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1 1153 柳生 剛 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾞｳ 土浦市 小松屋 佃煮とうなぎ 土浦 0:35:48
2 1028 上園 一知 ｳｴｿﾞﾉ ｶｽﾞﾄﾓ 千葉県 0:37:03
3 1086 中川 信明 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ つくば市 アステラス製薬 0:37:11
4 1243 伊藤 忍 ｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 土浦市 ＴＴＣ 0:37:22
5 1215 間 浩輝 ﾊｻﾞﾏ ﾋﾛｷ 守谷市 （株）クボタ 0:37:25
6 1246 石崎 孝幸 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 石岡市 ＺＡＰＰＹ 0:37:54
7 1053 上田 宏則 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 0:37:57
8 1187 薄根 芳彦 ｳｽﾈ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 白岡ＲＣ 0:38:03
9 902 平本 茂 ﾋﾗﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 水戸市 0:38:29

10 997 藤木 久士 ﾌｼﾞｷ ﾋｻｼ 千葉県 0:38:40
11 1126 武田 政男 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｵ 守谷市 ランハート 0:38:50
12 968 加来 聖司 ｶｸ ｾｲｼﾞ つくば市 0:39:04
13 1133 仁井田 剛 ﾆｲﾀﾞ ﾀｹｼ 福島県 亀岡シンジゲート 0:39:31
14 1143 石井 信吾 ｲｼｲ ｼﾝｺﾞ 取手市 取手地方広域下水道組合 0:39:35
15 1090 森 史秀 ﾓﾘ ﾌﾐﾋﾃﾞ つくば市 エボーリュランニングクラブ 0:39:39
16 904 助川 和宏 ｽｹｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 土浦市 0:39:51
17 955 斎藤 一智 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ 栃木県 0:40:10
18 1180 岩田 清一 ｲﾜﾀ ｾｲｲﾁ 小美玉市 爆走会 0:40:22
19 1172 西尾 清春 ﾆｼｵ ｷﾖﾊﾙ 阿見町 株式会社諸岡 0:40:30
20 1182 中嶋 秀樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 牛久愛和総合病院 0:40:38
21 1023 野村 佳彦 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 0:40:43
22 1178 山下 昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 水戸市 水戸石川走友会 0:40:47
23 1065 長谷川 賀規 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 東京都 きずなの会 0:41:01
24 1203 和田 雅史 ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 土浦市 荒牛会 0:41:06
25 1236 大弓 正志 ｵｵﾕﾐ ﾏｻｼ 千葉県 ＲＧＳＦＣマラソン部 0:41:19
26 1119 小林 裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 守谷市 メディカルサーブ 0:41:28
27 914 坪井 和之 ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞﾕｷ つくば市 0:41:28
28 1070 吉田 茂 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾙ つくば市 つくばランラボ 0:41:37
29 1238 石倉 恵介 ｲｼｸﾗ ｹｲｽｹ つくば市 ＳＡＭＵＲＡＩ 0:41:38
30 1164 森田 哲也 ﾓﾘﾀ ﾃﾂﾔ 千葉県 東京基督教大学 0:41:39
31 1226 影山 昭夫 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷｵ 牛久市 Ｊ一カワサキ 0:41:44
32 1012 田中 賢一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 阿見町 0:41:46
33 1240 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 東京都 ＳＥＭＡＳ新松戸 0:41:51
