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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 3435 松井 章 ﾏﾂｲ ｱｷﾗ 東京都 0:17:12
2 3483 高橋 進 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 長野県 ＳＯＭＰＯＲＣ 0:17:20
3 3456 根岸 朋之 ﾈｷﾞｼ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 ちーむぴーちこ 0:17:56
4 3404 関 和彦 ｾｷ ｶｽﾞﾋｺ つくば市 0:17:57
5 3477 林 貴之 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 浦安ランナーズ 0:18:27
6 3413 松田 博司 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 土浦市 0:18:31
7 3471 野澤 猛夫 ﾉｻﾞﾜ ﾀｹｵ 千葉県 我孫子走友会 0:18:42
8 3473 野口 博行 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 土浦市 日立建機陸上部 0:19:01
9 3464 原 克英 ﾊﾗ ｶﾂﾋﾃﾞ つくば市 マシンｘ 0:19:07

10 3430 藤崎 敏也 ﾌｼﾞｻｷ ﾄｼﾔ 千葉県 0:19:22
11 3401 鹿山 学 ｼｶﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ 牛久市 0:19:24
12 3469 飯島 伊織 ｲｲｼﾞﾏ ｲｵﾘ 東京都 御走足へろへろ 0:19:29
13 3459 小菅 忠男 ｺｽｹﾞ ﾀﾀﾞｵ つくばみらい市 ウイングＡＣ 0:19:39
14 3472 丸山 勇 ﾏﾙﾔﾏ ｲｻﾑ 東京都 我孫子走友会 0:19:39
15 3422 山中 清一 ﾔﾏﾅｶ ｾｲｲﾁ つくば市 0:20:24
16 3470 田所 洋信 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾛﾉﾌﾞ 牛久市 恋瀬川エルエッチイーエス 0:20:42
17 3467 中村 友信 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾉﾌﾞ 龍ｹ崎市 大新東 0:20:48
18 3438 坂尻 利明 ｻｶｼﾞﾘ ﾄｼｱｷ 東京都 0:21:14
19 3462 根本 弘三 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾐ つくば市 ドクター４６ 0:22:27
20 3408 宮内 重徳 ﾐﾔｳﾁ ｼｹﾞﾉﾘ 千葉県 0:23:35
21 3421 小林 秀幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 日立市 0:24:26
22 3405 崎山 勝 ｻｷﾔﾏ ﾏｻﾙ 日立市 0:25:15
23 3407 長尾 正治 ﾅｶﾞｵ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 0:25:26
24 3416 久地岡 俊幸 ｸﾁｵｶ ﾄｼﾕｷ 牛久市 0:25:35
25 3441 谷澤 照弘 ﾀﾆｻﾞﾜ ﾃﾙﾋﾛ 埼玉県 0:25:38
26 3453 小原 新吾 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝｺﾞ 牛久市 0:25:44
27 3419 三浦 章慎 ﾐｳﾗ ｱｷﾉﾘ 牛久市 0:25:55
28 3432 小野田 和彦 ｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ つくば市 0:26:05
29 3427 広瀬 裕之 ﾋﾛｾ ﾋﾛﾕｷ 牛久市 0:26:18
30 3443 岡 大樹 ｵｶ ﾋﾛｷ 牛久市 0:26:26
31 3415 中島 淳 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ つくば市 0:26:29
32 3457 小嶋 正 ｺｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 牛久市 ひたち野ＲＥＩＳＥ 0:26:33
33 3444 柴田 良朗 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 龍ｹ崎市 0:26:35
34 3481 古島 正 ﾌﾙｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 取手市 龍ケ崎中学校 0:27:05
