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 0:47:20
123 666 山口 健太郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 エニタイムフィットネス牛久店 0:47:25
124 672 波塚 裕之 ﾅﾐﾂﾞｶ ﾋﾛﾕｷ 牛久市 コマツ茨城株式会社 0:47:28
125 657 田中 拓雄 ﾀﾅｶ ﾀｸｵ 埼玉県 れふてぃ 0:47:33
126 730 北條 雅則 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 栃木県 森の家 0:47:38
127 578 廣畑 哲男 ﾋﾛﾊﾀ ﾃﾂｵ 阿見町 0:47:41
128 614 広住 貴志 ﾋﾛｽﾞﾐ ﾀｶｼ 龍ｹ崎市 0:47:43
129 542 田中 亮 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 水戸市 0:47:54
130 450 吉田 浩孝 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 土浦市 0:47:58
131 604 飯間 真 ｲｲﾏ ｼﾝ 牛久市 0:47:59
132 603 松永 優年 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻﾄｼ 千葉県 0:48:16
133 613 河口 召伍 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 0:48:20
134 415 會沢 哲雄 ｱｲｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 取手市 0:48:24
135 505 佐藤 信幸 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ つくばみらい市 0:48:26
136 419 飯村 直樹 ｲｲﾑﾗ ﾅｵｷ 牛久市 0:48:30
137 473 片岡 正憲 ｶﾀｵｶ ﾏｻﾉﾘ 牛久市 0:48:33
138 626 塩川 直希 ｼｵｶﾜ ﾅｵｷ 東京都 0:48:33
139 705 山口 健作 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｻｸ 牛久市 土浦第一高等学校附属中学校 0:48:33
140 584 大野 吉繁 ｵｵﾉ ﾖｼｼｹﾞ 阿見町 0:48:36
141 571 吉田 和礼 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 牛久市 0:48:39
142 567 泉 智紀 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾉﾘ 土浦市 0:48:40
143 479 松井 一浩 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾋﾛ 牛久市 0:48:46
144 543 熊谷 剛志 ｸﾏｶﾞｲ ﾂﾖｼ 千葉県 0:49:00
145 501 藤中 直城 ﾌｼﾞﾅｶ ﾅｵｷ 龍ｹ崎市 0:49:09
146 525 小木曽 仁 ｵｷﾞｿ ﾏｻｼ 守谷市 0:49:19
147 753 齋藤 英樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 牛久市 牛歩悠久会 0:49:21
148 432 田端 悟 ﾀﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 神栖市 0:49:26
149 593 佐藤 勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 日立市 0:49:43
150 762 安倍 健滋 ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 阿見町 積水メディカル 0:49:43

2023/01/09第45回 牛久シティマラソン



10km一般男子（40歳～49歳）

Print: 2023/01/10 10:21:44 4 / 7 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 市町村県名 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

151 540 新垣 貞則 ｱﾗｶｷ ｻﾀﾞﾉﾘ 牛久市 0:49:44
152 586 藤田 俊広 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 牛久市 0:50:07
153 639 新堀 一志 ﾆｲﾎﾞﾘ ｶｽﾞｼ 行方市 0:50:15
154 483 町澤 国之 ﾏﾁｻﾞﾜ ｸﾆﾕｷ 牛久市 0:50:23
155 651 佐賀 慎太郎 ｻｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 牛久市 ひたち野ライズＦＣ 0:50:24
156 747 松本 晴彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ 牛久市 牛久走友会 0:50:24