34 1068 佐藤 勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ つくば市 しみず整形外科リハビリ 0:41:51
35 1063 川俣 進 ｶﾜﾏﾀ ｽｽﾑ かすみがうら市 おおまさり 0:41:53
36 1152 海老原 武 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹｼ つくばみらい市 守谷インター 0:42:03
37 1076 磯野 茂 ｲｿﾉ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 ひまわりアスリートクラブ 0:42:23
38 1184 奥村 健二 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｼﾞ つくば市 牛久走友会 0:42:25
39 1192 根本 睦雄 ﾈﾓﾄ ﾑﾂｵ 鹿嶋市 神栖ＴＣ 0:42:32
40 1061 長谷川 利王 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｼｵ 千葉県 0:43:05
41 978 田沢 秀明 ﾀｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 0:43:08
42 1138 原口 博司 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｼ つくば市 加波一族 0:43:27
43 1154 中島 達哉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ つくば市 小町Ｄ坊主 0:43:31
44 909 今井 徳郎 ｲﾏｲ ﾉﾘｵ 東京都 0:43:35
45 1101 北村 孔敬 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾕｷ かすみがうら市 チ―ムかわむら 0:43:41
46 1072 今井 英樹 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｷ ひたちなか市 なか病 0:43:42
47 1140 向井 靖明 ﾑｶｲ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉県 千葉大学クラブ 0:43:44
48 1092 草野 賢次 ｸｻﾉ ｹﾝｼﾞ 牛久市 エージェント 0:43:51
49 1158 飯塚 藤郎 ｲｲﾂｶ ﾌｼﾞﾛｳ つくば市 常陽銀行走友会 0:44:00
50 1162 片桐 勝人 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾂﾋﾄ 潮来市 日本液体運輸 0:44:05
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51 1231 持田 優 ﾓﾁﾀﾞ ﾏｻﾙ 龍ｹ崎市 ＭＲＣ 0:44:06
52 910 中谷 利 ﾅｶﾀﾆ ｻﾄｼ 東京都 0:44:06
53 1199 生井 友農 ﾅﾏｲ ﾄﾓﾉｳ 牛久市 筑波学園病院 0:44:14
54 1127 西村 道夫 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｵ 龍ｹ崎市 ルネサンス竜ヶ崎ＮＴ 0:44:20
55 998 ウキジンタンバラ タルシス ｳｷｼﾞﾝﾀﾝﾊﾞﾗ ﾀﾙｼｽ つくば市 0:44:21
56 1097 佐竹 英幸 ｻﾀｹ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 サイラス練 0:44:23
57 1194 角田 孝治 ﾂﾉﾀﾞ ｺｳｼﾞ 牛久市 神谷ＳＳＳ 0:44:32
58 1057 北島 昭人 ｷﾀｼﾞﾏ ｱｷﾋﾄ 千葉県 0:44:33
59 933 千明 豊 ﾁｱｷ ﾕﾀｶ 牛久市 0:44:35
60 977 高田 信雄 ﾀｶﾀ ﾉﾌﾞｵ かすみがうら市 0:44:38
61 946 大平 純一 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 0:44:43
62 1039 杉浦 泰史 ｽｷﾞｳﾗ ﾔｽﾌﾐ 千葉県 0:44:52
63 1235 増本 裕 ﾏｽﾓﾄ ﾕﾀｶ 千葉県 ＰＡＣ ＲＣ 0:44:57
64 1210 篠原 睦彦 ｼﾉﾊﾗ ﾑﾂﾋｺ 北茨城市 阿部会計事務所 0:45:02
65 985 岡田 賢治 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:45:03
66 1074 大和田 能 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 日立市 はみだしＲＵＮ 0:45:10
67 1219 野口 才之 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 東京都 ＣＬＵＢ１４ 0:45:16
68 1011 石井 亮二 ｲｼｲ ﾘｮｳｼﾞ 千葉県 0:45:21
