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1 1 大橋 秀星 ｵｵﾊｼ ｼｭｳｾｲ 東京都 小平市陸協 2:18:10
2 36 宮下 晴貴 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 長野県 ランジョイ 2:19:25
3 9 井上 直紀 ｲﾉｳｴ ﾅｵｷ 香川県 2:20:00
4 5 川内 鮮輝 ｶﾜｳﾁ ﾖｼｷ 東京都 Ｊａｙｂｉｒｄ 2:21:36
5 9644 藁谷 誠矢 ﾜﾗｶﾞｲ ｾｲﾔ 福島県 城西大学 2:21:53
6 238 楜澤 滉希 ｸﾙﾐｻﾜ ｺｳｷ 東京都 2:22:32
7 8 高橋 幸二 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 千葉県 オキＨＤ 2:23:07
8 30 日野 志朗 ﾋﾉ ｼﾛｳ 長野県 ランジョイ 2:24:00
9 24 渡辺 徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 福島県 Ａプロジェクト 2:24:15

10 14 矢島 久樹 ﾔｼﾞﾏ ﾋｻｷ 新潟県 能生陸上クラブ 2:24:37
11 4 神戸 駿介 ｶﾝﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 小森コーポレー 2:25:30
12 32 生井 将人 ﾅﾏｲ ﾏｻﾄ 東京都 ＷｉｎｄＲｕｎ 2:26:30
13 16 佐々木 正志 ｻｻｷ ﾏｻｼ 東京都 すみラン 2:26:37
14 3 五十嵐 真悟 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 ＪＡＷＳ 2:26:47
15 61 小林 優史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 栃木県 栃木陸協 2:27:08
16 97 堀 貴博 ﾎﾘ ﾀｶﾋﾛ 東京都 大垣体連 2:27:08
17 46 田中 宏昌 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 上州アスリート 2:27:22
18 21 伊藤 育生 ｲﾄｳ ﾔｽｵ 千葉県 ｂｏｔｃｈｉ凸 2:27:22
19 44 粟野 峻 ｱﾜﾉ ｼｭﾝ 山形県 神町自衛隊 2:27:58
20 33 能城 秀雄 ﾉｳｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 住友不動産ｅｓ 2:28:29
21 59 松本 一希 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 東京都 東京大学 2:28:36
22 12 藤原 拓 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸ 東京都 2:28:49
23 51 赤間 順一 ｱｶﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 埼玉石川眼科 2:28:51
24 9396 渡辺 大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 山形県 ミロスポーツ 2:29:06
25 39 岡田 拓己 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 埼玉県 東京陸協 2:29:08
26 23 平山 大智 ﾋﾗﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 茨城県 牛久走友会 2:29:15
27 164 平田 達哉 ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾔ 新潟県 関川村社協 2:29:37
28 8991 余川 周 ﾖｶﾜ ｼｭｳ 東京都 千葉陸協 2:29:43
29 88 佐谷 尚紀 ｻﾀﾆ ﾅｵｷ 東京都 ブークス 2:29:46
30 101 佐川 雄一 ｻｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 福島県 ゆう整骨院 2:29:48
31 41 青木 純 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ 茨城県 ＲＵＮＳ 2:29:52
32 43 磯松 紀広 ｲｿﾏﾂ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉県 作．ＡＣ北海道 2:30:07
33 50 堀内 翔太 ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 東京都 ラウドランナー 2:31:32
34 69 柳澤 貫太 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野県 長野工技センタ 2:31:36
35 55 藤岡 啓 ﾌｼﾞｵｶ ｹｲ 茨城県 私走説 2:31:50
36 75 須賀 暁 ｽｶﾞ ｻﾄﾙ 宮城県 2:32:55
37 62 長門 元太 ﾅｶﾞﾄ ｹﾞﾝﾀ 神奈川県 横須賀市陸協 2:32:57
38 71 宮本 雅文 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 エヒトラＡＣ 2:33:02
39 217 遠藤 悠一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 2:33:05
40 9557 小川 智寛 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 山形県 小川農園 2:33:21
41 245 松尾 康寛 ﾏﾂｵ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 塩グループ 2:33:39
42 60 福田 圭介 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 2:34:08
43 28 小磯 秀治 ｺｲｿ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 羽生市陸協 2:34:18
44 175 冨田 貴史 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾌﾐ 千葉県 ＯＦＥ 2:34:34
45 119 馬場 敦志 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 北海道 作ＡＣ札幌 2:35:02
46 56 山下 善幸 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾕｷ 東京都 鹿島建設 2:35:02
47 292 飯塚 匠 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｸﾐ 茨城県 茨城陸協 2:35:18
48 64 清水 慶一 ｼﾐｽﾞ ｹｲｲﾁ 千葉県 2:35:32
49 461 森永 嵩也 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶﾔ 東京都 慶大同 2:35:33
50 109 石川 広大 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 栃木県 2:35:33

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 2 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

51 76 後藤 憲仁 ｺﾞﾄｳ ﾉﾘﾋﾄ 神奈川県 ザ・キジトラズ 2:35:42
52 94 須田 由太 ｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 東京都 南蛮連合 2:35:44
53 205 林 健太郎 ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 上州アスリート 2:35:47
54 22 荻野 高広 ｵｷﾞﾉ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:35:50
55 7929 中島 拓実 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 福島県 Ａプロジェクト 2:35:51
56 67 出澤 孝臣 ｲﾃﾞｻﾜ ﾀｶｵﾐ 茨城県 水戸志村病院 2:35:56
57 184 尾張 純一 ｵﾜﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 ＳＣＲ 2:36:00
58 248 吉田 武志 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 牛久走友会 2:36:07
59 547 宮川 研悟 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 横浜市陸協 2:36:14
60 34 衣斐 俊彦 ｴﾋﾞ ﾄｼﾋｺ 大阪府 ＧＲｌａｂ兵庫 2:36:21
61 87 打木 寛之 ｳﾁｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 チーム山下 2:36:22
62 151 白木 星次 ｼﾛｷ ｾｲｼﾞ 神奈川県 軽トラ 2:36:29
63 118 長尾 暁人 ﾅｶﾞｵ ｱｷﾄ 神奈川県 2:36:30
64 287 岡村 英明 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 水練 2:36:32
65 86 戸澤 佳祐 ﾄｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京都 チームおっさん 2:37:00
66 48 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 福島県 Ａプロジェクト 2:37:05
67 78 阿部 雅行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 北海道 作．ＡＣ北海道 2:37:08
68 448 谷本 新之助 ﾀﾆﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 北海道 平取小学校 2:37:16
69 81 辻 直樹 ﾂｼﾞ ﾅｵｷ 千葉県 ＧＡＺＥＬＬＥ 2:37:20
70 467 横坂 卓也 ﾖｺｻｶ ﾀｸﾔ 東京都 2:37:27
71 104 森永 敏史 ﾓﾘﾅｶﾞ ｻﾄｼ 東京都 メタボ 2:37:28
72 437 駒井 勇輝 ｺﾏｲ ﾕｳｷ 千葉県 2:37:39
73 298 杉 博光 ｽｷﾞ ﾋﾛﾐﾂ 埼玉県 ブレイクスルー 2:37:40
74 9462 鹿島 光平 ｶｼﾏ ｺｳﾍｲ 茨城県 埼玉大学 2:37:46
75 112 池永 洋和 ｲｹﾅｶﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 ウィングＡＣ 2:37:48
76 107 山田 真也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 ヤマシン女学院 2:38:01
77 74 杉田 康 ｽｷﾞﾀ ﾔｽｼ 宮城県 広瀬川ＲＣ 2:38:01
78 171 嶋崎 功一 ｼﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京都 青梅トレラン部 2:38:15
79 266 高見 瑞樹 ﾀｶﾐ ﾐｽﾞｷ 神奈川県 足柄妙義男塾 2:38:16
80 128 金澤 大輔 ｶﾈｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 ガチーム 2:38:17
81 1441 遠藤 勇太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀ 埼玉県 2:38:32
82 110 上代 健博 ｶｼﾞﾛ ﾀｹﾋﾛ 千葉県 ちーむちーば 2:38:36
83 20 小谷 徹也 ｺﾀﾆ ﾃﾂﾔ 千葉県 千葉陸協 2:38:37
84 141 鈴木 拓人 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 埼玉県 戸田陸協 2:38:38
85 166 冨岡 尭 ﾄﾐｵｶ ﾀｶｼ 茨城県 我流ＡＣ 2:38:47
86 111 皆川 裕一 ﾐﾅｶﾜ ﾕｳｲﾁ 茨城県 いばらっきー 2:38:51
87 133 柳田 尚皓 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 ノーボーダー 2:38:54
88 429 加藤 甫 ｶﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 東京都 2:38:54
89 9384 鈴木 遊大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 東京都 田園クラブ 2:38:56
90 161 柴田 幸樹 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｷ 神奈川県 田園クラブ 2:38:56
91 99 吉田 亮太 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 群馬県 群馬日野 2:38:59
92 148 宮田 光朗 ﾐﾔﾀ ﾐﾂｱｷ 長野県 のみきぃ 2:39:00
93 226 島袋 雄一郎 ｼﾏﾀｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 チーム墨田 2:39:05
94 123 大野 剛 ｵｵﾉ ﾂﾖｼ 神奈川県 ラミリート 2:39:07
95 203 鈴木 政洋 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:39:15
96 276 小松崎 慎 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾏｺﾄ 茨城県 2:39:23
97 182 肥沼 宏樹 ｺｴﾇﾏ ﾋﾛｷ 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 2:39:23
98 313 長谷川 輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 新潟県 2:39:26
99 230 天貝 諭史 ｱﾏｶﾞｲ ｻﾄｼ 千葉県 奏坂ＲＣ 2:39:28

100 183 相馬 平 ｿｳﾏ ﾀｲﾗ 新潟県 村上市役所 2:39:31
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101 212 増嶋 祐樹 ﾏｽｼﾞﾏ ﾕｳｷ 埼玉県 埼玉陸協 2:39:33
102 160 佐川 元太 ｻｶﾞﾜ ｹﾞﾝﾀ 東京都 Ｇ－ｔｅｃ 2:39:33
103 206 森谷 陸人 ﾓﾘﾔ ﾘｸﾄ 東京都 専修走好会 2:39:40
104 704 大塚 稔 ｵｵﾂｶ ﾐﾉﾙ 栃木県 東京陸協 2:39:48
105 114 高橋 一幸 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 北海道 2:39:49
106 999 仁田 拓也 ﾆｯﾀ ﾀｸﾔ 千葉県 2:39:51
107 269 鳥越 健吾 ﾄﾘｺﾞｴ ｹﾝｺﾞ 東京都 南蛮連合 2:39:55
108 768 矢崎 遼 ﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 神奈川県 2:40:06
109 472 宮本 正平 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 栃木県 2:40:07
110 522 福田 孝之 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 ハートブレイク 2:40:11
111 1112 杉本 昌也 ｽｷﾞﾓﾄ ﾏｻﾔ 茨城県 2:40:15
112 31 市毛 大也 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾔ 茨城県 牛久走友会 2:40:22
113 102 土濃塚 渉 ﾄﾉﾂﾞｶ ﾜﾀﾙ 埼玉県 さいたま市陸協 2:40:25
114 80 夏目 晋太郎 ﾅﾂﾒ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 リスタート 2:40:26
115 299 菊地 智彦 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋｺ 東京都 2:40:32
116 125 宇佐見 祐哉 ｳｻﾐ ﾕｳﾔ 福島県 ５８ランナーズ 2:40:35
117 240 遠藤 正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 山形県 南陽東置賜 2:40:46
118 47 西野 悠貴 ﾆｼﾉ ﾕｳｷ 埼玉県 2:40:48
119 482 杉本 一馬 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 千葉県 2:40:51
120 130 阿部 祐樹 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 東京都 まるお製作所 2:40:53
121 49 上川 英一郎 ｶﾐｶﾜ ｴｲｲﾁﾛｳ 埼玉県 2:40:55
122 280 塩川 忠徳 ｼｵｶﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ 群馬県 2:41:13
123 191 高森 泰宏 ﾀｶﾓﾘ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 ノロッサ松戸 2:41:13
124 284 小室 淳史 ｺﾑﾛ ｱﾂｼ 千葉県 2:41:28
125 654 米田 桂司 ﾖﾈﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都 東京ドリーム 2:41:31
126 163 久保 浩昭 ｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 長野県 須坂上高井 2:41:32
127 204 中村 正吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 2:41:38
128 257 上野 翔悟 ｳｴﾉ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 2:41:40
129 7678 原田 沙京 ﾊﾗﾀﾞ ｻｷｮｳ 茨城県 2:41:43
130 277 石井 洋平 ｲｼｲ ﾖｳﾍｲ 東京都 チーム墨田 2:41:48
131 84 黒崎 群 ｸﾛｻｷ ｸﾞﾝ 神奈川県 しのぎ 2:41:50
132 979 中野 和也 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾔ 宮城県 チームみちのく 2:41:58
133 303 横手 義孝 ﾖｺﾃ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 白岡ＲＣ 2:42:08
134 174 當金 卓大 ﾄｳｶﾞﾈ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 埼玉マスターズ 2:42:14
135 607 飯塚 和也 ｲｲﾂﾞｶ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 埼玉陸協 2:42:20
136 153 山谷 良登 ﾔﾏﾀﾆ ﾖｼﾄ 東京都 土木管理総合試 2:42:28
137 231 尾崎 勝海 ｵｻﾞｷ ｶﾂﾐ 群馬県 荒砥走友会 2:42:35
138 8726 佐野 立弥 ｻﾉ ﾘﾂﾔ 茨城県 流通経済大学 2:42:36
139 179 土井 寛喜 ﾄﾞｲ ﾋﾛｷ 埼玉県 2:42:47
140 268 増田 修平 ﾏｽﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 ランタジスタ 2:42:47
141 456 大久保 将司 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｼ 茨城県 2:42:52
142 250 田邊 峻佑 ﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 橋本走友会 2:43:00
143 385 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 カナガワＲＣ 2:43:02
144 178 高田 英俊 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 ＫＩＮＳ 2:43:13
145 872 大久保 潤樹 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｷ 茨城県 肉王 2:43:17
146 135 平井 慎吾 ﾋﾗｲ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 2:43:25
147 288 平井 義信 ﾋﾗｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 富山県 2:43:29
148 73 水谷 英司 ﾐｽﾞﾀﾆ ｴｲｼﾞ 茨城県 茨城陸協 2:43:29
149 1019 河崎 鷹丸 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾏﾙ 東京都 もくもくＴＲＣ 2:43:34
150 343 保田 心平 ﾔｽﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉県 埼玉陸協 2:43:41
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151 376 加藤 亮太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 2:43:43
152 188 福地 芳律 ﾌｸﾁ ﾖｼﾉﾘ 東京都 東京陸協 2:43:52
153 334 青木 孝悦 ｱｵｷ ﾀｶﾖｼ 東京都 ＴＡＲＣ東京 2:43:52
154 592 片岡 一也 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾔ 栃木県 佐野狂人会 2:43:53
155 780 市川 丈将 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｮｳｽｹ 愛知県 まるお製作所 2:43:54
156 804 野本 浩礼 ﾉﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 山梨県 2:44:00
157 197 藤本 翼 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 埼玉県 草加八潮消防局 2:44:09
158 275 美濃田 拓紀 ﾐﾉﾀﾞ ﾋﾛｷ 東京都 東京都庁 2:44:13
159 176 出澤 侑也 ｲﾃﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 福島県 相双陸協 2:44:15
160 305 安原 隆 ﾔｽﾊﾗ ﾀｶｼ 群馬県 褒めて伸びすぎ 2:44:17
161 351 山野 雅文 ﾔﾏﾉ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 横浜旭走友会 2:44:21
162 1241 鈴木 洋平 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 ランボーズ 2:44:23
163 296 川上 直秋 ｶﾜｶﾐ ﾅｵｱｷ 茨城県 茨城陸協 2:44:23
164 2768 萩谷 大輝 ﾊｷﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 茨城県 水戸アスリート 2:44:28
165 35 田村 亮 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳ 群馬県 上州アスリート 2:44:29
166 1074 南河 駿 ﾐﾅﾐｶﾜ ｼｭﾝ 神奈川県 ＯＬＣルーパー 2:44:29
167 158 根岸 航佑 ﾈｷﾞｼ ｺｳｽｹ 茨城県 我流ＡＣ 2:44:33
168 258 岩垂 晋 ｲﾜﾀﾚ ｼﾝ 東京都 ＴＥＡＭ１００ 2:44:35
169 528 山口 大夢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲﾑ 青森県 青森市 2:44:36
170 143 大久保 貴之 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 幡再陸上部 2:44:40
171 185 中澤 徹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｵﾙ 埼玉県 川越市陸協 2:44:48
172 113 柏原 秀太郎 ｶｼﾊﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ 東京都 明石市陸協 2:44:49
173 200 池田 大助 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 司法書士ＲＳ 2:44:55
174 224 池田 輝之 ｲｹﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 茨城県 2:45:03
175 271 園田 義人 ｿﾉﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 しのぎ 2:45:11
176 286 林 正浩 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 サウルスＪＰＮ 2:45:11
177 400 宮腰 悠羽 ﾐﾔｺｼ ﾕｳ 千葉県 2:45:12
178 235 井上 孝広 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾋﾛ 山梨県 コセレン 2:45:15
179 349 高橋 靖典 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 千葉県 2:45:20
180 438 渡辺 雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 新潟県 2:45:21
181 321 須山 俊介 ｽﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 東京都 2:45:26
182 2497 幸松 諒 ｺｳﾏﾂ ﾘｮｳ 栃木県 心屋マラソン部 2:45:28
183 198 山田 雅之 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 福島県 水練 2:45:30
184 689 渡辺 慶人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 新潟県 2:45:33
185 279 吉村 克 ﾖｼﾑﾗ ﾏｻﾙ 東京都 水曜高尾練 2:45:41
186 1156 藤上 翔 ﾌｼﾞｶﾐ ｼｮｳ 東京都 庄内ＲＴＥ 2:45:48
187 247 成島 毅 ﾅﾙｼﾏ ﾀｹｼ 茨城県 牛久走友会 2:45:56
188 70 立山 宏一 ﾀﾃﾔﾏ ｺｳｲﾁ 栃木県 ＷＴＣ／村上塾 2:45:58
189 624 柳生 剛 ﾔｷﾞｭｳ ｺﾞｳ 茨城県 小松屋佃煮と鰻 2:45:59
190 91 松崎 哲平 ﾏﾂｻﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 三鷹市陸上競技 2:45:59
191 516 村井 昂志 ﾑﾗｲ ﾀｶｼ 埼玉県 別所沼スマイル 2:46:01
192 169 中山 竜也 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂﾔ 茨城県 ビーイング 2:46:01
193 180 高橋 克弥 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 山形県 2:46:01
194 77 白石田 直樹 ｼﾛｲｼﾀ ﾅｵｷ 茨城県 笠松走友会 2:46:05
195 650 荻沼 匠 ｵｷﾞﾇﾏ ﾀｸﾐ 茨城県 韋駄天大洗 2:46:05
196 291 太田 和彦 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋｺ 青森県 ｎｍｇ 2:46:06
197 194 畠山 直樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵｷ 茨城県 日立水戸 2:46:09
198 330 本間 次郎 ﾎﾝﾏ ｼﾞﾛｳ 千葉県 奏坂ＲＣ 2:46:12
199 216 沼田 淳一 ﾇﾏﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 我流ＡＣ 2:46:13
200 186 大出 祥弘 ｵｵﾃﾞ ﾖｼﾋﾛ 東京都 2:46:14
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201 1179 田中 圭太 ﾀﾅｶ ｹｲﾀ 岐阜県 ＡＲＣ 2:46:20
202 209 中川 信明 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 アステラス製薬 2:46:21
203 379 定本 浩司 ｻﾀﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 2:46:22
204 122 太田 一宏 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬県 ＷＴＣ 2:46:24
205 627 鈴木 茂大 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾋﾛ 茨城県 ブリヂストン 2:46:33
206 293 水越 元洋 ﾐｽﾞｺｼ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 2:46:34
207 294 吉田 修治 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 北海道 道マラソンク 2:46:34
208 246 内藤 聖貴 ﾅｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 東京都 2:46:36
209 264 岩井 凌真 ｲﾜｲ ﾘｮｳﾏ 千葉県 東京工業大学 2:46:36
210 742 小林 大輝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 ブロリー練 2:46:38
211 1259 成井 克英 ﾅﾙｲ ｶﾂﾋﾃﾞ 神奈川県 仏果空部 2:46:39
212 289 加茂 道敬 ｶﾓ ﾐﾁﾀｶ 東京都 2:46:39
213 146 西原 隆之 ﾆｼﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 茨城県 2:46:42
214 635 松野 聖司 ﾏﾂﾉ ｾｲｼ 東京都 2:46:55
215 3319 田中 佑磨 ﾀﾅｶ ﾕｳﾏ 東京都 2:46:56
216 237 新井 優太 ｱﾗｲ ﾕｳﾀ 埼玉県 坂戸市陸協 2:47:04
217 463 河井 和成 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 2:47:05
218 969 高橋 一郎 ﾀｶﾊｼ ｲﾁﾛｳ 東京都 2:47:05
219 8389 矢部 達也 ﾔﾍﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 ＦｅｗＢｏｄｙ 2:47:08
220 360 井上 泰明 ｲﾉｳｴ ﾔｽｱｷ 千葉県 松戸２１ＲＣ 2:47:12
221 168 湊原 学 ﾐﾅﾄﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 Ｃ＆Ａ成田 2:47:13
222 9004 小南 考央 ｺﾐﾅﾐ ﾀｶｵ 千葉県 2:47:15
223 389 千田 布美夫 ﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ 岩手県 チームアテルイ 2:47:18
224 874 伊吹 良介 ｲﾌﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 埼玉県 2:47:19
225 1328 丸山 篤 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂｼ 茨城県 茨城陸協 2:47:20
226 8933 深澤 陸 ﾌｶｻﾜ ﾘｸ 茨城県 東京大学大学院 2:47:21
227 664 五十嵐 聡 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄｼ 千葉県 松戸市陸協 2:47:23
228 421 森下 浩 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 2:47:26
229 367 木村 昌義 ｷﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 2:47:26
230 285 小池 裕介 ｺｲｹ ﾕｳｽｹ 千葉県 2:47:30
231 352 郡司 真彦 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻﾋｺ 東京都 東京陸協 2:47:31
232 958 鵜飼 直之 ｳｶｲ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 2:47:37
233 453 菊地 大作 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｻｸ 福島県 山新 2:47:39
234 336 原 和裕 ﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 サウルスＪＰＮ 2:47:43
235 486 柳田 靖 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾔｽｼ 埼玉県 2:47:46
236 328 熊沢 利昭 ｸﾏｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 神奈川県 2:47:47
237 498 村松 甲斐 ﾑﾗﾏﾂ ｶｲ 山梨県 かいみょん 2:47:48
238 356 伊部 達也 ｲﾍﾞ ﾀﾂﾔ 新潟県 2:47:48
239 449 稲垣 督久 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｸﾋｻ 千葉県 2:47:52
240 474 前嶋 裕治 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 2:47:57
241 525 内田 貴久 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 横浜市陸協 2:48:01
242 300 助川 篤 ｽｹｶﾞﾜ ｱﾂｼ 茨城県 2:48:03
243 756 三田 和博 ﾐﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 北海道 千歳ランナーズ 2:48:07
244 773 朝生 祐輔 ｱｿｳ ﾕｳｽｹ 千葉県 佐倉市陸協 2:48:10
245 150 藤原 敏 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 秋田県 ラブレーシング 2:48:12
246 207 佐久間 信太朗 ｻｸﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 2:48:13
247 331 金内 正 ｶﾈｳﾁ ﾀﾀﾞｼ 埼玉県 2:48:15
248 949 石塚 貴也 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶﾔ 群馬県 2:48:16
249 302 江戸 将人 ｴﾄﾞ ﾏｻﾄ 北海道 北海道大学病院 2:48:20
250 265 藤原 直紀 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 東京都 2:48:21
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251 117 ユック ハリソン ﾕｯｸ ﾊﾘｿﾝ 東京都 南蛮連合 2:48:22
252 636 工藤 淳一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 広瀬川ＲＣ 2:48:23
253 213 藤野 三法 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾂﾉﾘ 茨城県 筑波大学高橋研 2:48:26
254 722 東山 雄次 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 2:48:26
255 263 松尾 真嗣 ﾏﾂｵ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 おおはら村鍼灸 2:48:27
256 948 橋本 一秋 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 2:48:29
257 9574 中屋 宏貴 ﾅｶﾔ ﾋﾛｷ 東京都 Ｍｔ．ＳＡＳＡ 2:48:29
258 545 中野 聡 ﾅｶﾉ ｻﾄｼ 東京都 駒沢公園ＪＣ 2:48:29
259 1067 舘野 雄一 ﾀﾃﾉ ﾕｳｲﾁ 群馬県 2:48:34
260 9236 木村 元 ｷﾑﾗ ﾓﾄｷ 茨城県 駒大ＡＣ 2:48:35
261 593 渡辺 伸吾 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 東京都 ＴｅａｍーＧ 2:48:36
262 544 加藤 優輝 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 神奈川県 2:48:37
263 105 中島 雅隆 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ 福島県 ５８ランナーズ 2:48:38
264 500 佐藤 真一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 東京都 ＪＲ東日本東京 2:48:39
265 487 前原 雅樹 ﾏｴﾊﾗ ﾏｻｷ 埼玉県 たまくろ練 2:48:42
266 625 大澤 悟 ｵｵｻﾜ ｻﾄｼ 栃木県 ラン太郎 2:48:45
267 396 西井 大樹 ﾆｼｲ ﾀﾞｲｷ 東京都 チーム気仙沼 2:48:45
268 430 三崎 裕也 ﾐｻｷ ﾋﾛﾔ 北海道 ちばりよ～ＲＣ 2:48:46
269 325 里中 英二 ｻﾄﾅｶ ｴｲｼﾞ 東京都 ドカベン競争部 2:48:46
270 65 絹山 誉紹 ｷﾇﾔﾏ ﾀｶﾂｸﾞ 埼玉県 川越市陸協 2:48:47
271 307 吉岡 修 ﾖｼｵｶ ｵｻﾑ 千葉県 2:48:48
272 638 景浦 浩 ｶｹﾞｳﾗ ﾋﾛｼ 神奈川県 ＴＴ－ＡＣ 2:48:50
273 537 佐藤 隆憲 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 埼玉県 2:48:53
274 1435 新妻 圭介 ﾆｲﾂﾏ ｹｲｽｹ 福島県 いわき郵便局 2:48:55
275 632 永井 盛之 ﾅｶﾞｲ ﾓﾘﾕｷ 静岡県 2:48:58
276 281 古賀 太郎 ｺｶﾞ ﾀﾛｳ 東京都 さぼはづ 2:49:06
277 52 小野 隼太 ｵﾉ ｼｭﾝﾀ 岩手県 茨城大学ＯＢ 2:49:07
278 339 村地 哲徳 ﾑﾗﾁ ﾃﾂﾉﾘ 茨城県 2:49:11
279 682 与野 幹人 ﾖﾉ ﾐｷﾄ 神奈川県 2:49:13
280 121 高橋 聰 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 新潟県 2:49:15
281 1344 三浦 潤一 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 東京陸協 2:49:15
282 495 大沼 真也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 東京都 2:49:20
283 563 小俣 勝司 ｵﾏﾀ ﾏｻｼ 茨城県 フォルツァ！ 2:49:22
284 189 藤田 淳 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 東京都 お台所神田泉 2:49:23
285 85 山田 瑞穂 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｽﾞﾎ 埼玉県 埼玉陸協 2:49:25
286 584 宮田 良太 ﾐﾔﾀ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 2:49:28
287 943 大山 義明 ｵｵﾔﾏ ﾖｼｱｷ 埼玉県 埼玉滑川走友会 2:49:29
288 337 平澤 重章 ﾋﾗｻﾜ ｼｹﾞｱｷ 長野県 上伊那郡陸協 2:49:33
289 335 萩島 慎一 ﾊｷﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁ 茨城県 高萩走友会 2:49:35
290 1570 藤咲 直樹 ﾌｼﾞｻｸ ﾅｵｷ 茨城県 雑走魂 2:49:37
291 1057 木戸 祐貴 ｷﾄﾞ ﾕｳｷ 千葉県 2:49:41
292 315 安田 有佑 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 東京外国語大学 2:49:43
293 652 鶴野 康寛 ﾂﾙﾉ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 2:49:46
294 8229 泉 渉 ｲｽﾞﾐ ｼｮｳ 千葉県 2:49:50
295 177 益子 茂 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ 茨城県 2:49:52
296 566 鳥井 泰 ﾄﾘｲ ﾔｽｼ 北海道 道マラソンク 2:49:56
297 149 大平 玲 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱｷﾗ 新潟県 2:49:59
298 884 坂元 正博 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 2:50:00
299 639 工藤 康平 ｸﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ 千葉県 2:50:00
300 442 日山 二大 ﾋﾔﾏ ﾌﾐﾋﾛ 東京都 アトミクラブ 2:50:03
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301 9387 松村 雄輔 ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉県 2:50:06
302 2912 谷口 丞 ﾀﾆｸﾞﾁ ｽｽﾑ 神奈川県 横浜都筑ＡＣ 2:50:11
303 598 吉田 高量 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｶｽﾞ 千葉県 2:50:19
304 79 野村 高弘 ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 尼崎ＮＲ 2:50:22
305 534 向井 健人 ﾑｶｲ ﾀｸﾄ 東京都 ＴＤＭＲ 2:50:28
306 809 鹿野 捷人 ｼｶﾉ ﾊﾔﾄ 福島県 Ａプロジェクト 2:50:33
307 126 吉田 和章 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 千葉県 ＧＡＺＥＬＬＥ 2:50:37
308 416 藤井 基玄 ﾌｼﾞｲ ﾓﾄﾊﾙ 東京都 白馬焼肉走友会 2:50:39
309 225 高山 和彦 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 群馬県 妙義男塾 2:50:45
310 193 滝川 泰弘 ﾀｷｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 新潟県 いろは会計 2:50:48
311 560 近内 京太 ｺﾝﾅｲ ｷｮｳﾀ 東京都 丸の内総合ＬＯ 2:50:58
312 623 和田野 正喜 ﾜﾀﾞﾉ ﾏｻﾖｼ 千葉県 ウィングＡＣ 2:51:00
313 460 石田 克幸 ｲｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 茨城県 千波湖朝ラン会 2:51:00
314 38 外池 翔太郎 ﾄｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 千葉陸協 2:51:00
315 152 加藤 恵司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ 北海道 真勇会 2:51:06
316 440 野上 直樹 ﾉｶﾞﾐ ﾅｵｷ 茨城県 2:51:11
317 469 谷 征夫 ﾀﾆ ﾕｷｵ 神奈川県 ノースヨコハマ 2:51:12
318 520 小田 成之 ｵﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 新潟県 2:51:18
319 2166 古波蔵 洋平 ｺﾊｸﾗ ﾖｳﾍｲ 東京都 ランボーズ 2:51:19
320 766 矢吹 祥 ﾔﾌﾞｷ ｼｮｳ 東京都 バンバンクラブ 2:51:20
321 665 清水 智明 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 多摩川クラブ 2:51:20
322 355 吉田 智裕 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 2:51:22
323 359 伊藤 隆晃 ｲﾄｳ ﾀｶｱｷ 静岡県 チガジョグ 2:51:24
324 1163 松本 伸也 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝﾔ 神奈川県 2:51:26
325 354 戸田 圭二 ﾄﾀﾞ ｹｲｼﾞ 千葉県 Ｔ・ＴーＡＣ 2:51:27
326 573 松井 徳永 ﾏﾂｲ ﾉﾘﾅｶﾞ 千葉県 2:51:28
327 984 永井 雅己 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾐ 茨城県 2:51:29
328 473 斉藤 諭 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 東京都 ＭＳＤ 2:51:34
329 577 杉浦 英夫 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞｵ 東京都 ＴＡＲＣ 2:51:35
330 602 有泉 学 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 山梨県 2:51:36
331 905 山家 宏士 ﾔﾏｶﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 オオノホーム 2:51:37
332 558 酒井 康弘 ｻｶｲ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 2:51:42
333 162 山田 広之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 荒砥走友会 2:51:44
334 424 原田 甲一 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 東京陸協 2:51:47
335 823 冨川 継太 ﾄﾐｶﾜ ｹｲﾀ 神奈川県 2:51:48
336 887 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 千葉県 ＳＲＣ 2:51:49
337 8352 大竹 将生 ｵｵﾀｹ ﾏｻｷ 千葉県 2:51:49
338 856 岩瀬 豪 ｲﾜｾ ｺﾞｳ 東京都 2:51:50
339 471 高橋 克則 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 群馬県 上州アスリート 2:51:51
340 37 吉田 薫 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 神奈川県 チーム変○厚木 2:51:51
341 3246 松高 直輝 ﾏﾂﾀｶ ﾅｵｷ 埼玉県 熊熱 2:51:53
342 737 大久保 幸夫 ｵｵｸﾎﾞ ﾕｷｵ 埼玉県 2:51:54
343 574 野口 将利 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 北海道 弁釜函館 2:52:00
344 618 成島 康則 ﾅﾙｼﾏ ﾔｽﾉﾘ 静岡県 スマイリー 2:52:01
345 666 山岡 幸三 ﾔﾏｵｶ ｺｳｿﾞｳ 神奈川県 ＴＡＲＣ東京 2:52:01
346 777 吉田 航太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 福島県 水練 2:52:05
347 805 中山 立 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾂﾙ 神奈川県 ＡＶＡＮＴ 2:52:06
348 860 佐藤 祐次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 岩手県 2:52:08
349 346 新井 健至 ｱﾗｲ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:52:09
350 362 藤田 貴久 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋｻ 千葉県 千葉陸協 2:52:11
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351 1086 丸山 孝太郎 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 恵美琴風歌 2:52:13
352 492 日高 雄貴 ﾋﾀﾞｶ ﾕｳｷ 東京都 2:52:15
353 728 古宮 聡 ｺﾐﾔ ｻﾄｼ 千葉県 トライアース 2:52:17
354 509 仙波 健次 ｾﾝﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 2:52:19
355 515 濱岡 敦 ﾊﾏｵｶ ｱﾂｼ 茨城県 日立大みか 2:52:32
356 713 埃沢 亮太 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 東京都 ＴＡＲＣ 2:52:34
357 692 今井 崇 ｲﾏｲ ﾀｶｼ 千葉県 2:52:34
358 380 小林 勇貴 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 神奈川県 厚木荻野走友会 2:52:35
359 700 中村 天之丞 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾝﾉｼﾞｮｳ 神奈川県 横浜市陸協 2:52:35
360 466 阿部 泰明 ｱﾍﾞ ﾔｽｱｷ 東京都 チームパリマラ 2:52:39
361 488 高松 洋輔 ﾀｶﾏﾂ ﾖｳｽｹ 栃木県 キヤノン 2:52:39
362 1033 一堂 啓介 ｲﾁﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 東京都 雲水 2:52:40
363 1136 大河原 茂 ｵｵｶﾜﾗ ｼｹﾞﾙ 大阪府 江蘇南通 2:52:45
364 234 五十野 保 ｲｿﾉ ﾀﾓﾂ 茨城県 2:52:46
365 96 橋本 謙司 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 千葉県 2:52:48
366 406 枝川 邦治 ｴﾀﾞｶﾞﾜ ｸﾆﾊﾙ 東京都 ９０４関西 2:52:49
367 89 関 和則 ｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 ＩＲＦ 2:52:50
368 717 小林 拓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸ 千葉県 柏葉パークラン 2:52:51
369 324 磯田 和男 ｲｿﾀﾞ ｶｽﾞｵ 神奈川県 2:52:51
370 997 嶋田 仁朗 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾛｳ 茨城県 2:52:52
371 434 井関 純二 ｲｾｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 千葉県 やまきふ共済会 2:52:52
372 457 藤田 守 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾓﾙ 神奈川県 ハートブレイク 2:52:53
373 333 林田 裕介 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 2:52:55
374 319 川上 隆夫 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｵ 北海道 十勝陸協 2:52:55
375 58 増田 勇太 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳﾀ 神奈川県 茅ヶ崎市役所 2:52:56
376 202 吉野 光 ﾖｼﾉ ﾋｶﾙ 千葉県 2:52:57
377 671 江川 史倫 ｴｶﾞﾜ ﾌﾐﾉﾘ 埼玉県 2:52:59
378 675 渡邊 均 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 2:53:01
379 317 西山 典仁 ﾆｼﾔﾏ ﾉﾘﾋﾄ 東京都 2:53:05
380 340 長谷川 裕 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 神奈川県 ゼロベースＲＣ 2:53:08
381 477 森友 徹 ﾓﾘﾄﾓ ﾄｵﾙ 山口県 2:53:14
382 384 中川 聡 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 千葉県 足柄男塾 2:53:15
383 741 萩原 和輝 ﾊｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞｷ 東京都 2:53:17
384 1272 石川 友和 ｲｼｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 栃木県 ノースドッグ 2:53:18
385 684 比嘉 庸一郎 ﾋｶﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都 チームパリマラ 2:53:20
386 8351 渋江 康太 ｼﾌﾞｴ ｺｳﾀ 栃木県 Ａ．Ｆ．Ａ．Ｃ 2:53:25
387 361 相澤 信也 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 宮城県 ＹＫＫＡＰ東北 2:53:27
388 8422 押元 渉 ｵｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ 東京都 東京消防庁 2:53:27
389 1313 栗田 彩人 ｸﾘﾀ ｱﾔﾄ 東京都 2:53:30
390 120 安島 雄二 ｱｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 宮城県 仙塩利府病院 2:53:31
391 377 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県 チーム土手ラン 2:53:33
392 348 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 福島県 福島大学 2:53:34
393 2615 池田 亘 ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ 埼玉県 とんべぇＲＣ 2:53:35
394 661 岡本 哲馬 ｵｶﾓﾄ ﾃﾂﾏ 東京都 ＡＳＲＣ 2:53:37
395 455 水野 司 ﾐｽﾞﾉ ﾂｶｻ 福島県 ろくにぃ～ず。 2:53:38
396 890 鈴木 光太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 サウルスＪＰＮ 2:53:41
397 758 佐藤 雅敬 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 秋田県 田沢湖ＰＲＪ 2:53:43
398 1129 鈴木 剛史 ｽｽﾞｷ ﾀｹ 千葉県 2:53:43
399 129 三上 哲史 ﾐｶﾐ ﾃﾂﾌﾐ 東京都 東学大ＡＲＣ 2:53:44
400 600 中戸川 敏明 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 宮城県 2:53:44
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401 733 前田 充国 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾂｸﾆ 東京都 ｍｍｒｃ 2:53:46
402 697 野口 明 ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ 東京都 2:53:47
403 1043 ＬｅＢｒａｓ Ｅｒｗａｎ ﾙﾌﾞﾗｽ ｴﾙﾜﾝ 神奈川県 多摩川サブ３会 2:53:52
404 232 中島 道紀 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾁﾉﾘ 神奈川県 サオエンジンズ 2:53:53
405 583 高橋 博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 ＴＲ２ＥＣ 2:53:54
406 861 難波 淳良 ﾅﾝﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾖｳ 神奈川県 2:53:55
407 690 向井 太一 ﾑｶｲ ﾀｲﾁ 東京都 2:53:58
408 1341 村山 恵一 ﾑﾗﾔﾏ ｹｲｲﾁ 東京都 2:54:00
409 208 西沢 倫彦 ﾆｼｻﾞﾜ ﾐﾁﾋｺ 長野県 下諏訪スポ協 2:54:02
410 8453 太田 大地 ｵｵﾀ ﾀﾞｲﾁ 東京都 2:54:04
411 476 片山 等 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄｼ 東京都 2:54:05
412 530 馬場 健志 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 2:54:05
413 295 沓掛 健一 ｸﾂｶｹ ｹﾝｲﾁ 茨城県 笠松走友会 2:54:15
414 454 川澄 隆章 ｶﾜｽﾐ ﾀｶｱｷ 新潟県 ＪＪＪ 2:54:20
415 517 田仲 成行 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾕｷ 埼玉県 リスペクト 2:54:20
416 1175 福澤 史郎 ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾛｳ 東京都 ノーリミット 2:54:29
417 399 神谷 賢 ｶﾐﾔ ｹﾝ 神奈川県 回廊練習会 2:54:32
418 1594 佐藤 正志 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 神奈川県 2:54:32
419 140 三谷 享 ﾐﾀﾆ ｱｷﾗ 青森県 弘前公園ＲＣ 2:54:32
420 8357 馬上 航平 ﾓｳｴ ｺｳﾍｲ 福島県 2:54:38
421 837 田所 剛 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾂﾖｼ 東京都 ＴＧＴ 2:54:39
422 139 野村 茂行 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞﾕｷ 埼玉県 凡人ＲＣ 2:54:39
423 407 高木 重人 ﾀｶｷﾞ ｼｹﾞﾄ 東京都 鶏プルＡ 2:54:39
424 1122 宗藤 健矢 ﾑﾈﾄｳ ｹﾝﾔ 千葉県 2:54:40
425 660 松永 英己 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:54:46
426 497 横江 利仁 ﾖｺｴ ﾄｼﾉﾘ 神奈川県 川崎市陸協 2:54:46
427 1068 糸田 政徳 ｲﾄﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 2:54:48
428 672 長井 建郎 ﾅｶﾞｲ ﾀﾂﾛｳ 東京都 長井塾 2:54:48
429 2100 横川 智史 ﾖｺｶﾜ ｻﾄｼ 東京都 日本中を走る会 2:54:49
430 748 竹花 春樹 ﾀｹﾊﾅ ﾊﾙｷ 東京都 2:54:52
431 8320 渡辺 一哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 福島県 Ａプロジェクト 2:54:53
432 711 池本 進 ｲｹﾓﾄ ｽｽﾑ 東京都 ＥＹＬ 2:54:53
433 1415 河野 友哉 ｺｳﾉ ﾄﾓﾔ 東京都 2:54:54
434 8104 谷川 健太郎 ﾀﾆｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 2:54:55
435 714 浅見 泰之 ｱｻﾐ ﾔｽﾕｷ 東京都 2:54:55
436 553 内須川 忠司 ｳﾁｽｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 長野県 さくれつラン 2:54:55
437 919 長嶋 宥佑 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳｽｹ 埼玉県 2:54:56
438 447 佐々木 啓至 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 千葉県 ソンナバナナ 2:54:56
439 746 神田 友和 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 福島県 広瀬川ＲＣ 2:54:57
440 646 織田 健太郎 ｵﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 埼玉県 2:54:57
441 190 吉野 聡司 ﾖｼﾉ ｻﾄｼ 埼玉県 埼玉嵐山走友会 2:54:57
442 316 栗原 拓哉 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾔ 東京都 2:54:58
443 103 飯田 隼人 ｲｲﾀﾞ ﾊﾔﾄ 千葉県 ＧＡＺＥＬＬＥ 2:55:00
444 262 軍司 匡輝 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻｱｷ 茨城県 我流ＡＣ 2:55:00
445 512 相浦 勇人 ｱｲｳﾗ ﾊﾔﾄ 埼玉県 2:55:01
446 53 菅 大治郎 ｽｶﾞ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 茨城県 2:55:01
447 942 阿部 功一郎 ｱﾍﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 棟建 2:55:05
448 745 星野 哲也 ﾎｼﾉ ﾃﾂﾔ 埼玉県 2:55:06
449 535 佐久間 大輔 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 2:55:13
450 1224 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 群馬県 2:55:14
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451 375 野村 昌宏 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 日本精工 2:55:17
452 605 佐賀 国弘 ｻｶﾞ ｸﾆﾋﾛ 神奈川県 橋本走友会 2:55:17
453 613 平出 健治 ﾋﾗｲﾃﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 東京陸協 2:55:18
454 904 坂本 拓己 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾐ 東京都 ＳＲＣ 2:55:18
455 961 大西 靖之 ｵｵﾆｼ ﾔｽﾕｷ 茨城県 湘南ボンバーズ 2:55:23
456 1637 乙崎 健一 ｵﾄｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 千葉県 2:55:23
457 519 菊谷 賢 ｷｸﾔ ﾏｻﾙ 青森県 2:55:25
458 693 稲野辺 健一 ｲﾅﾉﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 二子玉川走友会 2:55:27
459 846 鈴木 浩樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 茨城県 佐川日立 2:55:28
460 426 菊地 雅矢 ｷｸﾁ ﾏｻﾔ 埼玉県 2:55:31
461 357 秋山 和彦 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 2:55:31
462 256 佐野 泰弘 ｻﾉ ｱｽﾋﾛ 東京都 ＬＤＡＲＣ 2:55:32
463 562 板寺 瞬 ｲﾀﾃﾞﾗ ｼｭﾝ 栃木県 2:55:32
464 358 池谷 啓 ｲｹｶﾞﾔ ﾄｵﾙ 神奈川県 小田原ＮＲ 2:55:33
465 555 関谷 英樹 ｾｷﾔ ﾋﾃﾞｷ 東京都 2:55:33
466 274 住田 勇樹 ｽﾐﾀﾞ ﾕｳｷ 千葉県 あんこＲＵＮ 2:55:34
467 272 丹波 弘輔 ﾀﾝﾊﾞ ｺｳｽｹ 神奈川県 2:55:34
468 402 阪野 陽一 ﾊﾞﾝﾉ ﾖｳｲﾁ 東京都 2:55:37
469 668 倉澤 順司 ｸﾗｻﾜ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 2:55:38
470 387 宝徳 忍 ﾎｳﾄｸ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 原子力機構 2:55:41
471 914 新名 亮太 ｼﾝﾐｮｳ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 2:55:42
472 532 芹沢 元秀 ｾﾘｻﾞﾜ ﾓﾄﾋﾃﾞ 東京都 ８ＰＲＯ 2:55:48
473 462 高橋 祥基 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 岩手県 アテルイ 2:55:49
474 546 池内 祐介 ｲｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 栃木県 2:55:49
475 2499 西畑 庸介 ﾆｼﾊﾀ ﾖｳｽｹ 東京都 2:55:51
476 724 薄根 芳彦 ｳｽﾈ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 白岡ＲＣ 2:55:52
477 368 山口 聡之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 山口クラブ 2:55:54
478 1004 三橋 和弘 ﾐﾂﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 2:55:55
479 934 平野 友之 ﾋﾗﾉ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 レト 2:55:59
480 1181 長谷川 章 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｷﾗ 東京都 2:55:59
481 369 吉倉 利英 ﾖｼｸﾗ ﾄｼﾋﾃﾞ 茨城県 水戸果樹組合 2:56:01
482 1845 江本 雅俊 ｴﾓﾄ ﾏｻﾄｼ 千葉県 2:56:01
483 244 柳下 健太郎 ﾔｷﾞｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 2:56:04
484 427 深沢 喜貴 ﾌｶｻﾞﾜ ﾖｼｷ 神奈川県 2:56:04
485 707 首藤 新一 ｼｭﾄｳ ｼﾝｲﾁ 東京都 2:56:06
486 1045 島田 佐智夫 ｼﾏﾀﾞ ｻﾁｵ 東京都 2:56:07
487 1730 正木 圭 ﾏｻｷ ｹｲ 東京都 2:56:07
488 1690 内海 基 ｳﾁｳﾐ ﾓﾄｲ 東京都 2:56:07
489 1207 坂上 琢哉 ｻｶｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 神奈川県 あさひの丘病院 2:56:08
490 398 細貝 健太郎 ﾎｿｶﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 アイラブホヒー 2:56:10
491 637 藤井 翔平 ﾌｼﾞｲ ｼｮｳﾍｲ 東京都 2:56:13
492 2787 舩山 和樹 ﾌﾅﾔﾏ ｶｽﾞｷ 静岡県 2:56:14
493 970 水田 俊平 ﾐｽﾞﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 東京都 2:56:17
494 699 清水 弘明 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県 石岡ＴＲＣ 2:56:18
495 314 柳沼 幸一 ﾔｷﾞﾇﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 小金井おじ練 2:56:19
496 753 多田 将英 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 東京都 2:56:25
497 875 伊藤 志登勢 ｲﾄｳ ｼﾄｾ 千葉県 多発性嚢胞腎Ｒ 2:56:26
498 1250 町田 祐磨 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳﾏ 東京都 ＲＥＴＯ．ＲＣ 2:56:27
499 252 高野 大輝 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲｷ 東京都 健ちゃん練 2:56:28
500 561 鳥海 一仁 ﾄﾘｳﾐ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都 2:56:28
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501 557 平瀬 豪宏 ﾋﾗｾ ﾀｹﾋﾛ 東京都 ＴＡＲＣ東京 2:56:31
502 541 辻田 亘 ﾂｼﾞﾀ ﾜﾀﾙ 神奈川県 2:56:33
503 446 大林 悟 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 栃木県 井頭走り隊 2:56:33
504 155 脇本 大輔 ﾜｷﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 2:56:34
505 479 阿左美 亮治 ｱｻﾞﾐ ﾘｮｳｼﾞ 群馬県 2:56:34
506 788 原田 晴観 ﾊﾗﾀﾞ ﾊﾙﾐ 茨城県 ＦＯＣ 2:56:36
507 1161 高村 正樹 ﾀｶﾑﾗ ﾏｻｷ 東京都 2:56:36
508 1227 西澤 和俊 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾄｼ 東京都 2:56:36
509 2467 青木 慎吾 ｱｵｷ ｼﾝｺﾞ 茨城県 日立建機 2:56:38
510 523 笹田 哲文 ｻｻﾀﾞ ﾃﾂﾌﾐ 青森県 2:56:39
511 651 工藤 靖章 ｸﾄﾞｳ ﾔｽｱｷ 茨城県 第一三共 2:56:39
512 2405 小林 翔汰 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 福島県 ＴＭＴＣ 2:56:41
513 550 寄川 盛男 ﾖﾘｶﾜ ﾓﾘｵ 茨城県 太田走友会 2:56:41
514 820 白田 義彰 ｼﾗﾀ ﾖｼｱｷ 宮城県 2:56:42
515 1345 石村 正和 ｲｼﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 静岡県 2:56:46
516 806 野田 雄輔 ﾉﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 東京陸上 2:56:48
517 1681 柳谷 啓好 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾋﾛﾖｼ 神奈川県 2:56:50
518 536 小山内 健一 ｵｻﾅｲ ｹﾝｲﾁ 青森県 青森陸協 2:56:50
519 1687 仲里 正亮 ﾅｶｻﾞﾄ ｾｲﾘｮｳ 埼玉県 埼玉大井ＲＣ 2:56:53
520 1348 小川 智大 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 2:56:53
521 1052 古屋 豊 ﾌﾙﾔ ﾕﾀｶ 神奈川県 2:56:53
522 1426 徳光 善謙 ﾄｸﾐﾂ ﾖｼｶﾈ 茨城県 県北農林事務所 2:56:53
523 601 大井 義人 ｵｵｲ ﾖｼﾋﾄ 神奈川県 2:56:53
524 807 高橋 和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 2:56:53
525 581 中野 力 ﾅｶﾉ ﾁｶﾗ 東京都 2:56:54
526 1635 木崎 純友 ｷｻﾞｷ ｽﾐﾄﾓ 埼玉県 2:56:55
527 1084 松田 竹善 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹﾖｼ 神奈川県 ＭＭナイトラン 2:56:56
528 419 河合 浩二 ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 茨城県 2:56:56
529 953 庄司 真陸 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾐﾁ 東京都 ホーチミン走会 2:56:57
530 630 加藤 大士 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 茨城県 千波湖朝ラン会 2:56:59
531 1380 須藤 慎二 ｽﾄｳ ｼﾝｼﾞ 群馬県 2:56:59
532 9567 關口 清人 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾄ 神奈川県 陸上自衛隊 2:57:00
533 329 見原 哲哉 ﾐﾊﾗ ﾃﾂﾔ 東京都 多摩湖ＲＣ 2:57:01
534 789 持田 英治 ﾓﾁﾀﾞ ｴｲｼﾞ 神奈川県 2:57:01
535 1293 河上 徹 ｶﾜｶﾐ ﾃﾂ 埼玉県 ルート８４６ 2:57:01
536 1296 菊地 徳晴 ｷｸﾁ ﾉﾘﾊﾙ 宮城県 2:57:03
537 8468 前川 凜太朗 ﾏｴｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨城県 茨城中体連 2:57:03
538 1062 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 2:57:04
539 323 小峯 勇太 ｺﾐﾈ ﾕｳﾀ 茨城県 扶桑化学 2:57:08
540 540 伊藤 忍 ｲﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 ＴＴＣ 2:57:08
541 1295 長谷 学 ﾊｾ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 仙台自衛隊 2:57:08
542 844 中道 善徳 ﾅｶﾐﾁ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 栃木陸協 2:57:10
543 895 井坂 慎也 ｲｻｶ ｼﾝﾔ 茨城県 雑走魂 2:57:12
544 470 戸田 幸宏 ﾄﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 埼玉県 2:57:14
545 744 根岸 洋一郎 ﾈｷﾞｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 2:57:16
546 1309 神田橋 慧一 ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ ｹｲｲﾁ 神奈川県 湘南ランクラブ 2:57:17
547 1555 山中 真 ﾔﾏﾅｶ ﾏｺﾄ 北海道 エクセルＲＣ 2:57:17
548 885 吉田 貴宏 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 2:57:18
549 242 岩原 正知 ｲﾜﾊﾗ ﾏｻﾄﾓ 東京都 2:57:21
550 1289 堀 秀秋 ﾎﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 東海汽船 2:57:22
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551 1171 宮田 雄太 ﾐﾔﾀ ﾕｳﾀ 千葉県 2:57:22
552 653 柴田 幹司 ｼﾊﾞﾀ ﾐｷｼﾞ 東京都 2:57:22
553 1197 山田 真悟 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 神奈川県 2:57:24
554 1747 小栗 孝之 ｵｸﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 ルナークス 2:57:25
555 233 自見 寿文 ｼﾞｹﾞﾝ ﾄｼﾌﾐ 茨城県 雑走魂 2:57:25
556 414 桑原 雄宇 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳ 茨城県 2:57:26
557 763 宮田 弥 ﾐﾔﾀ ﾜﾀﾙ 東京都 チームみやた 2:57:28
558 683 清水 俊彦 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋｺ 埼玉県 2:57:29
559 935 須田 雄也 ｽﾀﾞ ﾕｳﾔ 茨城県 2:57:32
560 645 木曽 哲男 ｷｿ ﾃﾂｵ 茨城県 ＭＹ ＳＴＡＲ 2:57:32
561 172 小田切 大城 ｵﾀｷﾞﾘ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 川崎市陸協 2:57:32
562 8334 山川 政人 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾄ 埼玉県 上尾市陸協 2:57:33
563 222 小川 勝也 ｵｶﾞﾜ ｶﾂﾔ 埼玉県 カナガワＲＣ 2:57:33
564 903 岸本 浩樹 ｷｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 埼玉県 2:57:33
565 2329 水田 剛 ﾐｽﾞﾀ ｺﾞｳ 東京都 2:57:33
566 696 篠崎 将宏 ｼﾉｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 横浜市陸協 2:57:34
567 681 松木 浩明 ﾏﾂｷ ﾋﾛｱｷ 東京都 多摩川サブ３会 2:57:34
568 223 山崎 佑太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 長野県 2:57:36
569 883 清水 春生 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙｷ 長野県 2:57:37
570 8495 松丸 真幸 ﾏﾂﾏﾙ ﾏｻﾕｷ 茨城県 フラワーズ 2:57:39
571 1672 川上 竜太郎 ｶﾜｶﾐ ﾘｭｳﾀﾛｳ 神奈川県 ランボ１００Ａ 2:57:39
572 757 加藤 潤一 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 ルート８４６ 2:57:40
573 1403 川上 貴志 ｶﾜｶﾐ ﾀｶｼ 千葉県 流山ＣＪ 2:57:40
574 481 小野寺 太一 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｲﾁ 宮城県 宮城陸競 2:57:43
575 3910 冨田 真 ﾄﾐﾀﾞ ﾏｺﾄ 栃木県 2:57:45
576 401 大辻 竹仁 ｵｵﾂｼﾞ ﾀｹﾋﾄ 茨城県 心走クラブ 2:57:45
577 1665 高田 直朗 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｱｷ 神奈川県 2:57:46
578 1535 福島 淳 ﾌｸｼﾏ ｱﾂｼ 東京都 2:57:46
579 157 関 才門 ｾｷ ｻｲﾓﾝ 茨城県 2:57:46
580 709 石川 久 ｲｼｶﾜ ﾋｻｼ 東京都 ＷＮＴ 2:57:47
581 273 菅野 辰也 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城県 あぶくまＡＣ 2:57:47
582 524 岡田 勇 ｵｶﾀﾞ ｲｻﾑ 東京都 2:57:48
583 1522 田中 直輝 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 宮城県 飯田塾 2:57:48
584 443 歌屋敷 靖 ｳﾀﾔｼｷ ﾔｽｼ 東京都 東京陸協 2:57:49
585 503 加藤 徹夫 ｶﾄｳ ﾃﾂｵ 埼玉県 東京陸協 2:57:49
586 1041 飴本 義一 ｱﾒﾓﾄ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 2:57:50
587 901 豊嶋 聡 ﾄﾖｼﾏ ｻﾄﾙ 神奈川県 2:57:51
588 1220 藤井 彰 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾗ 新潟県 ぷぅ＆チコ 2:57:53
589 1950 薗田 毅 ｿﾉﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 ＴＲシュガー 2:57:54
590 2873 加藤 圭 ｶﾄｳ ｹｲ 神奈川県 ＲＤＣ ＲＣ 2:57:54
591 412 松田 文貴 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾀｶ 東京都 2:57:54
592 930 越路 和朗 ｺｼｼﾞ ｶｽﾞｵ 兵庫県 2:57:55
593 556 小原 利之 ｵﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 東京都 小金井おじ練 2:57:56
594 850 須永 浩司 ｽﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 剛走会 2:57:56
595 1584 梅田 優人 ｳﾒﾀﾞ ﾏｻﾄ 東京都 2:57:56
596 2894 能登 陽介 ﾉﾄ ﾖｳｽｹ 富山県 ハナビシ 2:57:57
597 604 二階堂 美徳 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 2:57:57
598 405 石井 浩行 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 コモック 2:57:58
599 371 齋藤 賢一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東京都 2:57:58
600 706 宗像 哲也 ﾑﾅｶﾀ ﾃﾂﾔ 福島県 ふくしまＴＲＣ 2:57:58
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601 1209 反町 俊介 ｿﾘﾏﾁ ｼｭﾝｽｹ 群馬県 上州アスリート 2:57:59
602 156 荒木 裕太郎 ｱﾗｷ ﾕｳﾀﾛｳ 千葉県 橋本タイル 2:58:00
603 701 小栢 進也 ｵｶﾞﾔ ｼﾝﾔ 埼玉県 2:58:00
604 1225 中原 正行 ﾅｶﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 2:58:01
605 1247 斉藤 方英 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 静岡県 ふじざくらＲＣ 2:58:03
606 843 山田 光 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾗ 福島県 2:58:03
607 552 増井 悟 ﾏｽｲ ｻﾄﾙ 神奈川県 松高陸上部ＯＢ 2:58:03
608 974 小松崎 真 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾏｺﾄ 茨城県 サウルス茨城 2:58:04
609 1817 飯森 裕真 ｲｲﾓﾘ ﾕｳﾏ 東京都 2:58:05
610 917 杉田 貴基 ｽｷﾞﾀ ﾀｶﾓﾄ 東京都 2:58:06
611 1155 佐々木 康治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 東京都 2:58:06
612 2190 田村 圭佑 ﾀﾑﾗ ｹｲｽｹ 東京都 2:58:07
613 539 平田 将也 ﾋﾗﾀ ﾏｻﾔ 神奈川県 サウルス神奈川 2:58:08
614 1301 柿沼 正人 ｶｷﾇﾏ ﾏｻﾄ 埼玉県 2:58:08
615 570 桑野 博輔 ｸﾜﾉ ﾋﾛｽｹ 東京都 2:58:10
616 1405 小野 貴 ｵﾉ ﾀｶｼ 宮城県 ＣＫＤ 2:58:12
617 784 井川 辰朗 ｲｶﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 ちよだっしゅ 2:58:13
618 347 坂田 浩慈 ｻｶﾀ ｺｳｼﾞ 神奈川県 2:58:14
619 988 武田 政男 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｵ 茨城県 ランハート 2:58:15
620 1102 渡辺 英之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 ゼロベースＲＣ 2:58:16
621 3303 荒川 了紀 ｱﾗｶﾜ ﾘｮｳｷ 茨城県 2:58:17
622 750 水谷 文俊 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾌﾐﾄｼ 東京都 2:58:18
623 923 浦島 和也 ｳﾗｼﾏ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 2:58:19
624 783 渡辺 哲夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ 千葉県 2:58:20
625 676 小澤 拓実 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 神奈川県 2:58:21
626 1100 小堀 友大 ｺﾎﾞﾘ ﾄﾓﾋﾛ 青森県 2:58:21
627 1026 北沢 純 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 小田原ＮＲ 2:58:22
628 439 荒谷 大輔 ｱﾗﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 埼玉大井ＲＣ 2:58:22
629 374 服部 峻 ﾊｯﾄﾘ ｼｭﾝ 神奈川県 サウルス神奈川 2:58:25
630 1416 能丸 将 ﾉｳﾏﾙ ﾏｻﾙ 埼玉県 2:58:26
631 1418 小林 啓一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｲﾁ 神奈川県 2:58:28
632 422 髙橋 知彦 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋｺ 長野県 もくもくＴＲＣ 2:58:30
633 994 月川 一彦 ﾂｷｶﾜ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 2:58:31
634 708 蔵品 智史 ｸﾗｼﾅ ｻﾄｼ 神奈川県 2:58:31
635 311 赤井 宏行 ｱｶｲ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:58:33
636 435 村上 亮介 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 東京都 2:58:35
637 1406 田阪 晃一 ﾀｻｶ ｺｳｲﾁ 神奈川県 2:58:36
638 800 菊池 雄太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 神奈川県 2:58:37
639 1073 伊藤 剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 秋田県 2:58:40
640 2587 藤田 剣 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝ 埼玉県 2:58:40
641 1308 飯尾 圭市 ｲｲｵ ｹｲｲﾁ 栃木県 2:58:40
642 580 中嶋 茂雄 ﾅｶｼﾏ ｼｹﾞｵ 岐阜県 岐阜陸協 2:58:41
643 1090 折原 正明 ｵﾘﾊﾗ ﾏｻｱｷ 東京都 品川区陸恊 2:58:41
644 1116 川井 康平 ｶﾜｲ ｺｳﾍｲ 茨城県 水戸通信工業 2:58:41
645 968 堰 博 ｾｷ ﾋﾛｼ 埼玉県 ＮＲ柏 2:58:41
646 1354 森田 浩章 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 2:58:42
647 931 木谷 一明 ｷﾔ ｶｽﾞｱｷ 東京都 水元走ろう会 2:58:42
648 1023 山本 慈朗 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾛｳ 千葉県 2:58:42
649 5764 西村 卓真 ﾆｼﾑﾗ ﾀｸﾏ 東京都 2:58:43
650 3116 鈴木 景太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 埼玉県 2:58:43
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651 393 菊間 靖尚 ｷｸﾏ ﾔｽﾀｶ 千葉県 2:58:44
652 1146 佐々木 克之 ｻｻｷ ｶﾂﾕｷ 東京都 小金井公園ＲＣ 2:58:45
653 633 菊池 友和 ｷｸﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県 森山クラブ 2:58:45
654 1626 坂本 憲弘 ｻｶﾓﾄ ﾉﾘﾋﾛ 北海道 ＣＲ２北海道 2:58:45
655 854 山田 英幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 2:58:46
656 431 青柳 暢幸 ｱｵﾔｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 茨城県庁鉄人会 2:58:46
657 9147 齋藤 佑樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 埼玉県 練馬ＯＬＣ 2:58:46
658 1736 前田 圭紀 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾏｷ 東京都 2:58:48
659 1669 花枝 聡 ﾊﾅｴﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 2:58:48
660 801 平木 昌希 ﾋﾗｷ ﾏｻｷ 埼玉県 2:58:52
661 940 氏家 正裕 ｳｼﾞｲｴ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 広瀬川ＲＣ 2:58:53
662 2214 花田 康 ﾊﾅﾀﾞ ﾔｽｼ 東京都 2:58:54
663 564 田中 誠 ﾀﾅｶ ﾏｺﾄ 神奈川県 多摩川クラブ 2:58:54
664 1521 古川 裕隆 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾀｶ 福島県 猪苗代ＡＣ 2:58:54
665 1455 鮎川 陽一 ｱﾕｶﾜ ﾖｳｲﾁ 茨城県 2:58:55
666 863 門馬 一三 ﾓﾝﾏ ｶｽﾞﾐ 福島県 水練 2:58:55
667 1185 林 豊 ﾊﾔｼ ﾕﾀｶ 東京都 ちよだっしゅ 2:58:56
668 1210 松本 行央 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｷｵ 千葉県 オンザロード 2:58:56
669 642 福原 義樹 ﾌｸﾊﾗ ﾖｼｷ 千葉県 ポポロＡＣ 2:58:56
670 1066 吉川 蒼 ｷｯｶﾜ ｿｳ 東京都 2:58:56
671 1480 松嶋 延広 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 栃木県 2:58:58
672 1785 阿部 真也 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 厚木大学 2:58:59
673 1728 木内 洋一郎 ｷｳﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ 栃木県 2:58:59
674 702 都丸 和宣 ﾄﾏﾙ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 2:59:00
675 1135 織田 詞久 ｵﾀﾞ ﾉﾘﾋｻ 千葉県 千葉 2:59:01
676 1115 田中 諭 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 栃木県 2:59:02
677 1699 稲葉 正則 ｲﾅﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 2:59:04
678 1277 ガリドディアス 大樹 ｶﾞﾘﾄﾞﾃﾞｨｱｽ ﾀｲｷ 東京都 2:59:05
679 1557 針谷 剛 ﾊﾘｶﾞﾔ ﾀｹｼ 埼玉県 リスペクト 2:59:07
680 9051 進藤 大尚 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾅｵ 千葉県 東京農業大学 2:59:07
681 1391 生田 大朗 ｲｸﾀ ﾀﾞｲﾛｳ 東京都 ストーンキッズ 2:59:08
682 1013 川崎 智弘 ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 2:59:10
683 2239 田嶌 一徳 ﾀｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 もくもくＴＲＣ 2:59:12
684 1722 北原 俊 ｷﾀﾊﾗ ｼｭﾝ 茨城県 つくばの風 2:59:13
685 840 横山 雅哉 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾔ 茨城県 2:59:14
686 568 植村 克秀 ｳｴﾑﾗ ｶﾂﾋﾃﾞ 東京都 ポポロＡＣ 2:59:14
687 1282 塚田 周平 ﾂｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 東京都 2:59:15
688 1880 青木 優太 ｱｵｷ ﾕｳﾀ 千葉県 2:59:15
689 590 宮下 紘和 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 2:59:17
690 824 柳沢 春樹 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 東京都 はてブロ 2:59:17
691 798 小川 隆之 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 2:59:17
692 2436 鈴木 拓己 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 埼玉県 鍵子バギクロス 2:59:18
693 365 小松 春信 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾉﾌﾞ 東京都 ８ＰＲＯ 2:59:20
694 594 長瀬 康一 ﾅｶﾞｾ ｺｳｲﾁ 千葉県 松戸２１ＲＣ 2:59:24
695 1627 栗田 大輝 ｸﾘﾀ ﾀﾞｲｷ 群馬県 ＧＵＭ１００ 2:59:25
696 1302 外崎 博之 ﾄﾉｻｷ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 2:59:26
697 131 齋藤 尚哉 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 愛知県 名城ＡＲＣ 2:59:27
698 1071 渋谷 毅 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹｼ 神奈川県 2:59:29
699 810 江夏 健太 ｴﾅﾂ ｹﾝﾀ 東京都 ＲＲＴ 2:59:30
700 1065 岡田 一敏 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 埼玉県 2:59:31
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701 679 沖津 雅史 ｵｷﾂ ﾏｻｼ 神奈川県 2:59:31
702 608 須賀 宏行 ｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 トラック野郎 2:59:31
703 1461 森田 覚 ﾓﾘﾀ ｻﾄﾙ 茨城県 2:59:32
704 2111 北條 翔 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼｮｳ 福島県 水練 2:59:36
705 464 井上 博 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 千葉県 2:59:36
706 1130 大金 拓二郎 ｵｵｶﾞﾈ ﾀｸｼﾞﾛｳ 東京都 2:59:36
707 1473 浜田 尚輝 ﾊﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 東京都 チキンハート 2:59:38
708 1934 須山 弘一 ｽﾔﾏ ｺｳｲﾁ 東京都 2:59:41
709 411 立川 和幸 ﾀﾁｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 陸上自衛隊 2:59:41
710 1143 八幡 優 ﾔﾊﾀ ｽｸﾞﾙ 埼玉県 ＡＩＳ 2:59:41
711 1671 下津 公敬 ｼﾓﾂ ﾋﾛﾀｶ 東京都 世田谷区陸協 2:59:41
712 312 久我 信義 ｸｶﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 新潟県 2:59:42
713 2286 小池 怜 ｺｲｹ ﾘｮｳ 栃木県 2:59:43
714 868 蔦 英明 ﾂﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 2:59:45
715 896 柳井田 彰 ﾔﾅｲﾀﾞ ｱｷﾗ 東京都 ＨＭＣ 2:59:45
716 909 久保 和範 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 2:59:45
717 705 敦賀 隆史 ﾂﾙｶﾞ ﾀｶｼ 茨城県 ＪＪＪ茨城支部 2:59:46
718 871 池田 篤 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 茨城県 日本中央競馬会 2:59:47
719 2339 熊谷 周作 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｻｸ 宮城県 気仙沼ＭＣ 2:59:49
720 1017 青木 玄 ｱｵｷ ｹﾞﾝ 神奈川県 2:59:49
721 1786 皆川 祐輔 ﾐﾅｶﾜ ﾕｳｽｹ 茨城県 2:59:51
722 8445 遠藤 洋平 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 群馬県 群馬大学 2:59:51
723 1668 中島 寧 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｼ 東京都 2:59:51
724 1022 酒師 隆治 ｻｶｼ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 2:59:53
725 2500 中野 貴文 ﾅｶﾉ ﾀｶﾌﾐ 茨城県 2:59:54
726 1933 原田 三嘉 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 埼玉県 多摩湖ＲＣ 2:59:55
727 769 古屋 賢一 ﾌﾙﾔ ｹﾝｲﾁ 山梨県 2:59:56
728 811 井島 守 ｲｼﾞﾏ ﾏﾓﾙ 東京都 2:59:58
729 1265 福井 清史 ﾌｸｲ ｷﾖｼ 埼玉県 クルミ 2:59:58
730 7663 安 佳明 ﾔｽ ﾖｼｱｷ 茨城県 2:59:59
731 925 板倉 保市 ｲﾀｸﾗ ﾔｽｲﾁ 神奈川県 3:00:00
732 1050 豊田 秋平 ﾄﾖﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 肉王 3:00:00
733 866 田中 謙次 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 千葉県 富士森走友会 3:00:01
734 1092 桑原 芳徳 ｸﾜﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 東京速度男子 3:00:03
735 2270 牧野 靖 ﾏｷﾉ ﾔｽｼ 千葉県 3:00:04
736 1083 大川 高輝 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 埼玉県 東京海上日動 3:00:05
737 1287 金井 智行 ｶﾅｲ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 3:00:07
738 2721 圓井 靖彦 ﾂﾑﾗｲ ﾔｽﾋｺ 山形県 圓井ランナーズ 3:00:08
739 1452 榎本 卓 ｴﾉﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 千葉県 ＷＥＳＴ 3:00:09
740 3089 黒澤 賢史 ｸﾛｻﾜ ｹﾝｼﾞ 千葉県 3:00:09
741 1203 白井 正和 ｼﾗｲ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 鎌倉市陸協 3:00:10
742 483 今野 渉 ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ 宮城県 3:00:10
743 1577 兀下 敏幸 ﾊｹﾞｼﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 牛久走友会 3:00:11
744 673 佐藤 徳憲 ｻﾄｳ ﾄｸﾉﾘ 埼玉県 ラミリート 3:00:11
745 1979 大滝 隆司 ｵｵﾀｷ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 3:00:11
746 2670 須田 皐太 ｽﾀﾞ ｺｳﾀ 東京都 アイカツ陸上部 3:00:14
747 1729 岩崎 広行 ｲﾜｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:00:16
748 2840 板垣 健 ｲﾀｶﾞｷ ｹﾝ 福島県 ふくしまＴＲＣ 3:00:16
749 1158 松山 弘樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 3:00:17
750 1105 小原 隆広 ｺﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 3:00:18

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 16 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

751 8076 奥村 友昭 ｵｸﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 東京都 3:00:20
752 1458 小林 博之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 北海道 3:00:20
753 3444 山平 健司 ﾔﾏﾋﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県 ランボーズ 3:00:20
754 1404 桝田 廣宣 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 神奈川県 3:00:21
755 1187 増井 佑太 ﾏｽｲ ﾕｳﾀ 東京都 3:00:23
756 1238 金子 高志 ｶﾈｺ ﾀｶｼ 東京都 3:00:25
757 147 小川 慶図 ｵｶﾞﾜ ｹｲﾄ 茨城県 千葉陸協 3:00:25
758 1016 溝口 哲 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｻﾄﾙ 神奈川県 チームカイト 3:00:27
759 1284 佐藤 尚巳 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 静岡県 3:00:28
760 8730 細谷 晃一 ﾎｿﾔ ｺｳｲﾁ 栃木県 ＡＦＡＣ 3:00:29
761 1230 木村 賢人 ｷﾑﾗ ｹﾝﾄ 群馬県 3:00:31
762 3449 田儀 理 ﾀｷﾞ ｵｻﾑ 東京都 3:00:35
763 2029 石井 大祐 ｲｼｲ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 3:00:36
764 913 小沼 マサユキ ｵﾇﾏ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 ＬａＭｏｎｔｅ 3:00:36
765 418 小林 圭佑 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 神奈川県 3:00:43
766 1150 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 ＡＲＣ 3:00:44
767 1486 曽我 正人 ｿｶﾞ ﾏｻﾄ 東京都 富士通 3:00:45
768 1245 藤原 篤史 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱﾂｼ 東京都 3:00:46
769 926 吉村 孝喜 ﾖｼﾑﾗ ｺｳｷ 東京都 3:00:51
770 2574 峯田 祐一 ﾐﾈﾀ ﾕｳｲﾁ 千葉県 3:00:53
771 2089 武田 龍哉 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾂﾔ 千葉県 三菱商事ロジ 3:00:53
772 589 稲垣 吉正 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾏｻ 東京都 ソニック 3:00:54
773 2224 皆川 拓也 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 埼玉県 城北小学校 3:00:54
774 2375 石島 一秀 ｲｼｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 茨城県 3:00:55
775 8630 永井 郁也 ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾔ 千葉県 3:01:01
776 2046 太田 貴大 ｵｵﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 3:01:06
777 2101 児玉 明知 ｺﾀﾞﾏ ｱｷﾄﾓ 埼玉県 3:01:07
778 1653 金児 史仁 ｶﾈｺ ﾌﾐﾋﾄ 埼玉県 3:01:08
779 1493 清水 一希 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 埼玉県 ＳＣＲ 3:01:09
780 663 大島 慎二 ｵｵｼﾏ ｼﾝｼﾞ 群馬県 アイエス陸上部 3:01:12
781 762 平賀 聖 ﾋﾗｶﾞ ｷﾖｼ 茨城県 風来坊ＲＣ 3:01:14
782 1038 平澤 健市 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 ＨＴＣ 3:01:17
783 1255 藤本 暁彦 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾋｺ 静岡県 敷地ランナーズ 3:01:18
784 382 今井 光 ｲﾏｲ ﾋｶﾙ 東京都 東京都陸上競技 3:01:18
785 1499 青木 健 ｱｵｷ ｹﾝ 東京都 3:01:19
786 718 山外 功太郎 ﾔﾏｿﾄ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 3:01:19
787 785 中條 康雄 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾔｽｵ 栃木県 3:01:23
788 2038 岡本 俊浩 ｵｶﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 東京都 ランボーズ 3:01:24
789 1159 鈴木 翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川県 サウルス神奈川 3:01:30
790 8640 小堀 和正 ｺﾎﾞﾘ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 チームやまとも 3:01:31
791 3079 加藤 友紀 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 山梨県 3:01:33
792 847 長田 泉 ｵｻﾀﾞ ｲｽﾞﾐ 千葉県 ＡＧＣ 3:01:33
793 1984 菊岡 和希 ｷｸｵｶ ｶｽﾞｷ 東京都 3:01:34
794 3423 黛 壱歩 ﾏﾕｽﾞﾐ ｲｯﾎﾟ 栃木県 3:01:35
795 2216 橋本 淳一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 ヴェルティゴ 3:01:37
796 612 高石 淳 ﾀｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 宮城県 東北電力女川 3:01:39
797 484 中村 伸治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 新潟県 3:01:41
798 1833 松崎 邦彦 ﾏﾂｻﾞｷ ｸﾆﾋｺ 新潟県 3:01:41
799 2197 漆原 映彦 ｳﾙｼﾊﾗ ｱｷﾋｺ 東京都 3:01:46
800 1442 村山 明宏 ﾑﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 群馬県 3:01:46

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 17 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

801 603 小杉 知生 ｺｽｷﾞ ﾄﾓｵ 茨城県 一番星 3:01:47
802 792 柴崎 祐輔 ｼﾊﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 東京都 3:01:49
803 1208 竹川 充 ﾀｹｶﾜ ﾐﾂﾙ 埼玉県 3:01:52
804 933 長土居 邦弘 ﾅｶﾞﾄﾞｲ ｸﾆﾋﾛ 東京都 3:01:55
805 1266 馬場 幸樹 ﾊﾞﾊﾞ ｺｳｷ 北海道 三角山走友会 3:01:56
806 3780 茂木 穣 ﾓﾃｷﾞ ﾕﾀｶ 埼玉県 熊谷市役所 3:01:57
807 1780 片岡 桂一 ｶﾀｵｶ ｹｲｲﾁ 愛知県 ＴＡＲＣ 3:02:03
808 8219 佃 直樹 ﾂｸﾀﾞ ﾅｵｷ 長野県 3:02:05
809 1142 深沢 光栄 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳｴｲ 埼玉県 アリスト 3:02:08
810 9629 中島 晃 ﾅｶｼﾏ ｱｷﾗ 東京都 3:02:11
811 82 神野藤 宏行 ｶﾝﾉﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 福島県 Ａプロジェクト 3:02:15
812 911 石井 浩和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 3:02:17
813 1523 矢田 洋 ﾔﾀ ﾋﾛｼ 茨城県 高萩消防署 3:02:20
814 2437 山後 晋作 ｻﾝｺﾞ ｼﾝｻｸ 東京都 3:02:21
815 1199 越田 諭 ｺｼﾀﾞ ｻﾄｼ 神奈川県 サウルス神奈川 3:02:22
816 833 乗松 良昌 ﾉﾘﾏﾂ ﾖｼﾏｻ 東京都 多摩サブ 3:02:23
817 511 白井 伊和雄 ｼﾗｲ ｲﾜｵ 兵庫県 宝塚陸協 3:02:27
818 8828 鈴木 一弥 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 福島県 安達消防 3:02:28
819 8565 高村 一樹 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 新潟県 南魚沼市陸協 3:02:29
820 2539 橋本 貴幸 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 3:02:30
821 1376 髙野 正男 ﾀｶﾉ ﾏｻｵ 群馬県 3:02:34
822 1191 深谷 洋明 ﾌｶﾔ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 3:02:34
823 1495 麻生 賢 ｱｿｳ ｹﾝ 東京都 エルドレッソ 3:02:38
824 1398 萩原 健太 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 東京都 長瀬産業 3:02:38
825 982 山市 剛 ﾔﾏｲﾁ ﾂﾖｼ 東京都 3:02:39
826 1152 舩見 高貴生 ﾌﾅﾐ ﾀｶｵ 神奈川県 3:02:41
827 803 仁平 俊樹 ﾆﾀﾞｲﾗ ﾄｼｷ 千葉県 ウィングＡＣ 3:02:43
828 2074 デローサ アントニオ ﾃﾞﾛｰｻ ｱﾝﾄﾆｵ 神奈川県 ナンバンレンゴ 3:02:47
829 1030 柳 優樹 ﾔﾅｷﾞ ﾕｳｷ 神奈川県 おかがん 3:02:48
830 2582 柴崎 順也 ｼﾊﾞｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 3:02:50
831 1174 狩谷 茂一 ｶﾘﾔ ｼｹﾞｶｽﾞ 神奈川県 酒ＲＵＮ 3:02:55
832 832 中野 拓 ﾅｶﾉ ﾀｸ 東京都 東京陸協 3:02:57
833 752 渡邉 一義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ 千葉県 フコクしんらい 3:02:58
834 270 菊池 裕樹 ｷｸﾁ ﾋﾛｷ 茨城県 3:02:59
835 2726 小室 淳佑 ｺﾑﾛ ｼﾞｭﾝｽｹ 東京都 南町應神睦 3:03:04
836 297 國分 喜郎 ｺｸﾌﾞﾝ ﾖｼﾛｳ 福島県 幡ヶ谷再生大学 3:03:06
837 596 唐須 泰宏 ｶﾗｽ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 3:03:06
838 1666 辻裏 雅宏 ﾂｼﾞｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:03:12
839 721 山崎 晴雄 ﾔﾏｻｷ ﾊﾙｵ 埼玉県 別所沼スマイル 3:03:14
840 8515 佐藤 秀雅 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾏｻ 茨城県 3:03:15
841 2625 阿久津 知宏 ｱｸﾂ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 3:03:16
842 1538 加瀬 康武 ｶｾ ﾔｽﾀｹ 千葉県 3:03:18
843 1056 松澤 一裕 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 3:03:19
844 1274 広瀬 泰治 ﾋﾛｾ ﾀｲｼﾞ 新潟県 ランＲＵＮ乱 3:03:24
845 1924 佐久間 清孝 ｻｸﾏ ｷﾖﾀｶ 東京都 3:03:25
846 838 窪田 俊郎 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾛｳ 東京都 ピッツキューブ 3:03:26
847 1574 木村 昭太 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 千葉県 3:03:27
848 2755 椎名 陸 ｼｲﾅ ﾘｸ 茨城県 3:03:30
849 781 田村 展也 ﾀﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ 東京都 吉永小百合 3:03:32
850 1290 宮本 隆太郎 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳﾀﾛｳ 東京都 3:03:35

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 18 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

851 1451 山本 宗孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾈﾀｶ 千葉県 かにころ 3:03:37
852 433 鈴木 貴雄 ｽｽﾞｷ ﾀｶｵ 埼玉県 3:03:37
853 1548 松本 和記 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 3:03:37
854 1234 鈴木 達矢 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 埼玉県 3:03:38
855 794 岡野 憲 ｵｶﾉ ｱｷﾗ 神奈川県 3:03:39
856 882 大嶽 怜 ｵｵﾀｹ ﾚｲ 東京都 3:03:42
857 852 都 祥生 ﾐﾔｺ ｻﾁｵ 千葉県 3:03:43
858 980 小出 康二 ｺｲﾃﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 ｋ．ｋｏｉｄｅ 3:03:44
859 9606 植木 和樹 ｳｴｷ ｶｽﾞｷ 東京都 ＬＤＡーＲＣ 3:03:45
860 1836 薮野 雅哉 ﾔﾌﾞﾉ ﾏｻﾔ 東京都 3:03:47
861 1333 永井 和人 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾋﾄ 栃木県 3:03:47
862 1572 吉原 一稀 ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞｷ 茨城県 3:03:48
863 9077 赤羽 海衆 ｱｶﾊﾞ ﾋﾛﾄﾓ 埼玉県 3:03:48
864 1219 近澤 剛士 ﾁｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 神奈川県 ゼロベースＲＣ 3:03:48
865 2822 石山 勝照 ｲｼﾔﾏ ﾏｻﾃﾙ 埼玉県 3:03:48
866 1006 五十嵐 俊明 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼｱｷ 群馬県 コンテナ市場 3:03:50
867 1875 小林 昌樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 千葉県 佐倉陸上クラブ 3:03:51
868 3042 星 秀人 ﾎｼ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 3:03:52
869 326 奈良 悠冬 ﾅﾗ ﾕｳﾄ 東京都 田園クラブ 3:03:55
870 3880 菊池 宏明 ｷｸﾁ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 損保協会 3:03:57
871 1169 村上 晃央 ﾑﾗｶﾐ ﾃﾙｵ 千葉県 ＨＢＳ 3:04:00
872 1192 柳崎 正徳 ﾔﾅｷﾞｻｷ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 ジェピコ 3:04:00
873 1639 高木 丈史 ﾀｶｷﾞ ﾀｹﾌﾐ 神奈川県 3:04:01
874 1457 杉田 雅紀 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 3:04:01
875 521 田中 裕康 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 ＡＮＳＷＥＲ４ 3:04:03
876 1837 相馬 哲史 ｿｳﾏ ｻﾄｼ 埼玉県 3:04:05
877 2257 竹田 英司 ﾀｹﾀﾞ ｴｲｼﾞ 東京都 ＳＴＣ 3:04:07
878 7928 長田 康助 ｵｻﾀﾞ ｺｳｽｹ 東京都 ランボーズ 3:04:07
879 1654 中台 孔一 ﾅｶﾀﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 ＪＲＲ千葉 3:04:11
880 1385 今井 一宏 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 恩田川 3:04:11
881 8693 浜崎 航太郎 ﾊﾏｻｷ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 早大陸上同好会 3:04:13
882 2417 阿部 仁 ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 ＷＥＳＴ 3:04:15
883 822 荒木 伸一 ｱﾗｷ ｼﾝｲﾁ 千葉県 3:04:18
884 1606 西河 輝 ﾆｼｶﾜ ｱｷﾗ 神奈川県 3:04:20
885 1471 西尾 亜門 ﾆｼｵ ｱﾓﾝ 東京都 ＢＳ魂 3:04:21
886 897 川辺 啓伍 ｶﾜﾅﾍﾞ ｹｲｺﾞ 茨城県 本城陸上クラブ 3:04:21
887 9326 平野 伸平 ﾋﾗﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 茨城県 3:04:22
888 1231 佐々木 大介 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:04:23
889 740 鈴木 祐太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 埼玉県 3:04:27
890 1164 石原 明 ｲｼﾊﾗ ｱｷﾗ 東京都 3:04:36
891 1534 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 3:04:37
892 686 志村 隼人 ｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 埼玉県 ＮＩＡＧＡＲＡ 3:04:41
893 1350 宮坂 康宣 ﾐﾔｻｶ ﾔｽﾉﾘ 宮城県 3:04:42
894 1509 荻原 直樹 ｵｷﾞﾊﾗ ﾅｵｷ 東京都 3:04:44
895 420 稲田 旭斗 ｲﾅﾀﾞ ｱｷﾄ 神奈川県 3:04:45
896 2685 池田 洋介 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 3:04:45
897 694 加藤 倫亜 ｶﾄｳ ﾘﾝｱ 東京都 ウィングＡＣ 3:04:46
898 2153 押味 和俊 ｵｼﾐ ｶｽﾞﾄｼ 新潟県 新津走友会 3:04:50
899 2159 川原 卓弥 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ 山形県 3:04:52
900 8344 国友 洋志 ｸﾆﾄﾓ ﾋﾛｼ 福島県 上遠野郵便局 3:04:53
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901 571 中山 知昭 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 千葉県 ＧＲｌａｂ関東 3:04:55
902 1501 匂坂 義昭 ｻｷﾞｻｶ ﾖｼｱｷ 神奈川県 横浜中央走友会 3:04:56
903 1148 瀬川 淳一 ｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 多摩川クラブ 3:04:56
904 9282 長尾 浩和 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｶｽﾞ 福島県 ＴＭＴＣ 3:05:05
905 2121 秋元 秀介 ｱｷﾓﾄ ｼｭｳｽｹ 東京都 駒沢公園ＪＣ 3:05:05
906 1465 加藤 琢朗 ｶﾄｳ ﾀｸﾛｳ 東京都 3:05:06
907 341 樋口 賢一 ﾋｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 3:05:08
908 2402 大津 賢一 ｵｵﾂ ｹﾝｲﾁ 茨城県 上水 3:05:08
909 749 古谷 俊治 ﾌﾙﾔ ﾄｼﾊﾙ 東京都 Ｆｕｎｃｏｍｅ 3:05:11
910 726 高橋 正幸 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 茨城県 茨城ジョガーズ 3:05:14
911 1025 小野寺 伸介 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝｽｹ 宮城県 広瀬川ＲＣ 3:05:16
912 1051 吉田 雅彦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 福島県 3:05:18
913 1623 坂田 慎一朗 ｻｶﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 浅六両山睦 3:05:19
914 1450 横山 剛士 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 宮城県 3:05:20
915 1799 嶋田 勝之 ｼﾏﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 埼玉県 3:05:26
916 2019 高山 悦寛 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 笠松走友会 3:05:26
917 1099 夜久 暢宏 ﾔｸ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉県 ＫＡＪＩＭＡ 3:05:28
918 991 久保寺 欧士 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｵｳｼﾞ 静岡県 3:05:28
919 1015 頼 貞貴 ﾗｲ ｻﾀﾞﾀｶ 神奈川県 3:05:31
920 1204 吉池 俊郎 ﾖｼｲｹ ﾄｼﾛｳ 神奈川県 3:05:31
921 2157 原 晋平 ﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 埼玉県 前橋トレラン部 3:05:36
922 2740 上平 貴昭 ｳﾜﾀﾞｲﾗ ﾀｶｱｷ 東京都 京華学園 3:05:37
923 1384 畠山 暢人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾄ 秋田県 森ボン 3:05:40
924 1243 寸田 英利 ｽﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 3:05:41
925 2548 泉 亮介 ｲｽﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 東京都 3:05:41
926 795 石田 賢 ｲｼﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 ＤｒｅａｍＡＣ 3:05:43
927 680 今井 啓 ｲﾏｲ ﾋﾛｷ 神奈川県 3:05:47
928 1008 高橋 佑治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 宮城県 Ｋ－ｐｏｒｔ 3:05:48
929 1853 長谷川 光伸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 茨城県 ＴＥＡＭ Ｍ 3:05:50
930 1813 島岡 秀明 ｼﾏｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 3:05:53
931 2496 福島 端 ﾌｸｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 東京都 3:05:54
932 409 安達 太一 ｱﾀﾞﾁ ﾀｲﾁ 東京都 3:05:54
933 695 荒木 俊宏 ｱﾗｷ ﾄｼﾋﾛ 東京都 プロフィット 3:05:54
934 2207 神林 護 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾏﾓﾙ 東京都 １９７７ 3:05:57
935 1271 関 直人 ｾｷ ﾅｵﾄ 東京都 Ａｍａｌｙｚｅ 3:06:00
936 1874 谷口 正樹 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻｷ 神奈川県 みなせ走友会 3:06:05
937 836 高津戸 大希 ﾀｶﾂﾄﾞ ﾀｲｷ 茨城県 ＩＧ茨城 3:06:06
938 8788 山内 正義 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾖｼ 茨城県 加波一族 3:06:07
939 1285 松村 和大 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 ちーむまっさん 3:06:08
940 9187 成田 洋祐 ﾅﾘﾀ ﾖｳｽｹ 三重県 ホンダ鈴鹿 3:06:09
941 1264 澤田 悠 ｻﾜﾀﾞ ﾕｳ 東京都 おろち 3:06:11
942 549 澤田 善信 ｻﾜﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 3:06:11
943 5380 鈴木 秀和 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 神奈川県 ＴＡＲＣ上海 3:06:12
944 2859 高寺 匠 ﾀｶﾃﾗ ﾀｸﾐ 長野県 チーム１９７７ 3:06:12
945 2340 鳥野見 泰嗣 ﾄﾘﾉﾐ ﾀｲｼﾞ 東京都 小金井トラ連合 3:06:12
946 842 近藤 則貴 ｺﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾀｶ 東京都 3:06:13
947 886 大森 壮真 ｵｵﾓﾘ ｿｳﾏ 茨城県 ひたちなかＪＣ 3:06:15
948 1779 鈴木 隆行 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 東京都 3:06:16
949 1613 中川 暢生 ﾅｶｶﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ 千葉県 柏おやじの会 3:06:17
950 1075 水落 豊 ﾐｽﾞｵﾁ ﾕﾀｶ 埼玉県 3:06:18
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951 1564 田中 寛晃 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 千葉県 3:06:19
952 920 金沢 雄一郎 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 3:06:20
953 719 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 3:06:22
954 1280 辻 雅仁 ﾂｼﾞ ﾏｻﾋﾄ 茨城県 てるみんＲＣ 3:06:25
955 1459 栗原 誠 ｸﾘﾊﾗ ﾏｺﾄ 茨城県 シズエ・イザワ 3:06:29
956 1597 吉村 憲彦 ﾖｼﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 東京都 3:06:29
957 2584 大森 建太郎 ｵｵﾓﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 3:06:33
958 1528 古角 和義 ﾌﾙｽﾐ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 3:06:35
959 1421 布施 智之 ﾌｾ ﾄﾓﾕｷ 東京都 3:06:37
960 819 中野 翔太 ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ 埼玉県 3:06:39
961 1713 長谷川 晴季 ﾊｾｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 東京都 ニャンＰＡＳＳ 3:06:39
962 835 川村 俊明 ｶﾜﾑﾗ ﾄｼｱｷ 神奈川県 3:06:41
963 1906 白倉 芳雪 ｼﾗｸﾗ ﾖｼﾕｷ 千葉県 3:06:43
964 2512 後藤 鋼太 ｺﾞﾄｳ ｺｳﾀ 群馬県 3:06:44
965 1072 中川 裕一郎 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 ＭＴＲＣ 3:06:45
966 1719 藤井 達也 ﾌｼﾞｲ ﾀﾂﾔ 東京都 葛西ランナーズ 3:06:47
967 1036 竹下 岳 ﾀｹｼﾀ ﾀｶｼ 東京都 しんぶん赤旗 3:06:47
968 2425 平井 優紀 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 東京都 3:06:48
969 2033 北垣 徹 ｷﾀｶﾞｷ ﾄｵﾙ 茨城県 3:06:49
970 1582 正木 宏之 ﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ 福島県 ＩＣＦＣＲＣ 3:06:49
971 1518 小杉 尊道 ｺｽｷﾞ ﾀｶﾐﾁ 東京都 3:06:53
972 1633 福嶋 宏 ﾌｸｼﾏ ﾋﾛｼ 東京都 3:06:55
973 1223 片岡 桂太 ｶﾀｵｶ ｹｲﾀ 神奈川県 3:06:56
974 1408 木村 勝利 ｷﾑﾗ ｶﾂﾄｼ 埼玉県 3:06:58
975 493 中野 朋之 ﾅｶﾉ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 サンビーチＡＣ 3:06:58
976 3293 山際 勇二 ﾔﾏｷﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 千葉県 3:07:04
977 865 猪瀬 孝則 ｲﾉｾ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 エスカレード 3:07:04
978 808 飯野 陽一 ｲｲﾉ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 3:07:05
979 1484 鶴田 勇樹 ﾂﾙﾀ ﾕｳｷ 茨城県 3:07:07
980 2122 鮎澤 源典 ｱﾕｻﾞﾜ ﾓﾄﾉﾘ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 3:07:07
981 1445 須藤 脩 ｽﾄｳ ｵｻﾑ 東京都 3:07:07
982 2941 宮嶋 達也 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 神奈川県 3:07:08
983 228 砂塚 篤史 ｽﾅﾂﾞｶ ｱﾂｼ 新潟県 柏崎陸協 3:07:09
984 572 佐々木 智典 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 宮城県 ゴールドスリー 3:07:10
985 1926 益邑 斉 ﾏｽﾑﾗ ﾋﾄｼ 静岡県 ＫＤＲＢＮＣ 3:07:11
986 1180 石川 順一 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木県 ヨックモック 3:07:15
987 643 石井 博啓 ｲｼｲ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 雑走魂 3:07:15
988 1292 高松 健人 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝﾄ 茨城県 ヴェレン大洗 3:07:15
989 1766 河内 淳平 ｶﾜｳﾁ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 ゼロベースラン 3:07:19
990 1920 山口 佳祐 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 神奈川県 3:07:20
991 1349 竹田 隆夫 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶｵ 東京都 湘南ＲＣ 3:07:20
992 2086 山崎 亨 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ 東京都 3:07:21
993 364 安喰 太郎 ｱｸﾞｲ ﾀﾛｳ 千葉県 ハリアーズ 3:07:21
994 2186 橋本 毅久 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾋｻ 新潟県 3:07:22
995 732 鈴木 祐助 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 出光千葉 3:07:27
996 973 村越 健司 ﾑﾗｺｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:07:29
997 2832 瀧本 貴士 ﾀｷﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 3:07:31
998 507 萩田 彰 ﾊｷﾞﾀ ｱｷﾗ 東京都 3:07:31
999 987 林 直之 ﾊﾔｼ ﾅｵﾕｷ 宮城県 仙台市消防局 3:07:32

