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1 1548 菅原 勲 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ 東京都 ＷＡＮＯ東京 0:38:08
2 1481 江森 弘明 ｴﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 加須走友会 0:38:25
3 1502 島田 稔 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県 東箱ＲＣ 0:39:40
4 1476 倉澤 敏夫 ｸﾗｻﾜ ﾄｼｵ 栃木県 今が旬鹿沼 0:40:19
5 1469 佐藤 元昭 ｻﾄｳ ﾓﾄｱｷ 東京都 マグナムＡＣ 0:40:59
6 1434 矢津 一正 ﾔﾂﾞ ｶｽﾞﾏｻ 牛久市 つくばの風 0:41:39
7 1438 服部 一紀 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾉﾘ つくば市 つくばランラボ 0:41:45
8 1520 原 裕一 ﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 牛久市 牛久ＴＲＣ 0:41:52
9 1436 戸田 昭彦 ﾄﾀﾞ ｱｷﾋｺ つくば市 つくばの風 0:42:07

10 1523 山口 泰広 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 笠間市 笠間走友会 0:42:20
11 1383 佐竹 郁夫 ｻﾀｹ ｲｸｵ 阿見町 0:42:24
12 1522 田川 順一 ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ ひたちなか市 笠松走友会 0:42:58
13 1544 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 千葉県 ＮＴＴ横田会 0:43:18
14 1446 疋田 勤 ﾋｷﾀ ﾂﾄﾑ 石岡市 アキラ玉里新 0:43:22
15 1489 鈴木 通弘 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾋﾛ 東京都 四季の会 0:43:22
16 1396 瀬谷 一也 ｾﾔ ｶｽﾞﾔ 東京都 0:43:39
17 1547 鈴村 秀章 ｽｽﾞﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 三重県 ＳＴＦ 0:44:39
18 1368 林 薫 ﾊﾔｼ ｶｵﾙ 筑西市 0:44:56
19 1458 山本 祐二 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｼﾞ つくば市 セントラル病院 0:44:58
20 1348 小飯塚 英夫 ｺｲｽﾞｶ ﾋﾃﾞｵ 牛久市 0:45:10
21 1448 岡田 正彦 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 龍ｹ崎市 エボーリュ 0:45:32
22 1416 森 哲 ﾓﾘ ｻﾄｼ 笠間市 0:45:54
23 1541 杵渕 竜一 ｷﾈﾌﾞﾁ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 ＮＲ多摩 0:45:55
24 1392 上條 航樹 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｷ 東京都 0:46:19
25 1529 佐藤 吉一 ｻﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 阿見町 阿見町役場 0:46:55
26 1530 飯野 利明 ｲｲﾉ ﾄｼｱｷ 阿見町 阿見町社協 0:47:03
27 1506 岡 裕泰 ｵｶ ﾋﾛﾔｽ つくば市 森林総合研究所 0:47:16
28 1441 大矢 知良 ｵｵﾔ ﾄﾓﾖｼ 千葉県 なりりく 0:47:33
29 1443 永井 茂 ﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾙ かすみがうら市 ぺんてる 0:47:35
30 1414 鰐渕 文一 ﾜﾆﾌﾞﾁ ﾌﾐｶｽﾞ つくば市 0:47:55
31 1398 五島 一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 広島県 0:47:58
32 1439 松浦 正樹 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ つくば市 つくばランラボ 0:48:04
33 1470 金田 冬彦 ｶﾈﾀﾞ ﾌﾕﾋｺ 取手市 モンクス 0:48:10
34 1511 小関 重二 ｺｾｷ ｼｹﾞｼﾞ 牛久市 牛久のメロス 0:48:12
35 1540 青木 一彦 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｺ つくば市 ＪＡＣとえだ豆 0:48:20
36 1312 金 秀司 ｷﾝ ｼｭｳｼﾞ 阿見町 0:48:27
37 1304 関根 伸二 ｾｷﾈ ｼﾝｼﾞ 牛久市 0:48:27
38 1331 岡部 実 ｵｶﾍﾞ ﾐﾉﾙ 龍ｹ崎市 0:48:27
39 1358 鷲津 雅広 ﾜｼﾂﾞ ﾏｻﾋﾛ 栃木県 0:48:28
40 1498 蜂谷 豊 ﾊﾁﾔ ﾕﾀｶ 東京都 東京ランニング研究所 0:48:37
41 1504 間舘 伸一 ﾏﾀﾞﾃ ｼﾝｲﾁ 千葉県 松戸村 0:48:45
42 1524 中郡 久夫 ﾁｭｳｸﾞﾝ ﾋｻｵ 日立市 茨城県立佐和高等学校 0:48:50