69 1139 久保 和彦 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｺ つくば市 加波一族 0:45:23
70 1146 松井 聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 東京都 味スタランナーズクラブ 0:45:27
71 923 八懸 朋広 ﾔﾂｶﾞｹ ﾄﾓﾋﾛ 牛久市 0:45:32
72 983 菊地 幸司 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ つくば市 0:45:41
73 905 和田 洋 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ つくば市 0:45:44
74 1225 関 洋晃 ｾｷ ﾋﾛｱｷ 石岡市 ＩＧ茨城ランナーズ 0:45:47
75 1058 深沢 隆 ﾌｶｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東京都 0:45:52
76 1195 黒須 正 ｸﾛｽ ﾀﾀﾞｼ 牛久市 神風牛久 0:45:56
77 1212 森 智基 ﾓﾘ ﾄﾓｷ 静岡県 静岡陸協 0:45:59
78 949 柳町 年輝 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾄｼｷ 神奈川県 0:46:02
79 1186 鈴木 弘之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 龍ｹ崎市 牛久走友会 0:46:04
80 1179 畑中 一也 ﾊﾀﾅｶ ｶｽﾞﾔ 水戸市 水戸石川走友会 0:46:10
81 988 寺門 広行 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:46:11
82 1056 安島 尚仁 ｱｼﾞﾏ ﾅｵﾋﾄ 龍ｹ崎市 0:46:13
83 948 佐藤 力哉 ｻﾄｳ ﾘｷﾔ 愛知県 0:46:14
84 932 鈴木 拓 ｽｽﾞｷ ﾀｸ つくば市 0:46:18
85 1197 川上 智明 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 竜太練 0:46:19
86 941 片岡 秀昭 ｶﾀｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ 土浦市 0:46:23
87 929 五十嵐 光男 ｲｶﾞﾗｼ ﾐﾂｵ 土浦市 0:46:43
88 1122 中川 徳康 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾘﾔｽ 栃木県 ライブラン 0:46:51
89 1067 吉田 豊 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 栃木県 ごち走さん 0:46:53
90 1208 富貴澤 和令 ﾌｷｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 阿見町 酔走公ラス部 0:47:07
91 958 日向 啓介 ﾋｭｳｶﾞ ｹｲｽｹ 牛久市 0:47:12
92 935 吉永 和弘 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 牛久市 0:47:12
93 1006 佐々木 涼介 ｻｻｷ ﾘｮｳｽｹ 牛久市 0:47:46
94 1020 大内 正義 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾖｼ 稲敷市 0:47:48
95 1049 山口 浩和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 牛久市 0:47:53
96 903 加藤 恒 ｶﾄｳ ﾋｻｼ 神奈川県 0:47:55
97 1239 岡田 浩司 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 牛久市 ＳＤＳバイオテック 0:47:59
98 1242 松元 功 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ つくば市 ｓｔｒｉｄｅｓ 0:48:00
99 1094 中村 要 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾒ 牛久市 キヤノン 0:48:01

100 1084 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 宮城県 ろく 0:48:07
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101 1132 川田 照人 ｶﾜﾀ ﾃﾙﾋﾄ 埼玉県 中野製薬 0:48:09
102 1031 五十畑 秀之 ｲｿﾊﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 栃木県 0:48:23
103 943 栗原 正樹 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｷ 千葉県 0:48:30