1000 1278 新井 隆一 ｱﾗｲ ﾘｭｳｲﾁ 埼玉県 3:07:33
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1001 1928 郡司 健太郎 ｸﾞﾝｼﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 3:07:33
1002 1244 齋藤 克仁 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾄ 新潟県 3:07:34
1003 761 井嶋 光夫 ｲｼﾞﾏ ﾐﾂｵ 東京都 3:07:34
1004 2096 山崎 喜一郎 ﾔﾏｻｷ ｷｲﾁﾛｳ 東京都 ちゃんぷ。練 3:07:34
1005 1317 中井 直樹 ﾅｶｲ ﾅｵｷ 大阪府 3:07:35
1006 441 大瀧 拓巳 ｵｵﾀｷ ﾀｸﾐ 富山県 チーム羅空 3:07:35
1007 2999 中山 雅継 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾂｸﾞ 神奈川県 酒ＲＵＮ 3:07:37
1008 1732 家永 十和樹 ｲｴﾅｶﾞ ﾄﾜｷ 埼玉県 3:07:38
1009 1447 宮村 裕紀 ﾐﾔﾑﾗ ﾕｳｷ 東京都 ＰＴＣ 3:07:39
1010 3694 中村 和哉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 駒４９ 3:07:41
1011 735 土屋 宗徳 ﾂﾁﾔ ﾑﾈﾉﾘ 茨城県 ひたちなかＪＣ 3:07:41
1012 1463 斉藤 大将 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 ＮＴＴデータｉ 3:07:41
1013 1379 大竹 徹哉 ｵｵﾀｹ ﾃﾂﾔ 茨城県 高萩走友会 3:07:43
1014 1305 花岡 良信 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 長野県 3:07:43
1015 1413 志方 成一郎 ｼｶﾀ ｾｲｲﾁﾛｳ 埼玉県 3:07:44
1016 1618 高橋 宏仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾋﾄ 埼玉県 埼玉ＢＧ走友会 3:07:45
1017 2139 富岡 聡文 ﾄﾐｵｶ ｻﾄﾌﾐ 神奈川県 Ｇｏ ｕｐ 3:07:47
1018 1507 横田 憲治 ﾖｺﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 江戸一ランナー 3:07:47
1019 1322 森田 新次 ﾓﾘﾀ ｼﾝｼﾞ 東京都 ＪＲアクセス 3:07:48
1020 1824 柴崎 光郎 ｼﾊﾞｻｷ ﾐﾂｵ 埼玉県 3:07:49
1021 1002 末松 健吾 ｽｴﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 東京都 3:07:52
1022 3074 井上 達哉 ｲﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 埼玉県 埼玉大井ＲＣ 3:07:52
1023 1400 三枝 秀徳 ｻｲｸﾞｻ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 ＴＧＴ 3:07:52
1024 1139 桑原 忠夫 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾀﾀﾞｵ 神奈川県 Ｒｕｎｆｅｓｔ 3:07:52
1025 1664 嶋崎 真司 ｼﾏｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 茨城県 3:07:54
1026 1826 蘇 柏穎 ｿ ﾊｸｴｲ 千葉県 松戸２１ＲＣ 3:07:57
1027 1157 山田 秀道 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳﾄﾞｳ 静岡県 3:07:57
1028 386 大月 健人 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾋﾄ 茨城県 茨城県庁陸上部 3:07:58
1029 2865 藤田 真幸 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 アミノサウルス 3:07:59
1030 1035 渡邊 圭太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 神奈川県 魚重寿司 3:08:01
1031 1754 吉野 弘 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 千葉県 松戸市民ランナ 3:08:01
1032 1678 佐藤 忠男 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 東京都 3:08:02
1033 2275 松尾 啓孝 ﾏﾂｵ ﾋﾛﾀｶ 神奈川県 ポポロＡＣ 3:08:04
1034 1682 塩野 隆 ｼｵﾉ ﾀｶｼ 東京都 3:08:07
1035 916 菅原 拓海 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 東京都 3:08:07
1036 1675 鈴木 徳弥 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾔｽ 埼玉県 エネアーク関東 3:08:10
1037 1240 大嶋 一範 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 千葉県 3:08:11
1038 1677 榎田 徹也 ｴﾉｷﾀﾞ ﾃﾂﾔ 群馬県 リスペクト 3:08:11
1039 1314 石井 克彦 ｲｼｲ ｶﾂﾋｺ 埼玉県 ワン東京 3:08:12
1040 1807 栗岩 克明 ｸﾘｲﾜ ｶﾂｱｷ 東京都 ＴＡＲＣ東京 3:08:12
1041 8618 瀧山 祥希 ﾀｷﾔﾏ ﾖｼｷ 神奈川県 3:08:14
1042 774 山崎 達郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 東京都 3:08:18
1043 1611 手塚 駿 ﾃﾂﾞｶ ﾊﾔﾄ 千葉県 ＪＡＭＰ 3:08:18
1044 1389 望月 良太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳﾀ 東京都 こすげ走友会 3:08:19
1045 1042 島田 義之 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 茨城県 茨城ジョガーズ 3:08:19
1046 985 齊藤 芳徳 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 東京都 3:08:20
1047 1147 矢部 実 ﾔﾍﾞ ﾐﾉﾙ 神奈川県 （株）ツルハ 3:08:21
1048 2040 村上 尚平 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 福島県 いわきＦＣラン 3:08:21
1049 1922 藤原 浩治 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 千葉県 3:08:21
1050 907 久保田 進 ｸﾎﾞﾀ ｽｽﾑ 東京都 ＧＲｌａｂ関東 3:08:22
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1051 3785 関口 浩平 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 群馬県 荒砥走友会 3:08:23
1052 1039 中林 将宏 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 牧の里楽走会 3:08:24
1053 1504 塩野 圭太 ｼｵﾉ ｹｲﾀ 茨城県 3:08:25
1054 1963 服部 大祐 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 愛知県 3:08:26
1055 1324 小栗 好博 ｵｸﾞﾘ ﾖｼﾋﾛ 静岡県 スマイリー 3:08:27
1056 1519 下園 弘史 ｼﾓｿﾞﾉ ｺｳｼﾞ 千葉県 3:08:29
1057 1670 丹野 芳浩 ﾀﾝﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 多摩湖ＲＣ 3:08:31
1058 1249 飯沼 和也 ｲｲﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 茨城県 3:08:31
1059 881 米川 景介 ﾖﾈｶﾜ ｹｲｽｹ 茨城県 ＣＭＲ 3:08:32
1060 2013 稲見 晃宏 ｲﾅﾐ ｱｷﾋﾛ 静岡県 ＲＯＵＮＳ５ 3:08:32
1061 2279 荒木 聡 ｱﾗｷ ｻﾄｼ 静岡県 3:08:33
1062 1275 三浦 公紀 ﾐｳﾗ ｺｳｷ 福島県 小名浜資源商事 3:08:33
1063 1981 池畑 健太 ｲｹﾊﾀ ｹﾝﾀ 神奈川県 3:08:35
1064 2041 村瀬 栄次 ﾑﾗｾ ｴｲｼﾞ 茨城県 水戸石川走友会 3:08:35
1065 1803 島田 哲郎 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京都 3:08:36
1066 628 田中 修平 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾍｲ 栃木県 3:08:36
1067 1615 阿保 潤 ｱﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 マルマンＲＣ 3:08:38
1068 2836 畠山 宗一 ﾊﾀｹﾔﾏ ｿｳｲﾁ 群馬県 3:08:39
1069 1005 服部 浩典 ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県 埼玉大井ＲＣ 3:08:40
1070 478 小林 祐樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 埼玉県 3:08:40
1071 710 綾野 陽仁 ｱﾔﾉ ﾀｶﾋﾄ 新潟県 3:08:42
1072 2410 萩谷 修平 ﾊｷﾞﾔ ｼｭｳﾍｲ 東京都 3:08:45
1073 1235 渡辺 文章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐｱｷ 神奈川県 3:08:46
1074 1133 渋下 賢 ｼﾌﾞｼﾀ ｹﾝ 東京都 3:08:47
1075 950 鈴木 俊之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 横浜魚類 3:08:49
1076 2236 角谷 俊一 ｽﾐﾔ ｼｭﾝｲﾁ 群馬県 東吾妻町 3:08:49
1077 1702 山下 英樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 3:08:54
1078 1923 塙 幸浩 ﾊﾅﾜ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 ももなぎの会 3:08:54
1079 1531 白井 永一 ｼﾗｲ ｴｲｲﾁ 神奈川県 横須賀陸協 3:08:54
1080 2165 永井 孝幸 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 ランジョグ 3:08:55
1081 1863 近藤 亨成 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 埼玉県 3:08:56
1082 3263 藤井 清三 ﾌｼﾞｲ ｾｲｿﾞｳ 茨城県 建技室 3:08:57
1083 9057 戸塚 透 ﾄﾂｶ ﾄｵﾙ 埼玉県 3:08:58
1084 1740 鳥海 政樹 ﾄﾘｳﾐ ﾏｻｷ 千葉県 汁男ディズム 3:08:59
1085 606 齊藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 千葉県 Ｍ＆ＡＤＸ 3:08:59
1086 1429 黒崎 章 ｸﾛｻｷ ｱｷﾗ 栃木県 3:09:00
1087 8022 松崎 俊文 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 福島県 亀岡シンジケー 3:09:05
1088 1698 加藤 兵一郎 ｶﾄｳ ﾋｮｳｲﾁﾛｳ 宮城県 成田東公園ＲＣ 3:09:05
1089 799 小西 洋 ｺﾆｼ ﾋﾛｼ 東京都 3:09:06
1090 1638 鈴木 宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 埼玉県 ルンです。 3:09:07
1091 1212 福井 茂樹 ﾌｸｲ ｼｹﾞｷ 神奈川県 横浜市陸協 3:09:08
1092 1652 棚田 徹 ﾀﾅﾀﾞ ﾄｵﾙ 東京都 ＡＤＲ 3:09:10
1093 1500 小林 良平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 Ｔ１００マイル 3:09:10
1094 1688 上遠野 要司 ｶﾄｳﾉ ﾖｳｼﾞ 東京都 3:09:14
1095 1542 小林 荘一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 小金井おじ練 3:09:15
1096 16001 齋藤 琢 ｻｲﾄｳ ﾀｸ 千葉県 3:09:15
1097 2733 吉田 雅之 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:09:16
1098 1683 塩原 正樹 ｼｵﾊﾗ ﾏｻｷ 長野県 3:09:17
1099 2049 滝川 次郎 ﾀｷｶﾜ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 パワースポーツ 3:09:18
1100 2170 清水 英伸 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 東京都 3:09:19
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1101 1514 小松 幸生 ｺﾏﾂ ﾕｷｵ 神奈川県 3:09:20
1102 1205 袖山 国雄 ｿﾃﾞﾔﾏ ｸﾆｵ 福島県 ＳＲＣ 3:09:25
1103 2877 乗田 勇気 ﾉﾘﾀ ﾕｳｷ 青森県 青森県庁 3:09:29
1104 2346 川上 貴久 ｶﾜｶﾐ ﾀｶﾋｻ 東京都 3:09:31
1105 1733 高濱 健太郎 ﾀｶﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 新潟県 ＭＲＣ 3:09:31
1106 1298 別府 総平 ﾍﾞｯﾌﾟ ｿｳﾍｲ 長野県 3:09:33
1107 765 関 朋良 ｾｷ ﾄﾓﾖｼ 茨城県 日立製作所 3:09:36
1108 1351 米本 豊 ﾖﾈﾓﾄ ﾕﾀｶ 神奈川県 3:09:37
1109 2470 八尋 順太朗 ﾔﾋﾛ ｼﾞｭﾝﾀﾛｳ 東京都 だめーず 3:09:37
1110 1525 千葉 智幸 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 3:09:38
1111 2331 佐田 徹 ｻﾀﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 苗場ＳＳ 3:09:38
1112 8459 岩井 裕二 ｲﾜｲ ﾕｳｼﾞ 宮城県 石巻ＲＣ 3:09:38
1113 2287 横山 次郎 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 茨城県 はんこや横山 3:09:38
1114 1598 土屋 高志 ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ 東京都 3:09:39
1115 1010 山田 尚宏 ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 ＤｒｅａｍＡＣ 3:09:40
1116 2255 平塚 知成 ﾋﾗﾂｶ ﾄﾓｼｹﾞ 茨城県 3:09:40
1117 595 長谷川 卓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸ 静岡県 ＭａＯＩ機構 3:09:41
1118 7681 石井 利幸 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 3:09:42
1119 2105 遠藤 隆士 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 千葉県 柏の葉ＰＫＲ 3:09:43
1120 1620 髙橋 剛 ﾀｶﾊｼ ｺﾞｳ 神奈川県 3:09:44
1121 1154 福田 宏之 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:09:44
1122 1575 森田 能城 ﾓﾘﾀ ﾖｼｷ 埼玉県 3:09:46
1123 1337 小澤 昌通 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾁ 静岡県 3:09:46
1124 2777 真島 正和 ﾏｼﾞﾏ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 3:09:46
1125 2023 波田野 文紀 ﾊﾀﾉ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 3:09:49
1126 1567 佐藤 拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 宮城県 3:09:52
1127 1854 松井 洋介 ﾏﾂｲ ﾖｳｽｹ 東京都 マティーズ 3:09:52
1128 1550 大迫 健二 ｵｵｻｺ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 3:09:55
1129 1850 寺本 健司 ﾃﾗﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 千葉県 3:09:56
1130 196 糸魚川 宗志 ｲﾄｲｶﾞﾜ ｿｳｼ 神奈川県 3:09:57
1131 1764 堀川 和也 ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 3:09:58
1132 1616 杉田 敦 ｽｷﾞﾀ ｱﾂｼ 東京都 3:09:58
1133 1554 早田 裕一 ｿｳﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 3:09:59
1134 309 藤井 祐 ﾌｼﾞｲ ﾀｽｸ 東京都 札幌陸協 3:10:00
1135 2453 松山 恭樹 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷｼｹﾞ 北海道 3:10:01
1136 2251 毛利 嘉彦 ﾓｳﾘ ﾖｼﾋｺ 静岡県 三島北中おやぢ 3:10:01
1137 1510 林 洋平 ﾊﾔｼ ﾖｳﾍｲ 埼玉県 3:10:04
1138 5078 堀内 智典 ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 3:10:04
1139 1540 安田 大輔 ﾔｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 チーム三ちゃん 3:10:04
1140 1894 下里 周平 ｼﾓｻﾄ ｼｭｳﾍｲ 静岡県 3:10:08
1141 3989 奥野 誠司 ｵｸﾉ ｾｲｼﾞ 東京都 チーム１００Ｍ 3:10:08
1142 5039 稲田 崇志 ｲﾅﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 自衛隊古河 3:10:08
1143 3140 斉藤 隆志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 茨城県 3:10:09
1144 2971 青天目 将伍 ﾅﾊﾞﾀﾒ ｼｮｳｺﾞ 東京都 3:10:11
1145 1812 海津 豊和 ｶｲﾂ ﾄﾖｶｽﾞ 神奈川県 3:10:13
1146 1751 清水 嘉男 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｵ 千葉県 ナイスおっさん 3:10:14
1147 1476 佐々木 喜一郎 ｻｻｷ ｷｲﾁﾛｳ 東京都 3:10:15
1148 1805 横山 昌夫 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻｵ 栃木県 3:10:15
1149 1902 志塚 誠 ｼﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 埼玉県 3:10:16
1150 1340 渡部 浩一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 ＰＥＡＳ 3:10:18
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1151 2742 石渡 太郎 ｲｼﾜﾀ ﾀﾛｳ 神奈川県 湘南スターズ 3:10:18
1152 1680 山本 守 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ 東京都 Ｔ・Ｔ―ＡＣ 3:10:19
1153 1178 下平 龍平 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾍｲ 東京都 多摩川サブスリ 3:10:19
1154 1844 鈴木 直哉 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾔ 茨城県 カメレオン 3:10:19
1155 2370 堀 洋一 ﾎﾘ ﾖｳｲﾁ 東京都 3:10:19
1156 8993 丸谷 昌慈 ﾏﾙﾀﾆ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 3:10:20
1157 611 豊島 章典 ﾄﾖｼﾏ ｱｷﾉﾘ 東京都 伊藤忠陸上部 3:10:22
1158 2488 志水 克人 ｼﾐｽﾞ ｶﾂﾄ 茨城県 3:10:22
1159 1679 石井 達弥 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 茨城県 恋瀬川ＬＨＳ 3:10:22
1160 831 杉原 進 ｽｷﾞﾊﾗ ｽｽﾑ 神奈川県 ＴＡＲＣ 3:10:23
1161 1070 上井 崇智 ｳｴｲ ﾀｶﾄｼ 群馬県 桐生厚生病院 3:10:24
1162 1869 土沼 健成 ﾄﾞﾇﾏ ｹﾝｾｲ 東京都 土地家屋調査士 3:10:24
1163 2063 前田 利昭 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｱｷ 群馬県 おじさんの旅 3:10:26
1164 1814 西口 主真 ﾆｼｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 千葉県 3:10:27
1165 1904 来栖 槙一郎 ｸﾙｽ ｼﾝｲﾁﾛｳ 東京都 3:10:27
1166 1715 嶋林 英敏 ｼﾏﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 石岡ＴＲＣ 3:10:28
1167 1430 金澤 幸一 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｲﾁ 埼玉県 ドリームＡＣ 3:10:28
1168 2553 石塚 明宏 ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ 千葉県 3:10:30
1169 927 内田 浩章 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 ランタジスタ 3:10:30
1170 924 由井 伸雄 ﾕｲ ﾉﾌﾞｵ 茨城県 牛久走友会 3:10:30
1171 2996 加藤 哲也 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 埼玉県 上州アスリート 3:10:31
1172 496 萩原 耕一郎 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:10:32
1173 1443 飯塚 裕人 ｲｲﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 東京都 3:10:34
1174 2842 郭 忠興 ｶｸ ﾁｭｳｺｳ 埼玉県 3:10:34
1175 1190 池田 篤彦 ｲｹﾀﾞ ｱﾂﾋｺ 千葉県 3:10:34
1176 1721 森 伸二 ﾓﾘ ｼﾝｼﾞ 茨城県 3:10:34
1177 2671 長谷部 秀和 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 3:10:35
1178 669 福永 良治 ﾖｼﾊﾙ ﾌｸﾅｶﾞ 神奈川県 3:10:35
1179 518 大沼 生 ｵｵﾇﾏ ｱﾗﾀ 東京都 ＪＰ日本郵政 3:10:35
1180 1590 川杉 恒夫 ｶﾜｽｷﾞ ﾂﾈｵ 東京都 ３ＵＰ． 3:10:36
1181 1879 伊藤 雄治 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 宮城県 3:10:39
1182 1907 荒木 康太郎 ｱﾗｷ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 ハリアーズ 3:10:40
1183 1871 藤澤 健史 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾌﾐ 東京都 3:10:43
1184 2407 飯島 裕生 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｷ 栃木県 自治医大 3:10:43
1185 2176 浅野 貴重 ｱｻﾉ ﾀｶｼｹﾞ 茨城県 ＳＵＮＢＯＷ 3:10:43
1186 2736 田中 秀明 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 日研マラソン部 3:10:45
1187 2243 宮下 裕樹 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 茨城県 リコージャパン 3:10:47
1188 259 柴山 功一 ｼﾊﾞﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川県 中原なかよし 3:10:49
1189 3427 鵜沼 巧 ｳﾇﾏ ﾀｸﾐ 栃木県 3:10:50
1190 2230 城戸 克隆 ｷﾄﾞ ｶﾂﾀｶ 茨城県 3:10:52
1191 3157 野上 翔平 ﾉｶﾞﾐ ｼｮｳﾍｲ 東京都 葛魂 3:10:55
1192 731 荒井 輝之 ｱﾗｲ ﾃﾙﾕｷ 群馬県 3:10:56
1193 1852 日下 文明 ｸｻｶ ﾌﾐｱｷ 埼玉県 チームいちがん 3:10:57
1194 1941 谷口 尚五 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 東京都 小金井おじ練 3:10:59
1195 1338 小島 和之 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 ＲＵＮＧ 3:10:59
1196 1975 加納 優気 ｶﾉｳ ﾕｳｷ 千葉県 3:11:00
1197 2283 高橋 裕次郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞﾛｳ 埼玉県 3:11:01
1198 1788 石塚 勝利 ｲｼﾂﾞｶ ｶﾂﾄｼ 栃木県 3:11:03
1199 7816 原田 大地 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 茨城県 3:11:05
1200 2365 古山 陽介 ﾌﾙﾔﾏ ﾖｳｽｹ 東京都 3:11:05
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1201 1342 大和田 淳也 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 筑波ウィンド 3:11:06
1202 2549 小川 彰弘 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 東京都 リスペクト 3:11:08
1203 2389 横山 徹太郎 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾂﾀﾛｳ 埼玉県 3:11:13
1204 1300 高橋 智樹 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 東京都 拓練 3:11:13
1205 1828 金田 一彦 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 北海道 三角山走友会 3:11:13
1206 1539 目黒 廉季 ﾒｸﾞﾛ ﾔｽｷ 東京都 3:11:14
1207 1568 太田 森彦 ｵｵﾀ ﾓﾘﾋｺ 東京都 ＬＤＡ－ＲＣ 3:11:18
1208 782 田村 順一 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 3:11:18
1209 2550 川嶋 健哉 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾔ 茨城県 3:11:18
1210 9392 三瓶 忠 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀﾀﾞｼ 東京都 3:11:19
1211 1078 吉住 健一 ﾖｼｽﾞﾐ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:11:20
1212 2536 齋藤 寛 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都 3:11:22
1213 2200 関口 篤史 ｾｷｸﾞﾁ ｱﾂｼ 東京都 日立中研ラン 3:11:22
1214 631 山崎 孝 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳ 長野県 日精樹脂工業 3:11:24
1215 1553 川崎 俊介 ｶﾜｻｷ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 3:11:27
1216 2673 後藤 聖 ｺﾞﾄｳ ｻﾄﾙ 神奈川県 3:11:27
1217 1953 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 神奈川県 3:11:28
1218 952 実方 秀 ｼﾞﾂｶﾀ ｼｭｳ 茨城県 笠松走友会 3:11:31
1219 2596 中田 正成 ﾅｶﾀ ﾏｻﾅﾘ 東京都 東京陸協 3:11:34
1220 211 佐伯 智 ｻｴｷ ｻﾄｼ 神奈川県 3:11:34
1221 1834 駒崎 崇也 ｺﾏｻﾞｷ ﾀｶﾔ 東京都 3:11:35
1222 3559 栗田 健輔 ｸﾘﾀ ｹﾝｽｹ 東京都 ＷｉｎｄＲｕｎ 3:11:35
1223 1520 宮吉 信孝 ﾐﾔﾖｼ ﾉﾌﾞﾀｶ 栃木県 3:11:36
1224 1347 山地 広尚 ﾔﾏﾁﾞ ﾋﾛﾅｵ 北海道 3:11:39
1225 1954 柏木 順一 ｶｼﾜｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 群馬県 ザスパランナー 3:11:42
1226 1686 馬場 一利 ﾊﾞﾊﾞ ｶｽﾞﾄｼ 静岡県 ナチュラル 3:11:43
1227 1692 松崎 清吾 ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲｺﾞ 東京都 3:11:45
1228 1581 星宮 一木 ﾎｼﾐﾔ ｶｽﾞｷ 東京都 Ｊクラブ 3:11:46
1229 3267 関 将人 ｾｷ ﾏｻﾄ 新潟県 セキ技研 3:11:48
1230 1720 中山 靖司 ﾅｶﾔﾏ ﾔｽｼ 東京都 豊洲ＲＣ 3:11:51
1231 730 元木 洋一郎 ﾓﾄｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:11:51
1232 1891 北島 滋 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｹﾞﾙ 東京都 サンチョリ 3:11:51
1233 1453 原 秀明 ﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 千葉陸協 3:11:53
1234 8349 細川 友規 ﾎｿｶﾜ ﾄﾓｷ 千葉県 3:11:56
1235 2313 滝沢 賢一 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 宮城県 3:11:58
1236 3428 松崎 新 ﾏﾂｻﾞｷ ｼﾝ 茨城県 中郷Ｂ 3:12:00
1237 723 渋谷 広志 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾛｼ 東京都 広尾親父ＲＣ 3:12:01
1238 1479 田中 伸一郎 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 北海道 日本公庫 3:12:04
1239 408 河野 祐介 ｶﾜﾉ ﾕｳｽｹ 東京都 ＷｉｎｄＲｕｎ 3:12:07
1240 1195 寺内 拓也 ﾃﾗｳﾁ ﾀｸﾔ 茨城県 寺内電機走友会 3:12:08
1241 4204 谷口 伸祥 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 茨城県 3:12:10
1242 1160 渡邊 雄二郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 3:12:11
1243 1478 荘司 浩一 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 宮城県 3:12:12
1244 1820 土屋 憲之 ﾂﾁﾔ ﾉﾘﾕｷ 東京都 3:12:12
1245 3101 柏崎 徹也 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 茨城県 3:12:13
1246 1771 大倉 功紀 ｵｵｸﾗ ｺｳｷ 東京都 ランボーズ 3:12:15
1247 1843 岩田 大輔 ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:12:19
1248 2403 溝口 靖 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔｽｼ 神奈川県 3:12:20
1249 8703 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 山形県 3:12:21
1250 1725 大石 晴史 ｵｵｲｼ ﾊﾙｼ 宮城県 3:12:22
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1251 1772 小栗 啓志 ｵｸﾞﾘ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:12:25
1252 2225 田平 政彦 ﾀﾋﾞﾗ ﾏｻﾋｺ 東京都 小金井公園ＲＣ 3:12:26
1253 459 栗原 朋之 ｸﾘﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 3:12:28
1254 1364 鈴木 裕之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 3:12:28
1255 1336 佐藤 元裕 ｻﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 埼玉県 白岡ＲＣ 3:12:29
1256 1321 長谷川 公範 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐﾉﾘ 北海道 札幌山の上病院 3:12:29
1257 9115 菅原 晋之介 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾉｽｹ 東京都 東京陸協 3:12:31
1258 1412 冨山 忠文 ﾄﾐﾔﾏ ﾀﾀﾞﾌﾐ 神奈川県 ＭＭナイトラン 3:12:31
1259 1887 舛田 知也 ﾏｽﾀﾞ ﾄﾓﾔ 東京都 藤野塾 3:12:31
1260 1237 戸田 賢 ﾄﾀﾞ ｹﾝ 埼玉県 Ｒｅｓｐｅｃｔ 3:12:31
1261 899 円城寺 征人 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 東京都 ＭＵＦＧ 3:12:38
1262 992 先浜 和彦 ｻｷﾊﾏ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 ＤＩＣ 3:12:40
1263 1132 齋藤 祐一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 千葉県 3:12:42
1264 2752 高木 崇行 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 ＦｕｎＴｒａｉ 3:12:43
1265 2284 夏目 尚幸 ﾅﾂﾒ ﾅｵﾕｷ 千葉県 ＫＢ３８ 3:12:46
1266 2223 有田 浩史 ｱﾘﾀ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 3:12:47
1267 3503 寺田 智哉 ﾃﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 千葉県 ＲＲＴ 3:12:50
1268 1469 齊藤 賢裕 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 埼玉県 3:12:50
1269 538 船越 賢 ﾌﾅｺｼ ｹﾝ 埼玉県 3:12:50
1270 1612 大島 信幸 ｵｵｼﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 ユキコ倶楽部 3:12:53
1271 3599 根橋 広樹 ﾈﾊｼ ﾋﾛｷ 東京都 3:12:54
1272 1840 加藤 強志 ｶﾄｳ ﾂﾖｼ 東京都 3:12:55
1273 2187 中林 直一 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵｶｽﾞ 東京都 3:12:55
1274 1012 佐藤 重紀 ｻﾄｳ ｼｹﾞｷ 千葉県 ハワイアンズ 3:12:55
1275 2838 柳澤 英幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 3:12:56
1276 3205 津久井 賢 ﾂｸｲ ｹﾝ 栃木県 3:12:59
1277 251 吉田 真人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 宮城県 宮城陸協 3:13:01
1278 1662 大森 和幸 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 3:13:01
1279 1420 福井 俊治 ﾌｸｲ ｼｭﾝｼﾞ 茨城県 3:13:01
1280 3086 小原 邦彦 ｵﾊﾞﾗ ｸﾆﾋｺ 東京都 3:13:04
1281 1868 深田 芳光 ﾌｶﾀﾞ ﾖｼﾐﾂ 東京都 3:13:05
1282 2291 浅野 哲 ｱｻﾉ ｻﾄﾙ 東京都 3:13:05
1283 9121 村上 凌伍 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｺﾞ 東京都 3:13:06
1284 7902 西部 拓人 ﾆｼﾌﾞ ﾀｸﾄ 東京都 3:13:06
1285 1508 菊川 真也 ｷｸｶﾜ ｼﾝﾔ 千葉県 3:13:09
1286 16005 森 宏之 ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 ＳＣＡＴＴＯ 3:13:11
1287 2831 高城 健 ﾀｶｼﾞｮｳ ﾀｹｼ 東京都 ナイ酒ラン 3:13:11
1288 9134 近藤 正行 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 まろん 3:13:12
1289 7981 廣瀬 将弥 ﾋﾛｾ ﾏｻﾔ 山梨県 3:13:13
1290 1088 西宮 成幸 ﾆｼﾐﾔ ﾅﾘﾕｷ 東京都 東京陸協 3:13:16
1291 938 柳澤 崇之 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ 長野県 村上サブスリー 3:13:19
1292 1303 秦 謙一 ﾊﾀ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 3:13:20
1293 2300 田村 彰一 ﾀﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 3:13:21
1294 2137 名越 康弘 ﾅｺﾞｼ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 3:13:23
1295 1222 田上 透 ﾀｶﾞﾐ ﾄｵﾙ 茨城県 荒砥走友会 3:13:23
1296 814 服部 一宏 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 ポポロＡＣ 3:13:24
1297 2835 西山 智雄 ﾆｼﾔﾏ ﾄﾓｵ 茨城県 3:13:24
1298 1267 河上 擁一 ｶﾜｶﾐ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 3:13:25
1299 825 御園 雅之 ﾐｿﾉ ﾏｻﾕｷ 群馬県 3:13:27
1300 1069 石井 彰 ｲｼｲ ｱｷﾗ 東京都 町田走友会 3:13:28
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1301 8005 武田 智道 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ 宮城県 もくもくＴＲＣ 3:13:28
1302 937 谷地田 勝 ﾔﾁﾀﾞ ﾏｻﾙ 新潟県 うなぎいぬ新潟 3:13:29
1303 7868 坂井 達郎 ｻｶｲ ﾀﾂﾛｳ 神奈川県 もくもくＴＲＣ 3:13:29
1304 2475 下田中 豊 ｼﾓﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 千葉県 みんぷろ 3:13:31
1305 1537 川上 和男 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞｵ 千葉県 3:13:33
1306 2494 高橋 竜久 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋｻ 茨城県 アステラス製薬 3:13:35
1307 1544 鈴木 利幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 千葉県 千葉陸協 3:13:36
1308 851 野村 洋一 ﾉﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 埼玉陸協 3:13:36
1309 2210 鈴木 晃一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 東京都 3:13:38
1310 2241 安斎 孝紀 ｱﾝｻﾞｲ ｺｳｷ 福島県 Ａプロジェクト 3:13:40
1311 827 大津 啓 ｵｵﾂ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 ｉｇ茨城ＲＣ 3:13:41
1312 3387 湯浅 彼方 ﾕｱｻ ｶﾅﾀ 東京都 3:13:42
1313 332 仲山 直 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 栃木県 3:13:43
1314 670 江原 勇登 ｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ 埼玉県 3:13:46
1315 1596 吉田 拡司 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 3:13:47
1316 3908 佐藤 一良 ｻﾄｳ ｲﾁﾛｳ 千葉県 よちよちＲＣ 3:13:50
1317 2963 大場 雅高 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 東京都 相模フレンズ 3:13:50
1318 1410 鳴戸 健一 ﾅﾙﾄ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3:13:51
1319 3195 下山 一仁 ｼﾓﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾄ 茨城県 水戸石川走友会 3:13:51
1320 1818 高井 宏治 ﾀｶｲ ｺｳｼﾞ 静岡県 静岡走ろう会 3:13:51
1321 2055 菅 直樹 ｽｶﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 3:13:52
1322 1040 小室 大輔 ｺﾑﾛ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 ろうきん 3:13:53
1323 1378 星野 巧 ﾎｼﾉ ﾀｸﾐ 千葉県 3:13:54
1324 366 度会 茂久 ﾜﾀﾗｲ ｼｹﾞﾋｻ 千葉県 走るねこ会 3:13:54
1325 1007 平田 泰三 ﾋﾗﾀ ﾀｲｿﾞｳ 千葉県 3:13:55
1326 1956 梅島 修 ｳﾒｼﾞﾏ ｵｻﾑ 東京都 七夕会マラソン 3:13:58
1327 1027 川島 充博 ｶﾜｼﾏ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 加波一族 3:13:58
1328 1991 藤田 剛知 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾄﾓ 埼玉県 ＤＲＯＰＳ． 3:13:59
1329 1821 奥山 雅史 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 埼玉県 埼玉陸協 3:14:00
1330 9207 我妻 正弘 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾏｻﾋﾛ 栃木県 クエストレイル 3:14:03
1331 2053 大和田 ヒロシ ｵｵﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 3:14:03
1332 2006 高原 秀昌 ﾀｶﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 ラモンテＡＣ 3:14:09
1333 1757 石塚 泰啓 ｲｼﾂﾞｶ ﾔｽﾋﾛ 東京都 3:14:11
1334 1931 若林 宏海 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｳﾐ 栃木県 3:14:11
1335 2160 井上 健 ｲﾉｳｴ ｹﾝ 富山県 3:14:12
1336 1246 市毛 弘一 ｲﾁｹﾞ ｺｳｲﾁ 神奈川県 ＩＣＨＩＬＡＢ 3:14:14
1337 2846 仲村 誠也 ﾅｶﾑﾗ ｾｲﾔ 千葉県 3:14:14
1338 1438 清水 慎太郎 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 新潟県 3:14:16
1339 527 岡田 将司 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｼ 茨城県 我流ＡＣ 3:14:17
1340 1126 吉田 賢治 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:14:18
1341 3853 三輪 尚義 ﾐﾜ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 横浜中央走友会 3:14:20
1342 2391 伊木 友宏 ｲｷ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 3:14:21
1343 946 石立 晴久 ｲｼﾀﾃ ﾊﾙﾋｻ 茨城県 チーム金港堂 3:14:22
1344 2424 栗本 幸紘 ｸﾘﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ 東京都 ＳＲＴ 3:14:26
1345 3039 武田 大 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲ 神奈川県 3:14:26
1346 1396 栗林 和也 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 奈良県 3:14:29
1347 1980 伊藤 丈 ｲﾄｳ ｼﾞｮｳ 神奈川県 3:14:30
1348 1858 野田 憲太郎 ﾉﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 3:14:31
1349 1394 金谷 晋 ｶﾅﾔ ｽｽﾑ 茨城県 3:14:32
1350 8789 斉藤 敦 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 神奈川県 3:14:32
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1351 1454 黒沢 孝俊 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾄｼ 東京都 3:14:36
1352 2332 篠沢 洋平 ｼﾉｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 埼玉県 ルンです 3:14:37
1353 656 大和田 高士 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 成沢おやじの会 3:14:37
1354 1583 中野 洋平 ﾅｶﾉ ﾖｳﾍｲ 東京都 3:14:37
1355 3843 吉田 智一 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｶﾂ 東京都 3:14:38
1356 2242 遠藤 裕一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 3:14:38
1357 1137 柿間 哲男 ｶｷﾏ ﾃﾂｵ 埼玉県 3:14:39
1358 2554 加藤 毅 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 神奈川県 3:14:39
1359 1839 佐野 陽彦 ｻﾉ ﾊﾙﾋｺ 静岡県 陽だまりＳ歯科 3:14:41
1360 199 村川 雄一 ﾑﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 阿見ＡＣ 3:14:41
1361 900 中山 隆夫 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｵ 東京都 ナカヤマン 3:14:41
1362 4807 松田 暁佳 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾖｼ 長野県 ランジョイ 3:14:42
1363 1998 池田 亘 ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ 茨城県 3:14:44
1364 817 浅野 朗宏 ｱｻﾉ ｱｷﾋﾛ 茨城県 ストライズ 3:14:45
1365 2636 石上 耕司 ｲｼｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 茨城県 走れエロス 3:14:46
1366 1387 後藤 貴一 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｶｽﾞ 神奈川県 3:14:46
1367 2022 嶋田 敏成 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾅﾘ 群馬県 ＧＵＮ１００Ｒ 3:14:46
1368 1226 小知和 勇希 ｺﾁﾜ ﾕｳｷ 東京都 東京陸上競技協 3:14:49
1369 1790 武藤 竜矢 ﾑﾄｳ ﾀﾂﾔ 茨城県 3:14:50
1370 8433 高野 友善 ﾀｶﾉ ﾄﾓﾖｼ 福島県 3:14:51
1371 2866 山口 哲也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 茨城県 マネーツリー 3:14:52
1372 1505 服部 伸 ﾊｯﾄﾘ ｼﾝ 茨城県 牛久走友会 3:14:53
1373 2440 塚田 淳 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 長野県 信州トレマン 3:14:54
1374 1643 大山 利明 ｵｵﾔﾏ ﾄｼｱｷ 東京都 水元土手走う会 3:14:54
1375 2581 奥井 洋平 ｵｸｲ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 ＯＮＯ練 3:14:54
1376 1106 平間 雄樹 ﾋﾗﾏ ﾕｳｷ 福島県 須賀川走友会 3:14:55
1377 1673 志賀 秋人 ｼｶﾞ ｱｷﾋﾄ 新潟県 新潟ランナーズ 3:14:59
1378 3485 鈴木 遼 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 栃木県 スズラモリ 3:15:00
1379 1419 遠藤 正晴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 東京都 ポポロＡＣ 3:15:00
1380 3066 木内 雅明 ｷｳﾁ ﾏｻｱｷ 茨城県 ◆◆南弍山連◆ 3:15:00
1381 1634 富永 裕二 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 茨城県 ハイタッチＣ 3:15:02
1382 3175 伊東 秀将 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾏｻ 栃木県 野木ＯＴＮ 3:15:07
1383 2580 伊東 克幸 ｲﾄｳ ｶﾂﾕｷ 神奈川県 アミカナ１３ 3:15:08
1384 1229 磯崎 太一 ｲｿｻﾞｷ ﾀｲﾁ 茨城県 3:15:09
1385 3594 秋和 隆 ｱｷﾜ ﾀｶｼ 埼玉県 多摩湖ＲＣ 3:15:11
1386 2792 久米 秀克 ｸﾒ ﾋﾃﾞｶﾂ 東京都 3:15:12
1387 1800 内堀 浩明 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾋﾛｱｷ 長野県 3:15:13
1388 1369 重藤 研一 ｼｹﾞﾌｼﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:15:16
1389 7999 石山 友彦 ｲｼﾔﾏ ﾄﾓﾋｺ 東京都 東京 3:15:18
1390 2478 岡部 和弘 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 3:15:18
1391 2684 神谷 嵩史 ｶﾐﾔ ﾀｶｼ 茨城県 ＩＲＦ 3:15:19
1392 5365 仲田 謙治郎 ﾅｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 千葉県 3:15:19
1393 1970 松村 和季 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞｷ 熊本県 3:15:20
1394 1989 木下 敦 ｷﾉｼﾀ ｱﾂｼ 北海道 ＴＯＫＡＩ札幌 3:15:21
1395 4163 飯山 恵一郎 ｲｲﾔﾏ ｹｲｲﾁﾛｳ 埼玉県 3:15:22
1396 1076 多田 善龍 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾀﾂ 東京都 多田製本 3:15:24
1397 8548 大塚 誠 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 群馬県 荒砥走友会 3:15:24
1398 2141 廣瀬 稔薫 ﾋﾛｾ ﾄｼﾏｻ 茨城県 グランド 3:15:26
1399 2466 大住 真 ｵｵｽﾐ ｼﾝ 神奈川県 3:15:27
1400 165 渡邊 大介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 ダブ鯖／ＭＭＡ 3:15:27
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1401 815 蓮見 裕介 ﾊｽﾐ ﾕｳｽｹ 神奈川県 3:15:28
1402 2004 横山 英樹 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 望星薬局 3:15:28
1403 1512 岡田 佑樹 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県 3:15:28
1404 2266 臼井 謙 ｳｽｲ ｹﾝ 神奈川県 3:15:32
1405 2531 古谷 哲平 ﾌﾙﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茨城県 Ｄ．Ｄ．Ｃ 3:15:33
1406 1866 荒井 繁 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 3:15:35
1407 3065 小澤 和仁 ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 神奈川県 3:15:37
1408 3090 新免 佳幸 ｼﾝﾒﾝ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 3:15:38
1409 1258 富岡 紀夫 ﾄﾐｵｶ ﾉﾘｵ 群馬県 トミノ＊ＳＲＧ 3:15:39
1410 2052 阿部 翔太 ｱﾍﾞ ｼｮｳﾀ 栃木県 3:15:44
1411 2374 川平 啓太 ｶﾜﾋﾗ ｹｲﾀ 茨城県 ＪＸ金属 3:15:47
1412 2035 神長 孝行 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 3:15:47
1413 1909 吉野 昌宏 ﾖｼﾉ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 3:15:49
1414 727 木村 幸晃 ｷﾑﾗ ﾕｷﾃﾙ 千葉県 ｅＡ東京 3:15:49
1415 1168 山河 喬 ﾔﾏｶﾜ ﾀｶｼ 東京都 ＣＨＵＭＳ 3:15:50
1416 4061 鈴木 英幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 3:15:51
1417 1552 小川 啓介 ｵｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 東京都 3:15:51
1418 966 臼井 勝美 ｳｽｲ ｶﾂﾐ 茨城県 茨城陸協 3:15:51
1419 1693 平賀 義隆 ﾋﾗｶﾞ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 3:15:52
1420 2701 益田 清和 ﾏｽﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ 東京都 マラソン完走ク 3:15:53
1421 2154 小島 正彦 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋｺ 東京都 ｅＡ東京 3:15:53
1422 2134 轟木 貴文 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｶﾌﾐ 東京都 3:15:56
1423 849 黒澤 昭彦 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾋｺ 茨城県 ＤＲＡＧ１８０ 3:15:57
1424 1737 飯川 裕太 ｲｲｶﾜ ﾕｳﾀ 神奈川県 ｇａｔｅａｍ 3:15:57
1425 1288 小畑 英 ｵﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 宮城県 3:15:58
1426 2309 上本 正人 ｳｴﾓﾄ ﾏｻﾄ 神奈川県 3:15:58
1427 2059 八尾 徳康 ﾔｵ ﾉﾘﾔｽ 千葉県 ＷＥＳＴ 3:15:59
1428 791 畑中 高広 ﾊﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 畑チャズ 3:15:59
1429 869 小林 哲彦 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾋｺ 茨城県 サンビーチＡＣ 3:16:01
1430 1823 鈴木 貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 ノバルティス 3:16:02
1431 2823 大塚 理音 ｵｵﾂｶ ﾘｵﾝ 東京都 3:16:04
1432 2404 鯨岡 則雄 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾉﾘｵ 茨城県 ひたちなか自校 3:16:04
1433 1498 二階堂 洋平 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 3:16:04
1434 390 Ｏ’Ｈａｇａｎ Ｃｏｌｉｎ ｵｰﾍｲｶﾞﾝ ｶﾚﾝ 茨城県 ＭＫＨ 3:16:04
1435 9541 有木 太一 ｱﾘｷ ﾀｲﾁ 東京都 3:16:05
1436 2395 加藤 靖宏 ｶﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 東京都 チーム堀越雄三 3:16:05
1437 1592 小池 正和 ｺｲｹ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 3:16:06
1438 1916 大美 周一 ｵｵﾐ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 3:16:07
1439 1716 石塚 一成 ｲｼﾂｶ ｶｽﾞｼｹﾞ 茨城県 心走クラブ 3:16:07
1440 2724 飯田 智史 ｲｲﾀﾞ ｻﾄｼ 山梨県 ＲＯＵＮＤ５ 3:16:07
1441 2226 淺沼 修一 ｱｻﾇﾏ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 3:16:08
1442 8608 青山 光生 ｱｵﾔﾏ ﾐﾂｷ 栃木県 宇都宮大学 3:16:09
1443 2317 石戸谷 晃二 ｲｼﾄﾔ ｺｳｼﾞ 神奈川県 3:16:11
1444 8773 大友 彰 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾗ 福島県 3:16:13
1445 1270 河口 誠 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 東京都 ＮＢＲ 3:16:14
1446 344 長岡 啓介 ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｽｹ 埼玉県 ＯＮＥＴＯＫＹ 3:16:17
1447 2485 田中 信宏 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 3:16:18
1448 3624 高堂 和英 ﾀｶﾄﾞｳ ｶｽﾞｱｷ 東京都 3:16:18
1449 7885 冨樫 直樹 ﾄｶﾞｼ ﾅｵｷ 山形県 ＴＥＬ 3:16:18
1450 955 石尾 和紀 ｲｼｵ ｶｽﾞﾉﾘ 北海道 Ｒコンセプト 3:16:22
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1451 1319 前田 利家 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｲｴ 茨城県 サービスナウ 3:16:22
1452 1930 谷口 智哉 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼﾔ 千葉県 3:16:24
1453 1745 坂本 貴史 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 3:16:25
1454 1428 広瀬 勝史 ﾋﾛｾ ｶﾂｼ 東京都 ゼロベースＲＣ 3:16:26
1455 322 小林 祐一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 ＲＵＮＡＲＸ 3:16:26
1456 848 渡邊 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 東京都 3:16:27
1457 8381 山中 隆伸 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶﾉﾌﾞ 茨城県 Ｒ＆Ｔチーム 3:16:27
1458 6244 杉崎 琢人 ｽｷﾞｻｷ ﾀｸﾄ 東京都 ＪＤＳＣ 3:16:27
1459 2364 澁谷 有樹 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｷ 東京都 ＧＲＳ 3:16:28
1460 2156 石下 知也 ｲｼｵﾛｼ ﾄﾓﾔ 栃木県 ＮＯＳＡＩ栃木 3:16:29
1461 2508 星 幹崇 ﾎｼ ﾏｻﾀｶ 千葉県 3:16:30
1462 1516 北村 孔敬 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 茨城県 チ―ムかわむら 3:16:31
1463 688 初澤 博文 ﾊﾂｻﾞﾜ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県 古河ＲＣ 3:16:31
1464 2273 郷緒 昭夫 ｺﾞｳｵ ｱｷｵ 群馬県 太陽誘電 3:16:33
1465 1827 片倉 直 ｶﾀｸﾗ ﾀﾀﾞｼ 東京都 多摩川クラブ 3:16:33
1466 2194 小保方 泰行 ｵﾎﾞｶﾀ ﾔｽﾕｷ 群馬県 ぐん１００練 3:16:34
1467 821 赤坂 祐二 ｱｶｻｶ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 3:16:34
1468 1202 中澤 慎司 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 長野県 モノノフ 3:16:34
1469 2112 小野寺 満 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾂﾙ 神奈川県 レッツ？野郎会 3:16:35
1470 839 高橋 克利 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾄｼ 神奈川県 川崎市役所 3:16:37
1471 4338 具志堅 用輔 ｸﾞｼｹﾝ ﾖｳｽｹ 東京都 3:16:38
1472 2465 松木 永治 ﾏﾂｷ ｴｲｼﾞ 千葉県 香港明走会 3:16:41
1473 1312 押見 彰 ｵｼﾐ ｱｷﾗ 栃木県 ホンダＥＧ 3:16:43
1474 417 寺澤 祐哉 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳﾔ 北海道 たぬきそば 3:16:43
1475 1773 山崎 泰一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽｶｽﾞ 埼玉県 3:16:44
1476 802 小林 真基 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 東京都 クラブＲ２東日 3:16:44
1477 1108 西山 征和 ﾆｼﾔﾏ ﾏｻｶｽﾞ 神奈川県 3:16:48
1478 1762 幸島 才樹 ｺｳｼﾏ ﾄｼｷ 千葉県 3:16:48
1479 2060 宮田 啓友 ﾐﾔﾀ ﾋﾗﾄﾓ 東京都 3:16:50
1480 9455 宇城 総亮 ｳｼﾛ ﾐﾁｱｷ 静岡県 ＤＭＢ 3:16:50
1481 7880 白土 友貴 ｼﾗﾄ ﾕｳｷ 千葉県 銚子マリーナ 3:16:50
1482 965 長尾 一志 ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞｼ 福島県 東邦銀行 3:16:53
1483 3147 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 埼玉県 リスペクト 3:16:54
1484 8128 魚尾 英生 ｳｵｵ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 万葉健友会 3:16:55
1485 1701 植野 譲 ｳｴﾉ ﾕｽﾞﾙ 埼玉県 3:16:55
1486 1973 鈴木 利季 ｽｽﾞｷ ﾄｼｷ 福島県 ＦＴＲＣ 3:16:57
1487 2532 白井 正輝 ｼﾗｲ ﾏｻｷ 千葉県 3:16:59
1488 554 遠藤 信 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ 福島県 やきとりくらぶ 3:17:01
1489 983 明神 健一 ﾐｮｳｼﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:17:01
1490 1221 山下 昇 ﾔﾏｼﾀ ﾉﾎﾞﾙ 茨城県 水戸石川走友会 3:17:01
1491 8140 金子 勝紀 ｶﾈｺ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 3:17:01
1492 678 山本 孝 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 静岡県 3:17:02
1493 772 永田 一也 ﾅｶﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 福岡県 ＧＲＳ 3:17:04
1494 3255 川俣 進 ｶﾜﾏﾀ ｽｽﾑ 茨城県 おおまさり 3:17:05
1495 2765 川添 哲男 ｶﾜｿﾞｴ ﾃﾂｵ 埼玉県 インド走友会 3:17:10
1496 1444 山内 久 ﾔﾏｳﾁ ﾋｻｼ 千葉県 3:17:13
1497 959 大塚 朗 ｵｵﾂｶ ｱｷﾗ 栃木県 上三川老童ク 3:17:13
1498 3432 和泉 真輝 ｲｽﾞﾐ ﾏｷ 茨城県 サウルス 3:17:14
1499 898 坂元 駿史 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ 埼玉県 3:17:15
1500 1965 渋田 貞治 ｼﾌﾞﾀ ｻﾀﾞﾊﾙ 千葉県 3:17:16
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1501 2883 野邊 翔吏 ﾉﾍﾞ ｼｮｳﾘ 埼玉県 3:17:16
1502 2235 佐藤 敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 宮城県 3:17:17
1503 1011 中村 英治 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｼﾞ 東京都 ポポロＡＣ 3:17:17
1504 2303 茅原 正平 ｶﾔﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 3:17:17
1505 514 岩佐 直樹 ｲﾜｻ ﾅｵｷ 東京都 多摩サブ 3:17:20
1506 90 小原 成 ｵﾊﾗ ﾅﾙ 大阪府 大阪陸協 3:17:20
1507 1775 大海 英史 ｵｵﾐ ｴｲｼ 東京都 3:17:20
1508 3986 遠藤 文弥 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾔ 埼玉県 3:17:21
1509 691 小池 浩樹 ｺｲｹ ﾋﾛｷ 神奈川県 ＴＥＡＭＯＶＩ 3:17:21
1510 1625 山本 憲央 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ 東京都 ＣＫラン 3:17:23
1511 132 鶴岡 康貴 ﾂﾙｵｶ ﾔｽﾀｶ 千葉県 3:17:25
1512 3234 有賀 智輝 ｱﾘｶﾞ ﾄﾓｷ 神奈川県 3:17:25
1513 2929 神宮寺 龍一 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞ ﾘｭｳｲﾁ 神奈川県 3:17:25
1514 1876 鈴木 泉 ｽｽﾞｷ ｲｽﾞﾐ 東京都 3:17:26
1515 2078 伊藤 利彦 ｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 東京都 隅田川ＲＣ 3:17:27
1516 1862 小島 徹也 ｺｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 群馬県 高トラ 3:17:28
1517 1003 小坂 太輔 ｺｻｶ ﾀｲｽｹ 神奈川県 多摩川サブ３ 3:17:30
1518 1211 小堀 貴史 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶｼ 神奈川県 3:17:32
1519 2066 荒井 陽多 ｱﾗｲ ﾖｳﾀ 神奈川県 3:17:34
1520 2653 芦葉 昇平 ｱｼﾊﾞ ｼｮｳﾍｲ 神奈川県 3:17:35
1521 2192 高橋 一哲 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 3:17:36
1522 7875 大澤 智之 ｵｵｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 横須賀市陸協 3:17:38
1523 3375 毛利 勇一 ﾓｳﾘ ﾕｳｲﾁ 千葉県 3:17:40
1524 1536 人見 義隆 ﾋﾄﾐ ﾖｼﾀｶ 茨城県 ＮＦＩ 3:17:41
1525 1976 渡辺 寿郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾛｳ 東京都 多摩川サブ３会 3:17:42
1526 2145 池崎 貢司 ｲｹｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 埼玉県 みつかー陸上部 3:17:43
1527 7927 山口 幸博 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ 東京都 3:17:43
1528 5042 松本 駿 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾔｵ 茨城県 3:17:44
1529 3739 越智 敏夫 ｵﾁ ﾄｼｵ 群馬県 3:17:44
1530 1629 猿橋 具和 ｻﾙﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 3:17:46
1531 1936 西沢 享 ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾗ 千葉県 3:17:46
1532 3265 黒岩 俊秀 ｸﾛｲﾜ ﾄｼﾋﾃﾞ 栃木県 3:17:47
1533 1593 助川 和宏 ｽｹｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 3:17:48
1534 5494 山野 陽平 ﾔﾏﾉ ﾖｳﾍｲ 栃木県 3:17:49
1535 2951 大浦 徹也 ｵｵｳﾗ ﾃﾂﾔ 千葉県 エスアールシー 3:17:49
1536 2191 米澤 雅行 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 東京都 ＲＸＬプラス 3:17:50
1537 2199 熊谷 透 ｸﾏｶﾞｲ ﾄｵﾙ 東京都 3:17:52
1538 3440 岩佐 洋一 ｲﾜｻ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 麻布ランニング 3:17:52
1539 1477 三宅 信孝 ﾐﾔｹ ﾉﾌﾞﾀｶ 神奈川県 多摩川クラブ 3:17:56
1540 1063 佐藤 雄介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 神奈川県 ＮＯＮＡＣ 3:17:56
1541 1951 伊澤 浩明 ｲｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 茨城県 なると 3:17:57
1542 1377 櫻井 和行 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 みんくる千住 3:18:00
1543 218 荻野 秀昭 ｵｷﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 横浜都筑ＡＣ 3:18:00
1544 1315 中村 賢一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 3:18:04
1545 5243 古川 一喜 ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｷ 山形県 ＪＲ東日本 3:18:04
1546 1165 倉内 修司 ｸﾗｳﾁ ｼｭｳｼﾞ 長野県 赤ヘル軍団 3:18:05
1547 1427 大谷 勉 ｵｵﾀﾆ ﾂﾄﾑ 神奈川県 3:18:07
1548 3722 向山 暁彦 ﾑｶｲﾔﾏ ｱｷﾋｺ 埼玉県 3:18:09
1549 2118 関口 崇 ｾｷｸﾞﾁ ﾀｶｼ 埼玉県 関口会計 3:18:09
1550 759 坂田 直哉 ｻｶﾀ ﾅｵﾔ 静岡県 アシックスラボ 3:18:11
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1551 2492 山本 周 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳ 群馬県 3:18:12
1552 1801 西中 健一 ﾆｼﾅｶ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3:18:17
1553 4825 伊藤 治久 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋｻ 東京都 3:18:18
1554 1131 沼田 裕介 ﾇﾏﾀ ﾕｳｽｹ 茨城県 太田走友会 3:18:18
1555 1356 竹田 賢治 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 栃木県 チーム凰 3:18:19
1556 1107 佐野 啓太 ｻﾉ ｹｲﾀ 茨城県 3:18:24
1557 219 野口 健史 ﾉｸﾞﾁ ﾀｹｼ 埼玉県 ポポロＡＣ 3:18:26
1558 1515 稲川 和博 ｲﾅｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 イナリワン 3:18:26
1559 1763 長澤 明廣 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 ＬＩＸＩＬ 3:18:27
1560 7904 吉住 響太 ﾖｼｽﾞﾐ ｷｮｳﾀ 東京都 3:18:28
1561 8415 小野瀬 樹 ｵﾉｾ ｲﾂｷ 茨城県 茨城大学陸上部 3:18:28
1562 1549 石川 大祐 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:18:30
1563 736 江口 聡 ｴｸﾞﾁ ｱｷﾗ 神奈川県 Ｒ×Ｌプラス 3:18:31
1564 2005 有馬 靖史 ｱﾘﾏ ﾔｽﾌﾐ 埼玉県 3:18:34
1565 1990 中川 力丸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｷﾏﾙ 東京都 3:18:37
1566 2864 室井 起一 ﾑﾛｲ ｷｲﾁ 茨城県 3:18:38
1567 1446 西田 悠太郎 ﾆｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 3:18:41
1568 9120 岡松 時生 ｵｶﾏﾂ ﾄｷｵ 東京都 水曜高尾練 3:18:44
1569 8309 早川 翔大郎 ﾊﾔｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 千葉県 林Ｊｒ． 3:18:44
1570 1752 谷島 則孝 ﾔｼﾞﾏ ﾉﾘﾀｶ 神奈川県 3:18:46
1571 2813 斎藤 隆 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 茨城県 3:18:46
1572 9393 相馬 康孝 ｿｳﾏ ﾔｽﾀｶ 茨城県 ちーむすずき 3:18:47
1573 1885 小林 裕 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 茨城県 メディカルＳＶ 3:18:47
1574 1228 芥屋 慶万 ｱｸﾀﾔ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 ＮＲ多摩 3:18:48
1575 1731 深山 裕貴 ﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 日立 3:18:48
1576 2591 岩間 政樹 ｲﾜﾏ ﾏｻｷ 東京都 ルナークス 3:18:49
1577 3045 北尾 勝則 ｷﾀｵ ｶﾂﾉﾘ 東京都 洛氷会 3:18:49
1578 2323 川村 正俊 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 3:18:49
1579 1307 埜田 健治 ﾉﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 多摩川サブ３ 3:18:50
1580 1797 北村 昭浩 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 千葉県 そーせい 3:18:52
1581 1889 塚本 働 ﾂｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ 静岡県 3:18:52
1582 1919 錦織 求 ﾆｼｺﾞﾘ ﾓﾄﾑ 神奈川県 東京 3:18:52
1583 2495 松野 圭祐 ﾏﾂﾉ ｹｲｽｹ 東京都 ＡＣＲＯ 3:18:55
1584 2338 玉井 僚 ﾀﾏｲ ﾘｮｳ 東京都 チキンハート 3:18:56
1585 1972 岩田 弘行 ｲﾜﾀ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 牛久走友会 3:18:56
1586 2921 有賀 裕亮 ｱﾘｶﾞ ﾕｳｽｹ 神奈川県 トータス 3:18:57
1587 3429 藤田 雅史 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ 千葉県 オッティモ 3:18:57
1588 2020 小久保 淳 ｺｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 3:18:58
1589 2369 鈴木 悠太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 沖縄県 クラブＲ２沖縄 3:19:00
1590 4026 村瀬 諒 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 東京都 3:19:02
1591 967 長岡 光雄 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾂｵ 群馬県 ＨＴ 3:19:04
1592 2469 齋藤 和則 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 群馬県 3:19:06
1593 8992 朝倉 淳 ｱｻｸﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 幡再陸上部 3:19:06
1594 2568 猪狩 竜哉 ｲｶﾞﾘ ﾀﾂﾔ 千葉県 3:19:08
1595 1343 佐藤 隆志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 栃木県 3:19:08
1596 8610 木下 佳彦 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾋｺ 東京都 3:19:09
1597 2609 鈴木 幸二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 埼玉県 3:19:11
1598 2559 小美野 浩明 ｵﾐﾉ ﾋﾛｱｷ 東京都 3:19:14
1599 3677 大野 俊一 ｵｵﾉ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 3:19:15
1600 1532 富田 祐司 ﾄﾐﾀ ﾕｳｼﾞ 千葉県 浦安ランナーズ 3:19:16
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1601 1216 前田 和宏 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 浦安ランナーズ 3:19:16
1602 2136 瀧田 忠敏 ﾀｷﾀ ﾀﾀﾞﾄｼ 福島県 3:19:17
1603 220 森田 裕太郎 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 神奈川県 3:19:18
1604 1061 森岡 鉄也 ﾓﾘｵｶ ﾃﾂﾔ 東京都 ガーゴイル 3:19:19
1605 2277 竹内 竜也 ﾀｹｳﾁ ﾀﾂﾔ 東京都 練馬大根パン 3:19:19
1606 1294 呉屋 瑛久 ｸﾚﾔ ﾃﾙﾋｻ 沖縄県 3:19:20
1607 2916 鷺 信博 ｻｷﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 ウルトラソウル 3:19:23
1608 2406 山中 進吾 ﾔﾏﾅｶ ｼﾝｺﾞ 茨城県 3:19:23
1609 2378 大山 和彦 ｵｵﾔﾏ ｶｽﾞﾋｺ 静岡県 3:19:24
1610 1964 松岡 弘記 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｷ 東京都 3:19:24
1611 1138 竹下 亮治 ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳｼﾞ 神奈川県 3:19:25
1612 2018 森 孝司 ﾓﾘ ﾀｶｼ 茨城県 ハゼ釣り同好会 3:19:26
1613 3452 室岡 隆 ﾑﾛｵｶ ﾀｶｼ 群馬県 安中市 3:19:27
1614 1339 芝村 俊彦 ｼﾊﾞﾑﾗ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 相模原市陸協 3:19:28
1615 1331 村田 裕士 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:19:29
1616 4159 伊藤 多嘉彦 ｲﾄｳ ﾀｶﾋｺ 東京都 ボギーズ 3:19:30
1617 912 真壁 貴通 ﾏｶﾍﾞ ﾀｶﾐﾁ 神奈川県 初音ＦＥＮＩＸ 3:19:32
1618 2106 谷澤 憲治 ﾀﾆｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 愛知県 3:19:32
1619 2126 佐藤 宏明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 白鳥珍走団 3:19:33
1620 2970 関根 公太 ｾｷﾈ ｺｳﾀ 埼玉県 3:19:33
1621 1861 出頭 秀彦 ｼｭｯﾄｳ ﾋﾃﾞﾋｺ 茨城県 下大野小学校 3:19:36
1622 4666 根本 雅史 ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ 東京都 3:19:36
1623 7961 八巻 洋平 ﾔﾏｷ ﾖｳﾍｲ 福島県 ＴＭＴＣ 3:19:36
1624 1589 山崎 寛司 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｼ 千葉県 ＴＡＲＣ東京 3:19:37
1625 3235 友本 隆義 ﾄﾓﾓﾄ ﾀｶﾖｼ 茨城県 ＧｏｏｄＤａｙ 3:19:38
1626 1932 森川 透 ﾓﾘｶﾜ ﾄｵﾙ 埼玉県 3:19:38
1627 3315 松本 豊和 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾖｶｽﾞ 栃木県 3:19:39
1628 2012 中野 哲宏 ﾅｶﾉ ﾃﾂﾋﾛ 群馬県 いかるぎ町内科 3:19:42
1629 4472 大畑 将士 ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾄ 茨城県 3:19:44
1630 1877 蕪木 和重 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県 侍ＪＡＰＡＮ 3:19:45
1631 2271 浦田 裕士 ｳﾗﾀ ﾕｳｼ 茨城県 アレンテージョ 3:19:45
1632 2597 菅松 敏紀 ｽｶﾞﾏﾂ ﾄｼﾉﾘ 宮城県 3:19:45
1633 1650 野崎 亮太 ﾉｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 千葉県 ＡＬＬ ＯＵＴ 3:19:47
1634 2090 平石 英大 ﾋﾗｲｼ ﾋﾃﾞﾏｻ 東京都 ＨＳＣ 3:19:47
1635 1644 木下 一明 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞｱｷ 茨城県 三菱ケミカル 3:19:47
1636 1489 亀山 達也 ｶﾒﾔﾏ ﾀﾂﾔ 栃木県 ３２１０４ＲＴ 3:19:48
1637 1655 小岩井 紀幸 ｺｲﾜｲ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 3:19:48
1638 3372 高橋 慎一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 東京都 トリッパーズ 3:19:48
1639 3008 松浦 潤 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝ 茨城県 日立製作所日立 3:19:50
1640 2459 林 比呂樹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 埼玉県 3:19:50
1641 490 吉澤 正明 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 栃木県 3:19:52
1642 3190 清水 諒太 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 神奈川登ろう会 3:19:54
1643 3395 田中 将也 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 長野県 3:19:54
1644 1893 宗 倫旭 ｿｳ ﾐﾁｱｷ 神奈川県 神奈川走ろう会 3:19:55
1645 1610 川島 孝夫 ｶﾜｼﾏ ﾀｶｵ 東京都 3:19:56
1646 2745 加藤 修 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 埼玉県 埼玉県警走友会 3:19:56
1647 2820 万谷 吉彦 ﾏﾝﾀﾆ ﾖｼﾋｺ 東京都 3:19:57
1648 1118 白石 健右 ｼﾗｲｼ ｹﾝｽｹ 茨城県 3:19:58
1649 1971 増子 尚武 ﾏｽｺ ﾅｵﾀｹ 埼玉県 3:19:59
1650 3136 高山 祥平 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 群馬県 3:20:00
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1651 2308 昼間 敦 ﾋﾙﾏ ｱﾂｼ 茨城県 3:20:01
1652 3249 大嶋 豪 ｵｵｼﾏ ｺﾞｳ 埼玉県 3:20:04
1653 1172 高田 哲大 ﾀｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 3:20:04
1654 1947 岩本 栄一 ｲﾜﾓﾄ ｴｲｲﾁ 東京都 まるお製作所 3:20:04
1655 922 細谷 啓次郎 ﾎｿﾔ ｹｲｼﾞﾛｳ 千葉県 楓ＡＣ 3:20:05
1656 2543 入澤 剛 ｲﾘｻﾜ ﾂﾖｼ 新潟県 3:20:05
1657 2784 遠藤 翼 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 3:20:06
1658 8869 久保田 耕弘 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 3:20:07
1659 1676 甲田 智彦 ｺｳﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 茨城県 リコー 3:20:08
1660 1423 篠田 俊文 ｼﾉﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 埼玉県 3:20:08
1661 1031 佐々木 雅人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 福島県 3:20:10
1662 2024 鶴見 貴生 ﾂﾙﾐ ﾀｶｵ 茨城県 タカタック 3:20:10
1663 1781 山野 悠 ﾔﾏﾉ ﾕｳ 東京都 3:20:11
1664 3939 内村 雅紀 ｳﾁﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 3:20:11
1665 1768 村上 陽之 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾕｷ 茨城県 量研機構那珂 3:20:13
1666 2330 舘 正尚 ﾀﾁ ﾏｻﾅｵ 神奈川県 3:20:14
1667 3011 熊田 慶司 ｸﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 東京都 3:20:16
1668 2555 白石 大樹 ｼﾗｲｼ ﾋﾛｷ 神奈川県 幡ヶ谷再生大学 3:20:16
1669 1822 齋藤 伸一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 ルナークス 3:20:18
1670 2350 庄司 雅博 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:20:18
1671 1705 吉野 剛史 ﾖｼﾉ ﾂﾖｼ 群馬県 3:20:20
1672 2315 安藤 真 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 神奈川県 後から刺され隊 3:20:21
1673 4479 若梅 敏之 ﾜｶｳﾒ ﾄｼﾕｷ 千葉県 旭文杜ＲＣ 3:20:22
1674 2807 國枝 浩 ｸﾆｴﾀﾞ ﾋﾛｼ 栃木県 宇都宮トレラン 3:20:23
1675 2276 石塚 哲夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾃﾂｵ 埼玉県 3:20:25
1676 981 伊勢谷 真臣 ｲｾﾔ ﾏｻｵﾐ 新潟県 ＪＪＪ 3:20:25
1677 1283 松島 伸明 ﾏﾂｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 3:20:27
1678 2925 庄司 拓央 ｼｮｳｼﾞ ﾀｸｵ 東京都 3:20:27
1679 501 金沢 潔 ｶﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ 秋田県 仁井田陸友会 3:20:27
1680 2027 佐々木 武 ｻｻｷ ﾀｹｼ 東京都 3:20:28
1681 2889 小柳津 智 ｵﾔｲｽﾞ ｻﾄｼ 東京都 3:20:32
1682 1573 竹輪 耕一 ﾀｹﾜ ｺｳｲﾁ 埼玉県 ＨＭＣ 3:20:34
1683 2927 森 雅弘 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾛ 栃木県 3:20:36
1684 1914 島本 新 ｼﾏﾓﾄ ｱﾗﾀ 東京都 ＴＧＴ 3:20:36
1685 2769 有野 純平 ｱﾘﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 埼玉県 3:20:38
1686 4993 中村 哲 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 3:20:38
1687 1742 角谷 剛志 ｽﾐﾔ ﾀｹｼ 埼玉県 3:20:39
1688 3257 引地 裕輔 ﾋｷﾁ ﾕｳｽｹ 茨城県 3:20:39
1689 3059 高野 和弘 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 アールツー東北 3:20:40
1690 8549 染谷 範彦 ｿﾒﾔ ﾉﾘﾋｺ 千葉県 3:20:43
1691 1081 田島 一斉 ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都 東京陸連 3:20:44
1692 2638 米島 幹雄 ﾖﾈｼﾏ ﾐｷｵ 神奈川県 ＧＳＣ 3:20:44
1693 2215 笹沼 正祝 ｻｻﾇﾏ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 3:20:44
1694 4096 山本 塁 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ 福島県 ＴＭＴＣ 3:20:46
1695 1621 増田 和弘 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 3:20:47
1696 15 江坂 泰幸 ｴｻｶ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 新都市ライフ 3:20:47
1697 5372 星野 正義 ﾎｼﾉ ﾏｻﾖｼ 千葉県 市川ＭＣ 3:20:48
1698 1198 平野 佳紀 ﾋﾗﾉ ﾖｼｷ 東京都 3:20:49
1699 2045 小川 淳 ｵｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 茨城県 チーム梅ちゃん 3:20:49
1700 2761 加藤 盛孝 ｶﾄｳ ﾓﾘﾀｶ 神奈川県 3:20:49
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1701 1865 金子 圭介 ｶﾈｺ ｹｲｽｹ 東京都 3:20:50
1702 4247 黒澤 陽充 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾐﾁ 千葉県 3:20:50
1703 1357 根本 雅史 ﾈﾓﾄ ﾏｻｼ 茨城県 3:20:51
1704 1329 佐仲 智和 ｻﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 3:20:53
1705 1959 土居 誠 ﾄﾞｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 3:20:54
1706 8319 前山 慶介 ﾏｴﾔﾏ ｹｲｽｹ 神奈川県 3:20:54
1707 2385 山田 斉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ 東京都 3:20:55
1708 3500 藤垣 ユウヤ ﾌｼﾞｶﾞｷ ﾕｳﾔ 茨城県 3:20:55
1709 1960 磯村 国生 ｲｿﾑﾗ ｸﾆｵ 埼玉県 別所沼スマイル 3:20:55
1710 1318 渡辺 慎一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 3:20:56
1711 1456 大前 晋 ｵｵﾏｴ ｽｽﾑ 東京都 3:20:56
1712 1297 渡辺 雄一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 モンベル 3:20:57
1713 1565 岩丸 大二郎 ｲﾜﾏﾙ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 神奈川県 3:20:57
1714 1556 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 宮城県 3:21:02
1715 1464 佐波 龍彦 ｻﾜ ﾀﾂﾋｺ 東京都 3:21:02
1716 3014 康 徳龍 ｶﾝ ﾄｸﾖﾝ 茨城県 関鉄 3:21:02
1717 3165 高畑 滋 ﾀｶﾊﾀ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 3:21:04
1718 2618 川崎 明 ｶﾜｻｷ ｱｷﾗ 茨城県 イバラキランナ 3:21:05
1719 2206 鈴木 昭彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 東京都 千住コアラン 3:21:09
1720 1835 大竹 旭 ｵｵﾀｹ ｱｷﾗ 埼玉県 3:21:09
1721 3233 坂本 昌和 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 福島県 3:21:11
1722 2293 森泉 正寿 ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 草加走ろう会 3:21:12
1723 2289 河野 輝雄 ｶﾜﾉ ﾃﾙｵ 神奈川県 3:21:12
1724 2481 大谷 倫之 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 3:21:15
1725 1374 筒井 徹雄 ﾂﾂｲ ﾃﾂｵ 茨城県 ＡＬＬＯＵＴ 3:21:17
1726 2245 金久保 裕史 ｶﾅｸﾎﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:21:18
1727 2282 土屋 雅人 ﾂﾁﾔ ﾏｻﾋﾄ 埼玉県 草加走ろう会 3:21:18
1728 4764 佐藤 祐基 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 茨城県 3:21:19
1729 3168 飯干 智広 ｲｲﾎﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 3:21:19
1730 1952 深堀 敬介 ﾌｶﾎﾞﾘ ｹｲｽｹ 茨城県 牛久走友会 3:21:20
1731 4304 土居 敬司 ﾄﾞｲ ﾀｶｼ 東京都 3:21:21
1732 2278 丸山 泰人 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾋﾄ 福島県 ふくまる 3:21:24
1733 1595 木村 俊也 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 茨城県 3:21:24
1734 1759 薬袋 高久 ﾐﾅｲ ﾀｶﾋｻ 東京都 多摩湖ＲＣ 3:21:26
1735 2809 石田 靖 ｲｼﾀﾞ ﾔｽｼ 神奈川県 Ｊ－ＰＯＷＥＲ 3:21:27
1736 4535 矢部 俊明 ﾔﾍﾞ ﾄｼｱｷ 茨城県 水戸石川走友会 3:21:27
1737 1372 増山 幸助 ﾏｽﾔﾏ ｺｳｽｹ 千葉県 3:21:30
1738 1609 松田 光司 ﾏﾂﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 3:21:30
1739 1689 本田 信一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 チームあわずき 3:21:31
1740 2595 望月 賢一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 3:21:32
1741 5073 植田 和弘 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 3:21:32
1742 3020 小林 孝明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 東京都 3:21:32
1743 3829 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 千葉県 3:21:33
1744 2163 馬場 康典 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 水戸赤十字病院 3:21:35
1745 5099 大槻 雄一郎 ｵｵﾂｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 乱舞 3:21:36
1746 797 石田 直也 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 千葉県 3:21:37
1747 1708 与儀 達也 ﾖｷﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 アミノ兵庫 3:21:37
1748 3706 大林 和夫 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 埼玉県 3:21:39
1749 267 市口 英樹 ｲﾁｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 山梨県 3:21:40
1750 812 原田 雄太 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾀ 栃木県 3:21:40
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1751 1527 海野 友和 ｳﾝﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 宮城県 仙台明走会 3:21:42
1752 2412 田谷 良太 ﾀﾔ ﾘｮｳﾀ 茨城県 3:21:44
1753 16004 春山 英輝 ﾊﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 ＡＲＣ東京 3:21:46
1754 3097 石山 祐基 ｲｼﾔﾏ ﾕｳｷ 神奈川県 チキンハート 3:21:50
1755 8212 牛越 晴生 ｳｼｺｼ ﾊﾙｷ 東京都 3:21:52
1756 569 藤木 悠平 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 長野県 中野市陸協 3:21:54
1757 4162 田中 聖一朗 ﾀﾅｶ ｾｲｲﾁﾛｳ 茨城県 ブーメランＡＨ 3:21:56
1758 647 岡本 謙三 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｿﾞｳ 神奈川県 3:21:58
1759 8363 三輪 洋輔 ﾐﾜ ﾖｳｽｹ 茨城県 3:21:58
1760 2510 須藤 康弘 ｽﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 足攣ジェイソン 3:21:59
1761 3512 中田 大佳 ﾅｶﾀ ﾀｲｶﾞ 神奈川県 3:22:01
1762 3242 むむ れだ ﾑﾑ ﾚﾀﾞ 東京都 3:22:02
1763 1257 寺本 冬彦 ﾃﾗﾓﾄ ﾌﾕﾋｺ 茨城県 明走會ＪＰＮ 3:22:04
1764 2268 佐藤 健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 埼玉県 クラブＲ２東北 3:22:04
1765 1037 鈴木 瞬也 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾔ 東京都 3:22:05
1766 1487 鈴木 恭介 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｽｹ 茨城県 勝田マを走る会 3:22:05
1767 1559 布川 将之 ﾌｶﾜ ﾏｻﾕｷ 東京都 Ｇｏ ｕｐ 3:22:07
1768 2177 山本 良之 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 3:22:07
1769 2586 遠藤 幸一 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 3:22:09
1770 2065 小泉 壮夫 ｺｲｽﾞﾐ ﾓﾘｵ 福島県 3:22:10
1771 2397 原 武志 ﾊﾗ ﾀｹｼ 栃木県 3:22:12
1772 2695 吉武 満之 ﾖｼﾀｹ ﾐﾂﾕｷ 東京都 保土谷化学工業 3:22:13
1773 2075 粟津 信一 ｱﾜﾂﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 ストライズ 3:22:13
1774 1911 山本 充 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾂﾙ 山梨県 3:22:15
1775 2129 大須賀 雄一 ｵｵｽｶ ﾕｳｲﾁ 愛知県 3:22:17
1776 4251 米田 英記 ﾖﾈﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 3:22:18
1777 1440 新屋敷 和広 ｼﾝﾔｼｷ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 3:22:20
1778 8724 相澤 正和 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 群馬県 3:22:20
1779 3202 齋藤 幸宏 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾋﾛ 栃木県 3:22:21
1780 1804 磯崎 崇 ｲｿｻﾞｷ ﾀｶｼ 神奈川県 3:22:21
1781 1561 白鳥 昌宏 ｼﾗﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 3:22:22
1782 1985 竹本 健二 ﾀｹﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:22:24
1783 7995 小宮 朋行 ｺﾐﾔ ﾄﾓﾕｷ 東京都 3:22:25
1784 9087 杉本 宏樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛｷ 埼玉県 ＨＴＣ 3:22:26
1785 4624 中山 健 ﾅｶﾔﾏ ﾀｹｼ 東京都 焼きじじいの毛 3:22:30
1786 2030 武田 健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木県 足利銀行 3:22:30
1787 4627 吽野 健一郎 ｳﾝﾉ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 3:22:30
1788 8928 重田 和秀 ｼｹﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 埼玉県 新三郷楽走会 3:22:30
1789 2529 米倉 二郎 ﾖﾈｸﾗ ｼﾞﾛｳ 茨城県 3:22:31
1790 3107 丸山 勝己 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂｷ 東京都 3:22:31
1791 1995 大塚 弘之 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:22:32
1792 4734 片山 賢治 ｶﾀﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 兵庫県 3:22:32
1793 1098 岩田 清一 ｲﾜﾀ ｾｲｲﾁ 茨城県 3:22:33
1794 2426 飯田 耕治 ｲｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 3:22:36
1795 649 神谷 賢司 ｶﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 東京都 東京陸上競技協 3:22:39
1796 2184 谷治 秀紀 ﾀﾆｼﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 栃木県 大谷台町山遊会 3:22:45
1797 4608 帆刈 邦人 ﾎｶﾘ ｸﾆﾋﾄ 埼玉県 3:22:46
1798 3806 芦崎 俊太朗 ｱｼｻﾞｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京都 3:22:46
1799 2622 神野 智弘 ｶﾐﾉ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 3:22:48
1800 2229 山下 剛正 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾀｶ 東京都 パレラン 3:22:48
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1801 7968 関 一郎 ｾｷ ｲﾁﾛｳ 茨城県 チーム大洗 3:22:49
1802 3364 和田 洋 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:22:50
1803 3374 池田 清太郎 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ 埼玉県 つば九郎軍団 3:22:52
1804 2014 鳥居 悟 ﾄﾘｲ ｻﾄﾙ 東京都 3:22:54
1805 813 竹林 幸司 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 東京都 3:22:54
1806 1365 黒澤 清剛 ｸﾛｻﾜ ｾｲｺﾞｳ 埼玉県 ランジョグ 3:22:55
1807 864 西田 孝志 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ 栃木県 きんこん館 3:22:55
1808 278 竹内 剛史 ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ 東京都 3:22:55
1809 4166 村田 尚利 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾄｼ 千葉県 シンク・ラボ 3:22:58
1810 8550 猪狩 勝也 ｲｶﾞﾘ ｶﾂﾔ 福島県 ＮＲＣ 3:22:59
1811 1173 岡野 智弘 ｵｶﾉ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 3:23:00
1812 2881 斉藤 浩一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 3:23:00
1813 1784 山本 憲徳 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 群馬県 コモック 3:23:01
1814 2150 浅見 直哉 ｱｻﾐ ﾅｵﾔ 神奈川県 3:23:04
1815 1449 栗城 正美 ｸﾘｷ ﾏｻﾐ 千葉県 ＲＵＮＷＥＢ 3:23:04
1816 3051 豊福 嘉弘 ﾄﾖﾌｸ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 幕張クラブ 3:23:04
1817 3146 長井 英樹 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 ＣＭＣ 3:23:05
1818 1310 吉澤 正光 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ 栃木県 3:23:06
1819 3058 黒石 晃介 ｸﾛｲｼ ｺｳｽｹ 千葉県 3:23:07
1820 3633 中谷 起也 ﾅｶﾀﾆ ﾀﾂﾔ 神奈川県 3:23:08
1821 962 渡辺 正嘉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 多摩川サブ３ 3:23:10
1822 2542 齋藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 埼玉県 江戸川ランナー 3:23:10
1823 8253 染谷 英輝 ｿﾒﾔ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 チキンハート 3:23:11
1824 1320 本間 公二 ﾎﾝﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 ロンザッチ 3:23:11
1825 1586 笹野 裕輔 ｻｻﾉ ﾕｳｽｹ 東京都 3:23:12
1826 1358 北村 幸信 ｷﾀﾑﾗ ﾕｷﾉﾌﾞ 埼玉県 そうきたかい 3:23:13
1827 144 佐原 尚樹 ｻﾊﾗ ﾅｵｷ 福島県 水曜ランでしょ 3:23:14
1828 4494 鶴園 卓也 ﾂﾙｿﾞﾉ ﾀｸﾔ 千葉県 3:23:15
1829 3183 高見 順 ﾀｶﾐ ｼﾞｭﾝ 千葉県 日本縦断還暦Ｒ 3:23:16
1830 8150 福田 大季 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 東京都 ランボーズ 3:23:18
1831 2158 吉田 匡伸 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都 3:23:22
1832 2320 佐藤 和久 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 チームＴＡＳＫ 3:23:23
1833 2863 福井 康太 ﾌｸｲ ｺｳﾀ 神奈川県 フル百回楽走会 3:23:25
1834 2108 日比野 匠 ﾋﾋﾞﾉ ﾀｸﾐ 東京都 ウェルネスタイ 3:23:32
1835 1170 黒崎 雄一郎 ｸﾛｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 栃木県 足利銀行 3:23:33
1836 2253 山本 卓 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸ 埼玉県 3:23:34
1837 1529 大貫 敬嘉 ｵｵﾇｷ ﾀｶﾖｼ 秋田県 あシロート秋田 3:23:34
1838 790 大多和 修治 ｵｵﾀﾜ ｼｭｳｼﾞ 千葉県 一宣会 3:23:36
1839 971 中井 治 ﾅｶｲ ｵｻﾑ 茨城県 3:23:40
1840 3047 松永 大佑 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:23:41
1841 1414 松本 博 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 3:23:42
1842 2697 嘉松 孝友 ｶﾏﾂ ﾀｶﾄﾓ 東京都 大泉スマラン 3:23:43
1843 2411 片山 勉 ｶﾀﾔﾏ ﾂﾄﾑ 栃木県 3:23:44
1844 3504 高田 晃行 ﾀｶﾀﾞ ﾃﾙﾕｷ 埼玉県 ＡＴＡ十条 3:23:45
1845 1628 黒瀬 秀樹 ｸﾛｾ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 月まで走ろう会 3:23:45
1846 1082 高橋 一達 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐﾁ 東京都 チームファイヤ 3:23:46
1847 1262 尾形 知樹 ｵｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 福島県 水練 3:23:46
1848 2874 秋山 隆 ｱｷﾔﾏ ﾀｶｼ 新潟県 3:23:46
1849 1718 松村 郁男 ﾏﾂﾑﾗ ｲｸｵ 山梨県 3:23:47
1850 2691 大高 剛史 ｵｵﾀｶ ﾂﾖｼ 茨城県 はつさんか 3:23:49

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 38 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

1851 5657 猪瀬 竜一 ｲﾉｾ ﾘｭｳｲﾁ 茨城県 ＪＸ金属 3:23:50
1852 4332 本司 博 ﾎﾝｼﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:23:50
1853 1892 黒瀬 博昭 ｸﾛｾ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 3:23:51
1854 4425 福田 智幸 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 3:23:52
1855 1744 保坂 隆 ﾎｻｶ ﾀｶｼ 千葉県 アットホーム 3:23:54
1856 2654 川合 章弘 ｶﾜｲ ｱｷﾋﾛ 千葉県 3:23:55
1857 2791 黒澤 崇宏 ｸﾛｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:23:55
1858 8809 支倉 優 ﾊｾｸﾗ ﾕｳ 宮城県 石巻ＲＣ 3:23:55
1859 2319 堀 充孝 ﾎﾘ ﾐﾁﾀｶ 埼玉県 3:23:57
1860 3568 菅野 渉 ｶﾝﾉ ﾜﾀﾙ 東京都 Ｊクラブ 3:23:59
1861 893 坂爪 哲也 ｻｶﾂﾞﾒ ﾃﾂﾔ 神奈川県 3:23:59
1862 2460 山下 弘樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 東京都 ＳＡＵＲＵＳ 3:23:59
1863 1490 實方 恵太 ｻﾈｶﾀ ｹｲﾀ 神奈川県 青竹荘 3:24:00
1864 2054 及川 信彦 ｵｲｶﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 埼玉県 3:24:00
1865 2616 山川 浩市 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｲﾁ 栃木県 めぶきＦＧ 3:24:01
1866 8648 秋元 佑一朗 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:24:02
1867 2569 平澤 圭介 ﾋﾗｻﾜ ｹｲｽｹ 東京都 3:24:02
1868 3405 小倉 新也 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾔ 茨城県 チーム大洗 3:24:02
1869 4129 角田 竜馬 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 茨城県 ＪＸ金属 3:24:03
1870 4848 関山 克孝 ｾｷﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 千葉県 3:24:07
1871 2748 藤原 勝哉 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾔ 東京都 ポポロＡＣ 3:24:08
1872 2801 松永 泰明 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾔｽｱｷ 東京都 3:24:09
1873 4011 阿部 滋 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 福島県 いわきトライＴ 3:24:09
1874 2844 佐川 智彦 ｻｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 東京都 3:24:10
1875 5260 広嶋 芳夫 ﾋﾛｼﾏ ﾖｼｵ 東京都 3:24:12
1876 1723 廣瀬 史雄 ﾋﾛｾ ﾌﾐｵ 神奈川県 3:24:13
1877 2650 杉浦 秀孝 ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 茨城県 3:24:14
1878 2816 小田野 克洋 ｵﾀﾞﾉ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 綾瀬運転 3:24:14
1879 1695 佐藤 明憲 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 3:24:14
1880 2735 安齋 純也 ｱﾝｻﾞｲ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 サムライ陸上部 3:24:14
1881 3990 棚原 大翼 ﾀﾅﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 3:24:15
1882 4265 山内 尚裕 ﾔﾏｳﾁ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 3:24:17
1883 1910 田所 敦 ﾀﾄﾞｺﾛ ｱﾂｼ 茨城県 ピカドール 3:24:18
1884 2144 高林 克明 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂｱｷ 福島県 幼児活動研究会 3:24:19
1885 2125 佐藤 威 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 埼玉県 3:24:20
1886 729 小築 佳男 ｺｽﾞｷ ﾖｼｵ 東京都 京都陸上競技協 3:24:20
1887 1734 樋口 拓也 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 埼玉県 3:24:20
1888 1466 上形 健 ｶﾐｶﾞﾀ ﾀｹｼ 茨城県 茨城陸協 3:24:21
1889 4259 山田 大輔 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 3:24:22
1890 2000 小坂部 茂之 ｵｻｶﾍﾞ ｼｹﾞﾕｷ 埼玉県 気分走快 3:24:23
1891 2702 豊田 基 ﾄﾖﾀﾞ ﾓﾄｲ 東京都 3:24:25
1892 3336 平澤 諒 ﾋﾗｻﾜ ﾘｮｳ 東京都 3:24:25
1893 1569 松塚 拓哉 ﾏﾂﾂｶ ﾀｸﾔ 茨城県 ＥｎｊｉＲｕｎ 3:24:26
1894 2130 小川 登志幸 ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 ランジョグ 3:24:27
1895 1651 亀田 敦史 ｶﾒﾀﾞ ｱﾂｼ 東京都 家系ランナーズ 3:24:27
1896 1948 寺尾 隆 ﾃﾗｵ ﾀｶｼ 埼玉県 ＤＮＰ加賀町 3:24:27
1897 1646 松浦 信 ﾏﾂｳﾗ ﾏｺﾄ 茨城県 3:24:28
1898 1709 渡辺 高宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:24:28
1899 2698 高橋 真 ﾀｶﾊｼ ｼﾝ 岩手県 3:24:28
1900 9158 高林 久悦 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾖｼ 茨城県 大野ロール 3:24:30
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1901 1053 森戸 慎 ﾓﾘﾄ ｼﾝ 茨城県 ＥＮＪＩＲＵＮ 3:24:30
1902 5134 小柴 雄祐 ｺｼﾊﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 3:24:32
1903 8599 平岡 武 ﾋﾗｵｶ ﾀｹｼ 千葉県 3:24:32
1904 1897 小林 祐一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 3:24:33
1905 2119 南里 秀明 ﾅﾝﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県 3:24:34
1906 1239 絹村 利行 ｷﾇﾑﾗ ﾄｼﾕｷ 千葉県 …△……△◎… 3:24:34
1907 3210 小林 司忠 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 3:24:38
1908 1996 中道 威夫 ﾅｶﾐﾁ ﾀｹｵ 埼玉県 3:24:39
1909 3128 望月 賢大 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 東京都 3:24:39
1910 3832 川合 晋也 ｶﾜｲ ｼﾝﾔ 神奈川県 3:24:40
1911 2872 神場 義幸 ｶﾝﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 大阪府 3:24:42
1912 4276 木村 泰啓 ｷﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 東京都 3:24:43
1913 5253 横田 裕之 ﾖｺﾀ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 3:24:46
1914 2449 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 東京都 Ｒ．Ｒ．Ｃ 3:24:46
1915 3204 柳原 秀 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｽｸﾞﾙ 東京都 3:24:49
1916 3587 小野瀬 湧太 ｵﾉｾ ﾕｳﾀ 茨城県 3:24:50
1917 3857 水島 拓哉 ﾐｽﾞｼﾏ ﾀｸﾔ 茨城県 3:24:51
1918 2515 川崎 廷晃 ｶﾜｻｷ ﾀｶｱｷ 東京都 千代田区陸上部 3:24:51
1919 5105 藤井 勇樹 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 茨城県 3:24:53
1920 2117 山口 亮 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳ 埼玉県 3:24:56
1921 1758 郷間 裕文 ｺﾞｳﾏ ﾋﾛﾌﾐ 栃木県 ＳＵＢ＠ＲＵ 3:24:57
1922 2381 平井 陽介 ﾋﾗｲ ﾖｳｽｹ 東京都 3:24:59
1923 2149 谷口 亮介 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾘｮｳｽｹ 東京都 3:24:59
1924 2525 本島 哲也 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 栃木県 3:24:59
1925 7784 椎名 駿斗 ｼｲﾅ ﾊﾔﾄ 茨城県 青山学院大学 3:25:03
1926 1842 近野 功紀 ｺﾝﾉ ｺｳｷ 埼玉県 カナガワランニ 3:25:03
1927 2132 坂野 登 ﾊﾞﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ 愛知県 おおさか渋 3:25:04
1928 3154 薄井 学 ｳｽｲ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 3:25:04
1929 3159 桑原 祐一朗 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島県 Ａプロジェクト 3:25:06
1930 3359 武石 靖規 ﾀｹｲｼ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 3:25:08
1931 796 田中 進 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ 東京都 ＢＭＷ 3:25:09
1932 2747 井上 聖 ｲﾉｳｴ ｷﾖｼ 東京都 3:25:09
1933 1049 天野 亜寅 ｱﾏﾉ ｱﾄﾗ 神奈川県 神奈川県庁 3:25:09
1934 5542 松坂 貴博 ﾏﾂｻｶ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 ＴＨＥ ＦＬＴ 3:25:09
1935 5143 伊藤 篤志 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 千葉県 ウィングＡＣ 3:25:11
1936 2552 大塚 宏明 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｱｷ 茨城県 3:25:12
1937 3316 南家 知文 ﾅﾝｹ ﾄﾓﾌﾐ 千葉県 3:25:12
1938 3088 高橋 正行 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:25:13
1939 2445 春口 明彦 ﾊﾙｸﾞﾁ ｱｷﾋｺ 東京都 3:25:14
1940 2507 北村 祥行 ｷﾀﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 東京都 3:25:15
1941 621 喜多村 渉 ｷﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東京都 葛飾陸協 3:25:16
1942 2632 林 政彦 ﾊﾔｼ ﾏｻﾋｺ 千葉県 3:25:16
1943 1622 板倉 聡志 ｲﾀｸﾗ ｻﾄｼ 東京都 3:25:16
1944 3145 高橋 仁 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 千葉県 3:25:17
1945 2175 佐野 恭平 ｻﾉ ｷｮｳﾍｲ 埼玉県 3:25:18
1946 6396 眞瀬 裕伴 ﾏｾ ﾕｳｽｹ 茨城県 3:25:18
1947 3841 小松 大輔 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 ＳＡＫＡＥ４６ 3:25:19
1948 3264 野澤 由次 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 群馬県 ＴＥＡＭＹＭＭ 3:25:21
1949 2028 藤野 貴彦 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾋｺ 埼玉県 3:25:22
1950 1735 石倉 誠 ｲｼｸﾗ ﾏｺﾄ 埼玉県 本庄ホエールズ 3:25:24
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1951 551 今 正徳 ｲﾏ ﾏｻﾉﾘ 富山県 ナウスタイル 3:25:25
1952 1335 柴草 仁志 ｼﾊﾞｸｻ ﾋﾄｼ 群馬県 3:25:25
1953 2915 日下 智紀 ｸｻｶ ﾄﾓｷ 神奈川県 都橋ＲＣ 3:25:26
1954 2009 三井 正勝 ﾐｲ ﾏｻｶﾂ 東京都 小金井公園ＲＣ 3:25:28
1955 3060 衣川 佳孝 ｷﾇｶﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 3:25:28
1956 2468 鈴木 孝治 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾊﾙ 神奈川県 人参部 3:25:31
1957 3307 柴山 理央 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾘｵ 東京都 3:25:32
1958 1482 中角 実男 ﾅｶｽﾞﾐ ｼﾞﾂｵ 神奈川県 ＴＲＣ 3:25:32
1959 2647 廣鰭 伸行 ﾋﾛﾊﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 埼玉県 太陽誘電 3:25:33
1960 4300 三田地 敬之 ﾐﾀﾁ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 3:25:34
1961 2862 軸丸 剛 ｼﾞｸﾏﾙ ﾂﾖｼ 東京都 3:25:35
1962 2749 吉田 正樹 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 埼玉県 3:25:36
1963 8682 久松 宏紀 ﾋｻﾏﾂ ｺｳｷ 茨城県 3:25:38
1964 3455 楠野 哲也 ｸｽﾉ ﾃﾂﾔ 東京都 3:25:38
1965 2886 田倉 伸一 ﾀｸﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 多摩湖ＲＣ 3:25:39
1966 1994 森山 純也 ﾓﾘﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 千葉県 3:25:39
1967 4221 小嶋 太良 ｺｼﾞﾏ ﾀｲﾗ 神奈川県 3:25:40
1968 2171 芝居 正訓 ｼﾊﾞｲ ﾏｻｸﾆ 神奈川県 3:25:42
1969 2608 田中 雄大 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 神奈川県 3:25:44
1970 8483 桑原 哲也 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ 埼玉県 埼玉大学 3:25:44
1971 3082 五十嵐 明彦 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾋｺ 東京都 3:25:44
1972 4507 関 純一 ｾｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 水戸工機（株） 3:25:45
1973 3073 藤沢 俊三 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｿﾞｳ 千葉県 3:25:45
1974 2490 種村 知樹 ﾀﾈﾑﾗ ﾄﾓｷ 東京都 パリマラソン 3:25:46
1975 2362 藤岡 仁 ﾌｼﾞｵｶ ﾏｻｼ 神奈川県 東洋製缶 3:25:48
1976 3411 大木 雄一 ｵｵｷ ﾕｳｲﾁ 東京都 3:25:50
1977 8155 盛 真人 ﾓﾘ ﾏｻﾋﾄ 福島県 いわき市水道局 3:25:50
1978 1741 田渕 典男 ﾀﾌﾞﾁ ﾉﾘｵ 神奈川県 美走会 3:25:50
1979 8391 角田 正明 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｱｷ 栃木県 猪突猛進 3:25:51
1980 1808 八幡 尚 ﾔﾊﾀ ﾀｶｼ 東京都 3:25:52
1981 5495 藤原 輝和 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙｶｽﾞ 愛知県 Ｎｕｔｅｌｌａ 3:25:52
1982 3606 阿部 寛之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 3:25:53
1983 1599 大橋 学 ｵｵﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 バンバンクラブ 3:25:56
1984 2085 鈴木 祐治 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 福島県 いわき陸協 3:25:56
1985 1938 君野 弦 ｷﾐﾉ ｹﾞﾝ 東京都 大江戸飛脚会 3:25:57
1986 2879 中島 靖博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 東京都 小金井走友会 3:25:58
1987 2392 大森 裕一郎 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨城県 牛久走友会 3:25:59
1988 3209 佐藤 直之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ 群馬県 3:26:00
1989 3850 田中 友和 ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ 神奈川県 システムアイ 3:26:01
1990 4063 森田 啓太 ﾓﾘﾀ ｹｲﾀ 埼玉県 3:26:01
1991 1093 早野 梵天丸 ﾊﾔﾉ ﾎﾞﾝﾃﾝﾏﾙ 東京都 3:26:02
1992 1939 新野辺 智史 ﾆｲﾉﾍﾞ ｻﾄｼ 茨城県 3:26:03
1993 3509 和田 基裕 ﾜﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ 群馬県 3:26:04
1994 2379 村田 玲一 ﾑﾗﾀ ﾚｲｲﾁ 神奈川県 Ｍ＠平塚 3:26:06
1995 3515 石田 純一 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 クラブたんこ 3:26:06
1996 2655 松井 徹也 ﾏﾂｲ ﾃﾂﾔ 東京都 東京陸協 3:26:07
1997 1913 石崎 武 ｲｼｻﾞｷ ﾀｹｼ 茨城県 3:26:08
1998 3149 山村 幸士 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｼ 埼玉県 すずらん幼稚園 3:26:09
1999 3743 孫 頂 ｿﾝ ﾃﾞｨﾝ 千葉県 八千代ボンズ 3:26:10
2000 3105 大友 淳 ｵｵﾄﾓ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 3:26:11
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2001 2056 山口 隆生 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｵ 茨城県 スポプラ千波 3:26:13
2002 8057 三好 雄大 ﾐﾖｼ ﾕｳﾀﾞｲ 千葉県 順天堂大学 3:26:14
2003 2810 長島 政史 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｻﾌﾐ 東京都 3:26:15
2004 2620 田村 好弘 ﾀﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 東京都 済美山ＲＣ 3:26:15
2005 1957 関根 大雪 ｾｷﾈ ﾀﾞｲｾﾂ 茨城県 笠松走友会 3:26:17
2006 4413 奥村 健二 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城県 牛久走友会 3:26:18
2007 2480 山辺 一郎 ﾔﾏﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:26:18
2008 9429 中山 泰誠 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲｾｲ 東京都 ＳＴＲＣ 3:26:18
2009 410 岡本 太郎 ｵｶﾓﾄ ﾀﾛｳ 東京都 ネリトラ 3:26:19
2010 1474 近藤 昌平 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 北海道 こくみん共済 3:26:19
2011 703 塩谷 政樹 ｼｵﾔ ﾏｻｷ 東京都 3:26:20
2012 508 橋本 隆正 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 神奈川県 3:26:20
2013 1849 大塚 翔 ｵｵﾂｶ ｼｮｳ 東京都 3:26:23
2014 1624 山崎 重則 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｹﾞﾉﾘ 埼玉県 川越走友会 3:26:23
2015 381 向井 孝明 ﾑｶｲ ﾀｶｱｷ 東京都 モンテローザ 3:26:23
2016 3493 白潟 泰伸 ｼﾗｶﾀ ﾔｽﾉﾌﾞ 東京都 3:26:24
2017 2091 宮本 英太郎 ﾐﾔﾓﾄ ｴｲﾀﾛｳ 東京都 3:26:24
2018 3274 金田 浩司 ｶﾈﾀ ｺｳｼﾞ 茨城県 3:26:25
2019 3127 宮川 信行 ﾐﾔｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 3:26:26
2020 1997 木村 哲也 ｷﾑﾗ ﾃﾂﾔ 茨城県 太田走友会 3:26:27
2021 3371 井本 了太郎 ｲﾓﾄ ﾘｮｳﾀﾛｳ 東京都 3:26:28
2022 2094 大坪 孝弘 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 七井幼駅伝部 3:26:30
2023 1383 橋爪 一仁 ﾊｼﾂﾞﾒ ｶｽﾞﾋﾄ 茨城県 3:26:30
2024 1014 中村 真 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 東京都 3:26:31
2025 3254 皆川 貴行 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都 3:26:31
2026 3063 野田 延行 ﾉﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 舎人会 3:26:33
2027 9060 永井 隆行 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 群馬県 3:26:33
2028 2558 岡村 雅行 ｵｶﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 愛知県 3:26:34
2029 1580 成田 純 ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 静岡県 3:26:38
2030 526 長澤 宜明 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼｱｷ 群馬県 チームぞうがめ 3:26:41
2031 2328 風間 英明 ｶｻﾞﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 日立会トライア 3:26:42
2032 2751 斎藤 光司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 千葉県 3:26:42
2033 3664 大窪 雅明 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｱｷ 静岡県 3:26:44
2034 3299 橋本 康治 ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾊﾙ 千葉県 ハウス食品 3:26:44
2035 2656 辻 隼人 ﾂｼﾞ ﾊﾔﾄ 千葉県 3:26:44
2036 2824 影山 昭夫 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷｵ 茨城県 Ｊ―カワサキ 3:26:45
2037 2669 赤津 佑芽 ｱｶﾂ ﾕｳｶﾞ 栃木県 日立ジョンソン 3:26:45
2038 2594 塩沢 弘行 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 静岡県 スズキ株式会社 3:26:49
2039 3776 高岡 秀充 ﾀｶｵｶ ﾋﾃﾞﾐﾂ 東京都 太田走友会 3:26:51
2040 2935 馬場 淳 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 埼玉県 3:26:52
2041 1382 長尾 隼人 ﾅｶﾞｵ ﾊﾔﾄ 新潟県 3:26:53
2042 2628 齋藤 高志 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 ラモンテＡＣ 3:26:55
2043 3106 吹上 慎治 ﾌｷｱｹﾞ ｼﾝｼﾞ 栃木県 矢板 3:26:56
2044 1794 新留 敏昭 ｼﾝﾄﾞﾒ ﾄｼｱｷ 埼玉県 3:26:59
2045 2427 篠崎 敏志 ｼﾉｻﾞｷ ｻﾄｼ 茨城県 常陽銀行走友会 3:26:59
2046 1738 新田 英昭 ﾆｯﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 3:27:00
2047 915 鮎川 秀平 ｱﾕｶﾜ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 3:27:01
2048 3236 岩崎 豊 ｲﾜｻｷ ﾕﾀｶ 愛知県 大高ＣＲＳ 3:27:01
2049 2231 須藤 尚 ｽﾄｳ ﾀｶｼ 宮城県 宮城広瀬高ＲＣ 3:27:02
2050 3269 長谷川 豊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 東京都 3:27:03
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2051 5274 小林 健輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ 東京都 3:27:05
2052 4269 佐野 行生 ｻﾉ ﾕｷｵ 埼玉県 3:27:06
2053 2937 鴨井 雪紀 ｶﾓｲ ﾕｷﾉﾘ 長野県 【ＭＯＺＯＵ】 3:27:06
2054 4920 細川 陽祐 ﾎｿｶﾜ ﾖｳｽｹ 新潟県 新津走友会 3:27:06
2055 1304 萩野谷 圭 ﾊｷﾞﾉﾔ ｹｲ 北海道 3:27:07
2056 2015 真栄里 謙一 ﾏｴｻﾄ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:27:07
2057 9206 浅野 恭弘 ｱｻﾉ ﾉﾘﾋﾛ 東京都 ＤＰＴ 3:27:09
2058 115 熊田 啓信 ｸﾏﾀﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 ｋｍｐｊｔ 3:27:09
2059 1895 山本 喜紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 北海道 3:27:10
2060 4191 村山 詠知 ﾑﾗﾔﾏ ｴｲﾁ 東京都 森水 3:27:11
2061 5869 堀井 優也 ﾎﾘｲ ﾕｳﾔ 群馬県 3:27:11
2062 1047 石田 延英 ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 千葉県 ＤＨＬ 3:27:16
2063 2032 吉野 勝治 ﾖｼﾉ ﾏｻﾊﾙ 福島県 吾妻ＲＵＮ所会 3:27:17
2064 8613 小堀 優太 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾀ 茨城県 3:27:18
2065 2737 北川 正夫 ｷﾀｶﾞﾜ ﾏｻｵ 茨城県 極洋食品 3:27:19
2066 7252 笹目 光久 ｻｻﾒ ﾐﾂﾋｻ 茨城県 株式会社金陽社 3:27:19
2067 2602 根本 正信 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都 3:27:20
2068 3476 山本 雅弘 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 北海道 3:27:22
2069 1311 間 清二 ｱｲﾀﾞ ｾｲｼﾞ 埼玉県 ＣＲ２東日本 3:27:22
2070 3556 佐藤 牧夫 ｻﾄｳ ﾏｷｵ 千葉県 3:27:23
2071 3517 大塚 直樹 ｵｵﾂｶ ﾅｵｷ 茨城県 3:27:25
2072 3463 川村 嘉宏 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 東京都 3:27:25
2073 2560 山本 よしのり ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 3:27:25
2074 3294 藤田 幸秀 ﾌｼﾞﾀ ﾕｷﾋﾃﾞ 茨城県 中央労働金庫 3:27:26
2075 3969 青山 治彦 ｱｵﾔﾏ ﾊﾙﾋｺ 東京都 3:27:26
2076 2452 井上 英俊 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 3:27:27
2077 2479 佐藤 克己 ｻﾄｳ ｶﾂﾐ 千葉県 千葉陸連 3:27:28
2078 1497 中嶋 智史 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 山形県 ｅＡ東京 3:27:28
2079 2109 城戸 圭介 ｷﾄﾞ ｹｲｽｹ 茨城県 高萩市役所 3:27:30
2080 4188 杉山 陸 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 埼玉県 沼尻産業 3:27:30
2081 1481 国狭 亜輝臣 ｸﾆｻ ｱｷｵﾐ 東京都 ＴＧＴ 3:27:30
2082 2931 片山 絵 ｶﾀﾔﾏ ｶｲ 東京都 ＲＥＴＯ 3:27:33
2083 8393 齋藤 祐二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 岩手県 一関楽走会 3:27:33
2084 2930 鯉淵 典之 ｺｲﾌﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 群馬県 3:27:34
2085 9589 須田 陸 ｽﾀﾞ ﾘｸ 茨城県 3:27:34
2086 3398 細谷 智雄 ﾎｿﾔ ﾄﾓｵ 東京都 ドリームＡＣ 3:27:34
2087 1958 小沼 善明 ｺﾇﾏ ﾖｼｱｷ 埼玉県 3:27:35
2088 9456 三浦 健宏 ﾐｳﾗ ﾀｹﾋﾛ 宮城県 3:27:36
2089 2429 倉茂 誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 3:27:37
2090 2371 梅村 大輔 ｳﾒﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 仙台市消防局 3:27:37
2091 2896 柴崎 信之 ｼﾊﾞｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 3:27:37
2092 3141 丸山 純生 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐｵ 茨城県 3:27:39
2093 2617 木村 雅大 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 3:27:39
2094 1793 水口 晴高 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾀｶ 東京都 3:27:40
2095 9143 田中 邦悠 ﾀﾅｶ ｸﾆﾊﾙ 埼玉県 3:27:41
2096 3382 稲垣 哲雄 ｲﾅｶﾞｷ ﾃﾂｵ 東京都 3:27:43
2097 3281 寺島 敏彦 ﾃﾗｼﾞﾏ ﾄｼﾋｺ 茨城県 チーム大洗 3:27:43
2098 3810 青柳 秀和 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 茨城県 3:27:43
2099 3936 赤坂 茂夫 ｱｶｻｶ ｼｹﾞｵ 東京都 3:27:44
2100 2975 深谷 寛 ﾌｶﾔ ﾕﾀｶ 埼玉県 3:27:44
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2101 2304 城田 裕司 ｼﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:27:45
2102 2663 吉野 朗生 ﾖｼﾉ ｱｷｵ 神奈川県 足柄峠ＲＣ 3:27:45
2103 8364 阿部 亮平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 3:27:46
2104 3100 秋楽 伸也 ｱｷﾗ ｼﾝﾔ 東京都 3:27:46
2105 3930 頓宮 昭紀 ﾄﾝｸﾞｳ ｱｷﾉﾘ 茨城県 3:27:46
2106 2265 高橋 史明 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐｱｷ 千葉県 ＤＸＯ 3:27:46
2107 3284 高橋 洋 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 埼玉県 フタバオート 3:27:46
2108 4171 長谷川 克樹 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾂｼｹﾞ 埼玉県 高トラ 3:27:48
2109 1962 照井 哲哉 ﾃﾙｲ ﾃﾂﾔ 東京都 カナガワＲＣ 3:27:48
2110 2709 前川 衛 ﾏｴｶﾜ ﾏﾓﾙ 埼玉県 本荘走友の会 3:27:52
2111 3109 鵜飼 仁 ｳｶｲ ﾏｻｼ 神奈川県 3:27:52
2112 3793 梶原 進一 ｶｼﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 3:27:53
2113 2463 首藤 隆吉 ｼｭﾄｳ ﾀｶﾖｼ 神奈川県 オイレスＲＣ 3:27:54
2114 3383 岡野 智康 ｵｶﾉ ﾄﾓﾔｽ 茨城県 ひたちなか市陸 3:27:54
2115 2212 兼清 直樹 ｶﾈｷﾖ ﾅｵｷ 東京都 ＩＨＩ瑞穂 3:27:55
2116 8273 小林 秀行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 3:27:55
2117 1857 森田 昌芳 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 横浜市陸協 3:27:56
2118 3968 松本 高彦 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾋｺ 茨城県 笠間市立病院 3:27:56
2119 2540 西尾 友宏 ﾆｼｵ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:27:57
2120 1323 西山 澄人 ﾆｼﾔﾏ ｽﾐﾄ 神奈川県 エリクソン 3:27:59
2121 2579 板垣 信弘 ｲﾀｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 埼玉県 さいたま走友会 3:27:59
2122 5549 山田 誠 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 3:27:59
2123 2178 池内 匡史 ｲｹｳﾁ ﾏｻｼ 東京都 3:28:00
2124 565 神山 誠 ｶﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ 神奈川県 3:28:01
2125 3070 岡部 康矢 ｵｶﾍﾞ ｺｳﾔ 東京都 3:28:01
2126 2637 松井 豊 ﾏﾂｲ ﾕﾀｶ 千葉県 ナイスおっさん 3:28:01
2127 617 石田 竜祐 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 3:28:03
2128 2645 青天目 潤 ﾅﾊﾞﾀﾒ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 川崎市バス 3:28:04
2129 4579 岩城 裕志 ｲﾜｷ ﾋﾛｼ 群馬県 3:28:05
2130 8009 山下 正人 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾄ 山形県 リコージャパン 3:28:05
2131 2314 島根 拓郎 ｼﾏﾈ ﾀｸﾛｳ 栃木県 3:28:07
2132 1334 塩島 匡信 ｼｵｼﾞﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 長野県 中信松本ＲＣ 3:28:09
2133 2290 田中 信忠 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾀﾀﾞ 東京都 3:28:10
2134 3681 斎藤 一智 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾄﾓ 栃木県 3:28:12
2135 1325 茅原 康之 ﾁﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 東京都 3:28:12
2136 3687 山岸 恵輔 ﾔﾏｷﾞｼ ｹｲｽｹ 埼玉県 3:28:12
2137 3646 天野 英二郎 ｱﾏﾉ ｴｲｼﾞﾛｳ 東京都 3:28:13
2138 3523 大橋 雄二 ｵｵﾊｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 ＷＩＮＳ 3:28:14
2139 2683 神戸 錬一郎 ｶﾝﾍﾞ ﾚﾝｲﾁﾛｳ 東京都 ＩＰＡ 3:28:16
2140 1563 松井 俊二 ﾏﾂｲ ｼｭﾝｼﾞ 東京都 品川走遊会 3:28:17
2141 3636 秋山 圭一 ｱｷﾔﾏ ｹｲｲﾁ 埼玉県 ガコト虫 3:28:17
2142 3791 笹本 浩司 ｻｻﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 3:28:18
2143 2168 柱本 英樹 ﾊｼﾗﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 東京都 ＮＲ多摩 3:28:18
2144 363 吉田 拓磨 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾏ 東京都 3:28:18
2145 4008 河野 健一 ｺｳﾉ ｹﾝｲﾁ 千葉県 3:28:18
2146 1905 元木 康人 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ 広島県 3:28:19
2147 1506 大和田 稔 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ 茨城県 3:28:20
2148 2396 戸村 勝 ﾄﾑﾗ ﾏｻﾙ 千葉県 幸はやぶさ 3:28:21
2149 2700 原本 浩隆 ﾊﾗﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ 東京都 出光陸上部 3:28:22
2150 4104 井田 浩史 ｲﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 施設学校 3:28:24
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2151 1366 鈴木 宏幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:28:24
2152 1867 下竹 章寛 ｼﾓﾀｹ ｱｷﾋﾛ 東京都 3:28:24
2153 3118 小竹 雄士 ｺﾀｹ ﾕｳｼ 神奈川県 3:28:25
2154 3397 三本松 憲生 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾉﾘｵ 神奈川県 3:28:26
2155 9094 下山 静樹 ｼﾓﾔﾏ ｼｽﾞｷ 栃木県 茨城大学 3:28:28
2156 3889 村岡 秀哉 ﾑﾗｵｶ ﾋﾃﾞﾔ 東京都 3:28:28
2157 3362 三島 健太郎 ﾐｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 ひたちなか市 3:28:28
2158 2209 根本 高志 ﾈﾓﾄ ﾀｶｼ 茨城県 太田走友会 3:28:28
2159 1882 京塚 敬之 ｷｮｳﾂﾞｶ ﾀｶﾕｷ 東京都 ＼下り坂３１５ 3:28:30
2160 3505 北澤 昭彦 ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾙﾋｺ 神奈川県 ＮＲ多摩 3:28:31
2161 2614 秋守 利郎 ｱｷﾓﾘ ﾄｼﾄｳ 東京都 東京陸協 3:28:31
2162 1110 吉川 英太郎 ﾖｼｶﾜ ｴｲﾀﾛｳ 静岡県 通信隊山岳部 3:28:33
2163 755 河津 洋一 ｶﾜﾂﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 神奈川走ろう会 3:28:33
2164 8191 田口 滋之 ﾀｸﾞﾁ ｼｹﾞﾕｷ 茨城県 リバティー 3:28:33
2165 2414 渋谷 亮 ｼﾌﾞﾔ ｱｷﾗ 千葉県 ウィングＡＣ 3:28:33
2166 2537 杉本 剛士 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 3:28:34
2167 2743 勢川 博之 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:28:35
2168 3983 高久 靖人 ﾀｶｸ ﾔｽﾄ 神奈川県 ｔｍｃｌｕｂ 3:28:37
2169 2631 小山 邦彦 ｺﾔﾏ ｸﾆﾋｺ 千葉県 千葉陸協 3:28:39
2170 1943 斉藤 晃一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 東京都 3:28:39
2171 2714 館野 久之 ﾀﾃﾉ ﾋｻﾕｷ 神奈川県 3:28:39
2172 383 香山 光弘 ｶﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 ＷｉｎｄＲｕｎ 3:28:39
2173 2051 村山 友一 ﾑﾗﾔﾏ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 3:28:39
2174 9013 川島 隆雅 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾏｻ 栃木県 新上三川病院 3:28:39
2175 4411 白枝 石充 ｼﾛｴﾀﾞ ｲﾜﾐ 東京都 3:28:44
2176 6018 添島 吉隆 ｿｴｼﾞﾏ ﾖｼﾀｶ 茨城県 3:28:46
2177 1545 寺沢 正行 ﾃﾗｻﾜ ﾏｻﾕｷ 千葉県 Ｃ＆Ａ成田 3:28:48
2178 3662 大町 清一 ｵｵﾏﾁ ｾｲｲﾁ 茨城県 ノコチャクラブ 3:28:50
2179 3581 高畑 健一 ﾀｶﾊﾀ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 リスペクト 3:28:52
2180 2902 細野 晃史 ﾎｿﾉ ｱｷﾌﾐ 神奈川県 3:28:52
2181 2563 林 炳秀 ﾘﾝ ﾍｲｼｭｳ 東京都 3:28:53
2182 2779 早川 真人 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾄ 埼玉県 3:28:53
2183 2220 沼倉 宏 ﾇﾏｸﾗ ﾋﾛｼ 東京都 ＮＲ多摩 3:28:53
2184 2817 木村 克巳 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ 茨城県 3:28:54
2185 853 片倉 尚人 ｶﾀｸﾗ ﾅｵﾄ 神奈川県 3:28:57
2186 5508 吉森 竜馬 ﾖｼﾓﾘ ﾘｮｳﾏ 神奈川県 3:28:57
2187 4199 井原 康則 ｲﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ 北海道 帯広翔陽中学校 3:28:58
2188 1774 中川 賢一 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 岩手県 トヨタ東日本 3:28:59
2189 1886 長谷 紘明 ﾊｾ ﾋﾛｱｷ 東京都 おろち 3:29:00
2190 1710 梅崎 伸一 ｳﾒｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 福島県 仙台明走会 3:29:02
2191 2830 小林 和人 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾄ 千葉県 野村不動産 3:29:02
2192 2208 船木 淳 ﾌﾅｷ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 二子玉川走友会 3:29:03
2193 2974 村上 澄 ﾑﾗｶﾐ ｷﾖｼ 東京都 3:29:03
2194 658 小井川 裕史 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 水戸消 3:29:05
2195 2182 佐藤 信一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 宮城県 3:29:05
2196 4687 後藤 允哉 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾔ 茨城県 3:29:05
2197 8077 有村 剛志 ｱﾘﾑﾗ ﾀｹｼ 神奈川県 3:29:07
2198 1388 石井 謙太郎 ｲｼｲ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木県 3:29:08
2199 2876 鈴木 裕 ｽｽﾞｷ ﾕﾀｶ 東京都 3:29:08
2200 5926 西村 傑 ﾆｼﾑﾗ ｽｸﾞﾙ 埼玉県 3:29:10
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2201 9608 深川 智彦 ﾌｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 3:29:10
2202 2311 河田 裕也 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 東京都 3:29:10
2203 5179 藤谷 伸一 ﾌｼﾞﾀﾆ ｼﾝｲﾁ 東京都 ＨＴＣ 3:29:11
2204 1792 阪本 周一 ｻｶﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 東京都 しろたん倶楽部 3:29:11
2205 8748 安齋 勝章 ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｱｷ 福島県 安達ＲＣ 3:29:11
2206 3158 尾上 靖 ｵﾉｴ ﾔｽｼ 千葉県 ニッポンランナ 3:29:11
2207 5805 大関 駿 ｵｵｾﾞｷ ｼｭﾝ 茨城県 3:29:12
2208 2939 森 正行 ﾓﾘ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 3:29:12
2209 3332 工藤 涼 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野県 あさま５５５ 3:29:13
2210 3597 中村 悟史 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 茨城県 3:29:13
2211 4077 大賀 幹夫 ｵｵｶﾞ ﾐｷｵ 千葉県 3:29:14
2212 2316 西山 修一 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 侍ハッシュ 3:29:15
2213 2358 元見 彰秀 ﾓﾄﾐ ｱｷﾋﾃﾞ 東京都 3:29:17
2214 2173 野村 祐介 ﾉﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉県 熊谷総合病院 3:29:18
2215 2421 白井 聡 ｼﾗｲ ｻﾄﾙ 千葉県 野田ＲＣ 3:29:19
2216 2302 井坂 誠博 ｲｻｶ ｼｹﾞﾋﾛ 茨城県 航走の会 3:29:20
2217 1201 濱 吉宏 ﾊﾏ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 横浜中央 3:29:20
2218 2435 河野 辰巳 ｶﾜﾉ ﾀﾂﾐ 神奈川県 3:29:21
2219 2764 稲田 康延 ｲﾅﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 東京都 3:29:22
2220 2363 川上 俊之 ｶﾜｶﾐ ﾄｼﾕｷ 千葉県 3:29:22
2221 2950 森田 潤 ｼﾞ ｭﾝ 東京都 カウネット 3:29:22
2222 1060 遠藤 爽 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 茨城県 3:29:22
2223 9435 松崎 雅也 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻﾔ 千葉県 3:29:23
2224 2098 成田 雅人 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾄ 群馬県 ＴＨＲＣ 3:29:24
2225 2785 安齋 卓真 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｸﾏ 群馬県 3:29:25
2226 2305 田島 慎吾 ﾀｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 千葉県 フラワーズ 3:29:26
2227 2248 加賀屋 竜二 ｶｶﾞﾔ ﾀﾂｼﾞ 東京都 3:29:26
2228 8083 三井 勇人 ﾐﾂｲ ﾊﾔﾄ 東京都 3:29:26
2229 8087 森屋 公雅 ﾓﾘﾔ ｺｳｶﾞ 神奈川県 3:29:26
2230 9131 山城 由司 ﾔﾏｼﾛ ﾕｳｼﾞ 東京都 3:29:27
2231 5581 長崎 秀康 ﾅｶﾞｻｷ ﾋﾃﾞﾔｽ 新潟県 紅い絆 3:29:27
2232 2900 井上 良幸 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾕｷ 東京都 3:29:28
2233 3811 飯島 渉 ｲｲｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 茨城県 ＢｕｋｋａＳＣ 3:29:29
2234 2295 布谷 一樹 ﾇﾉﾀﾆ ｶｽﾞｷ 東京都 3:29:30
2235 3877 古林 順輔 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｽｹ 東京都 3:29:31
2236 4021 藤井 克昌 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 ウルトラポーズ 3:29:32
2237 8070 菊地 頼介 ｷｸﾁ ﾗｲｽｹ 茨城県 フラワーズ 3:29:32
2238 4841 横山 雄貴 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 福島県 3:29:33
2239 452 水野 倫太郎 ﾐｽﾞﾉ ﾐﾁﾀﾛｳ 千葉県 ＨＭＣ 3:29:34
2240 9150 永井 海人 ﾅｶﾞｲ ｶｲﾄ 福島県 3:29:34
2241 3696 井出 康昭 ｲﾃﾞ ﾔｽｱｷ 東京都 3:29:36
2242 2989 佐々木 紀和 ｻｻｷ ﾉﾘｶｽﾞ 神奈川県 ランデポ 3:29:37
2243 2228 吉野 祐介 ﾖｼﾉ ﾕｳｽｹ 埼玉県 埼玉嵐山走友会 3:29:37
2244 2450 西尾 真樹 ﾆｼｵ ﾏｻｷ 茨城県 チーム宮 3:29:39
2245 2008 沢田 康浩 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 ランボーズ 3:29:40
2246 2333 藤原 隆宏 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 3:29:41
2247 4068 持永 建介 ﾓﾁﾅｶﾞ ｹﾝｽｹ 東京都 3:29:42
2248 2666 中山 秀之 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 いっしょうかい 3:29:44
2249 2325 乗松 圭太 ﾉﾘﾏﾂ ｹｲﾀ 神奈川県 3:29:45
2250 857 平 直起 ﾀｲﾗ ﾅｵｷ 茨城県 3:29:46
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2251 3494 岡本 晃靖 ｵｶﾓﾄ ﾃﾙﾔｽ 東京都 3:29:47
2252 8894 小野 央人 ｵﾉ ﾋﾛﾄ 茨城県 個人 3:29:47
2253 3053 矢口 穂高 ﾔｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ 茨城県 筑波雲稜会 3:29:48
2254 2967 辰巳 曜一郎 ﾀﾂﾐ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都 チームパリマラ 3:29:48
2255 2943 秋山 直大 ｱｷﾔﾏ ﾅｵﾋﾛ 東京都 3:29:49
2256 8258 大塚 裕彦 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾋｺ 千葉県 3:29:49
2257 3980 岡 秀晃 ｵｶ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 ＮＫＲＣ 3:29:50
2258 3480 山田 隆之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 ＵＢＳ陸上部 3:29:50
2259 685 保岡 昌彦 ﾔｽｵｶ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 3:29:50
2260 7864 伊藤 広 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 ザ・スペース 3:29:51
2261 2932 今井 裕倫 ｲﾏｲ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 東京陸協 3:29:52
2262 3166 飯田 出 ｲｲﾀﾞ ｲｽﾞﾙ 東京都 リスペクト 3:29:53
2263 3216 新沼 勇 ﾆｲﾇﾏ ﾕｳ 神奈川県 Ｒ２９３ 3:29:53
2264 8932 渡辺 泰成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾅﾘ 栃木県 3:29:54
2265 8585 島田 敬士 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｼ 埼玉県 3:29:56
2266 1214 上村 淳一 ｶﾐﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 3:29:56
2267 1254 森岡 大智 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛﾄﾓ 東京都 3:29:56
2268 2198 井能 孝典 ｲﾉｳ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 3:29:56
2269 3963 長岡 貴士 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶｼ 埼玉県 ランらん 3:29:56
2270 1276 原田 一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｲﾁﾛｳ 茨城県 3:30:00
2271 963 河邉 広雄 ｶﾜﾍﾞ ﾋﾛｵ 神奈川県 もとぶと 3:30:01
2272 2727 佐藤 義治 ｻﾄｳ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 ＢーＬＩＮＥ 3:30:03
2273 1184 竹内 友哉 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 東京都 3:30:03
2274 3649 岡本 剛 ｵｶﾓﾄ ﾂﾖｼ 東京都 3:30:08
2275 4168 海老根 泰弘 ｴﾋﾞﾈ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 3:30:10
2276 3102 水谷 謙二 ﾐｽﾞﾀﾆ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:30:11
2277 2418 八木岡 崇行 ﾔｷﾞｵｶ ﾀｶﾕｷ 茨城県 3:30:12
2278 3755 下平 佳史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾌﾐ 愛知県 ふぁーふぁー 3:30:13
2279 2281 花嶋 泰弘 ﾊﾅｼﾏ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 フレーチャ 3:30:13
2280 9300 石森 翼 ｲｼﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 岩手県 デンソー岩手 3:30:15
2281 1125 鳥谷 将史 ﾄﾘﾔ ﾏｻｼ 埼玉県 3:30:16
2282 1123 森田 雄貴 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 東京都 ＳＰＣＲＣ 3:30:16
2283 2731 秋元 圭介 ｱｷﾓﾄ ｹｲｽｹ 東京都 3:30:16
2284 8702 内田 大晴 ｳﾁﾀﾞ ﾀｲｾｲ 東京都 ホノマラ 3:30:18
2285 1530 塚本 一三 ﾂｶﾓﾄ ｲﾁｿﾞｳ 埼玉県 3:30:18
2286 3519 酒井 隆 ｻｶｲ ﾀｶｼ 神奈川県 3:30:18
2287 1831 大谷 宏幸 ｵｵﾀﾆ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 3:30:19
2288 4501 太田 信孝 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京都 竹口病院 3:30:20
2289 1306 小林 淳一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 3:30:20
2290 4749 吉原 圭亮 ﾖｼﾊﾗ ｹｲｽｹ 茨城県 名古屋大学 3:30:20
2291 3671 波多野 圭史 ﾊﾀﾉ ｹｲｼ 茨城県 フル走ろう会 3:30:25
2292 1917 松浦 真義 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻﾖｼ 東京都 3:30:26
2293 9408 安藤 和志 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｼ 神奈川県 3:30:27
2294 3098 石井 毅 ｲｼｲ ﾂﾖｼ 神奈川県 ＲＵＮＮＥＲＳ 3:30:27
2295 3238 真中 秀幸 ﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 筋肉走友会 3:30:27
2296 3018 築田 政明 ﾂｸﾀﾞ ﾏｻｱｷ 茨城県 龍田化学 3:30:30
2297 2285 前川 善昭 ﾏｴｶﾜ ﾖｼｱｷ 栃木県 3:30:30
2298 3029 渡辺 英之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 ひたちなか病院 3:30:31
2299 2790 眞坂 利則 ﾏｻｶ ﾄｼﾉﾘ 秋田県 鳥海走ろう会 3:30:31
2300 4751 中村 光男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 埼玉県 3:30:32
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2301 8571 柴田 竜 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳ 茨城県 茨城爆走会 3:30:32
2302 3946 辻 智博 ﾂｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:30:33
2303 2513 原田 章弘 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 東京都 3:30:33
2304 3036 小林 和雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 東京都 深川ランナーズ 3:30:34
2305 1832 黒田 憲一 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 黒田組 3:30:36
2306 3553 増田 規彦 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾋｺ 埼玉県 3:30:37
2307 3953 秋田 久夫 ｱｷﾀ ﾋｻｵ 茨城県 3:30:37
2308 4234 横田 基樹 ﾖｺﾀ ﾓﾄｷ 東京都 3:30:38
2309 4102 斉藤 宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 埼玉県 さいとう商店 3:30:38
2310 2576 杉山 勉 ｽｷﾞﾔﾏ ﾂﾄﾑ 茨城県 ｅＡ茨城 3:30:39
2311 3120 筒井 稔 ﾂﾂｲ ﾐﾉﾙ 東京都 3:30:40
2312 3478 藤井 信 ﾌｼﾞｲ ﾏｺﾄ 宮城県 3:30:41
2313 2269 小笠原 聖也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｾｲﾔ 神奈川県 3:30:41
2314 4418 荘司 秀佳 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾃﾞｶ 神奈川県 3:30:43
2315 2940 清野 孝 ｾｲﾉ ﾀｶｼ 福島県 関辺小学校 3:30:43
2316 2104 八木 廉太郎 ﾔｷﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 新潟県 3:30:44
2317 8043 真家 尚 ﾏｲｴ ﾀｶｼ 東京都 幡ヶ谷再生大学 3:30:45
2318 4516 船越 勇毅 ﾌﾅｺｼ ﾕｳｷ 東京都 3:30:46
2319 3075 前田 隆司 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ 千葉県 東京ラビッツ 3:30:47
2320 3607 藤井 誠二 ﾌｼﾞｲ ｾｲｼﾞ 千葉県 満腹ランナー 3:30:48
2321 2848 井野 直博 ｲﾉ ﾅｵﾋﾛ 北海道 3:30:48
2322 3181 舘野 正 ﾀﾃﾉ ﾀﾀﾞｼ 栃木県 3:30:48
2323 3300 桂嶋 拓也 ｶﾂﾗｼﾏ ﾀｸﾔ 千葉県 3:30:50
2324 2444 松本 大佑 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 3:30:54
2325 6367 博田 亮 ﾊｶﾀ ﾘｮｳ 神奈川県 キヤノンＲＣ 3:30:54
2326 2890 杉山 貴司 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 3:30:55
2327 3538 矢野 孝 ﾔﾉ ﾀｶｼ 千葉県 3:30:55
2328 1899 小林 憲弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾋﾛ 神奈川県 3:30:56
2329 5517 中野 哲明 ﾅｶﾉ ﾃﾂｱｷ 埼玉県 3:30:57
2330 8165 佐々木 智哉 ｻｻｷ ﾄﾓﾔ 埼玉県 3:30:58
2331 2760 芝山 浩二 ｼﾊﾞﾔﾏ ｺｳｼﾞ 神奈川県 ランニングデポ 3:30:59
2332 1617 三好 雅典 ﾐﾖｼ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 3:30:59
2333 3994 後藤 広幸 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 鬼子母神興業 3:31:00
2334 1578 森田 雅洋 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 東京都 東京三鷹ＬＣ 3:31:00
2335 6559 山口 勇人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 神奈川県 3:31:00
2336 1162 伊藤 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 秋田県 3:31:00
2337 2561 宮野 鉄平 ﾐﾔﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 3:31:02
2338 3286 伊藤 裕 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 東京都 3:31:03
2339 4200 久保田 悠一 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 東京都 3:31:05
2340 5843 鈴木 克昌 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾏｻ 神奈川県 ＴＲＣ 3:31:06
2341 2464 林 正規 ﾊﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 愛知県 横浜山の会 3:31:08
2342 3023 松永 和博 ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 3:31:09
2343 9056 佐藤 裕一郎 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:31:09
2344 4056 佐藤 信夫 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 3:31:11
2345 3414 中村 幸司 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｼﾞ 茨城県 北関東マツダ 3:31:13
2346 3631 弟子丸 篤 ﾃﾞｼﾏﾙ ｱﾂｼ 神奈川県 3:31:13
2347 3669 藤田 格 ﾌｼﾞﾀ ｲﾀﾙ 神奈川県 ｅＡ東京 3:31:15
2348 8855 大澤 芳水 ｵｵｻﾜ ﾖｼﾐｽﾞ 茨城県 3:31:15
2349 1630 川田 勝 ｶﾜﾀ ﾏｻﾙ 茨城県 丸正製作所 3:31:15
2350 3923 森下 信男 ﾓﾘｼﾀ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 走って飲もう会 3:31:15
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2351 4636 村山 遼 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳ 神奈川県 3:31:16
2352 1848 山口 敬人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾄ 新潟県 3:31:17
2353 2601 朝倉 通生 ｱｻｸﾗ ﾐﾁｵ 愛知県 豊橋東 3:31:17
2354 4179 星野 祐人 ﾎｼﾉ ﾏｻﾄ 神奈川県 ＣＲ２東日本 3:31:21
2355 2605 山口 剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 埼玉県 3:31:21
2356 9275 堀内 宏治 ﾎﾘｳﾁ ｺｳｼﾞ 長野県 １９７７ 3:31:22
2357 2961 冨田 直哉 ﾄﾐﾀ ﾅｵﾔ 東京都 3:31:25
2358 3924 山西 裕 ﾔﾏﾆｼ ﾕﾀｶ 茨城県 3:31:26
2359 2457 清水 憲吾 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｺﾞ 神奈川県 3:31:27
2360 5664 柴田 隆史 ｼﾊﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 3:31:29
2361 2572 斉藤 昌美 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐ 千葉県 3:31:29
2362 1401 吉川 正志 ﾖｼｶﾜ ﾏｻｼ 東京都 多摩川サブ３ 3:31:30
2363 5689 横山 康治 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 3:31:31
2364 3749 三部 真智 ｻﾝﾍﾞ ﾏｻﾄﾓ 静岡県 3:31:31
2365 9128 谷口 満 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾐﾂﾙ 東京都 3:31:32
2366 4058 池上 幸司 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｼﾞ 千葉県 幕張ＲＣ 3:31:32
2367 3744 菊地 克利 ｷｸﾁ ｶﾂﾄｼ 千葉県 3:31:33
2368 1134 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 千葉県 日立 3:31:34
2369 2504 小澤 克也 ｵｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 神奈川県 3:31:36
2370 8267 弓野 保 ﾕﾐﾉ ﾀﾓﾂ 茨城県 走る公務員 3:31:40
2371 4745 服部 拓未 ﾊｯﾄﾘ ﾀｸﾐ 茨城県 3:31:40
2372 3525 大谷 英樹 ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 越生ぐるぐる 3:31:41
2373 1830 上野 剛 ｳｴﾉ ﾂﾖｼ 千葉県 3:31:43
2374 4525 坂口 真 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 東京都 3:31:44
2375 4170 川村 孝志 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 東京都 3:31:45
2376 3632 辻井 正紀 ﾂｼﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 出島走友会 3:31:47
2377 3647 山本 大作 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲｻｸ 神奈川県 3:31:47
2378 7865 崎山 亮一 ｻｷﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 ＣＩＡ 3:31:47
2379 620 西 謙一 ﾆｼ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:31:48
2380 3619 林 小太郎 ﾊﾔｼ ｺﾀﾛｳ 東京都 シンフォニア 3:31:48
2381 3069 高瀬 知行 ﾀｶｾ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 宇都宮ＴＲＣ 3:31:50
2382 1117 内海 弘行 ｳﾁｳﾐ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:31:50
2383 3361 中村 忠勝 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｶﾂ 東京都 暴れランの会 3:31:50
2384 4597 廣木 和明 ﾋﾛｷ ｶｽﾞｱｷ 茨城県 水工エンジニア 3:31:51
2385 3625 松井 祥峰 ﾏﾂｲ ﾖｼﾀｶ 茨城県 3:31:51
2386 3837 佐藤 正紀 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 神奈川県 3:31:51
2387 2986 松本 英一 ﾏﾂﾓﾄ ｴｲｲﾁ 神奈川県 のんでらーず 3:31:51
2388 3564 清水 敏昭 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ 北海道 3:31:51
2389 2180 石井 宏幸 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 3:31:54
2390 8954 伊藤 竜吉 ｲﾄｳ ﾀﾂﾖｼ 茨城県 ＭＲＣ 3:31:54
2391 8765 岩本 修 ｲﾜﾓﾄ ｵｻﾑ 茨城県 3:31:55
2392 1551 川嶌 正 ｶﾜｼﾏ ﾀﾀﾞｼ 東京都 3:31:55
2393 2487 赤沼 賢司 ｱｶﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 勝田クラブ 3:31:58
2394 2788 森田 保夫 ﾓﾘﾀ ﾔｽｵ 埼玉県 3:31:58
2395 3470 渡辺 博樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 千葉県 日本公庫Ｒｃ 3:31:59
2396 4202 五十里 要一 ｲｶﾘ ﾖｳｲﾁ 東京都 入善魂 3:31:59
2397 7861 飯塚 真之介 ｲｲﾂﾞｶ ｼﾝﾉｽｹ 東京都 3:31:59
2398 3773 一松 収 ﾋﾄﾂﾏﾂ ｵｻﾑ 東京都 3:32:00
2399 8976 髙野 将都 ﾀｶﾉ ﾏｻﾄ 東京都 3:32:03
2400 7226 稲田 宏 ｲﾅﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 3:32:05
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2401 1684 重松 正毅 ｼｹﾞﾏﾂ ﾏｻｷ 東京都 東京陸協 3:32:06
2402 4032 澤本 嘉正 ｻﾜﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 神奈川県 ランニングデポ 3:32:09
2403 4622 荻谷 将之 ｵｷﾞﾔ ﾏｻﾕｷ 茨城県 3:32:11
2404 3718 小田 春樹 ｵﾀﾞ ﾊﾙｷ 神奈川県 トライミング 3:32:11
2405 5519 服部 友樹 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｷ 茨城県 3:32:12
2406 3211 武藤 亮 ﾑﾄｳ ﾘｮｳ 茨城県 3:32:13
2407 1937 菅野 泰男 ｽｶﾞﾉ ﾔｽｵ 茨城県 茨城県庁陸上部 3:32:15
2408 3855 木下 知昭 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｱｷ 東京都 3:32:15
2409 2854 伊藤 広紀 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 埼玉県 ＯＴＲＣ 3:32:16
2410 3231 新藤 義武 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｹ 東京都 大泉愛走会 3:32:17
2411 2707 鈴木 宣雄 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｵ 茨城県 3:32:19
2412 2738 山田 隆夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｵ 埼玉県 刀水 3:32:20
2413 3441 遠藤 司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 茨城県 3:32:20
2414 1864 小林 公則 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾉﾘ 茨城県 3:32:22
2415 9010 坪本 貴司 ﾂﾎﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 3:32:22
2416 3050 和田 雅史 ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 茨城県 3:32:23
2417 3016 石川 和佳 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 ＥＭＩ練 3:32:26
2418 8325 小板橋 宏康 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛﾔｽ 東京都 多摩川クラブ 3:32:26
2419 2544 福島 拓治 ﾌｸｼﾏ ﾀｸｼﾞ 東京都 ＳＴＡＣ 3:32:28
2420 5527 清水 彬人 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋﾄ 千葉県 3:32:31
2421 3612 山口 年明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 千葉県 ＣーＳｈｉｎｅ 3:32:32
2422 2882 長谷川 実 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐﾉﾙ 茨城県 3:32:36
2423 2679 山内 孝之 ﾔﾏｳﾁ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 3:32:36
2424 3584 山形 由尚 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾖｼﾋｻ 茨城県 北茨城マイペス 3:32:37
2425 3777 國井 利晴 ｸﾆｲ ﾄｼﾊﾙ 福島県 Ｔ３ＲＣ 3:32:37
2426 2342 石郷岡 博昭 ｲｼｺﾞｳｵｶ ﾋﾛｱｷ 千葉県 3:32:39
2427 5609 齋藤 誠也 ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 埼玉県 3:32:39
2428 3590 佐藤 信広 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 3:32:41
2429 4309 神長 直行 ｶﾐﾅｶﾞ ﾅｵﾕｷ 茨城県 3:32:42
2430 2753 大久保 俊治 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 ＯＫＰ 3:32:45
2431 4755 狩野 亮太 ｶﾘﾉ ﾘｮｳﾀ 栃木県 3:32:46
2432 1232 糸山 誠一朗 ｲﾄﾔﾏ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 小金井走友会 3:32:47
2433 902 中村 貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 新潟県 3:32:47
2434 8036 田中 徹 ﾀﾅｶ ﾄｵﾙ 東京都 3:32:47
2435 8324 宇井 純治 ｳｲ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 宇井工務店 3:32:48
2436 1352 大足 成男 ｵｵｱｼ ｼｹﾞｵ 栃木県 男汁ＲＣ 3:32:49
2437 1114 徳田 吉広 ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 新潟県 3:32:49
2438 1660 古住 誠二 ｺｽﾐ ｾｲｼﾞ 神奈川県 3:32:50
2439 5009 石岡 佑太 ｲｼｵｶ ﾕｳﾀ 茨城県 ストライズ 3:32:50
2440 8930 野波 勇希 ﾉﾅﾐ ﾕｳｷ 東京都 3:32:51
2441 3833 山下 真司 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 Ｚｅｒｏ３Ａ 3:32:51
2442 8896 岩澤 善古 ｲﾜｻﾜ ﾖｼﾌﾙ 徳島県 3:32:52
2443 7898 白土 裕介 ｼﾗﾄﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 ＳＡＦ１ 3:32:52
2444 3492 大下 剛 ｵｵｼﾀ ﾂﾖｼ 東京都 3:32:56
2445 4465 内海 正人 ｳﾂﾐ ﾏｻﾄ 神奈川県 3:32:57
2446 3032 大平 剛史 ｵｵﾋﾗ ｺﾞｳｼ 東京都 3:32:57
2447 2263 澤崎 義久 ｻﾜｻｷ ﾖｼﾋｻ 千葉県 東京ベイＲＣ 3:32:58
2448 3262 金田 美治 ｶﾈﾀ ﾖｼﾊﾙ 茨城県 3:32:58
2449 8254 二方 直人 ﾌﾀｶﾀ ﾅｵﾄ 茨城県 勝田自衛隊 3:32:59
2450 4223 岩瀬 淳二郎 ｲﾜｾ ｼﾞｭﾝｼﾞﾛｳ 大阪府 ＣＲＣ 3:33:00
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2451 5356 大久保 亮 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳ 神奈川県 3:33:00
2452 4092 中野 博之 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 ＩＲＦ 3:33:01
2453 1632 掛札 大輔 ｶｹﾌﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 3:33:01
2454 3971 高橋 康之 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ 群馬県 3:33:01
2455 2706 水頭 正晴 ﾐｽﾞｶﾞｼﾗ ﾏｻﾊﾙ 長崎県 3:33:01
2456 579 中澤 俊至 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ 東京都 東京速度ウサギ 3:33:03
2457 3422 岡本 満 ｵｶﾓﾄ ﾐﾂﾙ 北海道 3:33:05
2458 2711 蛯子 芳樹 ｴﾋﾞｺ ﾖｼｷ 神奈川県 3:33:07
2459 8503 大野 健太郎 ｵｵﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 サロンＦ２ 3:33:09
2460 1543 塚原 寛記 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｷ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 3:33:10
2461 2880 村本 雅紀 ﾑﾗﾓﾄ ﾏｻｷ 群馬県 3:33:10
2462 4867 加藤木 一樹 ｶﾄｳｷﾞ ｶｽﾞｷ 茨城県 土地家屋調査士 3:33:11
2463 6090 塚田 幸行 ﾂｶﾀﾞ ｻﾁﾕｷ 東京都 3:33:15
2464 2871 浜野 弘行 ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 美走ＲＣ 3:33:16
2465 2083 長山 範昭 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 千葉県 3:33:17
2466 2092 菅 泰夫 ｶﾝ ﾔｽｵ 東京都 ニューレックス 3:33:17
2467 3335 片山 貴裕 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 東京都 3:33:20
2468 8318 久田 幸治 ﾋｻﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 3:33:21
2469 4017 岸 一朗 ｷｼ ｲﾁﾛｳ 東京都 東京陸協 3:33:22
2470 8582 野見山 一星 ﾉﾐﾔﾏ ｲｯｾｲ 東京都 3:33:22
2471 2420 来栖 徳司 ｸﾙｽ ﾄｸｼﾞ 茨城県 ぴーランズ 3:33:24
2472 4550 髙橋 友樹 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 北海道 ナカジマ薬局 3:33:25
2473 4615 酒井 達弥 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 茨城県 ＪＸ金属（株） 3:33:26
2474 2833 川村 肇 ｶﾜﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 栃木県 二宮男汁ＲＣ 3:33:27
2475 5193 道脇 正樹 ﾐﾁﾜｷ ﾏｻｷ 神奈川県 3:33:27
2476 3416 早坂 健一 ﾊﾔｻｶ ｹﾝｲﾁ 千葉県 進撃の巨人 3:33:29
2477 4754 岩崎 隆 ｲﾜｻｷ ﾀｶｼ 茨城県 3:33:31
2478 5092 中尾 真 ﾅｶｵ ﾏｺﾄ 茨城県 3:33:34
2479 1591 山崎 祐介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 東京都 3:33:34
2480 4393 小野村 圭 ｵﾉﾑﾗ ｹｲ 群馬県 3:33:34
2481 5582 日下田 充丈 ﾋｹﾞﾀ ﾐﾂﾀｹ 栃木県 3:33:36
2482 3298 井上 實 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ 埼玉県 フル百回楽走会 3:33:37
2483 1588 斉藤 毅 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 東京都 東京陸協 3:33:37
2484 4062 廣坂 直也 ﾋﾛｻｶ ﾅｵﾔ 茨城県 3:33:37
2485 3663 池町 円 ｲｹﾏﾁ ﾏﾄﾞｶ 東京都 3:33:37
2486 2127 野口 聡 ﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 3:33:39
2487 3454 木村 康司 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東京都 きりん堂 3:33:41
2488 2719 柳川 心 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｺﾛ 大阪府 3:33:41
2489 2805 水口 直樹 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵｷ 東京都 フラワーズ 3:33:44
2490 2267 永井 幹久 ﾅｶﾞｲ ﾐｷﾋｻ 東京都 3:33:45
2491 16008 森永 哲郎 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾃﾂﾛｳ 東京都 3:33:46
2492 8572 縄井 研一 ﾅﾜｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 東亜建設工業 3:33:48
2493 3917 冨田 博之 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 健康管理Ｇｒ． 3:33:49
2494 3896 渡辺 保彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋｺ 茨城県 3:33:51
2495 1878 豊田 遥平 ﾄﾖﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 茨城県 3:33:52
2496 1898 原田 信一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 3:33:53
2497 6394 大関 宗則 ｵｵｾﾞｷ ﾑﾈﾉﾘ 茨城県 3:33:53
2498 2892 坂本 凌 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳ 栃木県 3:33:57
2499 830 岩立 幸一 ｲﾜﾀﾃ ｺｳｲﾁ 埼玉県 チーム凰 3:33:58
2500 3603 吉田 龍平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 福島県 3:33:58
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2501 1860 武田 裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 3:34:00
2502 1402 脇本 真治 ﾜｷﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 東京都 脇本特訓道場 3:34:00
2503 877 布間 章裕 ﾌﾏ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 3:34:00
2504 3570 河上 昌夫 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｵ 栃木県 3:34:00
2505 7897 北原 伸行 ｷﾀﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 3:34:01
2506 3828 五十嵐 明彦 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾋｺ 東京都 雪谷走友会 3:34:02
2507 3602 山田 友則 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 3:34:04
2508 929 山口 健太 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 埼玉県 所走パパ陣 3:34:04
2509 5125 壁谷 隆 ｶﾍﾞﾔ ﾀｶｼ 東京都 3:34:05
2510 1359 小山 友宏 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 小山クレーン 3:34:07
2511 4523 塩田 安則 ｼｵﾀ ﾔｽﾉﾘ 東京都 豆蔵 3:34:08
2512 3170 大亀 正斗 ｵｵｶﾒ ﾏｻﾄ 埼玉県 大和田５ＡＣ 3:34:08
2513 1256 安藤 祥一 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 3:34:09
2514 3715 桑嶋 富夫 ｸﾜｼﾏ ﾄﾐｵ 茨城県 3:34:10
2515 3591 大矢 貴之 ｵｵﾔ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 3:34:12
2516 2202 諏訪 通博 ｽﾜ ﾐﾁﾋﾛ 新潟県 亀トラ 3:34:14
2517 2345 仲村 洋祐 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 埼玉県 3:34:15
2518 2665 松川 健一 ﾏﾂｶﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3:34:17
2519 1028 中島 由高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 3:34:17
2520 9427 森島 慶 ﾓﾘｼﾏ ｹｲ 千葉県 3:34:18
2521 9270 小野崎 智宏 ｵﾉｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 3:34:18
2522 1929 浅川 毅郎 ｱｻｶﾜ ﾀｹｵ 東京都 3:34:19
2523 7973 太田 誠利 ｵｵﾀ ﾏｺﾄ 埼玉県 しまむら 3:34:21
2524 1186 薗部 弘聡 ｿﾉﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県 日本ケミファ 3:34:22
2525 4250 齊藤 譲 ｻｲﾄｳ ﾕｽﾞﾙ 神奈川県 3:34:23
2526 2966 若原 寛 ﾜｶﾊﾗ ﾋﾛｼ 群馬県 3:34:23
2527 8130 常松 泰孝 ﾂﾈﾏﾂ ﾔｽﾀｶ 宮城県 3:34:25
2528 3099 高橋 秀弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾋﾛ 東京都 3:34:27
2529 8527 井田 洋介 ｲﾀﾞ ﾖｳｽｹ 埼玉県 3:34:28
2530 2705 宮崎 寿一 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 3:34:29
2531 7914 山口 雅弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 3:34:30
2532 7228 中村 太郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 千葉県 スワッチ 3:34:34
2533 3103 今井 英樹 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 なか病 3:34:34
2534 3789 森谷 宣夫 ﾓﾘﾀﾆ ﾖｼｵ 茨城県 3:34:34
2535 2409 石毛 武士 ｲｼｹﾞ ﾀｹｼ 千葉県 旭ＲＣ 3:34:34
2536 4930 西野 達也 ﾆｼﾉ ﾀﾂﾔ 茨城県 3:34:36
2537 4487 小柳 明彦 ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾋｺ 埼玉県 たまラン 3:34:36
2538 4297 塩谷 健 ｼｵﾀﾆ ﾀｹｼ 神奈川県 さんちゃん 3:34:36
2539 372 大和 啓介 ｵｵﾜ ｹｲｽｹ 東京都 ＰＴＣ 3:34:36
2540 4423 高橋 治 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 神奈川県 ラミリート 3:34:36
2541 3080 人見 靖 ﾋﾄﾐ ﾔｽｼ 茨城県 水戸市消防局 3:34:37
2542 4987 赤松 正博 ｱｶﾏﾂ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 銀座アスター 3:34:41
2543 5811 野村 祐太 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 群馬県 3:34:43
2544 2240 中川 貴博 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 3:34:49
2545 3225 会田 政美 ｱｲﾀ ﾏｻﾐ 東京都 3:34:50
2546 3338 三浦 雄亮 ﾐｳﾗ ﾕｳｽｹ 新潟県 ＭＲＣ 3:34:51
2547 4296 中村 達矢 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾔ 千葉県 3:34:51
2548 1425 笹島 唯志 ｻｻｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 ｅＡ茨城 3:34:52
2549 8573 小栗 徳則 ｵｸﾞﾘ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 もくもくＴＲＣ 3:34:53
2550 5571 吉澤 優一朗 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 ＥＳＲ 3:34:54
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2551 3731 熊田 勝市 ｸﾏﾀﾞ ｶﾂｲﾁ 福島県 はあとびいと 3:34:56
2552 2690 本間 巧 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ 宮城県 3:34:56
2553 7985 高水 陽介 ﾀｶﾐｽﾞ ﾖｳｽｹ 岐阜県 ＯＬＣルーパー 3:34:58
2554 3586 廣瀬 智威 ﾋﾛｾ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 横浜金沢走友会 3:34:58
2555 3866 青田 真作 ｱｵﾀ ｼﾝｻｸ 神奈川県 3:34:59
2556 2860 大谷 栄 ｵｵﾀﾆ ｻｶｴ 群馬県 桐生ＳＫＹ 3:35:01
2557 3407 野島 浩 ﾉｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 茨城県 チームはらから 3:35:04
2558 2858 細貝 文雄 ﾎｿｶﾞｲ ﾌﾐｵ 茨城県 日立折笠ＡＣ 3:35:04
2559 3769 富居 聡 ﾄﾐｲ ｻﾄｼ 東京都 3:35:05
2560 2503 和田 浩美 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾐ 茨城県 ミーちゃん 3:35:07
2561 8735 大竹 修平 ｵｵﾀｹ ｼｭｳﾍｲ 福島県 3:35:07
2562 3616 中村 桂山 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｻﾞﾝ 東京都 3:35:08
2563 3085 戸井 寛厚 ﾄｲ ﾋﾛｱﾂ 茨城県 3:35:09
2564 3412 吽野 靖行 ｳﾝﾉ ﾔｽﾕｷ 栃木県 キヤノン 3:35:09
2565 4997 渡邉 雄介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 茨城県 3:35:11
2566 2623 吉岡 雅之 ﾖｼｵｶ ﾏｻﾕｷ 千葉県 3:35:12
2567 4080 柳田 英昭 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 富山県 くまぶ 3:35:13
2568 4178 福島 良彦 ﾌｸｼﾏ ﾖｼﾋｺ 東京都 むさし府中ＪＣ 3:35:13
2569 2292 三輪田 吾郎 ﾐﾜﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 東京都 大林組 3:35:14
2570 1562 小野澤 雄一 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 3:35:17
2571 5158 田村 篤史 ﾀﾑﾗ ｱﾂｼ 神奈川県 3:35:18
2572 4075 吉田 和也 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 埼玉県 よんぱちかい 3:35:21
2573 5645 渡邉 純 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 茨城県 3:35:21
2574 4556 大森 陽平 ｵｵﾓﾘ ﾖｳﾍｲ 東京都 まりかちゃん 3:35:22
2575 3652 小栗 直介 ｵｸﾞﾘ ﾅｵｽｹ 埼玉県 3:35:23
2576 3313 谷口 強 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾂﾖｼ 東京都 3:35:24
2577 3761 本宮 健史 ﾓﾄﾐﾔ ﾀｹｼ 愛知県 3:35:24
2578 3609 深津 広高 ﾌｶﾂ ﾋﾛﾀｶ 愛知県 ＴＡＲＣ 3:35:25
2579 4726 江口 吉美 ｴｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 東京都 3:35:27
2580 1252 沼野 寛 ﾇﾏﾉ ｶﾝ 東京都 無所属 3:35:28
2581 3442 鈴木 洋 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 3:35:29
2582 4345 荒山 真宏 ｱﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 さいたま走翔 3:35:29
2583 1585 白井 敬二 ｼﾗｲ ｹｲｼﾞ 神奈川県 3:35:31
2584 2634 上田 剛大 ｳｴﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 千葉県 ウィング 3:35:31
2585 3913 熱海 勝 ｱﾂﾐ ﾏｻﾙ 茨城県 日立水戸 3:35:33
2586 4093 小林 千尋 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 千葉県 東京ベイＲＣ 3:35:34
2587 2611 藤井 善仁 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾋﾄ 千葉県 柏おやじの会 3:35:34
2588 2541 野口 俊明 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 茨城県 3:35:35
2589 3026 竹内 英樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 東京都 パレラン 3:35:37
2590 4117 佐久間 通友 ｻｸﾏ ﾕｷﾄﾓ 埼玉県 3:35:38
2591 1368 中牟礼 賢治 ﾅｶﾑﾚ ｹﾝｼﾞ 静岡県 3:35:40
2592 1967 渡辺 寛樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 茨城県 ワタナベクラブ 3:35:41
2593 1724 酒井 広和 ｻｶｲ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 3:35:46
2594 3886 鈴木 隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 千葉県 ＥｍｉＲＣ 3:35:46
2595 8025 蔵野 恭司 ｸﾗﾉ ｷｮｳｼﾞ 埼玉県 3:35:49
2596 8975 白濱 亮 ｼﾗﾊﾏ ﾘｮｳ 東京都 3:35:51
2597 3528 高木 健太郎 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 3:35:52
2598 2566 原田 直 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｼ 千葉県 イーイーアール 3:35:53
2599 5667 西村 直人 ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾄ 東京都 ルナ－クス 3:35:54
2600 5755 上野 正人 ｳｴﾉ ﾏｻﾄ 栃木県 3:35:55
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2601 2458 木下 宗生 ｷﾉｼﾀ ﾑﾈｵ 東京都 3:35:55
2602 8179 大村 拓磨 ｵｵﾑﾗ ﾀｸﾏ 愛知県 ＯＬＣルーパー 3:35:57
2603 1371 野口 英之 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 3:35:59
2604 3010 亘理 真広 ﾜﾀﾘ ﾏｻﾋﾛ 東京都 株式会社名門会 3:36:03
2605 2120 磯塚 一真 ｲｿﾂﾞｶ ｶｽﾞﾏ 茨城県 走れカラスくん 3:36:03
2606 4192 池田 謙 ｲｹﾀﾞ ｹﾝ 茨城県 3:36:04
2607 1182 久保田 光俊 ｸﾎﾞﾀ ﾐﾂﾄｼ 群馬県 伊勢崎西部ＳＣ 3:36:08
2608 1485 坂田 敬之 ｻｶﾀ ﾀｶﾕｷ 宮城県 3:36:10
2609 3244 山口 紀和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾘｶｽﾞ 埼玉県 3:36:11
2610 3091 西野 幸司 ﾆｼﾉ ｺｳｼﾞ 埼玉県 3:36:12
2611 1748 須貝 猛 ｽｶﾞｲ ﾀｹｼ 茨城県 3:36:13
2612 2843 清野 俊雄 ｾｲﾉ ﾄｼｵ 茨城県 スパーク鮎川 3:36:13
2613 8177 澤井 健司 ｻﾜｲ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:36:14
2614 4126 伊集院 琢磨 ｲｼﾞｭｳｲﾝ ﾀｸﾏ 愛知県 庄内ＲＵＮ３ 3:36:15
2615 3227 富山 洋児 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳｼﾞ 東京都 ＬＤＡ－ＲＣ 3:36:16
2616 3876 齋木 二郎 ｻｲｷ ｼﾞﾛｳ 千葉県 3:36:18
2617 4140 多々良 潔 ﾀﾀﾗ ｷﾖｼ 神奈川県 ぱなせろな 3:36:19
2618 2423 小林 崇寛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 3:36:20
2619 2135 秋元 賢吾 ｱｷﾓﾄ ｹﾝｺﾞ 東京都 六華ランナーズ 3:36:20
2620 2918 川和田 斉 ｶﾜﾜﾀﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 水戸信用金庫 3:36:22
2621 3192 石塚 宏一郎 ｲｼﾂｶ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 石塚製材所 3:36:22
2622 4254 和田 一雄 ﾜﾀﾞ ｶｽﾞｵ 東京都 チーカマ 3:36:22
2623 3771 浦田 浩 ｳﾗﾀ ﾋﾛｼ 東京都 のどつよ 3:36:22
2624 3717 新井 晃 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 東京都 3:36:22
2625 3007 根本 静也 ﾈﾓﾄ ｼｽﾞﾔ 千葉県 ニッポンランナ 3:36:23
2626 8116 片岡 恭平 ｶﾀｵｶ ｷｮｳﾍｲ 東京都 3:36:23
2627 4041 末永 高志 ｽｴﾅｶﾞ ﾀｶｼ 千葉県 3:36:25
2628 3550 高野 哲 ﾀｶﾉ ｱｷﾗ 東京都 豊洲ＲＣ 3:36:26
2629 4287 関谷 浩二 ｾｷﾔ ｺｳｼﾞ 東京都 3:36:28
2630 1393 佐伯 隼人 ｻｴｷ ﾊﾔﾄ 茨城県 水戸信用金庫 3:36:28
2631 3767 赤羽 利文 ｱｶﾊﾞ ﾄｼﾌﾐ 東京都 3:36:28
2632 2708 阿部 豊明 ｱﾍﾞ ﾄﾖｱｷ 神奈川県 ＫＪＣ 3:36:28
2633 2972 安居院 英樹 ｱｸﾞｲ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 湘南スターズ 3:36:29
2634 9092 伊沢 弘行 ｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 3:36:32
2635 2593 横山 泰三 ﾖｺﾔﾏ ﾀｲｿﾞｳ 東京都 3:36:32
2636 3028 松岡 良太 ﾏﾂｵｶ ﾘﾖｳﾀ 茨城県 3:36:33
2637 2640 上田 秀樹 ｳｴﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 千葉県 ウィング 3:36:35
2638 4333 木元 健司 ｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 福井県 3:36:36
2639 1273 松尾 隆太 ﾏﾂｵ ﾘｭｳﾀ 宮城県 みどりのたぬき 3:36:38
2640 2980 逸見 礼 ﾍﾝﾐ ﾚｲ 東京都 3:36:39
2641 2003 赤塚 元 ｱｶﾂｶ ﾊｼﾞﾒ 三重県 うたつみ 3:36:42
2642 4611 高久 正幸 ﾀｶｸ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:36:43
2643 8361 山崎 卓志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 神奈川県 3:36:46
2644 4232 三宅 良太 ﾐﾔｹ ﾘｮｳﾀ 千葉県 ジョイフル本田 3:36:46
2645 8313 林 宏明 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ 千葉県 3:36:47
2646 3801 野口 高志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 3:36:48
2647 3377 川又 弘之 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 日光大谷川ＲＣ 3:36:49
2648 8669 横山 太郎 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾛｳ 茨城県 3:36:50
2649 2949 塚田 亮一 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 神奈川県 ＲＤＣ ＲＣ 3:36:54
2650 4190 中塚 真也 ﾅｶﾂｶ ｼﾝﾔ 茨城県 3:36:57
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2651 2359 渕上 義之 ﾌﾁｶﾞﾐ ﾖｼﾕｷ 東京都 3:36:58
2652 9502 藤原 裕平 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾍｲ 山形県 3:36:59
2653 743 大滝 学 ｵｵﾀｷ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 3:37:04
2654 4976 佐藤 益弘 ｻﾄｳ ﾏｽﾋﾛ 東京都 3:37:04
2655 3589 河田 悦生 ｶﾜﾀﾞ ｴﾂｵ 神奈川県 3:37:04
2656 9306 若月 潤 ﾜｶﾂｷ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 3:37:06
2657 3530 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 ダニー街ラン部 3:37:07
2658 5166 横山 祐季 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 東京都 3:37:07
2659 2335 野口 一行 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 オトキチ 3:37:08
2660 2155 橋本 純一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 青梅トレラン部 3:37:09
2661 3161 中村 満男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 宮城県 仙台明走会 3:37:09
2662 1648 鈴木 顕仁 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 千葉県 オッティモ 3:37:10
2663 3117 大倉 光彦 ｵｵｸﾗ ﾐﾂﾋｺ 東京都 キヤノン知財 3:37:11
2664 3326 葛西 明良 ｶｻｲ ｱｷﾗ 神奈川県 3:37:13
2665 3849 清水 孝起 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 精文堂印刷 3:37:14
2666 1685 清水 博文 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾞﾐ 千葉県 オッティモ 3:37:17
2667 7895 鈴木 健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:37:20
2668 2419 矢内 貴宏 ﾔﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 キコーナ 3:37:22
2669 181 荒川 淳一 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 ＪＸ金属（株） 3:37:23
2670 8860 鈴木 一郎 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 東京都 プラームス 3:37:24
2671 3817 桃井 和裕 ﾓﾓｲ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 Ｒ×Ｌプラス 3:37:26
2672 2613 泉 貴之 ｲｽﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 東京都 3:37:29
2673 2456 北澤 隆幸 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 3:37:30
2674 1087 稲田 健一郎 ｲﾅﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 3:37:31
2675 2857 関口 洋一 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 ラフラフ 3:37:31
2676 644 松田 正人 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 3:37:37
2677 4781 荒川 正樹 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｷ 栃木県 3:37:39
2678 4396 佐藤 良行 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 千葉県 ゆるトラ 3:37:39
2679 3436 梅宮 秀人 ｳﾒﾐﾔ ﾋﾃﾞﾄ 埼玉県 山が好き 3:37:39
2680 3840 入江 典夫 ｲﾘｴ ﾉﾘｵ 大阪府 入江運輸倉庫 3:37:40
2681 5471 黒田 和広 ｸﾛﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 3:37:41
2682 3219 平井 真佐彦 ﾋﾗｲ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 中大同好会ＯＢ 3:37:42
2683 3306 佐藤 清 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 神奈川県 3:37:45
2684 2398 重留 広二 ｼｹﾞﾄﾒ ﾋﾛｼﾞ 東京都 3:37:45
2685 2630 小林 隆司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｼﾞ 埼玉県 3:37:46
2686 3561 三木 健一 ﾐｷ ｹﾝｲﾁ 東京都 マラカン 3:37:46
2687 640 伊東 朋 ｲﾄｳ ﾄﾓ 東京都 3:37:46
2688 3870 三壁 雅司 ﾐｶﾍﾞ ﾏｻｼ 神奈川県 3:37:48
2689 2087 曽我 智則 ｿｶﾞ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 多摩湖ＲＣ 3:37:50
2690 8937 木下 洋和 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 山梨県 塩山皮フ科 3:37:51
2691 4255 磯崎 学 ｲｿｻﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 千葉県 3:37:52
2692 2057 宮城 唐典 ﾐﾔｷﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 3:37:55
2693 829 原 裕一 ﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 茨城県 牛久ＴＲＣ 3:37:55
2694 1373 酒島 靖成 ｻｶｼﾏ ﾔｽﾅﾘ 埼玉県 3:37:56
2695 2802 柳通 浩一 ﾔﾅﾄﾞﾘ ｺｳｲﾁ 東京都 3:37:57
2696 3518 山本 芳郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾛｳ 埼玉県 3:37:57
2697 2114 黒澤 尚樹 ｸﾛｻﾜ ﾅｵｷ 茨城県 県立中央病院 3:37:59
2698 4033 平野 琢人 ﾋﾗﾉ ﾀｸﾄ 栃木県 高根沢町立西小 3:38:00
2699 1961 西田 歩 ﾆｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 東京都 ■■■■■■■ 3:38:01
2700 2914 渡辺 一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 群馬県 クン活ＲＣ 3:38:01
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2701 3409 岡田 学 ｵｶﾀﾞ ｻﾄﾙ 東京都 3:38:05
2702 2102 飛田 幸緒 ﾄﾋﾞﾀ ﾕｷｵ 茨城県 茨城陸協 3:38:05
2703 8644 永野 智幸 ﾅｶﾞﾉ ﾄﾓﾕｷ 東京都 住友金属鉱山 3:38:06
2704 4476 縄野 泰規 ﾅﾜﾉ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 3:38:07
2705 3893 河越 雅弘 ｶﾜｺﾞｴ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 3:38:09
2706 9081 河野 健男 ｺｳﾉ ﾀﾂｵ 千葉県 市川ＭＣ 3:38:10
2707 2808 梶原 健 ｶｼﾞﾜﾗ ｹﾝ 茨城県 水戸石川走友会 3:38:11
2708 1999 茂呂 修 ﾓﾛ ｵｻﾑ 東京都 クラブ中日本 3:38:11
2709 1299 三田 恭諭 ﾐﾀ ﾔｽﾕｷ 岩手県 アテルイ 3:38:12
2710 2048 山口 正行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 岩手県 盛岡走友会 3:38:12
2711 6895 輕部 昇 ｶﾙﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ 茨城県 3:38:14
2712 5267 杉山 長 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｼ 千葉県 ポポロＡＣ 3:38:14
2713 3327 池田 智樹 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 東京都 ＳＲＴ 3:38:14
2714 3567 佐藤 智行 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 多摩サブ 3:38:14
2715 4499 鈴木 隆浩 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 3:38:15
2716 1881 福元 陽介 ﾌｸﾓﾄ ﾖｳｽｹ 埼玉県 3:38:16
2717 5719 森 研吾 ﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 茨城県 ＭＫ５ 3:38:16
2718 4652 五十嵐 修一 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｲﾁ 埼玉県 日本郵政Ｇ 3:38:19
2719 1783 田中 俊輔 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 福井県 3:38:24
2720 3260 古賀 哲文 ｺｶﾞ ﾃﾂﾌﾐ 東京都 3:38:25
2721 9065 石塚 太一 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｲﾁ 神奈川県 3:38:26
2722 2589 潟ヶ谷 仁 ｶﾀｶﾞﾔ ﾋﾄｼ 埼玉県 草加走ろう会 3:38:26
2723 2652 中西 正樹 ﾅｶﾆｼ ﾏｻｷ 神奈川県 アミューズ 3:38:27
2724 2037 成田 大介 ﾅﾘﾀ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 チームＮＲＣ 3:38:27
2725 2644 榎本 勇治 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:38:29
2726 3031 寺島 昇 ﾃﾗｼﾏ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 相模原走ろう会 3:38:31
2727 1969 井手 貴之 ｲﾃﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 3:38:31
2728 8200 笹木 淳一 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 3:38:33
2729 3984 栗澤 誠 ｸﾘｻﾜ ﾏｺﾄ 東京都 3:38:34
2730 1955 指江 大介 ｻｼｴ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 3:38:35
2731 2942 小野澤 洋二 ｵﾉｻﾞﾜ ﾖｳｼﾞ 東京都 エアラン東京 3:38:36
2732 3305 江原 忠彦 ｴﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋｺ 東京都 3:38:39
2733 8017 菊池 広明 ｷｸﾁ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 小鳥キッス 3:38:41
2734 2047 村上 タカシ ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 茨城県 3:38:41
2735 4351 長岐 孝則 ﾅｶﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 ジョニーズ 3:38:47
2736 4429 藤井 満 ﾌｼﾞｲ ﾐﾂﾙ 千葉県 金サルランナー 3:38:47
2737 4517 関 丈典 ｾｷ ﾀｹﾉﾘ 東京都 3:38:48
2738 8172 大山 堅志 ｵｵﾔﾏ ﾀｶｼ 茨城県 3:38:50
2739 2455 伊藤 孝志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 群馬県 妙義男塾 3:38:52
2740 3083 川原 世大 ｶﾜﾊﾗ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県 そりゃナイマー 3:38:53
2741 2064 星 勇希 ﾎｼ ﾕｳｷ 茨城県 水戸消防 3:38:54
2742 9539 伊藤 輝文 ｲﾄｳ ﾃﾙﾌﾐ 長野県 信州トレマン 3:38:55
2743 3846 小栗 英知 ｵｸﾞﾘ ﾋﾃﾞﾄﾓ 茨城県 Ｊ－ＰＡＲＣ 3:38:57
2744 2851 斎藤 邦昭 ｻｲﾄｳ ｸﾆｱｷ 埼玉県 所沢走友会 3:38:57
2745 2535 渋谷 謙一 ｼﾌﾞﾔ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 3:38:59
2746 3788 塩手 真治 ｼｵﾃ ｼﾝｼﾞ 東京都 3:39:00
2747 3800 和田 康裕 ﾜﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 3:39:00
2748 1386 島田 俊幸 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 大江戸飛脚会 3:39:01
2749 4811 久保 和彦 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 加波一族 3:39:03
2750 2446 守屋 隆史 ﾓﾘﾔ ﾀｶｼ 神奈川県 マラソン完走Ｃ 3:39:04
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2751 2796 福島 智也 ﾌｸｼﾏ ﾄﾓﾔ 神奈川県 3:39:04
2752 4508 菊池 拓也 ｷｸﾁ ﾀｸﾔ 茨城県 3:39:04
2753 2124 木村 高志 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 秋田県 秋田県庁 3:39:05
2754 4219 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 福島県 平第二小学校 3:39:05
2755 2981 松澤 一 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 3:39:06
2756 2672 大倉 昌夫 ｵｵｸﾗ ﾏｻｵ 新潟県 ＡＲＣ 3:39:06
2757 3483 関 一孝 ｾｷ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 フロイント 3:39:06
2758 3206 佐藤 史親 ｻﾄｳ ﾌﾐﾁｶ 東京都 富士河口湖ＲＣ 3:39:07
2759 8580 星 栄一 ﾎｼ ｴｲｲﾁ 茨城県 3:39:09
2760 5447 角田 清孝 ｶｸﾀ ｷﾖﾀｶ 茨城県 ＨＩＫ 3:39:10
2761 3153 間中 貴洋 ﾏﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 東京都 したまちＡＣ 3:39:12
2762 3947 田山 利男 ﾀﾔﾏ ﾄｼｵ 茨城県 千波湖朝ラン会 3:39:12
2763 3445 佐々木 仁 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 東京都 3:39:12
2764 3433 山﨑 直樹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 静岡県 ＺＢＲＣ 3:39:15
2765 9334 君島 拓也 ｷﾐｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 茨城県 3:39:16
2766 3163 橋本 芳樹 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｷ 千葉県 浦安ランナーズ 3:39:17
2767 9016 舟橋 潤 ﾌﾅﾊｼ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜緑走友会 3:39:17
2768 4656 山本 恭平 ﾔﾏﾓﾄ ｷｮｳﾍｲ 東京都 3:39:19
2769 4595 角田 誠司 ﾂﾉﾀﾞ ｾｲｼﾞ 大阪府 3:39:20
2770 1942 島田 周行 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 ジャックス 3:39:21
2771 4293 藤澤 一浩 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 還暦友の会 3:39:21
2772 5628 奥山 貴士 ｵｸﾔﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 ＫＦＲＣ 3:39:22
2773 3747 中野 昌之 ﾅｶﾉ ﾏｻﾕｷ 茨城県 3:39:25
2774 4398 古幡 一彦 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 多摩川サブ 3:39:26
2775 4453 宮下 靖文 ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾌﾐ 神奈川県 怒濤の嵐 3:39:26
2776 2256 廣戸 海渡 ﾋﾛﾄ ｶｲﾄ 神奈川県 3:39:27
2777 3333 岩内 洋太郎 ｲﾜｳﾁ ﾖｳﾀﾛｳ 東京都 3:39:27
2778 2161 佐々木 和也 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 東京都 3:39:28
2779 2570 大鳥井 浩一 ｵｵﾄﾘｲ ｺｳｲﾁ 埼玉県 松山東８８ 3:39:28
2780 4575 松本 修一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 3:39:29
2781 3189 高木 政一 ﾀｶｷﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 きなっぴ 3:39:30
2782 2110 岡田 正彦 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 茨城県 エボーリュ 3:39:30
2783 3043 一木 瑞明 ﾋﾄｷ ﾐｽﾞｱｷ 千葉県 山陰ランクラブ 3:39:30
2784 3614 石川 邦昭 ｲｼｶﾜ ｸﾆｱｷ 茨城県 3:39:30
2785 2776 高田 真雄 ﾀｶﾀﾞ ﾏｵ 千葉県 3:39:31
2786 4625 伊藤 司 ｲﾄｳ ﾂｶｻ 新潟県 3:39:32
2787 3571 養田 洋 ﾖｳﾀﾞ ﾋﾛｼ 神奈川県 ＦＵＮＣＯＭＥ 3:39:33
2788 2151 藤原 瞳太 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｳﾀ 神奈川県 ＤＮＰ 3:39:33
2789 2147 寺林 崇 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 富山県 ＭＳＲ 3:39:34
2790 4407 加藤 憲一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 東京都 石神井台 3:39:35
2791 2521 上妻 強志 ｺｳﾂﾞﾏ ﾂﾖｼ 東京都 3:39:36
2792 2722 杉田 精司 ｽｷﾞﾀ ｾｲｼﾞ 神奈川県 ＳＥＫＩＹＡ 3:39:37
2793 4014 高尾 佳宏 ﾀｶｵ ﾖｼﾋﾛ 栃木県 バビル２世 3:39:39
2794 9518 横溝 健太 ﾖｺﾐｿﾞ ｹﾝﾀ 埼玉県 3:39:39
2795 2280 浪岡 太郎 ﾅﾐｵｶ ﾀﾛｳ 神奈川県 ＴＭ・ＣＬＵＢ 3:39:39
2796 1263 吉尾 俊 ﾖｼｵ ｼｭﾝ 埼玉県 多摩湖ＲＣ 3:39:41
2797 3061 鳥居 俊 ﾄﾘｲ ｼｭﾝ 東京都 3:39:43
2798 3812 佐藤 文規 ｻﾄｳ ﾌﾐｷ 栃木県 ＩＰＳ 3:39:43
2799 5282 大山 好文 ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾌﾞﾐ 埼玉県 3:39:47
2800 4151 澤井 創一 ｻﾜｲ ﾊｼﾞﾒ 東京都 3:39:47
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2801 1541 荒井 一也 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 千葉県 3:39:48
2802 1492 那須 友樹 ﾅｽ ﾕｳｷ 山形県 3:39:48
2803 7974 設樂 雅 ｼﾀﾞﾗ ﾏｻｼ 埼玉県 陸上自衛隊 3:39:49
2804 2348 白鳥 善之 ｼﾗﾄﾘ ﾖｼﾕｷ 東京都 3:39:49
2805 4249 藤田 保広 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 3:39:50
2806 3823 吉井 真 ﾖｼｲ ﾏｺﾄ 群馬県 荒砥走友会 3:39:51
2807 3272 舩山 英二 ﾌﾅﾔﾏ ｴｲｼﾞ 東京都 マラソン完走ク 3:39:52
2808 2183 桑江 朝比呂 ｸﾜｴ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 3:39:53
2809 2774 佐藤 邦彦 ｻﾄｳ ｸﾆﾋｺ 東京都 3:39:53
2810 3366 渡邉 浩文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 兵庫県 安井ＲＵＮ部 3:39:55
2811 2891 大島 淳良 ｵｵｼﾏ ｱﾂﾖｼ 東京都 東久留米走友会 3:39:57
2812 3253 高橋 道明 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｱｷ 東京都 3:39:58
2813 6324 反町 竜也 ｿﾘﾏﾁ ﾀﾂﾔ 神奈川県 3:39:59
2814 3620 鈴木 茂樹 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｷ 栃木県 3:40:00
2815 6235 青木 隆顕 ｱｵｷ ﾀｶｱｷ 神奈川県 3:40:00
2816 2990 坂田 昌行 ｻｶﾀ ﾏｻﾕｷ 茨城県 日立大みか 3:40:04
2817 1657 臼井 哲夫 ｳｽｲ ﾃﾂｵ 埼玉県 3:40:06
2818 1218 瀧澤 之靖 ﾀｷｻﾜ ﾕｷﾔｽ 茨城県 廣川学園狂走部 3:40:07
2819 4294 塚腰 明彦 ﾂｶｺﾞｼ ｱｷﾋｺ 神奈川県 3:40:07
2820 986 深村 宣也 ﾌｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾔ 神奈川県 カジマ 3:40:10
2821 3945 中田 浩史 ﾅｶﾀ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:40:11
2822 3475 藤広 哲也 ﾌｼﾞﾋﾛ ﾃﾂﾔ 東京都 チーム嵐 3:40:14
2823 4175 富井 桂志 ﾄﾐｲ ｹｲｼﾞ 神奈川県 東京都庁 3:40:17
2824 1884 遠峰 孝男 ﾄｵﾐﾈ ﾀｶｵ 茨城県 3:40:19
2825 2903 近藤 誠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 茨城県 3:40:21
2826 3220 手塚 健郎 ﾃﾂﾞｶ ﾀｹﾛｳ 東京都 アルペンローゼ 3:40:21
2827 3176 山本 憲司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 東京都 エネアーク関東 3:40:22
2828 2766 猪俣 豊 ｲﾉﾏﾀ ﾕﾀｶ 福島県 3:40:24
2829 5017 小杉 智康 ｺｽｷﾞ ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 ＫＭＮ４７ 3:40:25
2830 5388 園部 正貴 ｿﾉﾍﾞ ﾏｻﾀｶ 茨城県 スナギモンＲＣ 3:40:26
2831 4840 浅日 照夫 ｱｻﾋ ﾃﾙｵ 茨城県 3:40:27
2832 3723 堀内 仁 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾄｼ 福島県 水練 3:40:29
2833 2578 永田 裕三 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 3:40:32
2834 3972 堀 浩士 ﾎﾘ ｺｳｼﾞ 埼玉県 3:40:34
2835 2957 樋川 祥章 ﾋｶﾜ ﾖｼｱｷ 茨城県 3:40:34
2836 4252 大川 良太 ｵｵｶﾜ ﾘｮｳﾀ 東京都 3:40:34
2837 4877 野中 剛志 ﾉﾅｶ ﾀｹｼ 栃木県 3:40:34
2838 1085 端村 展彦 ﾊｼﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋｺ 東京都 豊洲ＲＣ 3:40:34
2839 4116 宮本 岳 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 ＵＳＡＭＩＲＣ 3:40:35
2840 1811 荒井 光城 ｱﾗｲ ﾐﾂｼﾛ 東京都 3:40:36
2841 4006 中嶋 義昭 ﾅｶｼﾏ ﾖｼｱｷ 神奈川県 3:40:38
2842 2233 中野 義生 ﾅｶﾉ ﾖｼﾀｶ 新潟県 うなぎいぬ新潟 3:40:38
2843 1912 海老野 正之 ｴﾋﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 群馬県 3:40:40
2844 9174 後藤 央充 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 3:40:41
2845 8566 鷹野 良平 ﾀｶﾉ ﾘｮｳﾍｲ 栃木県 ＡＴＪ 3:40:41
2846 1697 当摩 武彦 ﾄｳﾏ ﾀｹﾋｺ 東京都 3:40:41
2847 3035 西原 雅之 ﾆｼﾊﾗ ﾏｻﾕｷ 東京都 伯爵ファミリー 3:40:43
2848 3459 沖野 直毅 ｵｷﾉ ﾅｵｷ 千葉県 ＡＧＣ 3:40:46
2849 7294 根本 義紀 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 東京都 3:40:46
2850 3489 伊藤 俊晴 ｲﾄｳ ﾄｼﾊﾙ 埼玉県 埼玉中央クラブ 3:40:48
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2851 3844 鈴木 政徳 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 3:40:49
2852 1248 鶴岡 慶宣 ﾂﾙｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 千葉県 3:40:50
2853 9179 福坂 善幸 ﾌｸｻｶ ﾖｼﾕｷ 千葉県 3:40:51
2854 8082 古橋 裕也 ﾌﾙﾊｼ ﾕｳﾔ 茨城県 3:40:51
2855 2693 柴田 亮次 ｼﾊﾞﾀ ﾘｮｳｼﾞ 千葉県 3:40:51
2856 4408 窪田 哲志 ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 キヤノンＲＣ 3:40:52
2857 2527 若井 隆純 ﾜｶｲ ﾀｶｼ 茨城県 サンビーチＡＣ 3:40:53
2858 2573 山中 勉 ﾔﾏﾅｶ ﾂﾄﾑ 埼玉県 深谷市役所 3:40:54
2859 1987 三上 幸吾 ﾐｶﾐ ｺｳｺﾞ 宮城県 3:40:55
2860 3347 小島 良浩 ｵｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 ●おか●ＣＭ● 3:40:56
2861 5627 長良 淳司 ﾅｶﾞﾗ ｱﾂｼ 千葉県 3:40:57
2862 2036 小畑 敬 ｵﾊﾞﾀ ﾀｶｼ 茨城県 3:40:59
2863 4433 岡田 成人 ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾄ 神奈川県 3:41:00
2864 3135 松田 貴弘 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 チーム三紀 3:41:02
2865 1663 奥山 真司 ｵｸﾔﾏ ｼﾝｼﾞ 三重県 3:41:03
2866 5347 黒橋 裕 ｸﾛﾊｼ ﾕﾀｶ 東京都 3:41:04
2867 2713 高野 尚史 ﾀｶﾉ ﾅｵﾌﾐ 千葉県 チバランナーズ 3:41:04
2868 3699 三ツ橋 茂雄 ﾐﾂﾊｼ ｼｹﾞｵ 千葉県 3:41:07
2869 3982 中井 邦雄 ﾅｶｲ ｸﾆｵ 神奈川県 3:41:08
2870 3730 越 森彦 ｺｼ ﾓﾘﾋｺ 東京都 3:41:09
2871 3199 渡部 潤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉県 ＲＢＪ 3:41:09
2872 4990 柿沼 洋之 ｶｷﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 3:41:10
2873 5566 渡辺 忠昭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｱｷ 千葉県 七次走会 3:41:15
2874 3015 黒羽 健 ｸﾛﾊ ｹﾝ 東京都 ハリアーズ 3:41:17
2875 3552 高橋 智也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 神奈川県 玉縄走ＵＮ 3:41:21
2876 4490 小山 智久 ｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ 東京都 飛脚 3:41:24
2877 7951 青木 拓雄 ｱｵｷ ﾀｸｵ 千葉県 ランチーム島 3:41:26
2878 9603 廣﨑 豪 ﾋﾛｻｷ ﾂﾖｼ 神奈川県 3:41:27
2879 5238 上野 正男 ｳｴﾉ ﾏｻｵ 神奈川県 横浜中央走友会 3:41:27
2880 2260 友部 敏朗 ﾄﾓﾍﾞ ﾄｼﾛｳ 埼玉県 スマイル走友会 3:41:29
2881 5235 藤井 雄司 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞ 福島県 3:41:29
2882 4757 伊藤 俊幸 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 栃木県 ＢＯＮＥＲＵＮ 3:41:30
2883 1935 有枝 良和 ｱﾘｴﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 ＦＵＪＩＣＳ 3:41:31
2884 4761 齋藤 健 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 3:41:31
2885 3874 三浦 志朗 ﾐｳﾗ ｼﾛｳ 東京都 3:41:31
2886 8839 川島 謙介 ｶﾜｼﾏ ｹﾝｽｹ 千葉県 片倉コープ 3:41:33
2887 3358 榊 毅史 ｻｶｷ ﾀｹｼ 埼玉県 ルンです 3:41:34
2888 229 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 岩手県 南部鉄工建設 3:41:35
2889 2947 北原 弘文 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 ソニー生命保険 3:41:36
2890 5040 小川 力 ｵｶﾞﾜ ﾘｷ 神奈川県 みずほ 3:41:38
2891 2739 馬場 健史 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｹｼ 群馬県 3:41:38
2892 3328 嶋津 泰毅 ｼﾏﾂﾞ ﾔｽｷ 東京都 3:41:39
2893 5694 関 信一郎 ｾｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:41:40
2894 6076 贄田 悠 ﾆｴﾀﾞ ﾕｳ 埼玉県 3:41:41
2895 4777 中丸 大樹 ﾅｶﾏﾙ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 3:41:44
2896 4599 前木場 健一 ﾏｴｺﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 千葉県 3:41:44
2897 2577 玉澤 淳 ﾀﾏｻﾞﾜ ｱﾂｼ 福島県 3:41:44
2898 2730 長堀 寛 ﾅｶﾞﾎﾘ ﾋﾛｼ 埼玉県 菖蒲公園 3:41:46
2899 5449 沼田 義幸 ﾇﾏﾀ ﾖｼﾕｷ 栃木県 ＫＡＮＮ 3:41:47
2900 3678 大塚 靖宏 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 3:41:48
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2901 4013 斉藤 和樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 茨城県 3:41:49
2902 5982 藤田 光将 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾂﾏｻ 東京都 ＮＲＣ 3:41:49
2903 3878 小松 和広 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 チームＴＫＢ 3:41:50
2904 3044 尾崎 大輔 ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:41:50
2905 4049 大隅 英貴 ｵｵｽﾐ ﾋﾃﾞｷ 東京都 日立ＧＬＳ 3:41:54
2906 2878 島田 洋 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:41:54
2907 3688 今坂 敦史 ｲﾏｻｶ ｱﾂｼ 新潟県 3:41:54
2908 3162 池内 匠 ｲｹｳﾁ ﾀｸﾐ 神奈川県 3:41:56
2909 4968 有馬 弘光 ｱﾘﾏ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 きたながのＲＣ 3:41:57
2910 3062 池田 朗長 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾉﾌﾞ 東京都 3:41:57
2911 3916 佐藤 雄亮 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 茨城県 3:41:58
2912 6733 小松 雄毅 ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 茨城県 エーザイ 3:41:58
2913 3861 仙石 英資 ｾﾝｺﾞｸ ｴｲｽｹ 茨城県 ＶＥ－Ｊ 3:41:59
2914 2498 山田 民雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾐｵ 茨城県 3:42:01
2915 4108 矢野 正浩 ﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 福島県 村岡産婦人科 3:42:03
2916 138 浦上 豊志 ｳﾗｶﾐ ﾄﾖｼ 神奈川県 ＭＣＬＳ 3:42:05
2917 9504 遠藤 隆一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 福島県 トーヨータイヤ 3:42:06
2918 7373 原水 真一 ﾊﾗﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 3:42:08
2919 2658 外崎 則夫 ﾄﾉｻｷ ﾉﾘｵ 埼玉県 ゼロベースＲＣ 3:42:09
2920 4704 東原 友樹 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾕｳｷ 東京都 3:42:10
2921 4829 金井 伸光 ｶﾅｲ ﾉﾌﾞﾐﾂ 群馬県 3:42:11
2922 9607 小谷 知弘 ｺﾀﾞﾆ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 3:42:12
2923 9274 川崎 陽暉 ｶﾜｻｷ ﾊﾙｷ 茨城県 3:42:13
2924 4399 西村 明博 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 宮城県 Ｔ芭蕉２４００ 3:42:13
2925 4328 大塚 慶一 ｵｵﾂｶ ｹｲｲﾁ 神奈川県 元ひたちぱわー 3:42:13
2926 1547 猪股 宣泰 ｲﾉﾏﾀ ﾉﾌﾞﾔｽ 宮城県 石巻ＲＣ 3:42:15
2927 4152 佐藤 隆行 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 パークラン 3:42:17
2928 3203 鈴木 徹平 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 東京鈴木屋 3:42:17
2929 2651 横村 隆 ﾖｺﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 さいたま走友会 3:42:17
2930 4442 秋山 徹 ｱｷﾔﾏ ﾄｵﾙ 茨城県 ｉｇ茨城 3:42:18
2931 5218 井坂 太樹 ｲｻｶ ﾀｲｷ 茨城県 3:42:19
2932 3579 本間 真市 ﾎﾝﾏ ｼﾝｲﾁ 千葉県 3:42:20
2933 1111 下永瀬 義雄 ｼﾓﾅｶﾞｾ ﾖｼｵ 千葉県 3:42:21
2934 3367 小林 耕次 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 東京都 3:42:23
2935 1411 須藤 勲 ｽﾄｳ ｲｻｵ 群馬県 桐生走ろう会 3:42:24
2936 8028 渡辺 邦夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｵ 群馬県 アグレッシブ 3:42:25
2937 2869 長谷川 典孝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘﾀｶ 埼玉県 3:42:25
2938 4273 齋木 淳 ｻｲｷ ｼﾞｭﾝ 茨城県 リトルダーリン 3:42:26
2939 3703 杉山 健志 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｹｼ 千葉県 ニッポンランナ 3:42:28
2940 3268 中山 大輔 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:42:30
2941 9307 菅沼 友仁 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾄ 茨城県 茨城大学 3:42:30
2942 4030 笹川 茂雄 ｻｻｶﾞﾜ ｼｹﾞｵ 新潟県 チームＴ＆Ｍ 3:42:33
2943 5126 近藤 正樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 神奈川県 ＴＡＲＣ蘇州 3:42:34
2944 4439 松田 裕 ﾏﾂﾀ ﾕﾀｶ 群馬県 スバル白昼夢 3:42:35
2945 2196 永井 一 ﾅｶﾞｲ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 3:42:36
2946 6069 小椋 正紀 ｵｸﾞﾗ ﾏｻｷ 茨城県 3:42:37
2947 3424 久保田 大介 ｸﾎﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 3:42:37
2948 3734 米川 智章 ﾖﾈｶﾜ ﾄﾓｱｷ 茨城県 アルボーレ 3:42:38
2949 4193 中丸 孝典 ﾅｶﾏﾙ ﾀｶﾉﾘ 東京都 3:42:40
2950 4462 酒楽 忠 ｼｭﾗｸ ﾀﾀﾞｼ 東京都 ＬＤＡ＿ＲＣ 3:42:40
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2951 2217 海野 智史 ｳﾐﾉ ｻﾄｼ 茨城県 小美玉市役所 3:42:41
2952 2825 村岡 智司 ﾑﾗｵｶ ｻﾄｼ 茨城県 3:42:42
2953 2390 水野 新吾 ﾐｽﾞﾉ ｼﾝｺﾞ 東京都 3:42:44
2954 3521 飛田 利秀 ﾄﾋﾞﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 茨城県 ルネサス 3:42:47
2955 4954 今井 一則 ｲﾏｲ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 3:42:48
2956 2044 杉原 功太 ｽｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ 埼玉県 スガツネ工業 3:42:49
2957 4341 長尾 究 ﾅｶﾞｵ ｷﾜﾑ 東京都 台湾好吃ＲＣ 3:42:49
2958 2213 川又 諭 ｶﾜﾏﾀ ｻﾄｼ 茨城県 ＲＵＮＳ 3:42:50
2959 6643 寺林 伸政 ﾃﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾏｻ 埼玉県 3:42:50
2960 3417 村田 拓馬 ﾑﾗﾀ ﾀｸﾏ 東京都 3:42:52
2961 4454 川田 祐治 ｶﾜﾀ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 浦和マラソン部 3:42:52
2962 3213 山田 光広 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 群馬県 3:42:53
2963 4147 恒川 賢二 ﾂﾈｶﾜ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:42:54
2964 2431 清水 孝典 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 日立土浦 3:42:55
2965 2888 引間 健一 ﾋｷﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 3:42:56
2966 3772 丹羽 崇博 ﾆﾜ ﾀｶﾋﾛ 北海道 3:42:57
2967 3057 原田 豊 ﾊﾗﾀﾞ ﾕﾀｶ 東京都 ナイスおっさん 3:42:57
2968 2401 重友 章宏 ｼｹﾞﾄﾓ ｱｷﾋﾛ 栃木県 ランジョグ 3:42:58
2969 5117 三浦 健司 ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 ＨＴＣ 3:42:59
2970 3431 野村 幸広 ﾉﾑﾗ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 茨城エルダー 3:42:59
2971 2505 橋本 勝博 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ 東京都 ＡＲＣ 3:43:01
2972 941 近藤 貴宏 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 東京都 ＴＧＴ 3:43:01
2973 7744 大川原 剛治 ｵｵｶﾜﾗ ﾀｹﾊﾙ 茨城県 3:43:02
2974 3934 本田 憲治 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 茨城県 3:43:03
2975 2128 五十嵐 聡 ｲｶﾞﾗｼ ｻﾄｼ 東京都 3:43:03
2976 4176 木村 正宏 ｷﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 東京都 マラソン交流会 3:43:04
2977 3301 戸井田 淳史 ﾄｲﾀﾞ ｱﾂｼ 栃木県 ＵＣＯＲＣ 3:43:04
2978 2451 井坂 直光 ｲｻｶ ﾅｵﾐﾂ 茨城県 雑走魂 3:43:06
2979 3618 久保 俊次 ｸﾎﾞ ｼｭﾝｼﾞ 茨城県 スパーク青葉 3:43:06
2980 4143 山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 東京都 ソロキャンラン 3:43:08
2981 2803 山形 政宏 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:43:12
2982 4842 橋本 真宏 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 石川県 3:43:12
2983 8962 圓城寺 和則 ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 牛久走友会 3:43:13
2984 2306 山岨 達也 ﾔﾏｿﾊﾞ ﾀﾂﾔ 東京都 3:43:17
2985 4028 杉野 勝也 ｽｷﾞﾉ ｶﾂﾔ 埼玉県 埼玉県庁走友会 3:43:17
2986 8072 渦岡 淳 ｳｽﾞｵｶ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 3:43:18
2987 3392 石田 隆 ｲｼﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 熊谷熱走会 3:43:18
2988 2254 鷲巣 誠 ﾜｼﾉｽ ﾏｺﾄ 千葉県 千葉陸連 3:43:22
2989 4084 藤沼 重信 ﾌｼﾞﾇﾏ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 茨城県 ＬＩＶＥＲＵＮ 3:43:23
2990 1128 細川 雄太 ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾀ 茨城県 料亭ほそ川 3:43:23
2991 5312 秋山 和慶 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾁｶ 埼玉県 3:43:24
2992 3674 秋枝 大介 ｱｷｴﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 日立ハイテク 3:43:24
2993 5306 高山 巌 ﾀｶﾔﾏ ｲﾜｵ 埼玉県 フラワーホーム 3:43:26
2994 2026 川口 太希 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｲｷ 東京都 3:43:27
2995 2247 佐藤 宙 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 茨城県 チームケロロ 3:43:27
2996 6536 桂田 功一 ｶﾂﾗﾀﾞ ｺｳｲﾁ 東京都 3:43:27
2997 5395 野口 俊治 ﾉｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ 群馬県 くすの木病院 3:43:29
2998 1890 早川 忠孝 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾀﾞﾀｶ 埼玉県 さいたま市陸協 3:43:30
2999 2017 改発 次郎 ｶｲﾎﾂ ｼﾞﾛｳ 神奈川県 3:43:30
3000 4343 國時 浩一 ｸﾆﾄｷ ｺｳｲﾁ 神奈川県 3:43:31
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3001 5026 青木 範安 ｱｵｷ ﾉﾘﾔｽ 埼玉県 3:43:31
3002 2433 海老澤 和寿 ｴﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋｻ 茨城県 茨城県庁蹴球部 3:43:32
3003 5366 藤田 孝博 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 ふじっこ 3:43:32
3004 30013 北原 拓也 ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ 東京都 3:43:33
3005 2828 若槻 拓哉 ﾜｶﾂｷ ﾀｸﾔ 北海道 ちばりよ～ＲＣ 3:43:35
3006 2976 宮本 宣明 ﾐﾔﾓﾄ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 ＪＸ金属（株） 3:43:36
3007 4167 石井 浩之 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 3:43:37
3008 9378 加藤 政幸 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 茨城県 日立金属 3:43:37
3009 6231 原 辰幸 ﾊﾗ ﾀﾂﾕｷ 茨城県 3:43:38
3010 8092 村越 颯馬 ﾑﾗｺｼ ｿｳﾏ 神奈川県 横浜ＮＲＣ 3:43:40
3011 1483 金井 勝洋 ｶﾅｲ ｶﾂﾋﾛ 東京都 3:43:43
3012 2741 黒沼 伸哉 ｸﾛﾇﾏ ｼﾝﾔ 神奈川県 横浜ＮＲＣ 3:43:43
3013 4206 伊藤 満 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 岩手県 アンバーＲＣ 3:43:44
3014 3317 山本 博人 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾋﾄ 神奈川県 3:43:46
3015 3774 石崎 宏樹 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｷ 栃木県 3:43:46
3016 3113 高田 朋幸 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 石岡ＴＲＣ 3:43:46
3017 3724 横屋 正幸 ﾖｺﾔ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:43:46
3018 4098 大内 喜徳 ｵｵｳﾁ ﾖｼﾉﾘ 東京都 光が丘ＯＳ 3:43:50
3019 3932 藤田 康宏 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 ひげのカフェ 3:43:50
3020 3737 阿部 敏典 ｱﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ 東京都 3:43:51
3021 5430 古森 洸 ｺﾓﾘ ﾋｶﾙ 茨城県 3:43:51
3022 1021 加藤 文敏 ｶﾄｳ ﾌﾐﾄｼ 千葉県 幸はやぶさ 3:43:52
3023 4933 赤羽 正城 ｱｶﾊﾈ ﾏｻｷ 長野県 つなぐ 3:43:53
3024 3501 秋本 真裕 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 3:43:53
3025 3138 田代 祐基 ﾀｼﾛ ﾕｳｷ 東京都 3:43:54
3026 9406 小山 武志 ｺﾔﾏ ﾀｹｼ 東京都 クレイジーＲ 3:43:56
3027 8943 上遠野 昌延 ｶﾄﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 茨城県 3:43:57
3028 3757 奥井 勝 ｵｸｲ ﾏｻﾙ 神奈川県 アマダスクール 3:43:58
3029 3704 箭内 将人 ﾔﾅｲ ﾏｻﾄ 千葉県 3:43:58
3030 8136 岡田 泰三 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｿﾞｳ 神奈川県 ナイスおっさん 3:44:00
3031 4022 戸辺 文博 ﾄﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 東京都 多摩走友会 3:44:00
3032 5491 和田 恭平 ﾜﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 埼玉県 埼玉陸協 3:44:00
3033 3680 大里 武史 ｵｵｻﾄ ﾀｹｼ 千葉県 メガンテ沼南 3:44:01
3034 2380 斎藤 生和 ｻｲﾄｳ ｷﾜ 千葉県 3:44:07
3035 3918 村上 博一 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛｶｽﾞ 静岡県 伊東松川湖 3:44:08
3036 3610 江藤 直樹 ｴﾄｳ ﾅｵｷ 愛知県 3:44:08
3037 889 小澤 謙志 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 長野県 長野マラソンク 3:44:09
3038 3092 桑江 朝臣 ｸﾜｴ ｱｻｵﾐ 千葉県 3:44:09
3039 3547 大塚 和志 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｼ 千葉県 大原学園 3:44:09
3040 4285 高野 進 ﾀｶﾉ ｽｽﾑ 新潟県 石田塾 3:44:10
3041 4630 柳岡 正啓 ﾔﾅｷﾞｵｶ ﾏｻﾋﾛ 東京都 もくもくＴＲＣ 3:44:11
3042 3904 辻 秀憲 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 東京都 ニッポンランナ 3:44:13
3043 3879 保坂 英樹 ﾎｻｶ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 3:44:13
3044 7931 佐藤 涼平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 もくもくＴＲＣ 3:44:14
3045 1802 石川 剛 ｲｼｶﾜ ﾂﾖｼ 東京都 3:44:16
3046 4326 山田 和弘 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 3:44:16
3047 2646 宝田 秀利 ﾀｶﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 3:44:16
3048 4389 川崎 辰弥 ｶﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 茨城県 太田走友会 3:44:17
3049 4452 加藤 敦 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 東京都 安田産業 3:44:18
3050 3006 折内 章男 ｵﾘｳﾁ ｱｷｵ 茨城県 3:44:19
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3051 8270 中村 光博 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 リスタート 3:44:19
3052 2387 荒谷 康二 ｱﾗﾀﾆ ｺｳｼﾞ 東京都 3:44:20
3053 4278 平沼 茂 ﾋﾗﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 茨城県 茨城県庁陸上部 3:44:22
3054 3615 池上 和彦 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 3:44:25
3055 3859 北野 慎一 ｷﾀﾉ ｼﾝｲﾁ 愛知県 3:44:26
3056 634 小西 悠太 ｺﾆｼ ﾕｳﾀ 東京都 3:44:26
3057 4446 後藤 芳之輔 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾉｽｹ 千葉県 3:44:28
3058 3490 楠元 貴充 ｸｽﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 東京都 3:44:28
3059 2606 奈良 定広 ﾅﾗ ｻﾀﾞﾋﾛ 群馬県 ＨＳＧ 3:44:28
3060 4260 脇本 歩 ﾜｷﾓﾄ ｱﾕﾑ 東京都 3:44:29
3061 3950 高崎 裕之 ﾀｶｻｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 オイパ 3:44:31
3062 4640 箱田 智則 ﾊｺﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 埼玉県 博慈会 3:44:32
3063 2142 田中 利尚 ﾀﾅｶ ﾄｼﾅｵ 千葉県 3:44:32
3064 3884 秋山 淳 ｱｷﾔﾏ ｷﾖｼ 千葉県 ＡａＡ 3:44:32
3065 9071 長山 奨 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳ 栃木県 3:44:34
3066 6025 有田 純也 ｱﾘﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 新潟県 3:44:37
3067 2964 岩城 耕一郎 ｲﾜｷ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:44:38
3068 8774 内山 純一 ｳﾁﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 銚子マリーナ 3:44:40
3069 8100 大浴 佳治 ｵｵｴｷ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 3:44:40
3070 754 三野 隆之 ｻﾝﾉ ﾀｶﾕｷ 京都府 3:44:41
3071 2189 古橋 由崇 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 3:44:43
3072 4316 浅井 敏 ｱｻｲ ｻﾄｼ 東京都 3:44:44
3073 4470 浅野 幸雄 ｱｻﾉ ﾕｷｵ 山形県 3:44:44
3074 3735 青木 仁 ｱｵｷ ﾋﾄｼ 埼玉県 ＳＡＣ 3:44:45
3075 8850 蓮沼 薫 ﾊｽﾇﾏ ｶｵﾙ 東京都 3:44:47
3076 5220 大曽根 英明 ｵｵｿﾈ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 香澄愛してるよ 3:44:50
3077 3762 市川 聡 ｲﾁｶﾜ ｻﾄｼ 千葉県 3:44:50
3078 4541 康司 平山 ﾔｽｼ ﾋﾗﾔﾏ 茨城県 3:44:54
3079 3292 石井 宏和 ｲｼｲ ﾋﾛｶｽﾞ 東京都 おでんたべたい 3:44:55
3080 1966 白井 孝治 ｼﾗｲ ｺｳｼﾞ 東京都 チーム伶丸号 3:44:56
3081 4091 室田 哲男 ﾑﾛﾀ ﾃﾂｵ 東京都 駒沢公園ＪＣ 3:44:56
3082 4019 會森 章 ｴﾓﾘ ｱｷﾗ 埼玉県 3:44:56
3083 5510 岩間 進二 ｲﾜﾏ ｼﾝｼﾞ 茨城県 3:44:56
3084 2351 高 連興 ﾘｱﾝｼﾝ ｶﾞｵ 東京都 北京鼎之文化 3:44:58
3085 4814 山口 一幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 3:44:58
3086 2493 田中 聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ 山形県 3:44:59
3087 1101 鈴木 健斗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 東京都 3:44:59
3088 4083 鈴木 康弘 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 3:45:00
3089 4459 橘 邦弘 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｸﾆﾋﾛ 千葉県 イキジャパン 3:45:01
3090 2795 相澤 栄三 ｱｲｻﾞﾜ ｴｲｿﾞｳ 埼玉県 3:45:02
3091 3903 福井 秀明 ﾌｸｲ ﾋﾃﾞｱｷ 栃木県 3:45:02
3092 3462 鳥羽 克治 ﾄﾊﾞ ｶﾂｼﾞ 東京都 3:45:03
3093 3072 寺前 公登 ﾃﾗﾏｴ ｷﾐﾄ 茨城県 ロンシール工業 3:45:04
3094 4228 石井 正士 ｲｼｲ ﾏｻｼ 神奈川県 キヤノンＲＣ 3:45:05
3095 3451 加藤 明 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 群馬県 3:45:07
3096 6572 山本 宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 東京都 ＮＲ多摩 3:45:10
3097 4718 澤田 幹夫 ｻﾜﾀﾞ ﾐｷｵ 福島県 3:45:11
3098 9086 鈴木 晃文 ｽｽﾞｷ ｱｷﾌﾐ 東京都 3:45:17
3099 2237 新井 清 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 群馬県 ＪＡ共済 3:45:17
3100 2360 深井 弘 ﾌｶｲ ﾋﾛｼ 東京都 3:45:20
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3101 2895 目黒 航 ﾒｸﾞﾛ ﾜﾀﾙ 神奈川県 チーム走人 3:45:20
3102 5526 黒澤 洋 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾐ 茨城県 3:45:21
3103 4555 広瀬 景悟 ﾋﾛｾ ｹｲｺﾞ 神奈川県 3:45:22
3104 1355 吉澤 祐一 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 坂戸市役所ＪＣ 3:45:23
3105 3873 本堂 雅之 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 3:45:26
3106 3804 萩原 貞明 ﾊｷﾞﾜﾗ ｻﾀﾞｱｷ 千葉県 3:45:28
3107 1674 石川 聡 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 東京都 3:45:29
3108 3408 森 修 ﾓﾘ ｵｻﾑ 東京都 アマノ 3:45:30
3109 2715 菅又 道男 ｽｶﾞﾏﾀ ﾐﾁｵ 栃木県 総グラン 3:45:30
3110 1395 高岡 尚司 ﾀｶｵｶ ｼｮｳｼﾞ 神奈川県 ゼロベース 3:45:31
3111 7887 戸田 良平 ﾄﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 埼玉県 3:45:32
3112 4047 村井 信一 ﾑﾗｲ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 栃木県 3:45:33
3113 3055 山際 勝照 ﾔﾏｷﾞﾜ ｶﾂﾃﾙ 東京都 3:45:33
3114 5004 齊藤 康平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 宮城県 3:45:33
3115 2534 中村 端寿 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 秋川トレイルＧ 3:45:36
3116 3186 村越 弘章 ﾑﾗｺｼ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 3:45:37
3117 5399 山内 英樹 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 東京都 3:45:37
3118 1054 土井 日輝 ﾄﾞｲ ﾋﾃﾞﾙ 神奈川県 3:45:37
3119 4602 佐々木 元也 ｻｻｷ ｹﾞﾝﾔ 神奈川県 3:45:38
3120 5109 熊谷 航 ｸﾏｶﾞｲ ﾜﾀﾙ 東京都 3:45:40
3121 4578 板橋 智弘 ｲﾀﾊﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 3:45:41
3122 4676 佐野 昭徳 ｻﾉ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 3:45:44
3123 9619 時津 信平 ﾄｷﾂ ｼﾝﾍﾟｲ 東京都 焼き鳥 3:45:48
3124 8454 佐藤 優介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 千葉県 ビバチバ 3:45:49
3125 3885 漆山 純平 ｳﾙｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 3:45:49
3126 3232 松本 正士 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 神奈川県 ルネラン橋本 3:45:51
3127 3716 平川 幸喜 ﾋﾗｶﾜ ｺｳｷ 東京都 3:45:55
3128 4493 山田 遼太郎 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 栃木県 3:45:56
3129 8224 千田 祐太 ﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ 岩手県 アイシン東北 3:45:58
3130 1711 高須 紀樹 ﾀｶｽ ﾄｼｷ 神奈川県 3:46:00
3131 2556 中村 崇 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 茨城県 中央労働金庫 3:46:01
3132 8629 勝間田 剛史 ｶﾂﾏﾀ ﾂﾖｼ 茨城県 3:46:01
3133 4136 戸野 聡志 ﾄﾉ ｻﾄｼ 千葉県 3:46:02
3134 2811 浜田 裕二 ﾊﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 相模原市陸協 3:46:04
3135 3842 亀井 哲也 ｶﾒｲ ﾃﾂﾔ 富山県 ＣＬＵＢＭＳＲ 3:46:05
3136 2664 末光 正人 ｽｴﾐﾂ ﾏｻﾄ 茨城県 水戸石川走友会 3:46:05
3137 3658 秋谷 進 ｱｷﾔ ｽｽﾑ 千葉県 日立台ランナズ 3:46:06
3138 3391 上澤 徹二 ｶﾐｻﾜ ﾃﾂｼﾞ 神奈川県 パリマラ 3:46:06
3139 2772 横須賀 学 ﾖｺｽｶ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 3:46:07
3140 3184 高野 実 ﾀｶﾉ ﾐﾉﾙ 千葉県 3:46:07
3141 1145 鶴 一磨 ﾂﾙ ｶｽﾞﾏ 神奈川県 多摩川サブ３ 3:46:09
3142 7006 蓮田 将己 ﾊｽﾀ ﾏｻﾐ 茨城県 株式会社旭物産 3:46:10
3143 3596 西川 渉 ﾆｼｶﾜ ﾜﾀﾙ 東京都 3:46:10
3144 2994 池田 正一 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 東京都 3:46:10
3145 2988 松山 義秀 ﾏﾂﾔﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 茨城県 ランジョグ 3:46:11
3146 9407 末原 哲平 ｽｴﾊﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 黄門ＲＣ 3:46:11
3147 1819 関 将宗 ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 3:46:12
3148 5074 佐々木 裕二 ｻｻｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 黄門ＲＣ 3:46:12
3149 5113 菅野 佑也 ｽｶﾞﾉ ﾕｳﾔ 埼玉県 3:46:13
3150 3577 唐司 寿一 ﾄｳﾉｽ ｼﾞｭｲﾁ 東京都 3:46:14
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3151 3627 嶋崎 拓海 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ 千葉県 3:46:15
3152 3970 蓮尾 聡 ﾊｽｵ ｻﾄｼ 東京都 3:46:15
3153 9373 辻元 淳志 ﾂｼﾞﾓﾄ ｱﾂｼ 埼玉県 3:46:16
3154 3692 栗原 祥晃 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼｱｷ 茨城県 鉦鼓会水戸２４ 3:46:16
3155 4438 浅井 康浩 ｱｻｲ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 3:46:18
3156 4373 高見 隆行 ﾀｶﾐ ﾀｶﾕｷ 千葉県 3:46:19
3157 4545 村上 勝則 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾉﾘ 東京都 ゼロベースＲＣ 3:46:20
3158 4527 萩原 直樹 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 千葉県 3:46:20
3159 6313 平井 孝育 ﾋﾗｲ ﾀｶﾔｽ 東京都 3:46:21
3160 3532 糸井 光雄 ｲﾄｲ ﾐﾂｵ 埼玉県 ベアリスランニ 3:46:22
3161 2353 門脇 隆志 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀｶｼ 茨城県 はれＲＵＮ 3:46:23
3162 451 牧原 大信 ﾏｷﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾝ 茨城県 3:46:23
3163 6302 片柳 裕志 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 3:46:25
3164 4934 菅野 孝則 ｶﾝﾉ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 3:46:26
3165 928 豊嶋 恭平 ﾄﾖｼﾏ ｷｮｳﾍｲ 東京都 ホノマラ 3:46:26
3166 2956 堀 伸行 ﾎﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ 岐阜県 3:46:29
3167 2301 菊地 大介 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 チームＣＢ 3:46:29
3168 4262 阿部 正寛 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 3:46:32
3169 4010 小倉 良文 ｵｸﾞﾗ ﾖｼﾌﾐ 千葉県 ＴＡＲＣ東京 3:46:32
3170 7894 大鹿 亮 ｵｵｼｶ ﾘｮｳ 東京都 3:46:34
3171 9246 友野 宏一 ﾄﾓﾉ ｺｳｲﾁ 栃木県 3:46:36
3172 6232 小堀 明夫 ｺﾎﾞﾘ ｱｷｵ 東京都 3:46:36
3173 3229 田村 彰啓 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 東京都 3:46:37
3174 3992 石川 哲也 ｲｼｶﾜ ﾃﾂﾔ 茨城県 マッハ堀 3:46:38
3175 7860 川村 貴史 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 3:46:38
3176 4023 新井 大夏 ｱﾗｲ ﾀｲｶﾞ 茨城県 水戸ＳＣ 3:46:41
3177 2704 佐山 諒 ｻﾔﾏ ﾘｮｳ 神奈川県 ＨＭＣ 3:46:43
3178 8767 兒玉 和実 ｺﾀﾞﾏ ｶｽﾞﾐ 栃木県 3:46:45
3179 4244 川俣 鉄之介 ｶﾜﾏﾀ ﾃﾂﾉｽｹ 東京都 3:46:46
3180 4128 武田 豊三 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾖﾐ 宮城県 トライ東北 3:46:50
3181 954 會澤 臣 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝ 東京都 3:46:50
3182 2472 朝野 創 ｱｻﾉ ﾀｸﾐ 東京都 匠 3:46:50
3183 2428 明和 優介 ﾒｲﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 3:46:51
3184 3834 天野 高良 ｱﾏﾉ ﾀｶﾖｼ 茨城県 3:46:52
3185 8866 中村 祐輔 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｽｹ 埼玉県 エスシーアール 3:46:52
3186 3506 石崎 淳也 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 3:46:52
3187 2924 市村 和巳 ｲﾁﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 栃木県 千成ゴルフ 3:46:53
3188 301 山内 健一 ﾔﾏｳﾁ ｹﾝｲﾁ 山梨県 南アルプス陸協 3:46:56
3189 5072 原田 昭仁 ﾊﾗﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 3:46:58
3190 9182 谷 夏樹 ﾀﾆ ﾅﾂｷ 栃木県 3:46:59
3191 976 関 洋介 ｾｷ ﾖｳｽｹ 神奈川県 3:47:00
3192 2252 軍司 章 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾗ 茨城県 3:47:01
3193 3450 伊藤 和也 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 愛知県 幡ヶ谷再生大学 3:47:02
3194 4806 高橋 幸一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 千葉県 ＳＫＹ．Ｔ 3:47:03
3195 5246 伊藤 聡長 ｲﾄｳ ｱｷﾅｶﾞ 千葉県 3:47:03
3196 3604 鴇澤 省一 ﾄｷｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 千葉県 ポポロＡＣ 3:47:04
3197 6045 小池 慶 ｺｲｹ ｹｲ 神奈川県 乱舞 3:47:05
3198 3651 増山 康昭 ﾏｽﾔﾏ ﾔｽｱｷ 千葉県 3:47:06
3199 5049 榎本 晃一郎 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｲﾁﾛｳ 千葉県 柏の葉ＲＣ 3:47:06
3200 2621 和久井 章人 ﾜｸｲ ｱｷﾋﾄ 茨城県 Ｏ２ＴＲＣ 3:47:07
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3201 5779 大村 洋介 ｵｵﾑﾗ ﾖｳｽｹ 千葉県 3:47:08
3202 5127 中田 和郎 ﾅｶﾀ ｶｽﾞｵ 群馬県 夜明け前陸上部 3:47:08
3203 5198 西村 謙三 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｿﾞｳ 東京都 3:47:11
3204 3112 今井 健 ｲﾏｲ ﾀｹｼ 東京都 3:47:12
3205 4710 池沢 忠雄 ｲｹｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｵ 千葉県 北海道糖業 3:47:12
3206 8124 河野 雅広 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 3:47:13
3207 4905 北野 勝也 ｷﾀﾉ ｶﾂﾔ 埼玉県 3:47:14
3208 4878 前田 敏 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 群馬県 3:47:16
3209 445 小林 遼志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 トリッパーズ 3:47:17
3210 716 境 雅高 ｻｶｲ ﾏｻﾀｶ 茨城県 古河走友会 3:47:18
3211 2992 中邨 亨 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 茨城県 3:47:19
3212 4861 鈴木 寿雄 ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ 千葉県 チームＫＯＨＯ 3:47:19
3213 4135 吉原 正史 ﾖｼﾊﾗ ﾏｻｼ 茨城県 被害者支援 3:47:19
3214 2288 橘 訓 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｻﾄﾙ 東京都 3:47:19
3215 3388 伊藤 薫一 ｲﾄｳ ｼｹﾞｶｽﾞ 東京都 3:47:20
3216 1018 齊藤 直人 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 東京都 3:47:20
3217 2993 中村 明裕 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 東京都 ＴＡＲＣ 3:47:21
3218 8446 森中 陽平 ﾓﾘﾅｶ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 3:47:21
3219 2954 村田 升 ﾑﾗﾀ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 海岸ソーダクラ 3:47:23
3220 5255 小柳 芳雄 ｺﾔﾅｷﾞ ﾖｼｵ 神奈川県 パナソニック 3:47:24
3221 1667 塩見 修平 ｼｵﾐ ｼｭｳﾍｲ 東京都 3:47:25
3222 3911 高橋 弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:47:25
3223 3740 高野 耕一 ﾀｶﾉ ｺｳｲﾁ 神奈川県 ラミリート 3:47:28
3224 1604 武田 隼人 ﾀｹﾀﾞ ﾊﾔﾄ 東京都 まらそんぬ 3:47:30
3225 8995 菊地 聡之 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 栃木県 3:47:32
3226 4949 野崎 勇司 ﾉｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 3:47:33
3227 5019 山上 哲也 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾃﾂﾔ 千葉県 ウィングＡＣ 3:47:33
3228 1859 吉岡 稔洋 ﾖｼｵｶ ﾄｼﾋﾛ 千葉県 3:47:34
3229 9129 小越 正道 ｵｺｼ ﾏｻﾐﾁ 新潟県 越後さんとう 3:47:35
3230 1434 澁谷 義孝 ｼﾌﾞﾔ ﾖｼﾀｶ 茨城県 ＪＸ金属（株） 3:47:36
3231 394 矢野間 悟 ﾔﾉﾏ ｻﾄﾙ 群馬県 妙義男塾 3:47:36
3232 4312 吉崎 聡人 ﾖｼｻﾞｷ ｱｷﾄ 茨城県 水際 3:47:36
3233 4256 中井 浩 ﾅｶｲ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:47:36
3234 3152 佐藤 寿晴 ｻﾄｳ ﾄｼﾊﾙ 青森県 3:47:37
3235 5120 榎本 祐樹 ｴﾉﾓﾄ ﾕｳｷ 東京都 3:47:37
3236 2204 今井 徳郎 ｲﾏｲ ﾉﾘｵ 東京都 3:47:38
3237 5305 木村 高徳 ｷﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 3:47:39
3238 8196 北川 浩之 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 ＫＡＮＮ 3:47:39
3239 4460 宗像 伸彦 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県 3:47:39
3240 3929 七木田 光太郎 ﾅﾅｷﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県 ランナーズ 3:47:39
3241 2185 中村 英樹 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ 東京都 3:47:41
3242 4590 立花 亮 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｮｳ 千葉県 3:47:41
3243 3725 古川 知宏 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 ソーダニッカ 3:47:43
3244 4821 樋口 茂 ﾋｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 入間市 3:47:43
3245 6542 市川 元 ｲﾁｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 東京都 3:47:43
3246 4440 飯村 正吾 ｲｲﾑﾗ ﾏｻﾐﾁ 栃木県 ストライドラボ 3:47:43
3247 6179 脇坂 雅志 ﾜｷｻｶ ﾏｻｼ 神奈川県 たまりーば 3:47:47
3248 9489 鈴木 修宏 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福島県 楽楽走友会 3:47:49
3249 4927 有馬 孝幸 ｱﾘﾏ ﾀｶﾕｷ 岡山県 ランジョグ中国 3:47:51
3250 5344 松井 量 ﾏﾂｲ ﾊｶﾙ 茨城県 太田走友会 3:47:51
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3251 3691 後藤 雄史 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 栃木県 北道路組 3:47:52
3252 2116 貝塚 健 ｶｲﾂﾞｶ ﾀｹｼ 埼玉県 3:47:54
3253 4146 川島 志野武 ｶﾜｼﾏ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 3:47:55
3254 4130 尾崎 忠男 ｵｻﾞｷ ﾀﾀﾞｵ 東京都 3:47:56
3255 3759 宮本 昭栄 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｴｲ 東京都 3:47:56
3256 4931 並木 昌幸 ﾅﾐｷ ﾏｻﾕｷ 千葉県 3:47:56
3257 3084 中村 直哉 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾔ 東京都 3:47:57
3258 4318 菅谷 一行 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 3:47:57
3259 3563 宮崎 国久 ﾐﾔｻﾞｷ ｸﾆﾋｻ 埼玉県 チームＮ 3:47:59
3260 9529 三瓶 和彦 ｻﾝﾍﾟｲ ｶｽﾞﾋｺ 福島県 安積９６ 3:48:05
3261 4892 高橋 二三也 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾔ 茨城県 水戸石川走友会 3:48:05
3262 3342 郷田 光希 ｺﾞｳﾀﾞ ﾐﾂｷ 東京都 3:48:08
3263 3437 塩倉 雄平 ｼｵｸﾗ ﾕｳﾍｲ 千葉県 3:48:09
3264 8594 山口 達哉 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 埼玉県 3:48:10
3265 4198 緒方 康裕 ｵｶﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京都 3:48:11
3266 5128 大角 博章 ｵｵｽﾐ ﾋﾛｱｷ 東京都 親子がえる 3:48:11
3267 3685 高柳 一寿 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾄｼ 静岡県 スマイリー 3:48:12
3268 4703 田中 賢太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 3:48:13
3269 3171 藤原 大介 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 Ｗｉｐｒｏ 3:48:17
3270 4451 伊藤 達也 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 茨城県 Ｋｓ 3:48:18
3271 7149 宇野 龍也 ｳﾉ ﾀﾂﾔ 茨城県 3:48:20
3272 2818 舛永 哲也 ﾏｽﾅｶﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 3:48:21
3273 2901 川上 祐太 ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾀ 東京都 3:48:24
3274 4066 佐藤 洋輔 ｻﾄｳ ﾖｳｽｹ 茨城県 東海村役場 3:48:25
3275 1167 尾崎 大吾 ｵｻﾞｷ ﾀﾞｲｺﾞ 埼玉県 ＳＣＲ 3:48:26
3276 2968 新居 志宇 ｱﾗｲ ｼｭｳ 神奈川県 Ｃ－ｓｈｉｎｅ 3:48:28
3277 4450 高橋 努 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 新潟県 3:48:29
3278 2227 荒木 修 ｱﾗｷ ｵｻﾑ 埼玉県 狭山走友会 3:48:29
3279 6728 後藤 明成 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾅﾘ 茨城県 メリーポピンズ 3:48:29
3280 4020 宮本 直樹 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 3:48:29
3281 4039 花見 章 ﾊﾅﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 3:48:31
3282 3707 福嶋 進太郎 ﾌｸｼﾏ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 3:48:35
3283 5429 片寄 文保 ｶﾀﾖｾ ﾌﾐﾔｽ 茨城県 3:48:38
3284 3848 関 真利 ｾｷ ﾏｻﾄｼ 福島県 3:48:38
3285 4808 柳田 厚志 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾂｼ 神奈川県 3:48:39
3286 3386 塩田 敏夫 ｼｵﾀﾞ ﾄｼｵ 埼玉県 フタバ 3:48:43
3287 9620 小野 晃宏 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 東京都 ＡＤＲ 3:48:44
3288 4430 谷 隆徳 ﾀﾆ ﾀｶﾉﾘ 東京都 3:48:46
3289 3533 山田 智一 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｶﾂﾞ 茨城県 3:48:46
3290 3783 床枝 悟 ﾄｺｴﾀﾞ ｻﾄﾙ 埼玉県 3:48:48
3291 4169 野地 雅禎 ﾉｼﾞ ﾏｻﾖｼ 東京都 ＫＪＣ 3:48:48
3292 3497 影山 晃 ｶｹﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 茨城県 3:48:49
3293 4461 岩崎 邦博 ｲﾜｻｷ ｸﾆﾋﾛ 栃木県 走人 3:48:49
3294 4431 古関 美弘 ｺｾｷ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 トウキツネ 3:48:50
3295 2312 齋藤 憲一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 青森県 絶倫魂 3:48:52
3296 4833 田中 謙治 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 ＯＴＲＣ 3:48:54
3297 2034 仁平 聡 ﾆﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 茨城県 3:48:55
3298 4113 井出 信正 ｲﾃﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 東京都 3:48:56
3299 9154 廣川 智司 ﾋﾛｶﾜ ｻﾄｼ 福島県 ゲレンデ逆走 3:48:57
3300 1448 羽賀 秀幸 ﾊｶﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 3:48:57
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3301 3544 清水 一 ｼﾐｽﾞ ﾊｼﾞﾒ 東京都 ダルミウイング 3:48:58
3302 6443 小林 寛也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾔ 群馬県 3:49:01
3303 3827 大田垣 洋 ｵｵﾀｶﾞｷ ﾖｳ 東京都 3:49:03
3304 6506 田所 光彦 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾐﾂﾋｺ 東京都 もくもくＴＲＣ 3:49:03
3305 1513 金井 啓充 ｶﾅｲ ﾋﾛﾐﾂ 埼玉県 埼玉県庁 3:49:05
3306 4409 沖森 公輔 ｵｷﾓﾘ ｺｳｽｹ 東京都 キユーピー 3:49:05
3307 4659 佐々木 満春 ｻｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 茨城県 3:49:07
3308 4689 磯畑 順一 ｲｿﾊﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 ＮＣＣ石岡 3:49:07
3309 5132 林 秀憲 ﾊﾔｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 神奈川県 3:49:07
3310 4284 間中 伸也 ﾏﾅｶ ｼﾝﾔ 埼玉県 3:49:08
3311 7009 岡村 大輔 ｵｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 3:49:08
3312 9102 川崎 和磨 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾏ 茨城県 3:49:09
3313 4989 太田 雄介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 千葉県 ＭＴＲＣ 3:49:10
3314 4321 小見 洋史 ｵﾐ ﾋﾛﾌﾐ 千葉県 ＮＫＣ 3:49:11
3315 5062 金子 博之 ｶﾈｺ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 新横浜 3:49:12
3316 3271 山城 崇 ﾔﾏｼﾛ ﾀｶｼ 千葉県 3:49:13
3317 6172 今泉 直 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅｵｼ 埼玉県 3:49:14
3318 3370 榎本 文彦 ｴﾉﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 東京都 3:49:14
3319 7056 箱井 昭夫 ﾊｺｲ ｱｷｵ 東京都 江戸一ＲＣ 3:49:15
3320 2533 松井 輝雄 ﾏﾂｲ ﾃﾙｵ 東京都 まるお製作所 3:49:16
3321 9078 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 福島県 ふくしまＴＲＣ 3:49:18
3322 8557 安藤 功 ｱﾝﾄﾞｳ ｲｻｵ 神奈川県 ＣＯＮＣＥＮＴ 3:49:18
3323 4195 石山 史郎 ｲｼﾔﾏ ｼﾛｳ 東京都 3:49:19
3324 2388 吉田 英亮 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 秋田県 3:49:20
3325 7720 横内 勝 ﾖｺｳﾁ ﾏｻﾙ 茨城県 いくり苑 3:49:20
3326 2829 吉田 昇 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 栃木県 泉が丘ＲＣ 3:49:21
3327 3415 戸松 清秀 ﾄﾏﾂ ｷﾖﾋﾃﾞ 東京都 きらぼし銀行 3:49:24
3328 7858 榎本 崇生 ｴﾉﾓﾄ ﾀｶｵ 東京都 3:49:24
3329 4895 小林 智 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 東京都 サラダバーズ 3:49:26
3330 4589 瀬沼 誠 ｾﾇﾏ ﾏｺﾄ 東京都 ダッシュ猫 3:49:26
3331 2232 山下 雄史 ﾔﾏｼﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都 3:49:27
3332 8463 榊原 裕明 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 3:49:28
3333 8354 石井 康弘 ｲｼｲ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 3:49:30
3334 4371 野元 一宏 ﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県 3:49:32
3335 2659 小林 歩 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 神奈川県 3:49:33
3336 9628 堀 宏和 ﾎﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 山形県 南陽市役所 3:49:34
3337 8221 江口 悠太 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 茨城県 3:49:37
3338 1974 千葉 俊郎 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾛｳ 千葉県 ポポロ 3:49:37
3339 4613 和久 佳孝 ﾜｸ ﾖｼﾀｶ 東京都 三鷹三小親父会 3:49:37
3340 3985 小田倉 慧 ｵﾀﾞｸﾗ ｹｲ 茨城県 3:49:38
3341 1647 阿部 亘 ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ 福島県 ゲレンデ逆走！ 3:49:39
3342 3481 松木 健司 ﾏﾂｷ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 バンバンクラブ 3:49:39
3343 4172 飯塚 洋一 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 3:49:40
3344 2169 和泉 俊介 ｲｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 3:49:42
3345 3881 野本 陽一 ﾉﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 千葉県 3:49:42
3346 4663 沼尻 壮 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾀｹｼ 東京都 3:49:44
3347 4397 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ 東京都 博慈会 3:49:46
3348 4069 甲斐田 秀幸 ｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 横浜金沢走友会 3:49:46
3349 4554 法雨 務 ﾐﾉﾘ ﾂﾄﾑ 茨城県 牛久走友会 3:49:47
3350 9040 南 勇希 ﾐﾅﾐ ﾕｳｷ 東京都 3:49:48
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3351 4142 町田 匡 ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳ 東京都 3:49:48
3352 4001 森田 孝 ﾓﾘﾀ ﾀｶｼ 栃木県 本田技研工業 3:49:49
3353 4584 宮本 功樹 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 茨城県 水戸財務事務所 3:49:50
3354 3180 渡辺 哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂ 千葉県 3:49:54
3355 2546 及川 誠 ｵｲｶﾜ ﾏｺﾄ 神奈川県 3:49:58
3356 2073 分須 清 ﾜｹｽ ｷﾖｼ 埼玉県 チームほのぼの 3:49:59
3357 5370 村田 佑輔 ﾑﾗﾀ ﾕｳｽｹ 神奈川県 3:49:59
3358 4356 芹澤 幸彦 ｾﾘｻﾞﾜ ｻﾁﾋｺ 神奈川県 スリーウイング 3:49:59
3359 3541 豊嶋 健司 ﾄﾖｼﾏ ｹﾝｼﾞ 千葉県 3:50:00
3360 3258 津留 孝洋 ﾂﾙ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 サッチャンズ 3:50:03
3361 4305 髙﨑 裕之 ﾀｶｻｷ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 神栖二中 3:50:05
3362 5735 樋口 基明 ﾋｸﾞﾁ ﾓﾄｱｷ 茨城県 3:50:06
3363 2219 新免 英樹 ｼﾝﾒﾝ ﾋﾃﾞｷ 東京都 ◎侍ジャパン◎ 3:50:09
3364 6057 田中 和也 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川県 3:50:09
3365 2850 石川 和良 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 東京速度男子 3:50:10
3366 3312 成田 勝泰 ﾅﾘﾀ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 ＩＧ茨城 3:50:11
3367 3188 中島 浩二 ﾅｶｼﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 チームＮ２ 3:50:13
3368 3469 矢吹 修一 ﾔﾌﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 3:50:14
3369 4835 藤咲 卓也 ﾌｼﾞｻｸ ﾀｸﾔ 茨城県 リラひたち 3:50:16
3370 3160 黒川 信一 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｲﾁ 千葉県 3:50:17
3371 3551 齋藤 大 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ 千葉県 フラワーズ 3:50:18
3372 2167 坂本 公則 ｻｶﾓﾄ ｷﾐﾉﾘ 埼玉県 3:50:19
3373 6246 大矢 勇 ｵｵﾔ ｲｻﾑ 東京都 ルネサス 3:50:20
3374 4569 金堂 和典 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 サンラン 3:50:21
3375 4073 矢野 将司 ﾔﾉ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 3:50:24
3376 8216 細谷 智広 ﾎｿﾔ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 岩井会 3:50:30
3377 8436 八代 寛章 ﾔｼﾛ ﾋﾛｱｷ 東京都 3:50:33
3378 4856 西山 浩 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 福島県 いわき市医療 3:50:34
3379 5155 大久保 健治 ｵｵｸﾎﾞ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:50:36
3380 3038 小沼 龍彦 ｵﾇﾏ ﾀﾂﾋｺ 茨城県 谷口会茨城支部 3:50:38
3381 3997 高橋 敏治 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾊﾙ 東京都 オートバックス 3:50:40
3382 3794 椎野 泰成 ｼｲﾉ ﾔｽﾅﾘ 神奈川県 3:50:41
3383 1397 赤塚 新司 ｱｶﾂｶ ｼﾝｼﾞ 東京都 ＤＰＴ 3:50:42
3384 3310 石崎 清顕 ｲｼｻﾞｷ ｷﾖｱｷ 茨城県 3:50:42
3385 4242 上脇 正 ｶﾐﾜｷ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 3:50:43
3386 2849 秋元 純 ｱｷﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 初音フェニクス 3:50:44
3387 4354 成井 紀英 ﾅﾙｲ ﾉﾘﾋﾃﾞ 茨城県 3:50:44
3388 4605 夏目 穣 ﾅﾂﾒ ﾕﾀｶ 東京都 3:50:46
3389 4086 前田 理司 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼﾞ 神奈川県 3:50:47
3390 3838 武田 一則 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 横浜都筑ＡＣ 3:50:48
3391 2885 江本 秀行 ｴﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 富士電機ＡＣ 3:50:48
3392 4410 塙 賢祐 ﾊﾅﾜ ｹﾝｽｹ 茨城県 3:50:50
3393 5144 田村 宏幸 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 長野県 3:50:51
3394 2633 日景 翔太 ﾋｶｹﾞ ｼｮｳﾀ 茨城県 3:50:54
3395 4732 藤井 研吉 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｷﾁ 東京都 3:50:54
3396 2415 小國 健太 ｵｸﾞﾆ ｹﾝﾀ 埼玉県 郵便局 3:50:54
3397 6285 宮本 岩男 ﾐﾔﾓﾄ ｲﾜｵ 茨城県 3:50:56
3398 6332 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 ＹＰ 3:50:57
3399 5972 白川 威 ｼﾗｶﾜ ﾀｹｼ 千葉県 3:50:57
3400 8143 久保田 将弘 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 群馬県 3:50:58