157 631 丸山 尚紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 牛久市 0:50:26
158 784 大江 達也 ｵｵｴ ﾀﾂﾔ つくば市 ＤＮＰデータテクノ 0:50:33
159 621 矢口 拓也 ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾔ つくば市 0:50:35
160 689 竹縄 大輔 ﾀｹﾅﾜ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 ランニングシープ 0:50:38
161 624 萩谷 和善 ﾊｷﾞﾔ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 0:50:45
162 729 菊地 太造 ｷｸﾁ ﾀｲｿﾞｳ 取手市 株式会社ＪＥＭＳ 0:50:49
163 741 上田 晃生 ｳｴﾀﾞ ｱｷｵ 牛久市 牛久市柔道協会 0:51:03
164 476 大科 憲人 ｵｵｼﾅ ﾉﾘﾋﾄ 阿見町 0:51:07
165 500 田口 真一郎 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福岡県 0:51:14
166 816 長谷川 透 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 東京都 0:51:20
167 459 庄司 敬一郎 ｼｮｳｼﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 牛久市 0:51:20
168 594 吉田 弘毅 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 牛久市 0:51:24
169 758 小堤 康生 ｵﾂﾞﾂﾐ ﾔｽｵ 土浦市 祐斗真緒篤斗 0:51:25
170 510 大森 健司 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 東京都 0:51:25
171 738 堀 大輔 ﾎﾘ ﾀﾞｲｽｹ 牛久市 牛久イケてる特産品プロジェクト 0:51:26
172 468 北郷 純平 ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 牛久市 0:51:27
173 589 保坂 純一 ﾎｻｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 牛久市 0:51:28
174 699 金子 寛文 ｶﾈｺ ﾋﾛﾌﾞﾐ 結城市 内藤酒豪組合 0:51:28
175 765 皆川 健太 ﾐﾅｶﾜ ｹﾝﾀ 土浦市 第一宇宙速度 0:51:30
176 678 坂元 徹 ｻｶﾓﾄ ﾄｵﾙ 神奈川県 ストロング掃海丸 0:51:34
177 424 山岡 篤志 ﾔﾏｵｶ ｱﾂｼ 埼玉県 0:51:37
178 513 榊原 秀人 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 0:51:38
179 615 薬師寺 大輔 ﾔｸｼｼﾞ ﾀﾞｲｽｹ 龍ｹ崎市 0:51:48
180 694 深谷 昇 ﾌｶﾔ ﾉﾎﾞﾙ 栃木県 上三川町役場 0:51:49
181 622 杉本 鉄也 ｽｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾔ 取手市 0:51:51
182 602 角 友起 ｶｸ ﾕｳｷ 牛久市 0:51:58
183 581 目次 雄輔 ﾒﾂｷﾞ ﾕｳｽｹ 土浦市 0:52:01
184 668 木村 裕之 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 牛久市 オレンジジュース 0:52:01
185 635 久中 聖史 ﾋｻﾅｶ ｷﾖｼ 日立市 0:52:04
186 556 大久保 正志 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｼ 坂東市 0:52:04
187 564 岡村 純樹 ｵｶﾑﾗ ｱﾂｷ 牛久市 0:52:11
188 523 桑田 斉 ｸﾜﾀ ﾋﾄｼ 牛久市 0:52:17
189 704 宮川 敬行 ﾐﾔｶﾜ ﾀｶﾕｷ 牛久市 土浦宍塚郵便局 0:52:21
190 469 川村 修平 ｶﾜﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 牛久市 0:52:22
191 431 小澤 雄一郎 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 牛久市 0:52:23
192 533 佐藤 直紀 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 取手市 0:52:24
193 650 阿部 和久 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋｻ 牛久市 ひたち野ライズＦＣ 0:52:30
194 658 君島 隆夫 ｷﾐｼﾏ ﾀｶｵ つくばみらい市 アグロ カネショウ株式会社 0:52:31