104 1217 小山内 賢 ｵｻﾅｲ ｹﾝ 千葉県 ＢＢフレンド 0:48:30
105 970 木村 勉 ｷﾑﾗ ﾂﾄﾑ 龍ｹ崎市 0:48:32
106 1051 東海林 敏之 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼﾕｷ つくばみらい市 0:48:32
107 1104 蓮田 裕直 ﾊｽﾀ ﾋﾛﾅｵ 龍ｹ崎市 チームみんみん 0:48:39
108 1233 寺園 淳 ﾃﾗｿﾞﾉ ｱﾂｼ つくば市 ＮＩＥＳ 0:48:49
109 1064 羽下 宜寛 ﾊｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 土浦市 お達者クラブ 0:48:55
110 1213 太田 啓一 ｵｵﾀ ｹｲｲﾁ 東京都 須賀工業 0:49:02
111 1145 吉田 福征 ﾖｼﾀﾞ ﾌｸﾕｷ 牛久市 吉田会 0:49:04
112 1089 井上 尚夫 ｲﾉｳｴ ﾀｶｵ 阿見町 エボーリュ 0:49:08
113 980 吉村 精一 ﾖｼﾑﾗ ｾｲｲﾁ 神奈川県 0:49:09
114 1185 古市 剛久 ﾌﾙｲﾁ ﾀｶﾋｻ 牛久市 牛久走友会 0:49:10
115 1191 松田 紀豪 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 石岡トレイル 0:49:11
116 1155 隼 克月 ﾊﾔﾌﾞｻ ｶﾂｷ 守谷市 小貝川ＲＣ 0:49:13
117 990 金谷 政則 ｶﾅﾔ ﾏｻﾉﾘ 龍ｹ崎市 0:49:16
118 992 長谷川 喜市 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｲﾁ かすみがうら市 0:49:18
119 1202 関口 憲人 ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾄ 龍ｹ崎市 茨城ボーイズ 0:49:18
120 1227 松永 隆夫 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｶｵ 牛久市 ＪＢＣ土浦支部 0:49:22
121 1193 大賀 照彦 ｵｵｶﾞ ﾃﾙﾋｺ つくば市 神立病院 0:49:22
122 1040 渡利 昭彦 ﾜﾀﾘ ｱｷﾋｺ 龍ｹ崎市 0:49:24
123 1136 松野 哲生 ﾏﾂﾉ ﾃﾂｵ つくば市 八郷中学校 0:49:27
124 925 三井 好則 ﾐﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 山梨県 0:49:39
125 1081 神 太郎 ｼﾞﾝ ﾀﾛｳ 千葉県 みどり野チャペル 0:49:43
126 1045 竹内 愼一 ﾀｹｳﾁ ｼﾝｲﾁ 東京都 0:49:46
127 1234 横山 政人 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾄ 牛久市 ＮＩＭＳ４２４ｈ 0:50:00
128 1214 津村 佳男 ﾂﾑﾗ ﾖｼｵ 鹿嶋市 鳳テック株式会社 0:50:01
129 959 唐木 亨 ｶﾗｷ ﾄｵﾙ 龍ｹ崎市 0:50:03
130 1083 吉末 訓弘 ﾖｼｽｴ ｸﾆﾋﾛ つくば市 ゆっくり走る 0:50:11
131 1165 川上 正彦 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋｺ 東京都 東京陸協 0:50:18
132 1022 浦野 泰治 ｳﾗﾉ ﾔｽﾊﾙ つくば市 0:50:20
133 1141 小原 真一 ｺﾊﾗ ｼﾝｲﾁ 千葉県 南流山楽走会 0:50:23
134 938 田邊 英雄 ﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 0:50:33
135 1014 石井 治 ｲｼｲ ｵｻﾑ 龍ｹ崎市 0:50:34
136 995 中薗 靖弘 ﾅｶｿﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 東京都 0:50:56
137 1245 山﨑 将義 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾖｼ 牛久市 ＹＵＵ＆ＫＥＩ 0:51:05
138 1228 小松崎 真 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾏｺﾄ 石岡市 ＫＦＣ４６ 0:51:06
139 1075 寺門 孝之 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾀｶｼ 牛久市 ひたち野ライズＦＣ 0:51:10
140 1100 豊島 利文 ﾄﾖｼﾏ ﾄｼﾌﾐ 千葉県 ジャビッ利 0:51:12
141 1009 岩田 幸良 ｲﾜﾀ ﾕｷﾖｼ つくば市 0:51:13
142 907 松浦 功 ﾏﾂｳﾗ ｲｻｵ 牛久市 0:51:17
143 1137 若狭 稔育 ﾜｶｻ ﾄｼﾔｽ 牛久市 利根川楽走会 0:51:22