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 69 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

3401 2969 高野 圭市 ﾀｶﾉ ｹｲｲﾁ 茨城県 ＮＣＣ石岡 3:50:59
3402 3056 竹田 浅昭 ﾀｹﾀﾞ ｱｻｱｷ 福島県 放送大学陸上部 3:51:00
3403 9385 道祖土 典郎 ｻｲﾄﾞ ﾉﾘｵ 埼玉県 3:51:01
3404 4421 片岡 俊介 ｶﾀｵｶ ｼｭﾝｽｹ 東京都 3:51:02
3405 5167 高宮 圭 ﾀｶﾐﾔ ｹｲ 茨城県 3:51:04
3406 3836 眞行寺 祐輝 ｼﾝｷﾞｮｳｼﾞ ﾕｳｷ 埼玉県 3:51:05
3407 5985 熊谷 守保 ｸﾏｶﾞｲ ﾓﾘﾔｽ 東京都 3:51:05
3408 4270 三村 光一 ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁ 茨城県 桜川陽だまり館 3:51:06
3409 3557 高村 俊介 ﾀｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 埼玉県 べるっぽくらぶ 3:51:07
3410 6068 紫村 孝嗣 ｼﾑﾗ ﾀｶﾂｸﾞ 千葉県 ウルプロ 3:51:10
3411 4740 吉川 富士夫 ﾖｼｶﾜ ﾌｼﾞｵ 神奈川県 3:51:11
3412 8529 三宅 寛太 ﾐﾔｹ ｶﾝﾀ 茨城県 3:51:14
3413 1851 水間 信彦 ﾐｽﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ 栃木県 3:51:15
3414 5212 大森 裕文 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾌﾞﾐ 茨城県 ＨｉＩＣＳ 3:51:16
3415 5793 西條 昌利 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻﾄｼ 茨城県 東電茨城 3:51:18
3416 4076 稲橋 邦彦 ｲﾅﾊｼ ｸﾆﾋｺ 埼玉県 3:51:18
3417 6136 福井 健 ﾌｸｲ ﾀｹｼ 茨城県 ＩＴＲＣ 3:51:20
3418 3040 石田 孝之 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 新潟県 南魚沼市陸協 3:51:20
3419 8201 網田 淳一 ｱﾐﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 竜太練 3:51:21
3420 2991 新井 清美 ｱﾗｲ ｷﾖﾐ 群馬県 高トラ 3:51:22
3421 3228 渡邉 哲男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ 茨城県 水戸特スマイル 3:51:23
3422 8985 竹本 寛喜 ﾀｹﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ 神奈川県 3:51:25
3423 4036 藤原 謙二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:51:25
3424 3067 森 正治 ﾓﾘ ﾏｻﾊﾙ 茨城県 3:51:25
3425 4299 佐久間 啓 ｻｸﾏ ｹｲ 新潟県 チーム日本海 3:51:25
3426 3346 國分 裕 ｺｸﾌﾞ ﾕﾀｶ 東京都 3:51:26
3427 5956 家田 佳樹 ｲｴﾀﾞ ﾖｼｷ 埼玉県 チームセブン 3:51:26
3428 3683 宮入 崇 ﾐﾔｲﾘ ﾀｶｼ 東京都 仙台三高クラブ 3:51:26
3429 5314 唐木 惇生 ｶﾗｷ ｱﾂｵ 茨城県 3:51:27
3430 5583 高尾 悠 ﾀｶｵ ﾕｳ 東京都 3:51:28
3431 2146 大鐘 淳平 ｵｵｶﾞﾈ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 埼玉県 3:51:28
3432 4790 志賀 雄一 ｼｶﾞ ﾕｳｲﾁ 茨城県 3:51:29
3433 3280 片柳 剛史 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾂﾖｼ 栃木県 ＤＫくらぶ 3:51:30
3434 2592 土肥 靖弘 ﾄﾞﾋ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 ＭＭナイトラン 3:51:30
3435 5676 江本 圭司 ｴﾓﾄ ｹｲｼﾞ 埼玉県 3:51:30
3436 4314 鴨田 純一 ｶﾓﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 鴨田塾直進行軍 3:51:32
3437 3019 河野 光由 ｺｳﾉ ﾐﾂﾖｼ 茨城県 3:51:32
3438 4709 高柿 真一 ﾀｶｶﾞｷ ｼﾝｲﾁ 茨城県 太田走友会 3:51:33
3439 9425 皆川 真輝 ﾐﾅｶﾜ ﾏｻｷ 兵庫県 神戸の叔父さん 3:51:33
3440 8479 北舘 亮 ｷﾀﾀﾞﾃ ﾘｮｳ 福島県 三島町役場 3:51:33
3441 3942 佐藤 浩二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 東京都 3:51:34
3442 4313 大久保 輝行 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾙﾕｷ 神奈川県 3:51:36
3443 5767 芦澤 克仁 ｱｼｻﾞﾜ ｶﾂﾋﾄ 神奈川県 3:51:36
3444 4735 小泉 勝輝 ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂﾃﾙ 茨城県 笠松走友会 3:51:44
3445 4705 幸村 秀人 ｺｳﾑﾗ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県 3:51:44
3446 3534 河野 和己 ｶﾜﾉ ｶﾂﾐ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 3:51:44
3447 4795 岡垣 浩志 ｵｶｶﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 3:51:46
3448 9388 若林 健太 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 茨城県 3:51:46
3449 2610 則兼 堅佑 ﾉﾘｶﾈ ｹﾝｽｹ 茨城県 3:51:47
3450 8615 飯岡 拓洋 ｲｲｵｶ ﾀｸﾐ 茨城県 3:51:48
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3451 5320 道鎮 明晴 ﾄﾞｳﾁﾝ ｱｷﾊﾙ 北海道 3:51:48
3452 7766 岡野 修久 ｵｶﾉ ﾉﾌﾞﾋｻ 茨城県 茨城大学 3:51:48
3453 3648 北島 宏朗 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 3:51:50
3454 3360 吉永 裕之 ﾖｼﾅｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 3:51:51
3455 3758 奥村 昌泰 ｵｸﾑﾗ ﾏｻﾔｽ 千葉県 3:51:51
3456 2356 山口 晋介 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｽｹ 千葉県 3:51:54
3457 5882 菊池 康夫 ｷｸﾁ ﾔｽｵ 岩手県 3:51:55
3458 3520 平井 興宣 ﾋﾗｲ ｵｷﾉﾌﾞ 東京都 3:51:56
3459 3897 藤野 学 ﾌｼﾞﾉ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 3:51:59
3460 2798 星野 憲治 ﾎｼﾉ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 3:52:01
3461 4919 山内 充 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾂﾙ 東京都 3:52:03
3462 8125 下山 光一 ｼﾓﾔﾏ ｺｳｲﾁ 群馬県 3:52:03
3463 4502 高本 嗣久 ﾀｶﾓﾄ ﾂｸﾞﾋｻ 京都府 ぴっぴくらぶ 3:52:06
3464 9251 橋爪 幹幸 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾐｷﾖｼ 神奈川県 アスリートＢＧ 3:52:06
3465 5861 冨永 涼太郎 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 千葉県 ライザップ 3:52:08
3466 5559 横山 俊一 ﾖｺﾔﾏ ｼｭﾝｲﾁ 千葉県 3:52:10
3467 6009 笠井 浩太 ｶｻｲ ｺｳﾀ 東京都 3:52:12
3468 578 荒井 伸佳 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 神奈川県 横浜都筑ＡＣ 3:52:12
3469 4070 千原 晃 ﾁﾊﾗ ｱｷﾗ 兵庫県 3:52:12
3470 2327 加藤 和宏 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 栃木県 エンジョイ 3:52:15
3471 5696 横田 晶弘 ﾖｺﾀ ｱｷﾋﾛ 愛知県 3:52:16
3472 6672 長井 正晃 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 群馬県 王山 3:52:17
3473 6793 森本 修 ﾓﾘﾓﾄ ｵｻﾑ 栃木県 3:52:18
3474 8498 大貫 拓実 ｵｵﾇｷ ﾀｸﾐ 茨城県 3:52:18
3475 4478 吉本 知裕 ﾖｼﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 埼玉県 3:52:19
3476 5180 寺山 卓 ﾃﾗﾔﾏ ﾀｶｼ 埼玉県 3:52:20
3477 4241 本城 正弘 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 3:52:22
3478 3218 松浦 正樹 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ 茨城県 つくばランラボ 3:52:22
3479 8102 阿部 洋介 ｱﾍﾞ ﾖｳｽｹ 東京都 3:52:25
3480 4827 中村 隆志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 ミツバ 3:52:26
3481 9585 相馬 光 ｿｳﾏ ﾋｶﾙ 宮城県 石巻専修大学 3:52:27
3482 2506 飯澤 雄三 ｲｲｻﾞﾜ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 3:52:29
3483 3697 和田 勝幸 ﾜﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 東京都 3:52:30
3484 4367 小島 淳一 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 3:52:32
3485 3487 紫芝 弘之 ｼｼﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 3:52:32
3486 6691 関谷 能史 ｾｷﾔ ﾀｶｼ 茨城県 双葉台クラブ 3:52:34
3487 3288 遠藤 一馬 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏ 埼玉県 不乱健酒多飲 3:52:34
3488 5572 芦田 敏文 ｱｼﾀﾞ ﾄｼﾌﾐ 千葉県 つくばラン 3:52:35
3489 3078 篠原 誠治 ｼﾉﾊﾗ ｾｲｼﾞ 茨城県 東和パーツ 3:52:36
3490 9074 小林 大地 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 山梨県 山梨県庁 3:52:36
3491 4631 尾形 勉 ｵｶﾞﾀ ﾂﾄﾑ 福島県 3:52:39
3492 1113 梅田 雅樹 ｳﾒﾀ ﾏｻｷ 茨城県 日立産機勝田 3:52:39
3493 3839 大和田 能 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 はみだしＲＵＮ 3:52:40
3494 3049 小林 真人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 東京都 3:52:40
3495 5766 武智 義寛 ﾀｹﾁ ﾖｼﾋﾛ 兵庫県 3:52:40
3496 3273 津山 雄司 ﾂﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 北海道 3:52:42
3497 4847 釼内 士門 ﾀﾁｳﾁ ｼﾓﾝ 埼玉県 3:52:42
3498 5854 神成 貴彦 ｶﾝﾅﾘ ﾀｶﾋｺ 群馬県 ＧＣＩ 3:52:43
3499 2938 小澤 謙 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川県 ＮＲＣ 3:52:44
3500 3111 佐藤 勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県 3:52:45
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3501 4792 塚原 博樹 ﾂｶﾊﾗ ﾋﾛｷ 神奈川県 3:52:48
3502 4085 吉野 俊幸 ﾖｼﾉ ﾄｼﾕｷ 東京都 旭化成東京ＲＣ 3:52:49
3503 3779 新町 和義 ｼﾝﾏﾁ ｶｽﾞﾖｼ 埼玉県 ＹＭＴランナー 3:52:49
3504 4386 大野 昌孝 ｵｵﾉ ﾏｻﾀｶ 東京都 シーメンス 3:52:53
3505 2852 青木 大輔 ｱｵｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:52:53
3506 4566 滋野井 淳 ｼｹﾞﾉｲ ｼﾞｭﾝ 北海道 内外Ｅ北海道 3:52:54
3507 5807 中島 敬 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶｼ 栃木県 3:52:54
3508 7787 中島 康平 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 茨城県 3:52:54
3509 3545 安川 卓弘 ﾔｽｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 東京都 3:52:57
3510 8462 浦橋 宣光 ｳﾗﾊｼ ﾉﾌﾞﾐﾂ 埼玉県 3:53:00
3511 4935 山口 卓朗 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｸﾛｳ 東京都 3:53:01
3512 5634 組橋 尚隆 ｸﾐﾊｼ ﾋｻﾀｶ 東京都 3:53:01
3513 4226 大竹 富治 ｵｵﾀｹ ﾄﾐﾊﾙ 千葉県 3:53:03
3514 8142 尾野 友宏 ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 インターバル部 3:53:05
3515 5563 関山 潔 ｾｷﾔﾏ ｷﾖｼ 群馬県 しつこい党 3:53:05
3516 4805 佐久間 恭兵 ｻｸﾏ ｷｮｳﾍｲ 茨城県 3:53:06
3517 9473 阿部 健一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3:53:07
3518 3922 米川 博 ﾖﾈｶﾜ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:53:08
3519 4266 粕谷 陽一 ｶｽﾔ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 ０７０６ 3:53:10
3520 8709 大川 貴久 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 3:53:10
3521 4813 阿部 拓広 ｱﾍﾞ ﾀｸﾋﾛ 福島県 3:53:10
3522 3285 菊池 隆彦 ｷｸﾁ ﾀｶﾋｺ 埼玉県 3:53:12
3523 4474 並木 拓也 ﾅﾐｷ ﾀｸﾔ 埼玉県 3:53:12
3524 2870 熊井 清晃 ｸﾏｲ ｷﾖｱｷ 栃木県 3:53:14
3525 4323 黒田 洋輔 ｸﾛﾀﾞ ﾖｳｽｹ 千葉県 トーカロ 3:53:16
3526 4986 増江 朗 ﾏｽｴ ｱｷﾗ 千葉県 3:53:16
3527 5662 高木 恵司 ﾀｶｷﾞ ｹｲｼﾞ 福島県 3:53:18
3528 8176 ラーナー ブレット ﾗｰﾅｰ ﾌﾞﾚｯﾄ 東京都 南蛮連合 3:53:18
3529 2447 朝永 将 ﾄﾓﾅｶﾞ ﾏｻﾙ 東京都 市ヶ谷パッショ 3:53:18
3530 3064 竹原 悟史 ﾀｹﾊﾗ ｻﾄｼ 東京都 三菱商事 3:53:19
3531 2519 飯田 健 ｲｲﾀﾞ ﾀｹｼ 静岡県 3:53:20
3532 5247 野口 歩 ﾉｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 東京都 株式会社あるく 3:53:20
3533 6274 角田 洋 ﾂﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 山形県 3:53:22
3534 8690 山崎 伸 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝ 福島県 3:53:22
3535 859 渡部 茂 ﾜﾀﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 3:53:22
3536 4485 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 神奈川県 多摩天文Ｇ 3:53:24
3537 2906 重松 史明 ｼｹﾞﾏﾂ ﾌﾐｱｷ 愛知県 アイシン 3:53:24
3538 5602 石井 延明 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 雑走魂 3:53:25
3539 3223 関口 憲人 ｾｷｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾄ 茨城県 茨城ボーイズ 3:53:27
3540 3621 安田 善輝 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 愛知県 別所沼スマイル 3:53:27
3541 3076 中野 洸也 ﾅｶﾉ ｺｳﾔ 東京都 3:53:27
3542 1756 鈴木 久雄 ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ 千葉県 3:53:27
3543 3389 椋本 進 ﾑｸﾓﾄ ｽｽﾑ 東京都 3:53:28
3544 6088 村岡 卓 ﾑﾗｵｶ ﾀｸ 東京都 3:53:29
3545 3479 粂野 裕司 ｸﾒﾉ ﾕｳｼﾞ 茨城県 3:53:29
3546 4363 板垣 和秀 ｲﾀｶﾞｷ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 茨城県 鉾田南小学校 3:53:30
3547 751 谷 義夫 ﾀﾆ ﾖｼｵ 茨城県 茨城マスターズ 3:53:30
3548 9088 有村 正隆 ｱﾘﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 茨城県 水戸石川走友会 3:53:30
3549 4272 生田 理 ｲｸﾀ ｵｻﾑ 東京都 3:53:33
3550 1091 瀧本 健二 ﾀｷﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 群馬県 3:53:33
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3551 4582 深澤 孝一 ﾌｶｻﾜ ｺｳｲﾁ 茨城県 常陸太田市役所 3:53:34
3552 8185 平山 広大 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県 茨城大学 3:53:35
3553 7967 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 3:53:36
3554 4131 杉山 英利 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 日立ハイテク 3:53:37
3555 8713 小堀 貴大 ｺﾎﾞﾘ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 3:53:37
3556 4725 山﨑 裕幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 3:53:38
3557 6585 若林 勲 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 栃木県 ＴＰＭＩＵ 3:53:38
3558 4181 長井 陸利 ﾅｶﾞｲ ﾘｸﾄ 東京都 ＩＷ 3:53:38
3559 4925 木村 稔 ｷﾑﾗ ﾐﾉﾙ 東京都 Ｒｅｓｐｅｃｔ 3:53:39
3560 5006 黒澤 良 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳ 茨城県 3:53:39
3561 870 佐竹 央 ｻﾀｹ ﾋｻｼ 東京都 駒沢公園 3:53:39
3562 5242 安部 昌二 ｱﾍﾞ ｼｮｳｼﾞ 東京都 3:53:39
3563 3693 永田 賢二 ﾅｶﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 栃木県 東急建設 3:53:40
3564 5352 青天目 進午 ﾅﾊﾞﾀﾒ ｼﾝｺﾞ 福島県 3:53:40
3565 4785 田中 陽介 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 東京都 3:53:42
3566 3077 後藤 翔太郎 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨城県 3:53:43
3567 3665 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 ゼビオ 3:53:44
3568 4025 清水 滋 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 3:53:46
3569 5264 角谷 基 ｽﾐﾔ ﾓﾄｲ 東京都 3:53:47
3570 6403 田谷 和之 ﾀﾔ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 3:53:47
3571 3890 鹿志村 裕 ｶｼﾑﾗ ﾕﾀｶ 茨城県 3:53:48
3572 4239 小山 重明 ｺﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 茨城県 3:53:48
3573 3251 駒井 正人 ｺﾏｲ ﾏｻﾄ 静岡県 3:53:49
3574 5652 川本 剛 ｶﾜﾓﾄ ﾀｹｼ 栃木県 3:53:50
3575 3150 久保田 信行 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 ナイトラン 3:53:51
3576 5135 三島 亨 ﾐｼﾏ ﾄｵﾙ 東京都 サムライ陸上部 3:53:51
3577 3863 川島 貴之 ｶﾜｼﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉県 3:53:52
3578 2793 坂井 道彰 ｻｶｲ ﾐﾁｱｷ 群馬県 3:53:52
3579 5110 水元 秀俊 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 ＲＤＣ ＲＣ 3:53:53
3580 1286 齊藤 忠光 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾐﾂ 群馬県 上州アスリート 3:53:54
3581 3956 藤枝 宣史 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ 茨城県 トライプラス 3:53:55
3582 5421 木下 雄介 ｷﾉｼﾀ ﾕｳｽｹ 東京都 3:53:56
3583 2399 長嶺 寛之 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 セキスイハイム 3:53:56
3584 5259 青木 洋 ｱｵｷ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:53:56
3585 4380 鈴木 俊幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 茨城県 3:53:57
3586 4253 舟橋 真 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｺﾄ 愛知県 日販 3:53:59
3587 4480 太田 顕 ｵｵﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 泉レブルー 3:53:59
3588 3457 織田 恵身 ｵﾀﾞ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 ルネサンス水戸 3:54:02
3589 4565 中井 健一 ﾅｶｲ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:54:02
3590 1782 益子 良太 ﾏｼｺ ﾘｮｳﾀ 茨城県 くちびる団 3:54:03
3591 4601 吉田 岳 ﾖｼﾀﾞ ｶﾞｸ 東京都 全優石 3:54:03
3592 3208 鈴木 清訓 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾉﾘ 埼玉県 埼玉陸協 3:54:03
3593 6401 塚本 邦雄 ﾂｶﾓﾄ ｸﾆｵ 東京都 3:54:05
3594 6193 金井 信哉 ｶﾅｲ ｼﾝﾔ 栃木県 3:54:09
3595 3891 佐藤 英樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 多摩川クラブ 3:54:10
3596 3900 森 建一 ﾓﾘ ｹﾝｲﾁ 奈良県 ブルーミング 3:54:11
3597 7029 弘中 浩太 ﾋﾛﾅｶ ｺｳﾀ 茨城県 3:54:12
3598 3634 伊藤 寿行 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 3:54:15
3599 771 中村 則彦 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘﾋｺ 神奈川県 3:54:16
3600 5115 田村 哲也 ﾀﾑﾗ ﾃﾂﾔ 茨城県 ＩＤＣ 3:54:17

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 73 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

3601 6505 上野 哲男 ｳｴﾉ ﾃﾂｵ 栃木県 3:54:20
3602 2959 高橋 信之 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 駒沢公園ＪＣ 3:54:20
3603 4890 皆川 洋平 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 千葉県 商工会 3:54:21
3604 2973 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 神奈川県 ランフィールド 3:54:21
3605 3582 國澤 徹雄 ｸﾆｻﾜ ﾃﾂｵ 東京都 コーセイ（株） 3:54:22
3606 5730 若林 陽 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 神奈川県 3:54:23
3607 3807 高橋 潔 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｼ 茨城県 3:54:23
3608 3802 佐藤 宏 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県 ウイング 3:54:23
3609 2077 佐野 千尋 ｻﾉ ﾁﾋﾛ 東京都 イナーメ 3:54:27
3610 3324 宮下 聡史 ﾐﾔｼﾀ ﾄｼﾌﾞﾐ 栃木県 3:54:28
3611 8574 林 俊夫 ﾊﾔｼ ﾄｼｵ 千葉県 3:54:28
3612 6515 小飯塚 英夫 ｺｲｽﾞｶ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 3:54:28
3613 2781 佐藤 一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 東京都 3:54:31
3614 4531 田中 賢一 ﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 茨城県 3:54:31
3615 4748 太宰 雅彦 ﾀﾞｻﾞｲ ﾏｻﾋｺ 東京都 3:54:33
3616 3369 藤本 昌和 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 3:54:33
3617 4412 小林 一幸 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ 栃木県 おおぞらＳＣ 3:54:34
3618 1491 竹田 健太郎 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 ノーリーズン 3:54:36
3619 3308 高山 善裕 ﾀｶﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京都 3:54:37
3620 5324 木村 真人 ｷﾑﾗ ﾏﾋﾄ 埼玉県 3:54:38
3621 3214 泉 寛之 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 3:54:38
3622 3754 塩田 圭一 ｼｵﾀ ｹｲｲﾁ 東京都 ＪＳＯＬ 3:54:41
3623 3595 前川 正弘 ﾏｴｶﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京都 3:54:42
3624 8045 大曽根 伸光 ｵｵｿﾞﾈ ﾉﾌﾞﾐﾂ 茨城県 3:54:48
3625 4875 福嶋 貞夫 ﾌｸｼﾏ ｻﾀﾞｵ 栃木県 3:54:48
3626 4164 小林 遼祐 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 ソンナバナナ 3:54:49
3627 3988 大波多 充 ｵｵﾊﾀ ﾐﾂﾙ 千葉県 3:54:51
3628 3641 齋藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 静岡県 にこにこクラブ 3:54:52
3629 2557 杉村 久雄 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻｵ 静岡県 エスアスリーツ 3:54:52
3630 2588 柳下 達也 ﾔﾅｼﾀ ﾀﾂﾔ 宮城県 大東ＪＨＯＭＥ 3:54:52
3631 7268 森田 湧登 ﾓﾘﾀ ﾕｳﾄ 千葉県 なし 3:54:52
3632 9641 周郷 泰宏 ｽｺﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 東京都 ＤＰＴ 3:54:53
3633 5442 山嵜 大介 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 3:54:53
3634 3355 有留 誠一 ｱﾘﾄﾒ ｾｲｲﾁ 神奈川県 3:54:54
3635 9149 小溝 隆人 ｺﾐｿﾞ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 3:54:57
3636 2648 國分 陽一郎 ｺｸﾌﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ 千葉県 3:54:58
3637 3282 小田 英了 ｵﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 マッツ倶楽部 3:54:59
3638 4401 小林 義和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県 3:55:01
3639 4716 田口 範幸 ﾀｸﾞﾁ ﾉﾘﾕｷ 群馬県 明和クラブ 3:55:02
3640 4042 田川 桐彦 ﾀｶﾞﾜ ｷﾘﾋｺ 山梨県 フラテ 3:55:02
3641 4481 中山 悟 ﾅｶﾔﾏ ｻﾄﾙ 茨城県 3:55:05
3642 5051 山崎 貴宏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 3:55:05
3643 4884 松田 勝人 ﾏﾂﾀﾞ ｶﾂﾋﾄ 東京都 3:55:06
3644 5311 向 達也 ﾑｶｲ ﾀﾂﾔ 埼玉県 Ｒ＆Ｂ 3:55:06
3645 5828 岡田 洋紀 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 茨城県 ＨｉＲＥＰ 3:55:06
3646 5071 大鹿 高歳 ｵｵｼｶ ﾀｶﾄｼ 茨城県 三菱マテリアル 3:55:08
3647 5131 縄手 裕介 ﾅﾜﾃ ﾕｳｽｹ 東京都 3:55:09
3648 5228 滝山田 俊生 ﾀｷﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 神奈川県 3:55:09
3649 3009 横松 智司 ﾖｺﾏﾂ ｻﾄｼ 栃木県 3:55:09
3650 2068 井上 真澄 ｲﾉｳｴ ﾏｽﾐ 神奈川県 3:55:10
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3651 6434 菊池 正憲 ｷｸﾁ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 ＨＭＧ 3:55:10
3652 1706 落合 諒 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳ 東京都 ＮＴＴデータｉ 3:55:10
3653 5191 井上 純一 ｲﾉｳｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 3:55:11
3654 5100 桐山 淑行 ｷﾘﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 東京都 3:55:13
3655 2382 小峯 芳則 ｺﾐﾈ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 鴻巣楽く走る会 3:55:13
3656 5747 秋本 敏 ｱｷﾓﾄ ｻﾄｼ 栃木県 鹿沼市役所走遊 3:55:13
3657 3672 牟田口 元 ﾑﾀｸﾞﾁ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 3:55:14
3658 5913 堀江 智宏 ﾎﾘｴ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 いわきトライｔ 3:55:14
3659 3339 中里 邦彦 ﾅｶｻﾞﾄ ｸﾆﾋｺ 東京都 タチトラ 3:55:15
3660 9191 佐藤 直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 福島県 3:55:15
3661 5936 古川 貴浩 ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 北海道 3:55:16
3662 1059 小山田 正幸 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 福島県 ふくしまＴＲＣ 3:55:17
3663 4736 神永 道台 ｶﾐﾅｶﾞ ﾐﾁﾓﾄ 愛知県 フル走ろう会 3:55:17
3664 4592 上川 将章 ｶﾐｶﾜ ﾏｻｱｷ 茨城県 関電工 3:55:17
3665 5953 川端 智之 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄﾓﾕｷ 東京都 3:55:19
3666 7731 明石 剛 ｱｶｼ ﾀｹｼ 茨城県 3:55:19
3667 5528 氏田 暁 ｳｼﾞﾀ ｱｷﾗ 新潟県 今度こそサブ４ 3:55:20
3668 5414 川面 利勝 ｶﾜﾂﾗ ﾄｼｶﾂ 茨城県 3:55:20
3669 3909 松浦 宏信 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 茨城県 Ｎラン２４５ 3:55:21
3670 4424 高野 孝太郎 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 水戸信用金庫 3:55:22
3671 4647 鈴木 哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 茨城県 茨城県信用組合 3:55:22
3672 5043 阿部 健一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 ひかり整骨院 3:55:25
3673 4771 木村 忍 ｷﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 栃木県 3:55:25
3674 4852 小林 由明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾋﾛ 東京都 3:55:26
3675 6220 日高 英二 ﾋﾀﾞｶ ｴｲｼﾞ 神奈川県 3:55:26
3676 4349 石塚 浩基 ｲｼﾂﾞｶ ﾋﾛﾓﾄ 東京都 銚子風力開発 3:55:27
3677 5359 大見 一裕 ｵｵﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 つくば市 3:55:27
3678 6415 日下田 雅樹 ﾋｹﾞﾀ ﾏｻｷ 栃木県 日下田材木店 3:55:28
3679 1927 高野 幸郎 ﾀｶﾉ ﾕｷｵ 千葉県 ＭＯＲＡ✕２ 3:55:31
3680 5857 本多 達也 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾂﾔ 茨城県 桃駿桜の父 3:55:31
3681 3770 山本 晃裕 ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 茨城県 3:55:32
3682 5426 東 一佳 ｱｽﾞﾏ ｶｽﾞﾖｼ 茨城県 3:55:33
3683 4750 富田 努 ﾄﾐﾀ ﾂﾄﾑ 埼玉県 日清紡 3:55:33
3684 5796 戸谷 光久 ﾄﾔ ﾐﾂﾋｻ 埼玉県 3:55:33
3685 2780 白戸 学 ｼﾗﾄ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 エーザイ 3:55:35
3686 4546 山本 新治 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 3:55:36
3687 3887 角 賢治 ｽﾐ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:55:36
3688 5061 松永 英丈 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾃﾞﾄﾓ 東京都 水元村 3:55:37
3689 3560 渡辺 桂一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｲﾁ 茨城県 3:55:39
3690 2355 村田 元樹 ﾑﾗﾀ ﾓﾄｷ 茨城県 石岡ＴＲＣ 3:55:40
3691 4015 鬼木 和重 ｵﾆｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県 3:55:41
3692 3713 永吉 健太郎 ﾅｶﾞﾖｼ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 神奈川不惑 3:55:43
3693 4514 今井 伸行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 新潟県 3:55:44
3694 9566 角 洋志 ｽﾐ ﾋﾛｼ 東京都 ＯＷＲＣ 3:55:47
3695 9194 安田 裕紀 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 ＪＲ東日本 3:55:47
3696 4945 島津 大輔 ｼﾏﾂﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 ＫＭＣ 3:55:50
3697 3778 田中 逸人 ﾀﾅｶ ｲﾂﾋﾄ 東京都 街ラン 3:55:51
3698 3331 丹野 潤 ﾀﾝﾉ ｼﾞｭﾝ 宮城県 3:55:51
3699 3745 大滝 満雄 ｵｵﾀｷ ﾐﾂｵ 宮城県 たんぽぽＲＣ 3:55:52
3700 2474 戸矢崎 茂 ﾄﾔｻﾞｷ ｼｹﾞﾙ 東京都 3:55:52
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3701 3439 長谷川 佳亮 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 愛知県 幡ヶ谷再生大学 3:55:52
3702 5053 西保 聡 ﾆｼﾎ ｻﾄﾙ 栃木県 3:55:52
3703 3821 横山 照夫 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾙｵ 東京都 3:55:53
3704 5772 北村 真 ｷﾀﾑﾗ ﾏｺﾄ 群馬県 3:55:54
3705 4377 能勢 祥弘 ﾉｾ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 アズワン 3:56:00
3706 8300 佐藤 貴弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 福島県 川俣銀行本店 3:56:00
3707 3854 小川 雅透 ｵｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 茨城県 ベホマラー 3:56:00
3708 5257 堀口 政希 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻｷ 埼玉県 3:56:01
3709 4971 中村 謙二郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 東京都 3:56:01
3710 18 丸岡 克成 ﾏﾙｵｶ ｶﾂﾅﾘ 茨城県 Ｈ２Ｏ 3:56:01
3711 4858 小野瀬 勇一 ｵﾉｾ ﾕｳｲﾁ 茨城県 3:56:02
3712 4464 藻垣 寿男 ﾓｶﾞｷ ﾄｼｵ 茨城県 3:56:04
3713 4428 福田 暢英 ﾌｸﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 茨城県 3:56:04
3714 5697 松田 泰典 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 東京都 3:56:05
3715 4264 岡崎 雄司 ｵｶｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 東京都 3:56:05
3716 3034 岡村 啓志 ｵｶﾑﾗ ｹｲｼﾞ 新潟県 3:56:06
3717 1360 小田 敏明 ｵﾀﾞ ﾄｼｱｷ 埼玉県 3:56:07
3718 2516 芝山 拓也 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 茨城県 牛久走友会 3:56:08
3719 2725 渡会 信 ﾜﾀﾗｲ ﾏｺﾄ 宮城県 3:56:09
3720 5690 林 俊明 ﾊﾔｼ ﾄｼｱｷ 東京都 牛島総合法律事 3:56:10
3721 3961 池端 陽介 ｲｹﾊﾀ ﾖｳｽｹ 東京都 昭和大学 3:56:11
3722 4105 山田 英之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 3:56:11
3723 4522 宮本 昭一 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｲﾁ 東京都 3:56:12
3724 8408 村野 整 ﾑﾗﾉ ﾋﾄｼ 埼玉県 3:56:12
3725 2321 川居 宗則 ｶﾜｲ ﾑﾈﾉﾘ 東京都 3:56:14
3726 3471 富良謝 和信 ﾌﾗｼｬ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 福島県 幡ヶ谷再生大学 3:56:15
3727 4205 大川原 真澄 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｽﾐ 東京都 3:56:17
3728 3999 坂場 佳祐 ｻｶﾊﾞ ｹｲｽｹ 茨城県 3:56:18
3729 8600 岡部 直樹 ｵｶﾍﾞ ﾅｵｷ 埼玉県 3:56:18
3730 2454 川崎 康明 ｶﾜｻｷ ﾔｽﾊﾙ 神奈川県 3:56:18
3731 30008 小池 諭 ｺｲｹ ｻﾄｼ 群馬県 3:56:19
3732 4238 小林 謙一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:56:19
3733 5978 小名木 翔 ｵﾅｷﾞ ｼｮｳ 埼玉県 3:56:20
3734 3711 成松 義彦 ﾅﾘﾏﾂ ﾖｼﾋｺ 千葉県 流山ＣＪ 3:56:20
3735 5579 桑原 正彦 ｸﾜﾊﾗ ﾏｻﾋｺ 東京都 3:56:21
3736 4619 奥 仁平 ｵｸ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 茨城県 3:56:25
3737 2681 妹尾 佳明 ｾﾉｵ ﾖｼｱｷ 山梨県 3:56:25
3738 2115 村上 慎一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｲﾁ 東京都 海城リカーズ 3:56:27
3739 5351 寺島 克己 ﾃﾗｼﾏ ｶﾂﾐ 東京都 ランランラン 3:56:28
3740 2826 西村 修二 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 東京都 3:56:28
3741 4235 白藤 文祐 ﾊｸﾄｳ ﾌﾞﾝﾕｳ 東京都 3:56:28
3742 5300 樽見 正行 ﾀﾙﾐ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 熊谷熱走会 3:56:30
3743 3290 新倉 一央 ｼﾝｸﾗ ｶｽﾞﾁｶ 茨城県 無所属 3:56:30
3744 5114 冨岡 武 ﾄﾐｵｶ ﾀｹｼ 千葉県 ＨＴＣ 3:56:30
3745 3937 大日方 貴史 ｵｵﾋﾅﾀ ﾀｶｼ 群馬県 チーム富ロボ 3:56:32
3746 4776 瀬能 忠之 ｾﾉｳ ﾀﾀﾞﾕｷ 千葉県 ビバチバ 3:56:33
3747 5797 蓮見 浩之 ﾊｽﾐ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 3:56:33
3748 6482 宮田 光博 ﾐﾔﾀ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 アンバランス 3:56:34
3749 4330 舘尾 雄二ロベルト ﾀﾃｵ ﾕｳｼﾞﾛﾍﾞﾙﾄ 東京都 3:56:35
3750 3142 小倉 隆典 ｵｸﾞﾗ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 3:56:35
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3751 3543 古草 鉄也 ﾌﾙｸｻ ﾃﾂﾔ 東京都 東京都 3:56:36
3752 2001 高取 成毅 ﾀｶﾄﾘ ﾅﾙｷ 埼玉県 3:56:37
3753 4174 西田 隆 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶｼ 東京都 3:56:37
3754 816 青木 俊文 ｱｵｷ ﾄｼﾌﾐ 神奈川県 3:56:37
3755 3875 永石 昇 ﾅｶﾞｲｼ ﾉﾎﾞﾙ 埼玉県 ナイスおっさん 3:56:38
3756 587 岡部 高文 ｵｶﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 新潟県 新潟楽走会 3:56:38
3757 3826 横山 裕司 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 神奈川県 3:56:39
3758 3617 榊原 瑞穂 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾐｽﾞﾎ 東京都 ランボーズ 3:56:40
3759 3659 塗木 啓介 ﾇﾙｷ ｹｲｽｹ 埼玉県 ウサギクラブ 3:56:40
3760 4623 永田 裕之 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:56:41
3761 6778 加藤 裕治 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 栃木県 ＨＴＫ７０ 3:56:42
3762 2926 鈴木 博康 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ 茨城県 Ｎ３陸上部 3:56:43
3763 8236 前田 悠作 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｻｸ 愛知県 ＯＬＣルーパー 3:56:44
3764 1472 川島 祥 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳ 神奈川県 もくもくＴＲＣ 3:56:45
3765 5917 増田 裕之 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 3:56:45
3766 3340 森本 和樹 ﾓﾘﾓﾄ ｶｽﾞｷ 東京都 チキンハート 3:56:46
3767 4724 廣澤 浩一 ﾋﾛｻﾜ ｺｳｲﾁ 埼玉県 明大魂 3:56:46
3768 4327 市川 典孝 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 茨城県 ＹＴＳ＃３６ 3:56:46
3769 4003 川村 和之 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 3:56:47
3770 2349 古屋 善之介 ﾌﾙﾔ ﾖｼﾉｽｹ 東京都 3:56:47
3771 3513 山岸 猛 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｹｼ 東京都 ＴＫＧ狼 3:56:47
3772 6370 小林 努 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ 茨城県 鹿島臨海鉄道 3:56:48
3773 3920 千種 達矢 ﾁｸﾞｻ ﾀﾂﾔ 東京都 チームビンタン 3:56:49
3774 3958 江川 真 ｴｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 新潟県 新潟阿賀野高校 3:56:51
3775 4568 鎌田 敦 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ 岩手県 3:56:51
3776 4994 小薗江 隆雄 ｵｿﾉｴ ﾀｶｵ 東京都 3:56:51
3777 8304 安斎 誠 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｺﾄ 福島県 二本松市 3:56:51
3778 3635 鈴木 亮 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 東京都 3:56:52
3779 2250 薄井 好人 ｳｽｲ ﾀｶﾋﾄ 千葉県 3:56:53
3780 5822 久保田 浩一 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｲﾁ 茨城県 川島プロパン 3:56:54
3781 3975 山家 英明 ﾔﾏﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 兵庫県 ステラン 3:56:56
3782 5027 井上 大輔 ｲﾉｳｴ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 3:56:56
3783 2476 平出 貴也 ﾋﾗﾃﾞ ﾀｶﾔ 千葉県 ＴＡＣ 3:56:56
3784 4339 室井 義正 ﾑﾛｲ ﾖｼﾏｻ 茨城県 トラトラウシ 3:56:57
3785 8524 岡田 武志 ｵｶﾀﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 3:56:57
3786 4306 三上 仁志 ﾐｶﾐ ﾋﾛｼ 埼玉県 3:56:58
3787 2336 高橋 頌太 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 埼玉県 ＮＴＲＣ 3:56:59
3788 3472 田代 雄一 ﾀｼﾛ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 川越女子高校 3:57:00
3789 4000 上条 訓之 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾕｷ 東京都 千代田走友会 3:57:00
3790 5203 石川 裕之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 3:57:00
3791 1983 中山 崇 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 山梨県 3:57:00
3792 5975 石川 裕之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 ＴＫＳＲＣ 3:57:01
3793 4960 池上 徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂ 神奈川県 三菱ロジス 3:57:02
3794 2944 猪股 裕介 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳｽｹ 新潟県 3:57:04
3795 7911 君島 真一 ｷﾐｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 栃木県 3:57:04
3796 3350 中山 則之 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ 東京都 3:57:04
3797 16009 南方 重人 ﾅﾝﾎﾟｳ ｼｹﾞﾄ 東京都 3:57:05
3798 5263 川勝 靖友 ｶﾜｶﾂ ﾔｽﾄﾓ 新潟県 3:57:06
3799 1815 木村 敏隆 ｷﾑﾗ ﾄｼﾀｶ 埼玉県 3:57:06
3800 3862 上原 勝美 ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾐ 群馬県 上州アスリート 3:57:07
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3801 3421 梅田 光洋 ｳﾒﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 うめちゃんず 3:57:07
3802 2997 鈴木 聖一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 茨城県 3:57:08
3803 4793 森嶋 正志 ﾓﾘｼﾏ ﾏｻｼ 茨城県 チーム風 3:57:08
3804 3575 坂詰 裕 ｻｶﾂﾞﾒ ﾋﾛｼ 東京都 3:57:10
3805 4182 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 神奈川県 クレラン 3:57:10
3806 3676 佐川 光弘 ｻｶﾞﾜ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 3:57:11
3807 4871 木村 利武 ｷﾑﾗ ﾄｼﾀｹ 東京都 木村内装 3:57:11
3808 4072 浜田 泰行 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 千葉県 3:57:12
3809 8115 弘海 哲史 ﾋﾛｳﾐ ｻﾄｼ 千葉県 3:57:13
3810 4362 柴崎 真夫 ｼﾊﾞｻｷ ﾏｻｵ 埼玉県 はーと接骨院 3:57:14
3811 3041 邊見 精一郎 ﾍﾝﾐ ｾｲｲﾁﾛｳ 福島県 3:57:15
3812 1717 柴口 裕司 ｼﾊﾞｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ 東京都 3:57:15
3813 4900 三ヶ尻 忠敬 ﾐｶｼﾞﾘ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 スイスイスイカ 3:57:15
3814 8623 室星 庄太郎 ﾑﾛﾎｼ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨城県 3:57:17
3815 5418 下川原 達人 ｼﾓｶﾜﾗ ﾀﾂﾄ 東京都 3:57:17
3816 4803 軍司 昌一 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻｲﾁ 茨城県 3:57:18
3817 5801 安喜 健太郎 ｱｷ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 ダメ人間予備軍 3:57:18
3818 6356 岡部 展之 ｵｶﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 雑走魂 3:57:19
3819 4403 篠崎 隆央 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶｵ 茨城県 取手ランナーズ 3:57:22
3820 5773 天野 裕貴 ｱﾏﾉ ﾕｳｷ 東京都 3:57:22
3821 4914 和田 修 ﾜﾀﾞ ｵｻﾑ 群馬県 3:57:23
3822 3357 吉川 博行 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 3:57:23
3823 9119 森戸 健太郎 ﾓﾘﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 3:57:25
3824 6048 山野邉 信人 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾉﾌﾞﾄ 福島県 3:57:25
3825 4839 峯尾 良久 ﾐﾈｵ ﾖｼﾋｻ 東京都 3:57:27
3826 4298 荻島 均 ｵｷﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 茨城県 3:57:28
3827 4443 武藤 稔 ﾑﾄｳ ﾐﾉﾙ 茨城県 Ｏ２ＴＲＣ 3:57:29
3828 9643 丸山 幸太 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 新潟県 越王会 3:57:31
3829 8984 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳ 千葉県 3:57:32
3830 3121 望月 宏一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｲﾁ 埼玉県 札幌走ろう会 3:57:32
3831 4974 小向 康夫 ｺﾑｶｲ ﾔｽｵ 神奈川県 3:57:32
3832 1213 岡田 敦司 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 埼玉県 鴻巣楽しく走る 3:57:33
3833 8035 石丸 哲也 ｲｼﾏﾙ ﾃﾂﾔ 東京都 日立製作所 3:57:33
3834 3818 畠山 和佳美 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜｶﾐ 宮城県 3:57:34
3835 4434 土井 悟 ﾄﾞｲ ｻﾄﾙ 東京都 3:57:34
3836 2322 荻田 俊輔 ｵｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 ＴｏｐＧｅａｒ 3:57:35
3837 3598 米谷 直樹 ﾖﾈﾔ ﾅｵｷ 茨城県 3:57:37
3838 818 蝦名 光次 ｴﾋﾞﾅ ｺｳｼﾞ 東京都 3:57:37
3839 6620 椎名 泰至 ｼｲﾅ ﾔｽﾕｷ 千葉県 3:57:39
3840 3087 水野 洋 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛｼ 茨城県 エーザイ筑波研 3:57:39
3841 5184 根目沢 博 ﾈﾒｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 日立市 3:57:39
3842 2913 北崎 裕介 ｷﾀｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 3:57:39
3843 5349 山口 寛喜 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾖｼ 神奈川県 横浜中央走友会 3:57:40
3844 4866 飯塚 弘昭 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛｱｷ 千葉県 ＯＲＣ 3:57:43
3845 7013 水原 恭之 ﾐｽﾞﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 千葉県 3:57:43
3846 2794 川崎 哲也 ｶﾜｻｷ ﾃﾂﾔ 茨城県 3:57:43
3847 2827 菅野 明人 ｽｶﾞﾉ ｱｷﾋﾄ 茨城県 太田走友会 3:57:44
3848 4540 中井 一勝 ﾅｶｲ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 3:57:45
3849 9548 左川 倫乙 ｻｶﾞﾜ ﾄﾓﾂｸﾞ 埼玉県 3:57:45
3850 4786 長谷川 聡 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾄｼ 茨城県 3:57:46
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3851 2661 大根田 守明 ｵｵﾈﾀﾞ ﾓﾘｱｷ 茨城県 茨城県信用組合 3:57:47
3852 4863 中臺 和典 ﾅｶﾀﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 羽田バル 3:57:47
3853 4576 串田 祥一 ｸｼﾀ ｼｮｳｲﾁ 富山県 3:57:48
3854 5933 守田 正夫 ﾓﾘﾀ ﾏｻｵ 神奈川県 3:57:49
3855 5371 前澤 武志 ﾏｴｻﾞﾜ ﾀｹｼ 埼玉県 3:57:50
3856 2131 本間 匠 ﾎﾝﾏ ﾀｸﾐ 神奈川県 3:57:51
3857 3781 八木 誠 ﾔｷﾞ ﾏｺﾄ 東京都 ＮＲ多摩 3:57:51
3858 4926 深澤 恭行 ﾌｶｻﾜ ﾔｽﾕｷ 茨城県 3:57:52
3859 4996 稲山 太郎 ｲﾅﾔﾏ ﾀﾛｳ 茨城県 島名小学校 3:57:53
3860 4588 森川 純男 ﾓﾘｶﾜ ｽﾐｵ 東京都 走ＧＯ！体育館 3:57:53
3861 3144 鈴木 稔也 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾔ 東京都 ゾンビＴＲＣ 3:57:54
3862 3952 秋田 正明 ｱｷﾀ ﾏｻｱｷ 茨城県 3:57:55
3863 8096 水竹 宏道 ﾐｽﾞﾀｹ ﾋﾛﾐﾁ 茨城県 3:57:55
3864 6034 松崎 法夫 ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾘｵ 福島県 田村高校 3:57:56
3865 3526 大谷 哲也 ｵｵﾀﾆ ﾃﾂﾔ 群馬県 ビール飲み隊 3:57:57
3866 3786 赤石 光康 ｱｶｲｼ ﾐﾂﾔｽ 埼玉県 3:57:58
3867 2641 岡本 賢二 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 東京都 チーム恵比寿 3:57:59
3868 8739 藤田 知洋 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 扶桑化学 3:58:00
3869 4780 直江 茂生 ﾅｵｴ ｼｹﾞｵ 千葉県 千葉陸協 3:58:00
3870 8783 苅谷 響 ｶﾘﾔ ﾋﾋﾞｷ 茨城県 茨城大バスケ部 3:58:00
3871 4456 武藤 勇一 ﾑﾄｳ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 コントローラー 3:58:00
3872 3207 飯田 慎也 ｲｲﾀﾞ ｼﾝﾔ 茨城県 3:58:00
3873 8918 渡邉 良一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｲﾁ 福島県 浅川ランナーズ 3:58:02
3874 4614 菅原 幸博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 3:58:03
3875 1502 中田 伸吾 ﾅｶﾀ ｼﾝｺﾞ 埼玉県 上尾市陸協 3:58:04
3876 5014 石黒 達也 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾂﾔ 神奈川県 ＮＥＣ三田 3:58:04
3877 3296 六笠 良一 ﾑｶｻ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 ＴＲＣ 3:58:04
3878 2583 千手 淳司 ｾﾝﾃ ｱﾂｼ 神奈川県 3:58:04
3879 8729 小森 健次 ｺﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 東京都 サニエスリンク 3:58:06
3880 3222 古川 啓一 ﾌﾙｶﾜ ｹｲｲﾁ 栃木県 日本信号 3:58:07
3881 3593 永井 茂 ﾅｶﾞｲ ｼｹﾞﾙ 茨城県 ぺんてる 3:58:07
3882 2985 原 賢太郎 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:58:07
3883 3566 野村 岳雄 ﾉﾑﾗ ﾀｹｵ 千葉県 葛魂 3:58:07
3884 3814 今関 隆壮 ｲﾏｾﾞｷ ﾀｶﾓﾘ 東京都 3:58:08
3885 5209 山下 和宏 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 3:58:09
3886 6538 山田 知秀 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾃﾞ 神奈川県 水曜高尾練 3:58:10
3887 4594 野村 浩一 ﾉﾑﾗ ｺｳｲﾁ 三重県 桑高華の３９会 3:58:10
3888 8123 櫻井 健 ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ 千葉県 3:58:11
3889 4054 小川 隆久 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 東京都 3:58:12
3890 4649 薄井 遼平 ｳｽｲ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 3:58:13
3891 8016 小池 一成 ｺｲｹ ｶｽﾞｼｹ 群馬県 3:58:13
3892 4628 漆間 哲 ｳﾙﾏ ｱｷﾗ 東京都 横浜市消防局 3:58:14
3893 6020 会沢 知洋 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 3:58:14
3894 4693 西條 圭祐 ｻｲｼﾞｮｳ ｹｲｽｹ 茨城県 3:58:14
3895 3546 三角 徳良 ﾐｽﾐ ﾉﾘﾀｶ 群馬県 大宮高校卒業生 3:58:16
3896 5015 山川 剛 ﾔﾏｶﾜ ﾀｹｼ 東京都 3:58:17
3897 5174 田中 雅章 ﾀﾅｶ ﾏｻｱｷ 東京都 3:58:18
3898 8018 久佐野 悟 ｸｻﾉ ｻﾄﾙ 茨城県 3:58:20
3899 3540 遠藤 良成 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ 神奈川県 3:58:21
3900 2366 勝田 誠 ｶﾂﾀ ﾏｺﾄ 千葉県 葛西ランナーズ 3:58:23
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3901 5261 田中 和彦 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 3:58:23
3902 3623 中平 英克 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ 埼玉県 3:58:23
3903 8075 矢田 大 ﾔﾀﾞ ﾋﾛﾑ 東京都 ＴＲＥＡＴ 3:58:24
3904 3883 吉田 英之 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 千波湖５馳走会 3:58:26
3905 4048 安齋 裕之 ｱﾝｻｲ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 石巻ＲＣ 3:58:26
3906 2564 千葉 淳 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 石巻ＲＣ 3:58:26
3907 4222 尾関 沢人 ｵｾﾞｷ ｻﾜﾄ 東京都 3:58:27
3908 8042 矢島 章 ﾔｼﾞﾏ ｱｷﾗ 群馬県 上州アスリート 3:58:27
3909 3775 中川 多津雄 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾂｵ 埼玉県 所沢走友会 3:58:28
3910 4567 品部 将之 ｼﾅﾍﾞ ﾏｻｼ 神奈川県 3:58:29
3911 5177 半田 誠志 ﾊﾝﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 水元走ろう会 3:58:30
3912 4800 荒瀬 淳 ｱﾗｾ ﾏｺﾄ 茨城県 3:58:30
3913 4379 岩崎 朋大 ｲﾜｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 ＫＦＳＢ 3:58:31
3914 3124 千濱 淳一 ﾁﾊﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 アサヒスポーツ 3:58:31
3915 3425 小村 和博 ｺﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 3:58:32
3916 4733 酒井 光昭 ｻｶｲ ﾐﾂｱｷ 茨城県 3:58:32
3917 4667 中澤 秀和 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 江戸川ランナー 3:58:33
3918 6077 小関 章 ｺｾｷ ｱｷﾗ 宮城県 3:58:34
3919 4975 阿部 一美 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾐ 茨城県 ＫＦＣ４６ 3:58:35
3920 9009 森田 篤史 ﾓﾘﾀ ｱﾂｼ 千葉県 江戸川ランナー 3:58:37
3921 3670 栗田 豊 ｸﾘﾀ ﾕﾀｶ 東京都 スマイルＦＸ 3:58:41
3922 4992 長手 寿明 ﾅｶﾞﾃ ﾄｼｱｷ 東京都 ｅＰｒｏ 3:58:41
3923 3096 山田 英輝 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 3:58:42
3924 4672 竹内 祐一 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲﾁ 千葉県 3:58:42
3925 4596 宮本 淳 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｼ 埼玉県 3:58:42
3926 4095 渋谷 真一 ｼﾌﾞﾔ ｼﾝｲﾁ 茨城県 3:58:43
3927 8048 吉田 勉 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ 埼玉県 3:58:44
3928 5561 坂本 秀幸 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 3:58:45
3929 3927 横張 誠 ﾖｺﾊﾘ ﾏｺﾄ 茨城県 坂東市軟庭連盟 3:58:45
3930 5670 杉山 孝弘 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 3:58:45
3931 2960 田口 佳実 ﾀｸﾞﾁ ﾖｼﾐ 茨城県 3:58:46
3932 9371 三浦 将樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ 秋田県 3:58:46
3933 6402 廣畠 清美 ﾋﾛﾊﾀ ｷﾖﾐ 神奈川県 ナイスおっさん 3:58:47
3934 3005 坪郷 道則 ﾂﾎﾞｺﾞｳ ﾐﾁﾉﾘ 神奈川県 3:58:48
3935 3343 森井 翔太郎 ﾓﾘｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都 3:58:50
3936 4477 竹内 秀樹 ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 群馬県 3:58:51
3937 3973 松本 英樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 3:58:53
3938 9434 廣重 雄一郎 ﾋﾛｼｹﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 3:58:54
3939 4965 初田 圭祐 ﾊﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 千葉県 台湾好吃放浪記 3:58:54
3940 3393 山本 幸夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｵ 神奈川県 3:58:55
3941 3173 岡部 一宏 ｵｶﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 フェニックス 3:58:57
3942 6589 坂巻 陽一 ｻｶﾏｷ ﾖｳｲﾁ 千葉県 ＹＯＣＣ 3:58:57
3943 3200 鳥海 義一 ﾄﾘｳﾐ ﾖｼｲﾁ 埼玉県 3:58:58
3944 4680 渡邉 仁司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 東京都 3:58:59
3945 9030 佐藤 出 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾙ 茨城県 3:58:59
3946 5331 市野沢 和樹 ｲﾁﾉｻﾜ ｶｽﾞｷ 茨城県 3:59:02
3947 5619 根岸 茂康 ﾈｷﾞｼ ｼｹﾞﾔｽ 栃木県 3:59:02
3948 2294 伊与部 博昭 ｲﾖﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 リスペクト 3:59:02
3949 2965 高口 雅人 ﾀｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾄ 東京都 3:59:03
3950 3790 森下 和哉 ﾓﾘｼﾀ ｶｽﾞﾔ 東京都 チョッピーズ 3:59:04
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3951 4231 大友 亮 ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳ 東京都 幡ヶ谷再生大学 3:59:05
3952 4670 高橋 一彰 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｱｷ 神奈川県 3:59:06
3953 8826 安斎 友裕 ｱﾝｻﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 安達ＲＣ 3:59:07
3954 4585 武子 雅仁 ﾀｹｼ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 ＡＬＢＡ 3:59:07
3955 3729 塩野 知之 ｼｵﾉ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 3:59:07
3956 6183 杉本 直人 ｽｷﾞﾓﾄ ﾅｵﾄ 神奈川県 3:59:08
3957 4486 松本 慎司 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 東京都 3:59:08
3958 5620 橋本 健 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝ 埼玉県 熊谷総合病院 3:59:09
3959 3588 平山 信男 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 熊総ＲＣ 3:59:10
3960 4488 澤井 修司 ｻﾜｲ ｼｭｳｼﾞ 福島県 3:59:14
3961 4642 今井 卓 ｲﾏｲ ｽｸﾞﾙ 埼玉県 今井スポーツ 3:59:14
3962 5136 片山 康二朗 ｶﾀﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 神奈川県 3:59:14
3963 7948 今泉 遼 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ 神奈川県 3:59:14
3964 5516 大山 敦史 ｵｵﾔﾏ ｱﾂｼ 群馬県 群民の会 3:59:15
3965 4320 片岡 潤一郎 ｶﾀｵｶ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 Ｎ３陸上部 3:59:15
3966 7055 堀口 大輔 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 幡ヶ谷再生大学 3:59:16
3967 4496 中村 直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 千葉県 3:59:20
3968 7216 堀江 浩二 ﾎﾘｴ ｺｳｼﾞ 茨城県 3:59:20
3969 5754 鈴木 一路 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛ 東京都 3:59:21
3970 2530 小川 和宏 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 3:59:22
3971 5902 佐藤 芳明 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 栃木県 かけっこクラブ 3:59:22
3972 4938 加木 宏 ｶｷ ﾋﾛｼ 茨城県 龍田化学 3:59:22
3973 2762 荒木 勝也 ｱﾗｷ ｶﾂﾔ 東京都 セリナエレナ 3:59:23
3974 5023 石川 達男 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｵ 東京都 3:59:24
3975 6786 重藤 勝道 ｼｹﾞﾌｼﾞ ｶﾂﾐﾁ 茨城県 雑走魂 3:59:25
3976 4886 石田 友彦 ｲｼﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 東京都 板橋中央病院 3:59:25
3977 3542 片原 秀幸 ｶﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 横浜好走会 3:59:27
3978 4184 松井 誠 ﾏﾂｲ ﾏｺﾄ 東京都 塚越隊 3:59:27
3979 4853 楠 崇行 ｸｽ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 3:59:27
3980 5584 佐藤 秀俊 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 3:59:28
3981 7825 安 洋史 ﾔｽ ﾋﾛｼ 茨城県 3:59:28
3982 7572 皆藤 佑介 ｶｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 茨城県 3:59:30
3983 3221 松本 崇 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 3:59:30
3984 4212 眞谷 俊誠 ﾏﾐﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 東京都 3:59:33
3985 3714 楠 勝好 ｸｽﾉｷ ｶﾂﾖｼ 千葉県 ちゅうきん 3:59:35
3986 6902 安達 孝徳 ｱﾀﾞﾁ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 3:59:36
3987 3270 今井 裕次 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 茨城県 チーム１０１０ 3:59:37
3988 6121 野村 由浩 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 東京都 3:59:37
3989 5407 横山 伸明 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 3:59:37
3990 2782 太田 健司 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:59:39
3991 5140 稲見 一茂 ｲﾅﾐ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県 3:59:40
3992 4603 石田 満 ｲｼﾀﾞ ﾐﾂﾙ 東京都 3:59:41
3993 5787 中村 真己 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾐ 東京都 3:59:42
3994 4267 殿内 康之 ﾄﾉｳﾁ ﾔｽﾕｷ 茨城県 お気楽倶楽部 3:59:45
3995 8428 辻 泰亮 ﾂｼﾞ ﾀｲｽｹ 福岡県 3:59:45
3996 4826 銅坂 慎 ﾄﾞｳｻｶ ﾏｺﾄ 東京都 広尾おやじの会 3:59:46
3997 2195 藤原 剛 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 千葉県 ＷＡＫＡＭＥ酒 3:59:46
3998 2662 斎藤 泰輔 ｻｲﾄｳ ﾀｲｽｹ 神奈川県 3:59:46
3999 2720 鈴木 英由 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 3:59:48
4000 4707 中村 兼一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 茨城県 風希波・ＲＴ 3:59:48
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4001 4536 石川 洋司 ｲｼｶﾜ ﾖｳｼﾞ 新潟県 3:59:48
4002 5812 藤田 祥明 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｱｷ 茨城県 3:59:49
4003 4029 名和田 義紀 ﾅﾜﾀ ﾖｼﾉﾘ 東京都 草加走ろう会 3:59:49
4004 2734 森 信幸 ﾓﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 3:59:50
4005 7827 ＮＧＵＹＥＮ ＭＩＮＨＨＩＥＵ ｸﾞｪﾝ ﾐﾝﾋｪｳ 茨城県 3:59:52
4006 9586 小林 棋孝 ｺﾊﾞﾔｼ ｷｺｳ 茨城県 3:59:52
4007 4836 櫻田 浩史 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｼ 静岡県 3:59:53
4008 3979 菊田 晃 ｷｸﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 鎌倉深沢ランＣ 3:59:55
4009 5844 鈴木 貴之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 茨城県 なし 3:59:55
4010 5081 大橋 祐則 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾉﾘ 神奈川県 3:59:56
4011 7876 富田 正明 ﾄﾐﾀ ﾏｻｱｷ 東京都 3:59:56
4012 5152 伊藤 浩司 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 大阪府 鹿島建設 3:59:56
4013 9090 新山 卓 ﾆｲﾔﾏ ﾀｸ 神奈川県 3:59:58
4014 3143 堀川 晃 ﾎﾘｶﾜ ｱｷﾗ 千葉県 チーム痩せ会 3:59:58
4015 4591 富井 禎文 ﾄﾐｲ ﾖｼﾌﾐ 東京都 3:59:58
4016 6092 大町 聡 ｵｵﾏﾁ ｻﾄｼ 神奈川県 ＮＰＲＣ 3:59:59
4017 3420 坂井 寿行 ｻｶｲ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 4:00:00
4018 5715 安部 圭一 ｱﾍﾞ ｹｲｲﾁ 茨城県 ＬＳＲ 4:00:02
4019 2746 高橋 直睦 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾖｼ 東京都 小金井公園走友 4:00:02
4020 4678 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 青森県 4:00:03
4021 7109 醍醐 英明 ﾀﾞｲｺﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 4:00:03
4022 4946 石堀 久也 ｲｼﾎﾘ ﾋｻﾔ 長野県 4:00:04
4023 4674 藤原 俊哉 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾔ 千葉県 4:00:04
4024 5836 小野寺 信也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝﾔ 宮城県 4:00:04
4025 9259 中島 和希 ﾅｶｼﾏ ｶｽﾞｷ 東京都 4:00:04
4026 3684 向阪 正彦 ｺｳｻｶ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 キヤノンＲＣ 4:00:05
4027 4963 仁上 良介 ﾆｶﾐ ﾘｮｳｽｹ 東京都 4:00:09
4028 5995 角南 巌 ｽﾅﾐ ｲﾜｵ 神奈川県 かすみ走らん会 4:00:10
4029 5712 小川 隆 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 茨城県 4:00:10
4030 3021 宮 哲雄 ﾐﾔ ﾃﾂｵ 茨城県 水戸石川走友会 4:00:11
4031 8966 米坂 雄二 ﾖﾈｻｶ ﾕｳｼﾞ 茨城県 4:00:11
4032 4775 池田 敦 ｲｹﾀﾞ ｱﾂｼ 東京都 4:00:11
4033 3667 川田 洋介 ｶﾜﾀﾞ ﾖｳｽｹ 茨城県 4:00:13
4034 9525 花垣 修平 ﾊﾅｶﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 東京都 オーメンズ 4:00:14
4035 4422 岩本 淳 ｲﾜﾓﾄ ｱﾂｼ 栃木県 4:00:14
4036 6368 平山 久 ﾋﾗﾔﾏ ﾋｻｼ 神奈川県 4:00:14
4037 6619 川北 昌幸 ｶﾜｷﾀ ﾏｻﾕｷ 東京都 4:00:16
4038 9602 堺 崇仁 ｻｶｲ ﾀｶﾋﾄ 埼玉県 4:00:19
4039 7713 矢野 勝志 ﾔﾉ ｶﾂｼ 茨城県 4:00:20
4040 8877 増澤 翔大 ﾏｽｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 新潟県 4:00:21
4041 5443 周山 拓也 ｽﾔﾏ ﾀｸﾔ 茨城県 日立総合病院 4:00:23
4042 4940 小林 孝也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 茨城県 4:00:25
4043 3915 三田 謙治 ﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 茨城県 フリー 4:00:25
4044 6467 島田 博之 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 4:00:27
4045 6204 箕輪 克美 ﾐﾉﾜ ｶﾂﾐ 茨城県 ｓｔｒｉｄｅｓ 4:00:28
4046 5302 渡邉 啓二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼﾞ 東京都 4:00:28
4047 3024 吉田 憲司 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 東京都 ＰｗＣＴＲ＆Ａ 4:00:29
4048 6091 島岡 達郎 ｼﾏｵｶ ﾀﾂﾛｳ 東京都 4:00:29
4049 6806 大内 秀樹 ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞｷ 東京都 セガトイズ 4:00:31
4050 5000 箕輪 祐馬 ﾐﾉﾜ ﾕｳﾏ 東京都 4:00:33
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4051 3115 田中 宏典 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 4:00:33
4052 5784 稲葉 洋文 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 4:00:34
4053 4107 田中 昭広 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 オレンジハウス 4:00:35
4054 4911 矢野 雅博 ﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 4:00:35
4055 4194 石川 輝久 ｲｼｶﾜ ﾃﾙﾋｻ 東京都 4:00:36
4056 5084 茅根 淳一 ﾁﾉﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 常陽銀行 4:00:36
4057 8310 蝦原 充人 ｴﾋﾞﾊﾗ ｱﾂﾋﾄ 千葉県 林Ｊｒ． 4:00:36
4058 9550 岡崎 繁紀 ｵｶｻﾞｷ ｼｹﾞﾉﾘ 山形県 ６ＭＩ 4:00:36
4059 8129 山口 伸弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 4:00:37
4060 4012 横田 和樹 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｷ 茨城県 ルネサス 4:00:37
4061 5123 五十嵐 寛 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｼ 茨城県 サウルス茨城 4:00:38
4062 4967 新垣 昌宏 ｱﾗｶｷ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 ガトー・ド・ボ 4:00:39
4063 5402 山田 正良 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 千葉県 4:00:39
4064 5024 大田 祐太 ｵｵﾀ ﾕｳﾀ 神奈川県 出口塾 4:00:40
4065 4955 正井 浩樹 ﾏｻｲ ﾋﾛｷ 東京都 4:00:41
4066 4721 山嵜 祐貴 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 東京都 4:00:41
4067 1714 高木 進太 ﾀｶｷﾞ ｼﾝﾀ 東京都 4:00:41
4068 8956 野中 貴章 ﾉﾅｶ ﾀｶﾌﾐ 千葉県 4:00:42
4069 6290 石井 聡明 ｲｼｲ ﾄｼｱｷ 千葉県 4:00:47
4070 8982 市毛 広 ｲﾁｹﾞ ﾋﾛ 茨城県 4:00:47
4071 8647 青木 隼人 ｱｵｷ ﾊﾔﾄ 茨城県 4:00:48
4072 8430 小林 秀一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｲﾁ 栃木県 4:00:48
4073 6105 櫻井 慶次 ｻｸﾗｲ ｹｲｼﾞ 茨城県 4:00:49
4074 7832 赤津 政光 ｱｶﾂ ﾏｻﾐﾂ 茨城県 日立製作所 4:00:50
4075 3753 岩田 純 ｲﾜﾀ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜市陸協 4:00:50
4076 5804 佐藤 正憲 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 チームはらから 4:00:51
4077 9582 安蔵 泰熙 ｱﾝｿﾞｳ ﾀｲｷ 茨城県 茨城大学 4:00:51
4078 5137 中里 修康 ﾅｶｻﾞﾄ ﾉﾌﾞﾔｽ 千葉県 4:00:51
4079 4645 大西 賢一 ｵｵﾆｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 にしはじめ 4:00:52
4080 4872 福島 貴広 ﾌｸｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 4:00:52
4081 5375 廣瀬 瑞穂 ﾋﾛｾ ﾐｽﾞﾎ 茨城県 4:00:52
4082 5868 佐藤 正喜 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 福島県 闇練ＲＣ 4:00:54
4083 4816 海野 敬一 ｳﾝﾉ ｹｲｲﾁ 東京都 ぼよよん 4:00:54
4084 5424 塚越 信之 ﾂｶｺﾞｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 4:00:57
4085 8747 河合 孝昌 ｶﾜｲ ﾀｶﾖｼ 千葉県 4:00:59
4086 3856 金子 武司 ｶﾈｺ ﾀｹｼ 埼玉県 ＲＴミズシマ 4:01:00
4087 3805 牧木 一義 ﾏｷｷﾞ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 4:01:00
4088 4532 小泉 信 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝ 東京都 ゼーハー倶楽部 4:01:01
4089 3402 鈴木 義弘 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 チームミラクル 4:01:03
4090 6588 福味 健児 ﾌｸﾐ ｹﾝｼﾞ 茨城県 4:01:05
4091 3461 宮川 孝康 ﾐﾜｶﾜ ﾀｶﾔｽ 茨城県 チームはらから 4:01:06
4092 8398 小山 惠三 ｺﾔﾏ ｹｲｿﾞｳ 東京都 4:01:07
4093 5473 仲田 勇司 ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 千葉県 4:01:09
4094 1753 猪野尾 雅之 ｲﾉｵ ﾀｶﾕｷ 千葉県 習志野高拳闘部 4:01:09
4095 2815 福田 亮 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 東京都 チームパリマラ 4:01:12
4096 4185 根岸 徹 ﾈｷﾞｼ ﾄｵﾙ 東京都 一生クラブ 4:01:12
4097 4275 森田 勝治 ﾓﾘﾀ ｶﾂｼﾞ 茨城県 リラひたち 4:01:12
4098 5088 中屋敷 晃通 ﾅｶﾔｼｷ ﾃﾙﾕｷ 東京都 4:01:13
4099 3898 加藤 勇貴 ｶﾄｳ ﾕｳｷ 新潟県 もりもり会 4:01:13
4100 9597 弘田 和也 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞﾔ 山口県 4:01:13
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4101 3453 大橋 淳志 ｵｵﾊｼ ｱﾂｼ 千葉県 4:01:13
4102 4977 浅沼 聖一 ｱｻﾇﾏ ｾｲｲﾁ 東京都 4:01:14
4103 6822 菅原 浩 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 茨城県 4:01:15
4104 2649 長谷川 健 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 熱川温泉病院 4:01:16
4105 3071 飯塚 昌史 ｲｲﾂﾞｶ ﾏｻｼ 群馬県 ＪＲ東日本 4:01:16
4106 4586 吉田 須賀夫 ﾖｼﾀﾞ ｽｶﾞｵ 東京都 ＬＢランナーズ 4:01:17
4107 6493 井上 昭浩 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 4:01:17
4108 5159 小林 郷史 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 神奈川県 鉄人会 4:01:18
4109 8480 三原 拓也 ﾐﾊﾗ ﾀｸﾔ 東京都 ＧＡＡ 4:01:20
4110 3742 牛嶋 栄一 ｳｼｼﾞﾏ ｴｲｲﾁ 東京都 4:01:20
4111 5877 大西 和隆 ｵｵﾆｼ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 日水物流 4:01:21
4112 4310 古川 一 ﾌﾙｶﾜ ﾊｼﾞﾒ 埼玉県 4:01:24
4113 4714 金光 弘道 ｶﾅﾐﾂ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 なし 4:01:24
4114 4097 川田 直孝 ｶﾜﾀﾞ ﾅｵﾀｶ 茨城県 フィルコリンズ 4:01:26
4115 4053 藤田 誠悟 ﾌｼﾞﾀ ｾｲｺﾞ 兵庫県 裸足ＲＣ大阪 4:01:26
4116 2694 早川 充 ﾊﾔｶﾜ ﾐﾂﾙ 茨城県 4:01:27
4117 4743 岸 勇吾 ｷｼ ﾕｳｺﾞ 茨城県 4:01:27
4118 4542 山中 友人 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓﾋﾄ 埼玉県 4:01:27
4119 5213 海老原 武 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 東京都 4:01:28
4120 3474 岡田 純 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 4:01:30
4121 4230 田村 忠宏 ﾀﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 4:01:30
4122 5560 柳澤 大次 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾞｲｼﾞ 茨城県 笠ヶ岳クラブ 4:01:30
4123 3345 齊藤 健一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 みふじラン 4:01:31
4124 4783 青野 准治 ｱｵﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 埼玉県 4:01:34
4125 8425 鈴木 基之 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾕｷ 千葉県 4:01:38
4126 3002 三枝 晃一 ｻｲｸﾞｻ ｺｳｲﾁ 東京都 4:01:39
4127 8458 大嶋 洋平 ｵｵｼﾏ ﾖｳﾍｲ 茨城県 走友会 4:01:39
4128 5279 村居 孝俊 ﾑﾗｲ ﾀｶﾄｼ 東京都 4:01:39
4129 2612 竹垣 健二 ﾀｹｶﾞｷ ｹﾝｼﾞ 東京都 ゆるゆるラン 4:01:40
4130 3630 小林 信之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 神奈川県 のんでらーず 4:01:40
4131 3736 村上 順一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 4:01:40
4132 4998 鈴木 忠 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 4:01:40
4133 4220 圓城 達也 ｴﾝｼﾞｮｳ ﾀﾂﾔ 茨城県 御気楽倶楽部 4:01:41
4134 5809 橋倉 英貴 ﾊｼｸﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ 東京都 幡ヶ谷再生大学 4:01:42
4135 6197 山田 仁 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ 宮城県 4:01:42
4136 4668 染谷 彰 ｿﾒﾔ ｱｷﾗ 千葉県 野田ＲＣ 4:01:45
4137 4947 杉本 智志 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 埼玉県 猪突猛進 4:01:45
4138 5484 豊嶋 悟士 ﾄﾖｼﾏ ｻﾄｼ 福島県 ＭＡＴＵ 4:01:48
4139 6225 澤崎 太郎 ｻﾜｻﾞｷ ﾀﾛｳ 千葉県 4:01:48
4140 5820 西富 謙 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝ 東京都 4:01:48
4141 4846 野口 佑介 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 北海道 4:01:49
4142 5153 厚綿 晃治 ｱﾂﾜﾀ ｺｳｼﾞ 茨城県 フィルコリンズ 4:01:50
4143 4040 太田 雅俊 ｵｵﾀ ﾏｻﾄｼ 栃木県 ゆるラン 4:01:50
4144 5208 稲垣 伊都朗 ｲﾅｶﾞｷ ｲﾂﾛｳ 神奈川県 ポポロ 4:01:50
4145 5744 神谷 之泰 ｶﾐﾔ ﾕｷﾔｽ 千葉県 インド走友会 4:01:50
4146 5545 神結 浩二 ｶﾐﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 4:01:51
4147 3719 馬庭 浩二 ﾏﾆﾜ ｺｳｼﾞ 埼玉県 4:01:52
4148 5475 水谷 洋介 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ 山梨県 4:01:53
4149 5021 大橋 令 ｵｵﾊｼ ﾘｮｳ 東京都 4:01:55
4150 5929 大林 基春 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾊﾙ 長野県 4:01:56