43 1535 堀内 浩司 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 千葉県 ＡＲＣ東京 0:48:56
44 1429 長 展生 ﾁｮｳ ﾉﾌﾞｵ つくば市 くるみあんぱん 0:48:58
45 1494 渥美 宗三 ｱﾂﾐ ｿｳｿﾞｳ 東京都 昼ジョグ愛好会 0:49:06
46 1509 鴨志田 康一 ｶﾓｼﾀﾞ ﾔｽｲﾁ 千葉県 流山ＣＪ 0:49:12
47 1505 長山 勝重 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶﾂｼｹﾞ 石岡市 株式会社 金陽社 0:49:25
48 1422 藤崎 清一 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｲﾁ 千葉県 0:49:31
49 1488 中川 久造 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｭｳｿﾞｳ 牛久市 向台一人ラン 0:49:31
50 1477 池田 賢司 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 千葉県 優和住宅 0:49:48
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51 1374 水野 秀雄 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｵ 龍ｹ崎市 0:49:51
52 1328 齋藤 孝徳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 龍ｹ崎市 なし 0:49:51
53 1533 大内 強光 ｵｵｳﾁ ｷﾖﾐﾂ 龍ｹ崎市 龍ヶ崎 0:49:52
54 1537 亀田 昇司 ｶﾒﾀ ｼｮｳｼﾞ つくばみらい市 ＦＲＵＮつくば 0:49:56
55 1357 東 繁光 ﾋｶﾞｼ ｼｹﾞﾐﾂ 牛久市 0:50:09
56 1445 山中 敏 ﾔﾏﾅｶ ｻﾄｼ つくば市 わかばＲＣ 0:50:10
57 1539 萱嶋 修司 ｶﾔｼﾏ ｼｭｳｼﾞ つくば市 ＪＡＣとえだ豆 0:50:25
58 1376 秋元 保之 ｱｷﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 福島県 0:51:14
59 1525 岡本 隆之 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 草加走ろう会 0:51:38
60 1311 長谷川 和男 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 牛久市 0:51:40
61 1309 早川 茂男 ﾊﾔｶﾜ ｼｹﾞｵ 牛久市 0:51:50
62 1480 稲田 司 ｲﾅﾀﾞ ﾂｶｻ 坂東市 凡人の書斎ＲＣ 0:51:51
63 1468 崎山 宏 ｻｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 ベル 0:51:52
64 1467 境 茂樹 ｻｶｲ ｼｹﾞｷ 牛久市 ブーメランＡＨ 0:51:57
65 1473 佐々木 力也 ｻｻｷ ﾘｷﾔ 千葉県 ランニングシープ 0:51:57
66 1546 新本 洋士 ｼﾝﾓﾄ ﾋﾛｼ 取手市 ＲＪＫ 0:52:10
67 1515 柏 秀雄 ｶｼﾜ ﾋﾃﾞｵ 牛久市 牛久走友会 0:52:12
68 1532 間 勝三 ﾊｻﾞﾏ ｶﾂﾐ 牛久市 順天堂警備 0:52:15
69 1534 堀 俊男 ﾎﾘ ﾄｼｵ 神栖市 １日１汗走友会 0:52:16
70 1330 石川 良英 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾋﾃﾞ 龍ｹ崎市 0:52:27
71 1390 富所 正史 ﾄﾐﾄﾞｺﾛ ﾏｻﾌﾐ 千葉県 0:52:39
72 1305 増田 孝明 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶｱｷ 牛久市 0:52:43
73 1367 高田 尚三 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ ひたちなか市 0:52:46
74 1308 助川 健一 ｽｹｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ つくば市 0:52:51
75 1425 関口 信行 ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 おうめＬＬ 0:52:53
76 1517 山口 陽弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｳｺｳ つくば市 牛久走友会 0:52:59
77 1413 前田 敦司 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂｼ つくば市 0:53:04
78 1528 佐藤 正美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ つくば市 鉄道友の会 0:53:10
79 1332 塩見 伊津夫 ｼｵﾐ ｲﾂｵ 土浦市 0:53:33
80 1318 清水 宏 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 龍ｹ崎市 0:53:44
81 1363 松井 玄考 ﾏﾂｲ ﾊﾙﾁｶ 茨城町 0:53:46
82 1495 小磯 幸雄 ｺｲｿ ﾕｷｵ 阿見町 智ちゃんパパ 0:53:47
83 1486 佐藤 茂 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 取手市 取手ランナーズ 0:53:48