144 1167 岡田 浩一 ｵｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ 牛久市 株式会社 岡田商会 0:51:22
145 1047 大川原 豊 ｵｵｶﾜﾗ ﾕﾀｶ つくば市 0:51:25
146 969 串間 重樹 ｸｼﾏ ｼｹﾞｷ 埼玉県 0:51:25
147 1237 清水 隆之 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 牛久市 ＲＵＮ・らん・ラン！！ 0:51:32
148 919 飯島 義明 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼｱｷ 牛久市 0:51:33
149 979 白井 宏明 ｼﾗｲ ﾋﾛｱｷ 小美玉市 0:51:36
150 1157 永長 秀一 ﾅｶﾞｵｻ ｼｭｳｲﾁ 龍ｹ崎市 常陽銀行走友会 0:51:41
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151 1198 高橋 世史 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 取手市 笑流会 0:51:43
152 1095 清水 嘉宏 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ 龍ｹ崎市 クイックフィット龍ヶ崎 0:51:46
153 1042 下町 明司 ｼﾓﾏﾁ ｱｷｼﾞ 牛久市 0:51:48
154 1209 荒 明良 ｱﾗ ｱｷﾖｼ 阿見町 阿見ランランクラブ 0:51:49
155 1142 石橋 陽一 ｲｼﾊﾞｼ ﾖｳｲﾁ 龍ｹ崎市 取手インディアンス実年 0:51:51
156 1149 有福 雅徳 ｱﾘﾌｸ ﾏｻﾉﾘ 牛久市 大日本印刷 0:51:56
157 944 仲田 和弘 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 取手市 0:51:58
158 1079 中野 一徳 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 東海村 まさき会 0:52:07
159 1115 渡辺 悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ つくばみらい市 フタバ建設 0:52:17
160 1107 田代 和正 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏｻ かすみがうら市 チームＮＡＫ 0:52:19
161 1183 金浦 慎治 ｶﾅｳﾗ ｼﾝｼﾞ 牛久市 牛久走友会 0:52:21
162 1156 伊藤 文之 ｲﾄｳ ﾌﾐﾕｷ 牛久市 工技院 0:52:22
163 908 相澤 英樹 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ つくば市 0:52:32
164 1135 板倉 径吾 ｲﾀｸﾗ ｹｲｺﾞ 取手市 光風台イレブン 0:52:33
165 1120 原 洋之 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 牛久市 メロンパン 0:52:41
166 952 椎野 冬樹 ｼｲﾉ ﾌﾕｷ 埼玉県 0:52:41
167 1223 豊田 幸裕 ﾄﾖﾀ ﾕｷﾋﾛ 水戸市 ＥＲＩＺＡＰ 0:52:44
168 1073 堤 志信 ﾂﾂﾐ ｼﾉﾌﾞ つくば市 ねこまっしぐら 0:52:49
169 1019 イシハラ 祥光 ｲｼﾊﾗ ﾖｼｱｷ 龍ｹ崎市 0:52:58
170 1015 中野 大介 ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｽｹ 牛久市 0:52:59
171 1027 小林 靖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｼ 土浦市 0:53:00
172 1113 油野 智彦 ｱﾌﾞﾗﾉ ﾄﾓﾋｺ 大阪府 バイエル薬品 0:53:19
173 1188 相場 務 ｱｲﾊﾞ ﾂﾄﾑ 千葉県 石塚動物園 0:53:25
174 963 狩谷 光義 ｶﾘﾔ ｺｳｷﾞ 牛久市 0:53:30
175 1129 深谷 治彦 ﾌｶﾔ ﾊﾙﾋｺ 龍ｹ崎市 三水 0:53:31
176 1096 仲村 真一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 龍ｹ崎市 クラブドラゴンズ 0:53:34
177 939 塚原 昭男 ﾂｶﾊﾗ ｱｷｵ 阿見町 0:53:36
178 1055 二井矢 恭 ﾆｲﾔ ｷｮｳ 土浦市 0:53:55
179 1013 河野 和之 ｺｳﾉ ｶｽﾞﾕｷ 牛久市 0:53:56
180 1036 真木 あつし ﾏｷ ｱﾂｼ 牛久市 0:54:09
181 1241 富岡 博幸 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾕｷ 東京都 ＳＭＲＣ 0:54:19
182 1001 大越 勝之 ｵｵｺｼ ｶﾂﾕｷ つくば市 0:54:19