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



男子マラソンの部

Print: 2023/02/06 17:59:56 84 / 150 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

4151 4468 鈴木 慶一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ 埼玉県 こえび 4:01:58
4152 5594 鈴木 継真 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾞﾏ 東京都 フレンドリー 4:01:59
4153 5192 谷 博道 ﾀﾆ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 碑文谷ジョガー 4:02:00
4154 3426 遠藤 高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 宮城県 日本通運株式会 4:02:00
4155 2172 田辺 勝 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ 山梨県 山梨県庁 4:02:01
4156 3194 飯倉 正樹 ｲｲｸﾗ ﾏｻｷ 千葉県 茨城悶絶組合 4:02:03
4157 2841 石川 靖志 ｲｼｶﾜ ﾔｽｼ 茨城県 4:02:03
4158 4767 中神 秀俊 ﾅｶｶﾞﾐ ﾋﾃﾞﾄｼ 神奈川県 ちよだっしゅ 4:02:03
4159 7845 冨田 雄太郎 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 茨城県 4:02:04
4160 4436 嶋田 親吾 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 茨城県 4:02:05
4161 3700 広瀬 直人 ﾋﾛｾ ﾅｵﾄ 千葉県 市川ＭＣ 4:02:06
4162 6024 加納 龍次 ｶﾉｳ ﾘｭｳｼﾞ 東京都 4:02:07
4163 4980 佐藤 健太朗 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 雑走魂 4:02:07
4164 4609 星川 直也 ﾎｼｶﾜ ﾅｵﾔ 千葉県 大成設備 4:02:07
4165 4482 本多 秀俊 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 静岡県 チームパリマラ 4:02:07
4166 3642 下平 貴史 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 4:02:08
4167 5046 竹村 裕 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 4:02:10
4168 4819 倉並 正臣 ｸﾗﾅﾐ ﾏｻｵﾐ 神奈川県 チームならべ 4:02:12
4169 3613 名古 賢二 ﾅｺﾞ ｹﾝｼﾞ 茨城県 日本陸連 4:02:12
4170 4894 肥田 芳宣 ﾋﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 ランジョグ 4:02:15
4171 4361 長谷川 智久 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 東京都 4:02:18
4172 4810 金村 泰秀 ｶﾈﾑﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ 神奈川県 4:02:21
4173 3750 松原 勉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾂﾄﾑ 埼玉県 4:02:21
4174 4991 木村 元 ｷﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 東京都 4:02:22
4175 4089 樗木 周平 ｵｵﾃｷ ｼｭｳﾍｲ 東京都 4:02:24
4176 7958 小倉 章 ｵｸﾞﾗ ｱｷﾗ 埼玉県 4:02:24
4177 6151 坂本 壽幸 ｻｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 茨城県 多賀高バド部 4:02:24
4178 8960 阿部 海都 ｱﾍﾞ ｶｲﾄ 東京都 4:02:25
4179 3404 久冨 俊 ﾋｻﾄﾐ ﾀｶｼ 埼玉県 深川ランナーズ 4:02:26
4180 5227 永井 博行 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 4:02:27
4181 4426 米澤 英治 ﾖﾈｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 埼玉県 4:02:28
4182 5968 鈴木 雄介 ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 千葉県 4:02:30
4183 3555 村上 仁 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾄｼ 神奈川県 皇居木曜会 4:02:31
4184 4661 石川 武実 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾐ 茨城県 石川会計 4:02:36
4185 4027 石丸 慶三 ｲｼﾏﾙ ｹｲｿﾞｳ 埼玉県 さいたま走友会 4:02:37
4186 4924 小原 正行 ｺﾊﾞﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県 千葉こうのとり 4:02:39
4187 3813 信田 達雄 ｼﾀﾞ ﾀﾂｵ 茨城県 4:02:41
4188 5340 新宮 由久 ｼﾝｸﾞｳ ﾖｼﾋｻ 東京都 チーム寿花 4:02:41
4189 4879 米 多美男 ﾖﾈ ﾀﾐｵ 東京都 フリー 4:02:43
4190 2958 軒 一雄 ﾉｷ ｶｽﾞｵ 神奈川県 走って飲もう会 4:02:47
4191 3787 石川 雅司 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ 栃木県 4:02:49
4192 3967 高木 昌彦 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾋｺ 埼玉県 4:02:55
4193 4708 本巣 徹 ﾓﾄｽ ﾄｵﾙ 群馬県 ＴＥＡＭひとり 4:02:57
4194 8656 浅利 翔平 ｱｻﾘ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 Ｊ／ＡＰＧ－２ 4:02:57
4195 5644 富張 慎一 ﾄﾐﾊﾘ ｼﾝｲﾁ 茨城県 4:02:57
4196 4634 増田 進哉 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ 千葉県 4:03:00
4197 8031 中村 大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:03:02
4198 2629 菊地 厚史 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 東京都 4:03:03
4199 5708 千葉 恭平 ﾁﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 千葉県 4:03:04
4200 8536 佐々木 康人 ｻｻｷ ﾔｽﾋﾄ 茨城県 4:03:04
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4201 3363 高橋 匡 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 キヤノンＲＣ 4:03:05
4202 5138 西野 泰貴 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾀｶ 東京都 4:03:05
4203 5094 米沢 康広 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 北海道 札幌走ろう会 4:03:06
4204 4691 山崎 将志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｼ 茨城県 4:03:07
4205 7776 鉄 壮 ﾃﾂ ｻﾄｼ 茨城県 4:03:10
4206 9034 渡邊 雄賢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 茨城県 リリカラ 4:03:10
4207 2393 蛭田 隆司 ﾋﾙﾀ ﾀｶｼ 茨城県 4:03:11
4208 8971 青木 豪 ｱｵｷ ｺﾞｳ 神奈川県 鎌倉ＦＲＣ 4:03:12
4209 5553 芦立 義嗣 ｱｼﾀﾞﾃ ﾖｼﾂｸﾞ 神奈川県 キウイ 4:03:12
4210 4653 田中 充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ 神奈川県 4:03:12
4211 6361 早川 毅 ﾊﾔｶﾜ ﾂﾖｼ 茨城県 4:03:12
4212 5872 山口 栄一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｴｲｲﾁ 茨城県 4:03:13
4213 3899 八重樫 和男 ﾔｴｶﾞｼ ｶｽﾞｵ 東京都 4:03:14
4214 5637 横山 秀俊 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 栃木県 二宮ＲＣ 4:03:16
4215 6732 海上 悠貴 ｳﾅｶﾞﾐ ﾕｳｷ 茨城県 4:03:22
4216 3025 林 進 ﾊﾔｼ ｽｽﾑ 東京都 マリアロサ 4:03:24
4217 9328 安田 啓太 ﾔｽﾀﾞ ｹｲﾀ 東京都 4:03:24
4218 5547 三川 一馬 ﾐｶﾜ ｶｽﾞﾏ 東京都 4:03:26
4219 6249 青木 知明 ｱｵｷ ﾄﾓｱｷ 東京都 4:03:27
4220 5141 荒井 裕司 ｱﾗｲ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 4:03:28
4221 4908 相沢 茂雄 ｱｲｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 茨城県 4:03:29
4222 9073 寺崎 慶 ﾃﾗｻｷ ｹｲ 東京都 4:03:29
4223 7275 庄司 智洋 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 Ｎ３陸上部 4:03:29
4224 3926 御船 健 ﾐﾌﾈ ｹﾝ 埼玉県 4:03:29
4225 7309 杉山 雄平 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 茨城県 4:03:30
4226 4211 松原 茂樹 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｹﾞｷ 茨城県 日立ハイテク 4:03:30
4227 8591 宮澤 壮 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｼ 東京都 4:03:31
4228 5001 関根 正和 ｾｷﾈ ﾏｻｶｽﾞ 群馬県 4:03:33
4229 4669 根本 伸 ﾈﾓﾄ ｼﾝ 茨城県 一般 4:03:34
4230 4607 生方 洋之 ｳﾌﾞｶﾀ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 おじさんの旅 4:03:38
4231 4860 菅野 覚 ｶﾝﾉ ｻﾄﾙ 茨城県 4:03:38
4232 9632 後藤 翔 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳ 茨城県 4:03:38
4233 5740 鈴木 力 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ 茨城県 4:03:39
4234 6351 土屋 邦夫 ﾂﾁﾔ ｸﾆｵ 東京都 4:03:40
4235 6007 黒澤 伸明 ｸﾛｻﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 群馬県 西部遠足隊 4:03:47
4236 2367 大竹 利昭 ｵｵﾀｹ ﾄｼｱｷ 千葉県 4:03:49
4237 4742 高木 健太郎 ﾀｶｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 4:03:50
4238 5785 立原 健一 ﾀﾁﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 4:03:50
4239 5412 佐藤 紀之 ｻﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 栃木県 なんちゅーかい 4:03:51
4240 3701 土屋 和利 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾄｼ 茨城県 日立製作所 4:03:53
4241 7814 福本 賢 ﾌｸﾓﾄ ｹﾝ 茨城県 ＨＭＧ 4:03:55
4242 6616 本多 雄介 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ 埼玉県 4:03:57
4243 5530 木村 高規 ｷﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ 東京都 4:03:58
4244 5698 米田 憲史 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｼ 神奈川県 4:03:59
4245 5919 沖野 純一 ｵｷﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北海道 4:04:01
4246 7888 古田 剛士 ﾌﾙﾀ ﾂﾖｼ 埼玉県 4:04:02
4247 3712 清水 宏一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 茨城県 ぶーみか王国 4:04:04
4248 6102 中村 明寛 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 4:04:04
4249 5323 神野 哲也 ｶﾐﾉ ﾃﾂﾔ 神奈川県 4:04:05
4250 6714 野中 隆士 ﾉﾅｶ ﾀｶｼ 埼玉県 チームＲ×Ｌ＋ 4:04:06
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4251 6287 大塚 直 ｵｵﾂｶ ﾀﾀﾞｼ 東京都 4:04:08
4252 5156 岡田 豊 ｵｶﾀﾞ ﾕﾀｶ 茨城県 茨城ジョガーズ 4:04:10
4253 9083 宮原 順二 ﾐﾔﾊﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 東京都 4:04:11
4254 2676 前田 敏雄 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｵ 茨城県 4:04:12
4255 6256 松橋 崇 ﾏﾂﾊｼ ﾀｶｼ 東京都 4:04:13
4256 2526 岡田 拓也 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 千葉県 デンカ 4:04:14
4257 8003 依岡 恭弘 ﾖﾘｵｶ ﾔｽﾋﾛ 東京都 プロングホーン 4:04:14
4258 4466 反町 淳一 ｿﾘﾏﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 ＡＲＣ 4:04:14
4259 4114 神谷 敬一 ｶﾐﾔ ｹｲｲﾁ 東京都 深川ランナーズ 4:04:16
4260 5329 池添 慎太郎 ｲｹｿﾞｴ ｼﾝﾀﾛｳ 大阪府 幡再陸上部 4:04:17
4261 7979 藤原 健二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城県 チームおすし 4:04:18
4262 6963 井出 瞭 ｲﾃﾞ ﾘｮｳ 東京都 4:04:19
4263 8738 坪井 邦夫 ﾂﾎﾞｲ ｸﾆｵ 神奈川県 4:04:19
4264 6741 中谷 佳仙 ﾅｶﾔ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 4:04:21
4265 4388 鈴木 智弥 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 神奈川県 4:04:24
4266 7698 菊地 広介 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 茨城県 4:04:24
4267 8884 山田 圭吾 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｺﾞ 栃木県 4:04:28
4268 6353 五十嵐 広幸 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 4:04:28
4269 9176 西村 孝宏 ﾆｼﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 東京都 4:04:28
4270 5170 近藤 由憲 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 フル走ろう会 4:04:29
4271 6033 軍司 忠 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 げんこつの会 4:04:31
4272 2274 田中 実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 山梨県 4:04:31
4273 8865 井上 規 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 砂沼ゆるランＣ 4:04:31
4274 7856 原口 博司 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 茨城県 加波一族 4:04:34
4275 5075 須藤 智光 ｽﾄｳ ﾄｼﾐﾂ 茨城県 水戸ランナー塾 4:04:35
4276 2884 浅井 幸也 ｱｻｲ ﾕｷﾔ 東京都 4:04:35
4277 7960 白石 幸彦 ｼﾗｲｼ ﾕｷﾋｺ 東京都 4:04:39
4278 6271 増子 孝則 ﾏｼｺ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 ルネサンス水戸 4:04:40
4279 7682 山下 晋 ﾔﾏｼﾀ ｽｽﾑ 茨城県 4:04:41
4280 5703 和田 洋 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 4:04:42
4281 6870 五十嵐 仁 ｲｶﾗｼ ﾋﾄｼ 新潟県 4:04:42
4282 6133 園 陽平 ｿﾉ ﾖｳﾍｲ 千葉県 4:04:44
4283 8728 梅津 心 ｳﾒﾂﾞ ｼﾝ 東京都 ＹＰ 4:04:45
4284 8232 村上 貴志 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 茨城県 県警走友会 4:04:46
4285 4177 小柏 秀平 ｵｶﾞｼﾜ ｼｭｳﾍｲ 群馬県 上州アスリート 4:04:46
4286 6323 秋山 愛弘 ｱｷﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 4:04:46
4287 5328 谷村 利伸 ﾀﾆﾑﾗ ﾄｼﾉﾌﾞ 神奈川県 4:04:49
4288 4950 大沼 祐治 ｵｵﾇﾏ ﾕｳｼﾞ 群馬県 4:04:50
4289 9583 寺本 陽太 ﾃﾗﾓﾄ ﾖｳﾀ 熊本県 4:04:51
4290 5195 松川 直樹 ﾏﾂｶﾜ ﾅｵｷ 神奈川県 4:04:56
4291 4650 山根 登 ﾔﾏﾈ ﾉﾎﾞﾙ 茨城県 ＳＭＣ日立 4:04:56
4292 5278 岡﨑 允紀 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 熊谷熱走会 4:04:58
4293 7283 常木 和久 ﾂﾈｷ ｶｽﾞﾋｻ 群馬県 ぐんまみらい 4:04:59
4294 5270 沼田 道成 ﾇﾏﾀ ﾐﾁﾅﾘ 茨城県 4:05:01
4295 7884 辻本 和弥 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 アツメギクラブ 4:05:02
4296 9127 高村 圭太郎 ﾀｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 埼玉県 4:05:03
4297 2501 山内 亮太 ﾔﾏｳﾁ ﾘｮｳﾀ 千葉県 4:05:06
4298 3766 千明 豊 ﾁｱｷ ﾕﾀｶ 茨城県 4:05:14
4299 3682 齋藤 康司 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 茨城県 ＫＴＣ陸上部 4:05:15
4300 8256 山崎 努 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 茨城県 4:05:19
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4301 5601 池乗 龍夫 ｲｹﾉﾘ ﾀﾂｵ 神奈川県 クラブＲ２東北 4:05:19
4302 6015 岡部 実 ｵｶﾍﾞ ﾐﾉﾙ 茨城県 4:05:22
4303 4549 藤原 隆司 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 茨城県 4:05:25
4304 3782 小林 貴規 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 千葉県 ソンナバナナ 4:05:25
4305 9256 大山 拓郎 ｵｵﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 埼玉県 4:05:26
4306 3430 森田 康之 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾕｷ 東京都 4:05:27
4307 8110 茂木 崇広 ﾓﾃｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 千葉県 4:05:28
4308 5889 河野 昌哉 ｶﾜﾉ ﾏｻﾔ 神奈川県 4:05:29
4309 9569 戸邉 高史 ﾄﾍﾞ ﾀｶｼ 千葉県 4:05:29
4310 8331 大内 天輝 ｵｵｳﾁ ﾃﾝｷ 茨城県 4:05:31
4311 6575 古井 樹彦 ﾌﾙｲ ｼｹﾞﾋｺ 東京都 ＪＩＣＡ 4:05:32
4312 5297 大友 拓郎 ｵｵﾄﾓ ﾀｸﾛｳ 東京都 4:05:33
4313 5540 佐藤 広義 ｻﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 茨城県 日本製鉄鹿島 4:05:33
4314 4427 渋谷 哲夫 ｼﾌﾞﾔ ﾃﾂｵ 埼玉県 4:05:35
4315 4038 村田 雅晴 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾊﾙ 東京都 ＫＭＣ 4:05:38
4316 4728 長加部 賢一 ｵｻｶﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 中原なかよしク 4:05:39
4317 6279 吉田 将洋 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾖｳ 茨城県 4:05:41
4318 4685 山瀬 善明 ﾔﾏｾ ﾖｼｱｷ 岩手県 4:05:43
4319 3860 松山 順一 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 和光陸協 4:05:44
4320 5509 河埜 洋平 ｺｳﾉ ﾖｳﾍｲ 神奈川県 ランボーズ 4:05:44
4321 6001 竹谷 浩 ﾀｹﾀﾆ ﾋﾛｼ 神奈川県 仙元山トレイル 4:05:44
4322 6587 佐藤 則明 ｻﾄｳ ﾉﾘｱｷ 東京都 4:05:45
4323 8007 瀬戸 篤美 ｾﾄ ｱﾂﾐ 埼玉県 行田走友会 4:05:47
4324 8655 舘野 翔太 ﾀﾃﾉ ｼｮｳﾀ 茨城県 4:05:47
4325 6221 渥美 智康 ｱﾂﾐ ﾄﾓﾔｽ 神奈川県 4:05:48
4326 3104 津上 昌輝 ﾂｶﾞﾐ ﾏｻｱｷ 千葉県 ＲＲＴ 4:05:49
4327 3601 湯川 昌之 ﾕｶﾜ ﾏｻﾕｷ 茨城県 4:05:51
4328 1607 上杉 知広 ｳｴｽｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 4:05:51
4329 9112 三谷 薫 ﾐﾀﾆ ｶｵﾙ 東京都 乱舞 4:05:54
4330 6305 山田 剛 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 神奈川県 4:05:54
4331 4263 田村 宜也 ﾀﾑﾗ ﾀｶﾔ 埼玉県 エスリンズ 4:05:56
4332 7188 宇野 衛 ｳﾉ ﾏﾓﾙ 茨城県 4:05:57
4333 8346 斉藤 哲夫 ｻｲﾄｳ ﾃﾂｵ 埼玉県 三和富士交通 4:05:57
4334 9015 染谷 洋光 ｿﾒﾔ ﾋﾛﾐﾂ 千葉県 4:05:58
4335 3751 阿部 啓和 ｱﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 4:05:59
4336 4559 亀山 秀人 ｶﾒﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄ 茨城県 亀山医院 4:05:59
4337 1601 藤田 祐樹 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 神奈川県 4:05:59
4338 3068 永井 宏樹 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 千葉県 4:06:01
4339 9305 渋谷 律 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾘﾂ 東京都 4:06:02
4340 6507 木村 達也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 茨城県 4:06:05
4341 5390 鈴木 勝彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 ＴＪＡＮＴＩＫ 4:06:05
4342 8886 小川 崇 ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 埼玉県 坂戸西高校教員 4:06:09
4343 3628 渡辺 伸一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 東京都 4:06:10
4344 5422 西山 敦 ﾆｼﾔﾏ ｱﾂｼ 福島県 4:06:10
4345 7750 西條 友博 ｻｲｼﾞｮｳ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 4:06:10
4346 3726 松本 聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 茨城県 水戸ランナー塾 4:06:13
4347 5401 大塚 一成 ｵｵﾂｶ ｶｽﾞｼｹﾞ 栃木県 小山市役所ＭＣ 4:06:14
4348 6412 久保 俊世 ｸﾎﾞ ｼｭﾝｾｲ 神奈川県 4:06:14
4349 4448 魚住 亮 ｳｵｽﾞﾐ ﾘｮｳ 埼玉県 4:06:15
4350 6286 津田 崇弘 ﾂﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 4:06:16
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4351 7917 坂田 尚也 ｻｶﾀ ﾅｵﾔ 埼玉県 4:06:18
4352 8466 久保寺 賢治 ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 千葉県 4:06:18
4353 9446 亀岡 雅弘 ｶﾒｵｶ ﾏｻﾋﾛ 東京都 4:06:19
4354 8511 河上 大吾 ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｺﾞ 東京都 4:06:20
4355 8327 斉藤 秀明 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 4:06:21
4356 3572 増田 高康 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾔｽ 静岡県 さびき 4:06:22
4357 2757 渡邉 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 広学おやじの会 4:06:25
4358 9528 宮下 森光 ﾐﾔｼﾀ ﾓﾘﾐﾂ 長野県 4:06:25
4359 4123 植村 茂 ｳｴﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 茨城県 4:06:25
4360 2995 中嶋 和重 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ 茨城県 チーム梅ちゃん 4:06:26
4361 6314 山口 幸一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁ 千葉県 4:06:27
4362 5397 麹谷 一朗 ｺｳｼﾞﾀﾆ ｲﾁﾛｳ 埼玉県 チームカイロス 4:06:28
4363 8192 橋本 隆司 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 茨城県 4:06:29
4364 4917 青田 直広 ｱｵﾀ ﾅｵﾋﾛ 宮城県 南材おやじ 4:06:29
4365 5942 山口 善夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼｵ 千葉県 焼きそばの朝 4:06:32
4366 7315 吽野 仁思 ｳﾝﾉ ﾋﾄｼ 茨城県 4:06:32
4367 4079 市田 健 ｲﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 4:06:33
4368 6100 佐藤 俊一 ｻﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 東京都 4:06:34
4369 9631 神谷 憲司 ｶﾐﾔ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 4:06:37
4370 3710 堀内 久靖 ﾎﾘｳﾁ ﾋｻﾔｽ 長崎県 4:06:42
4371 3965 大久保 忠弥 ｵｵｸﾎﾞ ﾁｭｳﾔ 千葉県 4:06:43
4372 7878 仲上 智 ﾅｶｶﾞﾐ ｻﾄｼ 宮城県 4:06:44
4373 5777 河田 栄司 ｶﾜﾀﾞ ｴｲｼﾞ 新潟県 4:06:45
4374 6050 宇津宮 亮 ｳﾂﾐﾔ ｱｷﾗ 山梨県 4:06:45
4375 6004 山田 秀人 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 神奈川県 4:06:45
4376 4570 若月 一世 ﾜｶﾂｷ ｲｯｾｲ 東京都 4:06:46
4377 3413 方壁 達彦 ﾎｳｶﾍﾞ ﾀﾂﾋｺ 東京都 4:06:47
4378 6436 一幡 博文 ｲﾁﾏﾝ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県 北越コーポレー 4:06:48
4379 5728 竹内 剛志 ﾀｹｳﾁ ﾂﾖｼ 東京都 4:06:50
4380 7674 海老根 朋之 ｴﾋﾞﾈ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 4:06:55
4381 8823 渡邉 正樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 栃木県 4:06:57
4382 8500 飯島 昭宏 ｲｲｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 群馬県 桐生走ろう会 4:06:57
4383 7247 逢坂 正彦 ｵｵｻｶ ﾏｻﾋｺ 茨城県 4:07:01
4384 5538 大平 純一 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 4:07:06
4385 4173 原島 毅 ﾊﾗｼﾏ ﾀｹｼ 東京都 ＮＲ多摩 4:07:08
4386 2692 町田 芳章 ﾏﾁﾀﾞ ﾖｼｱｷ 埼玉県 リスペクト 4:07:09
4387 4641 佐藤 勉 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ 東京都 文化放送 4:07:12
4388 4727 菅谷 浩一 ｽｶﾞﾔ ｺｳｲﾁ 千葉県 4:07:12
4389 16006 山田 匠 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 東京都 陸自 4:07:12
4390 6242 栗田 篤実 ｸﾘﾀ ｱﾂﾐ 神奈川県 ＭＭナイトラン 4:07:14
4391 4683 中下 大輔 ﾅｶｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 栃木県 勝田三中 4:07:15
4392 7584 小川 恭央 ｵｶﾞﾜ ﾔｽｵ 東京都 ドゥ・ハウス 4:07:15
4393 5952 佐々木 伸昌 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾏｻ 茨城県 アトラス 4:07:16
4394 8923 藤井 拓人 ﾌｼﾞｲ ﾀｸﾄ 神奈川県 4:07:19
4395 6199 小田倉 伸次 ｵﾀｸﾗ ｼﾝｼﾞ 千葉県 4:07:22
4396 5345 上原 宏 ｳｴﾊﾗ ﾋﾛｼ 千葉県 ランナウェイズ 4:07:24
4397 8533 川上 洋 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ 群馬県 4:07:25
4398 7724 伊藤 隼人 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 茨城県 陸上自衛隊 4:07:26
4399 3906 岡本 壮一郎 ｵｶﾓﾄ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 4:07:27
4400 6352 大内 秀則 ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞﾉﾘ 茨城県 4:07:28
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4401 4909 平山 智之 ﾋﾗﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 神奈川県 4:07:31
4402 5406 久保木 猛 ｸﾎﾞｷ ﾀｹｼ 茨城県 勝田マを走る会 4:07:32
4403 4573 小澤 豊明 ｵｻﾞﾜ ﾄﾖｱｷ 長野県 八千穂ラン 4:07:32
4404 8562 和田 勝 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 4:07:33
4405 5290 江原 智幸 ｴﾊﾗ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 4:07:36
4406 6791 菊地 正彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ 福島県 南会津ランニン 4:07:38
4407 5737 藤井 好夫 ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵ 栃木県 4:07:39
4408 4347 吉田 龍弥 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 神奈川県 4:07:40
4409 5381 吉村 嘉一 ﾖｼﾑﾗ ｶｲﾁ 埼玉県 さいたま走翔 4:07:40
4410 4329 中尾 崇 ﾅｶｵ ﾀｶｼ 福島県 キビタンＲＣ 4:07:42
4411 5171 水野 雄一 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 愛知県 城北つばさ高校 4:07:43
4412 5265 中山 和正 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ 栃木県 総グランどう？ 4:07:43
4413 8429 大崎 正一 ｵｵｻｷ ｼｮｳｲﾁ 栃木県 4:07:45
4414 3548 長原 正大 ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 神奈川県 エムエム走愉快 4:07:48
4415 4224 猪狩 秀勝 ｲｶﾘ ﾋﾃﾞｶﾂ 東京都 4:07:56
4416 3511 田名辺 敏幸 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 ＦＣカンテラ 4:07:58
4417 5873 小林 正紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 東京都 4:08:00
4418 7857 松崎 晴久 ﾏﾂｻﾞｷ ﾊﾙﾋｻ 埼玉県 ＢａＳＲＣ 4:08:02
4419 4290 高橋 リョウスケ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｹ 東京都 ＢＩＮＴＡＮＧ 4:08:04
4420 7867 賀川 光章 ｶｶﾞﾜ ﾐﾂｱｷ 埼玉県 ＩＺＲＡ 4:08:06
4421 4864 長谷部 幸輝 ﾊｾﾍﾞ ｺｳｷ 千葉県 4:08:06
4422 3573 秋吉 壮志 ｱｷﾖｼ ﾀｹｼ 神奈川県 4:08:07
4423 5960 小坂 真也 ｵｻｶ ｼﾝﾔ 東京都 中山寮 4:08:08
4424 7980 舘 雄一郎 ﾀﾁ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県 4:08:09
4425 5029 佐俣 潤 ｻﾏﾀ ｼﾞｭﾝ 群馬県 4:08:10
4426 4368 山本 健人 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾄ 大阪府 4:08:10
4427 4402 大塚 憲司 ｵｵﾂｶ ｹﾝｼﾞ 青森県 けっぱＲＵＮ会 4:08:11
4428 4857 真栄田 保 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾓﾂ 神奈川県 クッキーズ 4:08:11
4429 3524 曽我部 雅一 ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 ランジョグ 4:08:12
4430 8207 濱口 栄介 ﾊﾏｸﾞﾁ ｴｲｽｹ 東京都 4:08:14
4431 3539 長澤 武志 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｹｼ 千葉県 たけし軍団 4:08:14
4432 5928 佐野 真弘 ｻﾉ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 荒牛走友会 4:08:15
4433 5904 下崎 正憲 ｼﾓｻﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 東京都 4:08:15
4434 5474 東峰 竜 ﾄｳﾐﾈ ﾘｮｳ 茨城県 善太夫 4:08:16
4435 8438 今村 貴史 ｲﾏﾑﾗ ﾀｶｼ 茨城県 4:08:19
4436 4583 安齋 昌 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｻﾙ 埼玉県 4:08:19
4437 8451 中川西 胤樹 ﾅｶｶﾞﾜｻｲ ｶｽﾞｷ 埼玉県 4:08:22
4438 4447 佐野 俊二郎 ｻﾉ ｼｭﾝｼﾞﾛｳ 神奈川県 ＴＭＳ 4:08:23
4439 4534 池田 和義 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 群馬県 デンカ渋川工場 4:08:23
4440 3940 佐久間 博之 ｻｸﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 4:08:23
4441 2318 井藤 久利 ｲﾄｳ ﾋｻﾄｼ 神奈川県 日東電社友会 4:08:27
4442 3491 中川 務 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾄﾑ 東京都 4:08:28
4443 4936 小貫 隆信 ｵﾇｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 茨城県 4:08:30
4444 4369 田島 裕 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳ 群馬県 4:08:33
4445 4889 有光 佑一 ｱﾘﾐﾂ ﾕｳｲﾁ 茨城県 （株）ＨＢＳ 4:08:33
4446 9559 西山 勝也 ﾆｼﾔﾏ ｶﾂﾔ 東京都 4:08:34
4447 5661 田村 達弥 ﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ 埼玉県 4:08:35
4448 5163 隈元 尚之 ｸﾏﾓﾄ ﾋｻﾕｷ 神奈川県 4:08:37
4449 6543 浦田 幸佑 ｳﾗﾀ ｺｳｽｹ 東京都 中央区 4:08:37
4450 6740 日野 行介 ﾋﾉ ｺｳｽｹ 茨城県 4:08:37
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4451 6675 清家 祐司 ｾｲｹ ﾕｳｼﾞ 京都府 4:08:40
4452 9433 笠原 良行 ｶｻﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 神奈川県 4:08:41
4453 6695 菊池 利之 ｷｸﾁ ﾄｼﾕｷ 茨城県 世矢Ｊ＆Ｊ 4:08:42
4454 3987 石井 裕之 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 4:08:43
4455 4513 福本 慎一 ﾌｸﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 茨城県 だるま納豆 4:08:43
4456 4686 佐藤 千大 ｻﾄｳ ﾁﾋﾛ 栃木県 ＡＭＡＣ 4:08:45
4457 8475 田口 真作 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｻｸ 茨城県 鉾田陸上 4:08:48
4458 5557 大橋 由宏 ｵｵﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 4:08:48
4459 2899 木村 典久 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾋｻ 神奈川県 チーム大友 4:08:48
4460 9570 大矢 智徳 ｵｵﾔ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 小金井公園走友 4:08:50
4461 5185 岸本 正治 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ 東京都 4:08:51
4462 6028 久保田 隆史 ｸﾎﾞﾀ ﾀｶｼ 埼玉県 4:08:52
4463 5483 大森 あき ｵｵﾓﾘ ｱｷ 東京都 4:08:53
4464 5939 七條 浩二 ｼﾁｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 東京都 4:08:54
4465 7896 佐藤 吏 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 東京都 4:08:54
4466 1462 恩田 慎一 ｵﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 新潟県 能生陸上クラブ 4:08:56
4467 5717 清水 新 ｼﾐｽﾞ ｱﾗﾀ 東京都 矢野ＲＣ 4:08:57
4468 2384 小林 克至 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 栃木県 4:09:01
4469 4964 小松 将人 ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ 北海道 北斗七重浜ク 4:09:08
4470 3574 小松 大介 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 4:09:09
4471 5790 渡邊 直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ 千葉県 4:09:10
4472 3914 田村 徹 ﾀﾑﾗ ﾄｵﾙ 茨城県 4:09:11
4473 5792 宇治川 忠紀 ｳｼﾞｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ 千葉県 4:09:12
4474 2259 青山 義幸 ｱｵﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 埼玉マスターズ 4:09:15
4475 8238 中島 敏英 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ 東京都 4:09:16
4476 5505 佐藤 秀太 ｻﾄｳ ｼｭｳﾀ 東京都 4:09:18
4477 4521 生田目 聡 ﾅﾏﾀﾒ ｻﾄｼ 福島県 4:09:20
4478 5890 仁志川 武史 ﾆｼｶﾜ ﾀｹｼ 千葉県 ＪＸ金属（株） 4:09:20
4479 6941 福島 和 ﾌｸｼﾏ ﾔﾜﾗ 茨城県 4:09:21
4480 3912 中郡 久夫 ﾁｭｳｸﾞﾝ ﾋｻｵ 茨城県 佐和高等学校 4:09:21
4481 3709 石橋 勉 ｲｼﾊﾞｼ ﾂﾄﾑ 東京都 城北クラブ 4:09:22
4482 5182 山腰 英紀 ﾔﾏｺｼ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 4:09:25
4483 6109 廣津 大地 ﾋﾛﾂ ﾀﾞｲﾁ 東京都 4:09:26
4484 3320 寺門 高道 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾀｶﾐﾁ 茨城県 伊藤園 4:09:26
4485 2571 水上 篤史 ﾐｽﾞｶﾐ ｱﾂｼ 千葉県 4:09:28
4486 5325 柿田 亮介 ｶｷﾀ ﾘｮｳｽｹ 福島県 わんぎゃんズ 4:09:32
4487 4044 成海 惠介 ﾅﾙﾐ ｹｲｽｹ 神奈川県 ＳＲＣ 4:09:34
4488 5086 小堤 康生 ｵﾂﾞﾂﾐ ﾔｽｵ 茨城県 祐斗真緒篤斗 4:09:37
4489 5363 川井 貴弘 ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾛ 愛知県 4:09:37
4490 5850 佐藤 宏樹 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 茨城県 固化材 4:09:40
4491 5774 冨田 範光 ﾄﾐﾀ ﾉﾘﾐﾂ 栃木県 4:09:44
4492 5962 早川 宏 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｼ 千葉県 4:09:45
4493 8662 本部 雄大 ﾎﾝﾌﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 茨城県 Ｊ／ＡＰＧ―２ 4:09:45
4494 4746 早川 信昭 ﾊﾔｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 4:09:46
4495 5979 石川 治彦 ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾋｺ 千葉県 4:09:46
4496 4604 菊池 良彦 ｷｸﾁ ﾖｼﾋｺ 茨城県 菊池モーター 4:09:47
4497 6299 三嶋 隆之 ﾐｼﾏ ﾀｶｼ 長野県 4:09:47
4498 6985 小西 崇永 ｺﾆｼ ﾀｶﾋｻ 埼玉県 4:09:47
4499 6749 三谷 光一 ﾐﾀﾆ ｺｳｲﾁ 埼玉県 大江戸飛脚会 4:09:49
4500 5070 村井田 英夫 ﾑﾗｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 4:09:49
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4501 5308 花岡 均 ﾊﾅｵｶ ﾋﾄｼ 京都府 地主 4:09:51
4502 8941 鹿生 達寛 ｶﾉｳ ﾀﾂﾋﾛ 神奈川県 4:09:51
4503 6022 青木 祥平 ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 4:09:52
4504 5622 土井 清 ﾄﾞｲ ｷﾖｼ 茨城県 ぴっぴくらぶ 4:09:54
4505 6702 藤木 邦洋 ﾌｼﾞｷ ｸﾆﾋﾛ 茨城県 株）楠原管工業 4:09:55
4506 4547 福田 猛 ﾌｸﾀﾞ ﾀｹｼ 兵庫県 4:09:57
4507 4544 伊藤 通利 ｲﾄｳ ﾐﾁﾄｼ 埼玉県 千代子亭 4:09:58
4508 4419 シエラ ナサニエル ｼｴﾗ ﾅｻﾆｴﾙ 千葉県 4:09:58
4509 2689 田澤 昌孝 ﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾀｶ 東京都 Ｇｏ ｕｐ！ 4:09:58
4510 5408 根本 雅隆 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 茨城県 特にありません 4:09:59
4511 4087 清水 和文 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾌﾐ 東京都 4:09:59
4512 5679 塩畑 仁志 ｼｵﾊﾀ ﾋﾄｼ 茨城県 北越物流株 4:10:01
4513 8617 谷 祐次 ﾀﾆ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:10:01
4514 2079 五十川 陸斗 ｲｿｶﾞﾜ ﾘｸﾄ 神奈川県 4:10:05
4515 5993 佐藤 航 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 茨城県 4:10:06
4516 4342 浅島 洋平 ｱｻｼﾏ ﾖｳﾍｲ 埼玉県 4:10:07
4517 5204 小沢 健一 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 福島県 小沢陶業 4:10:07
4518 5673 鎌田 剛史 ｶﾏﾀ ﾀｶｼ 埼玉県 4:10:10
4519 6280 及川 哲也 ｵｲｶﾜ ﾃﾂﾔ 東京都 ＨＧ父親ラン部 4:10:11
4520 3869 松本 弘明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 東京都 ランニングマン 4:10:11
4521 7848 鈴木 寛海 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 茨城県 勝田環境 4:10:12
4522 4563 河野 淳一 ｺｳﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 大森製作所 4:10:12
4523 4648 曽根 光 ｿﾈ ﾋｶﾙ 東京都 4:10:13
4524 5724 澤口 博 ｻﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:10:14
4525 2763 貞元 良 ｻﾀﾞﾓﾄ ﾘｮｳ 東京都 4:10:15
4526 4504 石川 友則 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾉﾘ 神奈川県 4:10:16
4527 5106 舩戸 文英 ﾌﾅﾄ ﾌﾐﾋﾃﾞ 東京都 4:10:16
4528 6214 古谷 健太 ﾌﾙﾀﾆ ｹﾝﾀ 新潟県 新潟大学 4:10:20
4529 6748 高田 幹 ﾀｶﾀﾞ ｶﾝ 神奈川県 4:10:21
4530 4005 武田 幸寿 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼﾞｭ 東京都 ネリトラ 4:10:26
4531 4024 川口 譲司 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都 ティーアールシ 4:10:26
4532 6671 前川 義友 ﾏｴｶﾜ ﾖｼﾄﾓ 京都府 コマツ 4:10:27
4533 7859 蓑輪 行輝 ﾐﾉﾜ ﾕｷﾃﾙ 埼玉県 4:10:28
4534 4658 山田 文昭 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 茨城県 原子力機構東京 4:10:29
4535 5640 登坂 文朗 ﾉﾎﾞﾘｻｶ ﾌﾐｱｷ 神奈川県 4:10:30
4536 4759 大山 雄二郎 ｵｵﾔﾏ ﾕｳｼﾞﾛｳ 東京都 4:10:30
4537 8650 酒井 治 ｻｶｲ ｵｻﾑ 茨城県 4:10:31
4538 4279 田中 利洋 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県 4:10:31
4539 8237 西川 清志郎 ﾆｼｶﾜ ｷﾖｼﾛｳ 千葉県 4:10:33
4540 4059 本多 桂 ﾎﾝﾀﾞ ｶﾂﾗ 埼玉県 4:10:35
4541 4156 間室 孝多朗 ﾏﾑﾛ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県 新京成競技部 4:10:36
4542 5523 伊藤 雅浩 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 東京都 4:10:38
4543 6656 瀧本 優哉 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳﾔ 茨城県 4:10:41
4544 6139 南原 正志 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾏｻｼ 神奈川県 浜井産業 4:10:43
4545 6812 松本 慶吾 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 群馬県 4:10:43
4546 6073 久保 雅裕 ｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 4:10:45
4547 5487 大枝 俊也 ｵｵｴﾀﾞ ﾄｼﾔ 茨城県 新戸青年団 4:10:48
4548 6240 菅原 智弥 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 埼玉県 4:10:50
4549 5118 穐田 知也 ｱｷﾀ ﾄﾓﾔ 東京都 4:10:51
4550 3650 小野 光浩 ｵﾉ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 4:10:51
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4551 4874 小野瀬 雅俊 ｵﾉｾ ﾏｻﾄｼ 茨城県 4:10:52
4552 3304 海老原 武 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 茨城県 守谷インター 4:10:52
4553 2093 皆越 智弘 ﾐﾅｺｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 4:10:53
4554 9197 金 太郎 ｷﾑ ﾃﾗﾝ 東京都 4:10:54
4555 4688 小野 正博 ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 栃木県 七井幼駅伝部 4:10:55
4556 5441 植木 勇 ｳｴｷ ｲｻﾑ 茨城県 4:10:55
4557 3252 渡部 修司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 栃木県 ＲＵＮ４８ 4:10:55
4558 5454 平井 逸郎 ﾋﾗｲ ｲﾂﾛｳ 神奈川県 4:10:57
4559 5268 岡澤 武彦 ｵｶｻﾞﾜ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 相模原走ろう会 4:10:58
4560 4074 門馬 剛 ﾓﾝﾏ ﾂﾖｼ 福島県 4:10:59
4561 9322 橋本 陽一 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 4:11:00
4562 7334 石川 誠 ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 茨城県 4:11:01
4563 5327 浜内 操 ﾊﾏｳﾁ ﾐｻｵ 茨城県 4:11:01
4564 4747 平川 亮 ﾋﾗｶﾜ ﾘｮｳ 茨城県 ◆弥勒菩薩◆ 4:11:03
4565 6191 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 千葉県 4:11:04
4566 3155 川久保 清志 ｶﾜｸﾎﾞ ｷﾖｼ 栃木県 4:11:08
4567 4149 伊東 孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 秋田県 秋田一ツ森ＲＣ 4:11:08
4568 5699 山口 真吾 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ 千葉県 4:11:08
4569 5537 大山 剛 ｵｵﾔﾏ ﾂﾖｼ 神奈川県 4:11:08
4570 2767 菅野 邦彦 ｽｶﾞﾉ ｸﾆﾋｺ 東京都 4:11:11
4571 5358 深町 博人 ﾌｶﾏﾁ ﾋﾛﾄ 茨城県 4:11:20
4572 5884 村田 光二 ﾑﾗﾀ ｺｳｼﾞ 東京都 社会心理走遊会 4:11:21
4573 3535 鎌田 憲一郎 ｶﾏﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 4:11:25
4574 4138 白旗 賢吾 ｼﾗﾊﾀ ｹﾝｺﾞ 茨城県 クラブＲ２ 4:11:29
4575 8367 黒田 努 ｸﾛﾀﾞ ﾂﾄﾑ 神奈川県 あさお 4:11:32
4576 7893 市野 勝久 ｲﾁﾉ ｶﾂﾋｻ 神奈川県 4:11:34
4577 5378 西野 博 ﾆｼﾉ ﾋﾛｼ 埼玉県 川越女子高校 4:11:37
4578 9636 山岸 城太郎 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 東京都 4:11:39
4579 3626 樋口 正成 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾅﾘ 埼玉県 フォーティーズ 4:11:41
4580 5160 清水 康弘 ｼﾐｽﾞ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 おかめ納豆 4:11:43
4581 4404 田辺 勝治 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｼﾞ 千葉県 4:11:44
4582 3792 石塚 富男 ｲｼﾂﾞｶ ﾄﾐｵ 東京都 データ 4:11:47
4583 6887 大図 清 ｵｵｽﾞ ｷﾖｼ 茨城県 ザッソウダマシ 4:11:47
4584 3356 高野 祐二 ﾀｶﾉ ﾕｳｼﾞ 群馬県 風夢 4:11:48
4585 4519 清水 洋一 ｼﾐｽﾞ ﾖｳｲﾁ 神奈川県 4:11:49
4586 8257 北村 協士 ｷﾀﾑﾗ ｷｮｳｼﾞ 山形県 ブランク 4:11:52
4587 5727 吉田 浩昭 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 茨城県 キャプテン茨城 4:11:52
4588 5860 稲葉 進 ｲﾅﾊﾞ ｽｽﾑ 千葉県 4:11:52
4589 5210 星野 藤三 ﾎｼﾉ ﾄｳｿﾞｳ 栃木県 ＮＤＣ 4:11:53
4590 6152 小川 誠 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 茨城県 4:11:55
4591 3027 袴田 靖文 ﾊｶﾏﾀ ﾔｽﾌﾐ 茨城県 ＴＦ＆Ｈ 4:11:56
4592 2839 兵藤 学 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ 埼玉県 ＳＲＣ 4:11:58
4593 4043 田辺 尚志 ﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ 東京都 4:11:59
4594 5165 中曽 俊之 ﾅｶｿ ﾄｼﾕｷ 富山県 4:12:00
4595 7909 山田 和也 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 東京都 品川走遊会 4:12:03
4596 5713 鈴木 英夫 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｵ 東京都 日本製鉄 4:12:05
4597 5503 川里 康行 ｶﾜｻﾄ ﾔｽﾕｷ 茨城県 4:12:10
4598 5848 岡野 龍男 ｵｶﾉ ﾀﾂｵ 神奈川県 4:12:10
4599 5827 小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:12:14
4600 6040 小野寺 智史 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄｼ 東京都 ＹＲＣカヨレン 4:12:14
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4601 7679 山野 知春 ﾔﾏﾉ ﾁﾊﾙ 茨城県 4:12:15
4602 9349 坂本 直也 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾔ 埼玉県 4:12:19
4603 8800 千崎 昌彦 ｾﾝｻﾞｷ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 4:12:22
4604 9193 種市 竜大 ﾀﾈｲﾁ ﾘｭｳﾀ 宮城県 4:12:22
4605 4016 井口 正宏 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 長野県 ちいむもみじ 4:12:24
4606 4432 飯田 和好 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 フル百回楽走会 4:12:24
4607 5970 佐藤 貞和 ｻﾄｳ ｻﾀﾞｶｽﾞ 福島県 はたけんぼ 4:12:24
4608 5927 郡司 裕之 ｸﾝｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 みやのもりＲＣ 4:12:25
4609 9053 佐藤 幹爾 ｻﾄｳ ｶﾝｼﾞ 茨城県 4:12:25
4610 5394 千葉 智視 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾐ 茨城県 4:12:27
4611 5633 齊藤 祐士 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼ 新潟県 新潟ファンラン 4:12:29
4612 5859 今野 桂太 ｺﾝﾉ ｹｲﾀ 千葉県 4:12:31
4613 4355 滝浪 透 ﾀｷﾅﾐ ﾄｵﾙ 茨城県 4:12:32
4614 4560 松本 誓一 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁ 埼玉県 4:12:33
4615 6848 山本 和範 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 ブルックリン 4:12:33
4616 6268 佐藤 博之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:12:35
4617 3592 野入 久幸 ﾉｲﾘ ﾋｻﾕｷ 埼玉県 チーム１００Ｍ 4:12:36
4618 8371 岡田 隆 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 三菱重工 4:12:38
4619 6376 篠田 宏 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 4:12:39
4620 5222 小林 真二 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 4:12:39
4621 7944 鈴木 幾太 ｽｽﾞｷ ｲｸﾀ 茨城県 ＭＨＣキャピ 4:12:40
4622 5020 西浜 聡一 ﾆｼﾊﾏ ｿｳｲﾁ 神奈川県 4:12:40
4623 4782 岩澤 雄太 ｲﾜｻﾜ ﾕｳﾀ 栃木県 4:12:41
4624 6480 鴨志田 邦晴 ｶﾓｼﾀﾞ ｸﾆﾊﾙ 茨城県 4:12:43
4625 3554 小町 紀幸 ｺﾏﾁ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 4:12:44
4626 3126 谷澤 恵一 ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 千葉県 柏おやじ 4:12:45
4627 5753 酒井 啓介 ｻｶｲ ｹｲｽｹ 埼玉県 4:12:47
4628 3698 平谷 修平 ﾋﾗﾀﾆ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 日立製作所 4:12:47
4629 5966 矢澤 昭彦 ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾋｺ 東京都 ＴＭＥＩＣ走遊 4:12:47
4630 4210 真嶋 秀尚 ﾏｼﾞﾏ ﾖｼﾅｵ 埼玉県 4:12:49
4631 3957 柴田 淳平 ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 栃木県 アルテミラ 4:12:51
4632 7727 田中 茂男 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｵ 茨城県 4:12:51
4633 8421 永田 豪生 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 4:12:55
4634 1883 塩 太生 ｼｵ ﾀｵ 北海道 トヨタ北海道 4:12:56
4635 5427 高野 純平 ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神奈川県 パリマラ 4:12:56
4636 4237 祖山 均 ｿﾔﾏ ﾋﾄｼ 宮城県 4:12:57
4637 5925 堤 雅義 ﾂﾂﾐ ﾏｻﾖｼ 千葉県 江東マラソン 4:12:57
4638 4644 筒井 圭一 ﾂﾂｲ ｹｲｲﾁ 栃木県 那須くるみの木 4:13:00
4639 4834 四倉 保彦 ﾖﾂｸﾗ ﾔｽﾋｺ 茨城県 ＹＹ ＣＬＵＢ 4:13:04
4640 9070 吉原 弘毅 ﾖｼﾜﾗ ﾋﾛｷ 千葉県 4:13:05
4641 3435 古森 憲二 ｺﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 茨城県 4:13:06
4642 4357 前田 良男 ﾏｴﾀﾞ ﾖｼｵ 青森県 チームワン東京 4:13:07
4643 6510 土田 大貴 ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 神奈川県 旭ランナーズ 4:13:08
4644 5450 松村 徹 ﾏﾂﾑﾗ ﾄｵﾙ 埼玉県 走快ねっと 4:13:10
4645 4187 三代 一徳 ﾐﾖ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 4:13:11
4646 5230 八子 圭一 ﾔｺ ｹｲｲﾁ 新潟県 4:13:12
4647 6416 徳植 晃 ﾄｸｳｴ ｱｷﾗ 埼玉県 とくうえ 4:13:13
4648 6171 本田 伸良 ﾎﾝﾀﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 福島県 橘高校山岳部 4:13:14
4649 5576 白井 辰也 ｼﾗｲ ﾀﾂﾔ 静岡県 沼津ＲＳ記録会 4:13:14
4650 4154 井上 尚夫 ｲﾉｳｴ ﾀｶｵ 茨城県 エボーリュ 4:13:19
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4651 5016 野澤 哲 ﾉｻﾞﾜ ｱｷﾗ 愛知県 あまランナーズ 4:13:21
4652 5910 加藤 慎吾 ｶﾄｳ ｼﾝｺﾞ 東京都 ＪＢＤ 4:13:22
4653 3129 小野崎 信一 ｵﾉｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 茨城県 日立ＲＣ 4:13:24
4654 7626 長洲 勝宏 ﾅｶﾞｽ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 4:13:27
4655 4236 星野 晋 ﾎｼﾉ ｽｽﾑ 千葉県 江東病院放射線 4:13:28
4656 3643 里見 政洋 ｻﾄﾐ ﾏｻﾋﾛ 岡山県 4:13:31
4657 1603 臼井 洋也 ｳｽｲ ﾋﾛﾔ 千葉県 4:13:32
4658 3465 小島 芳幸 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾕｷ 茨城県 4:13:33
4659 6119 亀山 優輝 ｶﾒﾔﾏ ﾕｳｷ 神奈川県 4:13:34
4660 8073 乾 哲也 ｲﾇｲ ﾃﾂﾔ 茨城県 さわ薬局 4:13:34
4661 30005 田村 雄次 ﾀﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 群馬県 4:13:35
4662 6066 藤本 慎哉 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 茨城県 4:13:37
4663 6445 浅水 真人 ｱｻﾐｽﾞ ﾏﾋﾄ 神奈川県 明光 4:13:37
4664 1694 河村 慎 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 4:13:40
4665 6654 加藤 裕二 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 4:13:40
4666 8455 石川 大輔 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:13:43
4667 8849 工藤 清ノ介 ｸﾄﾞｳ ｾｲﾉｽｹ 青森県 4:13:43
4668 9372 藤本 聡 ﾌｼﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 茨城県 4:13:44
4669 8248 五耒 壽和 ｺﾞﾗｲ ﾄｼｶｽﾞ 茨城県 五来精肉店 4:13:44
4670 6010 瀬川 康介 ｾｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 千葉県 ガゼル 4:13:45
4671 4325 陶 泰彦 ｽｲ ﾔｽﾋｺ 福島県 4:13:46
4672 5878 木村 良久 ｷﾑﾗ ﾖｼﾋｻ 栃木県 宇都宮市役所 4:13:46
4673 1765 齋藤 洋孝 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 静岡県 富士空界 4:13:47
4674 5452 池田 到 ｲｹﾀﾞ ﾄｵﾙ 千葉県 江東病院 4:13:49
4675 6008 安孫子 博生 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛｷ 東京都 アクアサポート 4:13:50
4676 6078 後藤 嘉夫 ｺﾞﾄｳ ﾖｼｵ 東京都 マリン 4:13:51
4677 2770 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 東京都 チーム高木町 4:13:53
4678 3822 立仙 哲也 ﾘｯｾﾝ ﾃﾂﾔ 東京都 深大寺走友会 4:13:55
4679 6051 宮 暁男 ﾐﾔ ｱｷｵ 埼玉県 中原なかよしク 4:13:55
4680 3325 安田 雅衛 ﾔｽﾀﾞ ﾏｻｴｲ 埼玉県 4:13:57
4681 8997 青木 孝行 ｱｵｷ ﾀｶﾕｷ 茨城県 4:13:57
4682 5438 鎌田 奨 ｶﾏﾀﾞ ｽｽﾑ 神奈川県 4:14:04
4683 4331 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 東京都 ＴＫＧ 4:14:05
4684 3905 宮下 周 ﾐﾔｼﾀ ｱﾏﾈ 茨城県 4:14:06
4685 6432 斉藤 直人 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾄ 茨城県 4:14:10
4686 3498 長谷川 秀一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都 慈秀病院 4:14:11
4687 5384 西野 厚 ﾆｼﾉ ｱﾂｼ 埼玉県 4:14:14
4688 5498 塚本 純也 ﾂｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 群馬県 4:14:15
4689 6165 鈴木 翼 ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 4:14:15
4690 5206 新川田 裕樹 ｼﾝｶﾜﾀ ﾋﾛｷ 茨城県 フル走ろう会 4:14:15
4691 4831 篭野 浩史 ｶｺﾞﾉ ﾋﾛｼ 東京都 4:14:23
4692 8255 小松崎 幸一 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 茨城県 共栄メッキ 4:14:23
4693 3151 的場 康治 ﾏﾄﾊﾞ ﾔｽﾊﾙ 東京都 八王子ランナー 4:14:27
4694 3666 伊佐 政隆 ｲｻ ﾏｻﾀｶ 東京都 4:14:30
4695 2486 植田 倖次 ｳｴﾀﾞ ｺｳｼﾞ 茨城県 水 4:14:31
4696 9254 荒井 辰弥 ｱﾗｲ ﾀﾂﾔ 茨城県 水際 4:14:32
4697 5795 天野 充 ｱﾏﾉ ﾐﾂﾙ 東京都 東京陸協 4:14:34
4698 5656 大河原 善寿 ｵｵｶﾜﾗ ﾖｼﾋｻ 神奈川県 4:14:35
4699 5649 橋場 忍 ﾊｼﾊﾞ ｼﾉﾌﾞ 東京都 4:14:36
4700 4981 中嶋 正浩 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 4:14:37
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4701 4897 高村 知昭 ﾀｶﾑﾗ ﾄﾓｱｷ 栃木県 4:14:38
4702 8787 中村 孝之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 茨城県 我強倶楽部 4:14:39
4703 2299 五上 朋英 ｺﾞｶﾞﾐ ﾄﾓﾋﾃﾞ 茨城県 4:14:42
4704 6405 佐藤 隆次 ｻﾄｳ ﾀｶﾂｸﾞ 宮城県 クオール 4:14:46
4705 8880 目黒 将司 ﾒｸﾞﾛ ﾏｻｼ 東京都 4:14:47
4706 7701 角田 洋一 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 茨城県 4:14:47
4707 6369 小林 和弘 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 4:14:47
4708 5555 関屋 賢史 ｾｷﾔ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 4:14:50
4709 3809 加藤 浩路 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 東京都 多摩湖ＲＣ 4:14:50
4710 8592 仲村 明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 ＡＥＯＮ 4:14:51
4711 6460 篠崎 好二 ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 茨城県 4:14:54
4712 6053 玉井 賀行 ﾀﾏｲ ﾖｼﾕｷ 茨城県 4:14:56
4713 6349 垂水 透 ﾀﾙﾐ ﾄｵﾙ 茨城県 4:14:56
4714 3660 笹目 民部 ｻｻﾒ ﾐﾝﾌﾞ 千葉県 4:14:56
4715 4779 橋本 勇二 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 茨城県 日本ケミコン 4:14:58
4716 5597 浜野 美広 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 サラダバーズ 4:14:59
4717 3995 笹川 剛 ｻｻｶﾜ ﾂﾖｼ 茨城県 雑走魂 4:15:00
4718 4699 田口 努 ﾀｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 茨城県 雑走魂 4:15:00
4719 8782 野村 嘉之 ﾉﾑﾗ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 トコジョグ 4:15:06
4720 7138 木下 秀平 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 4:15:06
4721 8760 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 日立製作所 4:15:07
4722 4999 石塚 昭浩 ｲｼﾂﾞｶ ｱｷﾋﾛ 東京都 4:15:09
4723 9106 尾林 秀幸 ｵﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 ハイマックス 4:15:10
4724 2394 今井 憲夫 ｲﾏｲ ﾉﾘｵ 茨城県 太田走友会 4:15:11
4725 6813 岩田 修一 ｲﾜﾀ ｼｭｳｲﾁ 東京都 天馬会 4:15:12
4726 4572 松本 太郎 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾛｳ 東京都 4:15:14
4727 2084 安達 智之 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 ７７ＭＣ 4:15:17
4728 5994 中川 幸雄 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾁｵ 東京都 4:15:18
4729 5299 綿引 斉 ﾜﾀﾋｷ ﾋﾄｼ 茨城県 4:15:20
4730 5986 大場 克哉 ｵｵﾊﾞ ｶﾂﾔ 神奈川県 4:15:26
4731 5635 平野 茂晃 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞｱｷ 東京都 4:15:30
4732 6913 豊田 義幸 ﾄﾖﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 茨城県 ひたち整体院 4:15:31
4733 6633 五来 高志 ｺﾞﾗｲ ﾀｶｼ 茨城県 チームＧ 4:15:33
4734 5146 原田 賢一 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 4:15:33
4735 6820 竹澤 善文 ﾀｹｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 茨城県 エボーリュＲＣ 4:15:36
4736 5190 岩本 哲也 ｲﾜﾓﾄ ﾃﾂﾔ 神奈川県 4:15:37
4737 3508 佐々木 貴史 ｻｻｷ ﾀｶﾌﾐ 東京都 板橋ファンラン 4:15:39
4738 5888 山田 斉 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ 東京都 ポポロ 4:15:40
4739 5241 佐藤 信人 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾄ 福島県 4:15:40
4740 4910 齊藤 泰臣 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵﾐ 埼玉県 チームみぃくぅ 4:15:42
4741 6106 久保田 建寿 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 茨城県 久保田オート 4:15:43
4742 4406 小清水 亮 ｺｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 茨城県 ルネサス那珂 4:15:44
4743 4762 高橋 清二 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 東京都 4:15:44
4744 5415 浅野 聡志 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 茨城県 ルネサンス水戸 4:15:45
4745 4694 田中 雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 茨城県 水戸特別支援 4:15:46
4746 4139 小池 晃広 ｺｲｹ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 4:15:48
4747 6316 谷口 定信 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 茨城県 マルゴー 4:15:49
4748 8159 滋野 卓也 ｼｹﾞﾉ ﾀｸﾔ 東京都 4:15:50
4749 3845 井瀬 直輝 ｲｾ ﾅｵｷ 茨城県 ＪＸ金属（株） 4:15:51
4750 5746 吉満 雅文 ﾖｼﾐﾂ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 4:15:53
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4751 4509 瀬古沢 将生 ｾｺｻﾞﾜ ﾏｻｷ 茨城県 ＭＮＲｃ 4:15:55
4752 5022 高橋 聖 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 千葉県 4:15:55
4753 6854 篠原 貴 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ 茨城県 桑満企画 4:15:56
4754 8266 北原 慎也 ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ 茨城県 ラプソディア 4:15:57
4755 8269 杉本 裕道 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐﾁ 東京都 4:15:57
4756 3960 米倉 一郎 ﾖﾈｸﾗ ｲﾁﾛｳ 東京都 4:15:58
4757 5223 坂口 信治 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 4:16:00
4758 7091 林 祐司 ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:16:00
4759 2491 関口 清 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖｼ 茨城県 パレスナイト 4:16:01
4760 8676 深堀 泰成 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾔｽｼｹﾞ 茨城県 ＨＡ０２ 4:16:03
4761 4916 上田 泰孝 ｳｴﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 茨城県 ブーメランＡＨ 4:16:03
4762 4815 森田 功 ﾓﾘﾀ ｲｻｵ 東京都 4:16:04
4763 6487 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 新潟県 日々新た 4:16:09
4764 6745 北島 博司 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 茨城県 4:16:10
4765 7106 大江 達也 ｵｵｴ ﾀﾂﾔ 茨城県 4:16:10
4766 5189 青木 学 ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 幡ヶ谷再生大学 4:16:11
4767 7785 野中 水 ﾉﾅｶ ﾐｽﾞ 茨城県 4:16:12
4768 3510 高木 真 ﾀｶｷﾞ ﾏｺﾄ 埼玉県 松永建設 4:16:15
4769 5716 岡崎 淳也 ｵｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 東京短資 4:16:20
4770 4137 田中 孝和 ﾀﾅｶ ﾀｶﾄ 神奈川県 4:16:20
4771 8215 鈴木 友喜治 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾊﾙ 埼玉県 4:16:21
4772 6122 瀬尾 寿幸 ｾｵ ｽｺｳ 神奈川県 ＵＲ 4:16:25
4773 8761 小田木 郷 ｵﾀﾞｷﾞ ｻﾄｼ 茨城県 カワチ薬品 4:16:27
4774 4715 石川 孝 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 東京都 4:16:31
4775 7910 丹羽 史彰 ﾆﾜ ﾌﾐｱｷ 栃木県 ＳＴＲＣ 4:16:31
4776 5749 沼田 英隆 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 北海道 4:16:33
4777 7959 稲垣 裕一郎 ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 4:16:34
4778 3215 渡邉 克夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂｵ 秋田県 秋田メモリアル 4:16:34
4779 1177 田村 建司 ﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 Ｒ×Ｌプラス 4:16:34
4780 8898 林 正敏 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄｼ 茨城県 4:16:35
4781 5467 武 陽一 ﾀｹ ﾖｳｲﾁ 群馬県 4:16:36
4782 4903 飯塚 良太 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳﾀ 東京都 4:16:36
4783 5286 青山 晋輔 ｱｵﾔﾏ ｼﾝｽｹ 茨城県 積水メディカル 4:16:37
4784 6251 ソ 朔望 ｽ ｿﾜﾝ 東京都 三井不動産 4:16:40
4785 5742 小林 久也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻﾔ 埼玉県 風夢 4:16:44
4786 5721 長岐 浩幸 ﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 東邦薬品 4:16:45
4787 3991 上野 厚博 ｳｴﾉ ｱﾂﾋﾛ 東京都 亀有信用金庫 4:16:49
4788 8796 平田 充 ﾋﾗﾀ ﾐﾂﾙ 東京都 4:16:52
4789 4957 鈴木 克典 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 埼玉県 4:16:52
4790 7359 荻野 徳二 ｵｷﾞﾉ ﾄｸｼﾞ 福島県 4:16:55
4791 1236 東 浩司 ﾋｶﾞｼ ｺｳｼﾞ 茨城県 4:16:55
4792 2354 須田 仁 ｽﾀﾞ ﾋﾄｼ 東京都 4:16:56
4793 5588 川井 寛樹 ｶﾜｲ ﾋﾛｷ 茨城県 とことん教室 4:16:57
4794 6141 今井 克招 ｲﾏｲ ﾖｼｱｷ 東京都 4:16:59
4795 4587 酒井 英和 ｻｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 4:17:00
4796 3738 長瀬 裕三 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｿﾞｳ 神奈川県 フルードテック 4:17:01
4797 3955 飯川 浩二 ｲｲｶﾜ ｺｳｼﾞ 東京都 4:17:02
4798 6058 木村 将 ｷﾑﾗ ｽｽﾑ 東京都 4:17:03
4799 7675 佐々木 祥 ｻｻｷ ｼｮｳ 茨城県 4:17:04
4800 9061 新美 彰仁 ﾆｲﾐ ﾃﾙﾋﾄ 栃木県 4:17:05
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4801 5364 寺本 弘明 ﾃﾗﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 東京都 4:17:06
4802 4855 坪井 謙二 ﾂﾎﾞｲ ｹﾝｼﾞ 茨城県 4:17:09
4803 4882 結束 公高 ｹｯｿｸ ｷﾐﾀｶ 千葉県 松戸走ろう会 4:17:09
4804 3943 疋田 聡志 ﾋｷﾀ ｻﾄｼ 神奈川県 4:17:10
4805 9205 岡田 祐喜 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県 4:17:11
4806 3835 小林 由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 長野県 4:17:16
4807 8567 細内 克宏 ﾎｿｳﾁ ｶﾂﾋﾛ 千葉県 幸チームＫ 4:17:17
4808 3137 太田 宏治 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 埼玉県 4:17:19
4809 4324 瀬田 至 ｾﾀ ｲﾀﾙ 東京都 4:17:20
4810 6409 川崎 直人 ｶﾜｻｷ ﾅｵﾄ 茨城県 ｉｇ茨城 4:17:20
4811 9592 小島 敦 ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ 埼玉県 ＳＴＲＣ 4:17:20
4812 8041 野嵜 弘之 ﾉｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 アキラ 4:17:21
4813 5918 弥栄 裕己 ﾐｴ ﾋﾛｷ 埼玉県 4:17:22
4814 4906 志村 正光 ｼﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 宮城県 南仙台走友会 4:17:27
4815 6974 深作 陽右 ﾌｶｻｸ ﾖｳｽｹ 茨城県 4:17:29
4816 7997 黒木 敦史 ｸﾛｷ ｱﾂｼ 千葉県 4:17:31
4817 9237 安達 直樹 ｱﾀﾞﾁ ﾅｵｷ 茨城県 走れエロス 4:17:33
4818 6777 伊藤 康之 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 千葉県 4:17:35
4819 3217 前澤 健一郎 ﾏｴｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 4:17:40
4820 5248 小山 太 ｺﾔﾏ ﾌﾄｼ 東京都 青息砥息 4:17:41
4821 8401 表 寿弥 ｵﾓﾃ ﾄｼﾔ 茨城県 トラジマラボ 4:17:42
4822 5987 佐々木 芳商 ｻｻｷ ﾖｼｱｷ 岩手県 フル百回楽走会 4:17:42
4823 4712 芳賀 芳範 ﾊｶﾞ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 4:17:43
4824 4885 南原 好和 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 南原内科ＡＣ 4:17:44
4825 6038 石倉 康彦 ｲｼｸﾗ ﾔｽﾋｺ 東京都 4:17:44
4826 8384 新井 亨 ｱﾗｲ ｽｽﾑ 埼玉県 4:17:46
4827 5130 黒田 晴彦 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 東京都 4:17:47
4828 7712 岡田 宗哲 ｵｶﾀﾞ ﾑﾈﾉﾘ 茨城県 ＨＭＧ 4:17:47
4829 5199 水野 正美 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾐ 神奈川県 4:17:48
4830 5301 三村 忠弘 ﾐﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 4:17:50
4831 6810 南場 信浩 ﾅﾝﾊﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 千葉県 4:17:50
4832 9591 常深 翔太 ﾂﾈﾐ ｼｮｳﾀ 千葉県 流山市役所 4:17:50
4833 6768 嶋本 玄理 ｼﾏﾓﾄ ｹﾞﾝﾘ 東京都 マラソン風呂Ｂ 4:17:53
4834 862 早川 秀樹 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 東京都 東京中央走友会 4:17:53
4835 3600 水上 清一郎 ﾐｽﾞｶﾐ ｾｲｲﾁﾛｳ 東京都 第一三共陸上部 4:17:53
4836 5423 郡司 眞臣 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｵﾐ 茨城県 4:17:54
4837 2080 高貝 丈滋 ﾀｶｶﾞｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 東京都 リスタート 4:17:55
4838 1777 宋 基央 ｿﾝ ｷｱﾝ 東京都 4:17:55
4839 5387 柴田 裕幸 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 カエルＲＣ 4:17:56
4840 5638 小永 竜也 ｵﾅｶﾞ ﾀﾂﾔ 茨城県 八丁ダイラー 4:17:58
4841 8271 増渕 剛 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾂﾖｼ 宮城県 茨大陸上部ＯＢ 4:17:58
4842 9415 中津山 圭 ﾅｶﾂﾔﾏ ｹｲ 埼玉県 4:17:59
4843 9232 柳瀬 聖人 ﾔﾅｾ ﾏｻﾄ 茨城県 茨城大学 4:18:01
4844 4907 伊藤 健夫 ｲﾄｳ ﾀｹｵ 東京都 酒ＲＵＮ 4:18:02
4845 6582 市川 正覚 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 4:18:03
4846 7913 磯部 直昭 ｲｿﾍﾞ ﾅｵｱｷ 東京都 4:18:04
4847 5569 矢嶋 泰啓 ﾔｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 東京都 4:18:09
4848 8980 草野 耕平 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 福島県 4:18:12
4849 6222 牧村 亮治 ﾏｷﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 4:18:13
4850 9495 藤田 灯流 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓﾙ 千葉県 農業大学校 4:18:14
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4851 4271 小伊藤 成毅 ｺｲﾄｳ ｼｹﾞｷ 東京都 水曜高尾練 4:18:15
4852 3302 田中 宏典 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 4:18:15
4853 6162 石川 祐輔 ｲｼｶﾜ ﾕｳｽｹ 栃木県 4:18:16
4854 4970 齋藤 和則 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 山形県 ＢＲＡＩＤ 4:18:19
4855 2861 湯崎野 敦史 ﾕｻﾞｷﾉ ｱﾂｼ 茨城県 4:18:19
4856 9062 藤本 正樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｷ 埼玉県 4:18:20
4857 4018 栗原 賢二 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 4:18:20
4858 5600 菅野 利之 ｶﾝﾉ ﾄｼﾕｷ 茨城県 関彰商事 4:18:21
4859 9590 雨澤 亮介 ｱﾒｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 4:18:22
4860 5393 新保 仁郎 ｼﾝﾎﾞ ﾆﾛｳ 東京都 4:18:24
4861 3888 佐藤 良平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 サーモフィッシ 4:18:29
4862 6260 古泉 智浩 ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 新潟県 4:18:30
4863 6652 大橋 良明 ｵｵﾊｼ ﾖｼｱｷ 茨城県 飯島登山部 4:18:31
4864 5377 横関 秀俊 ﾖｺｾﾞｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 4:18:31
4865 4778 渡辺 充弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ 神奈川県 日本郵便 4:18:31
4866 5060 大野 英幸 ｵｵﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 4:18:33
4867 8387 田中 信介 ﾀﾅｶ ｼﾝｽｹ 神奈川県 4:18:34
4868 3133 福田 剛 ﾌｸﾀﾞ ｺﾞｳ 東京都 4:18:34
4869 8487 金子 一則 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾉﾘ 福島県 村立東海病院 4:18:35
4870 2800 菅谷 篤志 ｽｶﾞﾔ ｱﾂｼ 茨城県 ＪＡＥＡ 4:18:35
4871 7057 鈴木 勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 茨城県 4:18:40
4872 5959 横内 裕 ﾖｺｳﾁ ﾋﾛｼ 東京都 横河電機陸上部 4:18:42
4873 7096 瀬谷 洋平 ｾﾔ ﾖｳﾍｲ 茨城県 ひたち医療セン 4:18:42
4874 8754 安斎 徳如 ｱﾝｻﾞｲ ﾉﾘﾕｷ 福島県 4:18:43
4875 5946 後藤 靖之 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾕｷ 茨城県 4:18:44
4876 5513 佐々木 和幸 ｻｻｷ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 4:18:45
4877 2042 五百蔵 剛 ｲｵﾛｲ ﾂﾖｼ 神奈川県 4:18:47
4878 8883 小村 圭 ｵﾑﾗ ｹｲ 東京都 ほっぴーず 4:18:47
4879 7360 野瀬 翔太 ﾉｾ ｼｮｳﾀ 千葉県 4:18:47
4880 7655 酒井 孝輔 ｻｶｲ ｺｳｽｹ 茨城県 北茨城市 4:18:51
4881 6809 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 水戸協同病院 4:18:51
4882 6047 堀本 哲彦 ﾎﾘﾓﾄ ﾃﾂﾋｺ 茨城県 ほりもっちゃん 4:18:53
4883 6083 作山 正 ｻｸﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 住友電工 4:18:53
4884 4571 露木 和博 ﾂﾕｷ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 4:18:54
4885 8153 田中 一成 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 4:18:54
4886 5651 中村 吉孝 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 茨城県 4:18:56
4887 3562 遠藤 則世 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘﾖ 東京都 わらじの仲間 4:18:59
4888 8062 住 能和 ｽﾐ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 はるひのおやじ 4:19:00
4889 5641 丸山 建一郎 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 チームハピネス 4:19:02
4890 3502 伊藤 元久 ｲﾄｳ ﾓﾄﾋｻ 千葉県 筑波ＪＣ 4:19:02
4891 6605 武石 毅 ﾀｹｲｼ ﾂﾖｼ 千葉県 4:19:03
4892 4415 小林 俊英 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾋﾃﾞ 埼玉県 4:19:05
4893 3529 山下 治久 ﾔﾏｼﾀ ﾊﾙﾋｻ 東京都 4:19:08
4894 5799 翁川 孝行 ｵｷﾅｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 東京都 4:19:08
4895 4880 黒川 靖生 ｸﾛｶﾜ ﾔｽｵ 神奈川県 4:19:10
4896 5142 市村 明久 ｲﾁﾑﾗ ｱｷﾋｻ 茨城県 下館勤行川ＲＣ 4:19:11
4897 3224 黒宮 貴義 ｸﾛﾐﾔ ﾀｶﾖｼ 東京都 4:19:11
4898 4385 橋本 文夫 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｵ 埼玉県 所沢走友会 4:19:12
4899 6019 金子 徳秀 ｶﾈｺ ﾉﾘﾋﾃﾞ 東京都 天神湯愛好会 4:19:13
4900 6125 高橋 知好 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ 山形県 チームテルサ 4:19:13
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4901 8144 窪木 達也 ｸﾎﾞｷ ﾀﾂﾔ 茨城県 ＭＳＤ 4:19:14
4902 3226 落合 博 ｵﾁｱｲ ﾋﾛｼ 東京都 4:19:15
4903 3419 新木 剛史 ｱﾗｷ ﾀｹｼ 群馬県 4:19:15
4904 3799 三瓶 長太 ｻﾝﾍﾟｲ ﾁｮｳﾀ 神奈川県 ふろっぐす 4:19:15
4905 3640 河野 和司 ｶﾜﾉ ｶｽﾞｼ 茨城県 4:19:18
4906 5252 駒村 彰一 ｺﾏﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 埼玉県 4:19:20
4907 4360 打江 信夫 ｳﾂｴ ﾉﾌﾞｵ 岐阜県 ■打江精機 4:19:22
4908 5221 野中 浩治 ﾉﾅｶ ｺｳｼﾞ 東京都 ＳＡＧＡ 4:19:23
4909 6307 鈴木 繁 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 4:19:25
4910 2473 福本 裕一 ﾌｸﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 三高Ｒ 4:19:27
4911 5533 鈴木 敏彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 福島県 4:19:28
4912 9064 川邉 健人 ｶﾜﾍﾞ ｹﾝﾄ 茨城県 Ｊ／ＡＰＧ－２ 4:19:28
4913 5507 大竹野 幹八 ｵｵﾀｹﾉ ﾐｷﾔ 福岡県 陸上自衛隊 4:19:28
4914 6145 浅井 陽一 ｱｻｲ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 ラフラフ 4:19:29
4915 4671 田中 浩之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 4:19:29
4916 5998 岩沼 大祐 ｲﾜﾇﾏ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:19:30
4917 5907 篠原 善幸 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 福島県 4:19:32
4918 7668 高畑 大輔 ﾀｶﾊﾀ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:19:33
4919 4553 中山 佳幸 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 栃木県 4:19:34
4920 6899 菅原 敏幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾕｷ 宮城県 菅原マジック 4:19:34
4921 3434 千原 秀志 ﾁﾊﾗ ﾋﾃﾞｼ 東京都 チームもぐたん 4:19:34
4922 8694 澁川 哲 ｼﾌﾞｶﾜ ｱｷﾗ 茨城県 エスケーケー 4:19:35
4923 4148 小峰 秋夫 ｺﾐﾈ ｱｷｵ 神奈川県 横浜市陸協 4:19:36
4924 3531 小池 良史 ｺｲｹ ﾖｼﾌﾞﾐ 栃木県 4:19:37
4925 4240 谷津 直人 ﾔﾂ ﾅｵｷ 茨城県 ヨークベニマル 4:19:37
4926 9398 木村 隆寛 ｷﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 筋肉走友会 4:19:38
4927 1727 栗林 宣行 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾉﾘﾕｷ 神奈川県 4:19:38
4928 6860 増山 泰朋 ﾏｽﾔﾏ ﾔｽﾄﾓ 茨城県 4:19:39
4929 4985 中川 隆行 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 茨城県 4:19:39
4930 3702 冨沢 邦仁 ﾄﾐｻﾞﾜ ｸﾆﾋﾄ 東京都 武蔵村山市役所 4:19:39
4931 5531 市原 哲弥 ｲﾁﾊﾗ ﾃﾂﾔ 茨城県 月曜部活 4:19:39
4932 6026 村田 哲朗 ﾑﾗﾀ ﾃﾂﾛｳ 東京都 4:19:40
4933 5273 加藤 孝雄 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 神奈川県 4:19:41
4934 8226 篠田 悟 ｼﾉﾀﾞ ｻﾄﾙ 東京都 丸の内ＡＣ 4:19:41
4935 5687 山田 英史 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｼ 埼玉県 ルナークス 4:19:43
4936 7740 西野 克二 ﾆｼﾉ ｶﾂｼﾞ 茨城県 4:19:44
4937 4186 清水 俊二 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｼﾞ 茨城県 ＳＷ水戸 4:19:44
4938 5999 堀 圭吾 ﾎﾘ ｹｲｺﾞ 東京都 4:19:45
4939 6872 貫田 次郎 ﾇｷﾀ ｼﾞﾛｳ 東京都 4:19:48
4940 5080 浅川 忠二 ｱｻｶﾜ ﾁｭｳｼﾞ 山梨県 さくれつラン 4:19:48
4941 5285 中嶋 義教 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 4:19:48
4942 7414 小田川 俊久 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾄｼﾋｻ 茨城県 4:19:49
4943 5665 福田 理弘 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 4:19:51
4944 4941 梶 達雄 ｶｼﾞ ﾀﾂｵ 千葉県 4:19:54
4945 6123 丹羽 秀嗣 ﾆﾜ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 東京都 4:19:55
4946 4034 水井 好光 ﾐｽﾞｲ ﾖｼﾐﾂ 埼玉県 チームパリマラ 4:19:55
4947 6158 遠藤 秀行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 埼玉県 4:19:56
4948 5369 深井 友市 ﾌｶｲ ﾄﾓｲﾁ 埼玉県 埼玉陸協 4:19:57
4949 4524 山口 義治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 フル完走楽走会 4:19:59
4950 3720 吉原 康治 ﾖｼﾊﾗ ﾔｽﾊﾙ 千葉県 4:20:03
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4951 5275 天貝 敦司 ｱﾏｶﾞｲ ｱﾂｼ 茨城県 4:20:04
4952 8842 櫻井 幹夫 ｻｸﾗｲ ﾐｷｵ 東京都 4:20:05
4953 9272 柴田 賢治 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 茨城県 4:20:06
4954 3125 伊藤 精治 ｲﾄｳ ｾｲｼﾞ 東京都 4:20:07
4955 8029 岩崎 靖夫 ｲﾜｻｷ ﾔｽｵ 東京都 4:20:08
4956 4580 細川 浩一郎 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 東京都 ＲＲＴ 4:20:08
4957 4506 稲田 一也 ｲﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 茨城県 風希波・ＲＴ 4:20:10
4958 6072 島 潤 ｼﾏ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 埼玉松伏山岳会 4:20:11
4959 8225 須山 富雄 ｽﾔﾏ ﾄﾐｵ 千葉県 ＬＤＡ－ＲＣ 4:20:11
4960 7753 河井 貴博 ｶﾜｲ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 4:20:12
4961 5710 長嶋 伸明 ﾅｶﾞｼﾏ ﾉﾌﾞｱｷ 栃木県 4:20:12
4962 5440 細田 真次 ﾎｿﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 所沢走友会 4:20:12
4963 4983 庄子 政裕 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 4:20:15
4964 5906 桐部 清孝 ｷﾘﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 静岡県 ｅＡ静岡 4:20:15
4965 5838 寺内 裕貴 ﾃﾗｳﾁ ﾕｳｷ 栃木県 鹿沼走ろう会 4:20:16
4966 4207 石神 嘉隆 ｲｼｶﾞﾐ ﾖｼﾀｶ 千葉県 4:20:16
4967 8276 金子 淳 ｶﾈｺ ｱﾂｼ 東京都 4:20:18
4968 6385 小林 高士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 茨城県 4:20:18
4969 1196 芦澤 良太 ｱｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 山梨県 ＧＯＧＯＥＧＧ 4:20:19
4970 6496 野澤 秀典 ﾉｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 茨城県 ＮＲＦ 4:20:21
4971 6042 三田 良幸 ﾐﾀ ﾖｼﾕｷ 茨城県 4:20:24
4972 9159 神戸 輝 ｶﾝﾍﾞ ﾋｶﾙ 群馬県 4:20:25
4973 9532 野手 都希也 ﾉﾃﾞ ﾄｷﾔ 茨城県 4:20:27
4974 3458 上町 幸大 ｳｴﾏﾁ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 4:20:27
4975 4141 木村 哲 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ 茨城県 4:20:28
4976 8759 沼田 明彦 ﾇﾏﾀ ｱｷﾋｺ 茨城県 4:20:31
4977 8588 星 直人 ﾎｼ ﾅｵﾄ 茨城県 4:20:31
4978 7225 佐藤 壮宏 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 凡人ＲＣ 4:20:31
4979 6192 勝山 秀信 ｶﾂﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 茨城県 茨城県庁 4:20:34
4980 5598 長島 茂雄 ﾅｶﾞｼﾏ ｼｹﾞｵ 茨城県 4:20:36
4981 4988 長島 武生 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｹｵ 神奈川県 4:20:38
4982 4918 児島 弘 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 千葉県 4:20:43
4983 4100 大和田 洋一 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 インヴァネス 4:20:45
4984 4953 野口 博正 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾏｻ 東京都 4:20:45
4985 3001 我妻 秀俊 ｱﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 ウイングＡＣ 4:20:46
4986 6673 植田 新吉 ｳｴﾀﾞ ｼﾝｷﾁ 茨城県 日立パワー 4:20:46
4987 6200 増田 裕之 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 4:20:48
4988 6846 野手 久之 ﾉﾃ ﾋｻﾕｷ 茨城県 4:20:50
4989 6164 荒尾 秀紀 ｱﾗｵ ﾋﾃﾞｷ 東京都 4:20:50
4990 1640 小島 竜也 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 埼玉県 さいたま走友会 4:20:50
4991 8740 仁平 浩正 ﾆﾋﾗ ﾋﾛﾏｻ 東京都 4:20:51
4992 5485 十山 幸寿 ﾄﾔﾏ ﾕｷﾋｻ 茨城県 4:20:51
4993 6707 朝比奈 寿之 ｱｻﾋﾅ ﾄｼﾕｷ 東京都 4:20:53
4994 4120 木下 安司 ｷﾉｼﾀ ﾔｽｼ 千葉県 ポポロＡＣ 4:20:57
4995 6017 斎藤 哲 ｻｲﾄｳ ﾃﾂ 栃木県 4:20:58
4996 9611 植村 武彦 ｳｴﾑﾗ ﾀｹﾋｺ 東京都 セルベッサ 4:20:59
4997 6208 平元 淳治 ﾋﾗﾓﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ 茨城県 常陽銀行 4:21:00
4998 8544 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 4:21:00
4999 6977 遠藤 洋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 茨城県 4:21:01
5000 4417 佐々木 康貴 ｻｻｷ ﾔｽﾀｶ 青森県 4:21:01
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5001 3185 志摩 英二 ｼﾏ ｴｲｼﾞ 神奈川県 4:21:01
5002 6161 富山 一宏 ﾄﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 4:21:02
5003 5614 原沢 賢二 ﾊﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 久喜菖蒲公園 4:21:04
5004 4365 永安 薫 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｵﾙ 埼玉県 4:21:04
5005 7891 篠木 富二生 ｼﾉｷ ﾌｼﾞｵ 東京都 4:21:04
5006 4626 吉村 卓也 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ 東京都 4:21:05
5007 5472 浜田 隆行 ﾊﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ＥＲＩＺＡＰ 4:21:09
5008 6239 斎藤 智浩 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 栃木酔走楽団 4:21:10
5009 5277 三上 義俊 ﾐｶﾐ ﾖｼﾄｼ 栃木県 4:21:12
5010 4353 三木 茂晴 ﾐｷ ｼｹﾞﾊﾙ 埼玉県 4:21:13
5011 5064 林 宏光 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾐﾂ 千葉県 市川ＭＣ 4:21:14
5012 4112 今野 力 ｺﾝﾉ ﾁｶﾗ 茨城県 原子力機構 4:21:14
5013 6219 佐藤 壮 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 栃木県 総グラン 4:21:14
5014 5102 多田 元比古 ﾀﾀﾞ ﾓﾄﾋｺ 茨城県 ＹＭＢつくば 4:21:16
5015 6599 藤崎 岳人 ﾌｼﾞｻｷ ﾀｹﾄ 茨城県 4:21:16
5016 3858 榊原 雄児 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 茨城県 ニート 4:21:19
5017 6213 高橋 篤 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 栃木県 4:21:21
5018 6118 松本 貴之 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 栃木県 4:21:21
5019 2511 嶋永 誠二 ｼﾏﾅｶﾞ ｾｲｼﾞ 東京都 ヘルシーラン 4:21:22
5020 5175 萩野 公之 ﾊｷﾞﾉ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 クーラージュ 4:21:25
5021 7838 吉澤 武憲 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｹﾉﾘ 茨城県 4:21:26
5022 4774 橋本 究 ﾊｼﾓﾄ ｷﾜﾑ 東京都 4:21:27
5023 8006 下野 和孝 ｼﾓﾉ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 4:21:29
5024 4753 今井 慎 ｲﾏｲ ﾏｺﾄ 神奈川県 4:21:31
5025 3167 小田島 渉 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 北海道 4:21:32
5026 5725 西谷 幸男 ﾆｼﾀﾆ ﾕｷｵ 秋田県 4:21:32
5027 6725 満山 幸成 ﾐﾂﾔﾏ ｺｳｾｲ 福島県 4:21:36
5028 7774 鈴木 一宏 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 4:21:36
5029 5701 小澤 剛志 ｵｻﾞﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 川崎市陸協 4:21:36
5030 5150 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 東京都 江東ＳＣＲＣ 4:21:38
5031 506 細山 雄一 ﾎｿﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 東京都 武蔵ＵＭＣ 4:21:39
5032 2076 箕輪 雅俊 ﾐﾉﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城県 小高ひまわり 4:21:40
5033 16012 柚原 幸治 ﾕﾊﾗ ｺｳｼﾞ 宮城県 4:21:41
5034 6262 田原 康人 ﾀﾊﾗ ﾔｽﾄ 茨城県 ＭＨＩ 4:21:41
5035 2627 清野 孝志 ｾｲﾉ ﾀｶｼ 千葉県 ＯＳＴ 4:21:47
5036 3763 木村 直宏 ｷﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 4:21:48
5037 9662 塙 薫 ﾊﾅﾜ ｶｵﾙ 福島県 4:21:50
5038 4738 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 神奈川県 エスマラソン部 4:21:51
5039 4784 柏瀬 和彦 ｶｼﾜｾ ｶｽﾞﾋｺ 栃木県 4:21:52
5040 5891 星 圭太 ﾎｼ ｹｲﾀ 茨城県 4:21:53
5041 7866 新井 直 ｱﾗｲ ｽﾅｵ 東京都 4:21:53
5042 5969 庄司 章 ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾗ 茨城県 ＴＥＡＭ大洗 4:21:54
5043 6851 三浦 慶伍 ﾐｳﾗ ｹｲｺﾞ 東京都 4:21:54
5044 5003 野尻 英樹 ﾉｼﾞﾘ ﾋﾃﾞｷ 栃木県 4:21:55
5045 4873 伊藤 雅彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 千葉県 エーピーアイ 4:21:55
5046 4766 長谷部 壮平 ﾊｾﾍﾞ ｿｳﾍｲ 東京都 4:21:57
5047 5885 田中 基之 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾕｷ 福島県 4:21:57
5048 5865 長谷川 篤志 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｼ 茨城県 ＷＯＯＯＯ 4:21:58
5049 2710 石塚 英明 ｲｼﾂｶ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 石塚製材所 4:21:59
5050 9509 大伴 耕太郎 ｵｵﾄﾓ ｺｳﾀﾛｳ 神奈川県 トドトラ 4:22:00
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5051 2682 新沼 誠市 ﾆｲﾇﾏ ｾｲｲﾁ 茨城県 湘南楽走族∞ 4:22:01
5052 6426 小山田 具永 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅｶﾞ 茨城県 4:22:02
5053 5149 廣野 博之 ﾋﾛﾉ ﾋﾛﾕｷ 福島県 アッキーズ 4:22:03
5054 8295 船山 寛人 ﾌﾅﾔﾏ ﾋﾛﾄ 栃木県 4:22:03
5055 3240 中尾 彰 ﾅｶｵ ｱｷﾗ 東京都 4:22:04
5056 7743 黒沢 裕之 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 ＫＡＮＫＩＫＩ 4:22:04
5057 7716 石井 稔 ｲｼｲ ﾐﾉﾙ 茨城県 4:22:05
5058 5425 中村 秀悦 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｴﾂ 栃木県 カモシカＲＣ 4:22:09
5059 5778 岡﨑 章二 ｵｶｻﾞｷ ｼｮｳｼﾞ 栃木県 村田発條 4:22:11
5060 4621 長谷川 友行 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 4:22:11
5061 6795 芹生 昇 ｾﾘｳ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 4:22:12
5062 8771 堀江 翔一 ﾎﾘｴ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 人参部 4:22:12
5063 3976 新嶋 悟 ﾆｲｼﾞﾏ ｻﾄﾙ 茨城県 日立市役所 4:22:13
5064 6944 岡田 純明 ｵｶﾀﾞ ﾖｼｱｷ 埼玉県 いちごクラブ 4:22:15
5065 8477 関口 晃介 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 神奈川県 ７ｔｈバレー 4:22:16
5066 4471 仲野谷 孝充 ﾅｶﾉﾔ ﾀｶﾐﾂ 茨城県 4:22:16
5067 8840 裏川 裕太郎 ｳﾗｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 東京都 4:22:17
5068 5008 大部 修一 ｵｵﾌﾞ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 アウトラン 4:22:17
5069 5291 内田 一憲 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 4:22:19
5070 1795 竹内 義明 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ 神奈川県 チキンハート 4:22:19
5071 3095 松月 美雄 ｼｮｳｹﾞﾂ ﾖｼｵ 神奈川県 ＴＴＲＣ 4:22:22
5072 6598 名越 広人 ﾅｺﾞｼ ﾋﾛﾄ 茨城県 日立トラ同好会 4:22:25
5073 6816 久保 徹 ｸﾎﾞ ﾄｵﾙ 神奈川県 熊走会 4:22:26
5074 5824 細金 宗利 ﾎｿｶﾞﾈ ﾑﾈﾄｼ 茨城県 越後屋 4:22:29
5075 3334 松本 敬史 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 茨城県 東芝テック 4:22:30
5076 6934 小野 琢也 ｵﾉ ﾀｸﾔ 茨城県 4:22:30
5077 4681 伊藤 裕一 ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 栃木県 4:22:30
5078 8948 草野 達也 ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ 福島県 4:22:32
5079 5992 深尾 尚司 ﾌｶｵ ｼｮｳｼﾞ 北海道 北海道札幌市 4:22:34
5080 5226 平柳 健一 ﾋﾗﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 クラブかもい 4:22:34
5081 8815 郡司 裕介 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 4:22:35
5082 9297 山崎 元気 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾞﾝｷ 福島県 4:22:40
5083 6818 高橋 真紀 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ 東京都 マッキーズ 4:22:44
5084 6760 大畠 惇生 ｵｵﾊﾀ ｼﾞｭﾝｷ 茨城県 ルネサンス水戸 4:22:45
5085 6284 新井 辰介 ｱﾗｲ ｼﾝｽｹ 東京都 4:22:46
5086 6491 綿谷 直人 ﾜﾀﾔ ﾅｵﾄ 茨城県 4:22:48
5087 2626 橋本 宗明 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 長野県 明走会 4:22:56
5088 8260 早乙女 由徳 ｻｵﾄﾒ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 乙女屋 4:22:56
5089 9084 磯部 剛志 ｲｿﾍﾞ ﾀｹｼ 富山県 4:23:01
5090 6395 藤崎 計紀 ﾌｼﾞｻｷ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 4:23:01
5091 5947 笹本 和彦 ｻｻﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 4:23:08
5092 6400 駒木根 章史 ｺﾏｷﾞﾈ ｱｷﾌﾐ 東京都 4:23:12
5093 9168 松尾 亮二 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 4:23:13
5094 4150 吉田 宗樹 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄｷ 東京都 4:23:13
5095 7737 海老澤 展広 ｴﾋﾞｻﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 4:23:15
5096 9245 上 智 ｶﾐ ｻﾄｼ 茨城県 4:23:15
5097 5887 石井 貴久 ｲｼｲ ﾀｶﾋｻ 千葉県 ＨＧＲＣ 4:23:16
5098 3894 伊藤 俊樹 ｲﾄｳ ﾄｼｷ 三重県 かいでんクラブ 4:23:16
5099 8490 片瀬 章博 ｶﾀｾ ｱｷﾋﾛ 千葉県 流山市消防本部 4:23:17
5100 7994 佐々木 シュン ｻｻｷ ｼｭﾝ 茨城県 4:23:20
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5101 5405 田中 孝明 ﾀﾅｶ ﾀｶｱｷ 茨城県 4:23:20
5102 9601 角田 拓也 ｶｸﾀﾞ ﾀｸﾔ 福島県 福島労働局 4:23:20
5103 7730 神谷 潤一郎 ｶﾐﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 4:23:21
5104 1363 沢田 武志 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 青森県 弘前消防 4:23:23
5105 6717 大曽根 敏則 ｵｵｿﾈ ﾄｼﾉﾘ 茨城県 ＲＵＮだ！会 4:23:23
5106 9556 坂口 芳昭 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 長野県 チーム１９７７ 4:23:25
5107 7178 塩塚 大之 ｼｵﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 東京都 4:23:28
5108 5521 青山 啓太 ｱｵﾔﾏ ｹｲﾀ 新潟県 ＭＲＣ 4:23:30
5109 8210 清水 舜也 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 茨城県 4:23:34
5110 3690 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 千葉県 4:23:35
5111 9584 岡本 力 ｵｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ 茨城県 ちーむすずき 4:23:35
5112 5258 金子 浩巳 ｶﾈｺ ﾋﾛﾐ 埼玉県 ジョニー 4:23:36
5113 6736 玉田 浩一郎 ﾀﾏﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 横浜地方裁判所 4:23:36
5114 6000 笹川 誠 ｻｻｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 茨城県 4:23:40
5115 9486 関根 稜平 ｾｷﾈ ﾘｮｳﾍｲ 東京都 4:23:42
5116 6458 東滝 尚輝 ﾋｶﾞｼﾀｷ ﾅｵｷ 神奈川県 4:23:42
5117 5055 莇 由之 ｱｻﾞﾐ ﾖｼﾕｷ 埼玉県 流山ＣＪ 4:23:44
5118 5558 樫村 太 ｶｼﾑﾗ ﾌﾄｼ 茨城県 緑中５５ 4:23:46
5119 1127 小玉 健仁 ｺﾀﾞﾏ ﾀｹﾋﾄ 茨城県 ２バディ 4:23:47
5120 5570 富澤 一夫 ﾄﾐｻﾞﾜ ｲﾁｵ 茨城県 4:23:48
5121 3935 岸川 泉 ｷｼｶﾜ ｲｽﾞﾐ 神奈川県 4:23:49
5122 3852 西山 慎吾 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 東京都 札幌走ろう会 4:23:51
5123 7575 大塚 隆史 ｵｵﾂｶ ﾀｶｼ 東京都 4:23:51
5124 3467 飯島 均 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾄｼ 埼玉県 狭山市民 4:23:53
5125 6890 大坂谷 賢三 ｵｵｻｶﾔ ｹﾝｿﾞｳ 東京都 4:23:54
5126 5750 末武 征輝 ｽｴﾀｹ ﾓﾄｷ 埼玉県 4:23:55
5127 9630 安藤 宗忠 ｱﾝﾄﾞｳ ﾑﾈﾀﾀﾞ 東京都 チームよもよも 4:23:56
5128 6544 相樂 純孝 ｻｶﾞﾗ ﾖｼﾀｶ 神奈川県 4:24:00
5129 5245 吉田 賢一郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 4:24:02
5130 4372 大内 勝正 ｵｵｳﾁ ｶﾂﾏｻ 東京都 4:24:07
5131 1760 井口 裕之 ｲｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 東京都 ステイタス 4:24:08
5132 5007 柴田 真一 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 4:24:10
5133 5733 高松 星一 ﾀｶﾏﾂ ｼｮｳｲﾁ 群馬県 4:24:12
5134 8336 大野 拓海 ｵｵﾉ ﾀｸﾐ 茨城県 青春男くらぶ極 4:24:12
5135 2296 坂谷 武 ｻｶﾔ ﾀｹｼ 栃木県 駿ＴＲＣ 4:24:14
5136 5058 福地 恒夫 ﾌｸﾁ ﾂﾈｵ 千葉県 流山ＣＪ 4:24:15
5137 8965 相沢 一芳 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 4:24:16
5138 7990 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 東京都 4:24:16
5139 5367 小島 明宏 ｺｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 4:24:18
5140 9421 古田 将孝 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾀｶ 東京都 4:24:21
5141 5967 古川 淳也 ﾌﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 大阪府 4:24:22
5142 5186 米田 進 ﾖﾈﾀﾞ ｽｽﾑ 千葉県 東京陸協 4:24:29
5143 8784 久保田 海土 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 茨城県 4:24:31
5144 8001 河野 光浩 ｺｳﾉ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 4:24:36
5145 9441 檜山 大司 ﾋﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞ 埼玉県 4:24:37
5146 7215 金子 亮 ｶﾈｺ ﾘｮｳ 埼玉県 4:24:37
5147 9444 磯野 茂 ｲｿﾉ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 ひまわりＡＣ 4:24:38
5148 7353 伊ヶ崎 純平 ｲｶﾞｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 東京都 4:24:40
5149 5921 石井 拓志 ｲｼｲ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:24:41
5150 3948 倉持 豊 ｸﾗﾓﾁ ﾕﾀｶ 茨城県 4:24:42
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5151 3931 境谷 直人 ｻｶｲﾔ ﾅｵﾄ 東京都 東京陸協 4:24:43
5152 7877 中野 晃博 ﾅｶﾉ ｱｷﾋﾛ 福島県 チーム・なずな 4:24:45
5153 5360 羽取 伸顕 ﾊﾄﾘ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 チャロ 4:24:49
5154 4208 新村 道哉 ﾆｲﾑﾗ ﾐﾁﾔ 東京都 ＵＳＡＭＩＲＣ 4:24:49
5155 4632 原 暁生 ﾊﾗ ｱｷｵ 埼玉県 4:24:50
5156 6142 宮川 家導 ﾐﾔｶﾜ ｶﾄﾞｳ 茨城県 4:24:51
5157 5077 田中 大輔 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:24:51
5158 7224 小笠原 和昌 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾏｻ 青森県 4:24:52
5159 8369 齋藤 雄介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 宮城県 4:24:53
5160 7833 八木 理公 ﾔｷﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 4:24:54
5161 9241 高谷 善一 ﾀｶﾔ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県 4:24:57
5162 6095 佐藤 圭一 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 栃木県 4:24:58
5163 6342 川又 忠史 ｶﾜﾏﾀ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 ロングライフ 4:24:58
5164 7760 江袋 和成 ｴﾌﾞｸﾛ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 4:24:59
5165 2712 中村 貴志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 4:25:06
5166 7191 飯島 秀俊 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 東京都 4:25:09
5167 6414 原 誠一郎 ﾊﾗ ｾｲｲﾁﾛｳ 神奈川県 4:25:10
5168 6407 風晴 実 ｶｾﾞﾊﾚ ﾐﾉﾙ 茨城県 ＪＸ金属 4:25:13
5169 5957 滝澤 恒基 ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ 千葉県 4:25:14
5170 6764 石岡 明日希 ｲｼｵｶ ｱｽｷ 茨城県 ＴＮＨ 4:25:19
5171 6011 田中 聡平 ﾀﾅｶ ｿｳﾍｲ 千葉県 4:25:21
5172 6166 松澤 保 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾓﾂ 福島県 4:25:23
5173 6565 松沢 啓 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 4:25:24
5174 4288 齋藤 圭一 ｻｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 茨城県 4:25:25
5175 6223 小竹 勇輝 ｺﾀｹ ﾕｳｷ 東京都 4:25:29
5176 5139 大塚 克敏 ｵｵﾂｶ ｶﾂﾄｼ 茨城県 いっしょう会 4:25:30
5177 4400 山浦 義光 ﾔﾏｳﾗ ﾖｼﾐﾂ 熊本県 クラブＲ２九州 4:25:30
5178 8343 塙 秀之 ﾊﾅﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 Ｋｅｌｌｓ 4:25:32
5179 9581 大上 悠介 ｵｵｶﾐ ﾕｳｽｹ 千葉県 流山市役所 4:25:35
5180 9381 相良 幸生 ｻｶﾞﾗ ｺｳｾｲ 茨城県 4:25:37
5181 8239 福田 英治 ﾌｸﾀﾞ ｴｲｼﾞ 埼玉県 4:25:38
5182 6680 藤原 利哉 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾄｼﾔ 千葉県 4:25:39
5183 4394 原沢 勲 ﾊﾗｻﾜ ｲｻｵ 埼玉県 上尾市陸協 4:25:40
5184 9376 中村 健二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 4:25:42
5185 6514 根本 健司 ﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 福島県 4:25:43
5186 8804 中山 弘 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 茨城県 4:25:44
5187 6553 室橋 利樹 ﾑﾛﾊｼ ﾄｼｷ 茨城県 ロンシール 4:25:44
5188 7732 陣野 浩美 ｼﾞﾝﾉ ﾋﾛﾐ 茨城県 茨城県道路公社 4:25:46
5189 3337 長谷部 隆行 ﾊｾﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 4:25:46
5190 2307 柏谷 一郎 ｶｼﾀﾆ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 逗子ジョグの会 4:25:47
5191 5646 久富 泰洋 ﾋｻﾄﾐ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 4:25:48
5192 4854 鈴木 克男 ｽｽﾞｷ ｶﾂｵ 茨城県 アルコ 4:25:48
5193 8059 名倉 和希 ﾅｸﾞﾗ ｶｽﾞｷ 千葉県 4:25:48
5194 5963 佐伯 正義 ｻｴｷ ﾏｻﾖｼ 茨城県 4:25:48
5195 4633 水下 弘一 ﾐｽﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 福島県 何苦楚支援隊 4:25:51
5196 4352 松本 秀一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 東京都 4:25:54
5197 6056 藤原 大輔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:25:54
5198 5802 柴田 久仁夫 ｼﾊﾞﾀ ｸﾆｵ 東京都 フラット 4:25:56
5199 5326 池田 周司 ｲｹﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 東京都 まりん 4:25:58
5200 6775 長谷川 貴彦 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋｺ 茨城県 4:26:00
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5201 6797 鳥居 広康 ﾄﾘｲ ﾋﾛﾔｽ 神奈川県 もんじろう。 4:26:00
5202 6867 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 茨城県 4:26:02
5203 4060 嘉山 拓磨 ｶﾔﾏ ﾀｸﾏ 神奈川県 マセキ芸能社 4:26:05
5204 8531 横山 廉 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝ 茨城県 4:26:10
5205 5833 鈴木 伸一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ 長野県 4:26:11
5206 9587 河手 一仁 ｶﾜﾃ ｶｽﾞﾋﾄ 東京都 4:26:12
5207 6269 井上 巨樹 ｲﾉｳｴ ﾐｷ 茨城県 かつを倶楽部 4:26:17
5208 8058 宮澤 誠 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 茨城県 4:26:17
5209 5943 細田 克浩 ﾎｿﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 東京都 4:26:18
5210 6710 保坂 浩司 ﾎｻｶ ｺｳｼﾞ 埼玉県 ビーンスターク 4:26:20
5211 6238 豊田 貴雄 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶｵ 茨城県 4:26:20
5212 4820 武石 章 ﾀｹｲｼ ｱｷﾗ 茨城県 常陽銀行走友会 4:26:21
5213 6184 芦沢 文人 ｱｼｻﾞﾜ ﾌﾐﾄ 東京都 ナカノフドー建 4:26:22
5214 7254 松本 清 ﾏﾂﾓﾄ ｷﾖｼ 神奈川県 横浜銀行 4:26:22
5215 4651 有阪 敏雄 ｱﾘｻｶ ﾄｼｵ 埼玉県 4:26:25
5216 9085 吉田 和礼 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 茨城県 4:26:27
5217 5543 有田 和弘 ｱﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 4:26:28
5218 9505 竹内 和也 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾔ 茨城県 珈琲都夢 4:26:30
5219 5911 佐藤 大典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県 ルネサンス浦和 4:26:30
5220 4051 藤田 次夫 ﾌｼﾞﾀ ﾂｷﾞｵ 神奈川県 4:26:30
5221 2660 高橋 マサトシ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 宮城県 アドバンス仙台 4:26:33
5222 5631 西沢 正信 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 長野県 上しょう気流 4:26:35
5223 7650 小松 達也 ｺﾏﾂ ﾀﾂﾔ 茨城県 ＪＸ金属（株） 4:26:35
5224 8202 小嶋 信一 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 4:26:42
5225 5512 長濱 直広 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾅｵﾋﾛ 茨城県 日立大みか 4:26:43
5226 4257 野口 正和 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 4:26:44
5227 9211 伊藤 秀幸 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 4:26:45
5228 8027 坂口 宗一郎 ｻｶｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ 千葉県 4:26:47
5229 4984 佐々木 聖治 ｻｻｷ ｾｲｼﾞ 茨城県 4:26:48
5230 5544 大澤 隆 ｵｵｻﾜ ﾀｶｼ 東京都 4:26:49
5231 6410 桑野 哲英 ｸﾜﾉ ﾃﾂｴｲ 栃木県 Ｒｅ：ｍｉＸ 4:26:49
5232 3944 小苅米 大志 ｺｶﾞﾘﾏｲ ﾀｲｼ 茨城県 4:26:50
5233 6116 蛭田 直大 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 茨城県 ＹＲＣ 4:26:50
5234 7778 西野 正晃 ﾆｼﾉ ﾏｻｱｷ 茨城県 4:26:52
5235 4495 栗原 幸夫 ｸﾘﾊﾗ ﾕｷｵ 千葉県 4:26:53
5236 8904 小林 謙一 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｲﾁ 新潟県 4:26:54
5237 5085 今村 聡 ｲﾏﾑﾗ ｻﾄｼ 埼玉県 ユニオン 4:26:55
5238 8770 田所 太樹 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾀｲｷ 千葉県 4:26:59
5239 3689 大内 隆寛 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 4:27:00
5240 7502 佐藤 弘明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 茨城県 4:27:00
5241 6992 仲山 勉 ﾅｶﾔﾏ ﾂﾄﾑ 茨城県 4:27:02
5242 4883 荒川 聡仁 ｱﾗｶﾜ ﾄｼﾋﾄ 神奈川県 4:27:02
5243 8345 丸山 一朗 ﾏﾙﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 千葉県 4:27:02
5244 6562 清水 学 ｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾌﾞ 栃木県 佐野Ｔ．Ｃ 4:27:03
5245 2310 横山 博 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 東京都 4:27:04
5246 3639 塚口 航平 ﾂｶｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 神奈川県 もりんの民 4:27:04
5247 6185 廣瀬 慎一 ﾋﾛｾ ｼﾝｲﾁ 千葉県 4:27:07
5248 8461 松本 智幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 福島県 楢葉町役場 4:27:14
5249 5133 畠中 謙一 ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｲﾁ 茨城県 4:27:15
5250 5067 仲田 昌純 ﾅｶﾀ ﾏｻｽﾞﾐ 埼玉県 4:27:20
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5251 5362 樋口 亮 ﾋｸﾞﾁ ﾘｮｳ 東京都 チームならべ 4:27:21
5252 2575 橋本 幸和 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｶｽﾞ 栃木県 4:27:22
5253 6264 水口 直丈 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾅｵﾀｹ 大阪府 ダイハツ販労 4:27:22
5254 6679 細川 恒平 ﾎｿｶﾜ ｺｳﾍｲ 宮城県 西松建設 4:27:24
5255 4961 引間 聡 ﾋｷﾏ ｻﾄｼ 千葉県 クレイジーＲ 4:27:24
5256 3796 室町 靖男 ﾑﾛﾏﾁ ﾔｽｵ 茨城県 4:27:24
5257 4381 奥邨 賢一 ｵｸﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 4:27:27
5258 8646 藤原 雅樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｷ 茨城県 陸自 4:27:27
5259 7676 福田 肇 ﾌｸﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 いちご整体院 4:27:36
5260 6216 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ 愛知県 4:27:36
5261 6522 馬場 芳昭 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼｱｷ 茨城県 ＦＣ西東京 4:27:36
5262 8194 林 孝次 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ 神奈川県 4:27:38
5263 4157 橋本 徹 ﾊｼﾓﾄ ﾄｵﾙ 埼玉県 Ｍ２ 4:27:39
5264 4497 田端 正治 ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 タカラ 4:27:44
5265 6174 村岡 慶一 ﾑﾗｵｶ ｹｲｲﾁ 神奈川県 4:27:45
5266 6096 助川 良美 ｽｹｶﾞﾜ ﾖｼﾐ 茨城県 4:27:46
5267 4115 井坂 光利 ｲｻｶ ﾐﾂﾄｼ 茨城県 笠松走友会 4:27:51
5268 8940 梶山 麦 ｶｼﾞﾔﾏ ﾊﾞｸ 千葉県 4:27:52
5269 5478 佐々木 一実 ｻｻｷ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 4:27:52
5270 4921 浅野 肇 ｱｻﾉ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 4:27:55
5271 5944 渡邊 弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 4:28:00
5272 3289 石戸 孝征 ｲｼﾄ ﾀｶﾕｷ 千葉県 4:28:03
5273 6497 加藤 純由 ｶﾄｳ ｽﾐﾖｼ 神奈川県 4:28:03
5274 3536 杉本 達司 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀﾂｼ 埼玉県 さいたま資材 4:28:05
5275 5803 笹谷 太郎 ｻｻﾀﾆ ﾀﾛｳ 神奈川県 横浜ナイトラン 4:28:05
5276 5011 山室 隆 ﾔﾏﾑﾛ ﾀｶｼ 東京都 4:28:06
5277 5964 花見 英樹 ﾊﾅﾐ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 4:28:10
5278 6301 茅野 恒夫 ﾁﾉ ﾂﾈｵ 茨城県 日立パワー 4:28:10
5279 8474 三輪 光雄 ﾐﾜ ﾐﾂｵ 東京都 チームパリマラ 4:28:12
5280 4463 斎藤 繁範 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ 東京都 4:28:13
5281 6980 渡辺 智文 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾉﾘ 栃木県 4:28:13
5282 7972 武藤 貞義 ﾑﾄｳ ｻﾀﾞﾖｼ 福島県 須賀川走友会 4:28:16
5283 7690 南口 俊 ﾐﾅﾐｸﾞﾁ ｼｭﾝ 茨城県 4:28:17
5284 2551 齋藤 広利 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾄｼ 東京都 ＫＭＮ４７ 4:28:18
5285 6134 岡田 衛 ｵｶﾀﾞ ﾏﾓﾙ 東京都 4:28:19
5286 7702 萩原 佳彦 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾖｼﾋｺ 茨城県 4:28:20
5287 4913 吉岡 定夫 ﾖｼｵｶ ｻﾀﾞｵ 埼玉県 さいたま走翔 4:28:20
5288 8633 小野 智久 ｵﾉ ﾄﾓﾋｻ 茨城県 油縄子おやじ 4:28:23
5289 4340 鷹取 敦 ﾀｶﾄﾘ ｱﾂｼ 東京都 4:28:25
5290 6087 黒木 健太郎 ｸﾛｷ ｹﾝﾀﾛｳ 千葉県 4:28:26
5291 8678 島田 恵造 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｿﾞｳ 栃木県 4:28:27
5292 2461 緒方 亮介 ｵｶﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 ランジョグ 4:28:27
5293 5262 森田 恭弘 ﾓﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 4:28:27
5294 9075 青木 雄二郎 ｱｵｷ ﾕｳｼﾞﾛｳ 茨城県 茨城マスターズ 4:28:30
5295 6455 川崎 諒吾 ｶﾜｻｷ ﾘｮｳｺﾞ 茨城県 4:28:31
5296 6924 諏訪 昌幸 ｽﾜ ﾏｻﾕｷ 栃木県 4:28:33
5297 4789 青野 一季 ｱｵﾉ ｶｽﾞｷ 神奈川県 4:28:37
5298 4737 金子 純也 ｶﾈｺ ｼﾞｭﾝﾔ 神奈川県 4:28:40
5299 6107 鈴木 秀徳 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾉﾘ 茨城県 タートルＴＣ 4:28:42
5300 3872 小林 和広 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 4:28:43
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5301 5322 忠内 貴直 ﾀﾀﾞｳﾁ ﾀｶﾅｵ 神奈川県 4:28:44
5302 7726 關口 清嵩 ｾｷｸﾞﾁ ｷﾖﾀｶ 茨城県 4:28:44
5303 3977 加藤 実 ｶﾄｳ ﾐﾉﾙ 東京都 ＲＣ虹 4:28:45
5304 6330 宮野 和幸 ﾐﾔﾉ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 えびぞり 4:28:47
5305 8488 粂田 聡支 ｸﾒﾀ ｻﾄｼ 東京都 大和証券 4:28:50
5306 6855 橋本 真孝 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 埼玉県 4:28:52
5307 9257 松岡 宏 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛｼ 茨城県 4:28:52
5308 5974 松村 智毅 ﾏﾂﾑﾗ ﾁﾀｶ 東京都 4:28:52
5309 7714 谷川 正挙 ﾀﾆｶﾜ ﾏｻﾀｶ 茨城県 4:28:54
5310 9103 小林 渉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 埼玉県 瀧野川信用金庫 4:29:04
5311 5059 川上 正彦 ｶﾜｶﾐ ﾏｻﾋｺ 東京都 東京陸協 4:29:04
5312 3013 続木 雅 ﾂﾂﾞｷ ﾏｻﾙ 北海道 4:29:05
5313 9048 溝渕 和也 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 群馬県 4:29:05
5314 7924 塩崎 慶一郎 ｼｵｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 東京都 4:29:07
5315 5762 窪田 康彦 ｸﾎﾞﾀ ﾔｽﾋｺ 千葉県 4:29:08
5316 7032 大庭 雄策 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｻｸ 東京都 4:29:10
5317 8091 溝辺 広祐 ﾐｿﾞﾍﾞ ｺｳｽｹ 長崎県 陸上自衛隊 4:29:11
5318 8011 大村 幸一郎 ｵｵﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 静岡県 ＯＬＣルーパー 4:29:12
5319 6383 長森 大和 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 千葉県 大和坂４６ 4:29:13
5320 5875 天野 昭憲 ｱﾏﾉ ｱｷﾉﾘ 東京都 日鉄物産 4:29:15
5321 4817 中西 貴裕 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 カヨレン 4:29:16
5322 5251 鈴木 勝美 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾐ 埼玉県 4:29:18
5323 7374 小山 修 ｺﾔﾏ ｵｻﾑ 埼玉県 走登釣会 4:29:19
5324 5385 池田 健一 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 4:29:21
5325 1761 斎藤 晃 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 神奈川県 チームふなち 4:29:26
5326 6926 岩田 利幸 ｲﾜﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 サンビーチＡＣ 4:29:28
5327 5525 林 拓未 ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 千葉県 葛魂 4:29:28
5328 2585 永岡 栄 ﾅｶﾞｵｶ ｻｶｴ 東京都 ブラウニー 4:29:29
5329 6150 黒川 光俊 ｸﾛｶﾜ ﾐﾂﾄｼ 茨城県 4:29:31
5330 778 田村 健太郎 ﾀﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 愛甲郡陸協 4:29:32
5331 5623 田中 寿人 ﾀﾅｶ ﾋｻﾄ 神奈川県 アルバック 4:29:32
5332 4896 岡谷 俊 ｵｶﾔ ｻﾄｼ 埼玉県 オカヤンズ 4:29:34
5333 3164 小林 正典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 4:29:34
5334 5284 一関 利弘 ｲﾁﾉｾｷ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県 4:29:42
5335 5577 福田 博 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 静岡県 4:29:44
5336 2600 佐藤 利文 ｻﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 福島県 トライトレイル 4:29:44
5337 2039 藤木 学 ﾌｼﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 栃木県 済生会宇都宮 4:29:45
5338 5625 石原 哲 ｲｼﾊﾗ ｻﾄｼ 埼玉県 ＡＳＡＣ 4:29:47
5339 4334 前沢 裕之 ﾏｴｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 チームバナナ 4:29:47
5340 8542 小幡 直久 ｵﾊﾞﾀ ﾅｵﾋｻ 長野県 チーム松島 4:29:51
5341 9469 植木 孝典 ｳｴｷ ﾀｶﾉﾘ 栃木県 ＯＲＴ 4:29:52
5342 5122 山口 裕之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 福島県 東邦銀行ＲＣ 4:29:54
5343 5791 片岡 延寿 ｶﾀｵｶ ﾉﾌﾞﾋｻ 茨城県 石岡国府ＲＣ 4:29:55
5344 8831 芳賀 一徹 ﾊｶﾞ ｲｯﾃﾂ 茨城県 青春漢くらぶ極 4:29:57
5345 5915 大塚 潔 ｵｵﾂｶ ｷﾖｼ 東京都 4:29:57
5346 4124 魚谷 智巳 ｳｵﾀﾆ ﾄﾓﾐ 群馬県 4:29:57
5347 6144 白鳥 一貴 ｼﾗﾄﾘ ｶｽﾞﾀｶ 神奈川県 イヌネコ同盟 4:29:59
5348 7038 中井 弘司 ﾅｶｲ ﾋﾛｼ 茨城県 4:30:00
5349 5068 高山 智政 ﾀｶﾔﾏ ﾄｼﾏｻ 千葉県 ＯＲＣ 4:30:06
5350 6789 菊池 和典 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 4:30:07
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5351 9025 相澤 純一 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 石岡国府ＲＣ 4:30:14
5352 6108 古川 真人 ﾌﾙｶﾜ ﾏｻﾄ 茨城県 超進化研究所 4:30:21
5353 9161 久保塚 直樹 ｸﾎﾞﾂﾞｶ ﾅｵｷ 群馬県 4:30:21
5354 5413 小宮山 大 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾞｲ 東京都 4:30:22
5355 5448 中嶋 知徳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 板橋精機 4:30:25
5356 8554 三浦 翔太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 東京都 4:30:25
5357 4673 石川 吉信 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 埼玉県 所沢走友会 4:30:26
5358 7094 杉山 真一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 千葉県 4:30:27
5359 4457 廣岡 照明 ﾋﾛｵｶ ﾃﾙｱｷ 神奈川県 ＴＲＡＣＫ東京 4:30:30
5360 3212 竹内 久和 ﾀｹｳﾁ ﾋｻｶｽﾞ 茨城県 仙台明走会 4:30:32
5361 7128 八嶋 栄一 ﾔｼﾏ ｴｲｲﾁ 東京都 セレッソＲＣ 4:30:34
5362 7054 根本 裕久 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾋｻ 茨城県 茨城ジョガーズ 4:30:35
5363 6888 星野 孝一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ 東京都 4:30:38
5364 4562 倉林 亮太 ｸﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東京都 4:30:39
5365 8551 佐藤 勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 茨城県 4:30:40
5366 5905 田熊 啓樹 ﾀｸﾏ ﾋﾛｷ 千葉県 ぬ 4:30:41
5367 4539 中島 聡 ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｼ 茨城県 中根 4:30:42
5368 4537 甲斐田 康弘 ｶｲﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 つくばランラボ 4:30:42
5369 6661 藤井 茂夫 ﾌｼﾞｲ ｼｹﾞｵ 千葉県 4:30:43
5370 5200 山口 哲平 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 千葉県 4:30:44
5371 3921 水戸 亮介 ﾐﾄ ﾘｮｳｽｹ 東京都 4:30:45
5372 5940 山崎 孝一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 千葉県 4:30:45
5373 6329 郡司 亮平 ｸﾞﾝｼﾞ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 ひたちなか病院 4:30:47
5374 4956 牛山 敬二 ｳｼﾔﾏ ｹｲｼﾞ 神奈川県 ファイト一発 4:30:47
5375 5758 伊藤 幸次郎 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 東京都 フィリップス・ 4:30:49
5376 5668 丸田 喜一郎 ﾏﾙﾀ ｷｲﾁﾛｳ 東京都 4:30:49
5377 5145 柴田 裕一 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 神奈川県 4:30:49
5378 5207 木下 新作 ｷﾉｼﾀ ｼﾝｻｸ 埼玉県 4:30:52
5379 6129 竹田 光介 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｽｹ 大阪府 4:30:52
5380 4717 樋口 智治 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾊﾙ 神奈川県 4:30:53
5381 6979 四十物 利孝 ｱｲﾓﾉ ﾄｼﾀｶ 東京都 国交大 4:30:53
5382 9185 桐野 雄宇 ｷﾘﾉ ﾕｳ 茨城県 4:30:53
5383 7413 荻本 光治 ｵｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 千葉県 ラン楽 4:30:56
5384 3169 岩崎 洋士 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｼ 群馬県 アマダ 4:30:59
5385 8614 永住 英男 ｴｲｼﾞﾕｳ ﾋﾃﾞｵ 埼玉県 4:30:59
5386 5587 佐藤 裕作 ｻﾄｳ ﾕｳｻｸ 茨城県 おやじの会 4:31:02
5387 6243 工藤 慎一 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ 山口県 4:31:03
5388 5903 大都 博光 ｵｵﾂ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 浜街道一人旅 4:31:04
5389 4654 大高 一浩 ｵｵﾀｶ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 ＴＥＡＭ悠 4:31:09
5390 8947 永井 良 ﾅｶﾞｲ ﾘｮｳ 茨城県 4:31:11
5391 9655 山田 和幸 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 4:31:12
5392 9538 高安 真悟 ﾀｶﾔｽ ｼﾝｺﾞ 茨城県 4:31:17
5393 4153 川添 智 ｶﾜｿﾞｴ ｻﾄｼ 東京都 4:31:20
5394 6511 渡邉 勝美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 茨城県 日立アステモ 4:31:21
5395 3941 小島 大輔 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 4:31:21
5396 5428 鈴木 努 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ 茨城県 ＳＨＭＣ 4:31:23
5397 5819 岩田 規孝 ｲﾜﾀ ﾉﾘﾀｶ 千葉県 4:31:23
5398 5013 寺本 健 ﾃﾗﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 ＡＩＧ 4:31:23
5399 2897 谷 征章 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ 福岡県 4:31:25
5400 4618 大竹 等 ｵｵﾀｹ ﾋﾄｼ 茨城県 チームみなと 4:31:26
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5401 6762 親松 豊 ﾁｶﾏﾂ ﾕﾀｶ 埼玉県 大宮公園走老会 4:31:27
5402 4646 九重 隆一 ｺｺﾉｴ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 多摩ラン俱楽部 4:31:27
5403 8235 磯野 誠司 ｲｿﾉ ｾｲｼﾞ 茨城県 4:31:30
5404 5104 飯村 誠司 ｲｲﾑﾗ ｾｲｼﾞ 茨城県 4:31:31
5405 5493 五十嵐 昌志 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｼ 山形県 4:31:31
5406 5232 東谷 昌明 ﾄｳﾔ ﾏｻｱｷ 茨城県 全農茨城米穀部 4:31:32
5407 5087 前多 正博 ﾏｴﾀ ﾏｻﾋﾛ 青森県 野辺地ＲＣ 4:31:34
5408 9422 馬場 勇志 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 福島県 4:31:34
5409 5309 野崎 史明 ﾉｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ 埼玉県 4:31:36
5410 4972 栗山 正太郎 ｸﾘﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 東京都 みずほ銀行 4:31:38
5411 6360 岡田 雄一 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 4:31:38
5412 4268 間島 努 ﾏｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ 茨城県 4:31:39
5413 6120 橋本 知之 ﾊｼﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 4:31:40
5414 7232 加藤 陽 ｶﾄｳ ﾖｳ 茨城県 （福）同仁会 4:31:41
5415 8385 後藤 謙一 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｲﾁ 福島県 ＴＭＴＣ 4:31:44
5416 5048 上原 仁 ｳｴﾊﾗ ﾋﾄｼ 埼玉県 総務省 4:31:44
5417 6375 杉村 久理 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻﾐﾁ 東京都 4:31:46
5418 7851 鈴木 博之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 ＮＣＲＣ 4:31:47
5419 4322 佐藤 啓之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 北海道 マンプク 4:31:47
5420 4498 上田 博文 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 4:31:48
5421 5215 大澤 一聡 ｵｵｻﾜ ｶｽﾞｻﾄ 東京都 ワイアールシー 4:31:49
5422 4119 萩原 英昭 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 群馬県 ビール飲み隊 4:31:52
5423 5229 圷 幸四郎 ｱｸﾂ ｺｳｼﾛｳ 茨城県 4:31:53
5424 8198 根岸 哲生 ﾈｷﾞｼ ﾃﾂｵ 茨城県 4:31:55
5425 5892 赤塚 靖実 ｱｶﾂｶ ﾔｽﾐ 東京都 ＫＪＣ 4:31:56
5426 6060 青木 則行 ｱｵｷ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 4:31:56
5427 4346 大村 健 ｵｵﾑﾗ ｹﾝ 茨城県 コマツ 4:31:59
5428 7279 本地 雅之 ﾎﾝﾁ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 湘南ホノルル 4:32:00
5429 6568 菊池 勇太 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 茨城県 4:32:01
5430 7656 中野 智一 ﾅｶﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県 4:32:02
5431 4904 白山 浩司 ｼﾗﾔﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 4:32:03
5432 5205 戸部田 哲也 ﾄﾍﾞﾀ ﾃﾂﾔ 神奈川県 4:32:04
5433 6230 牧野 正 ﾏｷﾉ ﾏｻｼ 埼玉県 4:32:06
5434 7862 岩瀬 直人 ｲﾜｾ ﾅｵﾄ 茨城県 4:32:07
5435 6722 佐藤 賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 みくちゃんず 4:32:09
5436 8038 澤部 慶 ｻﾜﾍﾞ ｹｲ 茨城県 オッティモ 4:32:10
5437 5234 水口 英紀 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 4:32:11
5438 7793 大山 克浩 ｵｵﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 4:32:13
5439 8861 荒川 雄一 ｱﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 東京都 オリックス 4:32:14
5440 4127 田中 浩一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 神奈川県 4:32:19
5441 8411 増川 侑亮 ﾏｽｶﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 チームビンタン 4:32:20
5442 6546 吉成 克嗣 ﾖｼﾅﾘ ｶﾂｼﾞ 茨城県 4:32:23
5443 6560 木村 翔太 ｷﾑﾗ ｼｮｳﾀ 茨城県 4:32:23
5444 8651 野池 祐志 ﾉｲｹ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:32:25
5445 4291 鎌倉 重人 ｶﾏｸﾗ ｼｹﾞﾄ 千葉県 株電脳売王 4:32:25
5446 5788 西田 茂浩 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 4:32:31
5447 6845 志水 大介 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:32:35
5448 5567 中村 明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 新潟県 4:32:38
5449 9358 大久保 甲斐 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲ 福井県 4:32:40
5450 7901 長田 健太郎 ｵｻﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 山梨県 4:32:43
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5451 6670 鈴木 孝秀 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾃﾞ 東京都 鈴木医院 4:32:45
5452 5745 杉本 圭太 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲﾀ 埼玉県 4:32:46
5453 8684 市毛 拓郎 ｲﾁｹﾞ ﾀｸﾛｳ 茨城県 4:32:46
5454 9234 五町 一朗 ｺﾞﾁｮｳ ｲﾁﾛｳ 茨城県 ユナイト 4:32:47
5455 6548 岡部 将弥 ｵｶﾍﾞ ﾏｻﾔ 茨城県 4:32:49
5456 6893 吉田 朋寛 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 鹿島サポーター 4:32:49
5457 9318 伊矢野 忠寿 ｲﾔﾉ ﾀﾀﾞﾋｻ 栃木県 エンジョイＲＣ 4:32:49
5458 7551 会沢 勝 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 4:32:53
5459 5436 井坂 広一 ｲｻｶ ｺｳｲﾁ 茨城県 雑走魂 4:32:53
5460 5188 椛島 祐一郎 ｶﾊﾞｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 千葉県 4:32:56
5461 8959 小島 敏之 ｺｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 東京都 4:32:57
5462 5111 上谷 泰久 ｶﾐﾔ ﾔｽﾋｻ 茨城県 七曲り 4:32:58
5463 5573 中村 克宏 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 愛知県 チームナイス外 4:32:59
5464 6312 山谷 孝生 ﾔﾏﾔ ﾀｶｵ 茨城県 4:32:59
5465 7899 青木 良憲 ｱｵｷ ﾖｼﾉﾘ 東京都 4:33:03
5466 6379 清田 達也 ｷﾖﾀ ﾀﾂﾔ 埼玉県 4:33:03
5467 6919 小野寺 亮 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｮｳ 千葉県 4:33:04
5468 4828 井出 直 ｲﾃﾞ ｽﾅｵ 茨城県 4:33:06
5469 8978 橋本 勝志 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂｼ 茨城県 4:33:10
5470 5821 中嶋 章博 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 ソランピュア 4:33:12
5471 8396 笠井 慎也 ｶｻｲ ｼﾝﾔ 東京都 4:33:13
5472 7499 萱場 教文 ｶﾔﾊﾞ ﾉﾘﾌﾐ 東京都 東京陸協 4:33:15
5473 4125 辻 貞次 ﾂｼﾞ ｻﾀﾞﾂｸﾞ 東京都 4:33:16
5474 4441 海野 陽平 ｳﾐﾉ ﾖｳﾍｲ 茨城県 4:33:17
5475 5874 稲田 司 ｲﾅﾀﾞ ﾂｶｻ 茨城県 凡人の書斎ＲＣ 4:33:18
5476 6296 二上 明久 ﾌﾀｶﾞﾐ ｱｷﾋｻ 埼玉県 4:33:18
5477 6550 白井 英統 ｼﾗｲ ﾋﾃﾞﾓﾄ 東京都 4:33:18
5478 4617 馬目 純昭 ﾏﾉﾒ ｽﾐｱｷ 茨城県 いくり苑 4:33:20
5479 5063 井渕 準也 ｲﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城県 4:33:21
5480 5236 久保 三千雄 ｸﾎﾞ ﾐﾁｵ 茨城県 アンビシャス 4:33:21
5481 6613 安藤 哲郎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾛｳ 埼玉県 4:33:23
5482 3901 近藤 慎 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝ 茨城県 ＩＧ茨城 4:33:26
5483 6277 安堂 嘉訓 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 東京都 4:33:26
5484 8217 新谷 国隆 ｼﾝﾀﾆ ｸﾆﾀｶ 東京都 4:33:30
5485 6840 吉田 真人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 千葉県 4:33:30
5486 8661 志津田 渉 ｼﾂﾞﾀ ﾜﾀﾙ 東京都 東邦電気工業 4:33:31
5487 6526 渥美 修一郎 ｱﾂﾐ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 アチーブゴール 4:33:32
5488 7598 今井 誠郎 ｲﾏｲ ｾｲﾛｳ 東京都 4:33:34
5489 6475 佐々木 英行 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 4:33:35
5490 6345 小長谷 晶 ｺﾊｾ ｱｷﾗ 千葉県 4:33:36
5491 7696 椎名 真之 ｼｲﾅ ﾏｻﾕｷ 茨城県 ＥＨＴ 4:33:36
5492 5091 梶川 喜弘 ｶｼﾞｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 東京都 4:33:36
5493 5435 池田 行宏 ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 みどり園 4:33:38
5494 8725 佐々木 元 ｻｻｷ ｹﾞﾝ 宮城県 4:33:38
5495 6031 根橋 直起 ﾈﾊｼ ﾅｵｷ 東京都 フチュウＦＳ 4:33:38
5496 6340 阿部 幹 ｱﾍﾞ ﾓﾄｷ 茨城県 ＨＨＳ 4:33:39
5497 4809 倉持 和弘 ｸﾗﾓﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 4:33:40
5498 8632 グエンヴァン フン ｸﾞｴﾝｳﾞｧﾝ ﾌﾝ 茨城県 日立 4:33:42
5499 7930 木村 龍 ｷﾑﾗ ﾘｭｳ 東京都 4:33:43
5500 5596 隅谷 真 ｽﾐﾔ ﾏｺﾄ 東京都 4:33:43
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5501 5010 津川 昭彦 ﾂｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ 東京都 4:33:43
5502 5178 長濱 英二 ﾅｶﾞﾊﾏ ｴｲｼﾞ 神奈川県 サロマンズ 4:33:47
5503 5445 大山 薫豊 ｵｵﾔﾏ ﾌｻﾄﾖ 茨城県 志賀ちゃんズ 4:33:49
5504 5830 宮田 敬介 ﾐﾔﾀ ｹｲｽｹ 神奈川県 東急新羽 4:33:51
5505 8670 藤田 慎吾 ﾌｼﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 茨城県 4:33:51
5506 9190 緒方 健太 ｵｶﾞﾀ ｹﾝﾀ 東京都 4:33:51
5507 8706 瀬川 真人 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄ 茨城県 4:33:52
5508 7687 中村 彬智 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾄﾓ 茨城県 4:33:54
5509 5680 袴塚 明 ﾊｶﾏﾂｶ ｱｷﾗ 茨城県 板橋文夫ＪＪＣ 4:33:55
5510 7274 岩澤 宏紀 ｲﾜｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 嵐・乱・ラン 4:33:55
5511 6501 竹下 健太 ﾀｹｼﾀ ｹﾝﾀ 埼玉県 トーエイ物流 4:34:00
5512 6055 古川 良樹 ｺｶﾞﾜ ﾖｼｷ 茨城県 4:34:03
5513 6744 福富 正明 ﾌｸﾄﾐ ﾏｻｱｷ 東京都 新宿青赤会 4:34:03
5514 6940 坪田 友岳 ﾂﾎﾞﾀ ﾄﾓﾀｹ 神奈川県 チーＯＳＡ 4:34:03
5515 8916 加藤 伊智郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ 東京都 4:34:03
5516 2262 伊藤 彰英 ｲﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 埼玉県 4:34:04
5517 5119 駒野 真司 ｺﾏﾉ ｼﾝｼﾞ 宮城県 4:34:06
5518 6528 酒井 一成 ｻｶｲ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 4:34:06
5519 3499 阪井 徹史 ｻｶｲ ﾃﾂｼﾞ 東京都 ウルプロ 4:34:08
5520 5116 鬼木 一徳 ｵﾆｷ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 日立大みか 4:34:10
5521 6704 深井 進一 ﾌｶｲ ｼﾝｲﾁ 東京都 シーガルＲＣ 4:34:11
5522 5829 赤司 浩一郎 ｱｶｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 ＴＯＴＯ 4:34:12
5523 6477 武本 真哉 ﾀｹﾓﾄ ｼﾝﾔ 東京都 4:34:14
5524 6224 佐藤 正己 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 神奈川県 4:34:14
5525 7996 安波 慎悟 ｱﾊﾞ ｼﾝｺﾞ 栃木県 幡ヶ谷再生大学 4:34:18
5526 4706 本所 俊幸 ﾎﾝｼﾞｮ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 4:34:20
5527 8081 中嶋 潤 ﾅｶｼﾏ ｼﾞｭﾝ 東京都 4:34:24
5528 5419 谷 順策 ﾀﾆ ｼﾞｭﾝｻｸ 神奈川県 4:34:24
5529 4387 金子 幸男 ｶﾈｺ ﾕｷｵ 茨城県 4:34:24
5530 5886 細川 興一 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁ 青森県 細川薬局 4:34:31
5531 5883 三浦 昭彦 ﾐｳﾗ ｱｷﾋｺ 宮城県 石巻桜坂ＲＣ 4:34:31
5532 4723 堤 学 ﾂﾂﾐ ﾏﾅﾌﾞ 兵庫県 明石市役所 4:34:41
5533 9648 荻原 隆 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 茨城県 4:34:41
5534 9544 宇田川 嵩史 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾀｶｼ 神奈川県 4:34:42
5535 8152 田邉 勝哉 ﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾔ 茨城県 4:34:42
5536 3349 神田 正史 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 東京都 ＴＲＣ 4:34:45
5537 4951 岩上 利広 ｲﾜｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 神奈川県 4:34:46
5538 6140 鈴川 寿康 ｽｽﾞｶﾜ ﾄｼﾔｽ 福島県 愛情一本 4:34:47
5539 4744 天野 幸男 ｱﾏﾉ ﾕｷｵ 神奈川県 4:34:47
5540 7955 珍田 真一 ﾁﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 千葉県 長太株式会社 4:34:48
5541 4616 池園 健一 ｲｹｿﾞﾉ ｹﾝｲﾁ 茨城県 4:34:48
5542 7835 田中 彰吾 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 茨城県 4:34:53
5543 8746 脇坂 公俊 ﾜｷｻｶ ｷﾐﾄｼ 東京都 4:34:55
5544 6327 新 淳一 ｱﾀﾗｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 英福 4:34:56
5545 3993 佐久間 大輔 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:34:57
5546 5464 高橋 克志 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｼ 茨城県 4:34:59
5547 6686 大内 啓義 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾖｼ 茨城県 4:35:02
5548 5313 阿部 弘彰 ｱﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜都筑ＡＣ 4:35:05
5549 6130 田中 総介 ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 東京都 4:35:08
5550 8807 柳町 茂治 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ｼｹﾞﾊﾙ 茨城県 4:35:11
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5551 5901 竹内 庄司 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳｼﾞ 群馬県 荒砥走友会 4:35:15
5552 7439 半田 孝太郎 ﾊﾝﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 4:35:20
5553 4729 齋藤 健児 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 茨城県 4:35:20
5554 5404 河村 拓己 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾐ 茨城県 Ｏ２ＴＲＣ 4:35:21
5555 6743 橋立 竜太 ﾊｼﾀﾞﾃ ﾘｭｳﾀ 茨城県 4:35:23
5556 5453 堀越 秀隆 ﾎﾘｺｼ ﾋﾃﾞﾀｶ 神奈川県 4:35:24
5557 7466 浦川 剛 ｳﾗｶﾜ ｺﾞｳ 福島県 4:35:26
5558 9423 中山 久和 ﾅｶﾔﾏ ﾋｻｶｽﾞ 茨城県 4:35:26
5559 6986 笹生 依志夫 ｻｿｳ ﾖｼｵ 東京都 4:35:26
5560 8417 檜山 直嗣 ﾋﾔﾏ ﾅｵﾂｸﾞ 茨城県 4:35:27
5561 8312 中村 佳保 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾔｽ 埼玉県 草加走ろう会 4:35:31
5562 1183 駒井 雅康 ｺﾏｲ ﾏｻﾔｽ 北海道 北海熊 4:35:32
5563 5539 原田 康正 ﾊﾗﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 埼玉県 4:35:33
5564 6711 藤咲 長大 ﾌｼﾞｻｸ ﾀｹﾙ 東京都 中央大学 4:35:33
5565 8626 亀谷 洸太 ｶﾒﾔ ｺｳﾀ 埼玉県 4:35:34
5566 3279 中村 真一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 4:35:35
5567 939 廣澤 敦志 ﾋﾛｻﾜ ｱﾂｼ 静岡県 走人 4:35:38
5568 2538 江原 壱弥 ｴﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 茨城県 4:35:38
5569 5607 酒寄 剛史 ｻｶﾖﾘ ﾂﾖｼ 栃木県 ストライドラボ 4:35:40
5570 5726 山村 幸夫 ﾔﾏﾑﾗ ﾕｷｵ 茨城県 4:35:40
5571 6043 小林 秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 小林筋肉倶楽部 4:35:42
5572 7536 堀 滉司 ﾎﾘ ｺｳｼﾞ 福岡県 飲みサー 4:35:43
5573 8504 平野 康太郎 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 水戸市民 4:35:45
5574 6433 田所 則夫 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾉﾘｵ 茨城県 勝田走酔会 4:35:47
5575 6205 片山 誠仁 ｶﾀﾔﾏ ｾｲｼﾞ 神奈川県 4:35:48
5576 8983 柿沼 隆幸 ｶｷﾇﾏ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 4:35:49
5577 5341 金子 和敬 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 4:35:51
5578 5336 垣澤 英樹 ｶｷｻﾜ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 4:35:51
5579 8311 富永 太 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾌﾄｼ 埼玉県 4:35:53
5580 6637 佐藤 和大 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 コマツ茨城工場 4:35:53
5581 5532 長島 五月 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾂｷ 神奈川県 ■ＮＩＣＳ■ 4:35:54
5582 7870 森 悠史 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:35:54
5583 5403 関口 慎一 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾝｲﾁ 千葉県 4:35:57
5584 6939 武石 泰文 ﾀｹｲｼ ﾔｽﾌﾞﾐ 茨城県 ひたちなかＪＣ 4:35:57
5585 8558 芳賀 勉 ﾊｶﾞ ﾂﾄﾑ 茨城県 スタックカメ３ 4:36:00
5586 4374 椎谷 崇 ｼｲﾔ ﾀｶｼ 茨城県 4:36:01
5587 6099 浅井 淳一 ｱｻｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 4:36:01
5588 8015 蜷川 欽也 ﾆﾅｶﾞﾜ ｷﾝﾔ 東京都 品川走遊会 4:36:06
5589 6990 八嶋 忠大 ﾔｼﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 長野県 4:36:06
5590 8333 小田川 マルス ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾏﾙｽ 茨城県 4:36:19
5591 5293 福本 英士 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾃﾞｼ 茨城県 日立建機 4:36:19
5592 3174 宮下 道夫 ﾐﾔｼﾀ ﾐﾁｵ 埼玉県 ＮＢＳＳＥＣ 4:36:20
5593 6137 佐久間 仁郎 ｻｸﾏ ﾆﾛｳ 茨城県 4:36:22
5594 6071 宮田 佳典 ﾐﾔﾀ ﾖｼﾉﾘ 長野県 ＳＡＫＵ乱 4:36:22
5595 9618 伊藤 峻哉 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 茨城県 4:36:24
5596 5738 小坂 昌也 ｺｻｶ ﾏｻﾔ 東京都 4:36:24
5597 9175 前家 守 ﾏｲｴ ﾏﾓﾙ 茨城県 4:36:25
5598 5909 隅 敬和 ｽﾐ ｹｲﾜ 富山県 4:36:28
5599 7015 野林 浩二 ﾉﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 東京都 4:36:31
5600 6373 吉村 充弘 ﾖｼﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 4:36:34
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5601 4196 山崎 俊治 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾊﾙ 神奈川県 4:36:37
5602 6148 井上 寛之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 東京都 ＮＴＴＣｏｍ 4:36:39
5603 7952 内山 広幸 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 壱軸倶楽部 4:36:42
5604 2484 宮崎 亮 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 神奈川県 横浜都筑ＡＣ 4:36:43
5605 4902 海老澤 常雄 ｴﾋﾞｻﾜ ﾂﾈｵ 茨城県 4:36:47
5606 6731 蓼沼 知明 ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾄﾓｱｷ 茨城県 ＨＭＧ 4:36:50
5607 4881 中里 洋 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:36:50
5608 6701 秋元 浩二 ｱｷﾓﾄ ｺｳｼﾞ 富山県 4:36:51
5609 5934 佐光 友浩 ｻｺｳ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 4:36:52
5610 5674 野田 治男 ﾉﾀﾞ ﾊﾙｵ 神奈川県 4:36:55
5611 8407 瀧 隼人 ﾀｷ ﾊﾔﾄ 茨城県 ＫＰＢ 4:36:56
5612 5611 小川 祐介 ｵｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 栃木県 4:36:56
5613 9537 小林 寛嗣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾂｸﾞ 神奈川県 4:36:57
5614 5580 佐藤 秀典 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 千葉県 流山消防 4:36:57
5615 6592 村田 克也 ﾑﾗﾀ ｶﾂﾔ 茨城県 4:36:57
5616 8924 歩 坂本 ｱﾕﾑ ｻｶﾓﾄ 茨城県 4:36:59
5617 8052 田崎 裕史 ﾀｻｷ ﾋﾛﾌﾞﾐ 東京都 4:37:00
5618 5103 河本 和文 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ 埼玉県 4:37:03
5619 7802 飯塚 由伸 ｲｲﾂｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 茨城県 4:37:06
5620 7296 小原 大宜 ｵﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 4:37:07
5621 7697 津嶋 優希 ﾂｼﾏ ﾕｳｷ 茨城県 4:37:09
5622 6551 背黒 要 ｾｸﾞﾛ ｶﾅﾒ 茨城県 三井住友建設 4:37:10
5623 8925 茂野 大樹 ｼｹﾞﾉ ﾀｲｷ 群馬県 4:37:13
5624 5333 益子 洋三 ﾏｼｺ ﾖｳｿﾞｳ 東京都 クローバークラ 4:37:20
5625 6578 塙 大樹 ﾊﾅﾜ ﾀﾞｲｷ 茨城県 4:37:23
5626 5832 須藤 昌寛 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 栃木県 4:37:24
5627 9012 櫻井 政茂 ｻｸﾗｲ ﾏｻｼｹﾞ 東京都 レッドクロス 4:37:25
5628 4923 飯島 隆行 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城県 常総市 4:37:26
5629 7826 川又 巧也 ｶﾜﾏﾀ ﾀｸﾔ 茨城県 4:37:29
5630 8078 渡部 猛 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 4:37:31
5631 8616 藤井 崇 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 茨城県 4:37:31
5632 5298 北 渡 ｷﾀ ﾜﾀﾙ 石川県 中条走四郎会 4:37:32
5633 8386 吉岡 孝二郎 ﾖｼｵｶ ｺｳｼﾞﾛｳ 東京都 4:37:35
5634 4639 吉羽 覚 ﾖｼﾊﾞ ｻﾄﾙ 千葉県 笑流会 4:37:42
5635 5459 門馬 清 ﾓﾝﾏ ｷﾖｼ 茨城県 4:37:43
5636 5271 吉野 年男 ﾖｼﾉ ﾄｼｵ 茨城県 4:37:46
5637 5786 浦 雅和 ｳﾗ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 ヒゲマラソン部 4:37:47
5638 4610 吉田 儀一 ﾖｼﾀﾞ ｷﾞｲﾁ 埼玉県 4:37:49
5639 6275 田所 秀之 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 4:37:50
5640 6837 石川 雅浩 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 4:37:50
5641 4801 宮崎 尚之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅｵﾕｷ 東京都 4:37:53
5642 9497 坂上 智樹 ｻｶｳｴ ﾄﾓｷ 群馬県 4:37:56
5643 6321 尾形 忍 ｵｶﾞﾀ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 4:37:57
5644 5899 山口 敏成 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾅﾘ 千葉県 4:38:01
5645 6552 山田 隆志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 新潟県 ＭＲＣ 4:38:07
5646 6591 向 郁夫 ﾑｶｲ ｲｸｵ 茨城県 4:38:12
5647 6921 豊田 俊一 ﾄﾖﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 栃木県 4:38:13
5648 6936 岡本 賢治 ｵｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 茨城県 安藤ハザマ 4:38:14
5649 5197 井坂 幸嗣 ｲｻｶ ｺｳｼﾞ 福島県 鵜沼建設（株） 4:38:14
5650 7083 小倉 玄 ｵｸﾞﾗ ｹﾞﾝ 東京都 4:38:14
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5651 6344 鷹津 秋生 ﾀｶﾂ ｱｷｵ 新潟県 4:38:15
5652 4966 田中 智 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 栃木県 4:38:17
5653 4057 西田 雅行 ﾆｼﾀ ﾏｻﾕｷ 栃木県 二宮ＲＣ 4:38:20
5654 9418 田口 博也 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛﾔ 茨城県 4:38:21
5655 8491 笠見 浩一 ｶｻﾐ ｺｳｲﾁ 茨城県 4:38:22
5656 8101 水田 三喜男 ﾐｽﾞﾀ ﾐｷｵ 東京都 4:38:24
5657 4335 鈴木 晴哉 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 東京都 壮年ザルＲＣ 4:38:26
5658 8163 伊藤 宏 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:38:28
5659 9093 山本 和寿 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋｻ 茨城県 4:38:29
5660 5590 草野 浩幸 ｸｻﾉ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 4:38:33
5661 6021 浦崎 忠雄 ｳﾗｻｷ ﾀﾀﾞｵ 千葉県 ※六本木 ※ 4:38:33
5662 4213 八巻 峻介 ﾔﾏｷ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 幡再陸上部 4:38:35
5663 4392 九石 研一 ｸｲｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 大林組ＲＣ 4:38:36
5664 5565 末武 誠 ｽｴﾀｹ ﾏｺﾄ 神奈川県 三浦ＡＣ 4:38:36
5665 5332 海老原 圭一 ｴﾋﾞﾊﾗ ｹｲｲﾁ 東京都 4:38:38
5666 6250 黒澤 一幸 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾕｷ 埼玉県 山村学園短大 4:38:44
5667 6904 金高 宏之 ｶﾈﾀｶ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 ウッドワード 4:38:46
5668 2482 疋田 勤 ﾋｷﾀ ﾂﾄﾑ 茨城県 アキラ小美玉新 4:38:49
5669 6498 浦 一弘 ｳﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 城北クラブ 4:38:53
5670 5813 菅原 孝一 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 岩手県 一関楽走会 4:38:53
5671 8649 河原井 貴志 ｶﾜﾗｲ ﾀｶｼ 茨城県 4:38:54
5672 5383 寺澤 望 ﾃﾗｻﾜ ﾉｿﾞﾑ 東京都 荒川区 4:38:55
5673 4165 土屋 隆幸 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾕｷ 茨城県 4:38:56
5674 5636 笠原 幸夫 ｶｻﾊﾗ ﾕｷｵ 新潟県 東北電ＩＨＭＣ 4:38:57
5675 9386 照沼 大成 ﾃﾙﾇﾏ ﾀｲｾｲ 茨城県 4:39:01
5676 9534 稲吉 勇人 ｲﾅﾖｼ ﾕｳﾄ 愛知県 4:39:02
5677 5732 杉岡 雄二 ｽｷﾞｵｶ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:39:04
5678 597 富田 洋一 ﾖｳｲﾁ ﾄﾐﾀ 茨城県 茨城爆走会 4:39:04
5679 9011 上野 喜文 ｳｴﾉ ﾖｼﾌﾐ 東京都 レッドクロス 4:39:04
5680 4637 野町 直弘 ﾉﾏﾁ ﾅｵﾋﾛ 神奈川県 4:39:05
5681 8927 永田 純也 ﾅｶﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 東京都 チーム◎ 4:39:08
5682 6836 谷 和久 ﾀﾆ ｶｽﾞﾋｻ 北海道 札幌調査士会 4:39:10
5683 3365 酒匂 広明 ｻｶﾜ ﾋﾛｱｷ 千葉県 笑流会 4:39:12
5684 8508 山田 和也 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 神奈川県 4:39:16
5685 8174 大川 栄治 ｵｵｶﾜ ｴｲｼﾞ 茨城県 自衛隊 4:39:17
5686 5196 大塚 義一 ｵｵﾂｶ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 4:39:17
5687 5095 緑川 崇 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 ◆祝７０回◆ 4:39:17
5688 6266 七井 則之 ﾅﾅｲ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 4:39:22
5689 6350 小山 健治 ｺﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 バンディエラ 4:39:24
5690 8766 小野寺 拓人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾋﾄ 茨城県 勝田病院 4:39:24
5691 5800 高野 明人 ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾄ 埼玉県 南河原小学校 4:39:28
5692 2604 今野 寛之 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 4:39:29
5693 4458 庄司 勝洋 ｼｮｳｼﾞ ｶﾂﾋﾛ 埼玉県 4:39:30
5694 5295 谷口 徹也 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東京都 ＴＡＲＣ 4:39:32
5695 8961 尾崎 隆之 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 茨城県 Ｊ／ＡＰＧ―２ 4:39:32
5696 6678 澤田 民 ｻﾜﾀﾞ ﾀﾐ 神奈川県 多摩リバ麦走快 4:39:32
5697 5057 小森谷 学 ｺﾓﾘﾔ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 4:39:38
5698 6234 田原 則雄 ﾀﾊﾗ ﾉﾘｵ 茨城県 4:39:44
5699 4869 中澤 尚志 ﾅｶｻﾞﾜ ﾋｻｼ 埼玉県 4:39:47
5700 3733 原沢 章 ﾊﾗｻﾜ ｱｷﾗ 東京都 奨・華クラブ 4:39:50
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5701 4823 三上 俊宏 ﾐｶﾐ ﾄｼﾋﾛ 栃木県 刀水白鴎大ＲＣ 4:39:51
5702 5446 大山 健司 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 栃木県 4:39:53
5703 5834 植松 貴志 ｳｴﾏﾂ ﾀｶｼ 東京都 4:39:55
5704 3637 南原 誠 ﾐﾅﾐﾊﾗ ﾏｺﾄ 東京都 ＭＹ ＳＴＡＲ 4:39:56
5705 6465 早川 浩人 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛﾄ 東京都 4:39:56
5706 2400 茂木 雄二 ﾓｷﾞ ﾕｳｼﾞ 群馬県 ホシノＲＣ 4:39:57
5707 4378 嶋津 太智 ｼﾏﾂﾞ ﾀﾞｲﾁ 神奈川県 4:39:59
5708 6909 森澤 宗治 ﾓﾘｻﾜ ﾑﾈﾊﾙ 栃木県 栃木マスターズ 4:40:00
5709 7881 馬場 徳生 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｵ 神奈川県 月まで走ろう会 4:40:02
5710 5433 守屋 省志 ﾓﾘﾔ ｾｲｼﾞ 東京都 4:40:06
5711 6622 塚原 和弘 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 4:40:08
5712 5432 大森 仁 ｵｵﾓﾘ ﾋﾄｼ 茨城県 常陽銀行 4:40:09
5713 4292 久木 隆 ﾋｻｷ ﾀｶｼ 栃木県 4:40:13
5714 4638 川口 和己 ｶﾜｸﾞﾁ ｶｽﾞﾐ 埼玉県 週末ランナーＺ 4:40:13
5715 6061 木村 一彦 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 4:40:15
5716 7202 戸谷 篤史 ﾄﾔ ｱﾂｼ 埼玉県 あっぷる 4:40:16
5717 5695 栄田 良武 ｻｶｴﾀﾞ ﾖｼﾀｹ 茨城県 古河激走会 4:40:17
5718 9562 小西 俊行 ｺﾆｼ ﾄｼﾕｷ 東京都 4:40:18
5719 6623 藤森 博夫 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｵ 茨城県 4:40:20
5720 8963 鈴木 政勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻｶﾂ 茨城県 4:40:21
5721 8074 工藤 公之 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 茨城県 4:40:25
5722 8228 阿久澤 一達 ｱｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 群馬県 4:40:29
5723 7757 村上 健太郎 ﾑﾗｶﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 4:40:31
5724 5941 長崎 光良 ﾅｶﾞｻｷ ﾐﾂﾖｼ 東京都 馬場ヘッズＲＣ 4:40:36
5725 6270 池崎 守恭 ｲｹｻﾞｷ ﾓﾘﾔｽ 茨城県 4:40:38
5726 6440 樋山 亮平 ﾋﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 4:40:38
5727 6593 秋元 幸則 ｱｷﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 東京都 4:40:41
5728 5606 日野 幸雄 ﾋﾉ ﾕｷｵ 埼玉県 聖地化 4:40:41
5729 5501 馬上 伸行 ﾓｳｴ ﾉﾌﾞﾕｷ 福島県 4:40:43
5730 5973 住田 秀弘 ｽﾐﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋﾛ 神奈川県 ＪＰＯ 4:40:44
5731 4937 冨永 憲一 ﾄﾐﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ 茨城県 青山製作所 4:40:45
5732 6792 藤田 耕司 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 東京都 4:40:46
5733 5550 野田 佳伸 ﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 兵庫県 4:40:46
5734 9132 麻見 雄介 ｵﾐ ﾕｳｽｹ 東京都 あいあんめん 4:40:47
5735 6808 斎藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 埼玉県 4:40:47
5736 5770 野口 健太郎 ﾉｸﾞﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 4:40:49
5737 6253 村樫 行雄 ﾑﾗｶｼ ﾕｷｵ 栃木県 葛生アスリート 4:40:53
5738 5920 猪ノ上 勝典 ｲﾉｳｴ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 アルバック 4:40:54
5739 6951 近藤 圭 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲ 東京都 4:40:55
5740 8858 吉浦 邦彦 ﾖｼｳﾗ ｸﾆﾋｺ 東京都 4:40:56
5741 8290 大鐘 良一 ｵｵｶﾞﾈ ﾘｮｳｲﾁ 東京都 日本放送協会 4:40:58
5742 7963 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 埼玉県 4:41:01
5743 8805 樋口 仁浩 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 ニタニタ 4:41:06
5744 5806 藁谷 兼三 ﾜﾗﾔ ｶﾈｿﾞｳ 千葉県 4:41:10
5745 4303 袴塚 正之 ﾊｶﾏﾂｶ ﾏｻﾕｷ 茨城県 田彦中学校 4:41:20
5746 9024 戸田 繁幸 ﾄﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 茨城県 4:41:20
5747 4055 植村 哲 ｳｴﾑﾗ ﾃﾂ 茨城県 4:41:21
5748 3938 鎌田 誠 ｶﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 東京都 4:41:23
5749 30010 武城 怜史 ﾌﾞｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 東京都 4:41:24
5750 7719 河井 隆幸 ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ 茨城県 石川走友会 4:41:25
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5751 5997 村上 由季人 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾄ 北海道 4:41:27
5752 8279 伊藤 孝司 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 東京都 4:41:27
5753 7044 戸苅 義伸 ﾄｶﾞﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都 ＮＴＴデータ 4:41:28
5754 6657 池田 信一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 雑走魂 4:41:33
5755 3928 吉田 健一 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 4:41:34
5756 1691 富樫 健司 ﾄｶﾞｼ ｹﾝｼﾞ 東京都 4:41:36
5757 9647 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 茨城県 4:41:42
5758 8606 大内 一真 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾏ 茨城県 4:41:44
5759 9188 安島 広樹 ｱｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 茨城県 4:41:48
5760 8917 角 能充 ｶﾄﾞ ﾖｼﾐﾂ 東京都 4:41:48
5761 4635 中野 亮太 ﾅｶﾉ ﾘｮｳﾀ 千葉県 幡ヶ谷再生大学 4:41:49
5762 6918 田中 悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 東京都 ＷＩＮＳ 4:41:52
5763 6663 江幡 和浩 ｴﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 チームみんみん 4:41:52
5764 3925 伊勢山 健司 ｲｾﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 4:41:53
5765 7652 藁谷 剛志 ﾜﾗｶﾞｲ ﾂﾖｼ 茨城県 ＪＸ金属（株） 4:41:53
5766 8209 綿引 和成 ﾜﾀﾋｷ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 4:41:55
5767 5386 秋元 保之 ｱｷﾓﾄ ﾔｽﾕｷ 福島県 4:41:55
5768 5287 二葉 博司 ﾌﾀﾊﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 4:41:56
5769 6674 山口 隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 神奈川県 千代田走友会 4:41:57
5770 8184 前田 雅人 ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾄ 福島県 4:42:05
5771 6190 中山 晃一 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｲﾁ 栃木県 4:42:05
5772 16014 加藤 慎太郎 ｶﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城県 4:42:07
5773 8297 塩山 和徳 ｼｵﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 神奈川県 4:42:12
5774 712 安藤 宗徳 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾉﾘ 茨城県 つくばラン 4:42:16
5775 5310 山口 信行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 ランジョグ 4:42:17
5776 6524 石井 健夫 ｲｼｲ ﾀｹｵ 茨城県 ティアーズ 4:42:18
5777 8437 小野寺 潤 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 茨城県 4:42:19
5778 5842 大貫 和徳 ｵｵﾇｷ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 4:42:22
5779 4229 向井 秀和 ﾑｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 4:42:23
5780 3962 長谷川 九紫 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｭｳｼ 東京都 4:42:27
5781 9366 小倉 稔 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 茨城県 4:42:29
5782 6241 佐藤 時夫 ｻﾄｳ ﾄｷｵ 東京都 つじかぜＡＣ 4:42:34
5783 8652 奥村 隆志 ｵｸﾑﾗ ﾀｶｼ 千葉県 4:42:34
5784 7397 岡 宏樹 ｵｶ ﾋﾛｷ 埼玉県 4:42:35
5785 6574 榎森 宏明 ｴﾉﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 茨城県 4:42:36
5786 7805 斉藤 猛 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ 茨城県 4:42:37
5787 9344 太田 大地 ｵｵﾀ ﾀﾞｲﾁ 東京都 4:42:38
5788 7098 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 神奈川県 Ｎステラバーズ 4:42:42
5789 6463 岡本 昭 ｵｶﾓﾄ ｱｷﾗ 茨城県 4:42:44
5790 3608 平光 貴幾 ﾋﾗﾐﾂ ﾖｼｷ 千葉県 築野食品工業 4:42:46
5791 6567 田上 裕二 ﾀﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 東京都 慶山 4:42:47
5792 7249 田中 忠昭 ﾀﾅｶ ﾀﾀﾞｱｷ 北海道 釧路文苑ラン 4:42:52
5793 8030 伊藤 淳也 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城県 4:42:52
5794 9321 加藤木 侑斗 ｶﾄｳｷﾞ ﾕｳﾄ 茨城県 4:42:52
5795 8882 尾関 啓一 ｵｾﾞｷ ｹｲｲﾁ 千葉県 4:42:52
5796 9340 飛田 裕幸 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 東海消防 4:42:53
5797 7874 大久保 淳一 ｵｵｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 4:42:54
5798 8968 小野 誠一 ｵﾉ ｾｲｲﾁ 山形県 4:42:55
5799 5595 李 宏元 ﾘ ｹﾞﾝｳｫﾝ 茨城県 4:43:03
5800 6453 鈴木 繁 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ 茨城県 4:43:03
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5801 7735 佐藤 快璃 ｻﾄｳ ｶｲﾘ 茨城県 4:43:05
5802 7322 花澤 和人 ﾊﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 千葉県 4:43:12
5803 4698 田辺 久司 ﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ 神奈川県 4:43:15
5804 5244 南雲 貴義 ﾅｸﾞﾓ ﾀｶﾖｼ 福岡県 幡ヶ谷再生大学 4:43:16
5805 6807 横山 利幸 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 東京都 4:43:17
5806 7030 川上 茂孝 ｶﾜｶﾐ ｼｹﾞﾕｷ 茨城県 プロゼミ 4:43:19