84 1372 越智 武雄 ｵﾁ ﾀｹｵ 守谷市 0:53:57
85 1452 篠原 誠 ｼﾉﾊﾗ ﾏｺﾄ 美浦村 カスミひたち野牛久 0:54:04
86 1538 関口 光男 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 土浦市 ＪＡ水郷つくば 0:54:13
87 1323 林 朝博 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 龍ｹ崎市 0:54:21
88 1433 湯原 健一 ﾕﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 阿見町 つくばの嵐 0:54:26
89 1417 結城 洋一 ﾕｳｷ ﾖｳｲﾁ 龍ｹ崎市 0:54:31
90 1484 難波 光男 ﾅﾝﾊﾞ ﾐﾂｵ 取手市 取手ランナーズ 0:54:38
91 1496 村越 茂治 ﾑﾗｺｼ ｼｹﾞﾊﾙ つくば市 村越塾 0:54:39
92 1320 菅野 覚 ｶﾝﾉ ｻﾄﾙ 取手市 0:54:40
93 1352 吉田 雅志 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ ひたちなか市 0:54:50
94 1371 多原 晃司 ﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ 筑西市 0:54:54
95 1315 森山 國夫 ﾓﾘﾔﾏ ｸﾆｵ 日立市 0:55:02
96 1483 奈良 和夫 ﾅﾗ ｶｽﾞｵ 利根町 取手ランナーズ 0:55:04
97 1435 松永 烈 ﾏﾂﾅｶﾞ ｲｻｵ 守谷市 つくばの風 0:55:08
98 1427 熊本 敬治 ｸﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ 千葉県 かたつむり 0:55:18
99 1543 杉崎 恒夫 ｽｷﾞｻｷ ﾂﾈｵ 埼玉県 ＮＴワークス 0:55:24

100 1316 加藤 勇 ｶﾄｳ ｲｻﾑ 牛久市 0:55:48
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101 1497 金子 日出夫 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ 牛久市 東京マスターズ 0:55:50
102 1423 藤沼 浩一 ﾌｼﾞﾇﾏ ｺｳｲﾁ 土浦市 0:55:53
103 1521 窪田 俊朗 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾛｳ 稲敷市 牛尾病院 0:55:54
104 1437 古屋 信美 ﾌﾙﾔ ﾉﾌﾞﾖｼ つくば市 つくばランニングラボ 0:56:03
105 1455 榎本 正春 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ つくば市 ジルちゃん 0:56:41
106 1337 柚山 義人 ﾕﾔﾏ ﾖｼﾄ つくばみらい市 0:56:44
107 1359 蔭山 光 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐﾂﾙ 守谷市 0:56:50
108 1430 加藤 三男 ｶﾄｳ ﾐﾂｵ 龍ｹ崎市 たつのこ体幹 0:56:55
109 1501 保坂 進 ﾎｻｶ ｽｽﾑ 土浦市 東洋鍛工 0:57:26
110 1466 長塚 光一 ﾅｶﾞﾂｶ ｺｳｲﾁ つくば市 フリーランナー 0:57:28
111 1339 野村 勉 ﾉﾑﾗ ﾂﾄﾑ 稲敷市 0:57:28
112 1344 伊藤 孝則 ｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 守谷市 0:57:32
113 1347 松本 寿 ﾏﾂﾓﾄ ﾋｻｼ 土浦市 0:57:33
114 1314 野尻 等 ﾉｼﾞﾘ ﾋﾄｼ つくば市 0:58:02
115 1310 鎌田 満 ｶﾏﾀ ﾐﾂﾙ 牛久市 0:58:06
116 1338 川又 信夫 ｶﾜﾏﾀ ﾉﾌﾞｵ 牛久市 0:58:13
117 1385 藤岡 誠二 ﾌｼﾞｵｶ ｾｲｼﾞ つくばみらい市 0:58:16
118 1377 高橋 孝幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 阿見町 0:58:31
119 1444 ヒル リアン ﾋﾙ ﾘｱﾝ 龍ｹ崎市 みどり野チャペル 0:58:33
120 1471 吉田 一久 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ 結城市 ヨシダ住宅工房 0:58:33
121 1479 奈良林 稔 ﾅﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 千葉県 共立製薬 0:58:37
122 1361 中村 俊一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 牛久市 0:58:49
123 1388 福代 信男 ﾌｸｼﾛ ﾉﾌﾞｵ つくば市 0:59:01
124 1322 齋藤 則生 ｻｲﾄｳ ﾉﾘｵ つくばみらい市 0:59:04
125 1329 麻生 勇治 ｱｿｳ ﾕｳｼﾞ 牛久市 0:59:06
126 1324 渡辺 裕文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県 0:59:17
127 1453 田中 勝彦 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋｺ 千葉県 カワキン 0:59:31