195 777 和田 誠 ﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ つくばみらい市 高砂製紙（株） 0:52:31
196 809 大塚 紘一郎 ｵｵﾂｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 石岡市 ＴＯＰＧＵＮＳ 0:52:32
197 691 室町 盛司 ﾑﾛﾏﾁ ｾｲｼﾞ 牛久市 ロクハチランニング 0:52:37
198 804 小西 洋司 ｺﾆｼ ﾖｳｼﾞ 牛久市 ＴＥＡＭＩＫＥ 0:52:39
199 616 小林 信俊 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾄｼ 龍ｹ崎市 0:52:46
200 515 板垣 昭宏 ｲﾀｶﾞｷ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:52:48
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201 740 野口 修一 ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 牛久市 牛久市吹走友部 0:52:51
202 690 吉田 将城 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 千葉県 ランビア 0:52:54
203 454 伊藤 一臣 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵﾐ 龍ｹ崎市 0:53:00
204 598 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 阿見町 0:53:01
205 449 相田 努 ｱｲﾀﾞ ﾂﾄﾑ 宮城県 0:53:05
206 739 佐藤 孝之 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 守谷市 牛久岡見 0:53:08
207 592 高橋 朝昭 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｱｷ 牛久市 0:53:17
208 485 武井 潤 ﾀｹｲ ｼﾞｭﾝ つくば市 0:53:19
209 637 上野 倫孝 ｳｴﾉ ﾐﾁﾀｶ 稲敷市 0:53:21
210 702 松田 祐幸 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｺｳ 守谷市 吉田会 0:53:24
211 539 本多 重利 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ 阿見町 0:53:25
212 731 大槻 毅 ｵｵﾂｷ ﾀｹｼ 牛久市 椹木軍団 0:53:28
213 562 望月 和成 ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 牛久市 0:53:31
214 407 内澤 宗一郎 ｳﾁｻﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ つくば市 0:53:35
215 737 瀧澤 光由 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐﾂﾖｼ 龍ｹ崎市 片岡走郵会 0:53:37
216 815 相馬 竜平 ｿｳﾏ ﾘｮｳﾍｲ 牛久市 ＶＥＺＥＲＯ ＵＳＨＩＫＵ 0:53:38
217 425 髙田 悠馬 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾏ 牛久市 0:53:40
218 813 横堀 智毅 ﾖｺﾎﾞﾘ ﾄﾓｷ 牛久市 ＶＥＺＥＲＯ ＵＳＨＩＫＵ 0:53:45
219 720 橋本 尚城 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｷ 龍ｹ崎市 有限会社 山本商店 0:53:58
220 642 平野 功治 ﾋﾗﾉ ﾉﾘﾂｸﾞ 取手市 がんもてランニング部 0:54:01
221 725 沼里 友明 ﾇﾏｻﾄ ﾄﾓｱｷ 牛久市 株式会社ダイオウケア 0:54:05
222 519 細田 輝雄 ﾎｿﾀﾞ ﾃﾙｵ 牛久市 0:54:14
223 451 大野 啓史 ｵｵﾉ ﾋﾛﾌﾐ 美浦村 0:54:27
224 591 籾山 剛義 ﾓﾐﾔﾏ ﾀｶﾖｼ つくば市 0:54:42
225 437 加藤 行一 ｶﾄｳ ﾕｷｶｽﾞ 牛久市 0:54:45
226 780 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 那珂市 （株）アイコンサルタント 0:54:46
227 447 佐藤 真弘 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 阿見町 0:55:06
228 703 波多野 誠 ﾊﾀﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 国際協力機構筑波センター 0:55:09