5807 5420 長 克弘 ﾁｮｳ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 日本乳化剤ＪＣ 4:43:20
5808 9389 生田目 料裕 ﾅﾏﾀﾒ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 茨城銭湯集団 4:43:26
5809 6449 伊藤 泰嗣 ｲﾄｳ ﾔｽﾂｸﾞ 茨城県 ぺんてる 4:43:27
5810 5237 柳沼 典正 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾉﾘﾏｻ 福島県 ＦＴＲＣ 4:43:29
5811 5965 中山 弘之 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 4:43:30
5812 6852 中野 裕士 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 東京都 いのしし堂 4:43:31
5813 8853 清水 耕一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 茨城県 4:43:32
5814 3527 矢崎 義光 ﾔｻﾞｷ ﾖｼﾐﾂ 東京都 ＯＮＥ東京ＲＣ 4:43:40
5815 6512 村田 誠 ﾑﾗﾀ ﾏｺﾄ 群馬県 4:43:44
5816 8672 根本 健太郎 ﾈﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 あ印 4:43:45
5817 6490 三関 元 ﾐﾂｾｷ ﾊｼﾞﾒ 栃木県 日本無機 4:43:46
5818 6325 佐藤 輝雄 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 長野県 千広ＲＣ 4:43:46
5819 6374 田中 正樹 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 東京都 広尾ランニング 4:43:47
5820 9354 真下 敏行 ﾏｼﾓ ﾄｼﾕｷ 群馬県 4:43:47
5821 6720 笹沼 義孝 ｻｻﾇﾏ ﾖｼﾀｶ 茨城県 4:43:48
5822 6037 佐原 啓二 ｻﾊﾗ ｹｲｼﾞ 静岡県 4:43:48
5823 4317 塚本 貴大 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 4:43:52
5824 6363 栗城 俊行 ｸﾘｷ ﾄｼﾕｷ 茨城県 4:43:53
5825 6660 大路 真吾 ｵｵﾐﾁ ｼﾝｺﾞ 千葉県 4:43:54
5826 6891 祐谷 昌彦 ﾕｳﾔ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 ９８ランナーズ 4:43:56
5827 8056 窪田 賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 多摩川クラブ 4:43:58
5828 6101 羽賀 宗博 ﾊｶﾞ ﾑﾈﾋﾛ 北海道 鶴沼ゴールド 4:44:04
5829 7842 渡邊 紀行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 4:44:04
5830 5862 岡崎 雅行 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 茨城県 4:44:12
5831 5492 小口 忠彦 ｺｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋｺ 茨城県 チーム塩原 4:44:13
5832 5923 曽我部 勇哉 ｿｶﾞﾍﾞ ﾕｳﾔ 東京都 栗の会 4:44:14
5833 6147 飯島 裕一 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳｲﾁ 千葉県 4:44:14
5834 2799 平山 一郎 ﾋﾗﾔﾏ ｲﾁﾛｳ 茨城県 走るユリカモメ 4:44:16
5835 6481 矢島 幸太郎 ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 長野県 生坂村 4:44:24
5836 7535 塚原 明弘 ﾂｶﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 東京都 4:44:25
5837 9577 茅根 勝則 ﾁﾉﾈ ｶﾂﾉﾘ 茨城県 酔走公ラス部 4:44:30
5838 8055 小林 晃 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 東京都 4:44:32
5839 9231 皆川 恭平 ﾐﾅｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 茨城県 4:44:38
5840 8079 川口 真毅 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｷ 東京都 ソウル 4:44:39
5841 9069 遠藤 拓也 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 埼玉県 しみずくらぶ 4:44:39
5842 6366 石塚 慈孝 ｲｼﾂﾞｶ ﾖｼﾀｶ 山梨県 4:44:41
5843 6255 佐藤 慎祐 ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 茨城県 4:44:43
5844 6594 山田 英助 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｽｹ 茨城県 4:44:44
5845 6976 松井 良憲 ﾏﾂｲ ﾖｼﾉﾘ 神奈川県 4:44:47
5846 6693 十時 大幸 ﾄﾄｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 日立ビルシステ 4:44:48
5847 9594 矢澤 裕太 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 栃木県 4:44:49
5848 4197 小谷 彰彦 ｺﾀﾆ ｱｷﾋｺ 東京都 あいおい陸上部 4:44:51
5849 5896 山田 渉 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 埼玉県 4:44:53
5850 8538 古賀 竜眞 ｺｶﾞ ﾀﾂﾏ 埼玉県 4:44:53
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5851 5304 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 群馬県 セントラル前橋 4:44:54
5852 5374 辻 雅雄 ﾂｼﾞ ﾏｻｵ 千葉県 流山サブスリ➕ 4:44:55
5853 9091 新開 裕之 ｼﾝｶﾞｲ ﾋﾛｼ 神奈川県 4:44:56
5854 8521 加藤 裕二 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 茨城県 4:44:59
5855 6965 池田 利也 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾔ 栃木県 チーム冥王星 4:45:02
5856 6569 桑島 篤史 ｸﾜｼﾞﾏ ｱﾂｼ 茨城県 ＡＬＳＯＫ 4:45:04
5857 5765 荻堂 盛太郎 ｵｷﾞﾄﾞｳ ｾｲﾀﾛｳ 神奈川県 4:45:06
5858 6337 後藤 暁 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ 茨城県 4:45:07
5859 7116 川治 純 ｶﾜｼﾞ ｼﾞｭﾝ 茨城県 4:45:08
5860 7005 菊池 康弘 ｷｸﾁ ﾔｽﾋﾛ 長野県 4:45:11
5861 9018 皆川 勇太 ﾐﾅｶﾜ ﾕｳﾀ 茨城県 4:45:11
5862 8969 井口 将秀 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 茨城県 4:45:12
5863 9000 砂山 哲 ｽﾅﾔﾏ ﾃﾂ 千葉県 七次走会 4:45:14
5864 9007 片山 夏貴 ｶﾀﾔﾏ ﾅﾂｷ 大阪府 4:45:17
5865 3996 佐藤 耕平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 茨城県 4:45:17
5866 8127 国友 淳一 ｸﾆﾄﾓ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 聖地化ＰＪ 4:45:19
5867 7300 西村 智 ﾆｼﾑﾗ ｻﾄｼ 秋田県 大曲小学校 4:45:21
5868 5455 前田 樹希 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾂｷ 三重県 4:45:24
5869 3198 石川 宏治 ｲｼｶﾜ ｺｳｼﾞ 茨城県 ＭＨＩ 4:45:29
5870 8817 中山 蒼 ﾅｶﾔﾏ ｿｳ 東京都 4:45:29
5871 5895 所 卓治 ﾄｺﾛ ﾀｸｼﾞ 岐阜県 ＴＴＣ 4:45:30
5872 5593 原田 清 ﾊﾗﾀﾞ ｷﾖｼ 茨城県 4:45:31
5873 6003 石川 安則 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾉﾘ 神奈川県 ＩＳＫＷ－ＲＣ 4:45:36
5874 9342 岡下 知宏 ｵｶｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 安全ラン 4:45:37
5875 6898 関根 渉 ｾｷﾈ ﾜﾀﾙ 宮城県 オンザロード 4:45:38
5876 4227 安西 文則 ｱﾝｻﾞｲ ﾌﾐﾉﾘ 茨城県 4:45:43
5877 6485 阿部 直史 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 コンサユニラン 4:45:44
5878 6862 安藤 寿之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 茨城県 4:45:45
5879 9465 山本 博之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 4:45:47
5880 6114 矢代 彰紀 ﾔｼﾛ ｱｷﾉﾘ 神奈川県 4:45:51
5881 6709 石崎 忠夫 ｲｼｻﾞｷ ﾀﾀﾞｵ 茨城県 4:45:53
5882 4420 村井 和浩 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 新潟ランナーズ 4:45:56
5883 1949 小林 暁 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 埼玉県 Ｔ・Ｔ－ＡＣ 4:45:56
5884 3919 松川 秀樹 ﾏﾂｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 ＡＧＣ 4:45:56
5885 6737 八木 和久 ﾔﾂｷ ｶｽﾞﾋｻ 茨城県 ＤＡＩＡＮ 4:45:57
5886 6635 荒井 雅彦 ｱﾗｲ ﾏｻﾋｺ 東京都 ルネサス 4:45:57
5887 5855 大坪 保雄 ｵｵﾂﾎﾞ ﾔｽｵ 東京都 4:45:58
5888 7775 岩下 武瑠 ｲﾜｼﾀ ﾀｹﾙ 茨城県 ひた東 4:45:58
5889 7256 白石 淳 ｼﾗｲｼ ｱﾂｼ 埼玉県 4:45:59
5890 5955 西廣 亮 ﾆｼﾋﾞﾛ ﾘｮｳ 千葉県 4:46:01
5891 9609 本間 公貴 ﾎﾝﾏ ｷﾐﾀｶ 千葉県 4:46:02
5892 3259 千葉 正和 ﾁﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 千葉 貴利 4:46:02
5893 8067 篠田 充哉 ｼﾉﾀﾞ ﾐﾂﾔ 東京都 小金井公園 4:46:02
5894 6590 池田 広 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 越谷ヒマワリ 4:46:12
5895 6630 平沼 隆志 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶｼ 神奈川県 チーム法円坂 4:46:16
5896 8189 伊東 毅 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 埼玉県 4:46:18
5897 7034 星野 晃 ﾎｼﾉ ｱｷﾗ 茨城県 開催感謝 4:46:21
5898 5033 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 岩手県 チーム小野 4:46:22
5899 5518 小野 昌彦 ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 岩手県 4:46:22
5900 6687 安田 英雅 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 東京都 4:46:23
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5901 8241 大佐古 幸典 ｵｵｻｺ ﾕｷﾉﾘ 東京都 福岡陸協 4:46:25
5902 2948 長谷 翼 ﾊｾ ﾂﾊﾞｻ 東京都 4:46:27
5903 6387 木村 正良 ｷﾑﾗ ﾏｻﾖｼ 茨城県 日立アステモ 4:46:33
5904 9264 坂本 恭男 ｻｶﾓﾄ ﾔｽｵ 栃木県 4:46:40
5905 5097 長谷川 友幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 群馬県 4:46:40
5906 8952 大石 純 ｵｵｲｼ ｼﾞｭﾝ 東京都 4:46:49
5907 6372 笹嶋 貢 ｻｻｼﾞﾏ ﾐﾂｷﾞ 千葉県 かすみ走ラン会 4:46:50
5908 6086 佐々木 唯行 ｻｻｷ ﾀﾀﾞﾕｷ 茨城県 個人 4:46:50
5909 9637 関根 遼河 ｾｷﾈ ﾘｮｳｶﾞ 茨城県 拓殖大学 4:46:51
5910 6603 忠田 恭一 ﾁｭｳﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 茨城県 4:46:53
5911 8986 大江 雄太 ｵｵｴ ﾕｳﾀ 茨城県 4:46:53
5912 4702 尾嵜 友亮 ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 大阪府 日立製作所 4:46:56
5913 5660 宇戸谷 武明 ｳﾄﾞﾔ ﾀｹｱｷ 茨城県 4:46:59
5914 6767 漢人 邦夫 ｶﾝﾄﾞ ｸﾆｵ 茨城県 大林組 4:47:00
5915 5675 平野 裕 ﾋﾗﾉ ﾋﾛｼ 千葉県 4:47:01
5916 4701 田宮 圭太郎 ﾀﾐﾔ ｹｲﾀﾛｳ 茨城県 田宮文具店 4:47:05
5917 7262 立山 仁 ﾀﾃﾔﾏ ﾋﾄｼ 茨城県 4:47:09
5918 8448 高橋 智 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 神奈川県 4:47:14
5919 5536 小池 誠治 ｺｲｹ ｾｲｼﾞ 東京都 4:47:16
5920 5840 佐久間 明 ｻｸﾏ ｱｷﾗ 千葉県 北総ロング会 4:47:16
5921 7704 宗安 隆行 ﾑﾈﾔｽ ﾀｶﾕｷ 茨城県 リコー 4:47:19
5922 5400 松倉 隆義 ﾏﾂｸﾗ ﾀｶﾖｼ 東京都 葛西ランナーズ 4:47:26
5923 7169 宇良 友則 ｳﾗ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 4:47:26
5924 1121 酒井 滋 ｻｶｲ ｼｹﾞﾙ 茨城県 4:47:27
5925 3949 福原 洋介 ﾌｸﾊﾗ ﾖｳｽｹ 秋田県 ＴＤＫ 4:47:29
5926 6858 大澤 一彦 ｵｵｻﾜ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 4:47:29
5927 5083 大塚 伊佐男 ｵｵﾂｶ ｲｻｵ 神奈川県 4:47:34
5928 5914 石塚 正美 ｲｼﾂｶ ﾏｻﾐ 栃木県 4:47:37
5929 7555 野宮 尚智 ﾉﾐﾔ ﾅｵﾄﾓ 東京都 4:47:39
5930 5148 竹内 茂 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾙ 千葉県 4:47:39
5931 6884 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 美走ＲＣ 4:47:40
5932 3052 今野 俊一 ｺﾝﾉ ｼｭﾝｲﾁ 神奈川県 4:47:41
5933 8473 伊藤 敏之 ｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ 神奈川県 4:47:41
5934 8596 山田 誠一 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 千葉県 Ｍ２１ＲＣ 4:47:46
5935 7200 栢木 祐彦 ｶｼﾜｷﾞ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 4:47:47
5936 5168 阿部 健一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 4:47:53
5937 7594 小太刀 丈夫 ｺﾀﾞﾁ ﾀｹｵ 茨城県 虎穴 4:47:53
5938 7076 中川 亨 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 新潟県 新潟ランナーズ 4:47:56
5939 5280 岡部 真悟 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｺﾞ 福岡県 4:47:58
5940 6531 永島 孝 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｶｼ 栃木県 栃車区ＲＣ 4:47:58
5941 8246 岡田 拓也 ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾔ 茨城県 水戸電力 4:48:02
5942 6982 橋本 敏幸 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 茨城県 4:48:05
5943 6750 森脇 正直 ﾓﾘﾜｷ ﾏｻﾅｵ 茨城県 4:48:06
5944 7879 吉澤 正雄 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻｵ 神奈川県 4:48:06
5945 5789 金田 郁夫 ｶﾈﾀ ｲｸｵ 茨城県 水戸二髙 4:48:07
5946 5629 植木 清治 ｳｴｷ ｾｲｼﾞ 栃木県 4:48:08
5947 5990 戸田 弘 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｼ 兵庫県 ランチュウ軍団 4:48:13
5948 6365 横田 徹 ﾖｺﾀ ﾄｵﾙ 群馬県 4:48:16
5949 8641 野口 正宏 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 鴻巣楽く走る会 4:48:24
5950 6933 樽川 栄 ﾀﾙｶﾜ ｻｶｴ 茨城県 トラトラウシ 4:48:27
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5951 9233 齊藤 富一 ｻｲﾄｳ ﾄﾐｶｽﾞ 茨城県 コマツ 4:48:27
5952 7953 小田 隆雄 ｵﾀﾞ ﾀｶｵ 岡山県 4:48:28
5953 1696 菅原 稔 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾉﾙ 東京都 4:48:31
5954 6747 中村 和貴 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 東京都 4:48:32
5955 6927 増子 勝之 ﾏｽｺ ｶﾂﾕｷ 茨城県 4:48:35
5956 7721 高橋 遼介 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｽｳｹ 茨城県 4:48:36
5957 9442 武藤 基 ﾑﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 4:48:44
5958 7432 金森 健児 ｶﾅﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 茨城県 4:48:46
5959 6558 長島 文彦 ﾅｶﾞｼﾏ ﾌﾐﾋｺ 茨城県 常陸那珂火力 4:48:49
5960 6549 田中 直輝 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 茨城県 4:48:49
5961 9312 渡辺 力也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｷﾔ 茨城県 ２バディ 4:48:52
5962 6612 畑本 忠行 ﾊﾀﾓﾄ ﾀﾀﾞﾕｷ 兵庫県 4:48:53
5963 4845 猪股 哲 ｲﾉﾏﾀ ｻﾄｼ 東京都 二子玉川走友会 4:48:54
5964 6289 湯本 幸太郎 ﾕﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 東京都 4:48:58
5965 4719 星野 貴彦 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋｺ 茨城県 牛久走友会 4:49:00
5966 8375 合田 直之 ｺﾞｳﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 千葉県 4:49:07
5967 3464 大久保 克彦 ｵｵｸﾎﾞ ｶﾂﾋｺ 茨城県 4:49:08
5968 3379 松沼 和男 ﾏﾂﾇﾏ ｶﾂﾞｵ 神奈川県 4:49:09
5969 6969 須永 博明 ｽﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ 栃木県 4:49:12
5970 4258 柴田 彰夫 ｼﾊﾞﾀ ｱｷｵ 栃木県 ビッグツリー 4:49:25
5971 7983 石田 雄広 ｲｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 栃木県 クエストレイル 4:49:26
5972 7574 竹内 甫 ﾀｹｳﾁ ﾊｼﾞﾒ 愛知県 4:49:26
5973 3964 石井 元啓 ｲｼｲ ﾓﾄﾋﾛ 東京都 ホノマラ 4:49:27
5974 5849 飯村 浩二 ｲｲﾑﾗ ｺｳｼﾞ 茨城県 為櫻学園 4:49:34
5975 7131 秋山 幸男 ｱｷﾔﾏ ﾕｷｵ 茨城県 4:49:35
5976 5912 引地 健二 ﾋｷﾁ ｹﾝｼﾞ 栃木県 長坂クラブ 4:49:38
5977 7754 野口 章一 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 瓜づランナーズ 4:49:42
5978 8347 庄司 太 ｼｮｳｼﾞ ﾌﾄｼ 茨城県 4:49:43
5979 7906 松崎 弘 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾛｼ 埼玉県 ケセラ 4:49:45
5980 8046 石井 清祥 ｲｼｲ ｷﾖﾕｷ 東京都 ＡＬＬ ＯＵＴ 4:49:48
5981 7299 小林 勇 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻﾑ 群馬県 美土里ＴＲＣ 4:49:49
5982 7100 清水 健司 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 栃木県 4:49:52
5983 6085 佐藤 洋一 ｻﾄｳ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 セキスイハイム 4:49:53
5984 2853 小森 義郎 ｺﾓﾘ ﾖｼｵ 栃木県 4:49:53
5985 7447 小澤 達也 ｵｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 神奈川県 4:49:54
5986 8994 梅原 祐樹 ｳﾒﾊﾗ ﾕｳｷ 東京都 4:49:54
5987 8556 畑佐 宇之 ﾊﾀｻ ﾀｶﾕｷ 千葉県 4:49:55
5988 9545 栗山 昌也 ｸﾘﾔﾏ ﾏｻﾔ 神奈川県 つじかぜ 4:50:00
5989 9116 河内 正浩 ｺｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 東京都 船橋サンデー 4:50:01
5990 5489 羽成 誠一 ﾊﾅﾘ ｾｲｲﾁ 茨城県 4:50:04
5991 7217 村上 守 ﾑﾗｶﾐ ﾏﾓﾙ 茨城県 4:50:05
5992 9022 小野 雄飛 ｵﾉ ﾕｳﾋ 茨城県 4:50:05
5993 6131 神谷 剛史 ｶﾐﾔ ﾀｹｼ 東京都 4:50:07
5994 6398 田口 太郎 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾛｳ 茨城県 4:50:07
5995 6291 高橋 章 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市交通局 4:50:10
5996 9450 星野 元紀 ﾎｼﾉ ｹﾞﾝｷ 栃木県 4:50:14
5997 8513 本図 信彦 ﾓﾄｽﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県 4:50:18
5998 5666 落合 純一 ｵﾁｱｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 4:50:19
5999 7437 三浦 大樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ 埼玉県 4:50:19
6000 6521 丸山 徹 ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾂ 東京都 4:50:19
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6001 7854 金丸 豊樹 ｶﾈﾏﾙ ﾄﾖｷ 東京都 4:50:20
6002 6523 柳沢 潤一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野県 4:50:20
6003 7853 山本 剛史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ 東京都 4:50:20
6004 4973 井野 悟 ｲﾉ ｻﾄﾙ 東京都 エージェック 4:50:21
6005 5568 浜野 雄二 ﾊﾏﾉ ﾕｳｼﾞ 茨城県 浜野こども医院 4:50:22
6006 8328 永野 選人 ﾅｶﾞﾉ ｴﾘﾄ 東京都 4:50:23
6007 5250 能重 繁 ﾉｳｼｹﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 4:50:25
6008 9409 手塚 俊明 ﾃﾂﾞｶ ﾄｼｱｷ 茨城県 4:50:26
6009 7203 樋田 憲一 ﾄｲﾀ ｹﾝｲﾁ 茨城県 リラひたち 4:50:27
6010 6392 篠田 清 ｼﾉﾀﾞ ｷﾖｼ 神奈川県 4:50:30
6011 7350 鈴木 雄一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 茨城県 4:50:35
6012 7125 北塚 裕 ｷﾀﾂｶ ﾋﾛｼ 茨城県 4:50:38
6013 8920 後藤 栄太 ｺﾞﾄｳ ｴｲﾀ 東京都 ゼネラルボンド 4:50:39
6014 657 中川 勝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾙ 東京都 4:50:39
6015 6545 島崎 公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ 長野県 キジマ 4:50:40
6016 9189 野田 晃平 ﾉﾀﾞ ｺｳﾍｲ 茨城県 4:50:46
6017 2603 鈴木 直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 東京都 4:50:46
6018 5751 吉田 知史 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 埼玉県 4:50:47
6019 5318 柏 正俊 ｶｼﾜ ﾏｻﾄｼ 茨城県 ヘルシ―ランＣ 4:50:47
6020 6780 松尾 芳樹 ﾏﾂｵ ﾖｼｷ 茨城県 牛久走友会 4:50:49
6021 5991 上原 健治 ｳｴﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 福島県 アルパイン 4:50:52
6022 8988 星野 健 ﾎｼﾉ ﾂﾖｼ 新潟県 4:50:54
6023 5643 小嶋 良征 ｺｼﾞﾏ ﾖｼﾏｻ 千葉県 4:50:56
6024 6187 太田 康裕 ｵｵﾀ ﾔｽﾋﾛ 東京都 4:50:57
6025 6397 大野 泰熙 ｵｵﾉ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 所沢走友会 4:50:58
6026 2518 山崎 徹 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｵﾙ 東京都 天文台クリニッ 4:50:58
6027 8875 伊藤 宏樹 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 神奈川県 4:51:00
6028 6798 桝藤 和義 ﾏｽﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 東京都 4:51:05
6029 6206 米澤 淳一 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 4:51:05
6030 5292 池田 秀稔 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 4:51:07
6031 6880 関東 康祐 ｶﾝﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 茨城大学 4:51:09
6032 7377 中村 明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 4:51:13
6033 7758 工藤 佳祐 ｸﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 茨城県 4:51:13
6034 6311 佐藤 篤 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 東京都 4:51:15
6035 8845 佐藤 和裕 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 4:51:18
6036 8945 小林 正樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 茨城県 ＪＫＨＤ 4:51:19
6037 4469 菅野 幹雄 ｽｹﾞﾉ ﾐｷｵ 東京都 チームパリマラ 4:51:22
6038 8832 今澤 満昭 ｲﾏｻﾞﾜ ﾐﾂｱｷ 埼玉県 4:51:22
6039 4770 中泉 義典 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾖｼﾉﾘ 群馬県 日立製作所 4:51:23
6040 8734 石川 節夫 ｲｼｶﾜ ｾﾂｵ 千葉県 4:51:28
6041 6046 山本 俊夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 神奈川県 4:51:28
6042 7086 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 ラン４ユー 4:51:29
6043 6495 服部 賢宏 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 4:51:31
6044 5756 染谷 正成 ｿﾒﾔ ﾏｻﾅﾘ 茨城県 4:51:32
6045 6779 大野 昌人 ｵｵﾉ ﾏｻﾄ 茨城県 4:51:33
6046 2258 井上 皓平 ｲﾉｳｴ ｺｳﾍｲ 茨城県 ｈ２ｏ 4:51:33
6047 6849 横山 秀行 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 雑走魂 4:51:33
6048 8666 西澤 直之 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 茨城県 塙山接骨院 4:51:34
6049 16010 岡野 直皓 ｵｶﾉ ﾅｵﾋﾛ 埼玉県 4:51:34
6050 7390 西野 克典 ﾆｼﾉ ｶﾂﾉﾘ 茨城県 4:51:34
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6051 5361 島崎 貴紀 ｼﾏｻｷ ﾀｶﾉﾘ 東京都 4:51:36
6052 9640 齋藤 芳也 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 茨城県 神栖ＴＣ 4:51:38
6053 7407 勝田 雄司 ｶﾂﾀ ﾕｳｼﾞ 東京都 4:51:42
6054 9204 戸羽 一綺 ﾄﾊﾞ ｶｽﾞｷ 東京都 昭和大学 4:51:43
6055 6970 吉田 豊 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 福島県 幡ヶ谷再生大学 4:51:44
6056 4870 佐山 眞 ｻﾔﾏ ﾏｺﾄ 東京都 パレラン 4:51:47
6057 5256 尾嶋 教正 ｵｼﾞﾏ ﾉﾘﾏｻ 千葉県 清水公園ＲＣ 4:51:48
6058 5164 岸 好昭 ｷｼ ﾖｼｱｷ 群馬県 ＪＡＯＳ 4:51:51
6059 7658 和田 弘明 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 茨城県 チームまめ 4:51:53
6060 7659 和田 瑞希 ﾜﾀﾞ ﾐｽﾞｷ 茨城県 チームまめ 4:51:53
6061 5996 村岸 正俊 ﾑﾗｷﾞｼ ﾏｻﾄｼ 千葉県 4:51:57
6062 2524 阪田 洋介 ｻｶﾀ ﾖｳｽｹ 茨城県 4:51:57
6063 6706 渡辺 一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 宮城県 のろまなカメ 4:51:58
6064 5041 田浦 力弥 ﾀｳﾗ ﾘｷﾔ 神奈川県 4:52:02
6065 30009 鈴木 義明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 愛知県 4:52:02
6066 7245 北條 雅則 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 栃木県 森の家 4:52:05
6067 7171 津久井 勇樹 ﾂｸｲ ﾕｳｷ 群馬県 ジャオス 4:52:05
6068 6082 大黒 利克 ｵｵｸﾛ ﾄｼｶﾂ 茨城県 茨城エルダー 4:52:08
6069 5771 古田 幸裕 ﾌﾙﾀ ﾕｷﾋﾛ 福島県 4:52:11
6070 6431 高橋 和史 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｼ 茨城県 4:52:13
6071 8820 植木 将矢 ｳｴｷ ﾏｻﾔ 栃木県 4:52:16
6072 7066 永井 裕樹 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 茨城県 4:52:17
6073 6196 八重樫 智之 ﾔｴｶﾞｼ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 4:52:17
6074 7741 福田 佑太 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾀ 茨城県 4:52:22
6075 4700 佐藤 昌宏 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 4:52:22
6076 7082 小森 進一 ｺﾓﾘ ｼﾝｲﾁ 茨城県 4:52:24
6077 8084 和澄 正明 ﾜｽﾐ ﾏｻｱｷ 新潟県 4:52:25
6078 7070 豊田 高久 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｶﾋｻ 茨城県 4:52:26
6079 8808 しぶや としかつ ｼﾌﾞﾔ ﾄｼｶﾂ 福島県 ３年ぶり走る 4:52:27
6080 8109 米村 昂祐 ﾖﾈﾑﾗ ｺｳｽｹ 埼玉県 4:52:28
6081 4491 西川 好彦 ﾆｼｶﾜ ﾖｼﾋｺ 奈良県 チーム４２ 4:52:32
6082 7326 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 埼玉県 にいぞ楽夢走 4:52:33
6083 8242 高松 由夫 ﾀｶﾏﾂ ﾖｼｵ 大阪府 4:52:34
6084 7530 中井 裕文 ﾅｶｲ ﾋﾛﾌﾐ 大阪府 4:52:37
6085 5981 清尾 明人 ｾｲｵ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 4:52:37
6086 3348 石川 勝也 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾔ 埼玉県 ◆いかりん◆ 4:52:39
6087 6964 籾山 旭太 ﾓﾐﾔﾏ ｱｷﾀ 茨城県 4:52:40
6088 6359 松本 康 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽｼ 茨城県 黒いダイヤ 4:52:41
6089 4218 栗山 哲郎 ｸﾘﾔﾏ ﾃﾂﾛｳ 東京都 深志クラブ 4:52:46
6090 6265 城田 雅人 ｼﾛﾀ ﾏｻﾋﾄ 群馬県 4:52:48
6091 8481 吉田 修平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 福島県 4:52:48
6092 7791 寺岡 諄 ﾃﾗｵｶ ｼﾞｭﾝ 茨城県 4:52:49
6093 5691 大部 明 ｵｵﾌﾞ ｱｷﾗ 茨城県 ＩＰ走友会 4:52:49
6094 5864 箕輪 博行 ﾐﾉﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 4:52:54
6095 6267 大内 智弘 ｵｵｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 東海村社協 4:52:54
6096 8863 森島 章博 ﾓﾘｼﾏ ﾄｼﾋﾛ 栃木県 幡ヶ谷再生大学 4:52:55
6097 9343 安齋 一郎 ｱﾝｻﾞｲ ｲﾁﾛｳ 千葉県 4:52:58
6098 4500 稲田 拓巳 ｲﾅﾀﾞ ﾀｸﾐ 茨城県 4:53:01
6099 3654 塙 颯人 ﾊﾅﾜ ﾊﾔﾄ 茨城県 大野原小学校 4:53:01
6100 5924 矢野 賢 ﾔﾉ ｹﾝ 茨城県 4:53:03
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6101 7654 高橋 響 ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 埼玉県 ＪＸ金属（株） 4:53:03
6102 5866 伊藤 聡史 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 東京都 4:53:05
6103 6448 小島 正浩 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 ガーラ 4:53:06
6104 3644 西野 浩 ﾆｼﾉ ﾋﾛｼ 東京都 坂本塾 4:53:06
6105 6930 山田 修 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾑ 茨城県 東海村役場 4:53:07
6106 5462 叶野 学 ｶﾉｳ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 4:53:09
6107 4505 浦川 圭司 ｳﾗｶﾜ ｹｲｼﾞ 茨城県 4:53:13
6108 3132 鈴木 達彦 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋｺ 千葉県 4:53:14
6109 2107 小田原 亮治 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾘｮｳｼﾞ 茨城県 4:53:15
6110 5618 須藤 秀夫 ｽﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 横浜金沢走友会 4:53:16
6111 6999 小金沢 竹久 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾀｹﾋｻ 静岡県 4:53:24
6112 4375 大竹 武一 ｵｵﾀｹ ﾀｹｶｽﾞ 福島県 4:53:25
6113 7304 玉川 知樹 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 茨城県 4:53:29
6114 6081 来栖 公明 ｸﾙｽ ｺｳﾒｲ 茨城県 蛙走会 4:53:30
6115 9310 豊島 悠太 ﾄﾖｼﾏ ﾕｳﾀ 茨城県 自衛隊 4:53:30
6116 6894 内海 和紀 ｳﾂﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 4:53:33
6117 6300 稲垣 欽之 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｼﾕｷ 東京都 4:53:33
6118 4161 寺西 秀俊 ﾃﾗﾆｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 ヤマト 4:53:34
6119 6331 米岡 孝友 ﾖﾈｵｶ ﾀｶﾄﾓ 東京都 １１８６ 4:53:35
6120 5658 長谷 年男 ﾊｾ ﾄｼｵ 東京都 4:53:37
6121 5511 三輪 直樹 ﾐﾜ ﾅｵｷ 茨城県 日立大みか 4:53:41
6122 7442 比佐 中 ﾋｻ ｱﾀﾙ 茨城県 チーム白畑 4:53:41
6123 9650 井上 喬暁 ｲﾉｳｴ ﾀｶｱｷ 茨城県 防衛省 4:53:43
6124 7159 利根川 保男 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾔｽｵ 茨城県 4:53:44
6125 7002 笹岡 晋二 ｻｻｵｶ ｼﾝｼﾞ 千葉県 4:53:49
6126 6486 浅野 聡 ｱｻﾉ ｻﾄｼ 神奈川県 4:53:51
6127 8595 永田 照心 ﾅｶﾞﾀ ｼｮｳｼﾝ 茨城県 カエルＲＣ 4:53:56
6128 8902 古山 亮一 ｺﾔﾏ ﾘｮｳｲﾁ 埼玉県 4:53:58
6129 6617 高﨑 一成 ﾀｶｻｷ ｶｽﾞﾅﾘ 千葉県 4:54:01
6130 4832 鈴木 但義 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞﾖｼ 茨城県 スズタ事務所 4:54:17
6131 1576 細田 貞明 ﾎｿﾀﾞ ｻﾀﾞｱｷ 東京都 ＡＲＣ 4:54:19
6132 8763 本間 哲也 ﾎﾝﾏ ﾃﾂﾔ 千葉県 4:54:22
6133 6462 中村 剣吾 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 東京都 タックスアイズ 4:54:24
6134 7075 三塚 孝 ﾐﾂﾂﾞｶ ﾀｶｼ 東京都 4:54:25
6135 8139 近藤 誠 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｺﾄ 東京都 4:54:30
6136 9403 永沼 大誠 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀｲｾｲ 茨城県 茨城大学 4:54:31
6137 5856 飯泉 賢 ｲｲｽﾞﾐ ｻﾄｼ 茨城県 4:54:33
6138 6724 大木 一仁 ｵｵｷ ｶｽﾞﾋﾄ 埼玉県 4:54:34
6139 6446 野中 譲 ﾉﾅｶ ﾕｽﾞﾙ 東京都 4:54:37
6140 8707 伊勢澤 英史 ｲｾｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾌﾞﾐ 茨城県 4:54:42
6141 5434 櫻井 良夫 ｻｸﾗｲ ﾖｼｵ 茨城県 企画室 4:54:45
6142 6333 村上 武男 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｵ 千葉県 松戸 4:54:49
6143 8673 齋藤 孝 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 茨城県 ＪＸ金属 4:54:50
6144 7729 志水 祐介 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 茨城県 4:54:50
6145 4684 佐藤 憲彦 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｺ 埼玉県 新三郷楽走会 4:54:53
6146 6157 岩仲 知樹 ｲﾜﾅｶ ﾄﾓｷ 茨城県 4:54:53
6147 7677 高木 惇 ﾀｶｷﾞ ｼﾞｭﾝ 茨城県 4:54:54
6148 7801 松田 弘夢 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾑ 茨城県 4:54:55
6149 4274 関矢 均 ｾｷﾔ ﾋﾄｼ 茨城県 4:55:00
6150 5389 高田 恭良 ﾀｶﾀﾞ ﾔｽﾖｼ 茨城県 4:55:00
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6151 7892 加藤 義勝 ｶﾄｳ ﾖｼｶﾂ 茨城県 4:55:00
6152 7302 安沢 孝敏 ﾔｽｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 茨城県 ショッカー 4:55:00
6153 7441 江幡 祐太朗 ｴﾊﾞﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 茨城県 4:55:04
6154 6336 永沼 大輔 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 Ｓｉｍｐｌｅ 4:55:04
6155 7105 佐藤 健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 茨城県 マリオクラブ 4:55:11
6156 5659 齋藤 武宏 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 茨城県 4:55:13
6157 6539 城定 晃平 ｼﾞｮｳｼﾞｮｳ ｺｳﾍｲ 茨城県 4:55:14
6158 3803 小山 薫 ｺﾔﾏ ｶｵﾙ 東京都 埼玉医大総医セ 4:55:14
6159 4286 栗原 雅明 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻｱｷ 茨城県 神峰山岳会 4:55:15
6160 6814 太田 敏雄 ｵｵﾀ ﾄｼｵ 茨城県 4:55:20
6161 6960 村岡 千秋 ﾑﾗｵｶ ﾁｱｷ 埼玉県 ＳＬ 4:55:22
6162 6952 佐藤 大観 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 埼玉県 4:55:22
6163 5416 鈴木 健斗 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 東京都 4:55:25
6164 6473 阿部 智行 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 栃木県 アップショット 4:55:25
6165 6261 小池 洋樹 ｺｲｹ ﾋﾛｷ 茨城県 4:55:26
6166 7290 森島 邦洋 ﾓﾘｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 茨城県 4:55:27
6167 6404 鈴木 高行 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 静岡県 4:55:27
6168 6189 鈴木 伸治 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 茨城県 ＬＡＶＡ 4:55:29
6169 8999 宮城 和弘 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 4:55:29
6170 7282 大山 暁広 ｵｵﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 栃木県 4:55:31
6171 6631 杉山 貴士 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 静岡県 4:55:32
6172 5497 駒木 一真 ｺﾏｷ ｶｽﾞﾏ 群馬県 4:55:35
6173 5684 藤本 徹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ 新潟県 ツインくる東北 4:55:39
6174 8106 太田 雄二 ｵｵﾀ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 4:55:44
6175 7285 安部 正人 ｱﾍﾞ ﾏｻﾄ 茨城県 茨城県庁 4:55:47
6176 6273 今野 修治 ｺﾝﾉ ｼｭｳｼﾞ 東京都 高田三丁目 4:55:50
6177 6113 倉田 守 ｸﾗﾀ ﾏﾓﾙ 茨城県 水戸太平洋 4:55:51
6178 5479 小林 聖一 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ 山梨県 4:55:51
6179 7186 田上 慶雄 ﾀｶﾞﾐ ﾖｼｵ 茨城県 4:55:52
6180 3764 小又 久範 ｺﾏﾀ ﾋｻﾉﾘ 茨城県 4:55:53
6181 6167 沼田 勝則 ﾇﾏﾀ ｶﾂﾉﾘ 福島県 4:55:54
6182 5768 鈴木 昭彦 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋｺ 茨城県 4:55:55
6183 6479 生駒 敏夫 ｲｺﾏ ﾄｼｵ 神奈川県 ビッグ２ 4:55:56
6184 5591 清水 典嗣 ｼﾐｽﾞ ﾉﾘﾂｸﾞ 埼玉県 4:55:58
6185 9111 高萩 茂治 ﾀｶﾊｷﾞ ｼｹﾞﾊﾙ 茨城県 4:55:58
6186 7286 新貝 康将 ｼﾝｶｲ ﾔｽﾏｻ 神奈川県 4:55:59
6187 6996 中村 敦 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 埼玉県 4:56:08
6188 7050 青木 健介 ｱｵｷ ｹﾝｽｹ 千葉県 4:56:12
6189 7559 山岡 篤志 ﾔﾏｵｶ ｱﾂｼ 埼玉県 4:56:14
6190 6835 相場 豊隆 ｱｲﾊﾞ ﾄﾖﾀｶ 新潟県 青山８４会 4:56:15
6191 6597 飛田 潤 ﾄﾋﾞﾀ ｼﾞｭﾝ 茨城県 4:56:18
6192 6168 本橋 浩 ﾓﾄﾊｼ ﾋﾛｼ 東京都 4:56:18
6193 6755 斉藤 猛 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 茨城県 4:56:19
6194 5090 小野瀬 義明 ｵﾉｾ ﾖｼｱｷ 茨城県 チーム石塚 4:56:20
6195 6892 北島 佳昌 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 茨城県 4:56:21
6196 3291 金子 朋弘 ｶﾈｺ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 4:56:38
6197 8414 横山 芳弘 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 4:56:39
6198 7121 門井 雅之 ｶﾄﾞｲ ﾏｻﾕｷ 千葉県 4:56:40
6199 6627 高野 武 ﾀｶﾉ ﾀｹｼ 茨城県 ハイダーイン 4:56:41
6200 5988 植松 郁彦 ｳｴﾏﾂ ﾌﾐﾋｺ 茨城県 秘密結社ＧＧＧ 4:56:44
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6201 9044 川上 和敏 ｶﾜｶﾐ ｶｽﾞﾄｼ 茨城県 4:56:47
6202 7662 浅井 大輔 ｱｻｲ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:56:51
6203 6640 高橋 哲史 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 千葉県 4:56:53
6204 9478 水野 竜馬 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳﾏ 栃木県 4:56:53
6205 6153 野崎 大作 ﾉｻﾞｷ ﾀﾞｲｻｸ 茨城県 4:56:54
6206 7328 大野 順平 ｵｵﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 4:56:54
6207 9329 本田 昌浩 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 東京都 4:56:55
6208 6115 森山 國夫 ﾓﾘﾔﾏ ｸﾆｵ 茨城県 4:56:55
6209 5335 加茂 元 ｶﾓ ｹﾞﾝ 新潟県 六十里越を走う 4:56:56
6210 8086 益子 直人 ﾏｼｺ ﾅｵﾄ 東京都 アイアンドシー 4:56:57
6211 8612 吉田 尚史 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾌﾐ 長野県 4:56:58
6212 5376 竹沢 由高 ﾀｹｻﾞﾜ ﾖｼﾀｶ 茨城県 Ｎラン 4:57:00
6213 8374 松井 裕二 ﾏﾂｲ ﾕｳｼﾞ 茨城県 クローバー 4:57:00
6214 8686 吹田 智宏 ﾌｷﾀ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 4:57:01
6215 6527 藤田 大輔 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 4:57:08
6216 6104 宮本 茂 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 東京都 サラダバーズ 4:57:10
6217 6853 谷津 節 ﾔﾂ ﾀｶｼ 茨城県 4:57:11
6218 6210 小林 一男 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 東京都 こまらん会 4:57:13
6219 8859 町田 一稔 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 栃木県 ストラボ那須 4:57:15
6220 6343 滑川 英雄 ﾅﾒｶﾜ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 中原なかよしク 4:57:15
6221 5348 島 利嗣 ｼﾏ ﾄｼﾂｸﾞ 京都府 カイセンヤ 4:57:20
6222 6334 保倉 政博 ﾎｸﾗ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 上越市役所 4:57:21
6223 6430 佐藤 貴也 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 茨城県 4:57:22
6224 2933 齊藤 政行 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 茨城県 茨城マスターズ 4:57:23
6225 7130 向井 亘 ﾑｶｲ ﾜﾀﾙ 茨城県 4:57:25
6226 7823 小田倉 良介 ｵﾀｸﾗ ﾖｼﾕｷ 茨城県 4:57:25
6227 3250 岡野 雄 ｵｶﾉ ﾀｹｼ 東京都 4:57:25
6228 9230 新堀 一志 ﾆｲﾎﾞﾘ ｶｽﾞｼ 茨城県 4:57:27
6229 6713 町田 謙一 ﾏﾁﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 茨城県 前渡小学校 4:57:30
6230 7084 高橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 茨城県 4:57:32
6231 6802 金子 一郎 ｶﾈｺ ｲﾁﾛｳ 茨城県 4:57:34
6232 8929 小鹿野 史昭 ｵｶﾞﾉ ﾌﾐｱｷ 埼玉県 4:57:35
6233 5124 菊地 隆 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 福島県 いわき電子ＯＢ 4:57:36
6234 5851 遠田 正樹 ﾄｵﾀﾞ ﾏｻｷ 茨城県 日立市役所 4:57:36
6235 5748 中塚 誠 ﾅｶﾂｶ ﾏｺﾄ 長野県 ちいむもみじ 4:57:37
6236 8158 笠島 努 ｶｻｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ 茨城県 4:57:37
6237 5045 山本 豪 ﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ 埼玉県 4:57:40
6238 6715 小島 俊明 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 神奈川県 4:57:41
6239 4382 大塚 崇史 ｵｵﾂｶ ﾀｶﾌﾐ 埼玉県 4:57:41
6240 9453 清水 一則 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 てんけんくん 4:57:41
6241 8712 富樫 誠 ﾄｶﾞｼ ﾏｺﾄ 東京都 北越パッケージ 4:57:43
6242 6703 藤原 隆弘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 4:57:46
6243 6879 石川 武彦 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾋｺ 東京都 4:57:47
6244 8736 五来 潤 ｺﾞﾗｲ ｼﾞｭﾝ 茨城県 4:57:49
6245 7148 飛田 慶一 ﾄﾋﾞﾀ ｹｲｲﾁ 千葉県 4:57:50
6246 7871 宮崎 優也 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾔ 東京都 野村総合研究所 4:57:50
6247 6648 渡部 好貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 茨城県 4:57:55
6248 6456 篠田 哲 ｼﾉﾀﾞ ｻﾄｼ 茨城県 4:57:56
6249 7113 遠藤 号龍 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾂ 茨城県 4:57:56
6250 4243 高橋 健太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 4:57:59
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6251 8518 小宮 清仕 ｺﾐﾔ ｷﾖｼ 福島県 4:58:07
6252 7483 佐々木 和行 ｻｻｷ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 4:58:08
6253 7072 岸川 憲明 ｷｼｶﾜ ﾉﾘｱｷ 茨城県 ＦＢＳＶＬ 4:58:08
6254 6641 西本 博 ﾆｼﾓﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 鈴鹿海運 4:58:09
6255 4201 鳴海 修一 ﾅﾙﾐ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 4:58:10
6256 7033 伊藤 竜広 ｲﾄｳ ﾀﾂﾋﾛ 宮城県 走れ！オカメ隊 4:58:12
6257 5672 秋山 雅弘 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 4:58:15
6258 7263 秋山 克巳 ｱｷﾔﾏ ｶﾂﾐ 茨城県 オーバーザサン 4:58:15
6259 6442 中島 智司 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｼﾞ 東京都 Ｇ３＋Ｇ１ 4:58:22
6260 6961 三上 晃稔 ﾐｶﾐ ｱｷﾄｼ 茨城県 4:58:24
6261 2845 大内 康平 ｵｵｳﾁ ｺｳﾍｲ 神奈川県 4:58:34
6262 3156 伊藤 竜治 ｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 4:58:40
6263 6318 内田 恵一 ｳﾁﾀﾞ ｹｲｲﾁ 群馬県 長島ｅｎｇ 4:58:44
6264 7410 徳田 大輔 ﾄｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 ちろぬこクラブ 4:58:46
6265 7190 鈴木 翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 茨城県 4:58:52
6266 5718 山中 吉満 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾐﾂ 茨城県 フル百楽走会 4:58:53
6267 8206 瀧本 柊平 ﾀｷﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 4:58:56
6268 5961 真崎 克之 ﾏｻｷ ｶﾂﾕｷ 茨城県 4:58:58
6269 9430 大島 佑太 ｵｵｼﾏ ﾕｳﾀ 東京都 4:58:59
6270 6922 平山 登 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 栃木県 オレンジロード 4:59:00
6271 8296 加藤 翔太 ｶﾄｳ ｼｮｳﾀ 栃木県 4:59:01
6272 7664 原口 瑞生 ﾊﾗｸﾞﾁ ﾀﾏｷ 茨城県 4:59:07
6273 7882 加古藤 唯 ｶｺﾄｳ ﾕｲ 茨城県 4:59:08
6274 2432 長谷 龍骨 ﾊｾ ﾘｭｳｺﾂ 茨城県 土浦協同病院 4:59:11
6275 7195 神納 義之 ｶﾝﾉｳ ﾖｼﾕｷ 東京都 4:59:11
6276 5529 田中 和夫 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ 群馬県 ホシノＲＣ 4:59:14
6277 5681 幡谷 俊彰 ﾊﾀﾔ ﾄｼｱｷ 千葉県 ウィングАС 4:59:15
6278 6215 影山 康博 ｶｹﾞﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 4:59:19
6279 6437 菊池 勤 ｷｸﾁ ﾂﾄﾑ 茨城県 4:59:22
6280 7365 池田 学 ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 4:59:22
6281 9439 小林 孝浩 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 4:59:23
6282 5685 稲村 淳一 ｲﾅﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 4:59:24
6283 8066 高橋 世史 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 茨城県 潮電工 4:59:25
6284 7126 森 宏之 ﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 4:59:27
6285 6207 長峯 弘人 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾄ 茨城県 チームマグナム 4:59:29
6286 8741 下村 大輔 ｼﾓﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:59:31
6287 6730 館山 政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ 福島県 走れ！ペンギン 4:59:34
6288 6202 今野 貴光 ｺﾝﾉ ﾀｶﾐﾂ 埼玉県 4:59:35
6289 9242 佐藤 孔太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 茨城県 4:59:35
6290 5254 山崎 仁志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ 新潟県 フル百回楽走会 4:59:38
6291 6937 門脇 哲郎 ｶﾄﾞﾜｷ ﾃﾂﾛｳ 茨城県 健康管理Ｇｒ 4:59:38
6292 7063 稲田 達夫 ｲﾅﾀﾞ ﾀﾂｵ 茨城県 龍巻き旋風脚 4:59:39
6293 8126 星 孝規 ﾎｼ ｺｳｷ 福島県 4:59:39
6294 6650 柳澤 章博 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ 千葉県 4:59:42
6295 7940 芹川 晴彦 ｾﾘｶﾜ ﾊﾙﾋｺ 神奈川県 4:59:43
6296 6781 金山 敏彦 ｶﾅﾔﾏ ﾄｼﾋｺ 茨城県 4:59:43
6297 7755 池井 秀樹 ｲｹｲ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 4:59:45
6298 4643 道川 達也 ﾐﾁｶﾜ ﾀﾂﾔ 茨城県 4:59:47
6299 5654 西中 宏克 ﾆｼﾅｶ ﾋﾛｶﾂ 東京都 幡ヶ谷再生大学 4:59:47
6300 2462 高橋 正 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 東京都 4:59:49
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6301 7375 溝部 学部 ﾐｿﾞﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 勝田百足会 4:59:51
6302 7119 関川 大輔 ｾｷｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 4:59:51
6303 4851 冨沢 哲夫 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾃﾂｵ 東京都 4:59:53
6304 7036 尾崎 洋 ｵｻﾞｷ ﾋﾛｼ 東京都 4:59:56
6305 6910 福盛 美津夫 ﾌｸﾓﾘ ﾐﾂｵ 茨城県 日立 4:59:57
6306 9170 櫻井 一貴 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ 茨城県 4:59:58
6307 3768 斉藤 正憲 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 4:59:58
6308 6094 品川 辰彦 ｼﾅｶﾞﾜ ﾄｷﾋｺ 東京都 鷹走会 4:59:59
6309 8223 兼井 達也 ｶﾈｲ ﾀﾂﾔ 茨城県 5:00:00
6310 5610 水野 安浩 ﾐｽﾞﾉ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 千波湖朝ラン会 5:00:01
6311 9167 小林 政博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 5:00:01
6312 7615 成田 広行 ﾅﾘﾀ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 エックス 5:00:02
6313 5686 金子 日出夫 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 東京マスターズ 5:00:03
6314 9522 飯野 晃 ｲｲﾉ ｱｷﾗ 茨城県 5:00:06
6315 6127 渡辺 雅弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 5:00:10
6316 7193 平山 満 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾂﾙ 茨城県 輩 5:00:14
6317 4962 戸匹 洸平 ﾄﾋﾞｷ ｺｳﾍｲ 茨城県 5:00:17
6318 6422 馬原 政一 ﾏﾊﾗ ｾｲｲﾁ 埼玉県 5:00:19
6319 7770 高橋 聖 ﾀｶﾊｼ ﾏｻ 茨城県 5:00:19
6320 2097 藤田 祐紀 ﾌｼﾞﾀ ﾕｳｷ 東京都 5:00:22
6321 7971 山本 隆洋 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 走嵐快 5:00:24
6322 7522 高橋 幸雄 ﾀｶﾊｼ ﾕｷｵ 茨城県 ルネサス 5:00:28
6323 6821 笠間 貴紀 ｶｻﾏ ﾀｶﾉﾘ 福島県 5:00:29
6324 7699 木村 貞俊 ｷﾑﾗ ｻﾀﾞﾄｼ 茨城県 ＥＨＴ 5:00:29
6325 4301 五十畑 雅史 ｲｿﾊﾀ ﾏｻﾌﾐ 東京都 5:00:32
6326 5321 大山 直挙 ｵｵﾔﾏ ﾅｵﾀｶ 東京都 5:00:35
6327 6097 伊東 篤史 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 茨城県 5:00:39
6328 5823 橋本 大輔 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 5:00:43
6329 9258 風澤 恵一 ﾌｳｻﾜ ｹｲｲﾁ 千葉県 5:00:47
6330 8742 蛭田 浩義 ﾋﾙﾀ ﾋﾛﾖｼ 茨城県 ハトの会 5:00:48
6331 7588 田中 丈士 ﾀﾅｶ ﾀｹｼ 茨城県 5:00:49
6332 6869 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 茨城県 5:01:00
6333 9109 山本 誠人 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾄ 東京都 5:01:06
6334 7938 海老沼 功 ｴﾋﾞﾇﾏ ｲｻｵ 栃木県 小山中ＲＣ 5:01:07
6335 7336 本田 政則 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 東京都 5:01:08
6336 7368 萩原 修哉 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼｭｳﾔ 茨城県 ＳＨＡＧＩＷＡ 5:01:11
6337 6146 村田 博 ﾑﾗﾀ ﾋﾛｼ 東京都 5:01:11
6338 3865 門脇 徹 ｶﾄﾞﾜｷ ﾄｵﾙ 宮城県 ｅＡ 5:01:11
6339 6625 東ヶ崎 清彦 ﾄｳｶﾞｻｷ ｷﾖﾋｺ 茨城県 5:01:13
6340 8183 島田 晴夫 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙｵ 東京都 5:01:14
6341 5451 矢渡 作美 ﾔﾜﾀﾘ ｻｸﾐ 茨城県 5:01:15
6342 6644 阿部 忠義 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 宮城県 仙台桃太郎 5:01:16
6343 5457 木村 充孝 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾀｶ 茨城県 5:01:16
6344 7532 原木 徹 ﾊﾗｷ ﾄｵﾙ 茨城県 5:01:18
6345 9367 飯塚 直 ｲｲﾂﾞｶ ｽﾅｵ 茨城県 5:01:21
6346 6771 天満 圭佑 ﾃﾝﾏ ｹｲｽｹ 東京都 5:01:24
6347 5458 永長 秀一 ﾅｶﾞｵｻ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 常陽銀行走友会 5:01:25
6348 8934 加藤 晋 ｶﾄｳ ｼﾝ 群馬県 伊勢崎ＪＣ 5:01:25
6349 8813 茅根 弘 ﾁﾉﾈ ﾋﾛｼ 茨城県 5:01:25
6350 9551 瀬戸 太郎 ｾﾄ ﾀﾛｳ 茨城県 農政那珂川沿岸 5:01:32
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6351 8564 永井 宏樹 ﾅｶﾞｲ ﾋﾛｷ 茨城県 ＮＴＴドコモ 5:01:33
6352 6987 北川 啓徳 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 東京都 5:01:33
6353 6425 千葉 広章 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 東京都 5:01:34
6354 8137 椿山 智弘 ﾂﾊﾞｷﾔﾏ ﾁﾋﾛ 茨城県 ＮＳＳＯＬ 5:01:34
6355 9063 清水 尚也 ｼﾐｽﾞ ﾋｻﾔ 茨城県 5:01:37
6356 7446 鹿島 一孝 ｶｼﾏ ｶｽﾞﾀｶ 茨城県 イケオジ 5:01:38
6357 6454 石島 利明 ｲｼｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 茨城県 5:01:40
6358 4675 海野 洋一 ｳﾐﾉ ﾖｳｲﾁ 茨城県 瑞竜走友会 5:01:40
6359 9005 篠崎 隆一 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｭｳｲﾁ 茨城県 5:01:43
6360 6915 八尾 英人 ﾔｵ ﾋﾃﾞﾄ 千葉県 5:01:43
6361 7932 田所 翔太 ﾀﾄﾞｺﾛ ｼｮｳﾀ 茨城県 5:01:43
6362 3622 辻 貴和 ﾂｼﾞ ﾀｶｶｽﾞ 兵庫県 5:01:44
6363 9457 鹿島 健人 ｶｼﾏ ｹﾝﾄ 福島県 越王会 5:01:47
6364 9477 井上 友仁 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 神奈川県 5:01:47
6365 8356 鈴木 哲 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 茨城県 ＪＸ金属 5:01:49
6366 9268 横井 匠 ﾖｺｲ ﾀｸﾐ 東京都 5:01:53
6367 4838 秋澤 哲哉 ｱｷｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ 東京都 5:01:56
6368 9521 坂本 浩紀 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 千葉県 勝田自衛隊 5:02:00
6369 6041 田村 勇雄 ﾀﾑﾗ ｲｻｵ 神奈川県 ナステック 5:02:03
6370 6856 福山 栄男 ﾌｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 5:02:04
6371 2814 富田 真司 ﾄﾐﾀ ｼﾝｼﾞ 千葉県 ＭＴＲＣ 5:02:07
6372 5900 古内 健一 ﾌﾙｳﾁ ｹﾝｲﾁ 茨城県 ひたちなかＪＣ 5:02:09
6373 6752 蔀 直明 ｼﾄﾐ ﾅｵｱｷ 茨城県 ルネサンス水戸 5:02:14
6374 5669 鈴木 智浩 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 チーム八合目 5:02:16
6375 7547 遠藤 慎也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 東京都 5:02:19
6376 7143 小林 康弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 5:02:21
6377 5219 松田 亮 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳ 沖縄県 幡再陸上部沖縄 5:02:25
6378 6877 飯村 俊介 ｲｲﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 千葉県 5:02:26
6379 4216 國友 誠人 ｸﾆﾄﾓ ﾏｻﾄ 千葉県 5:02:36
6380 6201 小野 孝秋 ｵﾉ ﾀｶｱｷ 茨城県 茨城県庁 5:02:38
6381 7799 中村 将樹 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｷ 茨城県 5:02:38
6382 6525 大川 文男 ｵｵｶﾜ ﾌﾐｵ 茨城県 5:02:41
6383 8026 中澤 優樹 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 千葉県 5:02:43
6384 7810 渡邉 拓馬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 茨城県 5:02:44
6385 6932 尾崎 貢 ｵｻﾞｷ ﾐﾂｸﾞ 北海道 チームＫ 5:02:48
6386 6734 近藤 彰宏 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 福島県 5:02:49
6387 6957 高橋 和彦 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 栃木県 5:02:50
6388 8197 大窪 悟司 ｵｵｸﾎﾞ ｻﾄｼ 茨城県 5:02:51
6389 6642 堀 潤一 ﾎﾘ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 クーラージュ 5:02:53
6390 9096 川﨑 達哉 ｶﾜｻｷ ﾀﾂﾔ 東京都 5:02:53
6391 6182 蔵品 勲 ｸﾗｼﾅ ｲｻｵ 埼玉県 5:02:56
6392 9198 稲田 大佳暢 ｲﾅﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 神奈川県 昭和大学 5:03:03
6393 9484 土屋 伸介 ﾂﾁﾔ ｼﾝｽｹ 茨城県 陸上自衛隊 5:03:05
6394 7745 橋本 信彦 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県 ナスビノカイ 5:03:10
6395 8308 吉野 航平 ﾖｼﾉ ｺｳﾍｲ 東京都 林Ｊｒ． 5:03:11
6396 9493 山崎 大輔 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 5:03:13
6397 5603 武内 信夫 ﾀｹｳﾁ ﾉﾌﾞｵ 東京都 5:03:16
6398 4395 舟橋 雅己 ﾌﾅﾊｼ ﾏｻﾐ 埼玉県 三菱ＵＦＪ信託 5:03:16
6399 9299 生井沢 友幸 ﾅﾏｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 5:03:19
6400 7273 鈴木 和之 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 幡ヶ谷再生大学 5:03:29
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6401 1460 伊藤 勉 ｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 神奈川県 武蔵小杉アスリ 5:03:29
6402 7772 飯島 隆 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｶｼ 茨城県 パグクラブ 5:03:30
6403 9511 松本 康平 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 神奈川県 5:03:31
6404 6469 宇恵 誠 ｳｴ ﾏｺﾄ 茨城県 5:03:31
6405 6834 長澤 秀幸 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 レッドデビルズ 5:03:32
6406 7666 斉藤 敦史 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 茨城県 5:03:35
6407 9156 中庭 良一 ﾅｶﾆﾜ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県 5:03:37
6408 5814 大森 暁夫 ｵｵﾓﾘ ｱｷｵ 茨城県 大須賀工務店 5:03:39
6409 8181 遠藤 穂高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾀﾞｶ 新潟県 チーム諏訪 5:03:41
6410 5151 三ツ井 清明 ﾐﾂｲ ｷﾖｱｷ 東京都 ａｄｐ 5:03:44
6411 5269 細野 公丈 ﾎｿﾉ ｷﾐﾀｹ 神奈川県 5:03:48
6412 7028 大和田 衛 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏﾓﾙ 茨城県 5:03:49
6413 9227 大森 勇輝 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 5:03:49
6414 6614 小野 康彦 ｵﾉ ﾔｽﾋｺ 神奈川県 ワイエムオー 5:03:56
6415 5392 梶山 慶太郎 ｶｼﾞﾔﾏ ｹｲﾀﾛｳ 東京都 5:03:58
6416 6873 畑 和秀 ﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 茨城県 筑波大学 5:04:04
6417 7048 廣瀬 政弘 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 5:04:05
6418 6310 倉原 秀基 ｸﾗﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 あけぼの印刷社 5:04:06
6419 9652 谷島 一 ﾔｼﾞﾏ ﾊｼﾞﾒ 栃木県 5:04:07
6420 6248 玉川 勲 ﾀﾏｶﾞﾜ ｲｻｵ 東京都 5:04:08
6421 8322 大場 友裕 ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 茨城大バスケ部 5:04:13
6422 16011 畠山 広也 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳﾔ 茨城県 茨城大バスケ部 5:04:13
6423 6758 浅野 善江 ｱｻﾉ ﾖｼｴ 茨城県 浅野ファミリー 5:04:20
6424 6801 大谷 篤史 ｵｵﾀﾆ ｱﾂｼ 茨城県 茨城県信用組合 5:04:25
6425 5541 菅沼 啓至 ｽｶﾞﾇﾏ ｹｲｼﾞ 神奈川県 5:04:26
6426 8568 森崎 翔太 ﾓﾘｻｷ ｼｮｳﾀ 神奈川県 5:04:28
6427 1776 成毛 信彰 ﾅﾙｹﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 東京都 日駒 5:04:29
6428 9382 青野 浩二 ｱｵﾉ ｺｳｼﾞ 東京都 日駒ＲＣ 5:04:29
6429 5922 平山 秀文 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾌﾐ 栃木県 コマツ 5:04:33
6430 9243 鳥羽 満 ﾄﾊﾞ ﾐﾂﾙ 茨城県 水際クラブ 5:04:38
6431 7490 山本 文夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾌﾐｵ 東京都 5:04:40
6432 6790 谷田部 昌宏 ﾔﾀﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 栃木県 かものはしかも 5:04:42
6433 6826 高場 雅之 ﾀｶﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 東京都 昭和大学 5:04:43
6434 6476 角藤 律 ｶｸﾄｳ ﾘﾂ 東京都 5:04:44
6435 7461 三橋 克宏 ﾐﾂﾊｼ ｶﾂﾋﾛ 神奈川県 5:04:45
6436 6163 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 福島県 5:04:46
6437 6441 石川 健太郎 ｲｼｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木県 5:04:55
6438 8926 長澤 寛 ﾅｶﾞｻﾜ ﾕﾀｶ 茨城県 5:04:55
6439 9645 吉田 大樹 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 茨城県 5:04:58
6440 7533 矢内 勝浩 ﾔﾅｲ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 5:04:59
6441 8166 亀田 昇司 ｶﾒﾀ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 ＦＲＵＮつくば 5:05:06
6442 7742 飯塚 晃三 ｲｲﾂｶ ｺｳｿﾞｳ 茨城県 日立物流東日本 5:05:06
6443 8400 入山 寛之 ｲﾘﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 富ロボ 5:05:08
6444 8080 萩原 志周 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾑﾈﾋﾛ 神奈川県 5:05:10
6445 8335 栗原 俊明 ｸﾘﾊﾗ ﾄｼｱｷ 茨城県 カンリ 5:05:11
6446 6800 杉本 孝一 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｲﾁ 茨城県 ＳＡＯ 5:05:13
6447 6288 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:05:15
6448 7340 境谷 至男 ｻｶｲﾔ ﾉﾘｵ 茨城県 5:05:18
6449 6457 村田 孝寛 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 しろくま 5:05:20
6450 8668 富岡 博幸 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾕｷ 東京都 ＳＭＲＣ 5:05:24
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6451 7473 三村 栄 ﾐﾑﾗ ｻｶｴ 茨城県 5:05:26
6452 4768 山本 啓司 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｼﾞ 東京都 5:05:28
6453 8034 西野 康介 ﾆｼﾉ ｺｳｽｹ 神奈川県 5:05:29
6454 6478 清水 宏 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 5:05:30
6455 8337 鷹嘴 拓也 ﾀｶﾉﾊｼ ﾀｸﾔ 栃木県 5:05:31
6456 9298 市川 崇 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 5:05:32
6457 9186 門口 拓洋 ｶﾄﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 千葉県 5:05:33
6458 6452 佐藤 成三 ｻﾄｳ ｾｲｿﾞｳ 茨城県 5:05:34
6459 9431 蓮見 洵 ﾊｽﾐ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 5:05:34
6460 8234 江藤 光彦 ｴﾄｳ ﾐﾂﾋｺ 埼玉県 5:05:37
6461 7613 山口 光永 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾂﾅｶﾞ 茨城県 水戸特別支援学 5:05:42
6462 5585 太田 憲行 ｵｵﾀ ﾉﾘﾕｷ 静岡県 静岡走ろう会 5:05:50
6463 7227 芦田 喜章 ｱｼﾀﾞ ｷｼｮｳ 茨城県 5:05:53
6464 5586 山崎 恭一 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁ 埼玉県 カヨレン 5:05:59
6465 3309 加藤 幸司 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 茨城県 ＢＴどんがめ 5:06:01
6466 5839 小澤 正芳 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 茨城県 昭和電工マテリ 5:06:02
6467 6584 加藤 宏彦 ｶﾄｳ ﾋﾛﾋｺ 千葉県 パナソニック 5:06:02
6468 7155 高橋 恒仁 ﾀｶﾊｼ ﾂﾈﾋﾄ 茨城県 5:06:03
6469 6938 宮原 修 ﾐﾔﾊﾗ ｵｻﾑ 茨城県 5:06:04
6470 7343 荻沼 孝紀 ｵｷﾞﾇﾏ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 5:06:05
6471 5815 齋藤 文夫 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｵ 東京都 フェイス 5:06:08
6472 7445 川津 優貴 ｶﾜﾂﾞ ﾕｳｷ 千葉県 5:06:10
6473 7460 大坪 大介 ｵｵﾂﾎﾞ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 チーム八合目 5:06:11
6474 8589 赤城 久弥 ｱｶｷﾞ ﾋｻﾔ 茨城県 ランナーズ 5:06:12
6475 8691 市毛 大貴 ｲﾁｹﾞ ﾀﾞｲｷ 茨城県 5:06:12
6476 3330 春日 歩 ｶｽｶﾞ ｱﾕﾑ 東京都 5:06:15
6477 9364 山口 大和 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 茨城県 5:06:16
6478 7272 斎藤 荘 ｻｲﾄｳ ｼｮｳ 埼玉県 レダＧＨＤ 5:06:17
6479 6064 石丸 愼司 ｲｼﾏﾙ ｼﾝｼﾞ 千葉県 チームパリマラ 5:06:18
6480 6177 坂爪 拓也 ｻｶﾂﾒ ﾀｸﾔ 茨城県 5:06:23
6481 9492 中村 裕之 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 5:06:25
6482 9180 松永 将輝 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾏｻｷ 茨城県 5:06:30
6483 6427 中村 博巳 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾐ 茨城県 チーム７１１ 5:06:31
6484 2193 中島 究 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾜﾑ 茨城県 湯豆腐友の会 5:06:34
6485 4922 関藤 満之 ｾｷﾄｳ ﾐﾂｼ 神奈川県 ＮＴＴドコモ 5:06:41
6486 6721 塙 直人 ﾊﾅﾜ ﾅｵﾄ 茨城県 ぴょん太ＲＣ 5:06:43
6487 6962 前田 克也 ﾏｴﾀﾞ ｶﾂﾔ 茨城県 5:06:47
6488 7565 曽根 誠一 ｿﾈ ｾｲｲﾁ 千葉県 5:06:47
6489 9249 阿部 顕勝 ｱﾍﾞ ｹﾝｼｮｳ 茨城県 5:06:51
6490 9547 村林 大樹 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 千葉県 ｉＲｕｎｓ 5:06:55
6491 7327 菊池 洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 茨城県 アキラ 5:06:56
6492 5317 中村 茂 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 新潟県 アクシーＴＴ 5:06:58
6493 7230 富樫 大輔 ﾄｶﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 5:07:01
6494 7321 松浦 知春 ﾏﾂｳﾗ ﾄﾓﾊﾙ 茨城県 5:07:02
6495 6815 菊池 陽一郎 ｷｸﾁ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都 桜友会 5:07:04
6496 7292 辰巳 登 ﾀﾂﾐ ﾉﾎﾞﾙ 東京都 ＨＧＲＣ 5:07:04
6497 9292 宮山 太郎 ﾐﾔﾔﾏ ﾀﾛｳ 東京都 5:07:05
6498 7486 中山 正啓 ﾅｶﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 遠藤走遊会 5:07:07
6499 6959 上野台 孝次 ｳｴﾉﾀﾞｲ ｺｳｼﾞ 福島県 5:07:12
6500 6413 丹治 秀一 ﾀﾝｼﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 東京都 アスタリス 5:07:15
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6501 9576 新妻 浩明 ﾆｲﾂﾏ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 5:07:16
6502 9499 小沼 岳史 ｵﾇﾏ ﾀｹﾌﾐ 山梨県 5:07:16
6503 7238 川上 善正 ｶﾜｶﾐ ﾖｼﾏｻ 茨城県 5:07:21
6504 8779 高木 裕 ﾀｶｷ ﾕﾀｶ 東京都 5:07:23
6505 7179 兵頭 誠也 ﾋｮｳﾄﾞｳ ｾｲﾔ 群馬県 5:07:31
6506 7135 小峰 道雄 ｺﾐﾈ ﾐﾁｵ 東京都 5:07:33
6507 9031 浦沢 康二 ｳﾗｻﾜ ｺｳｼﾞ 群馬県 5:07:38
6508 7420 小西 禎己 ｺﾆｼ ﾖｼﾐ 東京都 昭和４０年男 5:07:38
6509 7358 日下部 勝男 ｸｻｶﾍﾞ ｶﾂｵ 茨城県 ＡＳＡＨＩＶＯ 5:07:47
6510 7934 長部 祥明 ｵｻﾍﾞ ﾖｼｱｷ 東京都 5:08:03
6511 6824 小林 早人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 茨城県 リラひたち 5:08:06
6512 6761 古川 義明 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼｱｷ 神奈川県 日本冶金工業 5:08:16
6513 9336 都倉 健史 ﾄｸﾗ ﾀｹｼ 茨城県 5:08:18
6514 8758 輿石 悠介 ｺｼｲｼ ﾕｳｽｹ 東京都 5:08:21
6515 6866 高木 由充 ﾀｶｷﾞ ﾖｼﾐﾂ 茨城県 5:08:24
6516 5837 鈴木 幸ニ ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 茨城県 5:08:32
6517 8745 難波 竜一 ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ 千葉県 矢切スポーツク 5:08:34
6518 7454 谷中 和明 ﾔﾅｶ ｶｽﾞｱｷ 栃木県 5:08:54
6519 7111 山本 悠 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳ 茨城県 Ｗｅ’Ｚ 5:09:00
6520 8821 町田 広司 ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 5:09:03
6521 5706 まつばら えいぢ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｴｲﾁﾞ 沖縄県 5:09:06
6522 7829 小椎尾 憲造 ｺｼﾞｵ ｹﾝｿﾞｳ 茨城県 5:09:09
6523 6338 石川 慎士 ｲｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 東京都 自衛隊中央病院 5:09:13
6524 8289 増子 慧祐 ﾏｼｺ ｹｲｽｹ 東京都 モトミヤ 5:09:14
6525 6198 北地 勉 ﾎｸﾁ ﾂﾄﾑ 神奈川県 5:09:28
6526 6967 伊藤 和裕 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 5:09:30
6527 9575 高橋 和樹 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 茨城県 茨城大学 5:09:32
6528 9192 永嶋 学 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 栃木県 益特校 5:09:35
6529 8710 川﨑 悟 ｶﾜｻｷ ｻﾄｼ 茨城県 弓山建設工業 5:09:36
6530 9604 仙道 和人 ｾﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾄ 千葉県 金属技研 5:09:41
6531 8803 橋本 行央 ﾊｼﾓﾄ ﾕｷｵ 千葉県 大林組 5:09:42
6532 7765 高野 由大 ﾀｶﾉ ﾕｳﾀ 茨城県 5:09:44
6533 6889 小松崎 伸一 ｺﾏﾂｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 茨城県 5:09:47
6534 6052 武川 直久 ﾀｹｶﾜ ﾅｵﾋｻ 東京都 たぬきの会 5:09:51
6535 8404 伊藤 勝美 ｲﾄｳ ｶﾂﾐ 千葉県 5:09:53
6536 8014 加藤 拓海 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 千葉県 5:09:54
6537 8677 武井 元 ﾀｹｲ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 北越 5:09:58
6538 6406 石川 雅也 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ 茨城県 茨城大学 5:09:59
6539 6319 徳山 佳男 ﾄｸﾔﾏ ﾖｼｵ 愛知県 5:10:01
6540 4529 長洲 友徳 ﾅｶﾞｽ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 5:10:08
6541 6513 吉川 修 ﾖｼｶﾜ ｵｻﾑ 埼玉県 5:10:10
6542 8292 長田 拓馬 ｵｻﾀﾞ ﾀｸﾏ 茨城県 高鈴山岳会 5:10:15
6543 8338 高橋 直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ 栃木県 5:10:16
6544 8435 中川 正典 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 つくば秀英高校 5:10:18
6545 1600 佐藤 仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 埼玉県 キヤノンＲＣ 5:10:18
6546 9181 坂口 明宏 ｻｶｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 千葉県 5:10:20
6547 6326 吉田 春雄 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｵ 栃木県 快走一人旅 5:10:20
6548 6799 福本 英樹 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 5:10:22
6549 9033 白水 誉哲 ｼﾛｽﾞ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 5:10:22
6550 7746 佐井川 隆 ｻｲｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 ルネサンス水戸 5:10:24
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6551 5612 速水 大洋 ﾊﾔﾐ ﾀｲﾖｳ 茨城県 Ｎ３陸上部 5:10:25
6552 8316 手塚 英雄 ﾃﾂﾞｶ ﾋﾃﾞｵ 栃木県 ＤＫくらぶ 5:10:25
6553 8559 高橋 覚 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 埼玉県 日鉄物産 5:10:26
6554 9118 津田 修一 ﾂﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 5:10:28
6555 8996 石川 泰至 ｲｼｶﾜ ﾀｲｼ 茨城県 株式会社長寿荘 5:10:30
6556 8259 加瀬 基 ｶｾ ﾓﾄｲ 茨城県 茨城信用保証協 5:10:36
6557 7507 中島 淳 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 茨城県 5:10:36
6558 8168 笹島 圭 ｻｻｼﾞﾏ ｹｲ 茨城県 5:10:36
6559 9146 守谷 智之 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 5:10:36
6560 7370 布山 裕一 ﾌﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 千葉県 5:10:40
6561 6794 笹間 純 ｻｻﾏ ｼﾞｭﾝ 茨城県 5:10:41
6562 9663 谷本 亮典 ﾀﾆﾓﾄ ｱｷﾉﾘ 長野県 5:10:43
6563 6950 宮田 修 ﾐﾔﾀ ｵｻﾑ 栃木県 5:10:47
6564 879 遠山 悟史 ﾄｵﾔﾏ ｻﾄｼ 千葉県 5:10:49
6565 9126 高村 芳樹 ﾀｶﾑﾗ ﾖｼｷ 茨城県 5:10:56
6566 9515 大和田 龍哉 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 茨城県 東興機械工業 5:11:09
6567 6062 秋山 俊順 ｱｷﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 茨城県 正立産業 5:11:12
6568 8827 小川 英輝 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 5:11:12
6569 7198 喜多 賢太郎 ｷﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 5:11:27
6570 3578 岡野 敏之 ｵｶﾉ ﾄｼﾕｷ 東京都 5:11:32
6571 6364 金森 弘賢 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛｻﾄ 宮城県 テイタン東北 5:11:42
6572 7433 立原 理 ﾀﾁﾊﾗ ｵｻﾑ 茨城県 5:11:48
6573 8541 大向 一幸 ｵｵﾑｶｲ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 5:11:51
6574 8208 福祥 黃 ﾀﾀｲ ﾀﾀｲ 長野県 5:11:52
6575 9657 石井 秀義 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾖｼ 茨城県 梅の家 5:11:53
6576 7818 遠藤 直佳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾖｼ 茨城県 日立産機勝田 5:11:54
6577 5239 白田 涼一 ﾊｸﾀ ﾘｮｳｲﾁ 埼玉県 チーム小山 5:11:55
6578 8013 大手 博之 ｵｵﾃ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 5:12:01
6579 6103 石川 清人 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾄ 神奈川県 横浜緑走友会 5:12:09
6580 7512 伊藤 幸司 ｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 茨城県 5:12:11
6581 5466 成島 清 ﾅﾙｼﾏ ｷﾖｼ 茨城県 5:12:13
6582 9145 鈴木 晃 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 茨城県 5:12:14
6583 9564 斎藤 浩之 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 石岡市 5:12:14
6584 7165 木戸 訓一 ｷﾄﾞ ｸﾝｲﾁ 茨城県 5:12:17
6585 7837 大友 一利 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞﾄｼ 茨城県 ＳＢＣ 5:12:18
6586 4959 樋口 修一 ﾋｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 5:12:27
6587 7136 松岡 太朗 ﾏﾂｵｶ ﾀﾛｳ 千葉県 コスミック出版 5:12:33
6588 6917 片岡 浩司 ｶﾀｵｶ ｺｳｼﾞ 栃木県 5:12:44
6589 6712 神谷 章一郎 ｶﾐﾔ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 茨城県 5:12:46
6590 7209 田辺 洋一 ﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 東京都 Ｃｌｕｂ阿闍梨 5:12:47
6591 9353 宮野 陸 ﾐﾔﾉ ﾀｶｼ 茨城県 5:12:52
6592 7110 齋藤 利弘 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 ぺんてる 5:13:14
6593 8230 山本 康太郎 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 5:13:16
6594 9402 平田 貴大 ﾋﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 ＴＦ＆Ｈ 5:13:18
6595 6923 荒井 英明 ｱﾗｲ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 5:13:18
6596 9399 渋谷 創 ｼﾌﾞﾔ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 ＴＦ＆Ｈ 5:13:19
6597 6516 齊藤 一樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 茨城県 5:13:19
6598 7099 小林 一博 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾋﾛ 茨城県 5:13:20
6599 5343 小平 哲也 ｺﾀﾞｲﾗ ﾃﾂﾔ 茨城県 土浦協同病院 5:13:22
6600 7141 小松 隆司 ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 茨城県 5:13:22
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6601 5368 梶 貴之 ｶｼﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 梶貴之日記 5:13:25
6602 4822 加藤 陽造 ｶﾄｳ ﾖｳｿﾞｳ 東京都 懸垂クラブ 5:13:28
6603 9153 長谷 照人 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾃﾙﾋﾄ 福島県 5:13:28
6604 9558 藤本 直樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾅｵｷ 東京都 厚木大学 5:13:29
6605 7852 岡野 正 ｵｶﾉ ﾀﾀﾞｼ 東京都 5:13:29
6606 6263 磯前 尚宏 ｲｿﾏｴ ﾅｵﾋﾛ 茨城県 日本原電 5:13:34
6607 7311 菅原 洋明 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 東京都 北欧友の会 5:13:35
6608 8395 國分 廉二郎 ｺｸﾌﾞ ﾚﾝｼﾞﾛｳ 茨城県 5:13:38
6609 6726 山口 健志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ 茨城県 5:13:38
6610 5477 岩木 宏道 ﾋﾛﾐﾁ ｲﾜｷ 東京都 神奈川大学 5:13:42
6611 6971 竹之内 誠 ﾀｹﾉｳﾁ ﾏｺﾄ 千葉県 5:13:49
6612 6935 佐藤 豊 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 茨城県 まなクラブ 5:13:55
6613 6564 千葉 慎 ﾁﾊﾞ ﾏｺﾄ 茨城県 5:13:56
6614 8268 竹ノ内 宏 ﾀｹﾉｳﾁ ﾋﾛｼ 埼玉県 さいたま走翔 5:14:00
6615 9125 後藤 香進 ｺﾞﾄｳ ｺｳｼﾝ 茨城県 龍ケ崎 5:14:09
6616 6958 岩間 寛 ｲﾜﾏ ﾋﾛｼ 東京都 5:14:11
6617 8218 石上 肇 ｲｼｶﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ 東京都 メットライフ 5:14:13
6618 8755 佐藤 仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 東京都 5:14:18
6619 8680 開坂 亮太 ｶｲｻｶ ﾘｮｳﾀ 神奈川県 5:14:30
6620 7115 大前 夏輝 ｵｵﾏｴ ﾅﾂｷ 茨城県 グラッソ 5:14:33
6621 5038 皆川 浩和 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 茨城県 チームかわむら 5:14:37
6622 9571 上園 倖輔 ｳｴｿﾞﾉ ｺｳｽｹ 茨城県 5:14:37
6623 6949 鴨志田 斉 ｶﾓｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 5:14:39
6624 7297 相川 知之 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 5:14:41
6625 6079 杉 圭介 ｽｷﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 幡ヶ谷再生大学 5:14:41
6626 6626 眞野 賢一 ﾏﾉ ｹﾝｲﾁ 島根県 幡ヶ谷再生大学 5:14:41
6627 4435 小林 理 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ 茨城県 幡ヶ谷再生大学 5:14:41
6628 6258 柴崎 寛久 ｼﾊﾞｻｷ ﾋﾛﾋｻ 群馬県 幡ヶ谷再生大学 5:14:41
6629 7449 深山 陽 ﾐﾔﾏ ﾖｳ 東京都 5:14:44
6630 7320 海津 年孝 ｶｲﾂ ﾄｼﾀｶ 茨城県 5:14:48
6631 6966 滝本 泰夫 ﾀｷﾓﾄ ﾔｽｵ 茨城県 やみぞクラブ 5:14:49
6632 6596 安井 大樹 ﾔｽｲ ﾀﾞｲｼﾞｭ 茨城県 5:14:55
6633 9600 遠藤 慧 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲ 東京都 5:14:55
6634 8547 吉澤 大輔 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 5:14:56
6635 6600 鍵和田 淳 ｶｷﾞﾜﾀﾞ ｱﾂｼ 茨城県 六華ＲＣ 5:14:56
6636 7638 小圷 太一 ｺｱｸﾂ ﾀｲﾁ 茨城県 5:15:01
6637 6787 八木澤 治 ﾔｷﾞｻﾜ ｵｻﾑ 栃木県 5:15:07
6638 7820 幾見 基希 ｲｸﾐ ﾓﾄｷ 茨城県 5:15:09
6639 6766 大久保 尚 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 5:15:09
6640 7250 斎藤 克也 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 埼玉県 5:15:10
6641 9572 大竹 宏武 ｵｵﾀｹ ﾋﾛﾑ 茨城県 5:15:12
6642 6126 成瀬 貴俊 ﾅﾙｾ ﾀｶﾄｼ 東京都 自営 5:15:13
6643 9269 山森 庄馬 ﾔﾏﾓﾘ ｼｮｳﾏ 東京都 5:15:21
6644 6865 村松 正己 ﾑﾗﾏﾂ ﾏｻﾐ 千葉県 5:15:23
6645 7194 船木 覚 ﾌﾅｷ ｻﾄﾙ 茨城県 5:15:29
6646 8105 高須 幸治 ﾀｶｽ ｺｳｼﾞ 東京都 5:15:31
6647 9098 政 志功 ﾂｶｻ ｼｺｳ 東京都 5:15:31
6648 6098 久我 充昭 ｸｶﾞ ﾐﾂｱｷ 東京都 5:15:33
6649 6295 伊藤 秀一 ｲﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 海川家 5:15:33
6650 7164 新田 裕康 ﾆｯﾀ ﾋﾛﾔｽ 埼玉県 春日部工業高校 5:15:36
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6651 6420 小畑 利明 ｺﾊﾀ ﾄｼｱｷ 東京都 5:15:40
6652 4437 柏木 隆志 ｶｼﾜｷﾞ ﾀｶｼ 東京都 5:15:51
6653 5876 竹田 功二 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 茨城県 5:15:55
6654 6610 才善 史之 ｻｲｾﾞﾝ ﾌﾐﾕｷ 埼玉県 5:16:01
6655 8958 石井 洋平 ｲｼｲ ﾖｳﾍｲ 東京都 5:16:02
6656 7085 奥田 昌仁 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 神奈川県 マルハニチロ 5:16:11
6657 7233 浅野 克則 ｱｻﾉ ｶﾂﾉﾘ 長野県 八ヶ岳クラブ 5:16:17
6658 6180 高橋 智行 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ 東京都 練馬区内野建設 5:16:19
6659 4887 奥出 洋三 ｵｸﾃﾞ ﾖｳｿﾞｳ 東京都 5:16:22
6660 8362 谷津 安男 ﾔﾂ ﾔｽｵ 茨城県 道の駅かつら 5:16:22
6661 8098 須山 聡 ｽﾔﾏ ｻﾄｼ 千葉県 5:16:25
6662 7069 鈴木 淳一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 雑走魂 5:16:26
6663 5763 伊藤 八大 ｲﾄｳ ﾊﾁﾀﾞｲ 東京都 グローカル 5:16:36
6664 8211 関 史嗣 ｾｷ ﾌﾐﾂｸﾞ 茨城県 5:16:38
6665 7347 西村 恭介 ﾆｼﾑﾗ ｷｮｳｽｹ 東京都 5:16:58
6666 5461 辰巳 和洋 ﾀﾂﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 5:16:59
6667 9580 樫村 正樹 ｶｼﾑﾗ ﾏｻｷ 茨城県 水戸石川走友会 5:17:00
6668 6335 佐藤 潤一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 風神山 5:17:00
6669 8897 板垣 健太 ｲﾀｶﾞｷ ｹﾝﾀ 茨城県 5:17:00
6670 8489 田村 晋一 ﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 東京都 5:17:02
6671 5881 井田 茂人 ｲﾀﾞ ｼｹﾞﾄ 東京都 5:17:03
6672 8935 石塚 利夫 ｲｼﾂﾞｶ ﾄｼｵ 千葉県 柏Ｒｕｎ会 5:17:07
6673 5515 小野 克彦 ｵﾉ ｶﾂﾋｺ 千葉県 山崎パン 5:17:08
6674 5456 村田 達哉 ﾑﾗﾀ ﾀﾂﾔ 茨城県 メディセオ 5:17:09
6675 283 渡辺 悠人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 東京都 5:17:12
6676 8151 佐藤 雅彦 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ 茨城県 5:17:13
6677 6916 勝山 隆之 ｶﾂﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 5:17:22
6678 6607 山中 正勝 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 チームＢ＋ 5:17:28
6679 7405 梶野 丈彦 ｶｼﾞﾉ ﾀｹﾋｺ 埼玉県 5:17:31
6680 5294 小原 誠 ｵﾊﾗ ﾏｺﾄ 神奈川県 ＭＴＲＣ 5:17:42
6681 8071 西川 泰海 ﾆｼｶﾜ ﾔｽｳﾐ 東京都 5:17:43
6682 6580 斉藤 洋 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県 北上郵便局 5:17:54
6683 9325 橋本 湧士 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｼ 茨城県 5:17:54
6684 6763 辺牟木 敬二 ﾍﾝﾑｷ ｹｲｼﾞ 埼玉県 5:17:55
6685 6595 森田 徹 ﾓﾘﾀ ﾄｵﾙ 茨城県 5:17:55
6686 6796 鈴木 幸雄 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ 千葉県 5:17:57
6687 7318 小田嶋 政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ 岩手県 岩手桜ペアー 5:17:59
6688 5879 湯口 秀敏 ﾕｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 モトブト 5:18:04
6689 6811 増子 茂 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 無 5:18:05
6690 16003 浦橋 宣光 ｳﾗﾊｼ ﾉﾌﾞﾐﾂ 埼玉県 5:18:07
6691 7004 原 智也 ﾊﾗ ﾄﾓﾔ 神奈川県 5:18:11
6692 7162 渡邊 明博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 宮城県 東亜建設工業 5:18:12
6693 7280 宮崎 年之 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 5:18:20
6694 6624 助川 裕 ｽｹｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 茨城県 香陵住販（株） 5:18:20
6695 7562 岡崎 啓将 ｵｶｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾌﾞ 茨城県 脇山駅伝部 5:18:22
6696 7220 宮田 嘉吉郎 ﾐﾔﾀ ｶｷﾁﾛｳ 東京都 松江銀座ＲＣ 5:18:22
6697 3585 河邊 正雄 ｶﾜﾍﾞ ﾏｻｵ 茨城県 牛久走友会 5:18:25
6698 5818 伊藤 眞一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 5:18:33
6699 8891 冨井 恒太 ﾄﾐｲ ｺｳﾀ 神奈川県 5:18:34
6700 6036 加藤 直美 ｶﾄｳ ﾅｵﾐ 埼玉県 5:18:40
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6701 6503 飯田 耕司 ｲｲﾀﾞ ｺｳｼﾞ 茨城県 5:18:53
6702 7408 斉藤 暢之 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 5:19:13
6703 6903 加藤 良実 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐ 千葉県 5:19:15
6704 9200 油利 賢太郎 ﾕﾘ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 5:19:16
6705 8303 濁川 隆史 ﾆｺﾞﾘｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 5:19:17
6706 4944 小島 一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 栃木県 5:19:18
6707 7680 加藤 邦治 ｶﾄｳ ｸﾆﾊﾙ 茨城県 ●ＮＥＬーＲＣ 5:19:19
6708 6682 高野 浩 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 茨城県 香陵住販 5:19:19
6709 3611 福島 隆志 ﾌｸｼﾏ ﾀｶｼ 千葉県 5:19:20
6710 6843 玉懸 彰 ﾀﾏｶｹ ｱｷﾗ 青森県 5:19:20
6711 8723 熊野 雅之 ｸﾏﾉ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 ＳＡＣ 5:19:21
6712 6931 古山 正文 ﾌﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 東京都 多摩川クラブ 5:19:21
6713 5339 金子 勝夫 ｶﾈｺ ｶﾂｵ 栃木県 5:19:22
6714 6827 岩田 貴司 ｲﾜﾀ ﾀｶｼ 茨城県 5:19:33
6715 9424 砂川 智哉 ｽﾅｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 茨城県 5:19:34
6716 8497 渡部 広太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 東京都 5:19:38
6717 9228 圷 雷雅 ｱｸﾂ ﾗｲｶﾞ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 5:19:42
6718 9215 池田 駿 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 5:19:42
6719 7577 沢崎 裕司 ｻﾜｻﾞｷ ﾋﾛｼ 栃木県 5:19:54
6720 9613 深谷 考平 ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 茨城県 志村大宮病院 5:20:02
6721 6805 髙田 直仁 ﾀｶﾀﾞ ﾅｵﾋﾄ 埼玉県 5:20:09
6722 7660 和田 陽汰 ﾜﾀﾞ ﾖｳﾀ 茨城県 チームまめ 5:20:10
6723 8307 吉野 政信 ﾖｼﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都 5:20:14
6724 9089 八木橋 慧人 ﾔｷﾞﾊｼ ｹｲﾄ 茨城県 5:20:14
6725 4511 木村 勝彦 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 茨城県 ユアン命 5:20:16
6726 7222 大北 武志 ｵｵｷﾀ ﾀｹｼ 神奈川県 横浜鉄人会 5:20:22
6727 7031 吉崎 明寿 ﾖｼｻﾞｷ ｱｷﾄｼ 静岡県 5:20:27
6728 4598 永井 和志 ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞｼ 茨城県 5:20:27
6729 8231 堀内 祐輔 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｽｹ 千葉県 5:20:29
6730 30015 棟方 隆一 ﾑﾅｶﾀ ﾘｭｳｲﾁ 東京都 5:20:33
6731 7946 増田 政志 ﾏｽﾀﾞ ﾏｻｼ 香川県 幡再陸上部香川 5:20:38
6732 5958 小林 俊之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 中村塗装店 5:20:40
6733 4818 齋藤 海斗 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 栃木県 ＢＴＰ 5:20:43
6734 6259 三島 文一 ﾐｼﾏ ﾌﾞﾝｲﾁ 東京都 小金井ＲＣ 5:20:49
6735 7840 吉成 繁 ﾖｼﾅﾘ ｼｹﾞﾙ 茨城県 5:20:49
6736 4308 森田 勇人 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 東京都 5:20:53
6737 9554 岡本 孝昭 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｱｷ 茨城県 5:20:58
6738 7101 川端 保治 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾔｽｼﾞ 東京都 5:21:00
6739 8791 栗原 孝典 ｸﾘﾊﾗ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 5:21:01
6740 5506 中島 和久 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 5:21:02
6741 7824 森本 健斗 ﾓﾘﾓﾄ ｹﾝﾄ 茨城県 5:21:02
6742 6829 豊田 幸裕 ﾄﾖﾀ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 エリザップ 5:21:04
6743 9438 義人 中矢 ﾖｼﾋﾄ ﾅｶﾔ 茨城県 茨城大学 5:21:04
6744 7381 末永 博史 ｽｴﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 5:21:05
6745 3981 中村 俊勝 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 千葉県 5:21:05
6746 6716 中島 秀雄 ﾅｶｼﾏ ﾋﾃﾞｵ 東京都 小山高専 5:21:12
6747 7269 田中 正彦 ﾀﾅｶ ﾏｻﾋｺ 茨城県 東海南中学校 5:21:17
6748 8514 大井 貴史 ｵｵｲ ﾀｶｼ 東京都 5:21:18
6749 6039 加藤 貞之 ｶﾄｳ ｻﾀﾞﾕｷ 埼玉県 5:21:21
6750 7244 井坂 恵一 ｲｻｶ ｹｲｲﾁ 茨城県 5:21:23
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6751 8526 小田 幸雄 ｵﾀﾞ ﾕｷｵ 茨城県 Ｎ２Ｏ 5:21:25
6752 8243 川口 裕生 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳｷ 茨城県 5:21:27
6753 8799 宇田 善郎 ｳﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 茨城県 5:21:29
6754 6419 吉川 寛 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛｼ 東京都 5:21:31
6755 7844 園部 泰希 ｿﾉﾍﾞ ﾀｲｷ 茨城県 5:21:32
6756 4489 目黒 淳美 ﾒｸﾞﾛ ｱﾂﾐ 神奈川県 東日本 5:21:34
6757 8722 熊谷 謙治郎 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｼﾞﾛｳ 茨城県 勝田駐屯地 5:21:38
6758 8675 島田 真行 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 茨城県 5:21:42
6759 6905 高部 真一 ﾀｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 茨城マスターズ 5:21:44
6760 5481 鶴田 健 ﾂﾙﾀ ｹﾝ 東京都 5:21:48
6761 7204 清水 正則 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 5:21:51
6762 9137 関根 啓助 ｾｷﾈ ｹｲｽｹ 茨城県 5:21:52
6763 3247 角 瑞穂 ｶｸ ﾐｽﾞﾎ 茨城県 5:21:52
6764 6955 星 淳 ﾎｼ ｱﾂｼ 茨城県 ＨＰＳＲＣ 5:21:52
6765 9359 田島 篤 ﾀｼﾞﾏ ｱﾂｼ 群馬県 ＵＴＷＡ 5:21:59
6766 5782 高橋 和男 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 茨城県 リラひたち 5:21:59
6767 9059 上遠野 明久 ｶﾄﾉ ｱｷﾋｻ 千葉県 5:22:00
6768 4118 大高 基 ｵｵﾀｶ ﾓﾄｲ 茨城県 高萩小 5:22:04
6769 6828 高畠 友宏 ﾀｶﾊﾀ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 5:22:09
6770 9375 板橋 祐二 ｲﾀﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 宮城県 陸上自衛隊 5:22:10
6771 6942 石井 英幸 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾕｷ 千葉県 5:22:10
6772 5626 清家 アンドリュー ｾｲｹ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 茨城県 ティジーエム 5:22:11
6773 5342 エドワーズ ジョー ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ ｼﾞｮｰ 茨城県 ティジーエム 5:22:12
6774 7049 佐賀 好明 ｻｶﾞ ﾖｼｱｷ 福島県 5:22:14
6775 7544 山下 倫一 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝｲﾁ 東京都 サーモＲＣ 5:22:16
6776 5162 河原 一晃 ｶﾜﾗ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 5:22:22
6777 8012 鈴木 大勝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶﾂ 茨城県 5:22:23
6778 6770 斎藤 正樹 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 栃木県 たかはらクラブ 5:22:25
6779 6468 須藤 直道 ｽﾄｳ ﾅｵﾐﾁ 茨城県 Ýショップ須藤 5:22:25
6780 7389 仲田 賢一 ﾅｶﾀ ｹﾝｲﾁ 茨城県 ぴくちぃ 5:22:26
6781 7769 大塚 直人 ｵｵﾂｶ ﾅｵﾄ 茨城県 5:22:28
6782 8178 岡部 信一 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 5:22:30
6783 7307 田澤 芳博 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 オッティモ 5:22:32
6784 5330 斉藤 太嘉男 ｻｲﾄｳ ﾀｶｵ 千葉県 5:22:33
6785 8112 島田 昌彦 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 茨城県 エムエヌ 5:22:35
6786 7400 清水 誠 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 茨城県 飯島登山部 5:22:37
6787 7520 萩原 卓郎 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾛｳ 埼玉県 リスタート 5:22:40
6788 5079 坂本 哲雄 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂｵ 山梨県 5:22:45
6789 7756 谷本 憲史 ﾀﾆﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 茨城県 ひたちなか 5:22:46
6790 6428 山本 保博 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 福島県 自営業 5:22:47
6791 9195 若林 光 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 茨城県 5:22:50
6792 7783 齋藤 儀忠 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀﾀﾞ 茨城県 越後屋 5:22:55
6793 7563 深堀 貴憲 ﾌｶﾎﾘ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 ＮＲＡ 5:22:57
6794 7154 相笠 隼人 ｱｲｶﾞｻ ﾊﾔﾄ 東京都 5:22:58
6795 5752 細谷 卓 ﾎｿﾔ ﾀｶｼ 茨城県 ＧＪＰピクチャ 5:22:58
6796 7710 石丸 弥 ｲｼﾏﾙ ﾋｻｼ 茨城県 缶けり 5:22:58
6797 7325 細谷 晋一 ﾎｿﾔ ｼﾝｲﾁ 山梨県 ＧＪＰピクチャ 5:22:58
6798 7344 篠原 治 ｼﾉﾊﾗ ｵｻﾑ 埼玉県 5:23:01
6799 7629 辻本 元春 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾓﾄﾊﾙ 東京都 5:23:02
6800 5617 山川 清一 ﾔﾏｶﾜ ｾｲｲﾁ 宮城県 湊浜ＴＣ 5:23:04
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6801 6694 矢倉 貴 ﾔｸﾞﾗ ﾀｶｼ 宮城県 湊浜ＴＣ 5:23:04
6802 7455 佐藤 史宏 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾛ 千葉県 5:23:05
6803 6488 結城 一郎 ﾕｳｷ ｲﾁﾛｳ 東京都 5:23:05
6804 16013 長谷川 岳 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾙ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 5:23:06
6805 7933 細谷 毅 ﾎｿﾔ ﾀｹｼ 東京都 5:23:12
6806 7312 助川 健一 ｽｹｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 5:23:12
6807 7667 網代 優次 ｱﾐｼﾛ ﾏｻﾂｸﾞ 茨城県 ルネサス 5:23:16
6808 7271 中宗 豊 ﾅｶﾑﾈ ﾕﾀｶ 茨城県 Ｓｍｉｌｅ 5:23:24
6809 7010 森川 直幸 ﾓﾘｶﾜ ﾅｵﾕｷ 千葉県 5:23:28
6810 8141 本田 博亮 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 茨城県 ■博亮完走■ 5:23:28
6811 6226 大倉 和浩 ｵｵｸﾗ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 5:23:29
6812 7145 大須賀 秀記 ｵｵｽｶﾞ ﾋﾃﾞｷ 東京都 松永ＲＵＮスク 5:23:38
6813 8502 森田 宏 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 黒羽ちるどれん 5:23:41
6814 6649 小山田 大祐 ｺﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｽｹ 茨城県 5:23:47
6815 7157 池田 稔行 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 茨城県 雨男 5:23:50
6816 6292 岡田 昌己 ｵｶﾀﾞ ﾏｻｷ 茨城県 5:24:02
6817 3239 玉井 聡志 ﾀﾏｲ ｻﾄｼ 神奈川県 チーム大友 5:24:09
6818 6303 神童 広行 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:24:14
6819 8906 小川 紀敏 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾄｼ 茨城県 5:24:19
6820 6954 加藤 岳史 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 東京都 5:24:22
6821 8380 小竹森 庸光 ｺﾀｹﾓﾘ ﾂﾈﾐﾂ 栃木県 5:24:23
6822 5871 原島 和行 ﾊﾗｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 千葉県 5:24:25
6823 9006 佐藤 政徳 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大阪府 5:24:26
6824 7467 戸田 真大 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 5:24:30
6825 5826 下山田 和郎 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞｵ 茨城県 日立製作所 5:24:32
6826 6532 星野 宏明 ﾎｼﾉ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 ＳＬ 5:24:36
6827 7647 寺田 清志 ﾃﾗﾀﾞ ｷﾖｼ 茨城県 5:24:38
6828 8847 井上 岳思 ｲﾉｳｴ ﾀｹｼ 大阪府 5:24:39
6829 7114 根本 恵一郎 ﾈﾓﾄ ｹｲｲﾁﾛｳ 茨城県 5:24:39
6830 6803 関口 和正 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 埼玉県 和楽走友会 5:24:42
6831 4620 中野 一徳 ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 まさき会 5:24:47
6832 6608 森戸 呈次郎 ﾓﾘﾄ ﾃｲｼﾞﾛｳ 東京都 木場公園 5:24:48
6833 9565 戸澤 幹 ﾄｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 茨城県 5:24:49
6834 6658 薗部 裕司 ｿﾉﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 茨城県 5:24:51
6835 7586 西野 浩康 ﾆｼﾉ ﾋﾛﾔｽ 茨城県 誠慈会 5:24:58
6836 7475 大高 潤 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ 茨城県 日立市役所 5:25:10
6837 6389 丸山 智由 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 東京都 マラソン経済研 5:25:16
6838 7040 遠西 正 ﾄｵﾆｼ ﾀﾀﾞｼ 東京都 5:25:18
6839 9173 南 良太 ﾐﾅﾐ ﾘｮｳﾀ 茨城県 5:25:22
6840 3352 高木 豊典 ﾀｶｷﾞ ﾄﾖﾉﾘ 東京都 5:25:24
6841 7378 佐藤 正之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 東京都 5:25:24
6842 7024 松原 秀彦 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾋｺ 東京都 5:25:26
6843 8132 石川 雄司 ｲｼｶﾜ ﾕｳｼﾞ 茨城県 5:25:27
6844 6489 西濱 孝 ﾆｼﾊﾏ ﾀｶｼ 茨城県 5:25:27
6845 7524 副島 一也 ｿｴｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 東京都 5:25:28
6846 8332 岩田 孝 ｲﾜﾀ ﾀｶｼ 埼玉県 5:25:31
6847 8478 小田 稔 ｵﾀﾞ ﾐﾉﾙ 千葉県 5:25:31
6848 9288 平田 記一 ﾋﾗﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 栃木県 5:25:34
6849 7703 上野 陽平 ｳｴﾉ ﾖｳﾍｲ 茨城県 5:25:38
6850 8660 柳瀬 孝広 ﾔﾅｾ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 カメんジョガー 5:25:39
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6851 7253 青木 伸夫 ｱｵｷ ﾉﾌﾞｵ 神奈川県 鳥居坂競走部 5:25:47
6852 8265 宮本 和幸 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 5:25:48
6853 6583 村本 光彦 ﾑﾗﾓﾄ ﾐﾂﾋｺ 東京都 5:25:52
6854 6655 小河原 敬喜 ｵｶﾞﾜﾗ ﾉﾘｷ 千葉県 利根川楽走会 5:25:58
6855 5417 福井 信也 ﾌｸｲ ｼﾝﾔ 東京都 5:26:00
6856 7333 宮 允 ﾐﾔ ﾏｺﾄ 埼玉県 所沢走友会 5:26:01
6857 6669 木下 和也 ｷﾉｼﾀ ｶｽﾞﾔ 東京都 5:26:04
6858 8919 竹内 悠介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 千葉県 5:26:06
6859 6683 丸山 克也 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾂﾔ 東京都 シーメンス 5:26:07
6860 5798 藤井 将 ﾌｼﾞｲ ﾏｻ 茨城県 5:26:08
6861 8974 佐藤 雅光 ｻﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 茨城県 5:26:08
6862 30001 山田 義直 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾅｵ 神奈川県 5:26:09
6863 7019 飯村 孝夫 ｲｲﾑﾗ ﾀｶｵ 茨城県 5:26:10
6864 3668 菅原 俊輔 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ 東京都 ハラショー 5:26:11
6865 7846 佐藤 純平 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 茨城県 5:26:12
6866 9483 石井 隆 ｲｼｲ ﾀｶｼ 茨城県 ＳＴＲＩＤＥＳ 5:26:13
6867 7206 池田 真一 ｲｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 ルネサス 5:26:22
6868 8824 井上 孝之 ｲﾉｳｴ ﾀｶﾕｷ 千葉県 高津３７ 5:26:23
6869 6540 森下 智 ﾓﾘｼﾀ ｻﾄﾙ 東京都 5:26:25
6870 6609 根岸 和弘 ﾈｷﾞｼ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 5:26:26
6871 7027 沖田 俊介 ｵｷﾀ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 日立ＧＥ 5:26:28
6872 6886 大林 栄治 ｵｵﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞ 神奈川県 5:26:28
6873 4690 多治見 知弘 ﾀｼﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 水農走遊会 5:26:35
6874 2771 関 弘章 ｾｷ ﾋﾛｱｷ 千葉県 5:26:42
6875 8525 沼田 詢平 ﾇﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 茨城県 5:26:44
6876 9410 吉田 啓一 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｲﾁ 茨城県 5:26:57
6877 2952 青木 茂 ｱｵｷ ｼｹﾞﾙ 東京都 5:26:59
6878 4111 小泉 恭祐 ｺｲｽﾞﾐ ｷｮｳｽｹ 茨城県 5:26:59
6879 7152 酒井 誠 ｻｶｲ ﾏｺﾄ 茨城県 5:26:59
6880 9517 菊池 秀樹 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 5:27:00
6881 7570 須山 高志 ｽﾔﾏ ﾀｶｼ 東京都 きらぼし銀行 5:27:01
6882 7970 吉川 賢史 ﾖｼｶﾜ ｻﾄｼ 東京都 ぷちねっと 5:27:01
6883 6972 安田 英生 ﾔｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 埼玉県 チームかめさん 5:27:04
6884 1327 佐藤 平 ｻﾄｳ ﾀｲﾗ 千葉県 5:27:04
6885 7103 中崎 純一 ﾅｶｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 5:27:11
6886 6696 中島 勝弘 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 牛久走友会 5:27:12
6887 7349 高橋 和彦 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 日立電流 5:27:14
6888 4350 村山 翔太 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 茨城県 5:27:15
6889 5194 長谷川 謙治 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 福島県 トラベルＤＢ 5:27:17
6890 6757 鳥居 俊二 ﾄﾘｲ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 5:27:24
6891 7184 中道 一輝 ﾅｶﾐﾁ ｶｽﾞｷ 茨城県 ウィンクル 5:27:24
6892 7649 越智 輝雄 ｵﾁ ﾃﾙｵ 茨城県 5:27:25
6893 6143 海渡 正也 ｶｲﾄﾞ ﾏｻﾔ 東京都 5:27:26
6894 7284 大塚 芳郎 ｵｵﾂｶ ﾖｼﾛｳ 茨城県 つくべりー 5:27:27
6895 6885 大塚 健生 ｵｵﾂｶ ﾀｹｵ 茨城県 5:27:30
6896 5780 及川 謙一 ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 5:27:31
6897 7573 生天目 信之 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 愛友会勝田病院 5:27:34
6898 7261 栗原 四郎 ｸﾘﾊﾗ ｼﾛｳ 茨城県 5:27:38
6899 7534 岡崎 匡雄 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｵ 茨城県 5:27:40
6900 8368 菊池 晃平 ｷｸﾁ ｺｳﾍｲ 東京都 5:27:41
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6901 5983 中居 裕貴 ﾅｶｲ ﾋﾛﾀｶ 茨城県 5:27:41
6902 7071 小山田 健一 ｵﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 日立製作所 5:27:49
6903 6390 鐘ケ江 逸郎 ｶﾈｶﾞｴ ｲﾂﾛｳ 東京都 いつローリング 5:27:52
6904 7915 葛西 宗紀 ｶｻｲ ﾑﾈﾉﾘ 東京都 ＦＩＴ 5:27:53
6905 6254 荒木 洋二 ｱﾗｷ ﾖｳｼﾞ 茨城県 ツムラ 5:27:58
6906 6688 齋藤 直哉 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 茨城県 北陵九山 5:28:03
6907 8751 関谷 則男 ｾｷﾔ ﾉﾘｵ 群馬県 5:28:09
6908 9260 髙橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 茨城県 ケーズデンキ 5:28:10
6909 6518 柴原 伸二 ｼﾊﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 5:28:20
6910 3727 山田 充 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 千葉県 千葉陸協 5:28:22
6911 8786 田村 潤 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 茨城県 5:28:25
6912 7062 中村 剛 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ 茨城県 ＭＮＲｃ 5:28:26
6913 7510 三浦 雄司 ﾐｳﾗ ﾕｳｼﾞ 茨城県 5:28:30
6914 7941 蓮沼 誠志 ﾊｽﾇﾏ ｾｲｼ 福島県 5:28:34
6915 6399 田所 貴光 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾀｶﾐﾂ 茨城県 茨城ジョガーズ 5:28:34
6916 7187 榎本 淳史 ｴﾉﾓﾄ ｱﾂｼ 東京都 東京ガス 5:28:44
6917 7319 土田 宣郎 ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾌﾞｵ 茨城県 5:28:46
6918 9014 岡部 徹 ｵｶﾍﾞ ﾄｵﾙ 埼玉県 5:28:51
6919 7595 長峰 健治 ﾅｶﾞﾐﾈ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 5:28:51
6920 6847 神田 耕一郎 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 高大指導員 5:28:53
6921 5181 小泉 瑞希 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 東京都 5:28:53
6922 9514 成田 佳雄 ﾅﾘﾀ ﾖｼｵ 千葉県 イトーヨーカ堂 5:28:55
6923 2910 藤巻 和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 5:28:59
6924 7872 渡邊 宏太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 神奈川県 立命館大学 5:29:01
6925 6155 清水 宏一 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁ 茨城県 ケントクラブ 5:29:01
6926 8912 川上 恭央 ｶﾜｶﾐ ﾔｽｵ 東京都 5:29:02
6927 8306 山本 直矢 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵﾔ 茨城県 5:29:10
6928 8033 小嶋 修也 ｺｼﾞﾏ ｼｭｳﾔ 茨城県 5:29:10
6929 9526 石山 良太 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 東京都 三河ＯＬＣ 5:29:10
6930 8622 児玉 光太郎 ｺﾀﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 茨城大バスケ部 5:29:14
6931 6776 上野 達雄 ｳｴﾉ ﾀﾂｵ 新潟県 破れ帽子 5:29:14
6932 8222 島津 峻輔 ｼﾏﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 5:29:15
6933 8486 木戸田 等 ｷﾄﾞﾀ ﾋﾄｼ 茨城県 夏が遠ざかる風 5:29:19
6934 4189 羽賀 武志 ﾊｶﾞ ﾀｹｼ 福島県 5:29:19
6935 6953 橋本 雅士 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｼ 茨城県 5:29:20
6936 8341 我妻 伸彦 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ 宮城県 5:29:21
6937 7323 小川 俊次 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ 千葉県 フル百回楽走会 5:29:23
6938 7920 松川 幸希 ﾏﾂｶﾜ ｺｳｷ 茨城県 ＭＧＣ 5:29:24
6939 7797 石川 徹平 ﾃｯﾍﾟｲ ｲｼｶﾜ 茨城県 5:29:26
6940 7395 濱口 幸治 ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 神奈川県 横須賀鉄人魂会 5:29:38
6941 6830 佐野 幸久 ｻﾉ ﾕｷﾋｻ 千葉県 勝田ファイター 5:29:42
6942 6882 平田 行伸 ﾋﾗﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 東京都 5:29:45
6943 8577 根本 英俊 ﾈﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 5:29:46
6944 9164 稲田 智成 ｲﾅﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ 新潟県 5:29:56
6945 7338 大日向 正健 ｵｵﾋﾅﾀ ﾏｻﾀｹ 東京都 ＳＭＣＭＹＲＣ 5:30:04
6946 9017 柿沼 幸一 ｶｷﾇﾏ ｺｳｲﾁ 福島県 5:30:10
6947 8852 清水 一真 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 栃木県 5:30:12
6948 6156 海老根 昭司 ｴﾋﾞﾈ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 5:30:29
6949 6358 矢久保 学 ﾔｸﾎﾞ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 5:30:29
6950 9664 山本 正史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ 茨城県 5:30:31
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6951 8186 大津 常行 ｵｵﾂ ﾂﾈﾕｷ 茨城県 5:30:41
6952 7428 金澤 孝 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｼ 茨城県 5:30:49
6953 9304 永久 裕一 ｴｲｷｭｳ ﾕｳｲﾁ 茨城県 5:30:52
6954 9468 島田 一樹 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 茨城県 コマツ 5:30:53
6955 7819 久保 裕太 ｸﾎﾞ ﾕｳﾀ 茨城県 5:30:55
6956 6759 山野 智大 ﾔﾏﾉ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 5:30:59
6957 6618 平田 和朗 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞｱｷ 宮城県 5:31:06
6958 5496 巻島 幸男 ﾏｷｼﾏ ﾕｷｵ 東京都 5:31:10
6959 6991 長 健太 ﾁｮｳ ｹﾝﾀ 栃木県 5:31:11
6960 9317 西川 和宏 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 アウローラ 5:31:12
6961 7429 遠藤 章弘 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 茨城県 5:31:16
6962 7266 大縄 悟志 ｵｵﾅﾜ ｻﾄｼ 埼玉県 5:31:22
6963 9436 阿部 功 ｱﾍﾞ ｲｻｵ 茨城県 村井田ランズ 5:31:26
6964 8299 佐久間 葵 ｻｸﾏ ｱｵｲ 茨城県 5:31:27
6965 7142 大谷 敏行 ｵｵﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 茨城県 てるてる坊主 5:31:31
6966 8379 米谷 良之 ﾖﾈﾀﾆ ﾖｼﾕｷ 東京都 5:31:36
6967 8427 佐藤 貴幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 茨城県 5:31:38
6968 7329 竹内 康夫 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ 茨城県 太成 5:31:40
6969 9250 太田 隆康 ｵｵﾀ ﾀｶﾔｽ 東京都 オリックス 5:31:40
6970 8187 滝本 康生 ﾀｷﾓﾄ ｺｳｾｲ 茨城県 茨城大学陸上部 5:31:42
6971 9253 石川 繁 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞﾙ 栃木県 ゆるラン会 5:31:46
6972 7752 木下 英昭 ｷｼﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 5:31:46
6973 8687 前田 信弘 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 高萩郵便局 5:31:49
6974 7080 石川 宏明 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 茨城県 5:31:50
6975 6606 山田 守一 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾘｲﾁ 茨城県 ルネサス 5:31:50
6976 7241 野村 英昭 ﾉﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 5:31:50
6977 7415 鈴木 一也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 千葉県 5:31:51
6978 9046 清水 匠 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 茨城県 弓山建設工業 5:31:52
6979 8881 森野 亮介 ﾓﾘﾉ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 5:31:56
6980 5107 中澤 吉巳 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 茨城県 ホノルルゾンビ 5:32:01
6981 7749 安川 義人 ﾔｽｶﾜ ﾖｼﾋﾄ 茨城県 5:32:04
6982 5410 市村 勉 ｲﾁﾑﾗ ﾂﾄﾑ 茨城県 5:32:04
6983 6929 寺門 正史 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾏｻｼ 茨城県 原子力機構 5:32:06
6984 8534 小島 大祐 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 5:32:09
6985 2523 西野 雄貴 ﾆｼﾉ ﾕｳｷ 茨城県 5:32:09
6986 6408 長谷 健司 ﾊｾ ｹﾝｼﾞ 茨城県 （株）日本造園 5:32:12
6987 7008 松葉 久也 ﾏﾂﾊﾞ ﾋｻﾔ 茨城県 5:32:13
6988 6272 計良 隆 ｹﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 ＴｅａｍＳ 5:32:18
6989 9283 根来 朋広 ﾈｺﾞﾛ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 5:32:21
6990 8145 磯野 皓平 ｲｿﾉ ｺｳﾍｲ 茨城県 5:32:28
6991 8601 櫻井 秀一 ｻｸﾗｲ ｼｭｳｲﾁ 栃木県 5:32:31
6992 6579 中島 愼一 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 東京都 Ｇ３＋Ｇ１ 5:32:31
6993 7492 松本 義利猛 ﾏﾂﾓﾄ ﾖﾘﾀｹ 茨城県 ぴーちゃん 5:32:32
6994 5722 金丸 哲男 ｶﾅﾏﾙ ﾃﾂｵ 東京都 5:32:42
6995 7484 岩渕 敦志 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾂｼ 神奈川県 5:32:44
6996 8811 佐藤 誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 福島県 5:32:45
6997 7472 谷平 卓哉 ﾀﾆﾋﾗ ﾀｸﾔ 茨城県 巴走友会 5:32:45
6998 7364 柴野 勝 ｼﾊﾞﾉ ﾏｻﾙ 茨城県 5:32:51
6999 6874 本間 洋介 ﾎﾝﾏ ﾖｳｽｹ 埼玉県 5:32:51
7000 7834 宮嶋 太 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌﾄｼ 茨城県 5:32:51
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7001 9449 檜山 和成 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 神奈川県 5:32:55
7002 7355 渡部 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ 茨城県 5:32:59
7003 7240 佐藤 達也 ｻﾄｳ ﾀﾂﾔ 茨城県 5:33:08
7004 7127 小杉 圭祐 ｺｽｷﾞ ｹｲｽｹ 埼玉県 くまのみ 5:33:09
7005 8452 石井 孝俊 ｲｼｲ ﾀｶﾄｼ 茨城県 5:33:12
7006 6906 牛田 松則 ｳｼﾀﾞ ﾏﾂﾉﾘ 東京都 駒沢公園ＪＣ 5:33:12
7007 7436 福田 佑一 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 茨城県 灰色の銀貨 5:33:14
7008 5950 磯崎 則男 ｲｿｻﾞｷ ﾉﾘｵ 茨城県 蛙走会 5:33:15
7009 8778 鹿山 房幸 ｶﾔﾏ ﾌｻﾕｷ 埼玉県 5:33:17
7010 9319 岡本 雅彦 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 栃木県 5:33:18
7011 7189 大内 健一 ｵｵｳﾁ ｹﾝｲﾁ 茨城県 5:33:19
7012 5761 川瀬 大助 ｶﾜｾ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 ＨＰＳＤ 5:33:24
7013 7806 斉藤 祐一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 茨城県 5:33:24
7014 9665 倉橋 和範 ｸﾗﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 勝田走酔会 5:33:24
7015 9135 戸谷 真一 ﾄﾀﾆ ｼﾝｲﾁ 東京都 5:33:29
7016 6237 近藤 洋右 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 愛知県 アシスト 5:33:45
7017 6784 冨澤 雅祥 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾖｼ 福島県 5:33:56
7018 5916 鈴木 克治 ｽｽﾞｷ ｶﾂｼﾞ 茨城県 5:34:00
7019 9295 峯 章恭 ﾐﾈ ｱｷﾔｽ 茨城県 5:34:07
7020 6883 大川 貴史 ｵｵｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 5:34:08
7021 7199 八木 正敏 ﾔｷﾞ ﾏｻﾄｼ 東京都 ＮＭＳ 5:34:08
7022 8528 芋高 国茂 ｲﾓﾀｶ ｸﾆｼｹﾞ 千葉県 5:34:11
7023 9225 長谷川 琉生 ﾊｾｶﾞﾜ ﾙｲ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 5:34:15
7024 5032 川淵 勲 ｶﾜﾌﾞﾁ ｲｻﾑ 埼玉県 5:34:19
7025 8419 杉本 俊也 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 東京都 5:34:28
7026 6907 前川 讓 ﾏｴｶﾜ ﾕｽﾞﾙ 茨城県 5:34:29
7027 6138 川上 剛 ｶﾜｶﾐ ﾂﾖｼ 栃木県 5:34:39
7028 9327 馬場 悠太 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 東京都 地球代表 5:34:41
7029 7771 松本 博行 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 横浜鉄人クラブ 5:34:42
7030 8631 松澤 吉彦 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 茨城県 5:34:42
7031 7012 林 孝行 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 5:34:45
7032 8135 結束 浩和 ｹｯｿｸ ﾋﾛｶｽﾞ 茨城県 気分走快 5:34:46
7033 8277 梶谷 敏晴 ｶｼﾞﾀﾆ ﾄｼﾊﾙ 茨城県 5:34:46
7034 7617 菅原 繁 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾙ 北海道 5:34:47
7035 7150 國府田 大 ｺｳﾀﾞ ﾀﾞｲ 茨城県 ＭＲＣ 5:34:49
7036 9337 橋本 吉美 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾐ 埼玉県 5:34:50
7037 6993 木戸 亮二 ｷﾄﾞ ﾘｮｳｼﾞ 茨城県 日本道路 5:34:52
7038 9315 上山 兼人 ｳｴﾔﾏ ｶｽﾞﾄ 茨城県 5:34:58
7039 8587 横田 厚 ﾖｺﾀ ｱﾂｼ 東京都 5:35:08
7040 9374 日下 弘一 ﾋﾉｼﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 茨城県 百里 5:35:14
7041 7800 田中 尚也 ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ 茨城県 まさき会 5:35:18
7042 7614 高木 房雄 ﾀｶｷﾞ ﾌｻｵ 千葉県 5:35:24
7043 9660 宗村 寛之 ﾑﾈﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 上組 5:35:29
7044 7160 下山 倫 ｼﾓﾔﾏ ﾄﾓ 埼玉県 5:35:32
7045 6117 松元 功 ﾏﾂﾓﾄ ｲｻｵ 茨城県 ｓｔｒｉｄｅｓ 5:35:34
7046 8298 鈴木 茂貴 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾀｶ 茨城県 5:35:36
7047 8117 小澤 誠 ｵｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 茨城県 水戸浄水場 5:35:40
7048 7064 石川 勇一 ｲｼｶﾜ ﾕｳｲﾁ 茨城県 ＮＭＣＣ 5:35:43
7049 7480 廖 望 ﾘｮｳ ﾎﾞｳ 東京都 5:35:43
7050 30007 市村 隆也 ｲﾁﾑﾗ ﾀｶﾔ 埼玉県 5:35:44
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7051 7671 日紫喜 雅信 ﾋｼｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 茨城県 フル走ろう会 5:35:46
7052 6844 村井 泰裕 ﾑﾗｲ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 5:35:48
7053 6697 近藤 泰雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ 栃木県 友愛記念病院 5:35:50
7054 7478 城定 隆次 ｼﾞｮｳｼﾞｮｳ ﾘｭｳｼﾞ 茨城県 5:35:55
7055 2759 小野瀬 秀聡 ｵﾉｾ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 5:35:55
7056 7576 馬淵 功一 ﾏﾌﾞﾁ ｺｳｲﾁ 茨城県 三反田小学校 5:35:57
7057 8403 黒澤 佑太 ｸﾛｻﾜ ﾕｳﾀ 埼玉県 5:35:58
7058 9019 滑川 健一 ﾅﾒﾘｶﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 5:36:01
7059 7236 川上 雄二 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｼﾞ 茨城県 田彦小６年２組 5:36:02
7060 6013 谷津 進 ﾔﾂ ｽｽﾑ 茨城県 東和薬品 5:36:08
7061 6914 山本 宏 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ 茨城県 グリーン 5:36:11
7062 7041 戸枝 哲男 ﾄｴﾀﾞ ﾃﾂｵ 埼玉県 5:36:13
7063 7401 萩原 豊明 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾖｱｷ 栃木県 5:36:14
7064 7685 藤田 敏徳 ﾌｼﾞﾀ ﾄｼﾉﾘ 茨城県 ルネサス那珂 5:36:14
7065 9470 秋元 稔 ｱｷﾓﾄ ﾐﾉﾙ 千葉県 5:36:15
7066 6664 西村 道男 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾁｵ 茨城県 佑真クラブ 5:36:23
7067 9107 中村 健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 千葉県 学研小見川城山 5:36:24
7068 7156 高柳 雄治 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾕｳｼﾞ 茨城県 チーム周平 5:36:29
7069 9507 稲村 翔斗 ｲﾅﾑﾗ ｼｮｳﾄ 茨城県 5:36:30
7070 6756 吉田 秀次 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 茨城県 吉田工芸 5:36:31
7071 7764 畑山 友希 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓｷ 茨城県 5:36:33
7072 6306 三橋 光 ﾐﾂﾊｼ ﾋｶﾙ 千葉県 みつまつ 5:36:34
7073 9221 金澤 芳美 ｶﾈｻﾜ ﾖｼﾐ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 5:36:38
7074 7248 木村 昭友 ｷﾑﾗ ｱｷﾄﾓ 千葉県 メガンテ沼南 5:36:43
7075 7118 小川 賢二 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 茨城県 5:36:51
7076 5825 鈴木 道夫 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 茨城県 5:36:59
7077 9308 與田 雄三 ﾖﾀﾞ ﾕｳｿﾞｳ 茨城県 自衛隊 5:37:01
7078 7087 根本 文明 ﾈﾓﾄ ﾌﾐｱｷ 東京都 大江戸飛脚会 5:37:03
7079 5935 百武 宏之 ﾋｬｸﾀｹ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 5:37:15
7080 7144 中野 将一 ﾅｶﾉ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 みらい市商工会 5:37:33
7081 9041 榎戸 康人 ｴﾉｷﾄ ﾔｽﾄ 茨城県 茨城大学 5:37:49
7082 9080 石川 博章 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｱｷ 茨城県 5:37:50
7083 8162 野本 修平 ﾉﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 栃木県 足利大学 5:37:51
7084 8671 小山 慧人 ｺﾔﾏ ｹｲﾄ 東京都 5:37:55
7085 7907 池田 優 ｲｹﾀﾞ ﾕｳ 東京都 5:37:55
7086 9555 石田 善一 ｲｼﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ 千葉県 5:37:58
7087 7196 谷上 裕一 ﾀﾆｳｴ ﾕｳｲﾁ 茨城県 柴田ランクラブ 5:38:04
7088 7518 伊藤 主税 ｲﾄｳ ﾁｶﾗ 茨城県 5:38:08
7089 8657 原田 慎一 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 5:38:12
7090 7258 高橋 康幸 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ 群馬県 5:38:16
7091 4215 川中子 敏雄 ｶﾜﾅｺﾞ ﾄｼｵ 栃木県 5:38:19
7092 8717 柴田 明 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾗ 栃木県 カマンベール 5:38:24
7093 7592 鈴木 文雄 ｽｽﾞｷ ﾌﾐｵ 茨城県 チームふみお 5:38:35
7094 7957 飯塚 武典 ｲｲﾂｶ ﾀｹﾉﾘ 茨城県 5:38:37
7095 7935 原部 泰弘 ﾊﾗﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 5:38:42
7096 9199 大岩 弘幸 ｵｵｲﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:38:43
7097 7812 山村 倖生 ﾔﾏﾑﾗ ｺｳｾｲ 茨城県 5:38:44
7098 6718 山本 健太 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀ 茨城県 5:38:47
7099 7627 本田 倫夫 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾁｵ 東京都 5:38:54
7100 5880 近藤 敏仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾄ 神奈川県 明走会 5:38:57
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7101 6861 阿内 竜 ｱｳﾁ ﾘｭｳ 茨城県 5:38:58
7102 7440 枝 浩一 ｴﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 茨城県 三和ビジネス 5:39:08
7103 7560 中野 雅一 ﾅｶﾉ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 石岡一高 5:39:15
7104 7474 永山 孝 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 茨城県 ＮＦＲＣ 5:39:16
7105 8330 加瀬 一四郎 ｶｾ ｶｽﾞｼﾛｳ 千葉県 5:39:18
7106 6424 中村 研一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 5:39:21
7107 7688 家中 芳浩 ｲｴﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 5:39:22
7108 5266 久保 雄一 ｸﾎﾞ ﾕｳｲﾁ 大阪府 チーム飯盛山 5:39:25
7109 5989 中澤 由貴 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 東京都 5:39:25
7110 6831 斎藤 智伸 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾌﾞ 神奈川県 5:39:29
7111 8768 古瀬 康彦 ﾌﾙｾ ﾔｽﾋｺ 東京都 5:39:32
7112 9255 小林 利行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾕｷ 茨城県 5:39:47
7113 4692 渡辺 浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 常陽銀行 5:39:47
7114 7431 梅原 理 ｳﾒﾊﾗ ｵｻﾑ 茨城県 関電工 5:39:49
7115 7508 遠藤 智幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 5:39:51
7116 6772 鈴木 勝也 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾔ 福島県 凛 5:39:59
7117 8908 上瀬 達也 ｼﾞｮｳｾ ﾀﾂﾔ 茨城県 5:40:01
7118 7308 染野 恭満 ｿﾒﾉ ﾔｽﾐﾂ 茨城県 茨城県庁鉄人会 5:40:05
7119 6388 小鷹 隆明 ｺﾀｶ ﾀｶｱｷ 埼玉県 5:40:06
7120 7384 高野 和文 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 5:40:10
7121 6998 皆川 康博 ﾐﾅｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 5:40:11
7122 4277 江草 僚介 ｴｸﾞｻ ﾘｮｳｽｹ 東京都 5:40:15
7123 6586 岩井 敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ 宮城県 ＳＺＰ ＷＩＮ 5:40:17
7124 9474 國府田 智哉 ｺｸﾌﾀﾞ ﾄﾓﾔ 茨城県 5:40:22
7125 8120 渡邊 慧 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 千葉県 ＦＣ ＩＰＵ 5:40:25
7126 7416 永井 晴康 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾔｽ 茨城県 5:40:32
7127 6217 中井 秀和 ﾅｶｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 京都府 5:40:43
7128 8836 実川 政美 ｼﾞﾂｶﾜ ﾏｻﾐ 東京都 5:40:50
7129 7426 浅野 康 ｱｻﾉ ﾔｽｼ 茨城県 5:41:11
7130 8638 小糸 正之 ｺｲﾄ ﾏｻﾕｷ 東京都 5:41:19
7131 4929 川成 重雄 ｶﾜﾅﾘ ｼｹﾞｵ 栃木県 ラン 5:41:28
7132 9079 山本 栄一 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｲﾁ 茨城県 日本通運 5:41:34
7133 8107 齋藤 壮良 ｻｲﾄｳ ｿｳﾗ 茨城県 5:41:35
7134 7425 内藤 松男 ﾅｲﾄｳ ﾏﾂｵ 栃木県 なかよしくらぶ 5:41:37
7135 6746 稲野辺 龍治 ｲﾅﾉﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ 茨城県 5:41:38
7136 8085 木村 尚 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 福島県 福島西高 5:41:43
7137 6723 今本 敬一 ｲﾏﾓﾄ ｹｲｲﾁ 茨城県 5:41:44
7138 8663 北原 雄大 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 茨城県 5:41:46
7139 3406 長久保 勇輔 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾕｳｽｹ 栃木県 ＭＭＣ 5:41:47
7140 6461 高野 良則 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 5:41:51
7141 7246 島 直之 ｼﾏ ﾅｵﾕｷ 茨城県 ＳＵＢ６ 5:41:54
7142 7984 中嶋 幸宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｷﾋﾛ 神奈川県 多摩天文Ｇ 5:41:59
7143 9451 伊藤 良介 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 東京都 5:41:59
7144 9287 野崎 俊郎 ﾉｻﾞｷ ﾄｼﾛｳ 新潟県 5:42:08
7145 8552 大廣 洋之 ｵｵﾋﾛ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 5:42:11
7146 7301 佐藤 宏道 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 茨城県 5:42:11
7147 3816 大貫 智之 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 セイチーズ 5:42:12
7148 7807 湯ノ口 翼 ﾕﾉｸﾁ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 5:42:18
7149 7053 片石 智之 ｶﾀｲｼ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 和イン勝田 5:42:19
7150 7489 富田 慎 ﾄﾐﾀ ｼﾝ 茨城県 ちーむぴー 5:42:23
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7151 5816 宮崎 哲也 ﾐﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 東京都 5:42:28
7152 7808 斉藤 豊城 ｻｲﾄｳ ﾄﾖｷ 茨城県 5:42:28
7153 6576 勝田 治 ｶﾂﾀﾞ ｵｻﾑ 長野県 5:42:30
7154 7376 無州 宏行 ﾑｼｭｳ ﾋﾛﾕｷ 東京都 マーライオンズ 5:42:30
7155 8010 齋藤 祐一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 茨城県 5:42:31
7156 7692 石崎 雄太 ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾀ 茨城県 コマツ 5:42:33
7157 6504 大川 正徳 ｵｵｶﾜ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 5:42:33
7158 7255 高柳 俊哉 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾄｼﾔ 東京都 ノエル 5:42:39
7159 7665 祖田 章 ｿﾀﾞ ｱｷﾗ 茨城県 5:42:39
7160 5984 金井 出 ｶﾅｲ ｲｽﾞﾙ 神奈川県 金太郎ＲＣ 5:42:40
7161 7079 田口 周二 ﾀｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 福島県 いわきコンカレ 5:42:44
7162 9651 小泉 雄平 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾍｲ 埼玉県 5:42:45
7163 6423 増田 和弘 ﾏｽﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 日本橋支部 5:42:49
7164 6948 畠山 太作 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｻｸ 神奈川県 5:42:50
7165 7051 石濱 真一 ｲｼﾊﾏ ｼﾝｲﾁ 茨城県 5:42:52
7166 8249 宍倉 春雄 ｼｼｸﾗ ﾊﾙｵ 千葉県 多古中 5:42:56
7167 7287 横岡 武 ﾖｺｵｶ ﾀｹｼ 茨城県 5:42:57
7168 7504 込山 雅人 ｺﾐﾔﾏ ﾏｻﾄ 茨城県 5:42:58
7169 9169 加藤 琢也 ｶﾄｳ ﾀｸﾔ 茨城県 株式会社ＩＴＳ 5:43:01
7170 7345 長谷 亮一 ﾊｾ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 ＮＲ柏 5:43:02
7171 7516 瀧川 聡史 ﾀｷｶﾞﾜ ｻﾄｼ 群馬県 新町支店 5:43:04
7172 4763 小山 征洋 ｵﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ 東京都 5:43:07
7173 7014 堀口 凌汰 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 茨城県 5:43:11
7174 6875 小河原 正人 ｵｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ 茨城県 百里 5:43:19
7175 4843 山田 文彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 福島県 チーム山田 5:43:21
7176 7257 北川 大介 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 チームパリマラ 5:43:24
7177 7612 川崎 栄治 ｶﾜｻｷ ｴｲｼﾞ 茨城県 スピアヘッド 5:43:26
7178 3514 吉川 智也 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓﾅﾘ 東京都 5:43:28
7179 7552 内田 努 ｳﾁﾀﾞ ﾂﾄﾑ 千葉県 5:43:36
7180 9391 緑川 楓馬 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾌｳﾏ 茨城県 茨城大バスケ部 5:43:38
7181 8604 稲葉 空我 ｲﾅﾊﾞ ｸｳｶﾞ 茨城県 5:43:39
7182 6782 松井 比呂志 ﾏﾂｲ ﾋﾛｼ 茨城県 5:43:44
7183 8658 浅野 一郎 ｱｻﾉ ｲﾁﾛｳ 東京都 サラダバーズ 5:43:46
7184 8405 古旗 圭史朗 ﾌﾙﾊﾀ ｹｲｼﾛｳ 茨城県 茨城大バスケ部 5:43:47
7185 8171 佐藤 聖隆 ｻﾄｳ ｾｲﾘｭｳ 福島県 5:43:53
7186 9123 山縣 一真 ﾔﾏｶﾞﾀ ｶｽﾞﾏ 東京都 5:43:57
7187 8603 幾世橋 亮 ｷﾖﾊｼ ﾄｵﾙ 福島県 5:43:58
7188 7398 友部 繁 ﾄﾓﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 茨城県 長寿荘走ろう会 5:44:01
7189 7313 植田 航大 ｳｴﾀ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県 堀原楽走会 5:44:21
7190 6173 神長 章弘 ｶﾐﾅｶﾞ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 5:44:22
7191 9523 羽生 広 ﾊﾆｭｳ ﾋﾛｼ 東京都 のんでらーず 5:44:23
7192 6561 高野 健太 ﾀｶﾉ ｹﾝﾀ 茨城県 5:44:30
7193 7849 中島 亮太 ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳﾀ 茨城県 5:44:33
7194 9464 太田 大斗 ｵｵﾀ ﾋﾛﾄ 茨城県 5:44:34
7195 7331 太田 健一 ｵｵﾀ ｹﾝｲﾁ 茨城県 5:44:34
7196 8284 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｼｮｳ 茨城県 5:44:45
7197 7361 藤田 和希 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞｷ 茨城県 テックス 5:44:45
7198 4366 渡辺 昭一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 5:44:49
7199 6973 村山 正幸 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 東京都 ワンモアラップ 5:44:53
7200 8283 大和田 宗克 ｵｵﾜﾀﾞ ﾑﾈｶﾂ 茨城県 5:44:55
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7201 9527 山口 浩平 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 千葉県 5:45:00
7202 7291 待山 幸司 ﾏﾁﾔﾏ ｺｳｼﾞ 茨城県 石岡国府ＲＣ 5:45:09
7203 7366 佐藤 真理男 ｻﾄｳ ﾏﾘｵ 茨城県 マリオクラブ 5:45:11
7204 7531 黒沢 祐士 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｼﾞ 茨城県 石岡国府ＲＣ 5:45:11
7205 8818 國丹 魁人 ｸﾆﾀﾝ ｶｲﾄ 茨城県 茨城大バスケ部 5:45:17
7206 7095 生天目 智幸 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 5:45:20
7207 6742 小沼 信一 ｵﾇﾏ ｼﾝｲﾁ 茨城県 5:45:31
7208 7289 生井 代次 ﾅﾏｲ ﾀﾞｲｼﾞ 栃木県 5:45:31
7209 9516 廣澤 優 ﾋﾛｻﾜ ﾕｳ 栃木県 5:45:35
7210 9639 中山 護 ﾅｶﾔﾏ ﾏﾓﾙ 栃木県 5:45:35
7211 7947 清水 庸平 ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾍｲ 東京都 5:45:53
7212 7762 中村 雅博 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 5:45:57
7213 7372 河村 博至 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾛｼ 茨城県 5:46:09
7214 9286 真野 文斗 ﾏﾉ ﾌﾐﾄ 茨城県 水際 5:46:18
7215 6236 松江 高志 ﾏﾂｴ ﾀｶｼ 神奈川県 モビリティ東京 5:46:19
7216 9369 菊地 康平 ｷｸﾁ ｺｳﾍｲ 栃木県 5:46:23
7217 9105 鈴木 凜太朗 ｽｽﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨城県 5:46:28
7218 8579 笠原 靖史 ｶｻﾊﾗ ﾔｽｼ 埼玉県 5:46:33
7219 8539 辻 克己 ﾂｼﾞ ｶﾂﾐ 東京都 入江埼 5:46:33
7220 6508 大森 康司 ｵｵﾓﾘ ﾔｽｼ 茨城県 笠間クラブ 5:46:33
7221 7890 水野 裕司 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 茨城県 5:46:35
7222 4370 佐藤 義男 ｻﾄｳ ﾖｼｵ 新潟県 秋葉山友の会 5:46:39
7223 787 本間 裕 ﾎﾝﾏ ﾕｳ 新潟県 秋葉山友の会 5:46:40
7224 9432 蓮見 柊人 ﾊｽﾐ ｼｭｳﾄ 埼玉県 5:46:42
7225 8154 星 育夫 ﾎｼ ｲｸｵ 栃木県 大平少年自然 5:46:44
7226 7485 鈴木 彰 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 茨城県 5:46:44
7227 8113 渡部 孝 ﾜﾀﾍﾞ ﾀｶｼ 千葉県 須賀工業陸上部 5:46:48
7228 8921 菅野 健 ｶﾝﾉ ﾀｹｼ 千葉県 ハラダ 5:46:48
7229 8780 中村 篤司 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｼ 東京都 5:46:52
7230 9035 牧野 晃大 ﾏｷﾉ ｺｳﾀﾞｲ 岡山県 5:46:54
7231 7129 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 茨城県 5:46:54
7232 7843 浅見 大介 ｱｻﾐ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 5:46:57
7233 8063 金澤 良信 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 茨城県 ＳＵＢＳＵＮ５ 5:47:03
7234 7542 安孫子 芳美 ｱﾋﾞｺ ﾖｼﾐ 宮城県 お先にどうぞ 5:47:12
7235 8727 仙波 拓己 ｾﾝﾊﾞ ﾀｸﾐ 埼玉県 日立ハイテク 5:47:13
7236 7922 石山 寛人 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛﾄ 茨城県 江戸崎共栄 5:47:14
7237 7231 大石 哲朗 ｵｵｲｼ ﾃﾂｱｷ 東京都 5:47:15
7238 6074 齊藤 明彦 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋｺ 茨城県 ＴＦＲＣ 5:47:15
7239 7434 伊藤 匠 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 茨城県 5:47:15
7240 5409 竹花 秀貴 ﾀｹﾊﾅ ﾋﾃﾞﾀｶ 茨城県 5:47:16
7241 7597 鮫島 武士 ｻﾒｼﾏ ﾀｹｼ 茨城県 上組鹿島支店 5:47:20
7242 8156 末田 哲哉 ｽｴﾀﾞ ﾃﾂﾔ 千葉県 元標保存会 5:47:21
7243 9039 柴田 秀隆 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾀｶ 茨城県 5:47:24
7244 9498 大場 敬士 ｵｵﾊﾞ ｹｲｼ 茨城県 5:47:26
7245 7513 野上 智史 ﾉｶﾞﾐ ｻﾄｼ 茨城県 5:47:28
7246 5552 吉田 雅志 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｼ 茨城県 5:47:38
7247 7371 五味 誠暁 ｺﾞﾐ ﾄﾓｱｷ 東京都 5:47:41
7248 6739 山本 稔 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾉﾙ 神奈川県 横浜市陸協 5:47:47
7249 8583 有里 貴夫 ｱﾘｻﾄ ﾀｶｵ 千葉県 5:47:50
7250 8625 田中 良次 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 荒川練合 5:47:50
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7251 8360 室田 秀明 ﾑﾛﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 千葉県 ちーばくんズ 5:47:55
7252 4155 津幡 正樹 ﾂﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 北海道 札幌陸協 5:48:00
7253 8856 岩崎 祥英 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｴｲ 茨城県 5:48:00
7254 6530 高柳 成人 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞﾄ 茨城県 5:48:01
7255 8049 五味渕 康一 ｺﾞﾐﾌﾞﾁ ｺｳｲﾁ 茨城県 ゴモンクラブ 5:48:01
7256 8868 北村 隆文 ｷﾀﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 茨城県 エイティエス 5:48:03
7257 8530 関 雅史 ｾｷ ﾏｻｼ 茨城県 水戸サポ 5:48:03
7258 30012 田中 信一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ 東京都 5:48:04
7259 7382 柴 健一 ｼﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 ばしチャンネル 5:48:05
7260 6819 坂井 章 ｻｶｲ ｱｷﾗ 東京都 5:48:05
7261 7346 須藤 昭彦 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ 東京都 5:48:11
7262 6063 高野 道夫 ﾀｶﾉ ﾐﾁｵ 茨城県 5:48:12
7263 6421 氏家 準一 ｳｼﾞｲｴ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 石岡トレイル 5:48:14
7264 6447 庄司 悟 ｼｮｳｼﾞ ｻﾄﾙ 福島県 ＳＥＭＥＴＴＯ 5:48:16
7265 9345 川口 敏典 ｶﾜｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾘ 茨城県 5:48:17
7266 7163 森山 真至 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻｼ 茨城県 5:48:19
7267 5012 海老沢 秀章 ｴﾋﾞｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 旅ラン研究会 5:48:20
7268 6832 近藤 良憲 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 5:48:24
7269 9184 平野 静雄 ﾋﾗﾉ ｼｽﾞｵ 茨城県 ひらのファーム 5:48:27
7270 6629 宮谷 宏 ﾐﾔﾀﾆ ﾋﾛｼ 東京都 ＨＥＲｏ＊ｅＳ 5:48:33
7271 9183 髙橋 大翔 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾄ 茨城県 茨城大学 5:48:36
7272 6912 森 直 ﾓﾘ ｽﾅｵ 茨城県 5:48:38
7273 7067 煤田 英樹 ｽｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 5:48:42
7274 6700 成塚 数剛 ﾅﾘﾂﾞｶ ｶｽﾞﾀｶ 東京都 ＲＣ虹 5:48:45
7275 4799 江澤 利高 ｴｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ 東京都 5:48:45
7276 8737 橋本 邦広 ﾊｼﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ 茨城県 5:48:48
7277 6281 樫村 充 ｶｼﾑﾗ ﾐﾂﾙ 茨城県 5:48:50
7278 7017 吉成 崇秀 ﾖｼﾅﾘ ﾀｶﾋﾃﾞ 東京都 5:48:51
7279 6229 飛田 桂一 ﾄﾋﾞﾀ ｹｲｲﾁ 福島県 あおば薬局 5:48:54
7280 8939 宮村 龍太 ﾐﾔﾑﾗ ﾘｭｳﾀ 茨城県 5:48:54
7281 6947 金澤 政紀 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 5:48:55
7282 7558 山本 成久 ﾔﾏﾓﾄ ﾅﾘﾋｻ 茨城県 日本製鉄 5:49:07
7283 7739 久保 淳 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 茨城県 5:49:08
7284 7404 渋谷 武宏 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹﾋﾛ 東京都 5:49:11
7285 6135 菅原 寿元 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾓﾄ 茨城県 5:49:11
7286 6159 中村 肇 ﾅｶﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 オケモス走友会 5:49:16
7287 9160 手澤 照英 ﾃｻﾞﾜ ｼｮｳｴｲ 茨城県 プリマべ 5:49:19
7288 9463 谷島 光樹 ﾔｼﾞﾏ ｺｳｷ 茨城県 5:49:19
7289 7396 武井 智一 ﾀｹｲ ﾄﾓｶｽﾞ 東京都 5:49:23
7290 9072 岩崎 智之 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾕｷ 東京都 5:49:29
7291 7424 市川 辰夫 ｲﾁｶﾜ ﾀﾂｵ 埼玉県 埼玉協同病院 5:49:30
7292 7471 濱本 真平 ﾊﾏﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ 茨城県 5:49:36
7293 9593 小田 和秀 ｵﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 茨城県 5:49:39
7294 7780 名川 幹 ﾅｶﾞﾜ ｶﾝ 茨城県 5:49:50
7295 6228 澤 秀昭 ｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 5:49:53
7296 8420 鈴木 勉 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ 栃木県 5:49:54
7297 9335 小西 清章 ｺﾆｼ ｷﾖｱｷ 埼玉県 5:49:55
7298 7167 菊地 勝美 ｷｸﾁ ｶﾂﾐ 茨城県 5:49:59
7299 7578 郡司 友夫 ｸﾞﾝｼﾞ ﾄﾓｵ 千葉県 無し 5:50:03
7300 7514 古神子 敏行 ｺｶｺﾞ ﾄｼﾕｷ 茨城県 5:50:08
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7301 7773 平澤 大助 ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 ＨＧＮＥ 5:50:11
7302 7211 瀧澤 朋宏 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 5:50:12
7303 7153 村山 拓也 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｸﾔ 埼玉県 5:50:17
7304 7564 山田 哲也 ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾂﾔ 茨城県 5:50:19
7305 7207 市村 匠 ｲﾁﾑﾗ ﾀｸﾐ 茨城県 5:50:20
7306 8373 新井 喜好 ｱﾗｲ ｷﾖｼ 埼玉県 5:50:21
7307 7450 神保 尚也 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾅｵﾔ 埼玉県 ユニオンＰＢＣ 5:50:27
7308 9356 森 隆行 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 もりんの早朝は 5:50:28
7309 9405 横田 弘毅 ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ 埼玉県 5:50:28
7310 7546 小林 由宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 5:50:32
7311 8915 松本 聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 茨城県 5:50:32
7312 7386 川崎 敏行 ｶﾜｻｷ ﾄｼﾕｷ 茨城県 5:50:34
7313 7526 林 良輔 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 5:50:38
7314 7505 黒澤 裕司 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｼﾞ 茨城県 全農茨城 5:50:41
7315 9324 島崎 洋太郎 ｼﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀﾛｳ 東京都 東京農工大学 5:50:49
7316 8910 野崎 誠 ﾉｻﾞｷ ﾏｺﾄ 東京都 5:50:52
7317 9352 広瀬 毅人 ﾋﾛｾ ﾀｹﾄ 茨城県 5:50:56
7318 7380 田村 隆 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 5:50:57
7319 8555 森 秀明 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 5:50:58
7320 6857 黒田 理人 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾋﾄ 千葉県 5:51:04
7321 8903 山口 直紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 茨城県 県央水道事務所 5:51:10
7322 6876 落合 英男 ｵﾁｱｲ ﾋﾃﾞｵ 東京都 チームマグナム 5:51:15
7323 9248 加藤木 太一 ｶﾄｳｷﾞ ﾀｲﾁ 茨城県 グリーン工房 5:51:15
7324 9390 上原 悠代 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 茨城県 流通経済大学 5:51:18
7325 8553 本村 太一 ﾓﾄﾑﾗ ﾀｲﾁ 東京都 5:51:22
7326 4449 相馬 秀芳 ｿｳﾏ ﾋﾃﾞﾖｼ 栃木県 カトー 5:51:25
7327 7351 高橋 章 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 群馬県 群馬ＴＦ 5:51:28
7328 7918 坪井 誠 ﾂﾎﾞｲ ﾏｺﾄ 茨城県 とのてんめい 5:51:28
7329 7921 田中 祐樹 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 栃木県 5:51:37
7330 6975 菊池 正浩 ｷｸﾁ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 ＳＩＮ 5:51:39
7331 7214 大曽根 晃 ｵｵｿﾞﾈ ｱｷﾗ 茨城県 5:51:43
7332 6322 宮村 和秀 ﾐﾔﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 静岡県 伊東バイキン 5:51:44
7333 8370 檜山 勝 ﾋﾔﾏ ﾏｻﾙ 茨城県 おたっちライド 5:51:59
7334 7061 金賀 志郎 ｶﾈｶﾞ ｼﾛｳ 茨城県 ＴＡＲＣ蘇州 5:52:05
7335 7243 金子 博光 ｶﾈｺ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 5:52:09
7336 7830 石井 優人 ｲｼｲ ﾕｳﾄ 茨城県 5:52:14
7337 8674 小針 勉 ｺﾊﾞﾘ ﾂﾄﾑ 福島県 郡山健走会 5:52:15
7338 7314 桧垣 聡範 ﾋｶﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 茨城県 5:52:23
7339 8841 鮎沢 直弥 ｱﾕｻﾜ ﾅｵﾔ 茨城県 茨城グリコ 5:52:29
7340 7566 山口 敏明 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｱｷ 栃木県 無 5:52:29
7341 8054 永村 彰隆 ﾅｶﾞﾑﾗ ｱｷﾀｶ 埼玉県 5:52:35
7342 9357 久米 千晶 ｸﾒ ﾁｱｷ 茨城県 5:52:35
7343 7803 永井 晴己 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ 茨城県 5:52:36
7344 7043 伏見 篤 ﾌｼﾐ ｱﾂｼ 茨城県 日研マラソン部 5:52:41
7345 6753 畠山 順一 ﾊﾀﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 5:52:41
7346 9108 佐藤 勇大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 茨城県 5:52:43
7347 6783 関田 秀茂 ｾｷﾀ ﾋﾃﾞｼｹﾞ 茨城県 東海村役場 5:52:43
7348 6472 鈴木 村重 ｽｽﾞｷ ﾑﾗｴ 茨城県 5:52:46
7349 7453 後藤 享敬 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 東京都 ムトウ 5:52:49
7350 7519 手塚 敬三 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｿﾞｳ 神奈川県 5:52:50
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7351 6850 浅井 哲也 ｱｻｲ ﾃﾂﾔ 茨城県 5:52:51
7352 6111 内山 丈明 ｳﾁﾔﾏ ﾀｹｱｷ 新潟県 メイメイ 5:52:55
7353 7589 戸波 孝仁 ﾄﾅﾐ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 日立産機 5:52:58
7354 7265 藤野 義仁 ﾌｼﾞﾉ ﾖｼﾋﾄ 茨城県 5:52:59
7355 7748 小泉 明男 ｺｲｽﾞﾐ ｱｷｵ 茨城県 ＪＬＣ 5:53:11
7356 9496 瀬間 祐樹 ｾﾏ ﾕｳｷ 茨城県 5:53:12
7357 7412 長谷川 直樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 茨城県 5:53:15
7358 8024 松岡 功 ﾏﾂｵｶ ｲｻｵ 茨城県 5:53:15
7359 6995 渡部 辰彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋｺ 茨城県 5:53:19
7360 7561 花坂 泰秀 ﾊﾅｻｶ ﾔｽﾋﾃﾞ 千葉県 5:53:20
7361 7108 高柳 榮 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｻｶｲ 埼玉県 5:53:35
7362 7090 鈴木 伸爾 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 茨城県 5:53:57
7363 8264 齋藤 和彦 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 5:54:06
7364 7605 石井 典一 ｲｼｲ ﾉﾘｶｽﾞ 茨城県 5:54:07
7365 7969 諏訪 宏 ｽﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 5:54:07
7366 6908 荻本 久徳 ｵｷﾞﾓﾄ ﾋｻﾉﾘ 東京都 品川走遊会 5:54:09
7367 8138 大澤 望 ｵｵｻﾜ ﾉｿﾞﾑ 東京都 5:54:19
7368 7905 藤田 誠一 ﾌｼﾞﾀ ｾｲｲﾁ 茨城県 5:54:26
7369 7423 庄司 誠 ｼｮｳｼﾞ ﾏｺﾄ 茨城県 5:54:33
7370 7451 笹田 義幸 ｻｻﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 茨城県 いのしし堂 5:54:38
7371 7501 吉田 正志 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 水戸ランナー塾 5:54:43
7372 8406 枦元 隆晟 ﾊｾﾞﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 茨城県 茨城大バスケ部 5:54:44
7373 9301 古木 寿希也 ﾌﾙｷ ｼﾞｭｷﾔ 茨城県 茨城大バスケ部 5:54:46
7374 8837 入江 克成 ｲﾘｴ ｶﾂﾅﾘ 茨城県 茨城大バスケ部 5:54:46
7375 8719 井伊谷 陸 ｲｲﾔ ﾘｸ 茨城県 茨城大バスケ部 5:54:47
7376 9500 岩城 杜和 ｲﾜｷ ﾄﾜ 茨城県 茨城大バスケ部 5:54:50
7377 8537 安井 智宏 ﾔｽｲ ﾄﾓﾋﾛ 神奈川県 5:55:00
7378 8602 滑川 治 ﾅﾒｶﾜ ｵｻﾑ 茨城県 5:55:05
7379 7363 隅田 和彦 ｽﾐﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 タクマテクノス 5:55:10
7380 5548 鈴木 政浩 ﾏｻﾋﾛ ｽｽﾞｷ 茨城県 原子力機構 5:55:15
7381 5546 皆藤 直紀 ｶｲﾄﾞｳ ﾅｵｷ 茨城県 5:55:15
7382 6519 田辺 功 ﾀﾅﾍﾞ ｲｻｵ 神奈川県 5:55:18
7383 8366 渡部 勇樹 ﾜﾀﾍﾞ ﾕｳｷ 茨城県 ＷＤＢ株式会社 5:55:23
7384 6466 淵脇 智博 ﾌﾁﾜｷ ﾁﾋﾛ 栃木県 テンドリ 5:55:27
7385 8190 木村 安秀 ｷﾑﾗ ﾔｽﾋﾃﾞ 茨城県 中小路小学校 5:55:30
7386 7637 菊地 俊介 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 5:55:33
7387 7219 鈴木 哲 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 茨城県 5:55:33
7388 9467 根本 怜旺 ﾈﾓﾄ ﾚｵ 茨城県 5:55:38
7389 8957 安 優一 ﾔｽ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 5:55:38
7390 8365 日向 寿希 ﾋﾅﾀ ﾄｼｷ 茨城県 5:55:40
7391 7644 安藤 貴 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 群馬県 富岡げんき塾 5:55:41
7392 8392 新田 真二 ﾆｯﾀ ｼﾝｼﾞ 東京都 5:55:47
7393 6566 黒澤 義明 ｸﾛｻﾜ ﾖｼｱｷ 茨城県 水族館オービー 5:55:48
7394 7822 菅谷 和也 ｽｶﾞﾔ ｶｽﾞﾔ 茨城県 5:55:49
7395 8697 小林 龍 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 茨城県 5:55:50
7396 8698 石井 優慶 ｲｼｲ ﾏｻﾖｼ 神奈川県 5:55:50
7397 8182 飯山 雄二 ｲｲﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 栃木県 5:55:54
7398 5437 三上 博 ﾐｶﾐ ﾋﾛｼ 北海道 スクラッチ 5:55:57
7399 4797 目次 正和 ﾒﾂｷﾞ ﾏｻｶｽﾞ 島根県 幡再陸上部 5:55:57
7400 7208 小口 美章 ｺｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 茨城県 5:55:58
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7401 9101 村川 将梓 ﾑﾗｶﾜ ﾏｻｼ 千葉県 5:55:59
7402 8146 黒澤 義信 ｸﾛｻﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 茨城県 Ｏ２ＴＲＣ 5:56:00
7403 1176 前山 雄弘 ﾏｴﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 静岡県 5:56:04
7404 7937 峰岸 茂雄 ﾐﾈｷﾞｼ ｼｹﾞｵ 東京都 5:56:07
7405 9361 横須賀 俊之 ﾖｺｽｶ ﾄｼﾕｷ 茨城県 5:56:12
7406 9284 池原 士央 ｲｹﾊﾗ ｱｷﾋｻ 茨城県 5:56:16
7407 7684 目黒 英昭 ﾒｸﾞﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 5:56:18
7408 8119 松浦 睦桐 ﾏﾂｳﾗ ﾁｶﾋｻ 埼玉県 もういっしゅう 5:56:21
7409 8895 鈴木 一仁 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾄ 茨城県 名古屋大学 5:56:23
7410 7444 田中 祐治 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 茨城県 太田くん 5:56:26
7411 7523 佐々木 善樹 ｻｻｷ ﾖｼｷ 千葉県 5:56:30
7412 8383 西山 裕之 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:56:33
7413 7394 山本 聖治 ﾔﾏﾓﾄ ｾｲｼﾞ 茨城県 5:56:33
7414 8854 小澤 滋雄 ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞｵ 静岡県 なし 5:56:36
7415 7607 鎌田 亮太 ｶﾏﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 茨城県 5:56:37
7416 7606 迫丸 英明 ｻｺﾏﾙ ﾋﾃﾞｱｷ 東京都 5:56:37
7417 8456 枝松 弘貴 ｴﾀﾞﾏﾂ ﾋﾛｷ 茨城県 ＳＨＹＢＯＹ 5:56:38
7418 9055 西澤 弘行 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 東京都 5:56:38
7419 9043 津守 偉央 ﾂﾓﾘ ｲｵ 茨城県 5:56:38
7420 9616 駒田 智大 ｺﾏﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 アイエスビー 5:56:38
7421 8340 原 龍正 ﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 茨城県 5:56:39
7422 8878 澤畑 英介 ｻﾜﾊﾀ ｴｲｽｹ 茨城県 茨城大学 5:56:39
7423 7767 小滝 丈慈 ｺﾀｷ ｼﾞｮｳｼﾞ 茨城県 茨城大学 5:56:39
7424 8281 中野 雅弥 ﾅｶﾉ ﾏｻﾔ 茨城県 茨城大学 5:56:39
7425 3403 小野崎 惇 ｵﾉｻﾞｷ ｼｭﾝ 茨城県 5:56:39
7426 8699 浅川 信也 ｱｻｶﾜ ｼﾝﾔ 茨城県 ルネサンス水戸 5:56:52
7427 9152 板橋 裕樹 ｲﾀﾊﾞｼ ﾋﾛｷ 千葉県 5:56:56
7428 6571 後藤 俊之 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:56:58
7429 6417 鯨井 孝信 ｸｼﾞﾗｲ ﾀｶﾉﾌﾞ 茨城県 チーム湊 5:56:58
7430 7811 磯野 翔吾 ｲｿﾉ ｼｮｳｺﾞ 茨城県 5:57:05
7431 7316 小板橋 善一 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｾﾞﾝｲﾁ 群馬県 西部遠足隊 5:57:05
7432 8711 前田 真治 ﾏｴﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 茨城県 弓山建設工業 5:57:06
7433 9490 野間 優道 ﾉﾏ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 5:57:08
7434 8792 粕谷 計一 ｶｽﾔ ｹｲｲﾁ 埼玉県 いればや 5:57:13
7435 8019 伊勢 康平 ｲｾ ｺｳﾍｲ 茨城県 5:57:14
7436 7212 大原 卓巳 ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾐ 神奈川県 ヒッポマラソ部 5:57:14
7437 2043 酒井 翔太 ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 茨城県 5:57:15
7438 7122 亀山 直樹 ｶﾒﾔﾏ ﾅｵｷ 茨城県 チーム湊Ｚ 5:57:15
7439 8413 清水 盛志 ｼﾐｽﾞ ｼｹﾞﾕｷ 茨城県 株式会社 商 5:57:24
7440 7813 橋本 聖矢 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 茨城県 5:57:24
7441 8688 古田 浩司 ﾌﾙﾀ ｺｳｼﾞ 愛知県 5:57:26
7442 2517 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 東京都 慶大陸上同好会 5:57:28
7443 30004 二階堂 洋史 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 5:57:28
7444 6833 多田 篤 ﾀﾀﾞ ｱﾂｼ 千葉県 ＬＢランナーズ 5:57:33
7445 7798 阿部 龍太 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 茨城県 5:57:33
7446 9172 山口 弘貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 東京都 昭和大学 5:57:34
7447 8032 須内 良昭 ｽﾉｳﾁ ﾖｼｱｷ 茨城県 5:57:50
7448 9625 斉藤 祐二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 茨城県 ＺＯＯ成沢 5:57:51
7449 6357 国広 謙二 ｸﾆﾋﾛ ｹﾝｼﾞ 東京都 5:57:56
7450 8262 高玉 裕之 ﾀｶﾀﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 5:57:59
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7451 7528 遠藤 広之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 新潟県 パナソニック環 5:58:00
7452 9380 立原 敏行 ﾀﾂﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 東京都 5:58:01
7453 7494 横須賀 雅志 ﾖｺｽｶ ﾏｻｼ 茨城県 那珂湊コミセン 5:58:02
7454 8439 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 茨城県 5:58:02
7455 7172 藤枝 望 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾉｿﾞﾑ 茨城県 5:58:07
7456 7251 小森谷 政一 ｺﾓﾘﾔ ﾏｻｶｽﾞ 埼玉県 5:58:09
7457 7192 大沼 竜朗 ｵｵﾇﾏ ﾀﾂﾛｳ 茨城県 細身倶楽部 5:58:12
7458 8653 一ノ関 晃 ｲﾁﾉｾｷ ｱｷﾗ 東京都 5:58:16
7459 9151 親見 直人 ｼﾝﾐ ﾅｵﾄ 茨城県 5:58:21
7460 8900 櫻井 康夫 ｻｸﾗｲ ﾔｽｵ 茨城県 健優クラブ 5:58:29
7461 7863 澤井 宏至 ｻﾜｲ ﾋﾛｼ 東京都 5:58:30
7462 7722 石井 達也 ｲｼｲ ﾀﾂﾔ 茨城県 5:58:34
7463 8667 片山 一夫 ｶﾀﾔﾏ ｶｽﾞｵ 神奈川県 5:58:36
7464 8147 保延 恒 ﾎﾉﾍﾞ ｺｳ 東京都 5:58:41
7465 9348 佐野 豪 ｻﾉ ﾀｹｼ 千葉県 5:58:46
7466 7234 高畠 邦男 ﾀｶﾊﾀ ｸﾆｵ 茨城県 5:58:48
7467 7402 礒﨑 敦仁 ｲｿｻﾞｷ ｱﾂﾋﾄ 茨城県 5:59:03
7468 5296 村上 祐一 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｲﾁ 茨城県 城東走遊会 5:59:05
7469 9404 中嶋 豊 ﾅｶｼﾏ ﾕﾀｶ 茨城県 5:59:08
7470 7112 川俣 健一 ｶﾜﾏﾀ ｹﾝｲﾁ 茨城県 ＭＮＲｃ 5:59:11
7471 7020 渡邊 裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 茨城県 ひたちなか病院 5:59:13
7472 7239 溝口 和雄 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｶｽﾞｵ 茨城県 日専校 5:59:15
7473 7341 海野 仁男 ｳﾝﾉ ｷﾐｵ 茨城県 5:59:16
7474 7259 立見 裕 ﾀﾂﾐ ﾋﾛｼ 茨城県 5:59:20
7475 7693 蛭田 智昭 ﾋﾙﾀ ﾄﾓｱｷ 茨城県 5:59:22
7476 7487 川口 正敏 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾄｼ 埼玉県 日立製作所 5:59:23
7477 9508 黒淵 鉄也 ｸﾛﾌﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東京都 5:59:23
7478 7168 浅見 公一 ｱｻﾞﾐ ｺｳｲﾁ 茨城県 ＨＮＳＦＧｒｔ 5:59:24
7479 7078 下高原 卓 ｼﾓﾀｶﾊﾗ ﾀｶｷ 東京都 5:59:37
7480 7104 佐藤 伸也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福島県 5:59:40
7481 8251 山田 岳史 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 5:59:45
7482 7306 武久 修 ﾀｹﾋｻ ｵｻﾑ 神奈川県 個人 5:59:49
7483 7503 片野 勝英 ｶﾀﾉ ｶﾂﾋﾃﾞ 千葉県 5:59:53
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1 9667 石澤 ゆかり ｲｼｻﾞﾜ ﾕｶﾘ 茨城県 日立 2:39:57
2 9670 廣瀬 光子 ﾋﾛｾ ﾐﾂｺ 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 2:40:55
3 9671 黒澤 夏楠 ｸﾛｻﾜ ｶﾅ 茨城県 笠松走友会 2:43:41
4 9673 松本 恭子 ﾏﾂﾓﾄ ｷｮｳｺ 千葉県 2:47:29
5 9688 粟村 規子 ｱﾜﾑﾗ ﾉﾘｺ 東京都 駒沢ＪＣ 2:51:58
6 9682 田邊 亮子 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｺ 千葉県 チーム山口穣 2:54:08
7 9689 杉原 有美 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕﾐ 東京都 2:55:07
8 9676 鮒子田 麻衣 ﾌｼﾀ ﾏｲ 埼玉県 2:55:29
9 9691 小野寺 泉 ｵﾉﾃﾞﾗ ｲｽﾞﾐ 千葉県 松戸健走会 2:55:32

