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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 3231 中水 佑 ﾅｶﾐｽﾞ ﾕｳ つくば市 フジシロ 0:16:05
2 3202 入江 航史 ｲﾘｴ ｺｳｼ 阿見町 0:16:20
3 3242 中水 良 ﾅｶﾐｽﾞ ﾘｮｳ 取手市 ＮＯＩＲ 0:17:12
4 3233 松野 直人 ﾏﾂﾉ ﾅｵﾄ 埼玉県 上尾陸協 0:17:46
5 3230 中野 雅明 ﾅｶﾉ ﾏｻｱｷ 神奈川県 ネイビーシールズ 0:17:56
6 3232 鈴木 友也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 鹿嶋市 フジシロ 0:18:55
7 3241 長塚 清太 ﾅｶﾞﾂｶ ｾｲﾀ 牛久市 Ｇ野球部魂 0:19:05
8 3201 加藤 賢 ｶﾄｳ ｹﾝ 牛久市 0:19:51
9 3213 橋本 洋太 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳﾀ 北茨城市 0:19:53

10 3227 馬場 慎一朗 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 土浦市 おにおんず 0:20:13
11 3218 島田 俊平 ｼﾏﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 行方市 0:21:00
12 3225 稲葉 涼 ｲﾅﾊﾞ ﾘｮｳ 牛久市 0:22:17
13 3220 島田 健 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝ 笠間市 0:22:29
14 3219 島田 将英 ｼﾏﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 行方市 0:23:01
15 3234 大和 貴弘 ﾔﾏﾄ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 大和栗園 0:23:16
16 3229 高岡 寛典 ﾀｶｵｶ ﾋﾛﾉﾘ 牛久市 コネクト整骨院 0:23:28
17 3214 小川 大騎 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 龍ｹ崎市 0:24:08
18 3236 荒川 洋平 ｱﾗｶﾜ ﾖｳﾍｲ 牛久市 清水整形リハビリクリニック 0:25:04
19 3239 吉田 遼平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 牛久市 雪印メグミルク 0:25:48
20 3216 向山 健之 ﾑｺｳﾔﾏ ﾀｹｼ 常総市 0:26:05
21 3221 渡邉 敏之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ つくば市 0:26:11
22 3217 岡本 祐 ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 牛久市 0:26:18
23 3203 水嶋 浩貴 ﾐｽﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 土浦市 0:26:24
24 3209 澤幡 匠 ｻﾜﾊﾀ ﾀｸﾐ 牛久市 0:26:30
25 3210 澤村 和弥 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 牛久市 0:26:44
26 3226 海野 晃次郎 ｳﾝﾉ ｺｳｼﾞﾛｳ 北海道 0:26:56
27 3223 野口 祥明 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 牛久市 0:27:28
28 3240 加地 孝則 ｶｼﾞ ﾀｶﾉﾘ 牛久市 （株）アールエスティ 0:27:47
29 3207 大吉 正幸 ｵｵﾖｼ ﾏｻﾕｷ 牛久市 0:28:07
30 3215 田食 洋輔 ﾀｼﾞｷ ﾖｳｽｹ 守谷市 0:28:56
31 3222 藤田 遼平 ﾌｼﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 牛久市 0:29:02
32 3211 海老原 真澄 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾏｽﾐ 牛久市 0:29:54
33 3237 大下 拓朗 ｵｵｼﾀ ﾀｸﾛｳ 牛久市 阿見郵便局 0:30:37
34 3224 辻島 一平 ﾂｼﾞｼﾏ ｲｯﾍﾟｲ つくば市 0:31:56
35 3208 吉田 佑 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 牛久市 0:32:03
36 3205 戸塚 達也 ﾄﾂｶ ﾀﾂﾔ 守谷市 0:32:10
37 3206 末冨 寛貴 ｽｴﾄﾞﾐ ﾋﾛﾀｶ 阿見町 0:38:27
38 3228 久保田 拓也 ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾔ つくばみらい市 インク 0:42:34

2023/01/09第45回 牛久シティマラソン