229 628 飯田 学 ｲｲﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 牛久市 0:55:11
230 688 柴 秀明 ｼﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 牛久市 ヨット＆ダイビング 0:55:12
231 494 田村 徳宏 ﾀﾑﾗ ﾉﾘﾋﾛ 牛久市 0:55:19
232 801 宮崎 孝宏 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 ＴＣ 0:55:25
233 623 荒井 宣洋 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 筑西市 0:55:29
234 429 青木 則行 ｱｵｷ ﾉﾘﾕｷ 土浦市 0:55:30
235 606 中村 潤 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 守谷市 0:55:40
236 422 伊藤 直弥 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 龍ｹ崎市 無所属 0:55:45
237 647 彦坂 聡 ﾋｺｻｶ ｻﾄｼ 阿見町 にこ健 0:55:46
238 464 保原 幸司 ﾎﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ つくば市 0:55:47
239 649 遠藤 幸司 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 牛久市 ひたち野ＲＥＩＳＥ ＦＣ 0:55:59
240 440 荻本 哲朗 ｵｷﾞﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 牛久市 0:56:03
241 526 中安 健 ﾅｶﾔｽ ﾀｹｼ 土浦市 0:56:06
242 701 藪口 有朋 ﾔﾌﾞｸﾞﾁ ｱﾘﾄﾓ 牛久市 古市建築マラソン部 0:56:09
243 446 川島 貴士 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｼ 龍ｹ崎市 0:56:12
244 493 細田 浩史 ﾎｿﾀﾞ ﾋﾛｼ 牛久市 0:56:15
245 413 鈴木 孝一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 土浦市 0:56:19
246 709 田代 健作 ﾀｼﾛ ｹﾝｻｸ 牛久市 大川原アスリートクラブ 0:56:20
247 552 川崎 一夫 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞｵ 鹿嶋市 0:56:34
248 486 新山 陽介 ｼﾝﾔﾏ ﾖｳｽｹ 牛久市 0:56:37
249 561 大神 正宏 ｵｵｶﾞﾐ ﾏｻﾋﾛ 守谷市 0:56:50
250 573 古澤 祐作 ﾌﾙｻﾜ ﾕｳｻｸ 千葉県 0:56:54
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251 570 籾山 祐介 ﾓﾐﾔﾏ ﾕｳｽｹ 埼玉県 0:56:55
252 433 間島 努 ﾏｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ 小美玉市 0:57:07
253 511 友部 宏市 ﾄﾓﾍﾞ ｺｳｲﾁ 龍ｹ崎市 0:57:12
254 538 赤津 潤一 ｱｶﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 0:57:19
255 620 金村 健悟 ｶﾈﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 埼玉県 0:57:20
256 618 地神 貴史 ﾁﾞｶﾞﾐ ﾀｶﾌﾐ 東京都 0:57:23
257 706 大塚 聡 ｵｵﾂｶ ｻﾄｼ 牛久市 大塚水産 0:57:23
258 600 笠松 裕 ｶｻﾏﾂ ﾋﾛｼ つくば市 0:57:26
259 769 小林 博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 牛久市 茨城県庁 0:57:41
260 743 山口 孝司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ つくばみらい市 牛久愛和総合病院 0:57:44
261 474 鎌田 学 ｶﾏﾀ ﾏﾅﾌﾞ 牛久市 0:57:45
262 798 伊藤 昌弘 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ つくば市 ＰＷＣＯＭ 0:57:46
263 629 西井 弘樹 ﾆｼｲ ﾋﾛｷ 千葉県 0:57:52
264 565 福田 翼 ﾌｸﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 小美玉市 0:58:00
265 445 中村 克彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 千葉県 0:58:00