10 9675 斎藤 絵美 ｻｲﾄｳ ｴﾐ 東京都 東京陸協 2:55:34
11 9742 藤岡 智子 ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓｺ 東京都 長井塾ミホ練 2:57:31
12 9678 上原 千貴 ｳｴﾊﾗ ｶﾂﾞｷ 埼玉県 2:58:01
13 9685 坪井 光穂 ﾂﾎﾞｲ ﾐﾎ 埼玉県 長井塾ミホ練 2:59:28
14 9743 石川 さや香 ｲｼｶﾜ ｻﾔｶ 千葉県 フジックス 3:03:28
15 9683 内藤 陽子 ﾅｲﾄｳ ﾖｳｺ 神奈川県 横浜中央走友会 3:04:07
16 9695 表 知史 ｵﾓﾃ ﾁﾌﾐ 長野県 八十二銀行 3:05:07
17 9680 川端 英莉 ｶﾜﾊﾞﾀ ｴﾘ 東京都 3:05:34
18 9679 大川 美浦 ｵｵｶﾜ ﾐﾎ 茨城県 美野里クラブ 3:05:39
19 9690 玉手 美里 ﾀﾏﾃ ﾐｻﾄ 福島県 ふくしま持久力 3:06:40
20 9788 金原 佳代子 ｶﾈﾊﾗ ｶﾖｺ 茨城県 Ｒ－ＧＵＮ 3:06:46
21 9684 山田 博美 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐ 福島県 3:06:46
22 9729 小川 美穂 ｵｶﾞﾜ ﾐﾎ 千葉県 3:08:53
23 9723 谷 真美 ﾀﾆ ﾏﾐ 東京都 チームＨＩＮＯ 3:08:55
24 9715 清宮 由香里 ｾｲﾐﾔ ﾕｶﾘ 山梨県 東京ＷＩＮＧＳ 3:09:03
25 9707 林 佳子 ﾊﾔｼ ﾖｼｺ 神奈川県 3:09:06
26 9722 中桐 由美子 ﾅｶｷﾞﾘ ﾕﾐｺ 東京都 3:09:20
27 9721 石田 理恵 ｲｼﾀﾞ ﾘｴ 千葉県 3:09:21
28 9782 菅沼 美柚 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾕ 栃木県 3:09:37
29 9744 仲田 潔子 ﾅｶﾀ ｷﾖｺ 埼玉県 ランボーズ 3:10:25
30 10307 関 純枝 ｾｷ ｽﾐｴ 東京都 3:10:28
31 9711 吉田 里美 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄﾐ 神奈川県 3:10:51
32 9710 上代 啓子 ｶｼﾞﾛ ﾋﾛｺ 千葉県 ちーむちーば 3:11:01
33 9735 森 千紗 ﾓﾘ ﾁｻ 埼玉県 埼玉陸協 3:12:37
34 9728 安藤 弘子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｺ 東京都 伯爵ファミリー 3:12:53
35 9692 栗林 友子 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 新潟県 3:13:00
36 9700 楠見 尚子 ｸｽﾐ ﾅｵｺ 宮城県 太田走友会 3:13:26
37 9794 川崎 望 ｶﾜｻｷ ﾉｿﾞﾐ 東京都 ＪＩＣＴ 3:13:41
38 9839 小早瀬 幸枝 ｺﾊﾔｾ ﾕｷｴ 神奈川県 3:14:32
39 9751 中川 美晴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾊﾙ 神奈川県 法政大学 3:14:34
40 9888 加藤 麻実子 ｶﾄｳ ﾏﾐｺ 東京都 3:14:41
41 9698 市川 典子 ｲﾁｶﾜ ﾉﾘｺ 東京都 3:15:34
42 9709 高梨 友里 ﾀｶﾅｼ ﾕﾘ 茨城県 千波湖朝ラン会 3:15:48
43 9708 針谷 香苗 ﾊﾘｶﾞﾔ ｶﾅｴ 埼玉県 3:15:54
44 9812 中山 翠 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 神奈川県 3:16:02
45 9747 今井 香子 ｲﾏｲ ｷｮｳｺ 東京都 ウルプロ 3:16:09
46 9706 野崎 加奈子 ﾉｻﾞｷ ｶﾅｺ 東京都 3:16:40
47 9766 会田 舞帆 ｱｲﾀﾞ ﾏﾎ 埼玉県 3:16:45
48 9798 片柳 雅子 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾏｻｺ 埼玉県 ＤＡＣ 3:16:58
49 9717 田村 瑠紗 ﾀﾑﾗ ﾘｻ 東京都 3:17:18
50 9720 丸山 直美 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾐ 群馬県 上州アスリート 3:17:56
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51 9749 古橋 留美 ﾌﾙﾊｼ ﾙﾐ 茨城県 水戸石川走友会 3:18:02
52 9687 奥山 恵美 ｵｸﾔﾏ ｴﾐ 東京都 3:18:13
53 9756 佐藤 恵里 ｻﾄｳ ｴﾘ 東京都 3:18:24
54 9831 篠原 真由美 ｼﾉﾊﾗ ﾏﾕﾐ 東京都 3:18:38
55 10780 宮坂 恵実 ﾐﾔｻｶ ﾒｸﾞﾐ 埼玉県 3:18:42
56 9762 信耕 尚代 ｼﾝｺｳ ﾋｻﾖ 神奈川県 3:18:49
57 9777 三上 柚花 ﾐｶﾐ ﾕｶ 宮城県 3:18:52
58 9666 冨澤 いずみ ﾄﾐｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ 茨城県 加波一族 3:18:55
59 9825 鈴木 佐梨 ｽｽﾞｷ ｻﾘ 埼玉県 3:18:57
60 9834 平野 夏海 ﾋﾗﾉ ﾅﾂﾐ 茨城県 流通経済大学 3:18:59
61 9733 海藤 由香 ｶｲﾄｳ ﾕｶ 東京都 3:19:48
62 9734 金子 美鈴 ｶﾈｺ ﾐｽｽﾞ 千葉県 千葉陸協 3:20:18
63 9774 谷村 佳子 ﾀﾆﾑﾗ ﾖｼｺ 埼玉県 3:20:29
64 9815 林 成美 ﾊﾔｼ ﾏｻﾐ 東京都 3:20:36
65 9714 兼岡 理恵 ｶﾈｵｶ ﾘｴ 千葉県 ウィングＡＣ 3:21:14
66 9776 平澤 昭子 ﾋﾗｻﾜ ｼｮｳｺ 神奈川県 ラミリート 3:21:20
67 9736 荒木 淑 ｱﾗｷ ｼｭｸ 東京都 3:22:20
68 9838 倉片 ますみ ｸﾗｶﾀ ﾏｽﾐ 宮城県 たんぽぽＲＣ 3:22:22
69 9771 池田 由佳 ｲｹﾀﾞ ﾕｶ 神奈川県 仙元山トレイル 3:23:09
70 9768 山内 かおり ﾔﾏｳﾁ ｶｵﾘ 東京都 3:23:12
71 9779 大西 純子 ｵｵﾆｼ ｼﾞｭﾝｺ 北海道 Ｒコンセプト 3:23:49
72 9770 西谷 奏 ﾆｼﾀﾆ ｶﾅ 神奈川県 ランタジスタ 3:24:01
73 9979 松村 歩 ﾏﾂﾑﾗ ｱﾕﾐ 群馬県 爽快走ＲＣ 3:24:19
74 9738 赤松 竜子 ｱｶﾏﾂ ﾘｭｳｺ 東京都 Ｔ・ＴーＡＣ 3:24:19
75 9802 宮岡 彩 ﾐﾔｵｶ ｱﾔ 埼玉県 3:24:43
76 9778 古家 久視子 ﾌﾙﾔ ｸﾐｺ 山梨県 3:24:56
77 9726 関口 佳子 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｼｺ 神奈川県 3:25:15
78 9773 又井 ゆうこ ﾏﾀｲ ﾕｳｺ 東京都 東京陸協 3:25:19
79 9857 端 楓香 ﾊﾅ ﾌｳｶ 富山県 ＮＯＷ ＳＴＹ 3:25:25
80 9844 片野 佳子 ｶﾀﾉ ﾖｼｺ 茨城県 3:25:32
81 9769 三浦 香織 ﾐｳﾗ ｶｵﾘ 埼玉県 3:25:47
82 9741 伊藤 暁子 ｲﾄｳ ｱｷｺ 茨城県 ふくしまＴＲＣ 3:26:27
83 9757 須田 奈々恵 ｽﾀﾞ ﾅﾅｴ 東京都 3:26:30
84 10174 荒木 美和 ｱﾗｷ ﾐﾜ 神奈川県 3:26:37
85 9856 仲山 恵美 ﾅｶﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 千葉県 3:27:07
86 9780 田村 麻由子 ﾀﾑﾗ ﾏﾕｺ 東京都 3:27:08
87 9795 久保 咲花 ｸﾎﾞ ｻｷｶ 東京都 3:27:09
88 9754 池田 美樹 ｲｹﾀﾞ ﾐｷ 東京都 3:27:11
89 9965 ブルックス ハナ ﾌﾞﾙｯｸｽ ﾊﾅ 東京都 レンゴーを扱う 3:27:11
90 9897 清水 幸枝 ｼﾐｽﾞ ﾕｷｴ 東京都 ＮＲ多摩 3:27:11
91 9746 大島 あかり ｵｵｼﾏ ｱｶﾘ 東京都 3:27:15
92 9693 矢口 由加里 ﾔｸﾞﾁ ﾕｶﾘ 茨城県 3:27:28
93 9828 田渕 江美 ﾀﾌﾞﾁ ｴﾐ 静岡県 3:27:28
94 9822 清水 沙紀 ｼﾐｽﾞ ｻｷ 東京都 3:27:30
95 9764 矢澤 真由美 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 千葉県 3:27:35
96 9853 田中 和宮 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾐ 埼玉県 多摩サブ 3:27:48
97 9668 島田 未歩 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾎ 東京都 3:27:56
98 9903 阿部 まり子 ｱﾍﾞ ﾏﾘｺ 千葉県 3:28:35
99 9805 三瓶 雅美 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏｻﾐ 神奈川県 ふろっぐす 3:28:40

