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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 3593 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 日立市 茨城マスターズ 0:18:29
2 3597 小野 春彦 ｵﾉ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 ＭＳＴ 0:19:06
3 3574 三田 好治 ﾐﾀ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県 ハルスケ 0:19:15
4 3580 廣瀬 哲 ﾋﾛｾ ｻﾄﾙ 栃木県 広信走友会 0:19:25
5 3515 宮本 信男 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 牛久市 0:20:00
6 3594 増田 健 ﾏｽﾀﾞ ｹﾝ 千葉県 銚子マリーナランニングクラブ 0:20:11
7 3588 桝井 英夫 ﾏｽｲ ﾋﾞﾃﾞｵ 笠間市 石岡公園 0:23:37
8 3576 木村 茂男 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ 牛久市 三菱ケミカル 0:25:00
9 3509 神谷 久 ｶﾐﾔ ﾋｻｼ 牛久市 0:25:02

10 3513 杉野 修 ｽｷﾞﾉ ｵｻﾑ 牛久市 0:25:17
11 3579 内田 秀幸 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 守谷市 太知ホールディングス 0:25:35
12 3577 権正 和憲 ｺﾞﾝｼｮｳ ｶｽﾞﾉﾘ 利根町 取手ランナーズ 0:25:36
13 3567 遠西 克雄 ﾄｵﾆｼ ｶﾂｵ 茨城町 げっぴ会・鹿島 0:25:45
14 3544 宮本 経之 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾈﾕｷ 牛久市 0:25:52
15 3556 加倉井 金夫 ｶｸﾗｲ ｶﾈｵ 龍ｹ崎市 0:26:08
16 3595 篠原 要行 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 高萩市 高萩走友会 0:26:19
17 3573 織田 智治 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ 牛久市 ネスレタートルズ 0:27:25
18 3529 小野 雅晃 ｵﾉ ﾏｻｱｷ つくば市 0:27:39
19 3521 加茂 貞一 ｶﾓ ｻﾀﾞｶｽﾞ 牛久市 0:27:40
20 3507 仲田 英一 ﾅｶﾀ ｴｲｲﾁ 桜川市 0:28:09
21 3546 神崎 利昭 ｺｳｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 牛久市 0:28:18
22 3598 渡部 孝 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶｼ 千葉県 ＳＴＦ 0:28:31
23 3549 国田 薫 ｸﾆﾀ ｶｵﾙ 筑西市 0:28:32
24 3520 熊谷 信男 ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞｵ 東京都 0:28:37
25 3572 深谷 三男 ﾌｶﾔ ﾐﾂｵ 牛久市 スポーツクラブ牛久 0:28:51
26 3582 小林 辰美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾐ 牛久市 株式会社アライドマテリアル 0:29:00
27 3545 二宮 治彦 ﾆﾉﾐﾔ ﾊﾙﾋｺ つくば市 0:29:02
28 3561 沼田 滝男 ﾇﾏﾀ ﾀｷｵ 埼玉県 0:29:16
29 3524 戸部 信彦 ﾄﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 秋田県 0:29:18
30 3555 斉藤 有司 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 牛久市 0:29:20
31 3519 江東 久 ｴﾄｳ ﾋｻｼ 牛久市 0:29:36
32 3510 坂口 信光 ｻｶｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾐﾂ つくば市 0:29:41
33 3528 澤幡 剛 ｻﾜﾊﾀ ﾀｹｼ 牛久市 0:29:47
34 3581 小桧山 竜司 ｺﾋﾞﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 牛久市 日立建機 0:30:13
35 3527 山下 進一 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁ 牛久市 0:30:14
36 3511 前田 淳 ﾏｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 牛久市 0:30:26