183 1190 氏家 準一 ｳｼﾞｲｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ かすみがうら市 石岡トレイル 0:54:23
184 1085 佐藤 修一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ つくば市 アステラス 0:54:28
185 1148 苅部 健二 ｶﾙﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 阿見町 土浦迷走軍団 0:54:28
186 927 千葉 仁明 ﾁﾊﾞ ﾖｼｱｷ 牛久市 0:54:37
187 1131 大島 栄治 ｵｵｼﾏ ｴｲｼﾞ 水戸市 三菱ＨＣビジネスリース 0:54:44
188 1112 栁沢 弘史 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛｼ 牛久市 バイエル薬品 0:54:51
189 1232 菊池 幸夫 ｷｸﾁ ﾕｷｵ つくば市 ＮＡＲＯ 0:54:51
190 922 岡本 康雄 ｵｶﾓﾄ ﾔｽｵ 牛久市 0:54:57
191 921 高橋 浩一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 牛久市 0:55:03
192 913 渡辺 徹也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ つくば市 0:55:13
193 951 池上 喜律 ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:55:15
194 1034 加藤 昭仁 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾄ つくば市 0:55:17
195 989 新名 研一 ｼﾝﾐｮｳ ｹﾝｲﾁ 千葉県 0:55:43
196 1201 小島 義久 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾋｻ 牛久市 美酒ＲＵＮ 0:55:45
197 1033 齋藤 潤 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾕﾝ 栃木県 0:55:55
198 1116 林 健一 ﾊﾔｼ ｹﾝｲﾁ 土浦市 ボッシュ・レックスロス株式会社 0:55:55
199 973 奥崎 譲 ｵｸｻﾞｷ ﾕｽﾞﾙ 守谷市 0:55:56
200 901 池 努 ｲｹ ﾂﾄﾑ 東京都 0:56:10
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201 991 武藤 享 ﾑﾄｳ ﾄｵﾙ 福島県 0:56:19
202 975 青木 裕士 ｱｵｷ ﾕｳｼﾞ つくばみらい市 0:56:25
203 936 西潟 晋 ﾆｼｶﾀ ｽｽﾑ 牛久市 0:56:29
204 950 丹澤 伸治 ﾀﾝｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 千葉県 0:56:31
205 1161 生天目 信之 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾉﾌﾞﾕｷ ひたちなか市 愛友会勝田病院 0:56:40
206 1105 今 康夫 ｺﾝ ﾔｽｵ つくば市 チームフォルツァ 0:56:51
207 940 江口 友弘 ｴｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 土浦市 0:57:04
208 1134 阿美 直行 ｱﾐ ﾅｵﾕｷ 千葉県 元市川北 0:57:16
209 1176 髙津 正幸 ﾀｶﾂ ﾏｻﾕｷ 東京都 横浜ヒマワリず 0:57:18
210 1118 高梨 守昭 ﾀｶﾅｼ ﾓﾘｱｷ 土浦市 メダカ株式会社 0:57:23
211 1124 岡本 収 ｵｶﾓﾄ ｵｻﾑ 牛久市 ラムレーズン 0:57:26
212 986 門奈 昭宏 ﾓﾝﾅ ｱｷﾋﾛ 阿見町 0:57:32
213 930 木村 大樹 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 牛久市 0:57:33
214 1060 齋藤 謙之 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 千葉県 0:57:48
215 926 堀 克敏 ﾎﾘ ｶﾂﾄｼ 牛久市 0:57:50
216 1077 広瀬 康男 ﾋﾛｾ ﾔｽｵ 阿見町 ひろせ薬局 0:57:57
217 957 柚木 寛文 ﾕﾉｷ ﾋﾛﾌﾐ 土浦市 0:57:58
218 942 茅根 勉 ﾁﾉﾈ ﾂﾄﾑ 埼玉県 0:58:08
219 1099 成田 正明 ﾅﾘﾀ ﾏｻｱｷ つくばみらい市 サンヨーリアルティ 0:58:11
220 931 石塚 高志 ｲｼﾂｶ ﾀｶｼ 土浦市 0:58:25
221 1123 神澤 和則 ｶﾝｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 栃木県 ライブラン 0:58:25
222 1071 楢崎 輝美 ﾅﾗｻﾞｷ ﾃﾙﾐ 東京都 とちまるくん 0:58:25