35 3460 小松原 剛 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾖｼ 牛久市 チームぬまっこ 0:27:10
36 3409 末永 秀人 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 牛久市 0:27:40
37 3463 喜々津 仁密 ｷｷﾂ ﾋﾄﾐﾂ 牛久市 フラワー会 0:27:50
38 3412 西口 到 ﾆｼｸﾞﾁ ｲﾀﾙ 牛久市 0:27:57
39 3478 加倉田 崇 ｶｸﾗﾀﾞ ﾀｶｼ つくば市 竜ケ崎税務署 0:27:57
40 3446 石島 大 ｲｼｼﾞﾏ ﾏｻﾙ 牛久市 0:28:28
41 3475 松岡 秀樹 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞｷ 牛久市 株式会社ジョイフル本田 0:28:31
42 3418 執印 祐輔 ｼｭｳｲﾝ ﾕｳｽｹ 牛久市 0:28:39
43 3403 高野 正博 ﾀｶﾉ ﾏｻﾋﾛ 牛久市 0:28:46
44 3455 清水 顕 ｼﾐｽﾞ ｹﾝ 牛久市 しみず整形外科リハビリ 0:28:58
45 3476 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 牛久市 株式会社ツムラ 0:29:12
46 3468 佐川 宏明 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 牛久市 大砂セブン 0:29:41
47 3410 菊谷 繁 ｷｸﾔ ｼｹﾞﾙ 千葉県 0:30:18
48 3440 瀬川 保則 ｾｶﾞﾜ ﾔｽﾉﾘ 阿見町 0:30:21
49 3402 一木 淳 ﾋﾄｷ ｼﾞｭﾝ 城里町 0:30:32
50 3431 末永 浩一 ｽｴﾅｶﾞ ｺｳｲﾁ 牛久市 0:30:39
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51 3442 友部 俊之 ﾄﾓﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 牛久市 0:30:53
52 3436 輿水 英次 ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ つくば市 0:30:57
53 3445 鈴木 勝征 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾕｷ 千葉県 0:32:14
54 3434 大坊 元夫 ﾀﾞｲﾎﾞｳ ﾓﾄｵ 牛久市 0:32:18
55 3414 飯塚 守久 ｲｲﾂｶ ﾓﾘﾋｻ つくばみらい市 0:32:58
56 3439 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 龍ｹ崎市 0:33:25
57 3411 住谷 正明 ｽﾐﾀﾆ ﾏｻｱｷ 牛久市 0:33:27
58 3437 中田 昭二 ﾅｶﾀ ｼｮｳｼﾞ 牛久市 0:33:34
59 3448 和田 英之 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 牛久市 0:33:34
60 3417 徳宿 次男 ﾄｸｼｭｸ ﾂｷﾞｵ 牛久市 0:33:42
61 3461 五十嵐 靖 ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽｼ 牛久市 デコポンクラブ 0:33:50
62 3474 沼崎 光芳 ﾇﾏｻﾞｷ ﾐﾂﾖｼ 美浦村 株式会社ひかり 0:34:06
63 3447 川上 修司 ｶﾜｶﾐ ｼｭｳｼﾞ 牛久市 0:34:40
64 3426 丸山 常彦 ﾏﾙﾔﾏ ﾂﾈﾋｺ 土浦市 0:34:57
65 3429 齊藤 昭司 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 0:35:01
66 3480 佛坂 芳彦 ﾌﾞﾂｻｶ ﾖｼﾋｺ つくば市 細見マラソン倶楽部 0:35:55
67 3424 五十嵐 広明 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｱｷ 牛久市 0:38:32
68 3450 秋永 誠司 ｱｷﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ 牛久市 0:40:07
69 3449 関崎 豊 ｾｷｻﾞｷ ﾕﾀｶ 長野県 0:40:20
70 3482 幸田 和久 ｺｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ つくば市 ＪＩＲＣＡＳ 0:45:23
71 3458 佐野 淳 ｻﾉ ｼﾞｭﾝ 土浦市 ひたち野レジデンス 0:47:40
72 3465 金指 崇 ｶﾅｻﾞｼ ﾀｶｼ 東京都 八王子走ろう会 0:48:02
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