100 9791 石川 恵 ｲｼｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 3:28:48
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101 9748 北風 博子 ｷﾀｶｾﾞ ﾋﾛｺ 東京都 ウルプロ 3:28:49
102 9880 久住 友紀 ｸｽﾐ ﾕｷ 東京都 3:28:58
103 9914 鈴木 礼子 ｽｽﾞｷ ﾚｲｺ 埼玉県 3:29:16
104 9855 平野 忍 ﾋﾗﾉ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 3:29:19
105 9954 青木 妙子 ｱｵｷ ﾀｴｺ 神奈川県 境川ランナーズ 3:29:23
106 9719 両角 敬子 ﾓﾛｽﾞﾐ ｹｲｺ 神奈川県 3:29:38
107 9784 清水 政代 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾖ 茨城県 水戸石川走友会 3:29:39
108 9806 小林 香 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ 栃木県 ラン太郎 3:29:40
109 9901 有賀 のり子 ｱﾙｶﾞ ﾉﾘｺ 東京都 3:29:43
110 9953 高橋 利江 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｴ 茨城県 3:29:54
111 9950 鈴木 美豊子 ｽｽﾞｷ ﾐﾎｺ 神奈川県 3:29:55
112 9878 鬼丸 真有美 ｵﾆﾏﾙ ﾏﾕﾐ 東京都 3:29:59
113 9701 蛯名 由佳 ｴﾋﾞﾅ ﾕｶ 群馬県 上州アスリート 3:30:01
114 9808 松井 理恵 ﾏﾂｲ ﾘｴ 千葉県 ナイスおっさん 3:30:04
115 9740 高田 文 ﾀｶﾀ ﾌﾐ 埼玉県 法政大学 3:30:06
116 10837 須藤 智美 ｽﾄﾞｳ ﾄﾓﾐ 神奈川県 海上自衛隊厚木 3:30:20
117 10218 金子 日香里 ｶﾈｺ ﾋｶﾘ 栃木県 3:30:20
118 9936 齋藤 梓 ｻｲﾄｳ ｱｽﾞｻ 東京都 多摩湖ＲＣ 3:30:27
119 9908 堤 智美 ﾂﾂﾐ ﾄﾓﾐ 東京都 もくもくＴＲＣ 3:30:51
120 10123 山本 麻友子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾕｺ 茨城県 3:31:01
121 9866 大久保 弘美 ｵｵｸﾎﾞ ﾋﾛﾐ 埼玉県 別所沼スマイル 3:31:01
122 9772 吉田 直美 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 埼玉県 ウルプロ 3:31:17
123 9871 大貫 千春 ｵｵﾇｷ ﾁﾊﾙ 茨城県 ＳＴＲＩＤＥＳ 3:31:21
124 9887 坂部 恵 ｻｶﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 東京都 アトミクラブ 3:31:28
125 10844 武 聖子 ﾀｹ ｾｲｺ 神奈川県 3:31:31
126 10076 三本松 知佳 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂ ﾁｶ 神奈川県 仙元山ＴＣ 3:31:49
127 9819 若宮 恵理子 ﾜｶﾐﾔ ｴﾘｺ 東京都 のんべぇず 3:32:05
128 9783 竹森 友香 ﾀｹﾓﾘ ﾕｶ 千葉県 3:32:06
129 9840 宮川 友香 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｶ 東京都 チームスケバン 3:32:12
130 9944 原 由江 ﾊﾗ ﾖｼｴ 群馬県 ランポーズ 3:32:21
131 9860 長谷川 恭子 ﾊｾｶﾞﾜ ｷｮｳｺ 千葉県 3:32:30
132 10763 上岡 里美 ｳｴｵｶ ｻﾄﾐ 東京都 長井塾ミホ練 3:32:34
133 10165 石川 央子 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｺ 千葉県 テディボン 3:32:35
134 10062 赤堀 なつみ ｱｶﾎﾘ ﾅﾂﾐ 東京都 3:32:40
135 10057 入山 和子 ｲﾘﾔﾏ ｶｽﾞｺ 東京都 七生ＳＪＫ 3:32:45
136 9760 岡部 亜紀子 ｵｶﾍﾞ ｱｷｺ 茨城県 3:33:02
137 9859 ヤサ 祐子 ﾔｻ ﾕｳｺ 埼玉県 3:33:03
138 9885 中澤 美奈 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐﾅ 東京都 ウサギ 3:33:04
139 9837 勝村 佳代 ｶﾂﾑﾗ ｶﾖ 埼玉県 3:33:11
140 9935 清野 きぬ ｾｲﾉ ｷﾇ 神奈川県 3:33:42
141 9964 渋谷 祐子 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｳｺ 宮城県 Ｊ．Ｊ．Ｃ． 3:34:01
142 10922 松田 由子 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｺ 東京都 アトミクラブ 3:34:15
143 9712 安田 梨沙 ﾔｽﾀﾞ ﾘｻ 東京都 3:34:15
144 9990 伊奈 潤子 ｲﾅ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 3:34:17
145 10935 古屋 夏乃 ﾌﾙﾔ ﾅﾂﾉ 東京都 山梨陸橋 3:34:31
146 9943 織田 晶江 ｵﾘﾀ ｱｷｴ 神奈川県 3:34:32
147 10028 柿原 百代 ｶｷﾊﾗ ﾓﾓﾖ 東京都 3:34:50
148 10877 福原 知可 ﾌｸﾊﾗ ﾁｶ 東京都 3:34:56
149 9758 原 智美 ﾊﾗ ｻﾄﾐ 新潟県 3:35:03
150 10002 一場 多佳子 ｲﾁﾊﾞ ﾀｶｺ 静岡県 3:35:08
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151 9830 岩田 恵理 ｲﾜﾀ ｴﾘ 東京都 3:35:26
152 9949 腰越 優美子 ｺｼｺﾞｴ ﾕﾐｺ 新潟県 3:35:27
153 9862 笹邊 恵 ｻｻﾍﾞ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 ＤｒｅａｍＡＣ 3:35:42
154 9920 高畑 百合 ﾀｶﾊﾀ ﾕﾘ 埼玉県 リスペ蕨 3:35:47
155 9989 新田 真由美 ﾆｯﾀ ﾏﾕﾐ 愛知県 3:35:50
156 9891 松井 一葉 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾊ 神奈川県 Ｍ．平塚 3:36:09
157 10927 柴田 雪子 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷｺ 秋田県 一つ森ＳＭＣ 3:36:28
158 10804 下井 麻紀子 ｼﾓｲ ﾏｷｺ 神奈川県 3:36:34
159 9939 大場 直美 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾐ 千葉県 ポポロＡＣ 3:36:46
160 9921 酒井 真里 ｻｶｲ ﾏﾘ 東京都 アトミクラブ 3:36:48
161 9910 山田 麻衣 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｲ 千葉県 3:36:53
162 9909 井上 智子 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｺ 神奈川県 3:37:18
163 9851 高橋 雅子 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｺ 茨城県 3:37:30
164 9868 飯島 友佳 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｶ 茨城県 3:37:42
165 9899 岩下 梢 ｲﾜｼﾀ ｺｽﾞｴ 東京都 ポポロＡＣ 3:37:42
166 9906 河合 亜加理 ｶﾜｲ ｱｶﾘ 愛知県 アイレクス 3:37:47
167 9931 当間 典子 ﾄｳﾏ ﾉﾘｺ 埼玉県 埼玉大井ＲＣ 3:38:19
168 10014 齊藤 香織 ｻｲﾄｳ ｶｵﾘ 神奈川県 ＨＡＬＯ 3:38:23
169 9813 石田 明希 ｲｼﾀﾞ ｱｷ 東京都 3:38:24
170 9892 ギブンズ 夏海 ｷﾞﾌﾞﾝｽﾞ ﾅﾂﾐ 東京都 3:38:25
171 9796 高橋 明子 ﾀｶﾊｼ ｱｷｺ 茨城県 3:38:33
172 9789 松下 しげ子 ﾏﾂｼﾀ ｼｹﾞｺ 千葉県 Ｊアスルーツ 3:38:48
173 10940 大関 美紀 ｵｵｾﾞｷ ﾐｷ 山梨県 3:38:55
174 9889 神尾 美由紀 ｶﾐｵ ﾐﾕｷ 東京都 3:39:05
175 9967 佐藤 文子 ｻﾄｳ ﾌﾐｺ 茨城県 3:39:10
176 10008 三宅 咲恵 ﾐﾔｹ ｻｷｴ 東京都 3:39:18
177 9875 吉田 絵里 ﾖｼﾀﾞ ｴﾘ 千葉県 南仙台走友会 3:39:25
178 9942 原 真理 ﾊﾗ ﾏﾘ 埼玉県 3:39:27
179 9752 河津 郁子 ｶﾜﾂ ｲｸｺ 千葉県 千葉陸協 3:39:33
180 10175 堂阪 奈美子 ﾄﾞｳｻｶ ﾅﾐｺ 東京都 3:39:37
181 10442 菊田 あさ美 ｷｸﾀ ｱｻﾐ 福島県 3:39:41
182 10450 岡野 千春 ｵｶﾉ ﾁﾊﾙ 千葉県 3:39:44
183 9966 千葉 栄子 ﾁﾊﾞ ｴｲｺ 宮城県 パトラン仙台 3:39:52
184 9981 寺川 美子 ﾃﾗｶﾜ ﾖｼｺ 東京都 ＥＥＲＣ 3:39:57
185 10971 若月 優実 ﾜｶﾂｷ ﾕｳﾐ 神奈川県 青山学院大学 3:39:59
186 9727 菊地 春恵 ｷｸﾁ ﾊﾙｴ 山形県 ＵＡ 3:40:02
187 9786 渡辺 和子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｺ 神奈川県 多摩川サブ３ 3:40:17
188 9894 大柴 久子 ｵｵｼﾊﾞ ﾋｻｺ 東京都 メガロス葛飾 3:40:21
189 9916 島田 加奈子 ｼﾏﾀﾞ ｶﾅｺ 神奈川県 ランボーズ 3:40:22
190 9926 下平 信子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾉﾌﾞｺ 神奈川県 アミーゴ 3:40:23
191 9980 丸田 芳美 ﾏﾙﾀ ﾖｼﾐ 神奈川県 二子玉川走友会 3:40:27
192 9873 長谷 好江 ﾊｾ ﾖｼｴ 千葉県 ＮＲ柏 3:40:29
193 9987 五十畑 亜紀子 ｲｿﾊﾀ ｱｷｺ 東京都 3:40:38
194 10157 岩瀬 翔子 ｲﾜｾ ｼｮｳｺ 東京都 3:40:45
195 9745 見城 香織 ｹﾝｼﾞｮｳ ｶｵﾘ 神奈川県 ＯｄａＷ＇ｓ 3:40:55
196 10096 森川 佐和子 ﾓﾘｶﾜ ｻﾜｺ 東京都 走ＧＯ！体育館 3:40:58
197 9863 川上 由美子 ｶﾜｶﾐ ﾕﾐｺ 神奈川県 ＫＡＮＫＵＮ 3:41:09
198 9874 岩根 一子 ｲﾜﾈ ｶｽﾞｺ 東京都 3:41:24
199 9884 岩田 千佐 ｲﾜﾀ ﾁｻ 千葉県 幸はやぶさ 3:41:24
200 9876 藤本 優子 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｺ 東京都 ラミリート 3:41:25
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201 10032 竹内 恵 ﾀｹｳﾁ ﾒｸﾞﾐ 東京都 3:41:30
202 10147 江見 美穂 ｴﾐ ﾐﾎ 茨城県 3:41:48
203 9902 高木 栄桃子 ﾀｶｷﾞ ｴﾘｺ 東京都 3:42:06
204 10043 二宮 さやか ﾆﾉﾐﾔ ｻﾔｶ 神奈川県 3:42:13
205 9999 金沢 美樹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾐｷ 神奈川県 3:42:17
206 9881 細谷 みゆき ﾎｿﾔ ﾐﾕｷ 千葉県 松戸２１ＲＣ 3:42:22
207 9895 林 千雅 ﾊﾔｼ ﾁｶﾞ 静岡県 3:42:42
208 10093 小崎 康代 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾖ 埼玉県 熊谷熱走会 3:42:42
209 10142 巽 朱央 ﾀﾂﾐ ｱｹｵ 東京都 Ｔ４ＰＩＴＲＩ 3:43:11
210 10050 木村 良子 ｷﾑﾗ ﾘｮｳｺ 茨城県 3:43:13
211 9918 佐藤 一葉 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾊ 千葉県 オッティモ 3:43:22
212 10001 山田 純子 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 3:43:24
213 9991 石井 玲子 ｲｼｲ ﾚｲｺ 千葉県 3:43:34
214 9970 本多 恵美子 ﾎﾝﾀﾞ ｴﾐｺ 東京都 品川走遊会 3:43:35
215 10012 大澤 裕美 ｵｵｻﾜ ﾋﾛﾐ 茨城県 ＲＵＮＳ 3:43:37
216 10118 大塚 仁美 ｵｵﾂｶ ﾋﾄﾐ 山梨県 3:43:50
217 10773 永井 理香 ﾅｶﾞｲ ﾘｶ 千葉県 3:43:53
218 9820 大山 幸代 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾖ 千葉県 3:44:08
219 10037 橋本 和子 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｺ 東京都 3:44:20
220 9925 斉藤 美由紀 ｻｲﾄｳ ﾐﾕｷ 神奈川県 多摩川クラブ 3:44:21
221 10953 栗林 真希 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｷ 千葉県 3:44:21
222 10462 矢吹 沙樹 ﾔﾌﾞｷ ｻｷ 埼玉県 3:44:22
223 9934 本多 三千代 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾁﾖ 静岡県 チームパリマラ 3:44:25
224 11034 藤田 美和子 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾜｺ 東京都 3:44:34
225 10066 佐藤 麻由果 ｻﾄｳ ﾏﾕｶ 東京都 3:44:34
226 10331 杉本 広美 ｽｷﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ 千葉県 3:44:37
227 9917 小野寺 幸子 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾁｺ 神奈川県 ランデポ 3:44:41
228 10316 出貝 芙季 ﾃﾞｶﾞｲ ﾌｷ 神奈川県 3:45:19
229 10831 井村 唯 ｲﾑﾗ ﾕｲ 新潟県 越王会 3:45:29
230 9951 吉田 祥子 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺ 千葉県 松戸２１ＲＣ 3:45:46
231 9986 吉田 道子 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾁｺ 茨城県 3:45:57
232 10823 久恒 清美 ﾋｻﾂﾈ ｷﾖﾐ 千葉県 3:46:05
233 9977 牧田 あき子 ﾏｷﾀ ｱｷｺ 埼玉県 3:46:05
234 9995 佐藤 由美子 ｻﾄｳ ﾕﾐｺ 茨城県 太田走友会 3:46:08
235 10005 草野 知美 ｸｻﾉ ﾄﾓﾐ 東京都 3:46:35
236 10103 鍋島 由香里 ﾅﾍﾞｼﾏ ﾕｶﾘ 東京都 3:46:40
237 9994 山名 弘子 ﾔﾏﾅ ﾋﾛｺ 埼玉県 頂プロジェクト 3:46:42
238 9785 宮崎 美菜子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅｺ 埼玉県 走翔 3:46:52
239 10044 斎藤 彩 ｻｲﾄｳ ｱﾔ 千葉県 3:47:08
240 10328 佐々木 暁子 ｻｻｷ ｱｷｺ 東京都 3:47:13
241 9983 柳澤 零無 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚｲﾅ 新潟県 チームＴ＆Ｍ 3:47:36
242 10097 羅久井 志穂 ﾗｸｲ ｼﾎ 神奈川県 藤原商会 3:47:37
243 10192 花輪 泰子 ﾊﾅﾜ ﾔｽｺ 東京都 ちゃんぷ。練 3:47:39
244 10127 五位野 光 ｺﾞｲﾉ ﾋｶﾘ 千葉県 3:47:51
245 9959 岩間 茜 ｲﾜﾏ ｱｶﾈ 茨城県 3:47:53
246 9883 金子 里絵 ｶﾈｺ ﾘｴ 新潟県 3:48:04
247 11010 野町 真名実 ﾉﾏﾁ ﾏﾅﾐ 東京都 3:48:19
248 9963 高田 かおり ﾀｶﾀﾞ ｶｵﾘ 東京都 七生ＳＪＫ 3:48:19
249 10188 十河 景子 ﾄｳｺﾞｳ ｹｲｺ 千葉県 ランハート柏 3:48:36
250 9958 鈴木 朋子 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｺ 茨城県 水練 3:48:51
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251 9867 三浦 ゆきえ ﾐｳﾗ ﾕｷｴ 埼玉県 ＨＴＣ 3:48:54
252 10191 荒木 雅子 ｱﾗｷ ﾏｻｺ 東京都 3:48:59
253 9847 大和田 由美子 ｵｵﾜﾀﾞ ﾕﾐｺ 茨城県 水戸石川走友会 3:49:12
254 10087 河田 正子 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻｺ 新潟県 3:49:19
255 9996 大伴 祥子 ｵｵﾄﾓ ｼｮｳｺ 神奈川県 チキンハート 3:49:24
256 10017 飯野 高代 ｲｲﾉ ﾀｶﾖ 神奈川県 白鵬ＡＣ 3:49:27
257 10265 木地 麻由美 ｷｼﾞ ﾏﾕﾐ 東京都 3:49:27
258 16072 小田倉 佳美 ｵﾀﾞｸﾗ ﾖｼﾐ 茨城県 3:49:38
259 9973 檜山 幸子 ﾋﾔﾏ ﾕｷｺ 千葉県 あずさ第一高校 3:49:48
260 9945 杉本 由美子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕﾐｺ 茨城県 エボーリュ 3:49:49
261 10135 落合 香奈子 ｵﾁｱｲ ｶﾅｺ 栃木県 3:49:50
262 10031 鵜高 裕子 ｳﾀｶ ﾕｳｺ 東京都 3:50:01
263 9922 永倉 慶子 ﾅｶﾞｸﾗ ｹｲｺ 福島県 3:50:03
264 9924 森 由美 ﾓﾘ ﾕﾐ 東京都 3:50:10
265 9797 菅野 和泉 ｶﾝﾉ ｲｽﾞﾐ 宮城県 3:50:12
266 9896 石川 絵まり ｲｼｶﾜ ｴﾏﾘ 神奈川県 3:50:19
267 9975 岩本 華恵 ｲﾜﾓﾄ ﾊﾅｴ 茨城県 3:50:30
268 10042 石橋 玲子 ｲｼﾊﾞｼ ﾚｲｺ 埼玉県 ペロ軍団 3:50:42
269 10013 渡加敷 亜紀 ﾄｶｼｷ ｱｷ 茨城県 3:50:51
270 10987 安藤 千晶 ｱﾝﾄﾞｳ ﾁｱｷ 神奈川県 緑の原っぱ 3:50:53
271 10036 吉村 真友子 ﾖｼﾑﾗ ﾏﾕｺ 千葉県 ＲＵＮＷＥＢ 3:51:05
272 9845 高橋 ちえ子 ﾀｶﾊｼ ﾁｴｺ 神奈川県 3:51:17
273 10038 滝沢 章子 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷｺ 静岡県 スマイリー 3:51:18
274 9725 栗山 るり子 ｸﾘﾔﾏ ﾙﾘｺ 北海道 ちばりよ 3:51:24
275 10220 今野 祥子 ｲﾏﾉ ｼｮｳｺ 茨城県 太田走友会 3:51:33
276 10255 山本 朱実 ﾔﾏﾓﾄ ｱｹﾐ 東京都 3:51:34
277 9800 野中 さやか ﾉﾅｶ ｻﾔｶ 東京都 3:51:35
278 10064 大出 恭子 ｵｵｲﾃﾞ ｷｮｳｺ 東京都 3:51:56
279 9968 安島 陽子 ｱｼﾞﾏ ﾖｳｺ 東京都 3:52:01
280 9919 谷本 文子 ﾀﾆﾓﾄ ｱﾔｺ 東京都 3:52:09
281 10163 吉田 美樹 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷ 福島県 3:52:16
282 9982 東海林 美佳 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾐｶ 東京都 南蛮連合 3:52:20
283 9861 大塚 理恵子 ｵｵﾂｶ ﾘｴｺ 群馬県 荒砥走友会 3:52:27
284 10337 新村 順子 ｼﾝﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 3:52:46
285 9898 本慶 文恵 ﾎﾝｹﾞｲ ﾌﾐｴ 千葉県 3:52:50
286 10865 小林 亜由佳 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕｶ 茨城県 茨城大学 3:52:56
287 10060 加部 知子 ｶﾍﾞ ﾄﾓｺ 千葉県 ＨＲＣ 3:53:02
288 10243 佐藤 聖奈 ｻﾄｳ ｾｲﾅ 神奈川県 陸上自衛隊 3:53:18
289 10029 川嶋 明子 ｶﾜｼﾏ ｱｷｺ 東京都 3:53:22
290 10105 池田 洋子 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｺ 茨城県 牛久走友会 3:53:22
291 10792 堀田 安代 ﾎｯﾀ ﾔｽﾖ 埼玉県 ランオアダイ 3:53:23
292 9930 池見 麻由美 ｲｹﾐ ﾏﾕﾐ 東京都 3:53:25
293 10054 山本 真紀恵 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｷｴ 千葉県 3:53:28
294 10094 松本 莉奈 ﾏﾂﾓﾄ ﾘﾅ 東京都 3:53:29
295 9765 丹治 香理 ﾀﾝｼﾞ ｶｵﾘ 神奈川県 丹治３姉妹 3:53:35
296 10749 渡辺 寿恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｴ 福島県 Ａプロジェクト 3:53:36
297 10119 河西 千穂 ｶｻｲ ﾁﾎ 東京都 3:53:37
298 9792 綿貫 丹子 ﾜﾀﾇｷ ｱｷｺ 茨城県 日立会トライア 3:53:38
299 10053 大高 芸 ｵｵﾀｶ ｶﾎﾘ 千葉県 3:53:51
300 10104 猪俣 有加 ｲﾉﾏﾀ ｱﾘｶ 群馬県 上州アスリート 3:53:54
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301 10030 木村 みや子 ｷﾑﾗ ﾐﾔｺ 神奈川県 鎌倉ＦＲＣ 3:54:12
302 10025 向井 れい華 ﾑｶｲ ﾚｲｶ 東京都 ハシルコトＲＣ 3:54:36
303 10055 中澤 恵理子 ﾅｶｻﾞﾜ ｴﾘｺ 埼玉県 3:54:36
304 10957 中村 真結 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾕ 東京都 3:54:46
305 10170 桑久保 真実 ｸﾜｸﾎﾞ ﾏﾐ 東京都 3:54:50
306 10904 樋口 美世 ﾋｸﾞﾁ ﾐﾖ 茨城県 ストライズ 3:54:52
307 10150 直井 紀子 ﾅｵｲ ﾉﾘｺ 神奈川県 3:55:01
308 10077 齋藤 和美 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾐ 群馬県 江戸川ランナー 3:55:13
309 10277 中野 由希子 ﾅｶﾉ ﾕｷｺ 群馬県 3:55:13
310 10171 大森 雅代 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾖ 茨城県 3:55:15
311 9904 福本 麻理子 ﾌｸﾓﾄ ﾏﾘｺ 埼玉県 市高ラン 3:55:17
312 9993 吉岡 亜紀子 ﾖｼｵｶ ｱｷｺ 神奈川県 のんでらーず 3:55:19
313 10186 竹内 珠代 ﾀｹｳﾁ ﾀﾏﾖ 東京都 3:55:20
314 10207 山下 美和 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾜ 群馬県 3:55:27
315 10010 菅 みちる ｽｶﾞ ﾐﾁﾙ 東京都 3:55:31
316 9912 蜂谷 典子 ﾊﾁﾔ ﾉﾘｺ 東京都 ＲＥＳＰＥＣＴ 3:55:40
317 10016 金澤 幸子 ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾁｺ 千葉県 3:55:42
318 10063 蛭田 めぐみ ﾋﾙﾀ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 3:55:46
319 9962 土井 綾子 ﾄﾞｲ ｱﾔｺ 兵庫県 3:55:50
320 10276 細井 千恵美 ﾎｿｲ ﾁｴﾐ 群馬県 ラブリバーＪＣ 3:55:56
321 10232 服部 征子 ﾊｯﾄﾘ ｾｲｺ 福島県 いわき南台ラン 3:56:04
322 9976 岩永 智恵子 ｲﾜﾅｶﾞ ﾁｴｺ 東京都 3:56:11
323 10009 浜 彩子 ﾊﾏ ｻｲｺ 東京都 3:56:11
324 9879 清水 亜矢子 ｼﾐｽﾞ ｱﾔｺ 東京都 3:56:18
325 10934 古屋 月花 ﾌﾙﾔ ﾂｷｶ 東京都 ＳＮＯＷ 3:56:21
326 10149 小倉 都 ｵｸﾞﾗ ﾐﾔｺ 神奈川県 3:56:35
327 10056 田中 久美 ﾀﾅｶ ｸﾐ 東京都 3:56:39
328 9946 上田 照江 ｳｴﾀﾞ ﾃﾙｴ 群馬県 3:56:49
329 10415 中岡 由貴 ﾅｶｵｶ ﾕｷ 神奈川県 3:56:57
330 10006 笹木 倫代 ｻｻｷ ﾐﾁﾖ 茨城県 3:56:59
331 10092 石原 貴美子 ｲｼﾊﾗ ｷﾐｺ 東京都 3:57:02
332 10363 柴田 理恵 ｼﾊﾞﾀ ﾘｴ 茨城県 3:57:03
333 10401 喜多 絵里 ｷﾀ ｴﾘ 東京都 3:57:09
334 10626 齋藤 史子 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｺ 宮城県 3:57:11
335 10292 島根 明希子 ｼﾏﾈ ｱｷｺ 東京都 ＤｒｅａｍＡＣ 3:57:12
336 10019 松尾 咲美 ﾏﾂｵ ｻｸﾐ 東京都 ハリアーズ 3:57:14
337 10329 佐藤 登喜江 ｻﾄｳ ﾄｷｴ 茨城県 世矢Ｊ＆Ｊ 3:57:20
338 10078 佐藤 昭子 ｻﾄｳ ｱｷｺ 東京都 3:57:25
339 10148 田村 みちか ﾀﾑﾗ ﾐﾁｶ 埼玉県 3:57:26
340 10384 鈴木 裕美子 ｽｽﾞｷ ﾕﾐｺ 山形県 3:57:34
341 10881 三沢 織江 ﾐｻﾜ ｵﾘｴ 神奈川県 厚木大学 3:57:37
342 10907 関 麻美 ｾｷ ｱｻﾐ 茨城県 ゆるランクラブ 3:57:40
343 9793 若月 由里佳 ﾜｶﾂｷ ﾕﾘｶ 東京都 3:57:46
344 10011 古市 由紀 ﾌﾙｲﾁ ﾕｷ 埼玉県 3:57:55
345 10140 清水 なおみ ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾐ 東京都 3:57:56
346 9905 河野 悦子 ｺｳﾉ ｴﾂｺ 千葉県 アトミクラブ 3:58:01
347 9703 加藤 智子 ｶﾄｳ ﾄﾓｺ 神奈川県 3:58:08
348 10156 菊池 紀子 ｷｸﾁ ﾉﾘｺ 神奈川県 3:58:09
349 10084 松本 あき ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ 東京都 ポポロＡＣ 3:58:10
350 10073 黒田 亜希子 ｸﾛﾀﾞ ｱｷｺ 神奈川県 3:58:12
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351 10102 山口 晴美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾐ 埼玉県 3:58:15
352 16073 小俣 由佳 ｵﾏﾀ ﾕｶ 東京都 仏果スカイＣ 3:58:26
353 10258 川又 真美 ｶﾜﾏﾀ ﾏｽﾐ 東京都 チームマルゴー 3:58:38
354 10366 大村 有香 ｵｵﾑﾗ ﾕｶ 茨城県 3:58:38
355 10304 小林 香織 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾘ 東京都 寛政大学 3:58:43
356 10187 石橋 理恵 ｲｼﾊﾞｼ ﾘｴ 神奈川県 ザ・スペース 3:59:07
357 9824 竹原 康江 ﾀｹﾊﾗ ﾔｽｴ 東京都 3:59:10
358 10928 佐藤 玲子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 神奈川県 3:59:19
359 10212 阿久津 春菜 ｱｸﾂ ﾊﾙﾅ 栃木県 3:59:22
360 10783 栗田 佳織 ｸﾘﾀ ｶｵﾘ 栃木県 3:59:34
361 10242 野崎 映子 ﾉｻﾞｷ ｴｲｺ 東京都 3:59:38
362 10111 後藤 由紀 ｺﾞﾄｳ ﾕｷ 東京都 3:59:41
363 10134 新山 明美 ﾆｲﾔﾏ ｱｹﾐ 千葉県 3:59:42
364 9947 宮武 佳菜子 ﾐﾔﾀｹ ｶﾅｺ 愛知県 3:59:44
365 10465 芝田 志保 ｼﾊﾞﾀ ｼﾎ 神奈川県 オンダーズ 3:59:58
366 10082 畑中 佐知子 ﾊﾀﾅｶ ｻﾁｺ 千葉県 畑チャンズ 4:00:01
367 10190 木内 直子 ｷｳﾁ ﾅｵｺ 神奈川県 4:00:12
368 10101 高柳 敦子 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｱﾂｺ 群馬県 4:00:12
369 10185 中島 志保 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 新潟県 4:00:16
370 10948 廣川 由起子 ﾋﾛｶﾜ ﾕｷｺ 福島県 ゲレンデ逆走 4:00:25
371 9842 森 恵美子 ﾓﾘ ｴﾐｺ 埼玉県 刀水ＡＣ 4:00:28
372 10051 山内 実代 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾖ 神奈川県 ＭＭナイトラン 4:00:35
373 10004 土屋 京子 ﾂﾁﾔ ｷｮｳｺ 東京都 樂走組 4:00:41
374 10137 小野澤 領子 ｵﾉｻﾞﾜ ｴﾘｺ 東京都 4:00:50
375 10420 赤羽 沙紀 ｱｶﾊﾈ ｻｷ 東京都 4:00:53
376 10195 平井 るみ ﾋﾗｲ ﾙﾐ 埼玉県 産経ランナーズ 4:01:09
377 10152 高橋 桃子 ﾀｶﾊｼ ﾓﾓｺ 神奈川県 ｅＡ東京 4:01:12
378 10003 角谷 佳子 ｶｸﾀﾆ ﾖｼｺ 埼玉県 さいたま走友会 4:01:18
379 10228 池田 未希 ｲｹﾀﾞ ﾐｷ 東京都 4:01:29
380 10898 金尾 里佳 ｶﾅｵ ﾘｶ 神奈川県 4:01:30
381 10015 植野 恵美子 ｳｴﾉ ｴﾐｺ 埼玉県 4:01:30
382 10164 浅井 奈惠子 ｱｻｲ ﾅｴｺ 神奈川県 4:01:44
383 10141 小松田 裕子 ｺﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｺ 茨城県 4:01:49
384 10226 吉田 早苗 ﾖｼﾀﾞ ｻﾅｴ 群馬県 4:01:52
385 10034 早瀬 佳代子 ﾊﾔｾ ｶﾖｺ 東京都 4:01:56
386 10894 荻野 裕美 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛﾐ 神奈川県 旭ランナーズ 4:02:06
387 10061 武井 貴美子 ﾀｹｲ ｷﾐｺ 埼玉県 4:02:17
388 10918 福嶋 理恵 ﾌｸｼﾏ ﾘｴ 千葉県 七走会 4:02:17
389 9858 澤田 安子 ｻﾜﾀﾞ ﾔｽｺ 埼玉県 4:02:17
390 10091 稲田 恵美子 ｲﾅﾀﾞ ｴﾐｺ 千葉県 ビバチバ 4:02:18
391 10759 柳田 晶子 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱｷｺ 神奈川県 横浜緑走友会 4:02:27
392 10995 森本 みずき ﾓﾘﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 茨城県 4:02:29
393 10007 小島 真生 ｺｼﾞﾏ ﾏｷ 神奈川県 アシスト 4:02:35
394 10099 菅原 史織 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｵﾘ 茨城県 4:02:42
395 10129 塚本 久美子 ﾂｶﾓﾄ ｸﾐｺ 東京都 4:03:01
396 10213 松尾 薫 ﾏﾂｵ ｶｵﾙ 神奈川県 4:03:15
397 10938 森 由香 ﾓﾘ ﾕｶ 東京都 4:03:23
398 10250 松尾 直子 ﾏﾂｵ ﾅｵｺ 茨城県 4:03:33
399 10176 秋山 実穂 ｱｷﾔﾏ ﾐﾎ 神奈川県 4:03:35
400 10138 吉澤 代志美 ﾖｼｻﾞﾜ ﾖｼﾐ 千葉県 成田ランハイ 4:03:39
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401 10981 大村 奈央 ｵｵﾑﾗ ﾅｵ 東京都 ポッキー 4:03:41
402 10121 高橋 紀美枝 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｴ 山形県 チームテルサ 4:03:47
403 10386 小関 いずみ ｺｾｷ ｲｽﾞﾐ 茨城県 4:04:06
404 10225 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 茨城県 水戸石川走友会 4:04:07
405 10313 久野 玲子 ｸﾉ ﾚｲｺ 茨城県 4:04:08
406 10279 小野寺 総子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾁｺ 茨城県 4:04:09
407 10830 佐古 賀子 ｻｺ ﾖｼｺ 大阪府 4:04:19
408 9821 長濱 秀美 ﾅｶﾞﾊﾏ ﾋﾃﾞﾐ 東京都 4:04:42
409 10767 西田 守子 ﾆｼﾀﾞ ﾓﾘｺ 神奈川県 4:04:59
410 10046 寺前 裕子 ﾃﾗﾏｴ ﾕｳｺ 茨城県 出島走友会 4:05:09
411 10892 浜崎 由紀子 ﾊﾏｻｷ ﾕｷｺ 東京都 4:05:12
412 10049 兵頭 かおり ﾋｮｳﾄﾞｳ ｶｵﾘ 東京都 4:05:26
413 10598 宮本 亜貴子 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷｺ 神奈川県 ランボーズ 4:05:35
414 10110 伊藤 陽子 ｲﾄｳ ﾖｳｺ 東京都 4:05:50
415 10970 手塚 瑞穂 ﾃﾂﾞｶ ﾐｽﾞﾎ 千葉県 辻仲病院柏の葉 4:05:51
416 10074 中軽米 恵子 ﾅｶｶﾙﾏｲ ｹｲｺ 埼玉県 ＨＴＣ 4:05:56
417 10162 松本 美智子 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁｺ 神奈川県 4:06:01
418 10306 鈴木 順子 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 すずき歯科 4:06:14
419 10169 田中 英子 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｺ 茨城県 4:06:21
420 10216 渡邉 明子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｺ 栃木県 4:06:52
421 10353 江澤 香織 ｴｻﾞﾜ ｶｵﾘ 千葉県 4:06:53
422 10116 高橋 絵美子 ﾀｶﾊｼ ｴﾐｺ 岩手県 4:07:10
423 10161 勇田 和美 ﾕｳﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 東京都 4:07:23
424 9972 本城 幸子 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｻﾁｺ 茨城県 4:07:33
425 10342 山路 澄子 ﾔﾏｼﾞ ｽﾐｺ 神奈川県 4:07:42
426 10208 米山 美保 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾎ 神奈川県 4:07:46
427 10302 小林 千恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｴ 茨城県 こども病院 4:07:58
428 10167 川崎 和世 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾖ 富山県 4:08:27
429 10367 山野 真希子 ﾔﾏﾉ ﾏｷｺ 東京都 4:08:41
430 10202 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 栃木県 ＡＭＡＣ 4:08:45
431 10040 今堀 明子 ｲﾏﾎﾘ ｱｷｺ 千葉県 4:08:55
432 10136 白井 亜紀子 ｼﾗｲ ｱｷｺ 神奈川県 4:09:12
433 10782 雨宮 かおり ｱﾒﾐﾔ ｶｵﾘ 福島県 水練 4:09:17
434 10217 板垣 かおり ｲﾀｶﾞｷ ｶｵﾘ 神奈川県 4:09:19
435 9850 白田 香菜子 ﾊｸﾀ ｶﾅｺ 茨城県 常磐大学 4:09:28
436 10113 田村 素子 ﾀﾑﾗ ﾓﾄｺ 東京都 4:09:37
437 10281 奥泉 真弓 ｵｸｲｽﾞﾐ ﾏﾕﾐ 東京都 4:09:44
438 10151 村上 美香 ﾑﾗｶﾐ ﾐｶ 神奈川県 4:09:46
439 10230 鈴木 康子 ｽｽﾞｷ ﾔｽｺ 埼玉県 4:10:05
440 10350 太田 容子 ｵｵﾀ ﾖｳｺ 千葉県 幸はやぶさ 4:10:08
441 9827 野島 多佳子 ﾉｼﾞﾏ ﾀｶｺ 東京都 つじかぜＡＣ 4:10:19
442 10967 坂本 智恵子 ｻｶﾓﾄ ﾁｴｺ 千葉県 4:10:32
443 10245 齋藤 美恵子 ｻｲﾄｳ ﾐｴｺ 茨城県 茨城エルダー 4:10:39
444 10407 濱村 敬子 ﾊﾏﾑﾗ ｹｲｺ 茨城県 雑走魂 4:10:47
445 9900 松崎 ゆき子 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｷｺ 群馬県 群馬ＴＦ 4:10:52
446 9957 大井 敏子 ｵｵｲ ﾄｼｺ 長野県 チームのこのこ 4:10:58
447 9948 宮澤 智子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 長野県 チームのこのこ 4:10:58
448 10403 恒川 直美 ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾐ 神奈川県 4:11:29
449 10748 井上 由布子 ｲﾉｳｴ ﾕｳｺ 茨城県 4:11:58
450 10194 岩崎 芳子 ｲﾜｻｷ ﾖｼｺ 東京都 4:12:04
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451 10059 木村 勢津子 ｷﾑﾗ ｾﾂｺ 東京都 4:12:14
452 9971 佐藤 美智子 ｻﾄｳ ﾐﾁｺ 茨城県 千波湖朝ラン会 4:12:19
453 10080 高野 あゆみ ﾀｶﾉ ｱﾕﾐ 茨城県 旭物産 4:12:30
454 10270 土谷 加奈 ﾂﾁﾔ ｶﾅ 埼玉県 4:12:36
455 10851 佐藤 祐子 ｻﾄｳ ﾕｳｺ 栃木県 4:12:38
456 10095 白鳥 千帆 ｼﾗﾄﾘ ﾁﾎ 静岡県 4:12:41
457 10412 隅内 三智子 ｽﾐｳﾁ ﾐﾁｺ 宮城県 4:12:42
458 10441 若林 彩香 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾔｶ 茨城県 4:12:43
459 10249 荒木 晴美 ｱﾗｷ ﾊﾙﾐ 東京都 4:12:44
460 10348 西田 綾子 ﾆｼﾀﾞ ｱﾔｺ 大阪府 4:13:02
461 10854 鎌倉 果歩 ｶﾏｸﾗ ｶﾎ 千葉県 4:13:11
462 10406 阿久津 里美 ｱｸﾂ ｻﾄﾐ 茨城県 4:13:21
463 10273 丸岡 文子 ﾏﾙｵｶ ｱﾔｺ 群馬県 4:13:38
464 10340 木村 真由美 ｷﾑﾗ ﾏﾕﾐ 神奈川県 ラミリート 4:13:47
465 10314 川井 恵子 ｶﾜｲ ｹｲｺ 神奈川県 中原なかよし 4:13:56
466 10233 光安 理佐 ﾐﾂﾔｽ ﾘｻ 東京都 4:14:06
467 10784 田中 美佳 ﾀﾅｶ ﾐｶ 東京都 4:14:06
468 9893 佐藤 友香 ｻﾄｳ ﾕｶ 広島県 4:14:19
469 10154 東海林 真由美 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾏﾕﾐ 茨城県 がんばろ会 4:14:26
470 10826 久保田 麻衣子 ｸﾎﾞﾀ ﾏｲｺ 東京都 4:14:39
471 10400 鈴木 晴美 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾐ 茨城県 雑走魂 4:15:00
472 10227 岩地 康子 ｲﾜﾁ ﾔｽｺ 栃木県 4:15:08
473 10301 石橋 加代子 ｲｼﾊﾞｼ ｶﾖｺ 千葉県 4:15:13
474 10259 斉藤 悠 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 宮城県 ７７ＭＣ 4:15:17
475 10395 三浦 聡子 ﾐｳﾗ ｱｷｺ 宮城県 4:15:32
476 10571 大江 真紀子 ｵｵｴ ﾏｷｺ 茨城県 4:16:08
477 10878 高橋 律子 ﾀｶﾊｼ ﾘﾂｺ 福島県 いいぞう 4:16:23
478 10972 加藤木 嶺奈 ｶﾄｳｷﾞ ﾚﾅ 茨城県 4:16:25
479 10357 長島 まゆみ ﾅｶﾞｼﾏ ﾏﾕﾐ 栃木県 4:16:51
480 10336 布施 弘恵 ﾌｾ ﾋﾛｴ 千葉県 4:17:00
481 10439 矢島 美友紀 ﾔｼﾞﾏ ﾐﾕｷ 東京都 4:17:01
482 10317 所 雅子 ﾄｺﾛ ﾏｻｺ 千葉県 4:17:12
483 10285 松澤 充子 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾂｺ 茨城県 4:17:12
484 10435 小川 尚美 ｵｶﾞﾜ ﾅｵﾐ 東京都 4:17:18
485 10235 西田 潤子 ﾆｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 神奈川県 4:17:21
486 10324 平野 愛美 ﾋﾗﾉ ﾏﾅﾐ 東京都 4:17:24
487 9804 稲垣 恵美子 ｲﾅｶﾞｷ ｴﾐｺ 東京都 チャッキチャモ 4:17:30
488 9998 川上 雅子 ｶﾜｶﾐ ﾏｻｺ 長野県 松本市陸協 4:17:34
489 10160 垂水 かおり ﾀﾙﾐ ｶｵﾘ 埼玉県 すずお会 4:18:16
490 10929 長谷川 紀美子 ﾊｾｶﾞﾜ ｷﾐｺ 福島県 4:18:24
491 10445 佐々木 啓子 ｻｻｷ ｹｲｺ 茨城県 4:18:27
492 11013 若松 喜子 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼｺ 栃木県 なし 4:18:40
493 10891 小野 歩惟 ｵﾉ ｱｲ 東京都 4:18:55
494 10880 酒巻 友美 ｻｶﾏｷ ﾄﾓﾐ 茨城県 4:19:06
495 10182 滝沢 真由美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 宮城県 4:19:14
496 9974 新木 美和 ｱﾗｷ ﾐﾜ 群馬県 4:19:15
497 10393 江原 りつ子 ｴﾊﾗ ﾘﾂｺ 埼玉県 4:19:15
498 10325 前田 佳世子 ﾏｴﾀﾞ ｶﾖｺ 茨城県 ルネサンス水戸 4:19:17
499 10098 藤原 ますみ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｽﾐ 岩手県 4:19:19
500 10108 内山 克美 ｳﾁﾔﾏ ｶﾂﾐ 神奈川県 4:19:42
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501 10402 大沼 麻由子 ｵｵﾇﾏ ﾏﾕｺ 東京都 4:19:52
502 10464 野澤 由季 ﾉｻﾞﾜ ﾕｷ 茨城県 4:19:56
503 10085 大野 由美子 ｵｵﾉ ﾕﾐｺ 埼玉県 4:20:02
504 10145 岡﨑 美香 ｵｶｻﾞｷ ﾐｶ 栃木県 ＯＭＩ 4:20:04
505 10267 芦澤 千春 ｱｼｻﾞﾜ ﾁﾊﾙ 山梨県 ＧＯＧＯＥＧＧ 4:20:18
506 10240 村上 歩 ﾑﾗｶﾐ ｱﾕﾐ 茨城県 4:20:29
507 10299 山田 英子 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｺ 神奈川県 4:20:34
508 10200 佐藤 文香 ｻﾄｳ ｱﾔｶ 東京都 4:20:45
509 9927 内藤 弥栄子 ﾅｲﾄｳ ﾔｴｺ 東京都 4:20:48
510 10418 谷口 篤子 ﾔｸﾞﾁ ｱﾂｺ 茨城県 4:21:06
511 10458 山田 佳奈 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 福島県 チーム山田 4:21:14
512 10184 久保 順子 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 国分寺走ろう会 4:21:15
513 10684 戸田 理恵子 ﾄﾀﾞ ﾘｴｺ 神奈川県 4:21:23
514 10731 小泉 綾香 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾔｶ 茨城県 4:21:25
515 10237 森本 真弓 ﾓﾘﾓﾄ ﾏﾕﾐ 神奈川県 4:21:28
516 10347 横堀 礼子 ﾖｺﾎﾞﾘ ﾚｲｺ 群馬県 4:21:44
517 10989 岩崎 かな子 ｲﾜｻｷ ｶﾅｺ 神奈川県 アトミ 4:22:02
518 10294 須田 美紀 ｽﾀﾞ ﾐｷ 東京都 4:22:06
519 10338 藤本 真紀 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｷ 茨城県 4:22:22
520 10799 高橋 いずみ ﾀｶﾊｼ ｲｽﾞﾐ 埼玉県 4:22:23
521 10224 大迫 淳子 ｵｵｻｺ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 4:22:27
522 10128 間宮 幸絵 ﾏﾐﾔ ﾕｷｴ 茨城県 ぺんてる 4:22:49
523 10047 及川 秀子 ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｺ 東京都 アトミクラブ 4:22:54
524 9826 金本 紗季 ｶﾅﾓﾄ ｻｷ 大阪府 4:22:59
525 10451 野澤 聖子 ﾉｻﾞﾜ ﾏｻｺ 茨城県 4:23:23
526 10758 内山 直美 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵﾐ 千葉県 壱軸倶楽部 4:23:25
527 10921 岩本 カレン ｲﾜﾓﾄ ｶﾚﾝ 茨城県 陸上自衛隊 4:23:29
528 10284 鈴木 佳代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 千葉県 4:23:36
529 11030 柴田 陽子 ｼﾊﾞﾀ ﾖｳｺ 東京都 4:23:37
530 10320 郡司 陽子 ｸﾞﾝｼﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 4:23:38
531 10247 鈴木 裕子 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺ 埼玉県 さいたま走友会 4:24:07
532 10900 佐藤 尚美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 宮城県 4:24:09
533 10437 須藤 由里恵 ｽﾄｳ ﾕﾘｴ 埼玉県 4:24:13
534 10432 竹下 久子 ﾀｹｼﾀ ﾋｻｺ 埼玉県 4:24:16
535 10120 八木 真澄 ﾔｷﾞ ﾏｽﾐ 東京都 ＮＲ多摩 4:24:26
536 10081 清水 薫 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 長野県 4:24:26
537 30003 犬尾 英里子 ｲﾇｵ ｴﾘｺ 東京都 4:24:29
538 10853 横内 由加子 ﾖｺｳﾁ ﾕｶｺ 東京都 4:24:49
539 10635 角谷 みき ｽﾐﾔ ﾐｷ 東京都 4:24:53
540 10290 宮本 敦子 ﾐﾔﾓﾄ ｱﾂｺ 神奈川県 4:25:09
541 10638 本橋 宏美 ﾓﾄﾊｼ ﾋﾛﾐ 神奈川県 4:25:10
542 10289 稲田 史子 ｲﾅﾀﾞ ﾌﾐｺ 東京都 ビーインフォ 4:25:20
543 10223 磯崎 容子 ｲｿｻﾞｷ ﾖｳｺ 茨城県 4:25:25
544 11003 河野 珠里亜 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾘｱ 新潟県 越王会 4:25:26
545 10139 寺澤 万里絵 ﾃﾗｻﾜ ﾏﾘｴ 北海道 たぬきそば 4:25:38
546 10776 福田 美恵子 ﾌｸﾀﾞ ﾐｴｺ 埼玉県 4:25:41
547 10269 国府田 郁絵 ｺｳﾀﾞ ｲｸｴ 埼玉県 ゼロベースＲＣ 4:25:48
548 10424 広沢 弘美 ﾋﾛｻﾜ ﾋﾛﾐ 栃木県 石岡ＴＲＣ 4:25:59
549 10333 原田 洋子 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳｺ 埼玉県 4:26:00
550 10274 堀江 昌枝 ﾎﾘｴ ﾏｻｴ 東京都 かわうそクラブ 4:26:44
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551 10536 湯尻 佳子 ﾕｼﾞﾘ ﾖｼｺ 東京都 4:26:47
552 10168 原 季実子 ﾊﾗ ｷﾐｺ 東京都 ネリトラ 4:26:49
553 10352 瀬川 佳子 ｾｶﾞﾜ ｹｲｺ 千葉県 4:26:55
554 10146 安田 純子 ﾔｽﾀﾞ ｽﾐｺ 東京都 4:26:55
555 10483 今村 純子 ｲﾏﾑﾗ ｼﾞｭﾝｺ 東京都 4:27:04
556 10502 荒井 はる江 ｱﾗｲ ﾊﾙｴ 栃木県 4:27:16
557 10144 大野 陽子 ｵｵﾉ ﾖｳｺ 千葉県 4:27:17
558 10131 山田 靖子 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｺ 東京都 横浜ナイトラン 4:28:06
559 10781 芝田 啓子 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺ 東京都 4:28:27
560 10369 岸本 志津 ｷｼﾓﾄ ｼﾂﾞ 神奈川県 4:28:32
561 10527 鯉沼 弘美 ｺｲﾇﾏ ﾋﾛﾐ 栃木県 4:28:33
562 10303 畠山 房子 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾌｻｺ 宮城県 4:28:42
563 10722 岩渕 彩花 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱﾔｶ 茨城県 勝田駐屯地 4:28:44
564 10090 小原 浩子 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｺ 東京都 アンナイト 4:28:51
565 10378 柳澤 幸子 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｻﾁｺ 長野県 4:28:56
566 10905 齋藤 美代子 ｻｲﾄｳ ﾐﾖｺ 栃木県 4:29:17
567 10107 永岡 香 ﾅｶﾞｵｶ ｶｵﾘ 東京都 ブラウニー 4:29:29
568 10510 岡部 早希子 ｵｶﾍﾞ ｻｷｺ 東京都 酒ＲＵＮ 4:29:29
569 10354 長岡 美穂 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾎ 群馬県 4:29:37
570 10890 大場 舞 ｵｵﾊﾞ ﾏｲ 埼玉県 ウルトラそうる 4:29:41
571 10215 福田 三紀子 ﾌｸﾀﾞ ﾐｷｺ 静岡県 4:29:43
572 10045 永田 このみ ﾅｶﾞﾀ ｺﾉﾐ 東京都 4:30:03
573 10866 安藤 有希 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷ 茨城県 4:30:09
574 10203 佐藤 亜古 ｻﾄｳ ｱｺ 宮城県 4:30:12
575 10321 石上 ミミ ｲｼｶﾞﾐ ﾐﾐ 埼玉県 石上事務 4:30:17
576 10248 堀沢 麻美 ﾎﾘｻﾜ ｱｻﾐ 東京都 走る女は美しい 4:30:18
577 10861 野村 香瑚 ﾉﾑﾗ ｺｺ 茨城県 4:30:18
578 10288 大内 義子 ｵｵｳﾁ ﾖｼｺ 埼玉県 かぐや 4:30:28
579 10593 百田 有香 ﾓﾓﾀ ﾕｶ 神奈川県 4:30:28
580 10475 森本 博美 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾐ 東京都 4:30:55
581 11012 村上 千景 ﾑﾗｶﾐ ﾁｶｹﾞ 栃木県 ＳＴＲＣ 4:30:56
582 10254 小熊 淳子 ｺｸﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 4:31:04
583 10065 松尾 京子 ﾏﾂｵ ｷｮｳｺ 東京都 深川ランナーズ 4:31:06
584 10048 清水 礼子 ｼﾐｽﾞ ﾚｲｺ 群馬県 桐生走ろうかい 4:31:07
585 10495 古賀 幸子 ﾌﾙｶ ｻﾁｺ 群馬県 4:31:25
586 10797 須山 洋子 ｽﾔﾏ ﾖｳｺ 千葉県 4:31:25
587 10068 大竹 美智子 ｵｵﾀｹ ﾐﾁｺ 茨城県 湊整形外科 4:31:27
588 10950 佐川 仁美 ｻｶﾞﾜ ﾋﾄﾐ 埼玉県 大東文化大学 4:31:34
589 10467 江橋 里織 ｴﾊﾞｼ ｻｵﾘ 茨城県 4:31:40
590 10088 糸魚川 直子 ｲﾄｲｶﾞﾜ ﾅｵｺ 大阪府 4:31:44
591 10425 大川 めぐみ ｵｵｶﾜ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 4:31:54
592 10236 荒川 久美子 ｱﾗｶﾜ ｸﾐｺ 東京都 4:32:06
593 10229 山本 貴子 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｺ 神奈川県 4:32:15
594 10480 間宮 香織 ﾏﾐﾔ ｶｵﾘ 茨城県 4:32:24
595 11017 宮崎 浩子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾛｺ 東京都 4:32:32
596 10477 宮島 章子 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳｺ 東京都 4:32:43
597 10978 萩原 直子 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾅｵｺ 群馬県 4:32:50
598 10067 永岡 善美 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾐ 東京都 4:33:04
599 10079 錦織 由美子 ﾆｼｺﾞﾘ ﾕﾐｺ 千葉県 ハリアーズ 4:33:05
600 10456 住谷 綾 ｽﾐﾔ ｱﾔ 茨城県 ともとく 4:33:06
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601 10879 斉藤 久美 ｻｲﾄｳ ｸﾐ 東京都 4:33:14
602 10496 中村 美咲 ﾅｶﾑﾗ ﾐｻｷ 東京都 ルナークス 4:33:18
603 10346 荒川 陽子 ｱﾗｶﾜ ﾖｳｺ 茨城県 日鉱ＦＣＷ 4:33:19
604 10024 大石 嘉惠 ｵｵｲｼ ﾖｼｴ 東京都 4:33:22
605 10381 安堂 幸枝 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｷｴ 東京都 4:33:26
606 10311 平野 紀英子 ﾋﾗﾉ ｷｴｺ 茨城県 水戸石川走友会 4:33:28
607 9869 佐藤 悦子 ｻﾄｳ ｴﾂｺ 群馬県 上州アスリート 4:33:32
608 10180 上村 由美 ｳｴﾑﾗ ﾕﾐ 神奈川県 三沢塾 4:33:48
609 10172 伊藤 美保 ｲﾄｳ ﾐﾎ 東京都 ハリアーズ 4:33:50
610 10193 佐貫 せい子 ｻﾇｷ ｾｲｺ 栃木県 なし 4:33:53
611 11028 松本 春子 ﾏﾂﾓﾄ ﾊﾙｺ 東京都 品川走遊会 4:33:57
612 9923 若林 有美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾐ 東京都 4:34:18
613 10563 小林 萌香 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓｴｶ 茨城県 誉田養徳園 4:34:20
614 10919 岡村 百花 ｵｶﾑﾗ ﾓﾓｶ 神奈川県 4:34:27
615 10678 小林 奈央美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 栃木県 ＴＥＡＭ ＢＭ 4:34:53
616 10603 安田 文 ﾔｽﾀﾞ ﾌﾐ 東京都 4:34:56
617 10567 寺山 菜穂子 ﾃﾗﾔﾏ ﾅｵｺ 東京都 4:35:11
618 10343 黒澤 和代 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾖ 茨城県 チーム梅ちゃん 4:35:20
619 10377 海野 真央 ｳﾐﾉ ﾏｵ 東京都 4:35:23
620 10179 仲村 雅子 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｺ 千葉県 4:35:24
621 10431 荒木 美奈子 ｱﾗｷ ﾐﾅｺ 神奈川県 ラミリート 4:35:27
622 10122 岡村 和子 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ 愛知県 4:35:34
623 10909 高水 友香 ﾀｶﾐｽﾞ ﾕｶ 岐阜県 ＯＬＣルーパー 4:35:43
624 10159 宮下 友里 ﾐﾔｼﾀ ﾕﾘ 神奈川県 4:35:50
625 10744 森 紗織 ﾓﾘ ｻｵﾘ 東京都 4:35:54
626 10370 藤井 綾 ﾌｼﾞｲ ｱﾔ 東京都 ＴＫＤｂｒｃ 4:35:59
627 10282 中田 愛子 ﾅｶﾀﾞ ｱｲｺ 埼玉県 グレイス所沢 4:36:03
628 10775 稲葉 順子 ｲﾅﾊﾞ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 4:36:08
629 10326 後藤 貴子 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｺ 東京都 4:36:17
630 10166 田所 千春 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾁﾊﾙ 東京都 4:36:23
631 10419 根本 律子 ﾈﾓﾄ ﾘﾂｺ 茨城県 4:37:04
632 10490 林 かなえ ﾊﾔｼ ｶﾅｴ 東京都 4:37:12
633 10810 冨永 有莉 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕﾘ 静岡県 4:37:34
634 10365 石川 美樹 ｲｼｶﾜ ﾐｷ 神奈川県 身の程知ら＇Ｓ 4:37:50
635 10468 鎌形 とも美 ｶﾏｶﾞﾀ ﾄﾓﾐ 埼玉県 4:38:10
636 10100 志田 邦子 ｼﾀﾞ ｸﾆｺ 埼玉県 カナガワＲＣ 4:38:38
637 10991 長岡 瑞季 ﾅｶﾞｵｶ ﾐｽﾞｷ 千葉県 4:38:41
638 10932 中原 汐 ﾅｶﾊﾗ ｼﾎ 東京都 4:38:46
639 10916 石井 真莉 ｲｼｲ ﾏﾘ 埼玉県 レッドクロス 4:39:04
640 10917 松嵜 良菜 ﾏﾂｻｷ ﾗﾅ 東京都 レッドクロス 4:39:05
641 10210 木村 康子 ｷﾑﾗ ﾔｽｺ 茨城県 スパーク青葉 4:39:06
642 10409 竹澤 真澄 ﾀｹｻﾞﾜ ﾏｽﾐ 群馬県 4:39:09
643 9933 稲田 涼子 ｲﾅﾀﾞ ﾘｮｳｺ 茨城県 4:39:35
644 10513 吉田 素子 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄｺ 千葉県 4:39:35
645 10385 吉田 恭子 ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳｺ 埼玉県 スパルタ塾 4:39:59
646 10949 有賀 瑠香 ｱﾘｶﾞ ﾙｶ 東京都 4:40:07
647 10428 立花 絵里子 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｴﾘｺ 茨城県 4:40:07
648 10375 中澤 美郷 ﾅｶｻﾞﾜ ﾐｻﾄ 埼玉県 4:40:22
649 10388 藤内 明子 ﾄｳﾅｲ ｱｷｺ 茨城県 4:40:43
650 10473 長嶋 由里子 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕﾘｺ 東京都 品川走遊会 4:40:47
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651 10417 井上 百合子 ｲﾉｳｴ ﾕﾘｺ 千葉県 4:40:50
652 10334 堀口 美幸 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾐﾕｷ 茨城県 4:41:01
653 10493 館野 美佳 ﾀﾃﾉ ﾐｶ 神奈川県 4:41:08
654 10529 大畑 泰子 ｵｵﾊﾀ ﾔｽｺ 千葉県 4:41:18
655 10482 杉本 桂子 ｽｷﾞﾓﾄ ｹｲｺ 茨城県 4:41:27
656 10564 岩崎 由美子 ｲﾜｻｷ ﾕﾐｺ 茨城県 4:41:28
657 10327 横山 重子 ﾖｺﾔﾏ ｼｹﾞｺ 東京都 八王子 4:41:58
658 10399 佐伯 薫 ｻﾍｷ ｶｵﾘ 埼玉県 4:42:12
659 10362 高橋 祥子 ﾀｶﾊｼ ｻﾁｺ 東京都 4:42:34
660 10211 南 美賀 ﾐﾅﾐ ﾐｶ 茨城県 4:42:37
661 10764 高島 晴陽 ﾀｶｼﾏ ﾊﾙﾋ 東京都 4:42:39
662 10368 松川 正子 ﾏﾂｶﾜ ﾏｻｺ 東京都 4:42:52
663 10503 南 志穂 ﾐﾅﾐ ｼﾎ 茨城県 4:43:01
664 10604 白石 智恵子 ｼﾗｲｼ ﾁｴｺ 東京都 品川走遊会 4:43:01
665 10897 島田 佳凜 ｼﾏﾀﾞ ｶﾘﾝ 茨城県 茨城県立医療大 4:43:04
666 10239 広木 加寿子 ﾋﾛｷ ｶｽﾞｺ 千葉県 4:43:05
667 10253 福原 道子 ﾌｸﾊﾗ ﾐﾁｺ 東京都 4:43:21
668 10526 金子 典子 ｶﾈｺ ﾉﾘｺ 茨城県 4:43:38
669 10840 佐伯 真理 ｻｲｷ ﾏﾘ 東京都 4:43:50
670 10398 原田 成子 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｺ 茨城県 4:44:03
671 10733 大木 裕子 ｵｵｷ ﾕｳｺ 茨城県 4:44:24
672 10291 砂原 百実 ｽﾅﾊﾗ ﾕﾐ 愛知県 4:44:44
673 10206 泉 美穂 ｲｽﾞﾐ ﾐﾎ 埼玉県 4:45:07
674 10234 久保 暁子 ｸﾎﾞ ｱｷｺ 神奈川県 4:45:15
675 10518 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ 茨城県 勝田百足会 4:45:21
676 10652 清水 美穂 ｼﾐｽﾞ ﾐﾎ 千葉県 4:45:23
677 10549 内田 恭子 ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳｺ 神奈川県 のんでらーず 4:45:26
678 10546 三守 真奈美 ﾐﾓﾘ ﾏﾅﾐ 千葉県 4:45:28
679 10440 米澤 和代 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾖ 栃木県 ケーブルテレビ 4:45:33
680 10952 宮島 悦代 ﾐﾔｼﾞﾏ ｴﾂﾖ 茨城県 4:45:37
681 10984 新山 裕子 ﾆｲﾔﾏ ﾕｳｺ 茨城県 安全ラン 4:45:37
682 10469 中山 加奈子 ﾅｶﾔﾏ ｶﾅｺ 東京都 4:45:48
683 10812 一条 香 ｲﾁｼﾞｮｳ ｶｵﾘ 福島県 ゆずっこ 4:45:50
684 10106 菖蒲 裕美 ｱﾔﾒ ﾋﾛﾐ 埼玉県 4:46:02
685 10498 吉村 芳子 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼｺ 栃木県 4:46:07
686 10486 黒澤 洋美 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛﾐ 茨城県 チームＢ＋ 4:46:22
687 10244 長谷川 早苗 ﾊｾｶﾞﾜ ｻﾅｴ 群馬県 4:46:28
688 10653 和泉澤 亜矢 ｲｽﾞﾐｻﾜ ｱﾔ 神奈川県 厚木大学 4:46:30
689 10631 大薗 文子 ｵｵｿﾉ ｱﾔｺ 茨城県 4:47:00
690 10319 飯塚 亜希子 ｲｲﾂｶ ｱｷｺ 茨城県 4:47:08
691 10349 海老沼 美幸 ｴﾋﾞﾇﾏ ﾐﾕｷ 茨城県 4:47:09
692 10397 佐藤 由香 ｻﾄｳ ﾕｶ 宮城県 4:47:18
693 10576 本池 愛 ﾓﾄｲｹ ｱｲ 北海道 明走会 4:47:19
694 10499 山田 美樹 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｷ 神奈川県 4:47:43
695 10238 末武 園美 ｽｴﾀｹ ｿﾉﾐ 神奈川県 三浦ＡＣ 4:47:47
696 10262 中嶋 由美 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕﾐ 東京都 ｅＡ東京 4:47:47
697 10390 鈴木 理恵 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 東京都 雲表倶楽部 4:47:54
698 10515 米山 香里 ﾖﾈﾔﾏ ｶｵﾘ 千葉県 4:47:57
699 10936 前島 周子 ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭｳｺ 東京都 4:48:06
700 10414 小林 里華 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｶ 埼玉県 走翔 4:48:30
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701 10297 菊地 ひとみ ｷｸﾁ ﾋﾄﾐ 福島県 4:48:37
702 10453 高谷 美智代 ﾀｶﾔ ﾐﾁﾖ 茨城県 4:48:44
703 10241 青柳 早苗 ｱｵﾔｷﾞ ｻﾅｴ 栃木県 4:48:47
704 10852 松岡 彩圭 ﾏﾂｵｶ ｻﾔｶ 埼玉県 4:48:48
705 9787 大坊 久美子 ﾀﾞｲﾎﾞｳ ｸﾐｺ 茨城県 つくばランラボ 4:49:00
706 10312 吉本 祐子 ﾖｼﾓﾄ ﾕｳｺ 東京都 赤羽ランナーズ 4:49:05
707 10323 小野 藍子 ｵﾉ ｱｲｺ 福島県 4:49:27
708 10637 平井 美弥子 ﾋﾗｲ ﾐﾔｺ 埼玉県 4:49:41
709 30014 長谷川 聖子 ﾊｾｶﾞﾜ ｾｲｺ 青森県 武蔵ＵМＣ 4:50:10
710 10594 岩本 かよ ｲﾜﾓﾄ ｶﾖ 栃木県 4:50:14
711 10793 岡本 昌子 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｺ 千葉県 4:50:20
712 10423 川崎 達子 ｶﾜｻｷ ﾐｷｵ 茨城県 4:50:28
713 10374 橋口 千晶 ﾊｼｸﾞﾁ ﾁｱｷ 埼玉県 4:50:39
714 9969 工藤 全美 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾐ 神奈川県 4:50:39
715 10266 立脇 昌子 ﾀﾃﾜｷ ﾏｻｺ 宮城県 4:50:49
716 10089 石塚 陽子 ｲｼﾂｶ ﾖｳｺ 茨城県 4:50:50
717 10560 壁谷 直美 ｶﾍﾞﾀﾆ ﾅｵﾐ 東京都 4:51:06
718 10197 飯田 はるな ｲｲﾀﾞ ﾊﾙﾅ 栃木県 4:51:22
719 10790 棚井 偲乃 ﾀﾅｲ ｼﾉ 千葉県 4:51:28
720 10286 重藤 絵美 ｼｹﾞﾌｼﾞ ｴﾐ 茨城県 ひたちなか病院 4:51:50
721 10519 大武 香 ｵｵﾀｹ ｶｵﾙ 群馬県 チーム美美美！ 4:51:58
722 10525 熊野 里砂 ｸﾏﾉ ﾘｻ 東京都 4:51:58
723 10433 古田 則子 ﾌﾙﾀ ﾉﾘｺ 愛知県 4:52:03
724 10973 加川 こもも ｶｶﾞﾜ ｺﾓﾓ 栃木県 4:52:23
725 10532 市毛 洋子 ｲﾁｹﾞ ﾖｳｺ 茨城県 4:52:25
726 10275 藤川 由美子 ﾌｼﾞｶﾜ ﾕﾐｺ 群馬県 桐生走ろう会 4:52:42
727 10883 宇田 聖美 ｳﾀﾞ ｷﾖﾐ 茨城県 4:52:46
728 10737 寺岡 由貴 ﾃﾗｵｶ ﾕｷ 茨城県 4:52:48
729 10544 洞口 真由子 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾏﾕｺ 北海道 4:52:53
730 10264 椙田 敦美 ｽｷﾞﾀ ｱﾂﾐ 東京都 4:53:22
731 10117 中野 真澄 ﾅｶﾉ ﾏｽﾐ 愛知県 4:53:31
732 11035 山本 彩乃 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾔﾉ 茨城県 4:53:45
733 10605 宮内 麻希 ﾐﾔｳﾁ ﾏｷ 茨城県 4:53:47
734 10199 野中 理佳 ﾉﾅｶ ｱﾔｶ 東京都 4:54:37
735 10252 幅野 典子 ﾊﾊﾞﾉ ﾉﾘｺ 東京都 ｅＡ東京 4:54:49
736 10523 竹島 由紀恵 ﾀｹｼﾏ ﾕｷｴ 東京都 4:54:54
737 10341 杉岡 真千子 ｽｷﾞｵｶ ﾏﾁｺ 東京都 4:54:56
738 10271 高橋 敏子 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｺ 埼玉県 4:55:00
739 10376 芳賀 理恵子 ﾊｶﾞ ﾘｴｺ 福島県 4:55:05
740 10979 石田 陽子 ｲｼﾀﾞ ﾖｳｺ 静岡県 4:55:24
741 10778 大塚 喜子 ｵｵﾂｶ ﾖｼｺ 神奈川県 ドルフィンズ 4:55:40
742 10487 菊池 葉月 ｷｸﾁ ﾊﾂﾞｷ 東京都 4:55:44
743 10537 高山 文子 ﾀｶﾔﾏ ｱﾔｺ 埼玉県 アルペンローゼ 4:55:46
744 10659 高松 秋奈 ﾀｶﾏﾂ ｱｷﾅ 群馬県 4:55:48
745 10712 田中 まどか ﾀﾅｶ ﾏﾄﾞｶ 茨城県 4:56:21
746 10691 中村 由紀恵 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｴ 東京都 うな勝ＲＣ 4:56:43
747 10133 大川 小百合 ｵｵｶﾜ ｻﾕﾘ 茨城県 南三陸応援し隊 4:56:50
748 10408 堀本 由佳 ﾎﾘﾓﾄ ﾕｶ 神奈川県 4:57:03
749 10753 松本 由利 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾘ 栃木県 那須ジョガーズ 4:57:04
750 10687 鳥澤 祐子 ﾄﾘｻﾜ ﾕｳｺ 神奈川県 4:57:14
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751 10646 高瀬 維子 ﾀｶｾ ﾌｻｺ 埼玉県 4:57:16
752 10958 芝田 みすず ｼﾊﾞﾀ ﾐｽｽﾞ 栃木県 4:57:39
753 10947 秋山 雪江 ｱｷﾔﾏ ﾕｷｴ 東京都 4:57:43
754 10524 加藤 幸子 ｶ ﾄｳｻﾁｺ 群馬県 4:58:02
755 10485 田中 美幸 ﾀﾅｶ ﾐﾕｷ 茨城県 4:58:05
756 10704 原島 克美 ﾊﾗｼﾏ ｶﾂﾐ 栃木県 4:58:14
757 10507 正山 孝子 ｼｮｳﾔﾏ ﾀｶｺ 群馬県 4:58:22
758 10618 柴本 真理 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾏﾘ 東京都 4:58:43
759 10251 堤 久美子 ﾂﾂﾐ ｸﾐｺ 茨城県 ＲＵＮＳ 4:59:22
760 10449 高井 亨子 ﾀｶｲ ｷｮｳｺ 群馬県 4:59:26
761 10960 村田 友子 ﾑﾗﾀ ﾄﾓｺ 東京都 ＤＰＴ 4:59:27
762 10990 笹野 真帆 ｻｻﾉ ﾏﾎ 東京都 4:59:29
763 10528 水野 智子 ﾐｽﾞﾉ ﾄﾓｺ 東京都 チームマグナム 4:59:31
764 10404 山本 万里子 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾘｺ 埼玉県 4:59:38
765 10466 今 絹代 ｺﾝ ｷﾇﾖ 東京都 幡ヶ谷再生大学 4:59:47
766 10484 町田 祐子 ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｺ 神奈川県 らんこよ 4:59:49
767 10198 田中 洋美 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾐ 茨城県 4:59:51
768 10596 佐藤 隆子 ｻﾄｳ ﾀｶｺ 千葉県 よちよちＲＣ 4:59:53
769 10874 中島 楓 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｴﾃﾞ 東京都 4:59:53
770 10908 齋藤 志穂 ｻｲﾄｳ ｼﾎ 神奈川県 4:59:58
771 10461 外山 貴子 ﾄﾔﾏ ﾀｶｺ 千葉県 パイナップルズ 5:00:01
772 10448 長 道子 ﾁｮｳ ﾐﾁｺ 栃木県 5:00:13
773 10371 藤田 英恵 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾅｴ 東京都 5:00:22
774 10911 久保木 玲朱 ｸﾎﾞｷ ﾚｲｱ 茨城県 茨城大バスケ部 5:00:28
775 10768 佐々木 明日香 ｻｻｷ ｱｽｶ 宮城県 幡再陸上部 5:01:02
776 10112 川成 里子 ｶﾜﾅﾘ ｻﾄｺ 栃木県 らん 5:01:03
777 10540 武石 恵果 ﾀｹｲｼ ｹｲｶ 東京都 5:01:37
778 10547 塩野 希 ｼｵﾉ ﾉｿﾞﾐ 群馬県 5:01:48
779 10816 高橋 祥子 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ 茨城県 5:01:56
780 10695 鹿志村 光希 ｶｼﾑﾗ ﾐｷ 茨城県 5:02:09
781 10520 林 きよ子 ﾊﾔｼ ｷﾖｺ 群馬県 5:02:17
782 11008 橋本 美幸 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｷ 茨城県 5:02:17
783 10761 山崎 なお子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｺ 茨城県 5:02:24
784 10554 風間 由子 ｶｻﾞﾏ ﾖｼｺ 茨城県 ＨＭＧ 5:02:25
785 10356 柴山 佳世 ｼﾊﾞﾔﾏ ｶﾖ 東京都 5:02:26
786 10438 宮下 潤子 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 日立総合病院 5:02:35
787 10739 中村 泰子 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽｺ 茨城県 5:02:39
788 10478 山本 茜 ﾔﾏﾓﾄ ｱｶﾈ 茨城県 5:02:40
789 10863 石井 加奈子 ｲｼｲ ｶﾅｺ 神奈川県 5:02:44
790 10422 福島 ひろみ ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾐ 茨城県 水戸市 5:02:46
791 10702 棚井 孝枝 ﾀﾅｲ ﾀｶｴ 茨城県 5:03:11
792 10429 八巻 好恵 ﾔﾏｷ ﾖｼｴ 東京都 5:04:13
793 10578 七井 理恵 ﾅﾅｲ ﾘｴ 茨城県 5:04:40
794 10344 白石 知江 ｼﾗｲｼ ﾄﾓｴ 千葉県 ＭＴＲＣ 5:04:44
795 10645 かとう けいこ ｶﾄｳ ｹｲｺ 東京都 5:04:54
796 10847 越 望実 ｺｼ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 茨城大バスケ部 5:04:56
797 10884 須貝 菜央 ｽｶﾞｲ ﾅｵ 茨城県 茨城大バスケ部 5:04:56
798 10613 篠原 睦 ｼﾉﾊﾗ ﾑﾂﾐ 茨城県 大衆酒場ラクダ 5:05:01
799 10858 野池 恭子 ﾉｲｹ ｷｮｳｺ 東京都 5:05:07
800 10364 西野 洋子 ﾆｼﾉ ﾖｳｺ 神奈川県 5:05:22
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801 10287 高野 直美 ﾀｶﾉ ﾅｵﾐ 茨城県 5:05:28
802 10263 今村 美由紀 ｲﾏﾑﾗ ﾐﾕｷ 東京都 5:06:23
803 10565 横井 さえ子 ﾖｺｲ ｻｴｺ 茨城県 5:06:32
804 11023 鈴木 美津江 ｽｽﾞｷ ﾐﾂｴ 東京都 チームＨＩＮＯ 5:06:34
805 10572 松岡 陽子 ﾏﾂｵｶ ﾖｳｺ 茨城県 5:06:36
806 10535 中村 茉美 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾐ 茨城県 ぴっぴくらぶ 5:06:51
807 10624 橋本 寿美子 ﾊｼﾓﾄ ｽﾐｺ 茨城県 かねふく 5:06:57
808 10674 小林 穂菜美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾅﾐ 茨城県 5:07:13
809 10746 白鳥 律子 ｼﾗﾄﾘ ﾘﾂｺ 東京都 ＴＴＲＣ 5:09:43
810 10504 佐藤 初美 ｻﾄｳ ﾊﾂﾐ 東京都 5:09:47
811 10809 宮野 美樹 ﾐﾔﾉ ﾐｷ 東京都 5:10:08
812 10827 中野 優花 ﾅｶﾉ ﾕｳｶ 茨城県 5:10:19
813 10205 堀内 英子 ﾎﾘｳﾁ ｴｲｺ 茨城県 5:10:22
814 10612 久保田 はる美 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾙﾐ 茨城県 石岡国府ＲＣ 5:10:27
815 10642 佐藤 里絵 ｻﾄｳ ﾘｴ 茨城県 チーム１３０ 5:10:33
816 10452 杉 登紀子 ｽｷﾞ ﾄｷｺ 東京都 5:11:03
817 10961 相澤 芽依 ｱｲｻﾞﾜ ﾒｲ 茨城県 5:12:57
818 10832 赤間 里美 ｱｶﾏ ｻﾄﾐ 茨城県 こーーん 5:13:18
819 10600 橋本 美幸 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾕｷ 千葉県 5:13:29
820 10766 嘉和知 竹子 ｶﾜﾁ ﾀｹｺ 埼玉県 5:13:33
821 10555 石川 美幸 ｲｼｶﾜ ﾐﾕｷ 茨城県 5:13:38
822 10636 中島 京子 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｮｳｺ 群馬県 桐生走ろう会 5:14:39
823 10724 永山 桂子 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹｲｺ 茨城県 5:14:58
824 10387 嶋津 洋子 ｼﾏﾂﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 5:15:01
825 10595 近 美智子 ｺﾝ ﾐﾁｺ 東京都 5:15:03
826 10869 椙山 佳奈 ｽｷﾞﾔﾏ ｶﾅ 栃木県 5:15:04
827 10648 横山 麻里子 ﾖｺﾔﾏ ﾏﾘｺ 群馬県 上州金型 5:15:07
828 10574 荒井 あゆみ ｱﾗｲ ｱﾕﾐ 茨城県 5:15:08
829 10597 田井 弥生 ﾀｲ ﾔﾖｲ 茨城県 5:15:17
830 10787 大津 純子 ｵｵﾂ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 5:15:17
831 10533 渡部 一珠 ﾜﾀﾍﾞ ｲﾙｼﾞｭ 埼玉県 5:15:25
832 10755 藤巻 訓子 ﾌｼﾞﾏｷ ﾉﾘｺ 東京都 美走会 5:15:28
833 11006 小林 満里奈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘﾅ 茨城県 未来の看護師 5:15:34
834 10692 山田 理英 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｴ 茨城県 5:15:58
835 10813 山口 恵美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾐ 東京都 5:16:36
836 10512 宮本 恵美 ﾐﾔﾓﾄ ｴﾐ 栃木県 5:16:37
837 10545 髙橋 美保 ﾀｶﾊｼ ﾐﾎ 東京都 5:16:38
838 10668 松下 麻美 ﾏﾂｼﾀ ｱｻﾐ 東京都 5:16:39
839 10568 大友 和子 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｺ 福島県 共進工業（株） 5:16:55
840 10516 繁田 典子 ｼｹﾞﾀ ﾉﾘｺ 東京都 5:17:20
841 10627 山本 香保里 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾎﾘ 茨城県 5:17:51
842 10838 福士 絢菜 ﾌｸｼ ｱﾔﾅ 茨城県 5:17:55
843 10625 小田嶋 ひろ子 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｺ 岩手県 岩手桜ペアー 5:17:59
844 10382 下田 清美 ｼﾓﾀﾞ ｷﾖﾐ 東京都 複十字病院 5:18:20
845 10332 後藤 郁子 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｺ 東京都 5:19:13
846 10585 古川 由美子 ﾌﾙｶﾜ ﾕﾐｺ 埼玉県 5:19:16
847 10591 野上 舞穂 ﾉｶﾞﾐ ﾏﾎ 長野県 5:19:17
848 10599 金谷 節子 ｶﾅﾔ ｾﾂｺ 群馬県 ランモード群馬 5:19:41
849 10975 辻 智子 ﾂｼﾞ ﾄﾓｺ 東京都 5:20:33
850 10901 島田 夏純 ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾐ 茨城県 5:20:43
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851 10383 梅垣 香織 ｳﾒｶﾞｷ ｶｵﾘ 茨城県 5:20:53
852 10651 関口 美智子 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾁｺ 群馬県 桐生走ろう会 5:21:22
853 10280 人見 久美子 ﾋﾄﾐ ｸﾐｺ 神奈川県 5:21:24
854 10492 清水 雅紀 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 群馬県 5:22:05
855 10339 中村 奈々重 ﾅｶﾑﾗ ﾅﾅｴ 神奈川県 ゼロベースＲＣ 5:22:07
856 10569 菅谷 智子 ｽｶﾞﾔ ﾄﾓｺ 茨城県 5:22:18
857 10278 佐藤 圭子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 茨城県 マカポン 5:22:33
858 10434 荒井 承子 ｱﾗｲ ｼｮｳｺ 茨城県 取手ランナーズ 5:22:38
859 10811 荻原 香枝子 ｵｷﾞﾊﾗ ｶｴｺ 千葉県 5:24:11
860 10283 石井 光子 ｲｼｲ ﾐﾂｺ 埼玉県 グレイス所沢 5:25:00
861 10903 安部 美和子 ｱﾍﾞ ﾐﾜｺ 群馬県 5:25:24
862 10295 平川 啓子 ﾋﾗｶﾜ ｹｲｺ 茨城県 ◇のら坊◇ 5:25:25
863 10828 安東 陽子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 茨城県 5:25:29
864 10396 白土 愛子 ｼﾗﾄ ｱｲｺ 茨城県 5:26:11
865 10446 塩沢 孝子 ｼｵｻﾞﾜ ﾀｶｺ 東京都 5:26:49
866 10538 大渕 智恵子 ｵｵﾌﾞﾁ ﾁｴｺ 群馬県 5:27:07
867 10474 松田 珠美 ﾏﾂﾀﾞ ﾀﾏﾐ 茨城県 ベル＆アービー 5:27:21
868 10530 大塚 浩子 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｺ 茨城県 つくべりー 5:27:27
869 10457 吉川 恵子 ﾖｼｶﾜ ｹｲｺ 茨城県 5:27:30
870 10359 佐川 美香 ｻｶﾞﾜ ﾐｶ 福島県 5:27:39
871 10497 福山 容子 ﾌｸﾔﾏ ﾖｳｺ 東京都 5:27:53
872 10667 武中 清香 ﾀｹﾅｶ ｻﾔｶ 埼玉県 5:27:59
873 10730 柳原 由起 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｷ 茨城県 5:28:09
874 10969 髙橋 里佳子 ﾀｶﾊｼ ﾘｶｺ 茨城県 くま 5:28:10
875 10413 田所 明子 ﾀﾄﾞｺﾛ ｱｷｺ 茨城県 茨城ジョガーズ 5:28:34
876 10634 磯崎 孝江 ｲｿｻﾞｷ ﾀｶｴ 茨城県 磯崎精機 5:28:51
877 10662 三島 多美子 ﾐｼﾏ ﾀﾐｺ 茨城県 5:28:52
878 10617 石原 静香 ｲｼﾊﾗ ｼｽﾞｶ 埼玉県 わたらん 5:28:53
879 10514 斉藤 恵美子 ｻｲﾄｳ ｴﾐｺ 岩手県 八の会 5:29:18
880 10933 滝尾 優子 ﾀｷｵ ﾕｳｺ 福島県 5:29:22
881 10718 中川 波菜子 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾅｺ 神奈川県 ＪＸ金属（株） 5:29:30
882 10794 大久保 小真知 ｵｵｸﾎﾞ ｺﾏﾁ 茨城県 ＭＳＤ 5:29:31
883 10842 間宮 博子 ﾏﾐﾔ ﾋﾛｺ 茨城県 5:29:36
884 10954 畑山 采芽里 ﾊﾀﾔﾏ ｱﾒﾘ 埼玉県 文教大学 5:29:56
885 10580 荻原 弘子 ｵｷﾞﾜﾗ ﾋﾛｺ 茨城県 ぶ勝道 5:30:57
886 10601 植田 由紀子 ｳｴﾀ ﾕｷｺ 茨城県 堀原楽走会 5:31:04
887 10745 松本 千尋 ﾏﾂﾓﾄ ﾁﾋﾛ 茨城県 5:31:07
888 10447 萩野 美恵子 ﾊｷﾞﾉ ﾐｴｺ 埼玉県 なら 5:31:10
889 10620 鈴木 のり子 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｺ 茨城県 ノンキース 5:31:20
890 10476 菅 洋子 ｽｶﾞ ﾖｳｺ 神奈川県 5:31:25
891 10683 仁平 真子 ﾆﾀﾞｲﾗ ﾏｺ 茨城県 5:31:41
892 10615 横山 望 ﾖｺﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 チーム男前 5:31:42
893 10734 飯島 純子 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 パグクラブ 5:31:44
894 16071 大川 万優子 ｵｵｶﾜ ﾏﾕｺ 埼玉県 5:31:57
895 10997 土井 望 ﾄﾞｲ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 5:31:57
896 10964 宅美 知華 ﾀｸﾐ ﾁｶ 茨城県 茨城大学 5:32:08
897 10818 延 紗貴子 ﾉﾌﾞ ｻｷｺ 東京都 5:32:13
898 10685 岸 さき子 ｷｼ ｻｷｺ 栃木県 鳥世志 5:33:00
899 10699 丸山 泉 ﾏﾙﾔﾏ ｲｽﾞﾐ 東京都 5:33:10
900 11032 永作 佳奈英 ﾅｶﾞｻｸ ｶﾅｴ 千葉県 5:33:40
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901 10939 越川 清美 ｺｼｶﾜ ｷﾖﾐ 千葉県 5:33:53
902 10380 平野 和美 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾐ 栃木県 5:34:04
903 10666 阿部 ゆかり ｱﾍﾞ ﾕｶﾘ 栃木県 5:34:09
904 10335 柳谷 綾 ﾔﾅｷﾞﾔ ｱﾔ 茨城県 5:34:22
905 10622 小永 悦子 ｵﾅｶﾞ ｴﾂｺ 茨城県 八丁ダイラー 5:34:28
906 10951 松山 萌美 ﾏﾂﾔﾏ ﾒｸﾞﾐ 東京都 昭和大学 5:34:31
907 10807 海野 直子 ｳﾐﾉ ﾅｵｺ 茨城県 5:34:32
908 10405 狩野 さおり ｶﾉｳ ｻｵﾘ 神奈川県 5:34:41
909 10481 鷲見 真喜子 ｽﾐ ﾏｷｺ 千葉県 5:34:41
910 10463 石橋 和美 ｲｼﾊﾞｼ ｶｽﾞﾐ 福島県 5:34:43
911 10553 岩田 弘江 ｲﾜﾀ ﾋﾛｴ 神奈川県 5:35:01
912 11020 小林 愛里 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾘ 茨城県 5:35:37
913 10992 中嶋 千秋 ﾅｶｼﾏ ﾁｱｷ 茨城県 5:35:45
914 10566 大町 由佳 ｵｵﾏﾁ ﾕｶ 東京都 品川走遊会 5:35:47
915 10506 上野 佳恵 ｳｴﾉ ﾖｼｴ 東京都 5:36:16
916 10298 畠中 恭子 ﾊﾀｹﾅｶ ｷｮｳｺ 千葉県 5:36:16
917 10974 中山 悠 ﾅｶﾔﾏ ﾊﾙｶ 神奈川県 昭和大学 5:36:37
918 10583 関 栄子 ｾｷ ｴｲｺ 茨城県 常陸牛●金砂郷 5:36:53
919 10508 飯田 仁美 ｲｲﾀﾞ ﾋﾄﾐ 茨城県 ＦＵーＦＵ 5:36:56
920 10713 秋山 美菜子 ｱｷﾔﾏ ﾐﾅｺ 千葉県 5:37:07
921 10531 飛田 みよ子 ﾄﾋﾞﾀ ﾐﾖｺ 茨城県 5:37:15
922 10590 友部 真理子 ﾄﾓﾍﾞ ﾏﾘｺ 茨城県 5:38:04
923 10602 鯉渕 真理子 ｺｲﾌﾞﾁ ﾏﾘｺ 茨城県 5:38:05
924 10552 沼田 綾子 ﾇﾏﾀ ｱﾔｺ 茨城県 ルネサンス水戸 5:38:33
925 10945 松平 聡子 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｻﾄｺ 茨城県 5:38:35
926 10577 田山 朋美 ﾀﾔﾏ ﾄﾓﾐ 茨城県 ＡＣＴＩＶＥ 5:39:00
927 10686 田渕 悦子 ﾀﾌﾞﾁ ｴﾂｺ 神奈川県 美走会 5:39:19
928 10769 植木 由記子 ｳｴｷ ﾕｷｺ 栃木県 5:39:21
929 10689 谷口 秀子 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｺ 東京都 5:39:26
930 10789 菱沼 範子 ﾋｼﾇﾏ ﾉﾘｺ 茨城県 5:39:52
931 10889 壹岐 千夏 ｲｷ ﾁｶ 茨城県 5:40:05
932 10619 小島 佐恵子 ｺｼﾞﾏ ｻｴｺ 東京都 5:40:31
933 10682 成田 友紀 ﾅﾘﾀ ﾕｷ 静岡県 5:40:48
934 10721 小松 愛実 ｺﾏﾂ ﾏﾅﾐ 茨城県 5:40:59
935 11000 田所 亜莉奈 ﾀﾄﾞｺﾛ ｱﾘﾅ 茨城県 5:41:51
936 10489 大橋 はる代 ｵｵﾊｼ ﾊﾙﾖ 千葉県 5:42:00
937 10608 功刀 美智子 ｸﾇｷﾞ ﾐﾁｺ 埼玉県 5:42:04
938 10983 青木 満里子 ｱｵｷ ﾏﾘｺ 新潟県 5:42:08
939 10700 佐藤 優莉 ｻﾄｳ ﾕﾘ 茨城県 5:42:11
940 10706 髙橋 絹子 ﾀｶﾊｼ ｷﾇｺ 宮城県 桜坂ＲＣ 5:42:39
941 10656 前馬 智萌 ﾏｴﾊﾞ ﾄﾓｴ 茨城県 5:42:45
942 10703 長澤 杏子 ﾅｶﾞｻﾜ ｷｮｳｺ 茨城県 5:43:04
943 10644 鴨志田 由子 ｶﾓｼﾀﾞ ﾕｳｺ 茨城県 5:43:10
944 10623 片桐 美知子 ｶﾀｷﾞﾘ ﾐﾁｺ 茨城県 ルネサンス水戸 5:43:32
945 10643 中島 理佳 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｶ 茨城県 湯豆腐友の会 5:43:34
946 10868 樋口 綾乃 ﾋｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 茨城県 茨城大バスケ部 5:43:50
947 10639 来栖 伊美子 ｸﾙｽ ｲﾐｺ 茨城県 ルネサンス水戸 5:43:50
948 10641 太田 理佳 ｵｵﾀ ﾘｶ 栃木県 5:43:59
949 10925 田山 里恵 ﾀﾔﾏ ﾘｴ 神奈川県 5:44:57
950 10924 竹内 悦子 ﾀｹｳﾁ ｴﾂｺ 茨城県 5:44:59
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951 10330 佐藤 友美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 茨城県 5:45:13
952 10611 田中 久美子 ﾀﾅｶ ｸﾐｺ 神奈川県 オレンジハウス 5:45:18
953 10548 岩井 貴代 ｲﾜｲ ﾀｶﾖ 茨城県 5:45:37
954 10517 大和田 たみ ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾐ 茨城県 5:45:55
955 9956 東島 梨衣 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾘｲ 東京都 5:46:03
956 10308 高橋 廣子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｺ 東京都 5:46:07
957 10729 伊藤 厚子 ｲﾄｳ ｱﾂｺ 茨城県 5:46:25
958 10886 村松 敏子 ﾑﾗﾏﾂ ﾄｼｺ 福島県 5:46:26
959 10629 染谷 明子 ｿﾒﾔ ｱｷｺ 茨城県 5:46:35
960 10931 米澤 久美子 ﾖﾈｻﾞﾜ ｸﾐｺ 東京都 5:46:39
961 10772 谷内田 淑子 ﾔﾁﾀﾞ ﾖｼｺ 新潟県 5:46:39
962 10222 揖斐 悦子 ｲﾋﾞ ｴﾂｺ 千葉県 仙人掌姉妹 5:46:47
963 10752 長橋 未緒 ﾅｶﾞﾊｼ ﾐｵ 東京都 5:46:58
964 10675 田村 章子 ﾀﾑﾗ ｱｷｺ 茨城県 つくばのそよ風 5:47:01
965 10956 森 由生槻 ﾓﾘ ﾕｳｷ 茨城県 5:47:16
966 10808 長田 由美子 ｵｻﾀﾞ ﾕﾐｺ 茨城県 5:48:03
967 10589 國枝 眞子 ｸﾆｴﾀﾞ ﾏｺ 東京都 5:48:25
968 11009 田中 千鶴 ﾀﾅｶ ﾁﾂﾞﾙ 東京都 5:48:25
969 10650 田代 和枝 ﾀｼﾛ ｶｽﾞｴ 栃木県 5:48:32
970 10741 長谷川 美香 ﾊｾｶﾞﾜ ﾐｶ 茨城県 5:48:39
971 10754 池森 由布子 ｲｹﾓﾘ ﾕｳｺ 千葉県 ＭＴＲＣ 5:48:48
972 10416 下平 雅子 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｻｺ 東京都 5:49:35
973 10833 平越 めぐみ ﾋﾗｺｼ ﾒｸﾞﾐ 東京都 5:49:52
974 10592 田島 ちあき ﾀｼﾞﾏ ﾁｱｷ 埼玉県 ＳＣＲ 5:49:52
975 10751 杉本 美佐子 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｻｺ 東京都 5:49:55
976 10421 武藤 富子 ﾑﾄｳ ﾄﾐｺ 茨城県 5:51:01
977 10606 藤田 利江子 ﾌｼﾞﾀ ﾘｴｺ 茨城県 5:51:20
978 10633 川松 国子 ｶﾜﾏﾂ ｸﾆｺ 茨城県 5:51:53
979 10743 久米 真希 ｸﾒ ﾏｷ 千葉県 5:52:30
980 10628 松田 晶 ﾏﾂﾀ ﾋｶﾘ 東京都 ブランク 5:52:37
981 10616 工藤 秀子 ｸﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｺ 宮城県 5:52:40
982 10864 永木 真理子 ﾅｶﾞｷ ﾏﾘｺ 埼玉県 どんぐり 5:52:54
983 10988 近藤 香織 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｵﾘ 東京都 5:52:56
984 10680 森本 美恵子 ﾓﾘﾓﾄ ﾐｴｺ 東京都 フル百 5:53:13
985 10541 植竹 博美 ｳｴﾀｹ ﾋﾛﾐ 栃木県 5:53:22
986 10846 矢田部 美香 ﾔﾀﾍﾞ ﾐｶ 茨城県 5:54:51
987 10610 松田 ゆかり ﾏﾂﾀﾞ ﾕｶﾘ 茨城県 5:54:56
988 10711 青木 麻実 ｱｵｷ ｱｻﾐ 茨城県 5:55:18
989 10906 蔀 紗英 ｼﾄﾞﾐ ｻｴ 茨城県 5:55:26
990 10705 大和田 悠理 ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾘ 神奈川県 5:55:29
991 10719 伊藤 七重 ｲﾄｳ ﾅﾅｴ 茨城県 5:55:54
992 10791 松田 和恵 ﾏﾂﾀ ｶｽﾞｴ 群馬県 斉藤歯科医院 5:55:55
993 10697 植田 浩子 ｳｴﾀ ﾋﾛｺ 茨城県 5:56:09
994 10570 加藤 由香理 ｶﾄｳ ﾕｶﾘ 埼玉県 加藤建築 5:56:19
995 11018 保坂 若菜 ﾎｻｶ ﾜｶﾅ 茨城県 桐蔭横浜大学 5:56:38
996 10786 國府田 千明 ｺｸﾌﾀﾞ ﾁｱｷ 茨城県 茨城大学陸上部 5:56:39
997 30011 宮川 美知子 ﾐﾔｶﾜ ﾐﾁｺ 東京都 5:56:43
998 10491 中村 かおり ﾅｶﾑﾗ ｶｵﾘ 茨城県 5:57:05
999 10471 井坂 弥紅 ｲｻｶ ﾐｸ 茨城県 5:57:12

1000 10977 斎藤 智亜季 ｻｲﾄｳ ﾁｱｷ 茨城県 5:57:12
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1001 10681 桑田 弥生 ｸﾜﾀ ﾔﾖｲ 埼玉県 5:57:38
1002 10771 和田 綾乃 ﾜﾀﾞ ｱﾔﾉ 茨城県 5:57:45
1003 10609 伊藤 朋美 ｲﾄｳ ﾄﾓﾐ 宮城県 走れ！オカメ隊 5:57:51
1004 10801 船山 友菜 ﾌﾅﾔﾏ ﾕﾅ 茨城県 茨城大バスケ部 5:58:21
1005 10870 栗山 一夏 ｸﾘﾔﾏ ｲﾁｶ 茨城県 茨城大バスケ部 5:58:22
1006 10647 小川 暁代 ｵｶﾞﾜ ｱｷﾖ 埼玉県 5:59:15
1007 10670 小林 淳子 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 アデランス 5:59:17
1008 10436 堅野 里桜 ｶﾀﾉ ﾘｵ 茨城県 5:59:21
1009 10664 宮本 蘭子 ﾐﾔﾓﾄ ﾗﾝｺ 茨城県 5:59:21
1010 10561 下高原 程子 ｼﾓﾀｶﾊﾗ ﾉﾘｺ 東京都 5:59:38
1011 10607 岩城 純江 ｲﾜｷ ｽﾐｴ 茨城県 5:59:51
1012 11016 福田 佳穂 ﾌｸﾀﾞ ｶﾎ 茨城県 5:59:53
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1 20002 蛭田 雄大 ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 福島県 いわき陸協 0:30:30
2 20004 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 宮城県 石巻ＲＣ 0:30:36
3 20008 佐藤 真二 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 山形県 0:31:04
4 20041 中川 裕斗 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾄ 茨城県 流通経済大学 0:31:14
5 20005 伊藤 遼佑 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 0:31:20
6 20016 斉藤 直希 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 茨城県 高萩市陸協 0:31:37
7 20007 中野 正人 ﾅｶﾉ ﾏｻﾄ 茨城県 日立製作所 0:32:11
8 29002 藤 飛翔 ﾌｼﾞ ﾂﾊﾞｻ 長野県 0:32:12
9 22271 大森 郁夫 ｵｵﾓﾘ ﾌﾐｵ 静岡県 ほうゆう 0:32:12

10 20029 林 尚範 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 福島県 ＭＡＸ ＰＪＴ 0:32:21
11 20012 新田 裕貴 ﾆｯﾀ ﾕｳｷ 宮城県 石巻ＲＣ 0:32:22
12 20009 谷 晏寿 ﾀﾆ ｱﾝｼﾞ 茨城県 水戸アスリート 0:32:25
13 20021 大山 研二 ｵｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 ＲＵＮＳ 0:32:30
14 20019 梶山 拓真 ｶｼﾞﾔﾏ ﾀｸﾏ 東京都 茨城陸協 0:32:32
15 20014 孫田 礼人 ﾏｺﾞﾀ ｱﾔﾄ 東京都 小松島市陸協 0:32:33
16 20039 大河原 謙人 ｵｵｶﾜﾗ ｹﾝﾄ 山形県 高畠町役場 0:32:41
17 20003 福井 大夢 ﾌｸｲ ﾋﾛﾑ 茨城県 0:32:56
18 20055 菊地 春紀 ｷｸﾁ ﾊﾙｷ 山形県 大江町役場 0:33:14
19 20064 山崎 純弥 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城県 我流АС 0:33:20
20 20011 大金 駿介 ｵｵｶﾞﾈ ｼｭﾝｽｹ 東京都 ＴＲＩＧＧＥＲ 0:33:24
21 20040 成田 力 ﾅﾘﾀ ﾁｶﾗ 茨城県 ＫＩＮＳ 0:33:30
22 20010 半田 佑之介 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾉｽｹ 茨城県 ストライズ 0:33:33
23 20044 渡辺 正悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 茨城県 牛久走友会 0:33:33
24 20036 中川 敦史 ﾅｶｶﾞﾜ ｱﾂｼ 山形県 0:33:46
25 20035 稲垣 陽平 ｲﾅｶﾞｷ ﾖｳﾍｲ 茨城県 美野里クラブ 0:33:48
26 20013 池澤 将太 ｲｹｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 茨城県 流通経済大学 0:33:52
27 20027 海津 淳 ｶｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 富士森走友会 0:33:55
28 20025 鈴木 健祐 ｽｽﾞｷ ｹﾝｽｹ 茨城県 茨城陸協 0:34:00
29 20033 原田 貴生 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶｵ 茨城県 日立工業 0:34:46
30 20261 藤枝 忍 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 0:34:47
31 22017 滑川 拓夢 ﾅﾒｶﾜ ﾀｸﾑ 茨城県 日立工業高校 0:34:47
32 20028 尾関 耀匡 ｵｾﾞｷ ﾃﾙﾏｻ 茨城県 流通経済大学 0:34:50
33 20038 小豆澤 翔 ｱｽﾞｷｻﾞﾜ ｼｮｳ 千葉県 牛久走友会 0:34:52
34 22774 小林 卯京 ｺﾊﾞﾔｼ ｳｷｮｳ 茨城県 0:35:10
35 22692 倉田 昂大 ｸﾗﾀ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県 流通経済大学 0:35:11
36 20050 大河原 翔太 ｵｵｶﾜﾗ ｼｮｳﾀ 山形県 0:35:16
37 20017 北條 大地 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾀﾞｲﾁ 茨城県 0:35:21
38 20001 石川 航平 ｲｼｶﾜ ｺｳﾍｲ 埼玉県 0:35:36
39 20049 川村 孝司 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｼﾞ 東京都 日本郵政東京 0:35:38
40 20047 松田 博也 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾔ 茨城県 勝田自衛隊 0:35:39
41 20066 浜崎 秀雄 ﾊﾏｻｷ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 笠松走友会 0:35:40
42 20165 外岡 功聖 ﾄﾉｵｶ ｺｳｾｲ 茨城県 水戸第一 0:35:44
43 20006 太田 元紀 ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ 福島県 水曜ランでしょ 0:35:45
44 20089 杉本 瑞樹 ｽｷﾞﾓﾄ ﾐｽﾞｷ 東京都 0:35:48
45 20042 冨山 巌央 ﾄﾐﾔﾏ ﾐﾁﾋﾛ 茨城県 日立ハイテク 0:35:53
46 20090 石田 一樹 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 茨城県 0:35:58
47 20026 鈴木 瑛士 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 茨城県 牛久走友会 0:35:59
48 20023 西谷 陸斗 ﾆｼﾔ ﾘｸﾄ 茨城県 流通経済大学 0:36:02
49 22514 森戸 健太 ﾓﾘﾄ ｹﾝﾀ 茨城県 水戸工業 0:36:06
50 20060 相原 勇登 ｱｲﾊﾗ ﾕｳﾄ 茨城県 ＪＸ金属 0:36:09
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51 20074 柴澤 聡 ｼﾊﾞｻﾜ ｻﾄｼ 千葉県 ２０３ＭＳＱ 0:36:13
52 20030 酒井 優輔 ｻｶｲ ﾕｳｽｹ 茨城県 水戸アスリート 0:36:14
53 20088 蛸井 光 ﾀｺｲ ﾋｶﾙ 茨城県 0:36:15
54 20063 大塩 浩晃 ｵｵｼｵ ﾋﾛｱｷ 福島県 ５８ランナーズ 0:36:19
55 20086 鈴木 迪也 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾔ 茨城県 日立総合病院 0:36:21
56 20048 本間 嘉彦 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾋｺ 茨城県 0:36:38
57 20037 遠藤 崇夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｵ 茨城県 0:36:55
58 20190 管原 英人 ｽｶﾞﾊﾗ ｴｲﾄ 東京都 東京陸協 0:36:59
59 20046 礒間 浩幸 ｲｿﾏ ﾋﾛﾕｷ 東京都 八王子ＰＪＴ 0:37:03
60 20082 中山 裕暁 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 茨城県 白方小ＰＴＡ 0:37:05
61 20045 遠藤 直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 宮城県 石巻ＲＣ 0:37:05
62 20071 大武 裕右 ｵｵﾀｹ ﾕｳｽｹ 茨城県 チームかわむら 0:37:11
63 20168 久保田 紘生 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｾｲ 千葉県 0:37:12
64 20087 山本 慎一郎 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 調布市陸協 0:37:18
65 20065 堀江 裕也 ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ 茨城県 千波湖激走快 0:37:22
66 20032 紀ノ川 智一 ｷﾉｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 茨城県 美野里クラブ 0:37:24
67 20052 中原 一博 ﾅｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 埼玉大井ＲＣ 0:37:26
68 20031 井関 達也 ｲｾｷ ﾀﾂﾔ 茨城県 0:37:33
69 22525 木村 凜太朗 ｷﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 茨城県 多賀高校 0:37:40
70 20081 宮谷 聡 ﾐﾔﾀﾆ ｻﾄｼ 神奈川県 0:37:43
71 20126 猪野 和弘 ｲﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 0:37:48
72 20142 皆川 健次 ﾐﾅｶﾜ ｹﾝｼﾞ 茨城県 0:37:52
73 20079 鈴木 嘉次 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 茨城県 日立製作所 0:37:53
74 20022 新 康生 ｼﾝ ｺｳｾｲ 茨城県 流通経済大学 0:37:55
75 20072 久野 彩翔 ﾋｻﾉ ｱﾔﾄ 茨城県 茨城大学 0:37:57
76 20057 藤本 晨斗 ﾌｼﾞﾓﾄ ｱｷﾄ 秋田県 横手市陸協 0:37:58
77 20059 大塚 晴貴 ｵｵﾂｶ ﾊﾙｷ 茨城県 0:38:01
78 20121 横須賀 聡史 ﾖｺｽｶ ｻﾄｼ 茨城県 0:38:04
79 20093 佐々木 秋夫 ｻｻｷ ｱｷｵ 東京都 八王子市 0:38:06
80 20034 鯉沼 健二 ｺｲﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 鉄人クラブ 0:38:07
81 20080 大坪 優 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ 茨城県 日立ＡＣ 0:38:11
82 20101 浅倉 豊 ｱｻｸﾗ ﾕﾀｶ 埼玉県 ＪＲ東日本東京 0:38:13
83 20119 所 崇之 ﾄｺﾛ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:38:17
84 20097 長谷川 弘太郎 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 埼玉県 ＳＯＮ埼玉 0:38:17
85 20068 平本 茂 ﾋﾗﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 茨城県 0:38:25
86 20124 布施 望 ﾌｾ ﾉｿﾞﾑ 千葉県 0:38:29
87 20135 原 克英 ﾊﾗ ｶﾂﾋﾃﾞ 茨城県 マシンｘ 0:38:38
88 20085 鈴木 啓介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 茨城県 0:38:38
89 20116 津田 寛司 ﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 茨城陸協 0:38:38
90 20147 岡坂 茂 ｵｶｻｶ ｼｹﾞﾙ 茨城県 ＪＸ金属 0:38:40
91 20095 渡部 隆宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 ＬＤＡ－ＲＣ 0:38:42
92 20123 小林 隆之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:38:43
93 20122 山田 孝志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 福島県 ふくしま持久力 0:38:44
94 21791 亀井 孝亮 ｶﾒｲ ｺｳｽｹ 茨城県 東海高校 0:38:51
95 20094 豊田 修司 ﾄﾖﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 茨城県 ＰＡＮＴ 0:38:53
96 20102 橋本 竜一 ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 茨城県 うちやマック 0:38:56
97 22825 平出 悠翔 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳﾄ 福島県 茨城大学 0:39:02
98 20497 小此木 祐星 ｵｺﾉｷﾞ ﾕｳｾｲ 茨城県 水戸一高 0:39:10
99 20180 村松 誠二郎 ﾑﾗﾏﾂ ｾｲｼﾞﾛｳ 茨城県 三菱重工 0:39:14

100 20099 川原井 司 ｶﾜﾗｲ ﾂｶｻ 茨城県 常陽銀行走友会 0:39:22
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101 20069 渡邉 徳哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｳﾔ 茨城県 ワタナベ商事 0:39:26
102 20100 根本 浩幸 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 福島県 0:39:32
103 20083 橋本 健一 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 茨城県 日立建機陸上部 0:39:37
104 22819 中澤 唯人 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｲﾄ 茨城県 茨城大学 0:39:38
105 20118 海老根 博樹 ｴﾋﾞﾈ ﾋﾛｷ 茨城県 笠松走友会 0:39:38
106 20179 杉浦 学 ｽｷﾞｳﾗ ﾏﾅﾌﾞ 栃木県 杉サンズ 0:39:39
107 20051 広木 克紀 ﾋﾛｷ ｶﾂｷ 茨城県 世喜体協 0:39:45
108 20208 楡木 悠大 ﾆﾚｷ ﾕｳﾀﾞｲ 茨城県 0:39:47
109 20113 鈴木 耕太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山形県 山城を走る 0:39:48
110 20106 柴 賢一 ｼﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 茨城県 北つくば農協 0:39:48
111 20213 久保木 浩功 ｸﾎﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 0:39:49
112 22811 渡辺 友仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋﾄ 茨城県 茨城キリスト 0:40:10
113 20159 大森 一樹 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞｷ 茨城県 0:40:13
114 20188 永山 剛之 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:40:18
115 22797 川崎 拓哉 ｶﾜｻｷ ﾀｸﾔ 茨城県 0:40:22
116 20091 新井 良和 ｱﾗｲ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 0:40:23
117 20111 赤 秀樹 ｾｷ ﾋﾃﾞｷ 東京都 東京陸協 0:40:28
118 20212 石川 英樹 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 0:40:29
119 20062 野村 顕弘 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 福島県 三春町役場 0:40:36
120 20152 渡部 洋一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 茨城県 0:40:37
121 20127 須藤 智亮 ｽﾄﾞｳ ﾄﾓｱｷ 茨城県 株式会社マミヤ 0:40:39
122 20120 白土 康一 ｼﾗﾄ ｺｳｲﾁ 茨城県 いばらっきー 0:40:43
123 20107 大島 貴博 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 0:40:44
124 21783 神永 拓哉 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 茨城県 0:40:44
125 20175 加藤 守 ｶﾄｳ ﾏﾓﾙ 茨城県 日立水戸 0:40:48
126 20125 小泉 琉偉 ｺｲｽﾞﾐ ﾙｲ 茨城県 0:40:52
127 21922 星野 圭祐 ﾎｼﾉ ｹｲｽｹ 茨城県 0:40:55
128 20170 永堀 和久 ﾅｶﾞﾎﾘ ｶｽﾞﾋｻ 茨城県 0:40:56
129 20409 山崎 冬眞 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ 茨城県 オンリーワン 0:41:01
130 20115 芳賀 貴志 ﾊｶﾞ ﾀｶｼ 茨城県 0:41:04
131 20177 浅川 正幸 ｱｻｶﾜ ﾏｻﾕｷ 茨城県 浅川自動車鈑金 0:41:06
132 20158 小宅 享 ｵﾔｹ ｽｽﾑ 福島県 ＪＸ金属磯原 0:41:07
133 20222 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 茨城県 日立建機 0:41:07
134 22827 高橋 延寿 ﾀｶﾊｼ ｴﾝｼﾞｭ 茨城県 流通経済大学 0:41:09
135 21708 小笠原 誠洋 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:41:11
136 20206 中田 秀典 ﾅｶﾀ ﾋﾃﾞﾉﾘ 群馬県 0:41:13
137 20229 西野 克宣 ﾆｼﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 茨城県 チームＷＥＳＴ 0:41:16
138 22375 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 茨城県 ナスカ東海 0:41:17
140 20196 古小高 康弘 ｺｵﾀｶ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 水戸石川走友会 0:41:21
140 20103 小野瀬 幸佑 ｵﾉｾ ｺｳｽｹ 茨城県 0:41:25
141 20098 川橋 真広 ｶﾜﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 ＪＸ金属 0:41:31
142 21914 石橋 正二郎 ｲｼﾊﾞｼ ｼｮｳｼﾞﾛｳ 茨城県 茨城ジョガーズ 0:41:33
143 20140 倉冨 康仁 ｸﾗﾄﾐ ﾔｽﾋﾄ 茨城県 三菱重工業 0:41:33
144 20233 柳澤 晃宏 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾋﾛ 茨城県 茨城県庁陸上部 0:41:39
145 21916 田中 信貴 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾀｶ 千葉県 東京陸協 0:41:44
146 20216 白土 達也 ｼﾗﾄ ﾀﾂﾔ 茨城県 0:41:44
147 20186 鬼澤 秀和 ｵﾆｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 茨城県 水戸市消防局 0:41:45
148 20200 森岡 洋 ﾓﾘｵｶ ﾋﾛｼ 静岡県 茨城ジョガーズ 0:41:46
149 20077 橋本 洋太 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳﾀ 茨城県 0:41:46
150 20232 武中 康泰 ﾀｹﾅｶ ﾔｽﾋﾛ 東京都 0:41:46
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151 20132 櫻井 仁 ｻｸﾗｲ ｼﾞﾝ 茨城県 茨城ジョガーズ 0:41:47
152 20171 坪井 俊哉 ﾂﾎﾞｲ ﾄｼﾔ 埼玉県 上尾原市 0:41:49
153 20583 大橋 忠司 ｵｵﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 0:41:52
154 20228 清水 諒一 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｲﾁ 福島県 ＪＸ金属 0:41:56
155 20075 荒井 慎一郎 ｱﾗｲ ｼﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 0:41:58
156 20215 菅原 信平 ｽｶﾞﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 茨城県 0:42:01
157 20146 洞庭 唯史 ﾄﾞｳﾆﾜ ﾀﾀﾞｼ 千葉県 グレシステム 0:42:03
158 20134 成田 光司 ﾅﾘﾀ ｺｳｼﾞ 茨城県 ＡＳＴＥＭＯ 0:42:03
159 21682 佐藤 和技 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 茨城県 0:42:08
160 20172 根本 智孝 ﾈﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 茨城県 関彰商事 0:42:09
161 22595 浅沼 尚士 ｱｻﾇﾏ ﾅｵｼ 茨城県 0:42:20
162 20104 谷中 明彦 ﾀﾆﾅｶ ｱｷﾋｺ 茨城県 0:42:29
163 22715 横田 智之 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 0:42:32
164 20204 尾形 英治 ｵｶﾞﾀ ｴｲｼﾞ 新潟県 ＢＳＳ 0:42:34
165 20157 所 高士 ﾄｺﾛ ﾀｶｼ 茨城県 窓愛園 0:42:34
166 20129 大和田 稔 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ 茨城県 茨城県立盲学校 0:42:42
167 20187 鈴木 琢也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 茨城県 スパーク青葉 0:42:42
168 22511 中澤 浩二 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ 茨城県 水戸ＡＣ 0:42:44
169 22212 上野 護 ｳｴﾉ ﾏﾓﾙ 茨城県 ＪＸ金属 0:42:45
170 22773 阿部 和真 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 埼玉県 0:42:51
171 20194 田川 順一 ﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 笠松走友会 0:42:51
172 20331 藤井 剛 ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ 東京都 墨東走友会 0:42:52
173 20130 助川 弘勝 ｽｹｶﾞﾜ ﾋﾛｶﾂ 茨城県 0:42:54
174 20365 鈴木 高志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 茨城県 フリー 0:42:55
175 20169 野中 一晴 ﾉﾅｶ ｶｽﾞﾊﾙ 茨城県 原子力機構 0:43:05
176 20548 富田 圭一 ﾄﾐﾀ ｹｲｲﾁ 茨城県 0:43:08
177 20220 末岡 通治 ｽｴｵｶ ﾐﾁﾊﾙ 茨城県 0:43:09
178 22787 栗田 駿 ｸﾘﾀ ﾊﾔｵ 茨城県 0:43:11
179 20198 木村 剛 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 神奈川県 ケルズ 0:43:11
180 20174 柳田 勲 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｲｻｵ 茨城県 完走肌 0:43:13
181 21970 西口 聡一 ﾆｼｸﾞﾁ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 たまらんなぁず 0:43:14
182 21279 小島 令椰 ｺｼﾞﾏ ﾊﾙﾔ 茨城県 桜の牧高校 0:43:15
183 20191 下工垣 敬一 ｼﾓｸｶﾞｷ ｹｲｲﾁ 埼玉県 舎人会陸上部 0:43:16
184 20473 柳田 匡慶 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 埼玉県 0:43:18
185 20238 関口 圭介 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 神奈川県 0:43:20
186 20298 影山 誠 ｶｹﾞﾔﾏ ﾏｺﾄ 茨城県 影山工務店 0:43:29
187 20133 檜山 圭吾 ﾋﾔﾏ ｹｲｺﾞ 茨城県 我流ＡＣ 0:43:38
188 20056 入部 航介 ｲﾙﾍﾞ ｺｳｽｹ 茨城県 0:43:39
189 21868 野上 浩幸 ﾉｶﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 スパ久慈 0:43:46
190 20214 外岡 雄一 ﾄﾉｵｶ ﾕｳｲﾁ 茨城県 0:43:49
191 20594 橘 祐樹 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｷ 茨城県 0:43:52
192 20192 塚田 諭 ﾂｶﾀﾞ ｻﾄｼ 茨城県 0:43:54
193 20137 西村 紀夫 ﾆｼﾑﾗ ﾉﾘｵ 埼玉県 日化産 0:43:54
194 20182 大塚 克之 ｵｵﾂｶ ｶﾂﾕｷ 茨城県 つくばね 0:43:56
195 20167 深谷 有介 ﾌｶﾔ ﾕｳｽｹ 茨城県 Ｋ部 0:43:57
196 20755 島田 夏生 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾂｵ 茨城県 0:44:00
197 21886 軽部 悠也 ｶﾙﾍﾞ ﾕｳﾔ 茨城県 0:44:01
198 20386 新妻 孝一 ﾆｲﾂﾏ ｺｳｲﾁ 福島県 アルファ事務機 0:44:02
199 20295 菊地 幸司 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ 茨城県 0:44:05
200 20258 増子 剛史 ﾏｼｺ ﾀｹｼ 茨城県 下高津ＲＣ 0:44:08
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201 22510 冨田 一帆 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾎ 茨城県 茨城高校陸上部 0:44:11
202 22167 中川 明憲 ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 茨城県 0:44:11
203 21762 小沼 純 ｵﾇﾏ ｼﾞｭﾝ 茨城県 タクマテクノス 0:44:12
204 20393 原田 英雄 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 0:44:14
205 20218 箕川 信夫 ﾐﾉｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 茨城県 茨城エルダー 0:44:16
206 22770 飯田 裕樹 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 茨城県 0:44:24
207 20201 田所 雅男 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏｻｵ 茨城県 0:44:25
208 20235 宇山 顕 ｳﾔﾏ ｱｷﾗ 東京都 ＮＥＣ府中 0:44:27
209 20231 長谷川 隆司 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶｼ 茨城県 0:44:35
210 20342 片寄 武司 ｶﾀﾖﾘ ﾀｹｼ 茨城県 0:44:37
211 21907 稲野辺 翼 ｲﾅﾉﾍﾞ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 0:44:40
212 20379 高野 祐樹 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 茨城県 0:44:41
213 20109 大森 裕栄 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｼｹﾞ 茨城県 茨城ジョガーズ 0:44:41
214 20210 篠原 睦彦 ｼﾉﾊﾗ ﾑﾂﾋｺ 茨城県 阿部会計事務所 0:44:42
215 20148 諏訪 健一郎 ｽﾜ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 みぎわ 0:44:43
216 20240 井上 一宏 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 常陸太田生学セ 0:44:43
217 20184 春山 隆 ﾊﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 埼玉県 大井ＲＣ 0:44:44
218 22547 塩谷 和弘 ｼｵﾔ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 セイブ 0:44:44
219 20225 小室 智紀 ｺﾑﾛ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 チームボンバー 0:44:45
220 20313 島田 進司 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 パリマラソン 0:44:45
221 20195 関根 紀夫 ｾｷﾈ ﾉﾘｵ 茨城県 ＴＥＡＭ中郷二 0:44:48
222 21849 吉田 豊 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾀｶ 千葉県 0:44:48
223 20300 井口 大成 ｲｸﾞﾁ ﾀｲｾｲ 東京都 丸谷化工機 0:44:50
224 22693 川窪 遼 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｮｳ 茨城県 流通経済大学 0:44:53
225 20108 阿部 伸隆 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ 栃木県 ＪＡなすの 0:44:56
226 21751 篠崎 柊太朗 ｼﾉｻﾞｷ ｼｭｳﾀﾛｳ 茨城県 市役所 0:44:57
227 20205 久中 聖史 ﾋｻﾅｶ ｷﾖｼ 茨城県 0:45:02
228 22824 蒲原 和真 ｶﾓﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 茨城県 0:45:04
229 20375 新谷 岳史 ｼﾝﾀﾆ ﾀｹｼ 茨城県 日立製作所 0:45:06
230 21870 勝田 和也 ｶﾂﾀ ｶｽﾞﾔ 群馬県 0:45:06
231 20236 田中 亮 ﾀﾅｶ ｱｷﾗ 茨城県 0:45:07
232 20265 足立 佳幸 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾕｷ 茨城県 勝田整形外科 0:45:09
233 22533 堤 誠司 ﾂﾂﾐ ｾｲｼﾞ 茨城県 0:45:09
234 20224 米川 武 ﾖﾈｶﾜ ﾀｹｼ 茨城県 那珂湊走友会 0:45:21
235 20339 住谷 圭一 ｽﾐﾔ ｹｲｲﾁ 茨城県 0:45:22
236 22527 青木 亮太 ｱｵｷ ﾘｮｳﾀ 東京都 0:45:24
237 20577 林 健次 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 神奈川県 0:45:24
238 22423 村松 孝哉 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶﾔ 茨城県 水戸一高 0:45:24
239 20596 横須賀 匠 ﾖｺｽｶ ﾀｸﾐ 茨城県 どびん 0:45:25
240 20178 川上 浩平 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 茨城県 0:45:27
241 20545 中西 健二 ﾅｶﾆｼ ｹﾝｼﾞ 茨城県 シースリー 0:45:33
242 22691 岡山 晃大 ｵｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県 流通経済大学 0:45:35
243 20219 砂川 祐詞 ｽﾅｶﾜ ﾕｳｼﾞ 茨城県 タニオビス・ジャパン（株） 0:45:36
244 20589 佐藤 明男 ｻﾄｳ ｱｷｵ 千葉県 0:45:38
245 20299 松井 和明 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 埼玉県 ジャクセン 0:45:41
246 22764 原 綾 ﾊﾗ ﾘｮｳ 茨城県 ＳＢＣ 0:45:42
247 22568 坪坂 真宏 ﾂﾎﾞｻｶ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:45:42
248 20217 西野 肇 ﾆｼﾉ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 0:45:44
249 20549 小島 光平 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 茨城県 0:45:47
250 20272 鈴木 光一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 茨城県 0:45:47
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251 20642 山中 健也 ﾔﾏﾅｶ ｹﾝﾔ 埼玉県 0:45:52
252 22503 小高 惇 ｵﾀﾞｶ ｱﾂｼ 茨城県 0:45:52
253 20024 薗部 崇 ｿﾉﾍﾞ ﾀｶｼ 茨城県 太田走友会 0:45:54
254 22694 鈴木 皓希 ｽｽﾞｷ ｺｳｷ 茨城県 流通経済大学 0:45:55
255 22346 冨田 英明 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 0:45:55
256 20150 森澤 吉大 ﾓﾘｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 チームめたぼ 0:45:56
257 20257 大槻 貴司 ｵｵﾂｷ ﾀｶｼ 茨城県 0:45:57
258 20527 遠藤 将 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 東京都 0:45:57
259 20619 小沼 洋平 ｵﾇﾏ ﾖｳﾍｲ 茨城県 タクマテクノス 0:46:00
260 20462 島田 篤 ｼﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 茨城県 0:46:02
261 20173 大内 一也 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾔ 茨城県 さわかな 0:46:06
262 20245 金子 政史 ｶﾈｺ ﾏｻｼ 東京都 ８プロ 0:46:07
263 20293 坪井 敏也 ﾂﾎﾞｲ ﾄｼﾔ 茨城県 0:46:08
264 20304 小野 雄一郎 ｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島県 0:46:09
265 20575 圷 大輔 ｱｸﾂ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 0:46:09
266 20565 村越 俊貴 ﾑﾗｺｼ ﾄｼｷ 茨城県 0:46:11
267 20310 冨田 涼二 ﾄﾐﾀ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 0:46:13
268 20154 鈴木 拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 茨城県 0:46:15
269 22422 額賀 拓光 ﾇｶｶﾞ ﾀｸﾐ 茨城県 常磐大学高校 0:46:15
270 22432 田辺 正人 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 茨城県 シーアンドエー 0:46:17
271 20131 山元 薫 ﾔﾏﾓﾄ ｶｵﾙ 茨城県 茨城県庁 0:46:17
272 20242 高木 基行 ﾀｶｷﾞ ﾓﾄﾕｷ 茨城県 チームＳＦＭ 0:46:18
273 22698 佐藤 裕幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 水戸刑務所 0:46:19
274 22060 大野 裕也 ｵｵﾉ ﾕｳﾔ 千葉県 0:46:21
275 20352 西井上 修一 ﾆｼｲｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 0:46:22
276 20373 小林 忍 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 西山走友会 0:46:23
277 20207 鈴木 章浩 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾛ 茨城県 中丸蹴球 0:46:27
278 20622 松島 光雄 ﾏﾂｼﾏ ﾐﾂｵ 茨城県 0:46:33
279 20369 宇佐美 政憲 ｳｻﾐ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 0:46:33
280 20491 後藤 睦夫 ｺﾞﾄｳ ﾑﾂｵ 茨城県 0:46:35
281 20408 小林 直樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 茨城県 自転車操業状態 0:46:36
282 21959 大谷 泰樹 ｵｵﾀﾆ ﾔｽｷ 茨城県 ＯＨＲＵＮＯ 0:46:37
283 20239 馬込 和明 ﾏｺﾞﾒ ｶｽﾞｱｷ 東京都 マゴメ 0:46:38
284 20376 森 真人 ﾓﾘ ﾏｻﾄ 茨城県 内原電機 0:46:39
285 20414 坂本 勝彦 ｻｶﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 茨城県 0:46:42
286 20773 藤島 雅継 ﾌｼﾞｼﾏ ﾀﾀﾞﾂﾈ 茨城県 0:46:45
287 20334 熊谷 勝弘 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 関彰商事 0:46:45
288 20286 伊東 博之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 鹿嶋の旅人 0:46:49
289 20163 谷中 慎 ﾔﾅｶ ﾏｺﾄ 茨城県 0:46:56
290 20428 新井 和彦 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 0:46:58
291 20517 飯塚 隆 ｲｲﾂｶ ﾀｶｼ 茨城県 水戸市消防局 0:46:59
292 20748 成田 幹 ﾅﾘﾀ ﾓﾄｷ 茨城県 0:47:00
293 20482 笹島 直樹 ｻｻｼﾞﾏ ﾅｵｷ 茨城県 0:47:09
294 22815 坂本 紘文 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県 流通経済大学 0:47:09
295 20507 宇佐美 毅 ｳｻﾐ ﾀｹｼ 茨城県 0:47:10
296 20435 遊佐 健太郎 ﾕｻ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 茨城読売ＩＳ 0:47:12
297 20309 小泉 拓也 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 茨城県 0:47:13
298 20505 根本 浩徳 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 0:47:14
299 22303 金澤 佳汰 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲﾀ 茨城県 0:47:15
300 20410 大信 佳男 ｵｵﾉﾌﾞ ﾖｼｵ 茨城県 0:47:15
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301 20444 小泉 勝 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾙ 茨城県 0:47:18
302 20263 光又 隆浩 ﾐﾂﾏﾀ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 常磐大学 0:47:18
303 20558 野田 博視 ﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 0:47:20
304 22161 小西 貴大 ｺﾆｼ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 0:47:20
305 20658 荒居 友貴 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 千葉県 ＫＯＳＥ 0:47:23
306 22417 池田 和磨 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 茨城県 0:47:23
307 22686 菅井 穂高 ｽｶﾞｲ ﾎﾀﾞｶ 茨城県 ＪＸ金属 0:47:25
308 20432 宇野 晴彦 ｳﾉ ﾊﾙﾋｺ 茨城県 0:47:25
309 22007 鈴木 大亮 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 ツルハドラッグ 0:47:26
310 20203 谷 幸治 ﾀﾆ ｺｳｼﾞ 茨城県 木内酒造 0:47:28
311 21769 片貝 俊幸 ｶﾀｶｲ ﾄｼﾕｷ 茨城県 タクマテクノス 0:47:29
312 20139 水野 裕太 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾀ 茨城県 0:47:29
313 20288 山崎 紘典 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 0:47:30
314 20247 三輪 宏行 ﾐﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 ＪＬＣ 0:47:30
315 20518 武石 紘汰 ﾀｹｲｼ ｺｳﾀ 茨城県 0:47:31
316 22655 石井 諒 ｲｼｲ ﾘｮｳ 茨城県 ニシノグループ 0:47:31
317 20354 関根 豊 ｾｷﾈ ﾕﾀｶ 茨城県 梅香クラブ 0:47:32
318 20285 篠原 悠 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳ 茨城県 0:47:33
319 21858 日出山 健二 ﾋﾃﾞﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 0:47:33
320 21800 小泉 匡則 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 0:47:33
321 20221 椿 貴博 ﾂﾊﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 0:47:34
322 20674 﨑山 勝 ｻｷﾔﾏ ﾏｻﾙ 茨城県 0:47:35
323 20156 内海 憲治 ｳﾂﾐ ｹﾝｼﾞ 茨城県 チームＫＡＲＴ 0:47:35
324 22073 吉川 道隆 ﾖｼｶﾜ ﾄﾞｳﾘｭｳ 茨城県 0:47:40
325 21317 菅谷 敏克 ｽｶﾞﾔ ﾄｼｶﾂ 茨城県 0:47:41
326 20292 棚部 豊 ﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 茨城県 0:47:42
327 20498 成田 康広 ﾅﾘﾀ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 0:47:45
328 20568 磯上 大貴 ｲｿｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 茨城県 0:47:47
329 22051 鈴木 昭人 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 神奈川県 駒沢公園ＪＣ 0:47:50
330 22104 柳谷 直 ﾔﾅｷﾞﾔ ﾅｵ 茨城県 0:47:51
331 20487 関本 賢也 ｾｷﾓﾄ ｹﾝﾔ 茨城県 0:47:52
332 20500 山口 洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 茨城県 0:47:53
333 20370 早川 英敏 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 福島県 いわき大王製紙 0:47:53
334 20478 鹿志村 和成 ｶｼﾑﾗ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 0:47:55
335 20223 青柳 智 ｱｵﾔｷﾞ ｻﾄﾙ 東京都 墨東走友会 0:47:56
336 21966 角田 英樹 ｶｸﾀ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 會澤高圧 0:47:58
337 20324 草刈 雄太 ｸｻｶﾘ ﾕｳﾀ 茨城県 オパオパ 0:47:58
338 20316 関根 清孝 ｾｷﾈ ｷﾖﾀｶ 茨城県 雑走魂 0:47:58
339 22186 山本 空知 ﾔﾏﾓﾄ ｿﾗﾁｶ 茨城県 0:47:59
340 20327 湯山 芳章 ﾕﾔﾏ ﾖｼｱｷ 茨城県 アイマナ 0:48:02
341 20248 石井 正博 ｲｼｲ ﾏｻﾋﾛ 福島県 ＪＯＹＲＵＮ 0:48:02
342 22305 磯野 優 ｲｿﾉ ﾕｳ 茨城県 0:48:02
343 20312 本田 茂将 ﾎﾝﾀﾞ ｼｹﾞﾏｻ 茨城県 水戸済生会病院 0:48:04
344 20384 名倉 裕希 ﾅｸﾞﾗ ﾕｳｷ 茨城県 アトリエ新樹 0:48:05
345 22368 梶山 正人 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｻﾄ 茨城県 0:48:08
346 20597 川田 洋一 ｶﾜﾀ ﾖｳｲﾁ 茨城県 0:48:09
347 20273 原田 信之 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 リラひたち 0:48:09
348 20301 根本 裕二 ﾈﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 茨城県 田手沼走遊会 0:48:10
349 20451 平塚 宣行 ﾋﾗﾂｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 浅野事務所 0:48:11
350 22011 竹内 奨真 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾏ 茨城県 0:48:13
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351 20253 中川 久造 ﾅｶｶﾞﾜ ｷｭｳｿﾞｳ 茨城県 向台一人ラン 0:48:14
352 20437 小松 達雄 ｺﾏﾂ ﾀﾂｵ 茨城県 コマズ倶楽部 0:48:14
353 20472 鎌田 光貴 ｶﾏﾀ ﾐﾂﾀｶ 福島県 ゆずラン 0:48:15
354 20380 木幡 勇希 ｷﾊﾀ ﾕｳｷ 茨城県 0:48:17
355 20450 神保 壮一 ｼﾞﾝﾎﾞ ｿｳｲﾁ 茨城県 0:48:18
356 20314 櫻井 崇善 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾖｼ 茨城県 0:48:21
357 20329 柴田 昌宏 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:48:23
358 22390 高瀬 義明 ﾀｶｾ ﾖｼｱｷ 茨城県 0:48:23
359 20325 小園江 史昭 ｵｿﾉｴ ﾌﾐｱｷ 茨城県 はるちゃんパパ 0:48:24
360 20427 大河原 尚人 ｵｵｶﾜﾗ ﾅｵﾄ 福島県 ＩＣＭＣ 0:48:24
361 20678 木村 剛 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 茨城県 0:48:25
362 20337 塚田 学 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 0:48:26
363 20372 千野 好治 ﾁﾉ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県 くーちゃん 0:48:26
364 20512 雨谷 博友 ｱﾏｶﾞｲ ﾋﾛﾄﾓ 茨城県 0:48:26
365 20268 森川 哲次 ﾓﾘｶﾜ ﾃﾂｼﾞ 茨城県 0:48:29
366 20368 馬場 広 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 ＪＬＣ紅組 0:48:30
367 20280 大曽根 秀夫 ｵｵｿﾞﾈ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 ネクセライズ 0:48:31
368 20278 照沼 智 ﾃﾙﾇﾏ ｻﾄｼ 茨城県 こだわり隊 0:48:31
369 20070 清水 拓弥 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ 茨城県 0:48:34
370 20557 鎌田 雄一郎 ｶﾏﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨城県 ひたちなか局 0:48:34
371 20388 樫尾 彰 ｶｼｵ ｱｷﾗ 茨城県 アキラ先輩 0:48:35
372 20419 坪井 隆司 ﾂﾎﾞｲ ﾀｶｼ 茨城県 セコム 0:48:35
373 20336 片岡 周次郎 ｶﾀｵｶ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 茨城県 0:48:36
374 20651 軍司 晃 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾗ 茨城県 0:48:36
375 20429 鈴木 かずよし ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 茨城県 0:48:38
376 20600 太田 直樹 ｵｵﾀ ﾅｵｷ 千葉県 ぺんてるＲＣ 0:48:40
377 20362 松村 隆史 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ 茨城県 リラひたち 0:48:41
378 20561 樫村 睦彦 ｶｼﾑﾗ ﾑﾂﾋｺ 茨城県 川島小学校 0:48:41
379 20344 富永 昌宏 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 0:48:42
380 20226 高野 豊 ﾀｶﾉ ﾕﾀｶ 茨城県 大みかオービー 0:48:42
381 20303 遠藤 稔之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ 茨城県 0:48:44
382 20730 中島 渉 ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 埼玉県 0:48:45
383 21684 池田 伸明 ｲｹﾀﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 0:48:49
384 20274 椎名 真 ｼｲﾅ ﾏｺﾄ 茨城県 0:48:49
385 21839 吉岡 悟志 ﾖｼｵｶ ｻﾄｼ 茨城県 0:48:51
386 20277 軍司 雅人 ｸﾞﾝｼﾞ ﾏｻﾄ 茨城県 0:48:52
387 20262 古木 雅浩 ﾌﾙｷ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 三村小学校 0:48:55
388 20338 遠藤 正英 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 茨城県 0:48:56
389 20688 寺門 理 ﾃﾗｶﾄﾞ ｵｻﾑ 茨城県 0:48:57
390 20185 亘 政章 ﾜﾀﾘ ﾏｻｱｷ 茨城県 国土建設コン 0:48:57
391 20110 川又 亮一 ｶﾜﾏﾀ ﾘﾖｳｲﾁ 茨城県 勝田ラジコン 0:48:59
392 20328 桝井 英夫 ﾏｽｲ ﾋﾞﾃﾞｵ 茨城県 石岡公園 0:48:59
393 20363 竹江 聡 ﾀｹｴ ｻﾄｼ 茨城県 Ｔｅａｍ ＲＳ 0:49:00
394 21439 坂下 忠男 ｻｶｼﾀ ﾀﾀﾞｵ 福島県 0:49:00
395 20525 米山 祥平 ﾖﾈﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 東京都 0:49:02
396 21799 長峯 真聡 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾏｻﾄ 茨城県 0:49:03
397 20249 皆川 孝 ﾐﾅｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 0:49:03
398 20967 竹崎 遣人 ﾀｹｻﾞｷ ｹﾝﾄ 茨城県 ＪＸ金属（株） 0:49:04
399 20610 福田 裕樹 ﾌｸﾀﾞ ﾋﾛｷ 茨城県 田彦おやじの会 0:49:06
400 20389 丸山 暁 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄﾙ 茨城県 0:49:07
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401 20412 関根 雅則 ｾｷﾈ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 茨城福祉 0:49:07
402 20319 清水 和明 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｱｷ 茨城県 0:49:08
403 20260 伴 知之 ﾊﾞﾝ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 0:49:10
404 20149 大竹 康博 ｵｵﾀｹ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 那珂クラブ 0:49:11
405 21951 原田 悠佑 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｽｹ 茨城県 明秀学園日立 0:49:11
406 21946 木村 好男 ｷﾑﾗ ﾀｶｵ 茨城県 0:49:11
407 20476 三井 忠男 ﾐﾂｲ ﾀﾀﾞｵ 山梨県 0:49:12
408 20723 前田 勇樹 ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｷ 栃木県 0:49:13
409 20241 吉田 英世 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾖ 茨城県 0:49:13
410 20475 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 0:49:16
411 20425 中村 真治 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 茨城県 ドクター関塾 0:49:17
412 22828 戸室 侑大 ﾄﾑﾛ ﾕｳﾀ 茨城県 0:49:21
413 22582 石沢 禎紀 ｲｼｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 夜来香陸上部 0:49:21
414 20294 古川 靖晃 ﾌﾙｶﾜ ﾔｽｱｷ 茨城県 0:49:22
415 20679 吉川 大輝 ﾖｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 茨城県 0:49:22
416 20276 大内 栄二 ｵｵｳﾁ ｴｲｼﾞ 茨城県 0:49:24
417 20350 永井 左千夫 ﾅｶﾞｲ ｻﾁｵ 茨城県 スパーク青葉 0:49:25
418 22092 中庭 拓海 ﾅｶﾆﾜ ﾀｸﾐ 茨城県 勝田高校 0:49:26
419 20443 川野輪 俊光 ｶﾜﾉﾜ ﾄｼﾐﾂ 茨城県 0:49:26
420 20155 宮田 克行 ﾐﾔﾀ ｶﾂﾕｷ 茨城県 リラひたち 0:49:27
421 22387 箱島 浩央 ﾊｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾋｻ 茨城県 0:49:28
422 20387 川原田 力 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾁｶﾗ 茨城県 ＪＸ金属 0:49:28
423 21745 金川 英昭 ｶﾈｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 0:49:30
424 20358 片岡 利美 ｶﾀｵｶ ﾄｼﾐ 茨城県 0:49:31
425 22250 古谷 正志 ﾌﾙﾔ ﾏｻｼ 茨城県 茨城国保連 0:49:31
426 21833 鈴木 辰也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 福島県 0:49:34
427 22200 坂口 直樹 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵｷ 東京都 丸谷化工機 0:49:35
428 22749 新井 裕一 ｱﾗｲ ﾕｳｲﾁ 埼玉県 埼玉茨城明 0:49:35
429 20255 小林 健 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 福島県 楽楽走友会 0:49:37
430 22052 笹嶋 武男 ｻｻｼﾞﾏ ﾀｹｵ 茨城県 0:49:37
431 20807 川崎 厚志 ｶﾜｻｷ ｱﾂｼ 茨城県 0:49:37
432 20302 塩田 典夫 ｼｵﾀ ﾉﾘｵ 福島県 心愛と蒼天 0:49:38
433 20544 佐藤 優輝 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 茨城県 0:49:38
434 21188 東島 忠晴 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ﾀﾀﾞﾊﾙ 茨城県 日立製作所 0:49:40
435 20395 浦野 泰治 ｳﾗﾉ ﾔｽﾊﾙ 茨城県 0:49:42
436 20364 田島 清典 ﾀｼﾞﾏ ｷﾖﾉﾘ 茨城県 サクラ部隊 0:49:43
437 20356 長谷川 英治 ﾊｾｶﾞﾜ ｴｲｼﾞ 茨城県 エルトラン 0:49:44
438 20442 渡辺 俊明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ 茨城県 0:49:44
439 20366 舟橋 弘道 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾋﾛﾐﾁ 茨城県 東京電力いわき 0:49:45
440 22484 佐川 惇貴 ｻｶﾞﾜ ｱﾂｷ 茨城県 多賀高校 0:49:45
441 22552 藤沢 恒四知 ﾌｼﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 茨城県 石岡商業 0:49:46
442 21564 飯村 潤也 ｲｲﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城県 まほろば農園 0:49:47
443 21638 犬飼 智己 ｲﾇｶｲ ﾄﾓｷ 茨城県 0:49:48
444 20252 長山 章三 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼｮｳｿﾞｳ 茨城県 水戸石川走友会 0:49:48
445 21716 一木 航平 ﾋﾄｷ ｺｳﾍｲ 茨城県 勝田高校 0:49:49
446 20503 堺 敦雅 ｻｶｲ ﾀｲｶﾞ 茨城県 0:49:50
447 20128 安 隆博 ﾔｽ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 0:49:51
448 20436 関根 貴幸 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 茨城県 日立佐和山岳部 0:49:51
449 21640 岩崎 裕 ｲﾜｻｷ ﾕﾀｶ 茨城県 三井化学東セロ 0:49:52
450 20640 塚本 勉 ﾂｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ 福島県 チーム無問題 0:49:52
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451 20618 今喜多 恩 ｲﾏｷﾀ ﾒｸﾞﾑ 茨城県 0:49:53
452 20456 川上 寛敬 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾀｶ 茨城県 0:49:54
453 20693 日比野 哲久 ﾋﾋﾞﾉ ﾉﾘﾋｻ 茨城県 0:49:55
454 21663 永田 修平 ﾅｶﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 0:49:57
455 20367 梅沢 颯 ｳﾒｻﾞﾜ ｿｳ 茨城県 0:49:59
456 20465 菅野 知也 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 茨城県 柳田塾 0:49:59
457 20737 根本 聡 ﾈﾓﾄ ｻﾄｼ 千葉県 0:50:01
458 22812 櫻井 敏勝 ｻｸﾗｲ ﾄｼｶﾂ 茨城県 0:50:03
459 21043 深谷 茂広 ﾌｶﾔ ｼｹﾞﾋﾛ 茨城県 株式会社長大 0:50:03
460 20698 山縣 哲 ﾔﾏｶﾞﾀ ｻﾄｼ 茨城県 0:50:04
461 20947 高橋 由樹 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 茨城県 0:50:04
462 20341 桑原 日出雄 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 0:50:05
463 20406 村山 諒 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳ 茨城県 スパーク青葉 0:50:05
464 22415 柴山 健太 ｼﾊﾞﾔﾏ ｹﾝﾀ 茨城県 施設学校 0:50:06
465 20463 青木 太志 ｱｵｷ ﾀｲｼ 福島県 0:50:07
466 20727 小室 晶 ｺﾑﾛ ｱｷﾗ 茨城県 0:50:10
467 20593 田中 恒史 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾌﾐ 東京都 0:50:12
468 21038 大山 幸光 ｵｵﾔﾏ ﾕｷﾐﾂ 茨城県 高萩走友会 0:50:14
469 20509 横須賀 信博 ﾖｺｽｶ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 横須賀道場 0:50:14
470 20421 力丸 裕一 ﾘｷﾏﾙ ﾕｳｲﾁ 福島県 ＪＯＹＲＡＮ 0:50:15
471 20552 嶋崎 慶一郎 ｼﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 茨城県 0:50:16
472 20383 森 利光 ﾓﾘ ﾄｼﾐﾂ 茨城県 スパーク青葉 0:50:16
473 20530 前田 篤人 ﾏｴﾀﾞ ｱﾂﾋﾄ 茨城県 かりゆし 0:50:18
474 20697 東原 徹 ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾄｵﾙ 千葉県 0:50:19
475 22733 佐藤 秀昭 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 東海村役場ＲＣ 0:50:20
476 22676 篠田 和樹 ｼﾉﾀﾞ ｶｽﾞｷ 茨城県 0:50:22
477 22689 倉河 亮平 ｸﾗｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 玉造工業高校 0:50:22
478 22290 森 大地 ﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 茨城県 リベリスト 0:50:25
479 20520 西野 秀則 ﾆｼﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 茨城県 ニシノグループ 0:50:26
480 20570 村田 雅信 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 東京都 0:50:26
481 20559 米川 正直 ﾖﾈｶﾜ ﾏｻﾅｵ 茨城県 0:50:27
482 20343 圷 正志 ｱｸﾂ ﾏｻｼ 茨城県 0:50:28
483 22302 永田 俊哉 ﾅｶﾞﾀ ﾄｼﾔ 茨城県 0:50:28
484 22711 片岡 貴志 ｶﾀｵｶ ﾀｶｼ 茨城県 0:50:29
485 20378 本村 正博 ﾓﾄﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 こんこ 0:50:29
486 21404 千葉 勝之 ﾁﾊﾞ ｶﾂﾕｷ 茨城県 0:50:30
487 20385 菊池 伸幸 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 ＭＩＴＯ市 0:50:31
488 22479 有藤 慎平 ｳﾄｳ ｼﾝﾍﾟｲ 兵庫県 岡本製作所 0:50:32
489 22361 菊池 康雄 ｷｸﾁ ﾔｽｵ 茨城県 0:50:32
490 22362 根本 雅章 ﾈﾓﾄ ﾏｻｱｷ 茨城県 0:50:33
491 20490 五十嵐 雄一 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｲﾁ 茨城県 0:50:34
492 20524 上遠野 誠 ｶﾄｵﾉ ﾏｺﾄ 千葉県 0:50:38
493 20587 塙 淳 ﾊﾅﾜ ｱﾂｼ 茨城県 あつじい 0:50:39
494 22286 品 吉治 ｼﾅ ﾖｼﾊﾙ 長野県 0:50:42
495 22259 安 拓巳 ﾔｽ ﾀｸﾐ 茨城県 0:50:42
496 21872 萩谷 孝男 ﾊｷﾞﾔ ﾀｶｵ 茨城県 0:50:43
497 21845 齋藤 英樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 牛歩悠久会 0:50:45
498 20434 大内 康雄 ｵｵｳﾁ ﾔｽｵ 茨城県 村立東海病院 0:50:49
499 22150 白土 和仙 ｼﾗﾄ ｶﾂﾋｻ 茨城県 宇佐美サッシ 0:50:50
500 20857 植田 啓二 ｳｴﾀ ｹｲｼﾞ 茨城県 筑波銀行 0:50:51

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



１０K男子

Print: 2023/02/06 18:03:11 11 / 48 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

501 20477 小林 秀幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 0:50:51
502 22443 加藤 弘 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 茨城県 鹿島神宮 0:50:52
503 21772 鯉沼 等 ｺｲﾇﾏ ﾋﾄｼ 茨城県 タクマテクノス 0:50:53
504 22406 萩原 知哉 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 埼玉県 0:50:54
505 20269 助川 虎吉 ｽｹｶﾞﾜ ﾄﾗｷﾁ 茨城県 株助川電機製作所 0:50:57
506 22499 田中 伸治 ﾀﾅｶ ｼﾝｼﾞ 茨城県 0:50:58
507 21229 宮澤 昭一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 レゾナック 0:50:59
508 21838 川上 翔大 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾀﾞｲ 茨城県 原子力機構 0:50:59
509 21432 後藤 康文 ｺﾞﾄｳ ﾔｽﾌﾞﾐ 茨城県 青龍の里 0:50:59
510 20317 武藤 圭二 ﾑﾄｳ ｹｲｼﾞ 福島県 水石山の番人 0:51:00
511 21400 小和瀬 賀彦 ｵﾜｾ ﾖｼﾋｺ 茨城県 0:51:00
512 21235 川隅 学 ｶﾜｽﾐ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 0:51:01
513 22727 渡邉 正明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｱｷ 千葉県 0:51:03
514 20424 鈴木 泰光 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾐﾂ 茨城県 ◎柳田塾◎ 0:51:03
515 20402 百目鬼 良理 ﾄﾞｳﾒｷ ﾖｼﾐﾁ 茨城県 0:51:03
516 22022 會澤 良徳 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 サンテ 0:51:03
517 20264 杉森 浩二 ｽｷﾞﾓﾘ ｺｳｼﾞ 茨城県 0:51:05
518 20586 飯島 嘉 ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼﾐ 茨城県 チームいいじ魔 0:51:06
519 20471 小倉 誠司 ｵｸﾞﾗ ｾｲｼﾞ 茨城県 有）ベル 0:51:07
520 20426 斎藤 康弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 0:51:07
521 22276 大坪 邦彦 ｵｵﾂﾎﾞ ｸﾆﾋｺ 東京都 オルソクラブ 0:51:09
522 20878 加藤木 洋治 ｶﾄｳｷﾞ ﾖｳｼﾞ 茨城県 0:51:10
523 20499 山口 賢二郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｼﾞﾛｳ 茨城県 0:51:14
524 22334 菊池 哲司 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 茨城県 0:51:15
525 20279 吉田 芳美 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾐ 福島県 0:51:18
526 20613 椎名 拓美 ｼｲﾅ ﾀｸﾐ 茨城県 水工ＯＢ会 0:51:18
527 20571 賀好 卓哉 ｶｺｳ ﾀｸﾔ 東京都 0:51:20
528 20234 藻垣 昂平 ﾓｶﾞｷ ｺｳﾍｲ 茨城県 0:51:20
529 20348 鈴木 裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 茨城県 エヌイーエルラ 0:51:22
530 20644 黒澤 佳男 ｸﾛｻﾜ ﾖｼｵ 茨城県 フォルム 0:51:24
531 20510 安孫子 拓 ｱﾋﾞｺ ﾀｸ 茨城県 0:51:24
532 22442 伊藤 寛貴 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 千葉県 0:51:25
533 22347 山本 憲司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 茨城県 日本タルク 0:51:26
534 22270 宮﨑 和真 ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 茨城県 0:51:26
535 22085 高野 明博 ﾀｶﾉ ｱｷﾋﾛ 千葉県 0:51:27
536 20703 志村 英之 ｼﾑﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 東京都 0:51:28
537 21626 川原 宣也 ｶﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾔ 茨城県 0:51:28
538 22308 栗田 昌 ｸﾘﾀ ｱｷﾗ 茨城県 0:51:29
539 22532 高瀬 将光 ﾀｶｾ ﾏｻﾐﾂ 茨城県 0:51:29
540 20515 桜井 隆之 ｻｸﾗｲ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ＰＴＣ 0:51:30
541 20230 柳田 駿人 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｼｭﾝﾄ 茨城県 0:51:32
542 20668 斎藤 啓一 ｻｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 茨城県 0:51:32
543 20691 根本 清美 ﾈﾓﾄ ｷﾖﾐ 茨城県 0:51:32
544 21892 品田 裕充 ｼﾅﾀﾞ ﾋﾛﾐﾂ 東京都 0:51:33
545 20555 大関 賢一 ｵｵｾﾞｷ ｹﾝｲﾁ 茨城県 0:51:34
546 22820 木下 剛成 ｷﾉｼﾀ ﾀｹﾅﾘ 茨城県 磯崎自動車工業 0:51:34
547 20560 中務 秀雄 ﾅｶﾂｶｻ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 0:51:35
548 21774 髙梨 潤也 ﾀｶﾅｼ ｼﾞｭﾝﾔ 茨城県 タクマテクノス 0:51:37
549 21560 西野 滋夫 ﾆｼﾉ ｼｹﾞｵ 茨城県 を 0:51:38
550 20854 佐藤 利光 ｻﾄｳ ﾄｼﾐﾂ 茨城県 浅草ハム 0:51:39
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551 22269 新井 功 ｱﾗｲ ｲｻｵ 栃木県 0:51:41
552 21180 田中 和彦 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 0:51:42
553 21152 中嶋 利光 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼﾐﾂ 茨城県 代進倶楽部 0:51:42
554 22829 柿沼 則孝 ｶｷﾇﾏ ﾉﾘﾀｶ 茨城県 ファミマ 0:51:44
555 20400 山中 力 ﾔﾏﾅｶ ﾁｶﾗ 福島県 いわき開成 0:51:46
556 20420 初田 正彰 ﾊﾂﾀ ﾏｻｱｷ 茨城県 神谷二区走遊会 0:51:46
557 21736 木本 翔平 ｷﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 ダイトウ 0:51:46
558 20330 成田 孝幸 ﾅﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ハチロク 0:51:46
559 20403 小林 富美男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｵ 茨城県 ホークス 0:51:47
560 20440 鬼沢 信也 ｵﾆｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 埼玉県 イーグル工業 0:51:49
561 22171 大曽根 薫 ｵｵｿﾞﾈ ｶｵﾙ 茨城県 0:51:49
562 20572 関 隆 ｾｷ ﾀｶｼ 茨城県 日立桜アリーナ 0:51:50
563 20616 福田 亘 ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 茨城県 旭物産 0:51:50
564 20823 岩永 欣也 ｲﾜﾅｶﾞ ｷﾝﾔ 茨城県 0:51:51
565 20160 雨谷 佳祐 ｱﾏｶﾞｲ ｹｲｽｹ 茨城県 水戸市 0:51:52
566 20306 三瓶 康治 ｻﾝﾍﾟｲ ｺｳｼﾞ 福島県 0:51:53
567 20838 玉木 秀弥 ﾀﾏｷ ﾋﾃﾞﾔ 茨城県 ヒロエンジ 0:51:54
568 20457 齋藤 亮介 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 0:51:54
569 20822 蔀 正人 ｼﾄﾐ ﾏｻﾄ 福島県 0:51:54
570 22453 小澤 昌樹 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｷ 茨城県 0:51:55
571 20360 岩瀬 貴行 ｲﾜｾ ﾀｶﾕｷ 栃木県 東京ＷＩＮＧＳ 0:51:56
572 20332 塩田 卓 ｼｵﾀﾞ ﾀｸ 福島県 公立岩瀬病院 0:51:57
573 22519 瀧 龍之丞 ﾀｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 茨城県 ワタナベ商事 0:51:58
574 20467 三城 毅 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ 東京都 なすがままＲＣ 0:52:00
575 20355 塚本 裕一 ﾂｶﾓﾄ ﾕｳｲﾁ 茨城県 0:52:02
576 22472 桜井 文雄 ｻｸﾗｲ ﾌﾐｵ 茨城県 チェリーズ 0:52:02
577 20709 狩野 秀一 ｶﾘﾉ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 0:52:04
578 20513 小野瀬 政宏 ｵﾉｾ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:52:04
579 20318 小野瀬 浩一 ｵﾉｾ ｺｳｲﾁ 茨城県 桝田漁業組合 0:52:05
580 21910 渡辺 伸弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 ＮＪＣ 0:52:06
581 21657 廣瀬 公亮 ﾋﾛｾ ｺｳｽｹ 茨城県 0:52:07
582 20722 関口 光男 ｾｷｸﾞﾁ ﾐﾂｵ 茨城県 水郷つくば 0:52:07
583 22389 鶴見 翔馬 ﾂﾙﾐ ｼｮｳﾏ 茨城県 流通経済大学 0:52:08
584 22753 田村 将大 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:52:10
585 20837 岡 昌紀 ｵｶ ﾖｼﾉﾘ 千葉県 0:52:11
586 20307 荻原 舜 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｭﾝ 茨城県 エディファミリ 0:52:12
587 20237 遠西 克雄 ﾄｵﾆｼ ｶﾂｵ 茨城県 げっぴ会·鹿島 0:52:13
588 20105 小松 建一 ｺﾏﾂ ｹﾝｲﾁ 茨城県 0:52:13
589 21776 杉本 岳人 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｹﾄ 茨城県 タクマテクノス 0:52:15
590 20246 小貫 純一 ｵﾇｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 0:52:15
591 22000 眞野 甲子郎 ﾏﾉ ｺｳｼﾛｳ 茨城県 0:52:16
592 21844 二村 博 ﾆﾑﾗ ﾋﾛｼ 茨城県 0:52:16
593 20794 柴田 竜也 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾂﾔ 茨城県 0:52:16
594 21825 澤畑 洸 ｻﾜﾊﾀ ｺｳ 茨城県 0:52:17
595 20735 藤田 裕樹 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ 茨城県 株式会社せき 0:52:20
596 20747 池上 功 ｲｹｶﾞﾐ ｲｻｵ 茨城県 0:52:21
597 20266 唐沢 文生 ｶﾗｻﾜ ﾌﾐｵ 長野県 ちいむもみじ 0:52:22
598 21693 神原 哲哉 ｶﾝﾊﾞﾗ ﾃﾂﾔ 茨城県 0:52:23
599 20888 見代 隆 ﾐﾖ ﾀｶｼ 茨城県 西武治療室 0:52:23
600 20547 久保田 論 ｸﾎﾞﾀ ｻﾄﾙ 茨城県 田尻ＦＣ 0:52:24
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601 22059 佐藤 雅仁 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 千葉県 0:52:26
602 22777 前野 一澄 ﾏｴﾉ ｶｽﾞﾄ 茨城県 石岡商業高校 0:52:26
603 20289 根本 巳好 ﾈﾓﾄ ﾐﾖｼ 茨城県 日立ＡＣ 0:52:27
604 20452 古内 信雪 ﾌﾙｳﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 0:52:27
605 22392 マルデイヤント オキトリ ﾏﾙﾃﾞｲﾔﾝﾄ ｵｷﾄﾘ 茨城県 内山 0:52:28
606 20830 上本 純平 ｳｴﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 茨城県 0:52:28
607 22115 吉川 圭祐 ﾖｼｶﾜ ｹｲｽｹ 東京都 ■チームあやか 0:52:28
608 20202 勝村 章 ｶﾂﾑﾗ ｱｷﾗ 茨城県 神谷二区走遊会 0:52:29
609 21177 会田 耕拓 ｱｲﾀ ｺｳﾀｸ 福島県 0:52:30
610 20136 おおくし かずのり ｵｵｸｼ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 太田走友会 0:52:30
611 22001 玉田 誠一 ﾀﾏﾀﾞ ｾｲｲﾁ 茨城県 0:52:31
612 20624 木村 勇夫 ｷﾑﾗ ｲｻｵ 神奈川県 0:52:31
613 20469 善光 安次 ｾﾞﾝｺｳ ﾔｽｼﾞ 神奈川県 0:52:32
614 20508 大谷 誠夫 ｵｵﾀﾆ ﾏｻｵ 茨城県 0:52:33
615 20335 澤畠 恵一 ｻﾜﾊﾀ ｹｲｲﾁ 茨城県 ひたちなかＪＣ 0:52:33
616 20657 関根 正徳 ｾｷﾈ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 0:52:34
617 20361 平石 和帆 ﾋﾗｲｼ ｶｽﾞﾎ 栃木県 ぴかぴかクラブ 0:52:35
618 20614 渡部 和宏 ﾜﾀﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 茨城県信用組合 0:52:36
619 20631 郡司 治之 ｸﾞﾝｼﾞ ﾊﾙﾕｷ 茨城県 0:52:37
620 20374 津田 祥一 ﾂﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 東京海上日動 0:52:38
621 20532 塩田 幸三 ｼｵﾀ ｺｳｿﾞｳ 茨城県 常陽測量設計 0:52:38
622 20813 山中 博 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛｼ 茨城県 管理センター 0:52:40
623 22221 井川 幸大 ｲｶﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 福島県 0:52:40
624 21071 生田目 好美 ﾅﾏﾀﾒ ﾖｼﾐ 茨城県 水戸土木 0:52:41
625 22657 弘海 佑樹 ﾋﾛｳﾐ ﾕｳｷ 茨城県 ニシノグループ 0:52:41
626 21327 岡﨑 達朗 ｵｶｻﾞｷ ﾀﾂﾛｳ 茨城県 タクマテクノス 0:52:41
627 21169 志賀 重胤 ｼｶﾞ ｼｹﾞﾀﾈ 茨城県 0:52:42
628 20842 杉山 充 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾂﾙ 茨城県 サンビーチＡＣ 0:52:43
629 20634 高田 尚三 ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳｿﾞｳ 茨城県 0:52:43
630 20627 田山 秀雄 ﾀﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 0:52:44
631 22541 星野 峻輝 ﾎｼﾉ ﾄｼｷ 茨城県 アクモス 0:52:44
632 20780 田代 和正 ﾀｼﾛ ｶｽﾞﾏｻ 茨城県 チームＮＡＫ 0:52:44
633 22500 北島 慎悟 ｷﾀｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 茨城県 0:52:46
634 20979 庄司 健一郎 ｼｮｳｼﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 0:52:46
635 20297 鯉渕 勉 ｺｲﾌﾞﾁ ﾂﾄﾑ 茨城県 ときわクラブ 0:52:47
636 22447 惟任 諭吉 ｺﾚﾄｳ ﾕｷﾁ 茨城県 0:52:47
637 20390 神谷 久 ｶﾐﾔ ﾋｻｼ 茨城県 0:52:48
638 20481 高橋 昌也 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾅﾘ 茨城県 Ｋｅｌｌｓ 0:52:48
639 20629 蘇武 稔美 ｿﾌﾞ ﾄｼﾐ 茨城県 ＳＭＣ日立 0:52:48
640 20660 塚原 寿夫 ﾂｶﾊﾗ ﾋｻｵ 栃木県 0:52:48
641 20138 酒井 浩雄 ｻｶｲ ﾋﾛｵ 山口県 厚生社 0:52:50
642 20779 山口 政隆 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 東京都 0:52:50
643 22373 佐藤 大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 茨城県 0:52:51
644 22228 雲類鷲 佑典 ｳﾙﾜｼ ﾕｳｽｹ 茨城県 0:52:54
645 22778 酒井 世典 ｻｶｲ ﾄｷﾉﾘ 茨城県 0:52:55
646 22219 内田 太 ｳﾁﾀﾞ ﾌﾄｼ 茨城県 0:52:56
647 21634 渡邊 拓海 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 茨城県 0:52:56
648 20423 山本 崇 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 茨城県 0:52:57
649 20652 西川 孝 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 アイビーシー 0:52:58
650 22648 冨田 晃司 ﾄﾐﾀ ｺｳｼﾞ 茨城県 0:52:59
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651 22195 鈴木 靖孝 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾀｶ 茨城県 0:52:59
652 20483 鈴木 啓太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 茨城県 0:52:59
653 20796 松本 聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ 茨城県 ネジ工房 0:52:59
654 20441 川又 誠一 ｶﾜﾏﾀ ｾｲｲﾁ 茨城県 0:53:01
655 20243 茅根 一也 ﾁﾉﾈ ｶｽﾞﾔ 茨城県 テクノプロＥＧ 0:53:03
656 20819 滝田 雅史 ﾀｷﾀ ﾏｻｼ 茨城県 0:53:04
657 20790 伏見 淳 ﾌｼﾐ ｱﾂｼ 茨城県 0:53:04
658 20495 海老澤 誠 ｴﾋﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 茨城県 0:53:05
659 21183 穴澤 紀雄 ｱﾅｻﾞﾜ ﾉﾘｵ 茨城県 りらひたち 0:53:09
660 22682 石川 拓 ｲｼｶﾜ ﾋﾛ 茨城県 0:53:09
661 21781 内山 雅也 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾔ 茨城県 0:53:10
662 22369 松木田 和明 ﾏﾂｷﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 茨城県 0:53:11
663 20667 橋本 直紀 ﾊｼﾓﾄ ﾅｵｷ 福島県 0:53:11
664 20326 親見 政仁 ｼﾝﾐ ﾏｻﾋﾄ 茨城県 チームＩＡＣ 0:53:13
665 22588 富田 大輔 ﾄﾐﾀ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 0:53:14
666 20669 三村 忍 ﾐﾑﾗ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 0:53:15
667 20407 勝山 邦夫 ｶﾂﾔﾏ ｸﾆｵ 茨城県 0:53:16
668 22670 鴫原 大晟 ｼｷﾞﾊﾗ ﾀｲｾｲ 福島県 0:53:18
669 20680 磯崎 昌広 ｲｿｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:53:18
670 20839 根目澤 和幸 ﾈﾒｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 0:53:19
671 20655 脇阪 俊宏 ﾜｷｻｶ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 0:53:20
672 22139 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 茨城県 0:53:20
673 20566 木村 智宏 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 全農 0:53:22
674 20952 鎌田 光男 ｶﾏﾀ ﾐﾂｵ 福島県 ゆずラン 0:53:23
675 22061 渡引 高重 ﾜﾀﾋｷ ﾀｶｼｹﾞ 茨城県 0:53:24
676 21257 小室 克洋 ｺﾑﾛ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 完走支隊 0:53:24
677 20673 増子 勝己 ﾏｼｺ ｶﾂﾐ 茨城県 0:53:24
678 22248 根本 周作 ﾈﾓﾄ ｼｭｳｻｸ 茨城県 0:53:25
679 21829 小林 隼也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼﾔ 茨城県 0:53:25
680 22579 菊池 大和 ｷｸﾁ ﾔﾏﾄ 茨城県 0:53:25
681 20625 石井 良一 ｲｼｲ ﾘｮｳｲﾁ 茨城県 日立ハイテク 0:53:26
682 20948 大友 亮二 ｵｵﾄﾓ ﾘｮｳｼﾞ 茨城県 三衆物産（株） 0:53:26
683 20604 塚本 俊之 ﾂｶﾓﾄ ﾄｼﾕｷ 茨城県 0:53:26
684 22757 大塚 正 ｵｵﾂｶ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 0:53:27
685 20647 綿引 優 ﾜﾀﾋｷ ﾏｻﾙ 茨城県 0:53:29
686 20716 伊澤 真 ｲｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 茨城県 勝友会 0:53:30
687 20683 井坂 寛史 ｲｻｶ ﾋﾛｼ 茨城県 0:53:30
688 21723 服部 力 ﾊｯﾄﾘ ﾁｶﾗ 茨城県 0:53:32
689 22180 中庭 卓也 ﾅｶﾆﾜ ﾀｸﾔ 茨城県 0:53:32
690 20734 中島 浩司 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 茨城県 三栄電機商会 0:53:35
691 21707 菊地 保 ｷｸﾁ ﾀﾓﾂ 茨城県 チームＳＢＣ 0:53:36
692 21721 石田 均 ｲｼﾀﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 0:53:37
693 22492 白井 宏一 ｼﾗｲ ｺｳｲﾁ 神奈川県 オーベスト 0:53:37
694 21277 渡辺 純一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 Ｊ 0:53:38
695 20371 小森 栄二 ｺﾓﾘ ｴｲｼﾞ 茨城県 下小川走友会 0:53:38
696 20607 菅野 輝義 ｶﾝﾉ ﾃﾙﾖｼ 福島県 いわき市教委 0:53:39
697 20521 福島 和幸 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 水戸市 0:53:40
698 22771 三輪 将大 ﾐﾜ ﾏｻﾄ 茨城県 0:53:40
699 21023 渡辺 健太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 コマツ湘南工場 0:53:40
700 20936 皆川 龍彦 ﾐﾅｶﾜ ﾀﾂﾋｺ 茨城県 0:53:41
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701 21174 矢嶋 寿行 ﾔｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 茨城県 0:53:41
702 21925 森川 泰 ﾓﾘｶﾜ ﾔｽｼ 神奈川県 ムルザニーズ 0:53:41
703 22557 小林 聡 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 茨城県 アイコンサル 0:53:42
704 20404 吉田 文威 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾀｹ 茨城県 0:53:42
705 20461 大武 正樹 ｵｵﾀｹ ﾏｻｷ 茨城県 0:53:42
706 22105 仲野谷 亮 ﾅｶﾉﾔ ﾘｮｳ 茨城県 0:53:44
707 21545 原 昌樹 ﾊﾗ ﾏｻｷ 東京都 0:53:46
708 22237 野上 哲志 ﾉｶﾞﾐ ｻﾄｼ 茨城県 0:53:47
709 20598 川和 政徳 ｶﾜﾜ ﾏｻﾄｸ 茨城県 ランラララン 0:53:47
710 21635 熱田 陵 ｱﾂﾀ ﾘｮｳ 茨城県 0:53:47
711 22111 鬼沢 智幸 ｵﾆｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 0:53:47
712 20621 柘植 賢一 ﾂｹﾞ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:53:47
713 22313 齊藤 健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 フル走ろう会 0:53:48
714 20398 藤ヶ崎 匡彦 ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾏｻﾋｺ 茨城県 0:53:49
715 22509 木澤 充貴 ｷｻﾞﾜ ﾐﾁﾀｶ 茨城県 0:53:49
716 20308 徳田 雅義 ﾄｸﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 茨城県 0:53:49
717 20943 岩下 雄一郎 ｲﾜｼﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ 茨城県 0:53:50
718 22379 三村 清敏 ﾐﾑﾗ ｷﾖﾄｼ 茨城県 0:53:52
719 20275 中村 大司 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｼ 茨城県 原子力機構 0:53:53
720 20774 勝村 登 ｶﾂﾑﾗ ﾐﾉﾙ 茨城県 井南ＲＣ 0:53:53
721 20962 鈴木 俊三 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｿﾞｳ 茨城県 医療法人博仁会 0:53:55
722 20282 増田 勝治 ﾏｽﾀﾞ ｶﾂｼﾞ 茨城県 0:53:56
723 20602 齋藤 博行 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:53:57
724 20605 梶原 恵一 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ 秋田県 0:54:00
725 22316 坂場 清孝 ｻｶﾊﾞ ｷﾖﾀｶ 茨城県 0:54:00
726 21122 渡辺 悠介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 福島県 ＩＣＥＪ 0:54:01
727 22097 小林 弘男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｵ 茨城県 0:54:03
728 22431 鈴木 琢麿 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾏ 茨城県 0:54:04
729 20915 多比良 誠 ﾀｲﾗ ﾏｺﾄ 茨城県 0:54:05
730 20677 戸村 均 ﾄﾑﾗ ﾋﾄｼ 東京都 ＲＣ９９９ 0:54:06
731 21425 小室 日出夫 ｺﾑﾛ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 マメデキオ 0:54:07
732 22515 清水 真央 ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾋｻ 茨城県 0:54:09
733 20656 伊藤 久男 ｲﾄｳ ﾋｻｵ 東京都 0:54:09
734 20885 佐々木 千秋 ｻｻｷ ﾁｱｷ 茨城県 0:54:10
735 21785 大西 祥広 ｵｵﾆｼ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 0:54:10
736 20585 鈴木 洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 茨城県 石岡公園ＲＣ 0:54:11
737 22370 酒井 健一 ｻｶｲ ｹﾝｲﾁ 茨城県 ジェイエルシー 0:54:11
738 22374 瀬谷 慎一郎 ｾﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 0:54:11
739 21214 飛田 英明 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 ひーちゃんず 0:54:12
740 22100 高田 朋亮 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 茨城県 0:54:12
741 20956 坂場 尚樹 ｻｶﾊﾞ ﾅｵｷ 茨城県 0:54:13
742 21727 佐藤 秀樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 0:54:14
743 21063 福原 健一 ﾌｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 東京都 0:54:15
744 22266 川又 浩幸 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:54:16
745 21089 待井 春樹 ﾏﾁｲ ﾊﾙｷ 茨城県 0:54:16
746 20648 鈴木 一志 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 茨城県 あすなろ 0:54:16
747 21303 大島 朋幸 ｵｵｼﾏ ﾄﾓﾕｷ 東京都 0:54:17
748 22521 島田 真治 ｼﾏﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 茨城県 0:54:18
749 20741 菅野 正藏 ｶﾝﾉ ﾏｻｿﾞｳ 茨城県 0:54:18
750 20770 加藤 岳 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 茨城県 フロサポ陸上部 0:54:19
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751 20396 髙橋 寅男 ﾀｶﾊｼ ﾄﾗｵ 東京都 0:54:20
752 21780 飯田 剛大 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 0:54:21
753 21016 畠田 一弘 ﾊﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 日立ＢＳ 0:54:21
754 20731 石堀 和雄 ｲｼﾎﾞﾘ ｶｽﾞｵ 茨城県 水戸石川走友会 0:54:21
755 21899 中村 光希 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｷ 茨城県 みどり園 0:54:22
756 20778 鈴木 浩徳 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 0:54:23
757 22678 庄司 智之 ｼｮｳｼﾞ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 0:54:23
758 20768 櫻井 敏久 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾋｻ 茨城県 0:54:23
759 20868 谷津 学 ﾔﾂ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 〔有〕畠井商店 0:54:25
760 22719 越智 真一郎 ｵﾁ ｼﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 0:54:25
761 20763 野村 和夫 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞｵ 埼玉県 所沢走友会 0:54:26
762 21975 佐々木 実 ｻｻｷ ﾐﾉﾙ 茨城県 0:54:28
763 21262 西宮 陽 ﾆｼﾐﾔ ﾖｳ 茨城県 チームすしや 0:54:28
764 22409 須崎 晃生 ｽｻﾞｷ ｱｷｵ 茨城県 0:54:30
765 20845 藤井 尚行 ﾌｼﾞｲ ﾅｵﾕｷ 茨城県 0:54:31
766 21329 古谷 拓也 ﾌﾙﾀﾆ ﾀｸﾔ 茨城県 タクマテクノス 0:54:32
767 21165 井手 栄二郎 ｲﾃﾞ ｴｲｼﾞﾛｳ 茨城県 0:54:33
768 21807 鈴木 健司 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 茨城県 0:54:34
769 20446 永井 康広 ﾅｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 日立大みか 0:54:34
770 20676 奥川 竜 ｵｸｶﾞﾜ ﾘｭｳ 茨城県 県庁排球部 0:54:35
771 21270 粉川 さとし ｺｶﾞﾜ ｻﾄｼ 茨城県 0:54:36
772 22688 松山 幸平 ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾍｲ 茨城県 日立物流 0:54:36
773 20981 米川 琢哉 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸﾔ 茨城県 0:54:36
774 20675 加藤 剛広 ｶﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 県植物園 0:54:37
775 20944 菊田 潤 ｷｸﾀ ｼﾞｭﾝ 福島県 0:54:37
776 20714 脇田 智徳 ﾜｷﾀ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 0:54:37
777 21885 鈴木 弘幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 世矢Ｊ＆Ｊ 0:54:38
778 22140 清水 昂太 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀ 茨城県 0:54:38
779 20617 薄井 泰明 ｳｽｲ ﾔｽｱｷ 茨城県 チームボンバー 0:54:38
780 21945 渡辺 義治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾊﾙ 神奈川県 たまらんなぁず 0:54:40
781 21847 本田 純基 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 茨城県 0:54:41
782 20881 江幡 明央 ｴﾊﾞﾀ ｱｷｵ 茨城県 0:54:41
783 22090 高崎 広 ﾀｶｻｷ ﾋﾛｼ 茨城県 0:54:42
784 21798 村岡 憲樹 ﾑﾗｵｶ ﾋﾛｷ 茨城県 0:54:43
785 20536 大関 正一 ｵｵｾﾞｷ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 0:54:44
786 20913 石田 貴之 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:54:44
787 21543 石井 元太 ｲｼｲ ﾓﾄﾋﾛ 茨城県 ジャクセン 0:54:44
788 22135 斉藤 健 ｻｲﾄｳ ｹﾝ 茨城県 ひまわり 0:54:45
789 20501 桧山 正見 ﾋﾔﾏ ﾏｻﾐ 茨城県 0:54:45
790 20762 赤須 司 ｱｶｽ ﾂｶｻ 茨城県 チームすしや 0:54:46
791 22215 飯塚 徹 ｲｲﾂﾞｶ ﾄｵﾙ 茨城県 0:54:46
792 20712 斉藤 貴洋 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 0:54:47
793 22551 幡野 安彦 ﾊﾀﾉ ﾔｽﾋｺ 茨城県 はたそめ 0:54:48
794 20990 赤津 潤一 ｱｶﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 0:54:49
795 20851 矢口 貢 ﾔｸﾞﾁ ﾐﾂｸﾞ 茨城県 ダイチ 0:54:50
796 22058 村島 俊太 ﾑﾗｼﾏ ｼｭﾝﾀ 茨城県 株木建設 0:54:51
797 20923 大瀬良 健蔵 ｵｵｾﾗ ｹﾝｿﾞｳ 茨城県 0:54:51
798 21694 田上 英嗣 ﾀﾉｳｴ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 茨城県 0:54:51
799 20418 小林 満 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾙ 茨城県 水戸ちゃんＲＣ 0:54:52
800 21659 根本 光輔 ﾈﾓﾄ ｺｳｽｹ 茨城県 0:54:52
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801 22102 齋藤 照幸 ｻｲﾄｳ ﾃﾙﾕｷ 茨城県 0:54:53
802 20707 赤上 宏志 ｱｶｶﾞﾐ ﾋﾛｼ 茨城県 0:54:54
803 20756 及川 正之 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ 岩手県 三ケ尻走友会 0:54:54
804 22440 須賀 雄一 ｽｶﾞ ﾕｳｲﾁ 東京都 0:54:55
805 22040 富田 修司 ﾄﾐﾀ ｼｭｳｼﾞ 茨城県 0:54:55
806 20705 鈴木 大輔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 スパーク青葉 0:54:55
807 22637 大木 貴博 ｵｵｷ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 0:54:56
808 20787 菅原 秋彦 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋｺ 茨城県 風の子ランナー 0:54:57
809 20353 黒澤 佳一 ｸﾛｻﾜ ﾖｼｶﾂ 茨城県 ＲＵＮ１５ｔｈ 0:54:57
810 22184 片岡 義明 ｶﾀｵｶ ﾖｼｱｷ 茨城県 0:54:58
811 22485 鈴木 健志 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 茨城県 コマツ 0:54:58
812 22566 田形 宏明 ﾀｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 茨城県 0:54:58
813 20786 菅原 捷太 ｽｶﾞﾜﾗ ﾊﾔﾀ 茨城県 風の子ランナー 0:54:59
814 20522 國井 良広 ｸﾆｲ ﾖｼﾋﾛ 福島県 0:54:59
815 20884 石川 重宜 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 茨城県 世喜体協 0:54:59
816 20654 藤田 真志 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｼ 茨城県 0:55:00
817 22254 藤来 雄一 ﾌｼﾞﾗｲ ﾕｳｲﾁ 茨城県 0:55:01
818 20628 斉藤 勉 ｻｲﾄｳ ﾂﾄﾑ 茨城県 0:55:01
819 20620 杉山 睦士 ｽｷﾞﾔﾏ ﾁｶｼ 茨城県 0:55:01
820 21698 大森 尉久 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾋｻ 茨城県 0:55:01
821 21764 綿引 寿裕 ﾜﾀﾋｷ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 タクマテクノス 0:55:01
822 22592 勝村 仁弘 ｶﾂﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 かつむライダー 0:55:01
823 21792 町田 光太郎 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 0:55:02
824 20454 鈴木 和範 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 常陸大宮駅伝部 0:55:03
825 22223 飯島 博 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 茨城県 0:55:04
826 20592 大内 崇寛 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 福島県 0:55:04
827 20910 鈴木 荘一 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁ 茨城県 勝田ラジコン 0:55:04
828 21741 阿部 純 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 茨城県 0:55:05
829 21624 瀬谷 裕輔 ｾﾔ ﾕｳｽｹ 茨城県 0:55:05
830 20073 鶴丸 明久 ﾂﾙﾏﾙ ｱｷﾋｻ 茨城県 0:55:05
831 20659 青木 和久 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｻ 茨城県 0:55:07
832 22643 川崎 修一 ｶﾜｻｷ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 0:55:07
833 22631 康弘 志賀 ｼｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 茨城交通神峰 0:55:07
834 20541 川松 弘之 ｶﾜﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:55:08
835 20765 黒澤 新一 ｸﾛｻﾜ ｼﾝｲﾁ 茨城県 0:55:09
836 22796 富川 正好 ﾄﾐｶﾜ ﾏｻﾖｼ 東京都 0:55:11
837 22699 郡司 貴 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶｼ 茨城県 住友電工 0:55:11
838 20740 永井 雅彰 ﾅｶﾞｲ ﾏｻｱｷ 茨城県 ＮＲＣ 0:55:11
839 20630 西 千春 ﾆｼ ﾁﾊﾙ 茨城県 0:55:12
840 22134 篠原 要行 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 茨城県 高萩走友会 0:55:12
841 22108 小林 英明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 0:55:14
842 21639 小田倉 和実 ｵﾀﾞｸﾗ ｶｽﾞﾐ 茨城県 真空デバイス 0:55:14
843 20681 栗原 裕介 ｸﾘﾊﾗ ﾕｳｽｹ 茨城県 0:55:14
844 22384 芝地 克彰 ｼﾊﾞﾁ ｶﾂｱｷ 茨城県 0:55:15
845 20984 人見 健太郎 ﾋﾄﾐ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 リキプロ 0:55:15
846 22063 古川 眞一 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 茨城県 チームＹＳＦ 0:55:16
847 21669 石井 公彦 ｲｼｲ ｷﾐﾋｺ 茨城県 日立ハイテク 0:55:17
848 20582 立浪 和博 ﾀﾁﾅﾐ ｶｽﾞﾋﾛ 千葉県 日立産業制御 0:55:17
849 20862 水沼 宏光 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 0:55:17
850 20855 住谷 光洋 ｽﾐﾔ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 0:55:18
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851 20692 城地 和人 ｼﾛﾁ ｶｽﾞﾄ 茨城県 ＨｉＩＣＳ 0:55:18
852 20782 鵜飼 友視 ｳｶｲ ﾄﾓﾐ 神奈川県 0:55:19
853 20488 大嶋 弘章 ｵｵｼﾏ ﾋﾛｱｷ 茨城県 0:55:19
854 21181 濱田 篤 ﾊﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 茨城県 0:55:20
855 20496 藤野 博己 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾛﾐ 茨城県 茨城エルダー 0:55:20
856 20742 角田 貴史 ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 ＪＬＣ 0:55:20
857 21255 永瀬 征史 ﾅｶﾞｾ ﾏｻｼ 茨城県 スズキファーム 0:55:21
858 21232 加藤 茂雄 ｶﾄｳ ｼｹﾞｵ 茨城県 0:55:22
859 21263 筒井 義之 ﾂﾂｲ ﾖｼﾕｷ 茨城県 0:55:22
860 20606 大山 英美 ｵｵﾔﾏ ﾋﾃﾞﾐ 茨城県 0:55:22
861 20783 田中 耕一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ 茨城県 ＪＳＤＣ 0:55:22
862 22662 橋本 教光 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘﾐﾂ 茨城県 0:55:23
863 21933 中澤 慎也 ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 茨城県 0:55:23
864 20798 今泉 忍 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 0:55:23
865 20166 篠﨑 剛 ｼﾉｻﾞｷ ﾀｹｼ 栃木県 ＪＡなすの 0:55:24
866 22659 大島 歩 ｵｵｼﾏ ｱﾕﾑ 茨城県 ニシノグループ 0:55:24
867 21747 榮田 敏彦 ｴｲﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 茨城県 0:55:25
868 20502 堺 欣也 ｻｶｲ ｷﾝﾔ 茨城県 0:55:25
869 21948 村嶋 貴之 ﾑﾗｼﾏ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:55:26
870 20649 鈴木 盛 ｽｽﾞｷ ｻｶﾘ 茨城県 0:55:26
871 22656 浅野 翔 ｱｻﾉ ｶｹﾙ 茨城県 ニシノグループ 0:55:27
872 20942 小野 隆 ｵﾉ ﾀｶｼ 茨城県 小野税理士法人 0:55:27
873 21650 野口 侑太 ﾉｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 茨城県 0:55:28
874 20641 岩渕 光宏 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 0:55:28
875 20377 岡田 康志 ｵｶﾀﾞ ﾔｽｼ 茨城県 0:55:28
876 22314 佐藤 長徳 ｻﾄｳ ﾀｹﾉﾘ 静岡県 0:55:30
877 21628 猫塚 栄喜 ﾈｺﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 茨城県 0:55:30
878 22310 勝野 敬太 ｶﾂﾉ ｹｲﾀ 茨城県 0:55:32
879 22611 飯出 泰至 ｲｲﾃﾞ ﾀｲｼ 茨城県 0:55:32
880 21024 川崎 航平 ｶﾜｻｷ ｺｳﾍｲ 茨城県 0:55:34
881 21744 深谷 将太郎 ﾌｶﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ 茨城県 ひたちなかＪＣ 0:55:34
882 20537 小林 悦雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｴﾂｵ 茨城県 0:55:36
883 21691 末永 翔太 ｽｴﾅｶﾞ ｼｮｳﾀ 茨城県 0:55:36
884 21617 根本 吉則 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 しおかぜみなと 0:55:37
885 20599 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 野口平走友会 0:55:38
886 20721 野口 修 ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳ 福島県 0:55:38
887 22569 増渕 秀義 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾖｼ 茨城県 0:55:38
888 20663 澤畠 守夫 ｻﾜﾊﾀ ﾓﾘｵ 茨城県 0:55:39
889 20949 白圡 雅也 ｼﾗﾄ ﾏｻﾔ 茨城県 0:55:40
890 22147 石川 憲一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 千波湖歩く会 0:55:40
891 22202 森田 啓稔 ﾓﾘﾀ ﾋﾛﾄｼ 茨城県 クノ商会 0:55:42
892 21935 菅家 智也 ｶﾝｹ ﾄﾓﾔ 茨城県 湯楽の里 0:55:43
893 21718 立石 貞整 ﾀﾃｲｼ ｻﾀﾞﾖｼ 茨城県 0:55:43
894 21676 相田 直人 ｱｲﾀ ﾅｵﾄ 茨城県 茨城ジョガーズ 0:55:43
895 20322 小川 勝弘 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 0:55:43
896 20872 小島 愼一 ｺｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ 福島県 風サイクル 0:55:45
897 20684 永田 昭 ﾅｶﾞﾀ ｱｷﾗ 茨城県 0:55:47
898 21283 黒崎 幹晴 ｸﾛｻｷ ﾐｷﾊﾙ 茨城県 鹿行完走士隊 0:55:48
899 20633 飯村 守男 ｲｲﾑﾗ ﾓﾘｵ 茨城県 高萩晴走雨読 0:55:48
900 22382 南波 和希 ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞｷ 福島県 0:55:48
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901 22776 奥宮 那天 ｵｸﾐﾔ ﾅﾀｶ 千葉県 揚げ玉ボンバー 0:55:49
902 20682 小林 健二 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 茨城県 コスダック 0:55:49
903 21018 鎌田 敬司 ｶﾏﾀ ｹｲｼﾞ 茨城県 日鉄テックス 0:55:49
904 22626 栗原 康之 ｸﾘﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 千葉県 0:55:49
905 20901 大和田 康雄 ｵｵﾜﾀﾞ ﾔｽｵ 茨城県 サンビーチＡＣ 0:55:50
906 20493 大内 秀明 ｵｵｳﾁ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 太田走友会 0:55:50
907 20591 菊池 大樹 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｷ 茨城県 0:55:50
908 21244 鈴木 幸一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 茨城県 0:55:51
909 20433 助川 嘉章 ｽｹｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 茨城県 かっぱちゃん 0:55:51
910 22726 橋本 雄介 ﾊｼﾓﾄ ﾕｳｽｹ 茨城県 0:55:52
911 22559 中山 卓 ﾅｶﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 茨城県 0:55:52
912 20932 入江 清史 ｲﾘｴ ｷﾖﾌﾐ 茨城県 0:55:52
913 21623 照沼 智也 ﾃﾙﾇﾏ ﾄﾓﾔ 茨城県 0:55:52
914 20486 菊池 雅明 ｷｸﾁ ﾏｻｱｷ 茨城県 0:55:53
915 20438 金澤 啓二 ｶﾅｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 茨城県 げんこつの会 0:55:55
916 21643 松尾 佳祐 ﾏﾂｵ ｹｲｽｹ 茨城県 0:55:56
917 22801 布柴 明雄 ﾇﾉｼﾊﾞ ｱｷｵ 東京都 0:55:57
918 20784 安藤 均 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾄｼ 長野県 0:55:57
919 22199 岡田 憲昌 ｵｶﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 千葉県 丸谷化工機 0:55:57
920 21866 上原 勇人 ｳｴﾊﾗ ﾊﾔﾄ 新潟県 あねかい 0:55:57
921 21342 大伍 祐輔 ﾀﾞｲｺﾞ ﾕｳｽｹ 茨城県 （有）錦工業 0:55:57
922 21391 朝日 信行 ｱｻﾋ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 0:55:57
923 22779 奥田 成治 ｵｸﾀﾞ ｾｲｼﾞ 栃木県 コマツ 0:55:58
924 20894 梶山 正美 ｶｼﾞﾔﾏ ﾏｻﾖｼ 茨城県 カワイ体育教室 0:55:58
925 20296 牧内 瑛佑 ﾏｷｳﾁ ｴｲｽｹ 茨城県 なめたけ 0:55:58
926 21743 加藤 哲也 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 茨城県 陸自勝田駐屯地 0:56:00
927 22083 藤澤 剛彦 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾋｺ 茨城県 0:56:01
928 22229 神保 廣光 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾋﾛﾐﾂ 茨城県 ＵＲ走ろう会 0:56:01
929 22520 生澤 佳久 ｲｸｻﾜ ﾖｼﾋｻ 茨城県 0:56:02
930 21835 佐久間 祐樹 ｻｸﾏ ﾕｳｷ 福島県 0:56:03
931 20921 高阿田 賢一 ﾀｶｱﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 茨城県 工機ＨＤ 0:56:03
932 21198 植木 尚央 ｳｴｷ ﾋｻﾃﾙ 茨城県 0:56:05
933 20411 髙田 悠馬 ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾏ 茨城県 0:56:05
934 22823 石井 優希 ｲｼｲ ﾕｳｷ 茨城県 0:56:06
935 22647 砂押 泰久 ｽﾅｵｼ ﾔｽﾋｻ 茨城県 0:56:07
936 22263 小濵 重治 ｵﾊﾞﾏ ｼｹﾞﾊﾙ 福島県 楽楽走友会棚倉 0:56:09
937 22573 川井 正一 ｶﾜｲ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 関文振 0:56:09
938 22337 中川 大介 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 千葉県 0:56:12
939 21266 佐々木 篤 ｻｻｷ ｱﾂｼ 宮城県 0:56:12
940 22646 酒井 芳彦 ｻｶｲ ﾖｼﾋｺ 茨城県 石岡公園ＲＣ 0:56:14
941 21465 青木 敏雄 ｱｵｷ ﾄｼｵ 茨城県 0:56:14
942 21197 富田 太郎 ﾄﾐﾀ ﾀﾛｳ 茨城県 0:56:14
943 22632 馮 徳江 ﾌｫﾝ ﾀﾞｰｼﾞｬﾝ 茨城県 0:56:16
944 20686 黒澤 幸男 ｸﾛｻﾜ ﾕｷｵ 茨城県 大須賀工務店 0:56:17
945 22325 下屋 庄司 ｼﾀﾔ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 0:56:17
946 21710 川﨑 優太 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 茨城県 ＳＲＣ 0:56:18
947 20543 山田 仁夫 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾐｵ 千葉県 セントラル 0:56:18
948 20860 大内 光洋 ｵｵｳﾁ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 0:56:19
949 21584 倉品 修平 ｸﾗｼﾅ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 0:56:19
950 22025 関 覚 ｾｷ ｻﾄﾙ 茨城県 常陸大宮市役所 0:56:19
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951 21911 小川 宏平 ｵｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 茨城県 ＩＥＣ 0:56:20
952 22451 小林 航 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 福島県 0:56:21
953 21777 山崎 翔平 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 タクマテクノス 0:56:23
954 20824 深谷 悟 ﾌｶﾔ ｻﾄｼ 茨城県 0:56:24
955 22468 桑原 純一 ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:56:24
956 20687 金成 健二 ｶﾅﾘ ｹﾝｼﾞ 茨城県 モルトベーネ 0:56:24
957 20859 人見 進 ﾋﾄﾐ ｽｽﾑ 茨城県 あゆゆ～ 0:56:25
958 20718 小池 竜介 ｺｲｹ ﾘｭｳｽｹ 大阪府 0:56:26
959 20653 小林 宏次 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 茨城県 茨城芸游会 0:56:27
960 22214 菊池 泰生 ｷｸﾁ ﾀｲｷ 千葉県 チームＫ 0:56:28
961 22612 張 昊 ﾁｮｳ ｺｳ 神奈川県 株イーバイピー 0:56:28
962 21120 中村 伸悟 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 茨城県 鳥忠マラソン部 0:56:29
963 21938 中野 芳男 ﾅｶﾉ ﾖｼｵ 茨城県 0:56:30
964 21066 小野 悟 ｵﾉ ｻﾄﾙ 茨城県 ＨＰＣ 0:56:30
965 21201 ナバティラニ アハッド ﾅﾊﾞﾃｨｲﾗﾆ ｱﾊｯﾄﾞ 茨城県 0:56:30
966 20749 古川 敏之 ﾌﾙｶﾜ ﾄｼﾕｷ 茨城県 パルックス 0:56:31
967 20724 澤畑 尚徳 ｻﾜﾊﾀ ﾋｻﾉﾘ 茨城県 ２５分団 0:56:31
968 22042 鈴木 崇嗣 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 茨城県 気合いと根性 0:56:31
969 20417 関根 淳一 ｾｷﾈ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 0:56:33
970 21286 中村 修 ﾅｶﾑﾗ ｵｻﾑ 茨城県 ひぬま走友会 0:56:35
971 21179 鈴木 啓文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 茨城県 0:56:35
972 22483 佐川 孝幾 ｻｶﾞﾜ ﾀｶｷ 茨城県 三甲 0:56:35
973 21114 田尻 大輔 ﾀｼﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 0:56:35
974 20726 小栁 優太 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｳﾀ 茨城県 0:56:36
975 22425 髙橋 道明 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁｱｷ 茨城県 いちびり軍団 0:56:36
976 20928 牛田 憲幸 ｳｼﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 千葉県 0:56:37
977 21516 西田 鉄也 ﾆｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 茨城県 チヨダだもん 0:56:38
978 20696 飯島 薫 ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ 茨城県 光和コンサル 0:56:38
979 20564 川島 誠 ｶﾜｼﾏ ﾏｺﾄ 群馬県 0:56:39
980 20856 谷島 政男 ﾔｼﾞﾏ ﾏｻｵ 茨城県 0:56:40
981 20754 矢野 政昭 ﾔﾉ ﾏｻｱｷ 茨城県 0:56:40
982 22075 横山 正巳 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾐ 茨城県 玉川ランニング 0:56:40
983 20969 石川 健一 ｲｼｶﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 日立ハイテク 0:56:40
984 22748 福田 智保 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾎ 栃木県 0:56:41
985 21220 齊藤 賢治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 東京都 0:56:43
986 22543 寺西 昇三 ﾃﾗﾆｼ ｼｮｳｿﾞｳ 茨城県 とようら走遊会 0:56:43
987 21953 小林 朗 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ 埼玉県 0:56:45
988 20870 横田 朋典 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 ＭＡＭＩＮＡ◆ 0:56:46
989 20795 金澤 優 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 茨城県 0:56:46
990 21076 永井 啓 ﾅｶﾞｲ ｹｲ 茨城県 遼匠 0:56:47
991 20978 菅原 豊明 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾖｱｷ 岩手県 一関走友会 0:56:48
992 22143 圷 咲和樹 ｱｸﾂ ｻﾜｷ 茨城県 まほろば農園 0:56:49
993 22652 芹澤 翔 ｾﾘｻﾞﾜ ｼｮｳ 茨城県 ニシノグループ 0:56:49
994 22018 山本 幸一 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｲﾁ 神奈川県 0:56:50
995 22312 後藤 昭夫 ｺﾞﾄｳ ｱｷｵ 茨城県 0:56:51
996 20772 小浦 希望 ｺｳﾗ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 0:56:51
997 21431 星 達也 ﾎｼ ﾀﾂﾔ 茨城県 0:56:51
998 21895 上遠野 聡 ｶﾄｵﾉ ｻﾄｼ 東京都 0:56:52
999 22287 草野 祥宏 ｸｻﾉ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 0:56:52