223 1108 高原 憲一 ﾀｶﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 牛久市 デポカー 0:58:33
224 987 大川 博史 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｼ 牛久市 0:58:37
225 1204 池上 王士 ｲｹｶﾞﾐ ｷﾐﾋﾄ 阿見町 走る仲間たち 0:58:42
226 1169 速水 史朗 ﾊﾔﾐ ｼﾛｳ 龍ｹ崎市 株式会社前川製作所 0:58:50
227 920 清水 信二 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｼﾞ 牛久市 0:58:52
228 947 鈴木 一也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 牛久市 0:58:52
229 972 菅野 智也 ｽｶﾞﾉ ﾄﾓﾔ 千葉県 0:58:53
230 1111 遠藤 年英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾃﾞ 牛久市 ハロー牛久 0:58:57
231 1066 太田 京助 ｵｵﾀ ｷｮｳｽｹ 牛久市 こどもおかし教室７０３ 0:59:23
232 1128 海東 庄一 ｶｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 小美玉市 ワンダース 0:59:34
233 945 中平 弘之 ﾅｶﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 0:59:41
234 1121 山川 真司 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｼﾞ 土浦市 ヤマカワ厨房 0:59:46
235 999 田中 弘章 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 牛久市 1:00:02
236 1087 横山 弘 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 阿見町 アメンボウ 1:00:09
237 924 栗原 敬 ｸﾘﾊﾗ ｻﾄｼ 阿見町 1:00:15
238 1205 松川 良樹 ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｷ 千葉県 走る仲間たち 1:00:26
239 1093 久保田 弘幸 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ かすみがうら市 カスマラ 1:00:28
240 1030 菊田 浩巳 ｷｸﾀ ﾋﾛﾐ 阿見町 1:00:41
241 1221 岸 卯 ｷｼ ｼｹﾞﾙ 小美玉市 ＤＮＰデータテクノ 1:00:44
242 1080 蒲生 昌志 ｶﾞﾓｳ ﾏｻｼ 牛久市 みずべＲｓ 1:01:26
243 953 中平 英司 ﾅｶﾋﾗ ｴｲｼﾞ 龍ｹ崎市 1:01:32
244 1052 中村 寿一 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 牛久市 1:01:43
245 982 熊田 泰瑞 ｸﾏﾀ ﾔｽﾐﾂ 東海村 1:01:47
246 1025 清水 博文 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ 群馬県 1:01:52
247 1166 小林 智浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 牛久市 東和鉄工 1:01:56
248 1003 阿部 浩士 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 牛久市 1:02:03
249 1103 若木 一也 ﾜｶｷ ｶｽﾞﾔ 千葉県 チームみどり 1:02:09
250 1041 戸田 裕之 ﾄﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1:02:17

2023/01/09第45回 牛久シティマラソン



10km一般男子（50歳～59歳）

Print: 2023/01/10 10:22:11 6 / 6 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

251 1059 山本 修司 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 牛久市 1:02:19
252 976 神島 剛史 ｶﾐｼﾏ ﾂﾖｼ 牛久市 1:02:23
253 1016 神田 文博 ｶﾝﾀﾞ ﾌﾐﾋﾛ 牛久市 1:02:24
254 1050 中山 耕一 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 守谷市 1:02:32
255 1044 塚本 智文 ﾂｶﾓﾄ ﾄﾓﾌﾐ 河内町 1:02:37
256 1046 飯田 俊武 ｲｲﾀﾞ ﾄｼﾀｹ 埼玉県 1:02:39