128 1356 小野 道明 ｵﾉ ﾐﾁｱｷ 土浦市 0:59:36
129 1373 太田 亮策 ｵｵﾀ ﾘｮｳｻｸ 千葉県 0:59:38
130 1518 中原 康 ﾅｶﾊﾗ ｺｳ 牛久市 牛久走友会 0:59:42
131 1512 和田 朋亮 ﾜﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 牛久市 牛久スポーツクラブ 0:59:51
132 1378 田 守 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾓﾙ 取手市 0:59:55
133 1440 守岩 保 ﾓﾘｲﾜ ﾀﾓﾂ つくば市 つくば颪 0:59:59
134 1381 湯原 有哉 ﾕﾊﾗ ﾕｳｻｲ 牛久市 1:00:06
135 1503 浜口 辰雄 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾀﾂｵ つくば市 松代ＲＣ 1:00:14
136 1387 坂口 和彦 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋｺ 守谷市 1:00:14
137 1360 朝比奈 隆律 ｱｻﾋﾅ ﾀｶﾉﾘ 取手市 1:00:17
138 1393 福田 節夫 ﾌｸﾀﾞ ｾﾂｵ 牛久市 1:00:21
139 1412 金子 繁 ｶﾈｺ ｼｹﾞﾙ 牛久市 1:00:30
140 1301 伊野 忠好 ｲﾉ ﾀﾀﾞﾖｼ 小美玉市 1:00:40
141 1457 高橋 茂 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ 牛久市 スポーツクラブ牛久 1:00:43
142 1462 西村 道男 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｵ 土浦市 チーム走る仲間 1:00:47
143 1545 大島 昇 ｵｵｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ 埼玉県 ＯＥＣＣ 1:00:50
144 1519 谷貝 幹夫 ﾔｶﾞｲ ﾐｷｵ 常総市 牛久走友会 1:00:51
145 1364 小川 幸男 ｵｶﾞﾜ ﾕｷｵ 利根町 1:01:10
146 1406 宇田川 件一 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 1:01:28
147 1350 石塚 輝男 ｲｼﾂｶ ﾃﾙｵ つくば市 1:01:56
148 1510 飯田 正義 ｲｲﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 千葉県 清水公園 1:01:56
149 1507 横田 孝義 ﾖｺﾀ ﾀｶﾖｼ つくば市 横田ハーブガーデン 1:02:00
150 1402 田邉 昇 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府 1:02:04
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151 1492 山口 久雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋｻｵ 龍ｹ崎市 平和汽船株式会社 1:02:06
152 1400 林 雄一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 神栖市 1:02:07
153 1487 宮下 秀夫 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾃﾞｵ 土浦市 取手一高 1:02:15
154 1349 世古 成行 ｾｺ ｼｹﾞﾕｷ 牛久市 1:02:17
155 1465 佐藤 一成 ｻﾄｳ ｶｽﾞｼｹﾞ 美浦村 パワコン 1:02:21
156 1336 嵯峨 要一 ｻｶﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 なし 1:02:25
157 1375 並木 和夫 ﾅﾐｷ ｶｽﾞｵ 石岡市 1:02:26
158 1420 飯島 泰 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽｼ 守谷市 1:02:39
159 1334 西本 憲良 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ 龍ｹ崎市 1:02:40
160 1403 江原 博 ｴﾊﾗ ﾋﾛｼ つくば市 1:02:49
161 1500 阿部 伊作 ｱﾍﾞ ｲｻｸ 千葉県 東京基督教大学 1:03:11
162 1424 清水 宏眞 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾏｻ 守谷市 ■守谷ＪＣ■ 1:03:16
163 1475 山田 豊 ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ 埼玉県 丘の上 1:03:21
164 1472 鈴木 則之 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 土浦市 ラボサイエンス 1:03:46
165 1319 高橋 康信 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾌﾞ 牛久市 1:03:55
166 1306 鎌田 吉博 ｶﾏﾀ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 1:04:12
167 1411 佐藤 正温 ｻﾄｳ ﾏｻﾊﾙ 牛久市 1:04:23