37 3596 鈴木 哲 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 ＦＢＳ 0:30:41
38 3539 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 0:30:44
39 3503 岡崎 岩雄 ｵｶｻﾞｷ ｲﾜｵ 取手市 0:31:00
40 3508 小野 泰 ｵﾉ ﾔｽｼ 牛久市 0:31:32
41 3548 戸嶋 栄 ﾄｼﾏ ｻｶｴ 龍ｹ崎市 0:31:33
42 3553 高津 恭 ｺｳﾂﾞ ﾀﾀﾞｼ 土浦市 0:31:43
43 3558 佃 泰秀 ﾂｸﾀﾞ ﾔｽﾋﾃﾞ 牛久市 0:31:46
44 3514 藤田 純一 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 牛久市 0:31:54
45 3587 藤田 茂輝 ﾌｼﾞﾀ ｼｹﾞｷ 牛久市 牛久緩走会 0:32:01
46 3547 加藤 由朗 ｶﾄｳ ﾖｼﾛｳ 埼玉県 0:32:12
47 3583 進藤 浩二 ｼﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 牛久市 株式会社シンコム 0:32:20
48 3523 内山 宣夫 ｳﾁﾔﾏ ﾉﾘｵ 美浦村 0:32:26
49 3512 古川 富夫 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾐｵ 牛久市 0:32:32
50 3535 篠原 清則 ｼﾉﾊﾗ ｷﾖﾉﾘ 稲敷市 0:33:02
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51 3554 板倉 豊 ｲﾀｸﾗ ﾕﾀｶ 牛久市 0:33:17
52 3540 岸田 一義 ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 龍ｹ崎市 0:33:41
53 3516 小川 昌一 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 牛久市 なし 0:34:07
54 3537 杉田 公士 ｽｷﾞﾀ ｺｳｼ 牛久市 0:34:48
55 3559 浅野 丈太郎 ｱｻﾉ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ つくば市 0:34:49
56 3562 原口 和喜 ﾊﾗｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 牛久市 0:34:51
57 3578 大沼 幸一 ｵｵﾇﾏ ｺｳｲﾁ 阿見町 大沼信子 0:34:55
58 3575 新海 順一 ｼﾝｶｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 牛久市 一厚東 0:35:02
59 3526 箱崎 誠二 ﾊｺｻﾞｷ ｾｲｼﾞ 牛久市 0:35:25
60 3568 内藤 知成 ﾅｲﾄｳ ﾄﾓﾅﾘ つくば市 しみず整形外科リハビリ 0:35:25
61 3501 古室 三喜彦 ｺﾑﾛ ﾐｷﾋｺ 千葉県 0:35:39
62 3502 古城 敏幸 ﾌﾙｷ ﾄｼﾕｷ 牛久市 0:36:02
63 3531 天谷 信一 ｱﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞｲﾁ 土浦市 0:36:16
64 3550 大井 邦雄 ｵｵｲ ｸﾆｵ 取手市 0:36:54
65 3560 中野 修 ﾅｶﾉ ｵｻﾑ 鹿児島県 0:37:01
66 3533 山田 幸司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 守谷市 0:37:33
67 3522 池上 学 ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 土浦市 0:37:55
68 3551 結束 利男 ｹｯｿｸ ﾄｼｵ 牛久市 0:38:09
69 3518 佃 栄吉 ﾂｸﾀﾞ ｴｲｷﾁ 牛久市 0:38:19
70 3530 福澤 和也 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 牛久市 なし 0:39:51
71 3505 夏目 幸 ﾅﾂﾒ ﾐﾕｷ 千葉県 0:40:58
72 3541 半澤 文雄 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾌﾐｵ 牛久市 0:41:09
73 3570 松島 幸夫 ﾏﾂｼﾏ ﾕｷｵ 東京都 ひなとクラブ 0:41:52
74 3589 正忠 藤井 ﾏｻﾀﾀﾞ ﾌｼﾞｲ 小美玉市 石岡郵便局 0:43:10
75 3557 桑原 登 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 千葉県 0:43:14
76 3563 谷本 敦史 ﾀﾆﾓﾄ ｱﾂｼ 牛久市 0:45:15
77 3599 パッパラー 河合 ﾊﾟｯﾊﾟﾗｰ ｶﾜｲ 0:46:27
78 3534 佐藤 六郎 ｻﾄｳ ﾛｸﾛｳ 牛久市 0:48:38
79 3532 塚田 進 ﾂｶﾀﾞ ｽｽﾑ 牛久市 0:49:47
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