266 605 西田 智幸 ﾆｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 牛久市 0:58:04
267 574 忰田 浩規 ｶｾﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 龍ｹ崎市 0:58:07
268 636 長山 徹 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾄｵﾙ 牛久市 0:58:10
269 434 菅原 一平 ｽｶﾞﾊﾗ ｲｯﾍﾟｲ 大洗町 0:58:18
270 673 坂部 正樹 ｻｶﾍﾞ ﾏｻｷ 美浦村 サンフレッシュ美浦 0:58:20
271 481 中島 竜樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞｭ 美浦村 0:58:21
272 653 田中 豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 牛久市 ひたち野ライズＦＣ 0:58:21
273 656 岩田 吉弘 ｲﾜﾀ ﾖｼﾋﾛ 牛久市 めぐみランナーズ 0:59:14
274 775 亀井 健太郎 ｶﾒｲ ｹﾝﾀﾛｳ 阿見町 阿見ランランクラブ 0:59:17
275 583 本間 芳則 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾉﾘ 取手市 0:59:21
276 786 野中 寿英 ﾉﾅｶ ﾄｼﾋﾃﾞ つくば市 ＥＳＣ 0:59:26
277 458 比気 栄治 ﾋｷ ｴｲｼﾞ 石岡市 0:59:29
278 548 村井 則夫 ﾑﾗｲ ﾉﾘｵ つくば市 0:59:30
279 727 井上 健 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 牛久市 株式会社四季想世舎 0:59:36
280 555 尾高 正和 ｵﾀﾞｶ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 0:59:38
281 659 小山 一秋 ｵﾔﾏ ｶﾂｱｷ 埼玉県 アグロカネショウ株式会社 0:59:50
282 693 三浦 純一 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 牛久市 一厚東 0:59:56
283 579 山崎 信幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 福島県 0:59:59
284 761 高橋 渉 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 稲敷市 稲敷１９分団 1:00:04
285 716 岡田 高和 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｶｽﾞ 牛久市 岡田ＦＣ 1:00:10
286 416 松葉 弘樹 ﾏﾂﾊﾞ ﾋﾛｷ 土浦市 1:00:18
287 461 倉繁 賢司 ｸﾗｼｹﾞ ｻﾄｼ 牛久市 1:00:37
288 403 本谷 俊介 ﾎﾝﾔ ｼｭﾝｽｹ 龍ｹ崎市 1:00:42
289 544 古川 繁夫 ﾌﾙｶﾜ ｼｹﾞｵ 東京都 1:00:48
290 772 大森 謙治 ｵｵﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 千葉県 走る仲間たち 1:00:53
291 442 秋松 洋志 ｱｷﾏﾂ ﾋﾛｼ 牛久市 1:00:55
292 402 蛯原 謙一 ｴﾋﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁ つくば市 1:01:07
293 537 中村 弘嗣 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ 牛久市 1:01:08
294 496 黒木 心一 ｸﾛｷ ｼﾝｲﾁ つくば市 1:01:09
295 723 榎本 文徳 ｴﾉﾓﾄ ﾌﾐﾉﾘ つくば市 株式会社クボタつくば工場 1:01:23
296 633 大橋 功 ｵｵﾊｼ ｲｻｵ 牛久市 1:01:28
297 554 青木 茂生 ｱｵｷ ｼｹﾞｵ つくばみらい市 1:01:30
298 811 惣野代 昌己 ｿｳﾉﾀﾞｲ ﾏｻﾐ 石岡市 ＴＯＰＧＵＮＳ 1:01:40
299 742 岡野 英之 ｵｶﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 牛久市 牛久愛和総合病院 1:01:45
300 634 丸岡 博一 ﾏﾙｵｶ ﾋﾛｶｽﾞ 牛久市 1:01:56
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301 771 森 裕也 ﾓﾘ ﾕｳﾔ 牛久市 菓子工房ラマチェール 1:01:58
302 757 櫻井 文人 ｻｸﾗｲ ﾌﾐﾄ 稲敷市 硝和ガラス マラソン部 1:01:58
303 665 浦田 叔弘 ｳﾗﾀ ﾖｼﾋﾛ 牛久市 エクスクルーシブ１１７３ 1:02:46
304 611 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 牛久市 1:02:46
