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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 3380 大山 研二 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 那珂市 ＲＵＮＳ 0:15:51
2 3341 成田 力 ﾅﾘﾀ ﾁｶﾗ つくば市 0:16:00
3 3375 山本 卓実 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ つくば市 牛久走友会 0:16:06
4 3363 鴻巣 隼人 ｺｳﾉｽ ﾊﾔﾄ 福島県 チーム寺西 0:16:14
5 3364 石井 圭一 ｲｼｲ ｹｲｲﾁ 千葉県 ニッポンランナーズ 0:16:20
6 3334 横山 雅哉 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ ひたちなか市 0:17:03
7 3361 佐藤 宏幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 アトミクラブ 0:17:41
8 3344 本間 伸一 ﾎﾝﾏ ｼﾝｲﾁ 守谷市 0:17:45
9 3369 堀江 裕也 ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ 水戸市 千波湖激走快 0:17:47

10 3377 矢田 洋 ﾔﾀ ﾋﾛｼ 高萩市 高萩消防署 0:18:06
11 3335 猪野 和弘 ｲﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 水戸市 0:18:08
12 3317 鈴木 政徳 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 牛久市 0:18:26
13 3319 広瀬 昌章 ﾋﾛｾ ﾏｻｱｷ つくば市 0:18:28
14 3368 柴 賢一 ｼﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 筑西市 北つくば農協 0:18:50
15 3301 高木 大志 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 0:19:00
16 3374 由井 伸雄 ﾕｲ ﾉﾌﾞｵ つくば市 牛久走友会 0:19:25
17 3357 石岡 佑太 ｲｼｵｶ ﾕｳﾀ つくば市 つくばストライズ 0:19:33
18 3313 岡崎 元樹 ｵｶｻﾞｷ ﾕｷｼｹﾞ 牛久市 0:19:52
19 3309 岡 城治 ｵｶ ｼﾞｮｳｼﾞ 笠間市 0:19:55
20 3360 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 土浦市 ぴーぱるず 0:20:24
21 3326 常森 信浩 ﾂﾈﾓﾘ ﾉﾌﾞﾋﾛ 牛久市 0:22:05
22 3328 鈴木 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 筑西市 0:22:23
23 3378 富澤 徳繁 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾉﾘｼｹﾞ 取手市 ＨＡＫＵＳＯＵＫＡＩ 0:22:38
24 3302 山田 直弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 牛久市 0:23:41
25 3353 小田 洋樹 ｵﾀﾞ ﾋﾛｷ つくば市 しみず整形リハビリクリニック 0:23:41
26 3350 篠崎 秀樹 ｼﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 守谷市 ●はるっち● 0:24:00
27 3307 富田 圭一 ﾄﾐﾀ ｹｲｲﾁ 水戸市 0:24:02
28 3323 木内 嵩 ｷｳﾁ ﾀｶｼ 龍ｹ崎市 0:24:12
29 3339 本田 隼人 ﾎﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉県 なし 0:25:03
30 3346 小川 潤一 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 阿見町 0:25:26
31 3331 小泉 大佑 ｺｲｽﾞﾐ ﾀﾞｲｽｹ つくば市 0:25:43
32 3337 入江 伸幸 ｲﾘｴ ﾉﾌﾞﾕｷ つくば市 0:25:53
33 3308 古閑 一実 ｺｶﾞ ｶｽﾞﾐ 牛久市 0:25:53
34 3345 萩野 裕也 ﾊｷﾞﾉ ﾕｳﾔ 土浦市 0:26:23
35 3327 星野 敏史 ﾎｼﾉ ﾄｼﾌﾐ 千葉県 0:26:31
36 3359 杉本 壮 ｽｷﾞﾓﾄ ｿｳ 牛久市 ひたち野ライズＦＣ 0:27:06
37 3332 宮木 陽介 ﾐﾔｷ ﾖｳｽｹ 阿見町 0:27:20
38 3366 飯島 昭典 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾉﾘ つくばみらい市 ユーティーグループ 0:27:26
39 3338 岡本 智和 ｵｶﾓﾄ ﾄﾓｶｽﾞ 牛久市 0:27:45
40 3303 斉藤 茂樹 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 牛久市 0:27:46
41 3373 染谷 智郎 ｿﾒﾔ ﾉﾘｵ 埼玉県 水府走友会 0:27:51
42 3310 安藤 祐二 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 牛久市 0:27:59
43 3311 塙 博樹 ﾊﾅﾜ ﾋﾛｷ 小美玉市 0:28:00
44 3349 冨田 充志 ﾄﾐﾀ ｱﾂｼ 牛久市 0:28:02
45 3325 皆川 隆 ﾐﾅｶﾜ ﾀｶｼ 常陸大宮市 0:28:20
46 3354 蛯名 行茂 ｴﾋﾞﾅ ﾕｷｼｹﾞ 牛久市 しみず整形リハビリクリニック 0:28:24
47 3336 高畠 道広 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉県 0:28:25
48 3305 沼田 和利 ﾇﾏﾀ ｶｽﾞﾄｼ 牛久市 0:28:32
49 3333 池田 宗一 ｲｹﾀﾞ ｿｳｲﾁ 牛久市 0:28:44
50 3321 高見 卓也 ﾀｶﾐ ﾀｸﾔ 牛久市 0:29:05
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51 3343 村松 寿樹 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｼｷ 牛久市 0:29:09
52 3352 田場 正幸 ﾀﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 取手市 おにおんず 0:29:33
53 3318 桜井 俊介 ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 牛久市 0:30:03
54 3322 渡邉 絢祐 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｽｹ 龍ｹ崎市 0:30:05
55 3351 古谷 薫 ﾌﾙﾔ ｶｵﾙ 阿見町 おっさんず 0:30:37
56 3367 野口 博次 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾂｸﾞ 千葉県 ランニングシープ 0:31:18
57 3340 工藤 信介 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｽｹ 龍ｹ崎市 0:31:36
58 3376 福島 一彦 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 龍ｹ崎市 硝和ガラス株式会社 0:31:53
59 3316 今村 知博 ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 牛久市 0:32:35
60 3381 町田 祐也 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾔ 牛久市 ＶＥＺＥＲＯ 0:32:59
61 3372 向田 善実 ﾑｺｳﾀﾞ ﾖｼﾐ 筑西市 桜寿卓球クラブ 0:33:11
62 3304 藤枝 広樹 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛｷ 牛久市 0:36:22
63 3329 齋藤 公洋 ｻｲﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 阿見町 0:36:23
64 3306 綾野 孝昭 ｱﾔﾉ ﾀｶｱｷ 牛久市 0:36:56
65 3314 門野 真二郎 ｶﾄﾞﾉ ｼﾝｼﾞﾛｳ 牛久市 0:37:44
66 3315 奥村 智和 ｵｸﾑﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 牛久市 0:38:34
67 3371 相馬 宏 ｿｳﾏ ﾋﾛｼ 牛久市 東都給食株式会社 0:44:54
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