168 1450 峰 末則 ﾐﾈ ｽｴﾉﾘ 牛久市 オペレーションサービス 1:04:23
169 1499 石井 明 ｲｼｲ ｱｷﾗ 稲敷市 東京医大茨城医療センタ－ 1:04:29
170 1474 力石 寿武 ﾁｶﾗｲｼ ﾋｻﾀｹ 牛久市 ローレルつくば 1:04:39
171 1395 鈴木 重良 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾖｼ 利根町 1:04:39
172 1482 竹内 功 ﾀｹｳﾁ ｲｻｵ 龍ｹ崎市 取手ランナーズ 1:04:43
173 1404 鶴田 正照 ﾂﾙﾀ ﾏｻﾃﾙ 牛久市 無職 1:04:44
174 1514 瀬下 明良 ｾｼﾓ ｱｷﾖｼ 東京都 牛久愛和総合病院 1:04:46
175 1410 飯塚 裕二 ｲｲﾂｶ ﾕｳｼﾞ 牛久市 1:04:47
176 1382 柴田 秀隆 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 那珂市 1:05:05
177 1461 鈴木 文雄 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｵ 日立市 チームふみお 1:05:35
178 1341 加藤 英昭 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 龍ｹ崎市 1:05:55
179 1394 桒久保 優 ｸﾜｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ つくば市 1:05:59
180 1464 安斎 弘 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛｼ つくばみらい市 ニッポンランナーズ柏 1:06:08
181 1391 佐藤 良作 ｻﾄｳ ﾘｮｳｻｸ 土浦市 1:06:19
182 1302 徳本 洋志 ﾄｸﾓﾄ ﾋﾛｼ 土浦市 1:06:20
183 1460 菅原 誠一 ｽｶﾞﾊﾗ ｾｲｲﾁ ひたちなか市 チームせいちゃん 1:07:07
184 1384 高田 明 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾗ 静岡県 1:07:16
185 1428 冨永 常信 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾂﾈﾉﾌﾞ 埼玉県 がんばろう！東北 1:08:10
186 1485 新井 保 ｱﾗｲ ﾀﾓﾂ 取手市 取手ランナーズ 1:08:43
187 1531 高木 剛 ﾀｶｷﾞ ﾂﾖｼ 土浦市 雲切一党 1:08:48
188 1353 家常 高 ｲｴﾂﾈ ﾀｶｼ 牛久市 特になし 1:09:24
189 1321 横関 英一 ﾖｺｾﾞｷ ｴｲｲﾁ 牛久市 1:09:35
190 1419 菊池 正憲 ｷｸﾁ ﾏｻﾉﾘ 龍ｹ崎市 なし 1:09:52
191 1401 小林 哲郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾛｳ 千葉県 1:09:58
192 1426 三浦 光通 ﾐｳﾗ ﾃﾙﾐﾁ かすみがうら市 かすマラ 1:09:58
193 1478 菅宮 好郎 ｽｶﾞﾐﾔ ﾖｼﾛｳ 取手市 光風台 1:10:51
194 1508 髙畑 正人 ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾄ 那珂市 水髙マイケルズ 1:11:35
195 1369 鴨志田 史郎 ｶﾓｼﾀ ｼﾛｳ 土浦市 1:11:38
196 1354 坪野谷 隆夫 ﾂﾎﾞﾉﾔ ﾀｶｵ 取手市 1:12:06
197 1405 菅原 鉄也 ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ 埼玉県 1:12:37
198 1355 飯島 潔 ｲｲｼﾞﾏ ｷﾖｼ 千葉県 1:12:38
199 1409 吉村 衛 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾓﾙ 牛久市 1:13:12
200 1389 岡田 和則 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ つくば市 1:13:52
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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

201 1303 芳賀 勇 ﾊｶﾞ ｲｻﾑ つくば市 1:14:03
202 1421 増本 哲己 ﾏｼﾓﾄ ｻﾄﾐ 土浦市 1:14:20
203 1399 杉本 繁昭 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 取手市 1:14:40
204 1536 金久保 純一 ｶﾅｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 ＢＢフレンド 1:17:09
205 1345 竹盛 肇 ﾀｹﾓﾘ ﾊｼﾞﾒ 牛久市 1:17:37
206 1325 扇原 泰治 ｵｷﾞﾊﾗ ﾔｽﾊﾙ 東京都 1:17:50
207 1408 千葉 進 ﾁﾊﾞ ｽｽﾑ 取手市 1:21:18
208 1346 中野 一郎 ﾅｶﾉ ｲﾁﾛｳ 埼玉県 1:21:52
209 1307 大和田 正夫 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻｵ 土浦市 1:26:32
210 1317 直井 孝夫 ﾅｵｲ ﾀｶｵ 土浦市 1:27:46
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