305 644 林 共生 ﾊﾔｼ ﾄﾓｵ 東京都 がんもてランニング部 1:02:57
306 669 神谷 匡則 ｶﾐﾔ ﾏｻﾉﾘ つくば市 キヤノン 1:03:30
307 534 坂口 幸大 ｻｶｸﾞﾁ ｺｳﾀ 牛久市 1:03:31
308 787 松本 現 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾞﾝ つくば市 ＥＳＣ 1:03:33
309 814 池邉 勇 ｲｹﾉﾍﾞ ｲｻﾑ 牛久市 ＶＥＺＥＲＯ ＵＳＨＩＫＵ 1:03:41
310 527 蕨 栄治 ﾜﾗﾋﾞ ｴｲｼﾞ つくば市 1:03:46
311 782 武藤 政春 ﾑﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 土浦市 ＤＮＰデータテクノ 1:04:11
312 550 荒木田 文男 ｱﾗｷﾀﾞ ﾌﾐｵ 千葉県 1:04:14
313 643 石戸 将徳 ｲｼﾄﾞ ﾏｻﾉﾘ 取手市 がんもてランニング部 1:04:21
314 521 匝瑳 一生 ｿｳｻ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県 1:04:38
315 465 ツカモト 友之 ﾂｶﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 土浦市 1:04:51
316 529 大里 浩 ｵｵｻﾄ ﾋﾛｼ 牛久市 1:05:11
317 487 鈴木 勝彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 石岡市 1:05:18
318 423 近藤 孝幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 牛久市 1:06:05
319 504 陳 岩 ﾁﾝ ｶﾞﾝ 牛久市 1:06:16
320 508 森 直 ﾓﾘ ｽﾅｵ 水戸市 1:07:08
321 480 伊東 応樹 ｲﾄｳ ﾏｻｷ つくば市 1:07:25
322 812 新羅 興二 ｼﾝﾗ ｺｳｼﾞ 牛久市 ＶＥＺＥＲＯ牛久 1:07:25
323 764 高田 康雄 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽｵ 東京都 竜ケ崎税務署 1:07:30
324 549 澁谷 祐介 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｳｽｹ 牛久市 1:07:31
325 497 市川 純也 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉県 1:07:34
326 808 立見 大作 ﾀﾂﾐ ﾀﾞｲｻｸ 埼玉県 ＴＯＰＧＵＮＳ 1:08:11
327 722 一柳 仁志 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ﾋﾄｼ 龍ｹ崎市 東京都 1:08:31
328 546 岡村 央 ｵｶﾑﾗ ﾋｻｼ 牛久市 1:08:43
329 612 石川 博尉 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾔｽ 牛久市 1:08:53
330 457 ブロデズ フレデリック ﾌﾞﾛﾃﾞｽﾞ ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ 牛久市 1:09:00
331 404 羽下 卓 ﾊｶﾞ ｽｸﾞﾙ 牛久市 1:10:07
332 698 野島 大史 ﾉｼﾞﾏ ﾀｲｼ 牛久市 俺たちいつでもロックバカ 1:11:21
333 576 本山 竜也 ﾓﾄﾔﾏ ﾀﾂﾔ 牛久市 1:12:53
334 710 藤澤 崇 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ 龍ｹ崎市 大川原アスリートクラブ 1:13:14
335 800 照井 正史 ﾃﾙｲ ﾏｻｼ 龍ｹ崎市 ＲＵＮＺ 1:13:24
336 506 須永 高広 ｽﾅｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 龍ｹ崎市 1:14:06
337 805 溝口 新平 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｼﾝﾍﾟｲ 牛久市 ｔｅｎａｈａｂｉ 1:14:41
338 640 堀越 和彦 ﾎﾘｺｼ ｶｽﾞﾋｺ 牛久市 うしくしみん 1:15:08
339 728 中島 康介 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 牛久市 株式会社宮成製作所 1:15:11
340 453 大野 順市 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 龍ｹ崎市 1:16:00
341 456 谷貝 直樹 ﾔｶﾞｲ ﾅｵｷ 牛久市 1:19:28
342 588 栗田 泰昭 ｸﾘﾀ ﾔｽｱｷ 常総市 1:23:58
343 475 下村 泰史 ｼﾓﾑﾗ ﾔｽｼ 牛久市 1:28:45
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