257 961 黒田 清一郎 ｸﾛﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛｳ 牛久市 1:02:43
258 966 村上 知徳 ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾉﾘ つくば市 1:02:54
259 915 川上 博隆 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾀｶ 取手市 1:03:01
260 1002 天笠 正美 ｱﾏｶﾞｻ ﾏｻﾐ 古河市 1:03:04
261 971 古津 忠夫 ﾌﾙﾂ ﾀﾀﾞｵ 日立市 1:03:17
262 928 八重樫 秀俊 ﾔｴｶﾞｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 牛久市 1:03:19
263 954 島田 明 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 牛久市 1:03:31
264 1216 柴 博昭 ｼﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 ＡＤ損保 1:03:42
265 1220 中島 賢治 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 東京都 ＣＰＫ 1:04:02
266 1177 澤崎 達哉 ｻﾜｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 牛久市 水戸信用金庫 1:04:02
267 1151 永田 秀樹 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 牛久市 宇宙技術開発株式会社 1:04:11
268 1206 岩城 和ヒコ ｲﾜｷ ｶｽﾞﾋｺ 龍ｹ崎市 走る会はいぱ 1:04:21
269 1200 木村 悦夫 ｷﾑﾗ ｴﾂｵ 古河市 結城信金 1:04:29
270 974 實川 明 ｼﾞﾂｶﾜ ｱｷﾗ 千葉県 1:04:37
271 906 宮崎 多加志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 千葉県 1:05:33
272 1224 西澤 尚文 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵﾌﾐ 牛久市 ＦＯＲＺＡ！ 1:06:18
273 1174 村岡 哲郎 ﾑﾗｵｶ ﾃﾂﾛｳ つくば市 植調協会 1:06:25
274 994 三好 輝和 ﾐﾖｼ ﾃﾙｶｽﾞ 埼玉県 1:06:53
275 1038 川崎 治 ｶﾜｻｷ ｵｻﾑ 龍ｹ崎市 1:07:18
276 1054 菊地 功二 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ つくば市 1:07:51
277 962 原 昭好 ﾊﾗ ｱｷﾖｼ 牛久市 1:08:03
278 1018 島袋 孝博 ｼﾏﾌﾞｸﾛ ﾀｶﾋﾛ 牛久市 1:08:08
279 1008 一木 正聡 ｲﾁｷ ﾏｻｱｷ つくば市 1:08:37
280 918 渡邉 克也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ 牛久市 1:08:56
281 984 染谷 章則 ｿﾒﾔ ｱｷﾉﾘ 阿見町 1:08:57
282 1010 大澤 宏規 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 日立市 1:09:33
283 981 瀬戸 邦明 ｾﾄ ｸﾆｱｷ 神奈川県 1:10:20
284 1181 河村 憲太 ｶﾜﾑﾗ ｹﾝﾀ 龍ｹ崎市 牛久スポーツクラブ 1:10:56
285 1160 林 一生 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｵ 神奈川県 後藤整形外科 1:11:14
286 916 小杉 正憲 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 牛久市 1:11:38
287 1207 石塚 昇 ｲｼﾂｶ ﾉﾎﾞﾙ つくば市 酔走公ラス部 1:13:02
288 1005 田崎 剛 ﾀｻｷ ﾂﾖｼ つくば市 1:13:58
289 1000 吉田 晃寛 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ かすみがうら市 1:14:57
290 1230 塩畑 栄一郎 ｼｵﾊﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ 水戸市 ＫＵＣＯＰＯＲＡＴＩＯＮ 1:15:05
291 1196 圷 茂宏 ｱｸﾂ ｼｹﾞﾋﾛ 東海村 穴はどこだ会 1:16:07
292 1098 杉内 滋 ｽｷﾞｳﾁ ｼｹﾞﾙ つくば市 サンシャインステイトエスプレッ 1:19:00
293 1032 稲川 卓治 ｲﾅｶﾞﾜ ﾀｸｼﾞ 土浦市 1:25:13
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