1000 20847 廣田 成久 ﾋﾛﾀ ｼｹﾞﾋｻ 茨城県 コヤマ赤塚店 0:56:53
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1001 20788 鐵 英俊 ﾃﾂ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 0:56:53
1002 20720 小泉 雅行 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻﾕｷ 茨城県 0:56:54
1003 21219 松崎 喜正 ﾏﾂｻﾞｷ ﾖｼﾏｻ 東京都 立石 江戸っ子 0:56:54
1004 20994 大図 孝幸 ｵｵｽﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:56:54
1005 21153 大塩 晃平 ｵｵｼｵ ｺｳﾍｲ 茨城県 コルディスヘア 0:56:54
1006 22226 中山 直樹 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ 茨城県 いいづな会 0:56:55
1007 21671 大貫 崇 ｵｵﾇｷ ﾀｶｼ 茨城県 0:56:55
1008 22466 高比良 博之 ﾀｶﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ 埼玉県 あきらだよ 0:56:57
1009 20908 岩田 通秀 ｲﾜﾀ ﾐﾁﾋﾃﾞ 東京都 東京走友塾 0:56:58
1010 21080 隠岐 徹 ｵｷ ﾄｵﾙ 茨城県 0:56:59
1011 22364 飛田 拓昭 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 茨城県 0:56:59
1012 22455 鈴木 圭介 ｽｽﾞｷ ｹｲｽｹ 茨城県 0:56:59
1013 21207 山口 力 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁｶﾗ 茨城県 池の川 0:57:02
1014 21962 菅野 秀男 ｶﾝﾉ ﾋﾞﾃﾞｵ 福島県 川俣町 0:57:03
1015 21965 木村 泰徳 ｷﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 水戸市役所 0:57:03
1016 22786 近藤 光翼 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 茨城県 0:57:03
1017 20391 荻原 武 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹｼ 茨城県 エディファミリ 0:57:04
1018 22461 後藤 泰樹 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 茨城県 岡三証券 0:57:04
1019 21186 関田 康宏 ｾｷﾀ ﾔｽﾋﾛ 千葉県 0:57:04
1020 22713 兵藤 貴史 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀｶｼ 茨城県 0:57:05
1021 22137 菱沼 航輝 ﾋｼﾇﾏ ｺｳｷ 茨城県 0:57:05
1022 20484 平内 孝 ﾋﾗﾅｲ ﾀｶｼ 茨城県 0:57:06
1023 21828 戸ヶ崎 祐太 ﾄｶﾞｻｷ ﾕｳﾀ 東京都 0:57:06
1024 21926 三次 智 ﾐﾂｷﾞ ｻﾄｼ 茨城県 0:57:07
1025 21794 磯崎 修平 ｲｿｻﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 日立製作所 0:57:07
1026 20535 根本 一成 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 0:57:07
1027 20871 大島 栄治 ｵｵｼﾏ ｴｲｼﾞ 茨城県 三菱ＨＣビジネ 0:57:07
1028 21307 加藤 卓志 ｶﾄｳ ﾀｶｼ 茨城県 ＫＥＬＬＳ 0:57:07
1029 22667 田澤 利博 ﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 0:57:08
1030 20539 小池 孝 ｺｲｹ ﾀｶｼ 茨城県 千波湖大好き 0:57:09
1031 21006 松本 康弘 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 0:57:09
1032 22177 五十嵐 陽介 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｽｹ 茨城県 喜八楽八 0:57:10
1033 20563 田邊 龍人 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋﾄ 茨城県 0:57:11
1034 20422 五来 寛祐 ｺﾞﾗｲ ﾋﾛｽｹ 茨城県 0:57:11
1035 20732 清水 拓磨 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾏ 茨城県 ウエルシア薬局 0:57:12
1036 22586 三瓶 将寛 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:57:12
1037 20464 井坂 政浩 ｲｻｶ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 井坂設計 0:57:12
1038 20745 野田 昌男 ﾉﾀﾞ ﾏｻｵ 茨城県 ＶＢＣ 0:57:13
1039 21157 古川 鉄利 ｺｶﾞﾜ ﾃﾂﾄｼ 茨城県 光頭競走団 0:57:13
1040 20351 栗原 丈夫 ｸﾘﾊﾗ ﾀｹｵ 茨城県 水戸石川走友会 0:57:13
1041 22095 大塚 守司 ｵｵﾂｶ ﾓﾘｼﾞ 茨城県 三和ニードル 0:57:13
1042 20345 杉村 脩輔 ｽｷﾞﾑﾗ ｼｭｳｽｹ 茨城県 0:57:13
1043 21073 廣田 政勝 ﾋﾛﾀ ﾏｻｶﾂﾞ 茨城県 ＫＫＨ完走士隊 0:57:14
1044 20906 深谷 満也 ﾌｶﾔ ﾐﾂﾔ 茨城県 セイブクラブ 0:57:14
1045 22730 堀江 正 ﾎﾘｴ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 日立パワー 0:57:15
1046 20918 和気 節雄 ﾜｹ ｾﾂｵ 茨城県 0:57:15
1047 20776 飯島 稔 ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ 千葉県 0:57:16
1048 21768 冨山 心吾 ﾄﾐﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 茨城県 タクマテクノス 0:57:16
1049 22704 加藤 諒大 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀﾞｲ 茨城県 茨城大学 0:57:17
1050 22109 齋藤 貴史 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 茨城県 バルボア 0:57:18
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1051 20777 新村 勝 ｼﾝﾑﾗ ﾏｻﾙ 茨城県 タクマテクノス 0:57:19
1052 22605 池田 勇人 ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾄ 茨城県 0:57:19
1053 21145 清水 清彦 ｼﾐｽﾞ ｷﾖﾋｺ 茨城県 0:57:20
1054 22185 工藤 博樹 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 茨城県 池波走太郎 0:57:20
1055 20645 藻垣 功夫 ﾓｶﾞｷ ｲｻｵ 茨城県 0:57:21
1056 22496 白田 雄太 ﾊｸﾀ ﾕｳﾀ 茨城県 0:57:22
1057 20815 皆川 隆 ﾐﾅｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 0:57:22
1058 20281 日向寺 幸夫 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾕｷｵ 茨城県 ＮＳＳＣ 0:57:25
1059 20791 藁谷 祐之 ﾜﾗｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ 茨城県 モンテローザ 0:57:26
1060 21093 平岡 昇一 ﾋﾗｵｶ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 水戸ソフト 0:57:27
1061 21035 大内 崇仙 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 0:57:27
1062 22256 大枝 信也 ｵｵｴﾀﾞ ｼﾝﾔ 茨城県 日立金属 0:57:28
1063 21532 竹原 直樹 ﾀｹﾊﾗ ﾅｵｷ 茨城県 0:57:28
1064 21228 小林 泰範 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 ＮＥＳＳ 0:57:28
1065 20526 吉川 毅 ﾖｼｶﾜ ﾀｹｼ 茨城県 0:57:29
1066 21664 鈴木 清明 ｽｽﾞｷ ｷﾖｱｷ 茨城県 北茨城市民病院 0:57:29
1067 20843 福田 雅彦 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 茨城県 0:57:31
1068 21225 菱沼 信貴 ﾋｼﾇﾏ ﾉﾌﾞﾀｶ 茨城県 0:57:31
1069 22606 近藤 卓哉 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 茨城県 0:57:32
1070 21278 渡辺 光義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾖｼ 千葉県 0:57:34
1071 20809 大里 晃弘 ｵｵｻﾄ ｱｷﾋﾛ 茨城県 0:57:34
1072 20897 渡辺 俊一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｲﾁ 茨城県 日立ハイテク 0:57:34
1073 22331 小澤 博之 ｺｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:57:34
1074 22396 平間 慎一 ﾋﾗﾏ ｼﾝｲﾁ 茨城県 0:57:35
1075 21166 菅野 穂高 ｶﾝﾉ ﾎﾀｶ 茨城県 小松茨城工場 0:57:35
1076 22775 奥宮 治 ｵｸﾐﾔ ｵｻﾑ 千葉県 ランジョグ 0:57:36
1077 21275 鈴木 智彦 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｺ 茨城県 0:57:36
1078 22294 黒澤 維彦 ｸﾛｻﾜ ﾕｷﾋｺ 茨城県 ｂｐｏ２ 0:57:36
1079 22283 野宮 清央 ﾉﾐﾔ ｷﾖﾋｻ 東京都 0:57:38
1080 20590 山田 博 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 0:57:38
1081 20635 桐原 龍二 ｷﾘﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ 茨城県 0:57:38
1082 21095 荒山 清 ｱﾗﾔﾏ ｷﾖｼ 茨城県 0:57:38
1083 21365 大谷 康夫 ｵｵﾀﾆ ﾔｽｵ 茨城県 0:57:38
1084 21759 岩本 拓馬 ｲﾜﾓﾄ ﾀｸﾏ 茨城県 タクマテクノス 0:57:39
1085 21064 村瀬 勝信 ﾑﾗｾ ｶﾂﾉﾌﾞ 茨城県 住友生命 0:57:39
1086 20670 大嶋 一浩 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 ぼた餅倶楽部 0:57:40
1087 22344 天神 覚 ﾃﾝｼﾞﾝ ｻﾄﾙ 東京都 （株）アセンド 0:57:40
1088 22028 宇留野 一 ｳﾙﾉ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 常大消ＦＤ 0:57:41
1089 21272 田中 涼太 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ 茨城県 0:57:41
1090 20996 河野 高志 ｶﾜﾉ ﾀｶｼ 茨城県 0:57:42
1091 20290 宮本 和彦 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 茨城県 0:57:42
1092 21236 住谷 利幸 ｽﾐﾔ ﾄｼﾕｷ 茨城県 0:57:43
1093 22244 加藤木 豪 ｶﾄｳｷﾞ ｺﾞｳ 茨城県 0:57:43
1094 21269 永盛 光郎 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾐﾂｵ 茨城県 0:57:43
1095 20972 成毛 充夫 ﾅﾙｹ ﾐﾂｵ 茨城県 0:57:43
1096 20711 横山 浩治 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞ 茨城県 0:57:44
1097 21855 入江 隆太 ｲﾘｴ ﾘｭｳﾀ 茨城県 0:57:45
1098 22366 堀江 伸仁 ﾎﾘｴ ﾉﾌﾞﾖｼ 茨城県 0:57:45
1099 20880 鹿野 達也 ｼｶﾉ ﾀﾂﾔ 茨城県 Ｈ半チャック 0:57:46
1100 22469 鷲元 明哲 ﾜｼﾓﾄ ﾐｮｳﾃﾂ 茨城県 0:57:47
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1101 21973 正木 将太 ﾏｻｷ ｼｮｳﾀ 茨城県 0:57:47
1102 21373 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:57:47
1103 20603 平吹 光裕 ﾋﾗﾌﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 0:57:48
1104 21773 蛭田 尚和 ﾋﾙﾀ ﾅｵｶｽﾞ 茨城県 タクマテクノス 0:57:48
1105 21051 佐藤 隆光 ｻﾄｳ ﾀｶﾐﾂ 茨城県 0:57:49
1106 22411 細谷 赤石 ﾎｿﾔ ｱｶｼ 茨城県 0:57:51
1107 22122 海老根 裕太 ｴﾋﾞﾈ ﾕｳﾀ 茨城県 酒楽愛好会 0:57:51
1108 21252 緒方 隆人 ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 ルネサス 0:57:53
1109 22723 杉崎 淳一 ｽｷﾞｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 千葉県 0:57:53
1110 21026 佐々木 勝宏 ｻｻｷ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 0:57:54
1111 22460 横山 了士 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 0:57:54
1112 22537 鐵 桂一 ﾃﾂ ｹｲｲﾁ 茨城県 ハゼ釣り同好会 0:57:54
1113 20930 内田 浩成 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ 茨城県 ＫＭＥＷ鹿島 0:57:56
1114 21789 石崎 潤 ｲｼｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 茨城県 0:57:57
1115 21084 鈴木 知明 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｱｷ 埼玉県 0:57:57
1116 21939 河上 徹 ｶﾜｶﾐ ﾄｵﾙ 茨城県 ＮＪＣ 0:57:58
1117 21388 樫村 哲 ｶｼﾑﾗ ｻﾄｼ 神奈川県 0:57:58
1118 20985 若松 幸彦 ﾜｶﾏﾂ ﾕｷﾋｺ 茨城県 日立パワー 0:57:58
1119 22236 田口 忍 ﾀｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 0:57:59
1120 21189 根本 光広 ﾈﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 東屋 0:57:59
1121 21011 菅原 一平 ｽｶﾞﾊﾗ ｲｯﾍﾟｲ 茨城県 0:57:59
1122 20546 松久 誠司 ﾏﾂﾋｻ ｾｲｼﾞ 岐阜県 0:58:01
1123 20826 渡辺 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 東京都 堅介君のパパ 0:58:01
1124 20671 田中 豊 ﾀﾅｶ ﾕﾀｶ 茨城県 0:58:02
1125 21887 清田 将樹 ｾｲﾀ ﾏｻｷ 栃木県 0:58:03
1126 20849 多田 厚史 ﾀﾀﾞ ｱﾂｼ 茨城県 0:58:03
1127 20940 河野 将之 ｶﾜﾉ ﾏｻﾕｷ 茨城県 0:58:05
1128 22601 関 喜亮 ｾｷ ﾖｼｱｷ 茨城県 0:58:05
1129 22340 新見 素二 ﾆｲﾐ ﾓﾄｼﾞ 茨城県 0:58:06
1130 20858 関 拓哉 ｾｷ ﾀｸﾔ 福島県 チームＫＡＮ走 0:58:07
1131 21127 中村 泰教 ﾅｶﾑﾗ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 三菱重工 0:58:07
1132 22528 米山 慶彦 ﾖﾈﾔﾏ ﾖｼﾋｺ 茨城県 0:58:07
1133 21753 戸島 弘喜 ﾄｼﾏ ﾋﾛｷ 茨城県 0:58:08
1134 20889 千里 智宏 ﾁｻﾄ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 ＫＤＤＩ 0:58:10
1135 21746 島田 弘 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ 茨城県 スパーク青葉 0:58:11
1136 22729 岩田 巧一 ｲﾜﾀ ｺｳｲﾁ 茨城県 0:58:11
1137 22734 金井 勇輔 ｶﾅｲ ﾕｳｽｹ 茨城県 茨自販協会 0:58:11
1138 20413 稲田 眞史 ｲﾅﾀﾞ ﾏｻｼ 茨城県 0:58:11
1139 21036 又川 和樹 ﾏﾀｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 埼玉県 石岡第一病院 0:58:13
1140 21074 関野 安弘 ｾｷﾉ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 0:58:13
1141 20554 斉藤 幸次 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 茨城県 日立青年会議所 0:58:14
1142 22204 桜井 利之 ｻｸﾗｲ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 日立ハイテク 0:58:14
1143 21274 小野寺 孝之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:58:16
1144 21123 高野 真浩 ﾀｶﾉ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:58:17
1145 22436 崔 永翰 ﾁｪ ﾖﾝﾊﾝ 茨城県 シーアンドエー 0:58:17
1146 21655 川井 光政 ｶﾜｲ ﾐﾂﾏｻ 茨城県 枝川走友会 0:58:17
1147 20489 高橋 伸明 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 茨城県 0:58:18
1148 22441 横山 征成 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾅﾘ 茨城県 茨城県庁 0:58:19
1149 22304 細貝 勝 ﾎｿｶﾞｲ ｶﾂ 茨城県 0:58:19
1150 22556 枝村 和茂 ｴﾀﾞﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 神奈川県 0:58:19
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1151 22240 鈴木 幸雄 ｽｽﾞｷ ｻﾁｵ 茨城県 コスダック 0:58:20
1152 20919 大内 誠 ｵｵｳﾁ ﾏｺﾄ 埼玉県 0:58:21
1153 20957 川村 啓三 ｶﾜﾑﾗ ｹｲｿﾞｳ 茨城県 マイペース 0:58:21
1154 21483 照沼 智弥 ﾃﾙﾇﾏ ﾄﾓﾔ 茨城県 0:58:22
1155 22008 大美 笑漢 ｵｵﾐ ｼｮｳｶﾝ 茨城県 0:58:23
1156 22318 重松 則彦 ｼｹﾞﾏﾂ ﾉﾘﾋｺ 埼玉県 あきらだよ 0:58:23
1157 22534 奥村 昇 ｵｸﾑﾗ ﾉﾎﾞﾙ 茨城県 0:58:23
1158 21049 川又 親平 ｶﾜﾏﾀ ｼﾝﾍﾟｲ 茨城県 どびん 0:58:23
1159 22603 菅原 敏洋 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 無所属 0:58:24
1160 22805 江原 規男 ｴﾊﾗ ﾉﾘｵ 茨城県 千波湖爽走会 0:58:25
1161 20528 大沢 靖司 ｵｵｻﾜ ﾔｽｼ 茨城県 0:58:25
1162 22669 圓佛 伊智朗 ｴﾝﾌﾞﾂ ｲﾁﾛｳ 茨城県 日研マラソン部 0:58:25
1163 22323 野村 滉真 ﾉﾑﾗ ｺｳｼﾝ 茨城県 0:58:26
1164 20902 高久 弘 ﾀｶｸ ﾋﾛｼ 神奈川県 虎ノ門分走る会 0:58:26
1165 21057 三宅 亙 ﾐﾔｹ ﾜﾀﾙ 茨城県 多摩ＯＬ 0:58:26
1166 20848 常松 泰弘 ﾂﾈﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 東京都 なし 0:58:28
1167 21538 塩畑 清彦 ｼｵﾊﾀ ｷﾖﾋｺ 茨城県 ＨＢＳ 0:58:29
1168 20982 深川 晴司 ﾌｶｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 福島県 いわき大王 0:58:30
1169 20646 仁平 康典 ﾆﾀﾞｲﾗ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 0:58:30
1170 20701 大泉 達夫 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾀﾂｵ 福島県 楽楽走友会 0:58:31
1171 21012 大信 秀之 ｵｵﾉﾌﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 大菅ヒロシ 0:58:31
1172 21725 和田 英俊 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ 茨城県 0:58:32
1173 22488 清水 豊 ｼﾐｽﾞ ﾕﾀｶ 茨城県 0:58:32
1174 20971 青木 昌英 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 茨城県 0:58:33
1175 21955 古内 将也 ﾌﾙｳﾁ ﾏｻﾔ 茨城県 0:58:33
1176 20876 辻 秀人 ﾂｼﾞ ﾋﾃﾞﾋﾄ 茨城県 コマツ茨城工場 0:58:35
1177 20699 山口 裕之 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 0:58:35
1178 20976 野口 庄壽 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 0:58:35
1179 22275 川和 智広 ｶﾜﾜ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 常陽銀行 0:58:35
1180 22345 小野 克也 ｵﾉ ｶﾂﾔ 茨城県 茨城後期 0:58:35
1181 20797 西村 欣剛 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾀｶ 茨城県 0:58:35
1182 20769 藤田 康広 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 茨城県建築士会 0:58:37
1183 20958 吉野 敏行 ﾖｼﾉ ﾄｼﾕｷ 茨城県 0:58:37
1184 21862 今野 栄一 ｺﾝﾉ ｴｲｲﾁ 茨城県 0:58:38
1185 21960 河田 慎司 ｶﾜﾀ ｼﾝｼﾞ 茨城県 0:58:39
1186 21281 稲荷田 聡 ｲﾅﾘﾀﾞ ｻﾄﾙ 茨城県 0:58:39
1187 22641 横山 光久 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾋｻ 茨城県 ＲＵＮブラリ 0:58:39
1188 22746 佐々木 大祐 ｻｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 0:58:39
1189 21316 馬場 隆之 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 神奈川県 東亜建設工業 0:58:39
1190 21993 趙 欣洋 ﾁｮｳ ｷﾝﾖｳ 茨城県 0:58:41
1191 21309 杉垣 安彦 ｽｷﾞｶﾞｷ ﾔｽﾋｺ 茨城県 0:58:41
1192 21082 王 志剛 ﾜﾝ ｽﾞｰｶﾞﾝ 茨城県 0:58:41
1193 21851 箭原 智浩 ﾔﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 東海村役場 0:58:42
1194 21209 堀江 弘昭 ﾎﾘｴ ﾋﾛｱｷ 茨城県 0:58:42
1195 21121 及川 英紀 ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 0:58:43
1196 22718 浅倉 充 ｱｻｸﾗ ﾐﾂﾙ 静岡県 長泉町役場 0:58:44
1197 20534 志賀 卓 ｼｶﾞ ﾀｸ 茨城県 高萩大和太鼓 0:58:50
1198 21103 内谷 哲 ｳﾁﾔ ｻﾄｼ 茨城県 水戸済生会病院 0:58:51
1199 21573 武石 光男 ﾀｹｲｼ ﾐﾂｵ 栃木県 0:58:52
1200 20844 小菅 康史 ｺｽｹﾞ ﾔｽﾌﾐ 茨城県 やっさんズ 0:58:53
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1201 22138 菱沼 啓伍 ﾋｼﾇﾏ ｹｲｺﾞ 茨城県 0:58:54
1202 22755 伊藤 遼 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 茨城県 0:58:54
1203 22477 大越 翼 ｵｵｺｼ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 0:58:54
1204 21203 石川 繁雄 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞｵ 茨城県 0:58:55
1205 20662 平山 力嗣 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾂｸﾞ 茨城県 0:58:56
1206 20562 笠井 陵平 ｶｻｲ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 0:58:57
1207 20579 梶山 知紘 ｶｼﾞﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 石島整形外科 0:58:58
1208 20702 堀 直 ﾎﾘ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 0:58:59
1209 22289 小林 定 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾀﾞﾑ 茨城県 通所介護西山苑 0:59:00
1210 22029 佐藤 博明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 茨城県 ＪＩＦＦＹ 0:59:00
1211 21167 藤川 陽介 ﾌｼﾞｶﾜ ﾖｳｽｹ 茨城県 0:59:00
1212 22489 比留川 香平 ﾋﾙｶﾜ ｺｳﾍｲ 神奈川県 0:59:00
1213 22012 佐藤 修平 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 茨城県 0:59:01
1214 22277 中村 英一 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｲﾁ 茨城県 双葉台ＲＣ 0:59:01
1215 21267 金光 智之 ｶﾈﾐﾂ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 0:59:01
1216 20850 瀬川 智広 ｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 0:59:02
1217 21967 高橋 浩之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 川崎市バス 0:59:02
1218 21429 磯崎 晴男 ｲｿｻﾞｷ ﾊﾙｵ 茨城県 0:59:03
1219 21680 児玉 唯一 ｺﾀﾞﾏ ﾕｲﾂ 茨城県 0:59:05
1220 22553 鳴毛 和義 ﾅﾙｹ ｶｽﾞﾖｼ 茨城県 白文鳥 0:59:05
1221 22752 和田 隆徳 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 ＨＩＫ 0:59:05
1222 20739 兵頭 達也 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 茨城県 タクマテクノス 0:59:07
1223 20804 吾妻 武徳 ｱﾂﾞﾏ ﾀｹﾉﾘ 茨城県 茨城キリスト大 0:59:08
1224 20927 権守 美行 ｺﾞﾝﾉｶﾐ ﾖｼﾕｷ 茨城県 田彦おやじの会 0:59:09
1225 21042 吉成 達矢 ﾖｼﾅﾘ ﾀﾂﾔ 茨城県 0:59:10
1226 22251 宇野 和人 ｳﾉ ｶｽﾞﾄ 茨城県 0:59:11
1227 20904 鈴木 善秀 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾃﾞ 茨城県 0:59:11
1228 21313 大河原 学 ｵｵｶﾜﾗ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 0:59:11
1229 22565 中原 康 ﾅｶﾊﾗ ｺｳ 茨城県 牛久走友会 0:59:13
1230 21717 大郷 仁 ｵｵｻﾄ ﾋﾄｼ 茨城県 0:59:13
1231 21891 大内 新一 ｵｵｳﾁ ｼﾝｲﾁ 茨城県 0:59:13
1232 21371 梅沢 卓也 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 茨城県 ＪＲ東日本 0:59:14
1233 22826 森山 航 ﾓﾘﾔﾏ ﾜﾀﾙ 茨城県 0:59:14
1234 22747 鹿瀬 拓実 ｶﾉｾ ﾀｸﾐ 茨城県 日立 0:59:14
1235 22555 前島 崇秀 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾃﾞ 茨城県 0:59:15
1236 21462 永山 貴士 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶｼ 茨城県 いすず電機 0:59:15
1237 21332 円谷 健 ﾂﾑﾗﾔ ﾀｹｼ 茨城県 0:59:15
1238 20485 笹原 貢 ｻｻﾊﾗ ﾐﾂｸﾞ 茨城県 チーム老人 0:59:16
1239 21273 松本 浩行 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 常陽銀行 0:59:17
1240 22665 和田 碧生 ﾜﾀﾞ ｱｵｲ 茨城県 茨キリ 0:59:17
1241 22696 遠藤 秀男 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 0:59:17
1242 20873 志賀 律夫 ｼｶﾞ ﾘﾂｵ 茨城県 茨城読売ＩＳ 0:59:17
1243 21389 鈴木 壮馬 ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ 茨城県 0:59:18
1244 21062 千葉 健太郎 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 0:59:18
1245 22114 斎藤 建 ｻｲﾄｳ ｹﾝ 茨城県 ■チームあやか 0:59:19
1246 20785 久保田 良平 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾍｲ 茨城県 0:59:19
1247 22471 上西 秀彦 ｶﾐﾆｼ ﾋﾃﾞﾋｺ 千葉県 0:59:20
1248 22110 八重樫 貴幸 ﾔｴｶﾞｼ ﾀｶﾕｷ 茨城県 0:59:20
1249 21758 島尻 徹 ｼﾏｼﾞﾘ ﾄｵﾙ 茨城県 タクマテクノス 0:59:20
1250 21802 益子 悠一 ﾏｼｺ ﾕｳｲﾁ 茨城県 0:59:24
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1251 21005 井岡 郁夫 ｲｵｶ ｲｸｵ 茨城県 ＫＴＣ陸上部 0:59:24
1252 21811 永山 浩行 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 永山家 0:59:24
1253 20977 横田 義治 ﾖｺﾀ ﾖｼﾊﾙ 茨城県 繁昌ランクラ 0:59:25
1254 22301 松木 良介 ﾏﾂｷ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 0:59:25
1255 22132 須見 和夫 ｽﾐ ｶｽﾞｵ 神奈川県 ニッポンランナ 0:59:26
1256 20689 鈴木 欣也 ｽｽﾞｷ ｷﾝﾔ 東京都 0:59:27
1257 20637 寺沼 光一 ﾃﾗﾇﾏ ｺｳｲﾁ 茨城県 Ｋ２ＲＣ 0:59:27
1258 22124 中村 克彦 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 千葉県 0:59:27
1259 21787 志村 佳晃 ｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ 茨城県 筑波銀行 0:59:27
1260 21124 大森 荘司 ｵｵﾓﾘ ﾀｶｼ 茨城県 0:59:28
1261 29003 牧山 誠一 ﾏｷﾔﾏ ｾｲｲﾁ 茨城県 成田ランハイ 0:59:28
1262 21749 鈴木 綾人 ｽｽﾞｷ ｱﾔﾄ 茨城県 0:59:29
1263 21022 高井 昌広 ﾀｶｲ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 0:59:30
1264 22004 本田 仁 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 0:59:30
1265 20955 千葉 宏平 ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ 茨城県 チームＳＢＣ 0:59:31
1266 22429 山本 直輝 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 茨城県 0:59:31
1267 20992 大髙 貴広 ｵｵﾀｶ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 0:59:32
1268 21997 中島 昭男 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷｵ 茨城県 0:59:32
1269 21312 西野 靖徳 ﾆｼﾉ ﾔｽﾉﾘ 茨城県 0:59:33
1270 22394 酒井 亮太郎 ｻｶｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茨城県 0:59:33
1271 20988 久米 正廣 ｸﾒ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 日立製作所水戸 0:59:33
1272 21620 鹿嶋 和雄 ｶｼﾏ ｶｽﾞｵ 茨城県 0:59:34
1273 21533 木村 克之 ｷﾑﾗ ｶﾂﾕｷ 茨城県 大郷運輸•日立 0:59:34
1274 21135 平澤 久泰 ﾋﾗｻﾜ ﾋｻﾔｽ 福島県 いわき市内郷 0:59:34
1275 21069 安藤 正彦 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 茨城県 日立製作所 0:59:34
1276 20891 武市 旺大 ﾀｹﾁ ｵｳﾀ 茨城県 0:59:35
1277 22352 岸 祐介 ｷｼ ﾕｳｽｹ 東京都 0:59:35
1278 22767 大川 世納 ｵｵｶﾜ ｾﾅ 茨城県 流通経済大学 0:59:36
1279 21010 内田 和幸 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 酔狂山岳会 0:59:36
1280 21128 濱村 孝信 ﾊﾏﾑﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 茨城県 0:59:36
1281 21681 高橋 賢一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 茨城県 0:59:37
1282 21081 江原 修 ｴﾊﾗ ｵｻﾑ 茨城県 皇居ＬＡＮ 0:59:37
1283 20865 石川 和則 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 0:59:38
1284 22148 小浦 優太 ｺｳﾗ ﾕｳﾀ 茨城県 0:59:39
1285 22444 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 茨城県 日立セメント 0:59:40
1286 21932 江幡 文男 ｴﾊﾞﾀ ﾌﾐｵ 茨城県 0:59:42
1287 21898 岩井 義広 ｲﾜｲ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 みどり園 0:59:43
1288 21178 西村 武芳 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾖｼ 東京都 0:59:43
1289 20933 茅野 政憲 ﾁﾉ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 0:59:44
1290 21595 菅野 雄介 ｶﾝﾉ ﾕｳｽｹ 茨城県 0:59:46
1291 20869 武石 悠亮 ﾀｹｲｼ ﾕｳｽｹ 茨城県 〔有〕畠井商店 0:59:47
1292 22728 岡本 潤 ｵｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 茨城県 日立製作所 0:59:47
1293 21670 大谷 沢夫 ｵｵﾀﾆ ﾀｸｵ 茨城県 0:59:49
1294 20898 早川 和志 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｼ 東京都 チームパリマラ 0:59:50
1295 21994 齋藤 徹 ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ 茨城県 0:59:50
1296 21206 齋藤 隆夫 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖ 福島県 0:59:50
1297 20708 富田 郁男 ﾄﾐﾀ ｲｸｵ 茨城県 ＲＩ 0:59:50
1298 22036 平沼 昭彦 ﾋﾗﾇﾏ ｱｷﾋｺ 茨城県 ブィント 0:59:53
1299 21399 高橋 明彦 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋｺ 茨城県 茨城快速クラブ 0:59:53
1300 20394 羽吉 邦明 ﾊﾖｼ ｸﾆｱｷ 栃木県 0:59:54
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1301 21699 中山 兼次 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 茨城県 田徳 0:59:54
1302 22742 末田 涼輝 ｽｴﾀﾞ ﾘｮｳｷ 茨城県 千波湖歩く会 0:59:54
1303 21411 大橋 寛之 ｵｵﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 チームＳＢＣ 0:59:55
1304 21890 倉持 勝也 ｸﾗﾓﾁ ﾏｻﾔ 茨城県 チーム優真 0:59:56
1305 22614 木戸 夏矢 ｷﾄﾞ ﾅﾂﾔ 茨城県 茨城大学 0:59:56
1306 22239 久保田 俊民 ｸﾎﾞﾀ ﾄｼﾀﾐ 茨城県 0:59:57
1307 22033 村木 康悦 ﾑﾗｷ ｺｳｴﾂ 茨城県 0:59:59
1308 20983 秋山 博昭 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 茨城県 ＪＡ共済連 0:59:59
1309 22176 小沼 太智 ｵﾇﾏ ﾀｲﾁ 茨城県 喜八楽八 0:59:59
1310 22015 北見 淳 ｷﾀﾐ ｼﾞｭﾝ 福島県 1:00:01
1311 20920 稲田 修一 ｲﾅﾀﾞ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 1:00:01
1312 20713 舘 恒一郎 ﾀﾁ ﾂﾈｲﾁﾛｳ 茨城県 1:00:02
1313 21556 川前 卓哉 ｶﾜﾏｴ ﾀｸﾔ 茨城県 1:00:03
1314 21115 西野 雅之 ﾆｼﾉ ﾏｻﾕｷ 茨城県 個人ラン 1:00:04
1315 20959 坂口 克美 ｻｶｸﾞﾁ ｶﾂﾐ 茨城県 1:00:04
1316 21979 宮之原 功 ﾐﾔﾉﾊﾗ ｲｻｵ 福岡県 鳴呼走会 1:00:05
1317 21195 鈴木 和則 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 福島県 1:00:08
1318 20829 齋藤 成正 ｻｲﾄｳ ﾅﾘﾏｻ 茨城県 1:00:08
1319 22617 山口 敦史 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 千葉県 1:00:09
1320 21788 小川 大樹 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 茨城県 1:00:09
1321 20453 谷田部 真範 ﾔﾀﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 1:00:10
1322 22491 齊藤 啓一 ｻｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 茨城県 ＳＤランニング 1:00:10
1323 21079 久保 秀一 ｸﾎﾞ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 1:00:10
1324 20694 波見 貴博 ﾊﾐ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:00:10
1325 21210 柿沼 瑞広 ｶｷﾇﾏ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 （株）第一管理 1:00:11
1326 20416 岡崎 隆行 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ハウステック 1:00:11
1327 20883 塙 宗徳 ﾊﾅﾜ ﾑﾈﾉﾘ 茨城県 株式会社ハナワ 1:00:12
1328 22529 永瀬 義清 ﾅｶﾞｾ ﾖｼｷﾖ 茨城県 1:00:12
1329 21637 仙田 圭一 ｾﾝﾀﾞ ｹｲｲﾁ 茨城県 チームナオ 1:00:13
1330 21410 鈴木 努 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ 茨城県 1:00:14
1331 20835 渡辺 哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 茨城県 オンザロード 1:00:14
1332 21616 中村 雄大 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾋﾛ 茨城県 1:00:14
1333 21757 吉成 春美 ﾖｼﾅﾘ ﾊﾙﾐ 茨城県 1:00:15
1334 21983 大橋 嵩 ｵｵﾊｼ ﾀｶｼ 埼玉県 大橋機産 1:00:16
1335 20968 川上 恭司 ｶﾜｶﾐ ﾔｽｼ 茨城県 1:00:17
1336 21088 青木 照明 ｱｵｷ ﾃﾙｱｷ 茨城県 水戸ランナー塾 1:00:17
1337 20516 中村 利勝 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｶﾂ 茨城県 1:00:20
1338 20963 飛田 義久 ﾄﾋﾞﾀ ﾖｼﾋｻ 茨城県 ＷＡＴＡＲＩ 1:00:20
1339 20970 細貝 俊朗 ﾎｿｶﾞｲ ﾄｼﾛｳ 茨城県 アイイーシー 1:00:22
1340 21808 富田 丈夫 ﾄﾐﾀ ﾀｹｵ 茨城県 1:00:22
1341 20980 寺門 修一 ﾃﾗｶﾄﾞ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 ＨＭＳＣ 1:00:23
1342 21987 服部 智哉 ﾊｯﾄﾘ ﾄﾓﾔ 茨城県 スパーク鮎川 1:00:23
1343 21192 黒澤 勲 ｸﾛｻﾜ ｲｻｵ 茨城県 1:00:24
1344 22112 長谷場 滋 ﾊｾﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 1:00:27
1345 20567 熊坂 悟 ｸﾏｻｶ ｻﾄﾙ 茨城県 1:00:27
1346 20729 荒居 富士雄 ｱﾗｲ ﾌｼﾞｵ 千葉県 ＫＯＳＥ 1:00:28
1347 21647 田中 一正 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏｻ 茨城県 イバフォルニア 1:00:28
1348 21383 斎藤 敏明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 茨城県 1:00:28
1349 21678 遠西 雄太 ﾄｵﾆｼ ﾕｳﾀ 茨城県 1:00:28
1350 21264 吉村 良樹 ﾖｼﾑﾗ ﾖｼｷ 熊本県 1:00:30
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1351 21339 栗原 善也 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾅﾘ 茨城県 1:00:30
1352 20781 五位 誠治 ｺﾞｲ ｾｲｼﾞ 茨城県 茨城エルだー 1:00:30
1353 20176 吉野 俊一 ﾖｼﾉ ｼｭﾝｲﾁ 茨城県 美野里クラブ 1:00:31
1354 20812 大場 練一 ｵｵﾊﾞ ﾚﾝｲﾁ 山形県 ＴＥＡＭ ＲＳ 1:00:32
1355 22046 須加野 貴之 ｽｶﾉ ﾀｶﾕｷ 茨城県 1:00:32
1356 21050 伊藤 ゆたか ｲﾄｳ ﾕﾀｶ 茨城県 どびん 1:00:33
1357 21884 新野 賢一 ﾆｲﾉ ｹﾝｲﾁ 千葉県 もりのこけ 1:00:33
1358 21964 中井川 裕司 ﾅｶｲｶﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 茨城県 水戸まで歩く会 1:00:34
1359 22508 吉田 芳男 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｵ 茨城県 池の走友会神栖 1:00:35
1360 22009 中村 祥太 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 茨城県 1:00:36
1361 22785 財前 昂太郎 ｻﾞｲｾﾞﾝ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 1:00:36
1362 20638 柳澤 真哉 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝﾔ 茨城県 アセンド 1:00:37
1363 22754 後藤 琉希 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｷ 福岡県 1:00:38
1364 21761 小林 秀之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 タクマテクノス 1:00:39
1365 20895 隠木 泉人 ｲﾝｷ ｲﾂﾞﾋﾄ 茨城県 1:00:40
1366 20831 乾 年秀 ｲﾇｲ ﾄｼﾋﾃﾞ 茨城県 さわ薬局 1:00:41
1367 22281 沖山 大 ｵｷﾔﾏ ﾋﾛｼ 茨城県 1:00:42
1368 29005 大川 康平 ｵｵｶﾜ ｺｳﾍｲ 茨城県 1:00:42
1369 21000 新井 利明 ｱﾗｲ ﾄｼｱｷ 茨城県 1:00:43
1370 22497 山本 雄大 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木県 1:00:44
1371 20935 飯塚 毅 ｲｲﾂﾞｶ ﾀｹｼ 神奈川県 Ｔｅａｍ Ｋ 1:00:45
1372 21818 大野 勇太郎 ｵｵﾉ ﾕｳﾀﾛｳ 茨城県 勝田環境 1:00:47
1373 20639 鶴田 啓樹 ﾂﾙﾀ ｹｲｷ 東京都 1:00:47
1374 20744 大関 初雄 ｵｵｾﾞｷ ﾊﾂｵ 茨城県 1:00:49
1375 22365 古張 章夫 ｺﾊﾞﾘ ｱｷｵ 茨城県 1:00:50
1376 20752 菊地 厚宏 ｷｸﾁ ｱﾂﾋﾛ 茨城県 日立・風発電 1:00:51
1377 20877 浦浪 秀行 ｳﾗﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 茨城県 1:00:52
1378 20820 中野 均 ﾅｶﾉ ﾋﾄｼ 千葉県 1:00:53
1379 21396 長谷川 広樹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 茨城県 1:00:53
1380 21116 秋田 史明 ｱｷﾀ ﾌﾐｱｷ 茨城県 1:00:54
1381 20926 小野瀬 茂 ｵﾉｾ ｼｹﾞﾙ 茨城県 1:00:54
1382 21601 鯉沼 卓也 ｺｲﾇﾏ ﾀｸﾔ 茨城県 ＪＸ金属（株） 1:00:54
1383 22197 沼田 和久 ﾇﾏﾀ ｶｽﾞﾋｻ 茨城県 1:00:55
1384 21454 石川 恒 ｲｼｶﾜ ﾜﾀﾙ 茨城県 1:00:55
1385 22013 河野 真一 ｶﾜﾉ ｼﾝｲﾁ 茨城県 日東ハピラン 1:00:56
1386 20896 諏訪 宏明 ｽﾜ ﾋﾛｱｷ 茨城県 1:00:57
1387 20553 城土井 勝也 ｼﾞｮｳﾄﾞｲ ｶﾂﾔ 茨城県 ハッピーランズ 1:00:57
1388 20834 寺岡 敬彦 ﾃﾗｵｶ ﾀｶﾋｺ 茨城県 1:00:57
1389 22070 金川 俊明 ｶﾈｶﾜ ﾄｼｱｷ 茨城県 1:00:58
1390 21667 冨永 英晃 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 1:00:58
1391 20551 久保野 俊之 ｸﾎﾞﾉ ﾄｼﾕｷ 茨城県 1:00:59
1392 21372 新田 忠幸 ﾆｯﾀ ﾀﾀﾞﾕｷ 茨城県 1:00:59
1393 20672 清水頭 孝悦 ｼﾐｽﾞｶﾞｼﾗ ﾀｶﾖｼ 茨城県 1:00:59
1394 22607 米田 昌平 ﾖﾈﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 1:01:00
1395 21202 栗田 徹 ｸﾘﾀ ﾄｵﾙ 茨城県 1:01:00
1396 21915 北村 操 ｷﾀﾑﾗ ﾐｻｵ 神奈川県 1:01:01
1397 20283 阿久津 聡 ｱｸﾂ ｻﾄｼ 茨城県 1:01:01
1398 21338 八月朔日 俊一 ﾎﾂﾞﾐ ｼｭﾝｲﾁ 茨城県 茨城魅惑 1:01:02
1399 21679 松嶋 仁 ﾏﾂｼﾏ ﾋﾄｼ 茨城県 1:01:03
1400 21869 蛸井 宏喜 ﾀｺｲ ﾋﾛｷ 山形県 1:01:05
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1401 20801 仲田 均 ﾅｶﾀ ﾋﾄｼ 茨城県 1:01:07
1402 20533 宗像 達夫 ﾑﾅｶﾀ ﾀﾂｵ 茨城県 1:01:07
1403 22262 軍司 行男 ｸﾞﾝｼﾞ ﾕｷｵ 茨城県 1:01:08
1404 22168 吉野 隼人 ﾖｼﾉ ﾊﾔﾄ 茨城県 全労済 1:01:09
1405 21173 黒澤 義昭 ｸﾛｻﾜ ﾖｼｱｷ 茨城県 1:01:10
1406 22300 坂本 正弘 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 1:01:11
1407 22803 中瀬 亮 ﾅｶｾ ﾘｮｳ 茨城県 1:01:11
1408 21360 浜村 聡 ﾊﾏﾑﾗ ｻﾄｼ 茨城県 1:01:11
1409 21860 常井 光太 ﾄｺｲ ｺｳﾀ 茨城県 1:01:11
1410 21440 高橋 利滋 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｼｹﾞ 宮城県 1:01:12
1411 21633 小池 正浩 ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 1:01:12
1412 22230 千葉 隆一 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ 茨城県 日立ランナーズ 1:01:13
1413 20879 菊池 孝浩 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:01:13
1414 22041 西野 光一 ﾆｼﾉ ｺｳｲﾁ 茨城県 1:01:14
1415 22761 大平 司 ｵｵﾋﾗ ﾂｶｻ 茨城県 久野倶楽部 1:01:14
1416 21674 鈴木 寿章 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 茨城県 1:01:15
1417 21963 曽我部 勝巳 ｿｶﾞﾍﾞ ｶﾂﾐ 茨城県 1:01:15
1418 22738 古小高 健一 ｺｵﾀｶ ｹﾝｲﾁ 千葉県 1:01:16
1419 22745 白田 慎太郎 ﾊｸﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 茨城県 1:01:17
1420 22224 海老沢 和宏 ｴﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 1:01:18
1421 22784 根本 明宏 ﾈﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 茨城県 1:01:19
1422 22810 岩間 康仁 ｲﾜﾏ ﾔｽﾋﾄ 茨城県 1:01:20
1423 20764 岡本 敬之 ｵｶﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 千葉県 チームＨＡＫＵ 1:01:21
1424 21324 豊田 健介 ﾄﾖﾀﾞ ｹﾝｽｹ 茨城県 タクマテクノス 1:01:21
1425 21334 杉江 正光 ｽｷﾞｴ ﾏｻﾐﾂ 茨城県 串焼和樂 1:01:22
1426 20938 村上 英基 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 水戸ソフト 1:01:22
1427 20912 並木 和夫 ﾅﾐｷ ｶｽﾞｵ 茨城県 1:01:23
1428 21102 浜浦 紀一 ﾊﾏｳﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 茨城県 1:01:23
1429 22581 和弥 音頭 ｶｽﾞﾔ ｵﾝﾄﾞｳ 大阪府 東洋製鉄 1:01:25
1430 21666 村田 和久 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｻ 茨城県 1:01:26
1431 20924 小澤 英彦 ｺｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ 茨城県 1:01:26
1432 22280 田中 宏之 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:01:26
1433 20914 舩橋 有 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾀﾓﾂ 茨城県 1:01:28
1434 21760 高橋 紀翔 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄ 茨城県 タクマテクノス 1:01:29
1435 21126 荒井 康夫 ｱﾗｲ ﾔｽｵ 茨城県 1:01:29
1436 20922 渡邉 守 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾓﾙ 茨城県 ナベ３，Ｓ 1:01:30
1437 22297 大桃 浩一 ｵｵﾓﾓ ﾋﾛｶｽﾞ 群馬県 1:01:30
1438 20580 鈴木 勇輝 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 茨城県 キョーリン 1:01:32
1439 21170 黒澤 武史 ｸﾛｻﾜ ﾀｹｼ 茨城県 1:01:35
1440 22107 鈴木 貴久 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋｻ 茨城県 1:01:36
1441 22119 加藤 裕也 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 茨城県 1:01:38
1442 20523 鈴木 雄一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 茨城県 高鈴走遊倶楽部 1:01:38
1443 21968 卜部 和弘 ｳﾗﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 埼玉県 1:01:39
1444 21053 山口 通憲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐﾁﾉﾘ 茨城県 1:01:40
1445 21689 河内 健太郎 ｶﾜｳﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 茨城県 1:01:40
1446 21654 中武 直也 ﾅｶﾀｹ ﾅｵﾔ 茨城県 日立産機 1:01:41
1447 20789 伊藤 誠也 ｲﾄｳ ﾏｻﾔ 茨城県 1:01:43
1448 21258 土田 隆之 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉県 1:01:43
1449 20578 古牧 慎介 ｺﾏｷ ｼﾝｽｹ 茨城県 大富印刷 1:01:44
1450 21641 木村 栄太 ｷﾑﾗ ｴｲﾀ 茨城県 1:01:44
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1451 21690 小泉 晴彦 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾋｺ 茨城県 1:01:44
1452 21894 軍司 清己 ｸﾞﾝｼﾞ ｷﾖﾐ 茨城県 オークランド 1:01:44
1453 21755 神保 孝康 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾀｶﾔｽ 茨城県 1:01:46
1454 22598 袴塚 敦巳 ﾊｶﾏﾂｶ ｱﾂﾐ 茨城県 雑走魂 1:01:46
1455 21030 落合 徹 ｵﾁｱｲ ﾄｵﾙ 茨城県 1:01:48
1456 20759 宮崎 俊輔 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 1:01:49
1457 22265 石井 貴裕 ｲｼｲ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:01:50
1458 22006 佐野 琢磨 ｻﾉ ﾀｸﾏ 茨城県 日東ハピラン 1:01:50
1459 22035 西本 憲良 ﾆｼﾓﾄ ﾉﾘﾖｼ 茨城県 1:01:51
1460 21190 林 大幹 ﾊﾔｼ ﾋﾛｷ 茨城県 1:01:52
1461 22636 吉田 公一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 茨城県 スマイル東海 1:01:52
1462 21401 清宮 晃太朗 ｾｲﾐﾔ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 全農いばらき 1:01:55
1463 22039 野原 将美 ﾉﾊﾗ ﾏｻﾐ 茨城県 無 1:01:56
1464 20863 関 邦彦 ｾｷ ｸﾆﾋｺ 福島県 チームＫＡＮ走 1:01:56
1465 21117 佐々木 康雄 ｻｻｷ ﾔｽｵ 茨城県 1:01:57
1466 21204 林中 俊雄 ﾊﾔｼﾅｶ ﾄｼｵ 茨城県 1:01:57
1467 20256 樋口 正 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 日立水戸 1:01:57
1468 21187 山下 照雄 ﾔﾏｼﾀ ﾃﾙｵ 茨城県 東海村を創る会 1:01:59
1469 21712 沼田 基成 ﾇﾏﾀ ﾓﾄﾅﾘ 茨城県 1:02:00
1470 20900 鈴木 良典 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 1:02:00
1471 21009 福永 正雄 ﾌｸﾅｶﾞ ﾏｻｵ 茨城県 1:02:01
1472 22714 太田 元耀 ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ 茨城県 1:02:01
1473 22567 菊地 正明 ｷｸﾁ ﾏｻｱｷ 新潟県 1:02:02
1474 22744 マルティネス エドガード ﾏﾙﾃｨﾈｽ ｴﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ 栃木県 1:02:03
1475 21007 伊野 忠好 ｲﾉ ﾀﾀﾞﾖｼ 茨城県 1:02:05
1476 21687 大部 雅夫 ｵｵﾌﾞ ﾏｻｵ 茨城県 あばれホルン 1:02:07
1477 20750 長津 正憲 ﾅｶﾞﾂ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 ＫＨＤ 1:02:09
1478 21333 齋藤 保洋 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 西大島ぽっち会 1:02:10
1479 20695 緑川 紀男 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾉﾘｵ 茨城県 1:02:10
1480 22359 斎須 博 ｻｲｽ ﾋﾛｼ 茨城県 二松亭ちゃん平 1:02:11
1481 22358 塚田 彰 ﾂｶﾀﾞ ｱｷﾗ 埼玉県 あきらだよ 1:02:11
1482 21936 佐久間 拓也 ｻｸﾏ ﾀｸﾔ 茨城県 1:02:12
1483 20719 大窪 一良 ｵｵｸﾎﾞ ｶｽﾞﾖｼ 茨城県 クラブジジイ 1:02:13
1484 22225 大谷 征夫 ｵｵﾀﾆ ﾕｷｵ 茨城県 1:02:13
1485 21290 石川 国彦 ｲｼｶﾜ ｸﾆﾋｺ 茨城県 ！ーＩＫＡＳＵ 1:02:14
1486 20448 小谷野 弘之 ｺﾔﾉ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:02:14
1487 20911 川又 廣志 ｶﾜﾏﾀ ﾋﾛｼ 茨城県 蒼介のじいじ 1:02:16
1488 22435 武田 伊織 ﾀｹﾀﾞ ｲｵﾘ 茨城県 シーアンドエー 1:02:16
1489 21692 中村 修司 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 茨城県 1:02:17
1490 21701 古茂田 智 ｺﾓﾀ ｻﾄｼ 茨城県 1:02:18
1491 20811 三村 貴裕 ﾐﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 たびこ 1:02:18
1492 21138 勝二 博亮 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｱｷ 茨城県 ちーむですから 1:02:18
1493 21015 湯本 茂 ﾕﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 茨城県 1:02:19
1494 22174 須田 拓郎 ｽﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 茨城県 喜八 1:02:19
1495 22673 狩野 正裕 ｶﾘﾉ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 コマツ茨城工場 1:02:19
1496 20817 和田 孝 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 1:02:23
1497 21014 白土 孝樹 ｼﾗﾄ ﾀｶｷ 茨城県 1:02:24
1498 21280 西村 芳興 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｵｷ 栃木県 1:02:26
1499 20799 大野 修 ｵｵﾉ ｵｻﾑ 茨城県 1:02:26
1500 22498 作田 俊哉 ｻｸﾀﾞ ﾄｼﾔ 福島県 コマツ 1:02:28
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1501 21143 和知 紀良 ﾜﾁ ﾉﾘﾖｼ 茨城県 和知商事 1:02:30
1502 20993 小橋 太輔 ｺﾊﾞｼ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 1:02:30
1503 22506 穴見 賢 ｱﾅﾐ ｻﾄｼ 茨城県 謎球会 1:02:30
1504 22023 飯島 豊 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 茨城県 ヴィント 1:02:31
1505 20953 岡本 拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 茨城県 岡本ファミリー 1:02:31
1506 21253 野川 賢一 ﾉｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 シーアンドエー 1:02:32
1507 21298 荒 孝之 ｱﾗ ﾀｶﾕｷ 茨城県 チーム六十雀 1:02:32
1508 21199 鈴木 利四郎 ｽｽﾞｷ ﾘｼﾛｳ 茨城県 タンチョウクン 1:02:33
1509 22457 森本 計志 ﾓﾘﾓﾄ ｹｲｼﾞ 茨城県 1:02:33
1510 22470 小田木 義弘 ｵﾀﾞｷﾞ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 ハッピーＦＡＭ 1:02:34
1511 21435 高畠 亮 ﾀｶﾊﾀ ｱｷﾗ 茨城県 1:02:36
1512 22217 植竹 徹 ｳｴﾀｹ ﾄｵﾙ 茨城県 千波湖歩く会 1:02:36
1513 20866 畠井 正晃 ﾊﾀｲ ﾏｻｱｷ 茨城県 〔有〕畠井商店 1:02:36
1514 22494 庄司 伸雄 ｼｮｳｼﾞ ﾉﾌﾞｵ 茨城県 ひたちなか市 1:02:39
1515 21942 御所脇 充 ｺﾞｼｮﾜｷ ﾐﾂﾙ 茨城県 1:02:39
1516 22330 杵渕 敬一 ｷﾈﾌﾞﾁ ｹｲｲﾁ 神奈川県 ＥＰ 1:02:40
1517 22211 橋本 和樹 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 茨城県 1:02:41
1518 20840 阿部 直樹 ｱﾍﾞ ﾅｵｷ 茨城県 日立 1:02:41
1519 21142 舘 雅実 ﾀﾁ ﾏｻﾐ 茨城県 げんこつの会 1:02:47
1520 21234 海野 晃一 ｳﾐﾉ ｺｳｲﾁ 茨城県 1:02:48
1521 21133 杉山 人文 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾄﾌﾐ 茨城県 1:02:49
1522 21094 木下 幸彦 ｷﾉｼﾀ ﾕｷﾋｺ 群馬県 1:02:50
1523 21245 本田 博志 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 1:02:51
1524 21393 坂井 友則 ｻｶｲ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 1:02:51
1525 21260 北原 悠史 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 茨城県 1:02:52
1526 21739 会田 忠昭 ｱｲﾀ ﾀﾀﾞｱｷ 茨城県 1:02:54
1527 22438 藤本 忠宏 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋﾛ 茨城県 1:02:55
1528 22680 大内 規之 ｵｵｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 ケンチャンＳ 1:02:55
1529 21284 川﨑 正次 ｶﾜｻｷ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 1:02:56
1530 21017 関 宏隆 ｾｷ ﾋﾛﾀｶ 茨城県 1:02:57
1531 21770 宇多 皓大 ｳﾀ ｺｳﾀﾞｲ 茨城県 タクマテクノス 1:02:58
1532 21822 望月 健悟 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｺﾞ 茨城県 勝田環境 1:02:59
1533 21368 鈴木 洋輝 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｷ 茨城県 ポエムガーデン 1:03:00
1534 21662 佐々 陽一 ｻｻ ﾖｳｲﾁ 茨城県 ぷよぷよ 1:03:00
1535 21370 小澤 裕之 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:03:01
1536 21293 高岡 匠 ﾀｶｵｶ ﾀｸﾐ 茨城県 タクマテクノス 1:03:02
1537 20846 花輪 建志 ﾊﾅﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 熊谷組 1:03:04
1538 21147 近藤 信哉 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ 茨城県 コマツ 1:03:04
1539 20447 桧山 裕一 ﾋﾔﾏ ﾕｳｲﾁ 茨城県 ＢＤＨ 1:03:05
1540 21875 肥後 尚之 ﾋｺﾞ ﾅｵﾕｷ 東京都 にしむらん 1:03:06
1541 21540 小林 龍平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾍｲ 茨城県 ジャクセン 1:03:08
1542 20751 河野 正行 ｶﾜﾉ ﾏｻﾕｷ 茨城県 ＩＫＡＳＵ 1:03:09
1543 21319 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 六高台走者 1:03:10
1544 22493 石川 伸三 ｲｼｶﾜ ｼﾝｿﾞｳ 茨城県 1:03:11
1545 21056 生田目 末吉 ﾅﾏﾀﾒ ｽｴｷﾁ 茨城県 太田真弓 1:03:13
1546 22768 上原 大吾 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 茨城県 1:03:14
1547 22404 菊地 正行 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 茨城県 1:03:14
1548 21113 若月 貞夫 ﾜｶﾂｷ ｻﾀﾞｵ 茨城県 折笠ヒット 1:03:15
1549 20664 岡村 忠訓 ｵｶﾑﾗ ﾀﾀﾞﾉﾘ 茨城県 1:03:16
1550 21381 吉澤 祐一 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 茨城県 日立助コミ 1:03:16
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1551 21092 佐々木 鉄男 ｻｻｷ ﾃﾂｵ 東京都 喜楽創遊会 1:03:17
1552 20430 船木 雅司 ﾌﾅｷ ﾏｻｼ 茨城県 1:03:20
1553 21048 天澤 和紀 ｱﾏｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 どびん 1:03:22
1554 20519 塚本 哲也 ﾂｶﾓﾄ ﾃﾂﾔ 茨城県 ＨＭＳ 1:03:22
1555 21344 市村 守 ｲﾁﾑﾗ ﾏﾓﾙ 茨城県 1:03:26
1556 21413 立川 恵勇 ﾀﾁｶﾜ ｼｹﾞｵ 福島県 1:03:26
1557 21407 豊島 真一 ﾄﾖｼﾏ ｼﾝｲﾁ 茨城県 1:03:27
1558 21027 青木 誠文 ｱｵｷ ﾏｻﾌﾐ 茨城県 チーム六十雀 1:03:27
1559 21304 千葉 一人 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 茨城県 山善 1:03:28
1560 21378 小林 俊一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｲﾁ 埼玉県 日東商工（株） 1:03:28
1561 22490 吉村 徹也 ﾖｼﾑﾗ ﾃﾂﾔ 茨城県 中里小中学校 1:03:28
1562 20828 鈴木 久雄 ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ 茨城県 1:03:29
1563 21295 深作 敏之 ﾌｶｻｸ ﾄｼﾕｷ 茨城県 水戸ソフト 1:03:29
1564 21961 佐々木 健 ｻｻｷ ｹﾝ 茨城県 Ｙ＆Ａパパ 1:03:30
1565 22151 笠井 芳夫 ｶｻｲ ﾖｼｵ 茨城県 1:03:31
1566 21077 横須賀 博 ﾖｺｽｶ ﾋﾛｼ 茨城県 フォレストＲＣ 1:03:32
1567 20771 桔梗谷 昭男 ｷｷｮｳﾀﾞﾆ ｱｷｵ 茨城県 日立川尻町 1:03:34
1568 22772 金子 勇人 ｶﾈｺ ﾊﾔﾄ 茨城県 1:03:35
1569 20636 猪野 光晴 ｲﾉ ﾐﾂﾊﾙ 茨城県 1:03:35
1570 21656 阿部 泰彦 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋｺ 茨城県 1:03:36
1571 20506 永藤 能尾 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ﾖｼｵ 茨城県 1:03:37
1572 21752 丹治 ブレット ﾀﾝｼﾞ ﾌﾞﾚｯﾄ 茨城県 1:03:39
1573 22769 天谷 知寛 ｱﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 栃木県 1:03:40
1574 21815 渡谷 修徳 ﾜﾀﾘﾔ ｼｭｳﾄｸ 茨城県 勝田環境 1:03:40
1575 22523 鈴木 基泰 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 茨城県 1:03:41
1576 21490 大内 一義 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾖｼ 茨城県 1:03:43
1577 20814 丸谷 久 ﾏﾙﾀﾆ ﾋｻｼ 茨城県 1:03:43
1578 21837 会田 勇輝 ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ 福島県 1:03:43
1579 21630 日出山 郁 ﾋﾃﾞﾔﾏ ｶｵﾙ 茨城県 1:03:44
1580 21505 小林 肇 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 小林医院 1:03:45
1581 21668 小林 健太 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 茨城県 1:03:45
1582 22050 石川 豊和 ｲｼｶﾜ ﾄﾖｶｽﾞ 茨城県 1:03:47
1583 22420 椎名 亮浩 ｼｲﾅ ｱｷﾋﾛ 茨城県 1:03:47
1584 21380 井上 守 ｲﾉｳｴ ﾏﾓﾙ 千葉県 松戸健走会 1:03:48
1585 22589 本多 英明 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 群馬県 1:03:49
1586 21021 三部 武夫 ｻﾝﾍﾞ ﾀｹｵ 茨城県 ＴＳ企画 1:03:50
1587 21171 實松 隆義 ｻﾈﾏﾂ ﾀｶﾖｼ 茨城県 スパーク青葉 1:03:51
1588 21097 黒澤 拓 ｸﾛｻﾜ ﾀｸ 茨城県 1:03:51
1589 21840 吉田 欣弘 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 長野県 勝田一中ＯＢ 1:03:52
1590 20710 川名 大地 ｶﾜﾅ ﾀﾞｲﾁ 茨城県 1:03:54
1591 22426 渡邉 正基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾓﾄ 静岡県 1:03:54
1592 21507 河北 暁偉 ｶﾜｷﾀ ｼｮｳｲ 茨城県 1:03:56
1593 22501 菅原 真治 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 茨城県 ＪＣＣ 1:03:57
1594 21954 赤澤 慎次 ｱｶｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 栃木県 リスランニング 1:03:57
1595 21070 佐藤 肇 ｻﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 波猿 1:03:57
1596 22388 鈴木 蒼空 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 茨城県 勝田高校 1:03:59
1597 21361 中村 浩 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 茨城県 1:03:59
1598 22284 佐久間 主裕 ｻｸﾏ ﾕｷﾋﾛ 茨城県 1:04:00
1599 21491 西舘 圭介 ﾆｼﾀﾞﾃ ｹｲｽｹ 茨城県 1:04:02
1600 22078 川畑 正司 ｶﾜﾊﾀ ﾏｻｼ 茨城県 コマツ物流 1:04:03
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1601 22319 打越 明 ｳﾁｺｼ ｱｷﾗ 埼玉県 あきらだよ 1:04:04
1602 20504 柴崎 武彦 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｹﾋｺ 茨城県 1:04:04
1603 21421 菅谷 遼 ｽｶﾞﾔ ﾘｮｳ 茨城県 風の子 1:04:04
1604 21392 星 博 ﾎｼ ﾋﾛｼ 茨城県 1:04:05
1605 21827 南薗 誠 ﾐﾅﾐｿﾞﾉ ﾏｺﾄ 東京都 1:04:06
1606 21247 矢萩 賢一 ﾔﾊｷﾞ ｹﾝｲﾁ 茨城県 フリー 1:04:07
1607 21719 雫 貴明 ｼｽﾞｸ ﾀｶｱｷ 茨城県 1:04:08
1608 20999 鈴木 碩之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:04:09
1609 21859 額川 恵司 ﾇｶｶﾞﾜ ｹｲｼﾞ 茨城県 1:04:10
1610 21957 岡野 克宏 ｵｶﾉ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 1:04:10
1611 22684 三浦 康彦 ﾐｳﾗ ﾔｽﾋｺ 茨城県 1:04:11
1612 21978 関 一成 ｾｷ ｶｽﾞﾅﾘ 茨城県 1:04:13
1613 21224 日向寺 史郎 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ﾌﾐｵ 茨城県 1:04:13
1614 21106 中島 紀好 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘﾖｼ 千葉県 1:04:15
1615 21326 大森 勝則 ｵｵﾓﾘ ｶﾂﾉﾘ 茨城県 1:04:15
1616 21524 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 茨城県 1:04:16
1617 22201 佐々木 慧士郎 ｻｻｷ ｹｲｼﾛｳ 東京都 丸谷化工機 1:04:16
1618 20917 佐藤 繁信 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 福島県 日立東海 1:04:17
1619 21846 澤舘 俊司 ｻﾜﾀﾞﾃ ｼｭﾝｼﾞ 神奈川県 1:04:18
1620 20905 鴫原 正継 ｼｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾂｸﾞ 福島県 川俣ＡＣ 1:04:23
1621 20827 川津 祐生 ｶﾜﾂ ﾕｳｾｲ 茨城県 すずラン 1:04:23
1622 21025 吉田 正通 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 茨城県 1:04:23
1623 21488 遠藤 隆一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳｲﾁ 福島県 相双教育 1:04:24
1624 21353 中野 憲二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 福島県 1:04:25
1625 21347 篠原 賢勝 ｼﾉﾊﾗ ﾔｽﾏｻ 茨城県 1:04:26
1626 20836 東 英雄 ｱｽﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 埼玉県 ＳＪＣ 1:04:27
1627 21493 佐藤 駿 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 茨城県 遊部 1:04:28
1628 21854 青山 洋平 ｱｵﾔﾏ ﾖｳﾍｲ 茨城県 1:04:29
1629 21726 疋田 稔 ﾋｷﾀ ﾐﾉﾙ 茨城県 チーム湊 1:04:30
1630 21318 小崎 幸雄 ｵｻﾞｷ ﾕｷｵ 埼玉県 熊谷熱走会 1:04:30
1631 21328 江本 純一 ｴﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 1:04:32
1632 22064 折本 裕樹 ｵﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 茨城県 双葉台ＲＣ 1:04:34
1633 20946 末吉 丈一 ｽｴﾖｼ ｼﾞｮｳｲﾁ 茨城県 1:04:34
1634 21645 安 典朗 ﾔｽ ﾉﾘｱｷ 茨城県 1:04:36
1635 21553 笠井 昭二 ｶｻｲ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 水戸ランナー塾 1:04:38
1636 22317 佐川 昭夫 ｻｶﾞﾜ ｱｷｵ 福島県 楽楽走友会 1:04:38
1637 22077 五上 好亮 ｺﾞｶﾞﾐ ﾖｼｱｷ 茨城県 1:04:39
1638 21237 坂本 光生 ｻｶﾓﾄ ﾐﾂｵ 茨城県 1:04:39
1639 21193 横瀬 悠平 ﾖｺｾ ﾕｳﾍｲ 茨城県 1:04:40
1640 20704 古津 忠夫 ﾌﾙﾂ ﾀﾀﾞｵ 茨城県 1:04:40
1641 21504 豊住 匡人 ﾄﾖｽﾞﾐ ﾏｻﾄ 茨城県 1:04:42
1642 21119 飯嶋 潤一 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 鯉淵小学校 1:04:42
1643 20666 桜井 浩稔 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄｼ 茨城県 1:04:44
1644 22619 郡司 明宏 ｸﾞﾝｼﾞ ｱｷﾋﾛ 茨城県 1:04:44
1645 21646 大場 憲 ｵｵﾊﾞ ｱｷﾗ 茨城県 1:04:45
1646 22086 黒澤 秀雄 ｸﾛｻﾜ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 1:04:46
1647 20816 井上 洋 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｼ 茨城県 1:04:46
1648 20460 市毛 誠一 ｲﾁｹﾞ ｾｲｲﾁ 茨城県 1:04:47
1649 21750 鳥畑 慎 ﾄﾘﾊﾀ ﾏｺﾄ 茨城県 1:04:47
1650 20974 稲垣 捷 ｲﾅｶﾞｷ ｶﾂ 茨城県 マイステック 1:04:48
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1651 20291 深谷 康治 ﾌｶﾔ ﾔｽｼﾞ 茨城県 1:04:48
1652 20975 中久木 政秀 ﾅｶｸｷ ﾏｻﾋﾃﾞ 茨城県 1:04:49
1653 22608 土橋 弥太郎 ﾄﾞﾊﾞｼ ﾔﾀﾛｳ 茨城県 石岡第一病院 1:04:51
1654 22590 越田 智之 ｺｼﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 1:04:53
1655 22031 桜井 弘一 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｲﾁ 茨城県 1:04:56
1656 20825 相澤 学 ｱｲｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 1:04:58
1657 22542 朝倉 大 ｱｻｸﾗ ﾀﾞｲ 茨城県 1:04:58
1658 22531 大和田 真稔 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 大吉女子会 1:05:00
1659 21403 小河原 一実 ｵｶﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 茨城県 1:05:01
1660 20852 岡野 守 ｵｶﾉ ﾏﾓﾙ 茨城県 日立産機 1:05:02
1661 21853 小童 真理 ﾋｼﾞ ﾏｻﾐﾁ 茨城県 1:05:03
1662 21104 小野寺 孝幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 茨城県 さくらアリーナ 1:05:03
1663 21434 竹島 修平 ﾀｹｼﾏ ｼｭｳﾍｲ 福島県 1:05:05
1664 20511 嶋内 武志 ｼﾏｳﾁ ﾀｹｼ 茨城県 やっちゃん 1:05:06
1665 22816 瀬戸 伊織 ｾﾄ ｲｵﾘ 茨城県 1:05:07
1666 21976 佐々木 孝重 ｻｻｷ ﾀｶｼｹﾞ 茨城県 1:05:11
1667 20284 猿田 靖晃 ｻﾙﾀ ﾔｽｱｷ 茨城県 1:05:11
1668 22245 大内 壮之介 ｵｵｳﾁ ｿｳﾉｽｹ 茨城県 1:05:14
1669 22243 大内 圭介 ｵｵｳﾁ ｹｲｽｹ 茨城県 1:05:15
1670 21984 安田 康二 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｼﾞ 東京都 皆走の会 1:05:16
1671 21112 菊池 裕 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 茨城県 1:05:16
1672 22482 久保寺 智哉 ｸﾎﾞﾃﾗ ﾄﾓﾔ 茨城県 日立ハイテク 1:05:16
1673 21068 三浦 昭雄 ﾐｳﾗ ｱｷｵ 茨城県 1:05:18
1674 22098 川端 亨 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾄｵﾙ 埼玉県 1:05:19
1675 21651 宮田 博昭 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｱｷ 茨城県 1:05:20
1676 21377 佐藤 舞夢 ｻﾄｳ ﾏｲﾑ 茨城県 太田ひまわり 1:05:20
1677 21376 佐藤 秀哉 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ 茨城県 太田ひまわり 1:05:20
1678 20989 島田 貴史 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 1:05:26
1679 21130 黒澤 五月 ｸﾛｻﾜ ｻﾂｷ 茨城県 茨城いすゞ 1:05:29
1680 21223 石川 浩太郎 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ 茨城県 プロンテラ 1:05:30
1681 21294 熊﨑 昌幸 ｸﾏｻﾞｷ ﾏｻﾕｷ 茨城県 タクマテクノス 1:05:30
1682 21876 黒澤 和範 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 日立物流東日本 1:05:31
1683 21511 木村 慶一 ｷﾑﾗ ｹｲｲﾁ 埼玉県 川内優輝応援団 1:05:32
1684 21308 高井 規行 ﾀｶｲ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 1:05:34
1685 20941 寺沼 圭 ﾃﾗﾇﾏ ｹｲ 茨城県 マッハ堀（堀） 1:05:35
1686 20934 菅野 進 ｽｶﾞﾉ ｽｽﾑ 茨城県 三菱食品 1:05:36
1687 21842 中村 健一 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 茨城県 日立大みか 1:05:36
1688 20529 栗原 義敬 ｸﾘﾊﾗ ﾖｼﾁｶ 茨城県 （株）山新 1:05:37
1689 20916 安田 博之 ﾔｽﾀ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 あおみ建設 1:05:40
1690 21702 富森 智士 ﾄﾐﾓﾘ ｻﾄｼ 茨城県 1:05:40
1691 21941 渡部 健一 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 ＫＫＥ 1:05:40
1692 22671 澤田 孝志 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 小松製作所 1:05:41
1693 22672 濱田 壮一郎 ﾊﾏﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 茨城県 コマツ茨城工場 1:05:41
1694 22640 吉澤 友博 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 1:05:42
1695 21980 菅原 勝行 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾕｷ 茨城県 1:05:42
1696 20818 和田 直哉 ﾜﾀﾞ ﾅｵﾔ 茨城県 1:05:43
1697 20890 井坂 猛行 ｲｻｶ ﾀｹﾕｷ 茨城県 ウエルシア 1:05:45
1698 22650 野口 創 ﾉｸﾞﾁ ｿｳ 茨城県 ニシノグループ 1:05:45
1699 22343 川口 潔 ｶﾜｸﾞﾁ ｷﾖｼ 埼玉県 1:05:48
1700 22342 江幡 昌紀 ｴﾊﾞﾀ ﾏｻｷ 茨城県 1:05:49
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1701 21824 篠田 裕一 ｼﾉﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 茨城県 1:05:50
1702 20973 関山 哲之 ｾｷﾔﾏ ｻﾄｼ 茨城県 1:05:51
1703 22809 郡司 強志 ｸﾞﾝｼﾞ ﾂﾖｼ 茨城県 1:05:51
1704 21455 生方 孝男 ｳﾌﾞｶﾀ ﾀｶｵ 茨城県 1:05:52
1705 22399 藤倉 裕二 ﾌｼﾞｸﾗ ﾕｳｼﾞ 茨城県 タクマテクノス 1:05:52
1706 21766 松井 洋治 ﾏﾂｲ ﾖｳｼﾞ 茨城県 タクマテクノス 1:05:52
1707 21140 音喜多 三男 ｵﾄｷﾀ ﾐﾂｵ 茨城県 1:05:53
1708 22822 大熊 秀和 ｵｵｸﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 長野県 1:05:54
1709 22530 日西 智則 ﾋﾆｼ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 大吉女子会 1:05:54
1710 21041 今橋 良修 ｲﾏﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 茨城県 1:05:55
1711 21414 海野 廣志 ｳﾐﾉ ﾋﾛｼ 茨城県 1:05:56
1712 21575 和田 章彦 ﾜﾀﾞ ｱｷﾋｺ 茨城県 タクマテクノス 1:05:56
1713 22203 小滝 広喜 ｺﾀｷ ﾋﾛｷ 茨城県 1:05:58
1714 22781 森永 美則 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾐﾉﾘ 茨城県 1:05:59
1715 21154 松藤 弘二 ﾏﾂﾌｼﾞ ｺｳｼﾞ 茨城県 1:06:01
1716 21129 坂本 直樹 ｻｶﾓﾄ ﾅｵｷ 茨城県 チーム長谷川 1:06:01
1717 21096 富永 英明 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 茨城県 1:06:02
1718 21765 長岡 佳彦 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾋｺ 茨城県 タクマテクノス 1:06:04
1719 21162 菅原 誠一 ｽｶﾞﾊﾗ ｾｲｲﾁ 茨城県 1:06:04
1720 22618 大澤 大祐 ｵｵｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 1:06:06
1721 22231 大森 正美 ｵｵﾓﾘ ﾏｻﾐ 茨城県 1:06:07
1722 20803 鹿志村 定巳 ｶｼﾑﾗ ｻﾀﾞﾐ 茨城県 嗚呼走会 1:06:07
1723 20833 生江 信孝 ﾅﾏｴ ﾉﾌﾞﾀｶ 茨城県 1:06:09
1724 21168 佐藤 幸作 ｻﾄｳ ｺｳｻｸ 茨城県 1:06:09
1725 22179 大畠 貴幸 ｵｵﾊﾀ ﾀｶﾕｷ 茨城県 1:06:09
1726 21300 横山 功 ﾖｺﾔﾏ ｲｻｵ 茨城県 日立国分樹梓会 1:06:10
1727 21836 山田 裕晃 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 福島県 1:06:10
1728 21740 宮本 幹生 ﾐﾔﾓﾄ ﾐｷｵ 茨城県 1:06:11
1729 20623 荻原 慧 ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 茨城県 エディファミリ 1:06:11
1730 21144 戸田 康昭 ﾄﾀﾞ ﾔｽｱｷ 茨城県 渡里小 1:06:12
1731 22003 岡部 昭 ｵｶﾍﾞ ｱｷﾗ 茨城県 1:06:15
1732 22687 南川 知輝 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾄﾓｷ 東京都 1:06:15
1733 22133 熊倉 翔平 ｸﾏｸﾗ ｼｮｳﾍｲ 茨城県 1:06:17
1734 21470 松高 正俊 ﾏﾂﾀｶ ﾏｻﾄｼ 岩手県 ＳＪＨクラブ 1:06:18
1735 22213 國枝 謙一 ｸﾆｴﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 茨城県 1:06:20
1736 21503 田寺 克年 ﾀﾃﾞﾗ ｶﾂﾄｼ 茨城県 アライアンス 1:06:22
1737 21250 車田 聡 ｸﾙﾏﾀﾞ ｻﾄｼ 茨城県 1:06:22
1738 21999 堀口 秀行 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 キッツ水戸 1:06:24
1739 22235 稲野辺 省太 ｲﾅﾉﾍﾞ ｼｮｳﾀ 茨城県 1:06:25
1740 21593 星野 文雄 ﾎｼﾉ ﾌﾐｵ 茨城県 1:06:25
1741 21357 松﨑 克信 ﾏﾂｻﾞｷ ｶﾂﾉﾌﾞ 茨城県 茨城県社協 1:06:29
1742 21390 海老澤 彰 ｴﾋﾞｻﾜ ｱｷﾗ 茨城県 1:06:31
1743 22121 細井 義和 ﾎｿｲ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県 細井ふとん店 1:06:31
1744 22165 菅原 純 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 茨城県 1:06:31
1745 22756 畑瀬 将希 ﾊﾀｾ ﾏｻｷ 茨城県 1:06:34
1746 21065 清水 一八 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾊﾁ 茨城県 1:06:34
1747 22695 十津川 聡 ﾄﾂｶﾜ ｻﾄｼ 茨城県 1:06:35
1748 20439 五十嵐 欣二 ｲｶﾞﾗｼ ｷﾝｼﾞ 茨城県 ＢＤＨ 1:06:37
1749 21848 川端 浩之 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 東京都 1:06:39
1750 22341 緒方 弘明 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ 茨城県 株式会社ひすい 1:06:39
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1751 22576 中村 知篤 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｱﾂ 茨城県 1:06:40
1752 21477 土屋 晋 ﾂﾁﾔ ｼﾝ 神奈川県 1:06:41
1753 21212 佐藤 高広 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:06:43
1754 21704 神永 尚也 ｶﾐﾅｶﾞ ﾅｵﾔ 茨城県 1:06:43
1755 22583 高橋 皓平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 茨城県 1:06:44
1756 22030 唐澤 友樹 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 東京都 川崎市交通局 1:06:50
1757 21730 大久保 将利 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 1:06:51
1758 22419 澤村 迅 ｻﾜﾑﾗ ｼﾞﾝ 茨城県 1:06:54
1759 21367 相田 富士夫 ｱｲﾀ ﾌｼﾞｵ 茨城県 勝田稲田郵便局 1:06:56
1760 22183 渡邊 純一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 茨城ダイハツ 1:06:58
1761 22412 武長 眞司 ﾀｹﾅｶﾞ ｼﾝｼﾞ 茨城県 1:06:59
1762 22080 横田 空良 ﾖｺﾀ ｿﾗ 茨城県 1:06:59
1763 22258 川上 智昭 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓｱｷ 茨城県 1:06:59
1764 21867 北澤 謙 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝ 茨城県 1:07:00
1765 22381 正岡 義也 ﾏｻｵｶ ﾖｼﾔ 神奈川県 ＮＡＳ湘南台 1:07:01
1766 30017 新郷 哲郎 ｼﾝｺﾞｳ ﾃﾂﾛｳ 栃木県 1:07:01
1767 22564 大川 賢一 ｵｵｶﾜ ｹﾝｲﾁ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 1:07:02
1768 21265 太田 大介 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 1:07:04
1769 22311 藤原 忠 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾀﾞｼ 福島県 1:07:05
1770 20725 秋吉 雄介 ｱｷﾖｼ ﾕｳｽｹ 千葉県 1:07:08
1771 22789 吉川 知憲 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ 神奈川県 イーグル工業 1:07:08
1772 21215 新井 伊平 ｱﾗｲ ｲﾍｲ 茨城県 1:07:10
1773 21737 綿引 次男 ﾜﾀﾋｷ ﾂｷﾞｵ 茨城県 1:07:10
1774 21305 川口 雅志 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｼ 茨城県 1:07:14
1775 21075 西村 明 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾗ 茨城県 1:07:14
1776 20945 相羽 明 ｱｲﾊﾞ ｱｷﾗ 茨城県 茨城大学 1:07:16
1777 21923 飛田 勝弘 ﾄﾋﾞﾀ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 1:07:17
1778 20961 尾吹 友晴 ｵﾌﾞｷ ﾄﾓﾊﾙ 茨城県 日立ハイテク 1:07:18
1779 21864 田所 正人 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾏｻﾄ 茨城県 1:07:20
1780 21131 荒井 誠二 ｱﾗｲ ｾｲｼﾞ 茨城県 1:07:21
1781 21001 門馬 利和 ﾓﾝﾏ ﾄｼｶｽﾞ 茨城県 1:07:22
1782 22622 曽田 忠寛 ｿﾀﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ 石川県 1:07:22
1783 22621 宮下 裕太 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾀ 茨城県 1:07:23
1784 22623 澤口 利也 ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｼﾔ 東京都 1:07:25
1785 21008 立原 謙一 ﾀﾁﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 茨城県 ベジタブル 1:07:25
1786 22156 大谷 篤也 ｵｵﾀﾆ ﾄｸﾔ 茨城県 1:07:27
1787 21494 藤﨑 正輝 ﾌｼﾞｻｷ ﾏｻﾃﾙ 茨城県 大洗高校 1:07:28
1788 21514 江原 正 ｴﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 茨城県信用組合 1:07:30
1789 21109 安達 秀樹 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 1:07:31
1790 21729 鈴木 人史 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 茨城県 1:07:32
1791 21550 根本 顕司 ﾈﾓﾄ ｹﾝｼ 茨城県 藤本科学陸上部 1:07:32
1792 21486 鈴木 雅也 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾔ 茨城県 1:07:34
1793 20715 五十嵐 勝志 ｲｶﾞﾗｼ ｶﾂｼ 茨城県 1:07:37
1794 21457 市川 直樹 ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ 茨城県 1:07:37
1795 22634 根本 貴裕 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:07:40
1796 21992 小野 政文 ｵﾉ ﾏｻﾌﾐ 茨城県 ストイック 1:07:41
1797 21296 松本 正雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｵ 茨城県 東海ＭＭＣ 1:07:41
1798 22082 伊藤 淳二 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 埼玉県 1:07:42
1799 21019 藤田 道明 ﾌｼﾞﾀ ﾐﾁｱｷ 茨城県 ＫＫＪＣＳ 1:07:42
1800 22802 後藤 道彦 ｺﾞﾄｳ ﾐﾁﾋｺ 茨城県 1:07:45
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1801 21182 田口 峻佑 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 1:07:46
1802 22817 鴫原 浩一 ｼｷﾞﾊﾗ ｺｳｲﾁ 茨城県 日立パワー 1:07:48
1803 21083 川崎 正博 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 日東ハピラン 1:07:49
1804 21500 土子 健 ﾂﾁｺ ｹﾝ 茨城県 1:07:49
1805 21040 石井 実 ｲｼｲ ﾐﾉﾙ 茨城県 倫理法人会 1:07:53
1806 22639 関 維範 ｾｷ ｼｹﾞﾉﾘ 茨城県 1:07:54
1807 21029 乾 守男 ｲﾇｲ ﾓﾘｵ 茨城県 さわ薬局 1:07:55
1808 21733 久保田 雄治 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳｼﾞ 茨城県 山新 1:07:56
1809 22700 清家 マイケル ｾｲｹ ﾏｲｹﾙ 茨城県 ティジーエム 1:07:59
1810 22247 豊田 拓馬 ﾄﾖﾀﾞ ﾀｸﾏ 茨城県 1:07:59
1811 20445 栗林 健 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 茨城県 1:08:01
1812 22517 武藤 晃 ﾑﾄｳ ｱｷﾗ 茨城県 1:08:01
1813 22546 阿部川 秀人 ｱﾍﾞｶﾜ ﾋﾃﾞﾄ 茨城県 1:08:01
1814 21629 江森 房穂 ｴﾓﾘ ﾌｻｵ 茨城県 1:08:02
1815 21520 千坂 兼一郎 ﾁｻｶ ｹﾝｲﾁﾛｳ 東京都 1:08:03
1816 22512 中村 健作 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｻｸ 埼玉県 1:08:06
1817 21336 武井 篤 ﾀｹｲ ｱﾂｼ 茨城県 ■つら旅会 1:08:08
1818 22125 海野 広行 ｳﾐﾉ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 ｎ ｈ ｋ 1:08:09
1819 21221 奥川 省三 ｵｸｶﾞﾜ ｼｮｳｿﾞｳ 茨城県 茨城県信用組合 1:08:10
1820 21665 郡司 浩一郎 ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 茨城県 1:08:14
1821 21570 鈴木 治郎 ｽｽﾞｷ ｼﾞﾛｳ 埼玉県 1:08:15
1822 21358 佐瀬 幸志 ｻｾ ｺｵｼ 茨城県 1:08:16
1823 21427 塚本 克司 ﾂｶﾓﾄ ｶﾂｼﾞ 埼玉県 1:08:16
1824 21385 林 淳一 ﾊﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 1:08:17
1825 22349 関口 一治 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾊﾙ 茨城県 ぐっちクラブ 1:08:18
1826 22414 小山田 裕己彦 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾕｷﾋｺ 茨城県 弓山建設 1:08:18
1827 22540 田山 敦 ﾀﾔﾏ ｱﾂｼ 茨城県 1:08:19
1828 21496 西連寺 祐治 ｻｲﾚﾝｼﾞ ﾕｳｼﾞ 茨城県 1:08:19
1829 22487 沢村 直樹 ｻﾜﾑﾗ ﾅｵｷ 茨城県 1:08:20
1830 21311 松浦 興一 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｲﾁ 茨城県 ネッツ茨城 1:08:21
1831 22594 小塚 功樹 ｺﾂﾞｶ ｺｳｼﾞｭ 茨城県 整体屋中道 1:08:22
1832 21047 坂本 一裕 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 池崎アスリート 1:08:22
1833 21972 鈴木 譲一 ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県 Ｎ３陸上部 1:08:23
1834 21059 丸山 久幸 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｻﾕｷ 茨城県 リラひたち 1:08:23
1835 21052 小池 恒雄 ｺｲｹ ﾂﾈｵ 茨城県 あんしんタクシ 1:08:25
1836 21588 八重樫 隆二 ﾔｴｶﾞｼ ﾘｭｳｼﾞ 茨城県 びーとりゅじ 1:08:29
1837 22255 森永 隆美 ﾓﾘﾅｶﾞ ﾀｶﾖｼ 茨城県 ｔｚｋ 1:08:30
1838 22584 関根 健 ｾｷﾈ ｹﾝ 茨城県 1:08:32
1839 21797 北野 誉 ｷﾀﾉ ﾀｶｼ 茨城県 1:08:33
1840 21299 益子 不二夫 ﾏｼｺ ﾌｼﾞｵ 茨城県 1:08:34
1841 22049 鴨志田 征央 ｶﾓｼﾀﾞ ﾕｷｵ 茨城県 カモシダ 1:08:34
1842 20143 山田 隆也 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 茨城県 ミヒロ走遊会 1:08:37
1843 20929 澁澤 裕 ｼﾌﾞｻﾜ ﾕﾀｶ 茨城県 1:08:39
1844 21879 藤本 一海 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾐ 神奈川県 1:08:40
1845 21934 手塚 誠 ﾃﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 茨城県 湯楽の里 1:08:41
1846 22065 齋藤 聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 茨城県 双葉台ＲＣ 1:08:42
1847 21442 照沼 久夫 ﾃﾙﾇﾏ ﾋｻｵ 茨城県 なし 1:08:43
1848 21205 小野瀬 猛 ｵﾉｾ ﾀｹｼ 茨城県 マスダ塗装店 1:08:45
1849 22701 吉川 信之 ﾖｼｶﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 1:08:45
1850 22103 弓野 薫 ﾕﾐﾉ ｶｵﾙ 茨城県 日立ハイテク 1:08:47
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1851 21037 川又 生時 ｶﾜﾏﾀ ｾｲｼﾞ 茨城県 生心走友会 1:08:48
1852 20960 滑川 隆 ﾅﾒｶﾜ ﾀｶｼ 茨城県 日立佐和 1:08:49
1853 21216 小田倉 勇 ｵﾀﾞｸﾗ ｲｻﾑ 茨城県 1:08:54
1854 22433 渡辺 修歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳﾎ 茨城県 シーアンドエー 1:08:54
1855 21330 星 勝典 ﾎｼ ｶﾂﾉﾘ 茨城県 1:08:55
1856 21636 平野 将也 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾔ 茨城県 1:08:55
1857 21904 竹森 元 ﾀｹﾓﾘ ｹﾞﾝ 茨城県 1:08:57
1858 20270 後藤 歩 ｺﾞﾄｳ ｱﾕﾐ 茨城県 1:08:58
1859 21337 齋藤 慧一 ｻｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 茨城県 1:08:59
1860 22668 荻野 守 ｵｷﾞﾉ ﾏﾓﾙ 神奈川県 1:09:00
1861 21406 川崎 邦男 ｶﾜｻｷ ｸﾆｵ 茨城県 トラトラウシ 1:09:03
1862 22397 坪和 祐之 ﾂﾎﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 無所属 1:09:03
1863 20986 吉沢 一徳 ﾖｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 1:09:05
1864 21852 仲田 裕之 ﾅｶﾀ ﾔｽﾕｷ 茨城県 オーリス 1:09:05
1865 21924 荒川 薫 ｱﾗｶﾜ ｶｵﾙ 茨城県 シンニッタン 1:09:09
1866 20875 平野 宏司 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ 茨城県 1:09:10
1867 22645 飯島 大心 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:09:10
1868 22609 小泉 拓也 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 茨城県 1:09:10
1869 22741 小林 隆教 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 神奈川県 1:09:11
1870 21060 岩佐 正明 ｲﾜｻ ﾏｻｱｷ 茨城県 1:09:15
1871 21349 木村 誠治 ｷﾑﾗ ｾｲｼﾞ 茨城県 1:09:15
1872 22067 川上 浩史 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛｼ 茨城県 1:09:16
1873 22448 益子 一伸 ﾏｼｺ ｶﾂﾉﾌﾞ 茨城県 ＩＥＣ 1:09:18
1874 21291 斎藤 聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 茨城県 1:09:19
1875 22570 斎藤 優 ｻｲﾄｳ ﾕｳ 茨城県 流通経済大学 1:09:19
1876 22792 宮地 匡文 ﾐﾔｼﾞ ﾏｻﾌﾐ 茨城県 1:09:21
1877 22663 安藤 秀之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 1:09:23
1878 21100 大根田 弘 ｵｵﾈﾀ ﾋﾛｼ 茨城県 チーム六十雀 1:09:24
1879 21437 松尾 邦之 ﾏﾂｵ ｸﾆﾕｷ 茨城県 1:09:24
1880 22740 井川 松一郎 ｲｶﾞﾜ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 茨城県 はっくす 1:09:26
1881 21621 村井 達也 ﾑﾗｲ ﾀﾂﾔ 茨城県 ＨｉＩＣＳ 1:09:26
1882 21950 石田 雅之 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 栃木県 1:09:26
1883 21897 飯村 仁 ｲｲﾑﾗ ﾋﾄｼ 茨城県 みどり園 1:09:27
1884 20514 三樹 啓二 ﾐｷ ｹｲｼﾞ 茨城県 ゆずぽん 1:09:28
1885 21418 高橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 宮城県 1:09:28
1886 21902 横田 真一 ﾖｺﾀ ｼﾝｲﾁ 茨城県 ＨＳＬ 1:09:29
1887 21880 鈴木 政人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 茨城県 1:09:30
1888 21804 住谷 充 ｽﾐﾔ ﾐﾂﾙ 茨城県 キングス１３ 1:09:31
1889 21956 遠山 芳博 ﾄｵﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 東京都 1:09:31
1890 22116 宮河 敬 ﾐﾔｶﾜ ｹｲ 茨城県 1:09:33
1891 21402 黒澤 則夫 ｸﾛｻﾜ ﾉﾘｵ 茨城県 1:09:35
1892 21495 飯泉 祐司 ｲｲｽﾞﾐ ﾕｳｼﾞ 栃木県 1:09:38
1893 22005 小杉 正憲 ｺｽｷﾞ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 1:09:39
1894 22654 吉原 快音 ﾖｼﾊﾗ ｶｲﾄ 茨城県 ニシノグループ 1:09:41
1895 21320 足立 広一 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 茨城県 モン・フライ 1:09:42
1896 20964 長谷川 佳郎 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾛｳ 茨城県 ランジョグ 1:09:43
1897 21599 今橋 博之 ｲﾏﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 ＪＸ金属（株） 1:09:44
1898 21251 稲葉 豊 ｲﾅﾊﾞ ﾕﾀｶ 茨城県 見川 1:09:46
1899 21268 宮田 知良 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾖｼ 茨城県 アプリシエイト 1:09:48
1900 22798 鈴木 健一郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 茨城県 わをん 1:09:49
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1901 21343 渡辺 實 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾉﾙ 茨城県 日東電気（株） 1:09:51
1902 22348 岩間 一平 ｲﾜﾏ ｲｯﾍﾟｲ 千葉県 1:09:51
1903 21531 早川 一樹 ﾊﾔｶﾜ ｶｽﾞｷ 茨城県 1:09:53
1904 21285 小野寺 哲也 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾃﾂﾔ 福島県 隊友会郡山 1:09:55
1905 22535 横田 陽之 ﾖｺﾀ ﾊﾙﾕｷ 茨城県 1:09:55
1906 21369 根本 清俊 ﾈﾓﾄ ｷﾖﾄｼ 茨城県 むこう山 1:09:57
1907 22327 荒井 唯吹 ｱﾗｲ ｲﾌﾞｷ 茨城県 1:10:01
1908 22293 中島 辰也 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 茨城県 1:10:01
1909 20690 細浦 賢治 ﾎｿｳﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城県 アイシーエス 1:10:02
1910 22142 鈴木 桂太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 茨城県 1:10:02
1911 21548 高橋 敏明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 茨城県 1:10:04
1912 21489 青戸 拓郎 ｱｵﾄ ﾀｸﾛｳ 茨城県 1:10:04
1913 21226 高橋 正彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 茨城県 大洗ＲＣ 1:10:04
1914 21782 佐久間 大地 ｻｸﾏ ﾀﾞｲﾁ 茨城県 1:10:05
1915 21594 新妻 嵩人 ﾆｲﾂﾞﾏ ﾀｶﾋﾄ 茨城県 1:10:05
1916 22321 渡辺 光軌 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 東京都 1:10:06
1917 21816 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 茨城県 勝田環境 1:10:06
1918 21819 軍司 昇 ｸﾞﾝｼﾞ ﾉﾎﾞﾙ 茨城県 勝田環境 1:10:06
1919 22264 石井 尚弥 ｲｼｲ ﾅｵﾔ 茨城県 1:10:08
1920 22141 大高 正美 ｵｵﾀｶ ﾏｻﾐ 茨城県 走れる喜び 1:10:08
1921 21379 渡邉 一雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ 茨城県 茨城県庁山岳部 1:10:12
1922 22720 さんだ 昌幸 ﾐﾖ ﾏｻﾕｷ 茨城県 郵便局 1:10:12
1923 21335 鈴木 康夫 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 茨城県 コマツ 1:10:16
1924 21952 藤本 清志 ﾌｼﾞﾓﾄ ｷﾖｼ 茨城県 ＨＩＴＡＣＨＩ 1:10:17
1925 22649 萩庭 卓亞 ﾊｷﾞﾆﾜ ﾀｸｱ 茨城県 1:10:19
1926 22791 大森 義寛 ｵｵﾓﾘ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 郵便局 1:10:21
1927 21522 大森 義明 ｵｵﾓﾘ ﾖｼｱｷ 茨城県 1:10:23
1928 21944 渡辺 聖司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 福島県 1:10:23
1929 21748 川崎 智典 ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 茨城県 1:10:24
1930 21598 笠井 隆則 ｶｻｲ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 タニオビス・ジャパン（株） 1:10:25
1931 21288 櫛部 晃博 ｸｼﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 大阪府 1:10:28
1932 21107 大谷 敬司 ｵｵﾀﾆ ｹｲｼﾞ 茨城県 中一小 1:10:31
1933 22249 丹治 和拓 ﾀﾝｼﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 福井県 1:10:32
1934 21416 木村 重雄 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ 茨城県 1:10:34
1935 22403 武田 聡 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 茨城県 1:10:36
1936 20757 猪狩 謙二 ｲｶﾞﾘ ｹﾝｼﾞ 福島県 エンジェル 1:10:37
1937 21508 片桐 正雄 ｶﾀｷﾞﾘ ﾏｻｵ 茨城県 1:10:38
1938 21433 佐藤 伸一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 茨城県 1:10:40
1939 22458 千田 正和 ﾁﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 1:10:41
1940 22194 下村 驚生 ｼﾓﾑﾗ ﾄｸｵ 茨城県 1:10:43
1941 21191 住田 隆司 ｽﾐﾀ ﾀｶｼ 神奈川県 1:10:43
1942 21032 遠山 栄二 ﾄｵﾔﾏ ｴｲｼﾞ 千葉県 ＩＰＣＣ 1:10:43
1943 22209 川澄 勉 ｶﾜｽﾐ ﾂﾄﾑ 福島県 1:10:44
1944 21644 馬目 暢之 ﾏﾉﾒ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 1:10:44
1945 20576 勝村 敦 ｶﾂﾑﾗ ｱﾂｼ 茨城県 1:10:45
1946 21790 佐藤 公一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 茨城県 Ｉ佐産一 1:10:46
1947 20211 池 道生 ｲｹ ﾐﾁｵ 茨城県 1:10:50
1948 21134 寺門 浩 ﾃﾗｶﾄﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 ＳＪ水戸 1:10:50
1949 22722 小西 慧 ｺﾆｼ ｻﾄｼ 茨城県 1:10:52
1950 22616 友枝 剛 ﾄﾓｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 愛媛県 ルネサス西条 1:10:52
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1951 21857 金子 慎二 ｶﾈｺ ｼﾝｼﾞ 埼玉県 槻の森クラブ 1:10:54
1952 21604 上原 洋次郎 ｳｴﾊﾗ ﾖｳｼﾞﾛｳ 茨城県 1:10:55
1953 21151 横町 博 ﾖｺﾏﾁ ﾋﾛｼ 茨城県 横町整体院 1:10:56
1954 21843 木名瀬 隼人 ｷﾅｾ ﾊﾔﾄ 茨城県 ロジスネクスト 1:10:57
1955 21820 望月 徹男 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾂｵ 茨城県 勝田環境 1:11:00
1956 22538 川崎 淳一 ｶﾜｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 1:11:03
1957 21013 岡部 慎一 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 聖麗メモリアル 1:11:04
1958 22597 大内 翔 ｵｵｳﾁ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 1:11:05
1959 21917 荒木 一 ｱﾗｷ ﾊｼﾞﾒ 茨城県 1:11:07
1960 22591 池垣 聡 ｲｹｶﾞｷ ｻﾄｼ 千葉県 水曜のラジオ 1:11:07
1961 22446 鈴木 優太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 茨城県 1:11:07
1962 21618 山口 誠司 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 茨城県 1:11:09
1963 22173 柳橋 和也 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ ｶｽﾞﾔ 茨城県 喜八楽八 1:11:10
1964 22172 芳賀 浩哉 ﾊｶﾞ ﾋﾛﾔ 茨城県 喜八楽八 1:11:10
1965 21515 穐間 吉宏 ｱｷﾏ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 1:11:15
1966 21856 関 義広 ｾｷ ﾖｼﾋﾛ 茨城県 1:11:16
1967 22705 黒木 大輔 ｸﾛｷ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 1:11:18
1968 21172 橘 久吉 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋｻﾖｼ 茨城県 1:11:18
1969 21248 町井 和博 ﾏﾁｲ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 チリエディーテ 1:11:18
1970 21711 山田 暢也 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾌﾞﾔ 茨城県 1:11:20
1971 21625 棚谷 暢幸 ﾀﾅﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 日立産業制御 1:11:20
1972 22210 直井 浩 ﾅｵｲ ﾋﾛｼ 栃木県 御幸ヶ原ＳＳ 1:11:22
1973 21947 小野瀬 竜雄 ｵﾉｾ ﾀﾂｵ 茨城県 カンポ生命 1:11:23
1974 22759 山来 のりよし ﾔﾏｷ ﾉﾘﾖｼ 茨城県 1:11:24
1975 21355 馬場 祥司 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 1:11:25
1976 20966 穂積 一典 ﾎﾂﾞﾐ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 1:11:27
1977 22571 山﨑 哲享 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 1:11:28
1978 20991 吉田 眞一 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 茨城県 磯原クラブ 1:11:29
1979 21160 佐藤 歩 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 茨城県 1:11:30
1980 21322 藤山 正晃 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾏｻｱｷ 茨城県 オリバーＢＦ 1:11:34
1981 20700 松田 勲 ﾏﾂﾀﾞ ｲｻｵ 茨城県 ナシ 1:11:41
1982 22562 倉持 拓也 ｸﾗﾓﾁ ﾀｸﾔ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 1:11:41
1983 21481 中橋 樹紀 ﾅｶﾊｼ ﾀﾂﾉﾘ 茨城県 1:11:42
1984 22473 清水 浩喜 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 茨城県 1:11:43
1985 21405 簗瀬 浩幸 ﾔﾅｾ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 ＱＱ ＣＬＵＢ 1:11:43
1986 29004 宮﨑 知昭 ﾐﾔｻﾞｷ ﾄﾓｱｷ 茨城県 ジャクセン 1:11:44
1987 22410 成井 公一 ﾅﾙｲ ｺｳｲﾁ 茨城県 茨城信保 1:11:47
1988 21218 栃木 善克 ﾄﾁｷﾞ ﾖｼｶﾂ 神奈川県 ルネサンス 1:11:48
1989 22054 河野 良明 ｶﾜﾉ ﾖｼｱｷ 茨城県 1:11:49
1990 22056 川畑 克人 ｶﾜﾊﾀ ｶﾂﾋﾄ 茨城県 1:11:49
1991 22055 伊藤 勝 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 茨城県 1:11:50
1992 21394 古市 信好 ﾌﾙｲﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 茨城県 古市建築 1:11:51
1993 22071 森 秀夫 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 1:11:51
1994 21261 髙畑 正人 ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾄ 茨城県 水髙マイケルズ 1:11:52
1995 21452 堀江 和也 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾔ 茨城県 1:11:54
1996 22708 古谷 均 ﾌﾙﾔ ﾋﾄｼ 茨城県 かんそういも 1:11:54
1997 20903 宮田 敏之 ﾐﾔﾀ ﾄｼﾕｷ 茨城県 ピットイン 1:11:56
1998 21424 川﨑 順夫 ｶﾜｻｷ ﾕｷｵ 茨城県 1:11:57
1999 21467 須藤 良考 ｽﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 日揮 1:12:00
2000 21974 青柳 政之 ｱｵﾔｷﾞ ﾏｻﾕｷ 茨城県 駅南吾妻庵 1:12:03
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2001 21292 安田 明彦 ﾔｽﾀ ｱｷﾋｺ 茨城県 1:12:03
2002 21823 古山 徹司 ﾌﾙﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ 茨城県 なし 1:12:05
2003 21194 佐久間 勉 ｻｸﾏ ﾂﾄﾑ 埼玉県 五光 1:12:06
2004 21289 砂川 秀典 ｽﾅｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 茨城県 1:12:06
2005 21459 岡崎 隆行 ｵｶｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 茨城県 自己中心派 1:12:09
2006 22291 板川 修三 ｲﾀｶﾜ ｼｭｳｿﾞｳ 茨城県 1:12:11
2007 22123 猪熊 幸男 ｲﾉｸﾏ ﾕｷｵ 栃木県 のぎ独走会 1:12:15
2008 21132 立原 陽介 ﾀﾁﾊﾗ ﾖｳｽｹ 茨城県 1:12:16
2009 22629 松浦 和良 ﾏﾂｳﾗ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 ルネサス 1:12:17
2010 21259 楠本 浩司 ｸｽﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 大和探査技術 1:12:18
2011 22799 篠嶋 稔 ｻｻｼﾞﾏ ﾐﾉﾙ 茨城県 1:12:19
2012 21158 林田 尚一 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 茨城県 ＮＥＬＯＢ 1:12:22
2013 22763 益子 龍一 ﾏｽｺ ﾘｭｳｲﾁ 茨城県 1:12:24
2014 21608 谷川 徳彦 ﾀﾆｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ 大阪府 小松製作所大阪工場 1:12:27
2015 21714 佐藤 新郷 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 茨城県 ＳＢＣ 1:12:29
2016 21419 唐田 勝弘 ｶﾗﾀ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 カラタ 1:12:31
2017 22766 上川 達也 ｶﾐｶﾜ ﾀﾂﾔ 茨城県 ゴリラ連合軍 1:12:34
2018 21529 渡辺 和弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 1:12:35
2019 21896 織田 智宏 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 1:12:37
2020 22332 大河原 正樹 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｻｷ 茨城県 1:12:38
2021 22354 大内 浩之 ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 1:12:40
2022 20601 竹田 裕二 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 東京都 竹田輪業 1:12:40
2023 21817 井上 正章 ｲﾉｳｴ ﾏｻｱｷ 茨城県 勝田環境 1:12:41
2024 21374 小室 博 ｺﾑﾛ ﾋﾛｼ 茨城県 1:12:41
2025 21426 大谷 朝也 ｵｵﾀﾆ ﾄﾓﾔ 茨城県 1:12:42
2026 22710 黒沢 直希 ｸﾛｻﾜ ﾅｵｷ 茨城県 茨城大学 1:12:42
2027 21271 田中 敏生 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ 茨城県 1:12:45
2028 21159 大内 政幸 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾕｷ 茨城県 1:12:46
2029 22207 岩﨑 秀一 ｲﾜｻｷ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 1:12:48
2030 21943 辻 佑介 ﾂｼﾞ ﾕｳｽｹ 茨城県 瑛太パパ 1:12:49
2031 22818 佐々木 弦希 ｻｻｷ ｹﾞﾝｷ 茨城県 1:12:50
2032 21786 冨永 拓也 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｸﾔ 茨城県 1:12:50
2033 21985 小松 孝行 ｺﾏﾂ ﾀｶﾕｷ 茨城県 1:12:52
2034 22353 坪野谷 隆夫 ﾂﾎﾞﾉﾔ ﾀｶｵ 茨城県 1:12:52
2035 21254 小室 純一 ｺﾑﾛ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 ルネサンス水戸 1:12:52
2036 21600 長谷川 友之 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 ＪＸ金属（株） 1:12:57
2037 22188 海老根 勤 ｴﾋﾞﾈ ﾂﾄﾑ 茨城県 彩りマルシェ 1:12:58
2038 21240 福田 智也 ﾌｸﾀﾞ ﾄﾓﾔ 茨城県 日東ハピラン 1:13:01
2039 22765 蒔田 浩忠 ﾏｷﾀ ﾋﾛﾀﾀﾞ 栃木県 1:13:03
2040 21977 佐藤 隆哉 ｻﾄｳ ﾀｶﾔ 福島県 1:13:09
2041 22685 遠藤 喜一 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 茨城県 1:13:09
2042 21362 礒野 正人 ｲｿﾉ ﾏｻﾄ 茨城県 1:13:17
2043 22253 岩﨑 敬大 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 1:13:19
2044 22475 佐野 雄二 ｻﾉ ﾕｳｼﾞ 茨城県 チームぱぐ 1:13:21
2045 21534 近藤 由孝 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾀｶ 茨城県 1:13:23
2046 22600 藤井 俊介 ﾌｼﾞｲ ｼｭﾝｽｹ 茨城県 1:13:24
2047 22160 庄司 雅史 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾌﾞﾐ 茨城県 茨城県信用組合 1:13:27
2048 21058 前田 安昌 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 佐賀県 1:13:27
2049 21460 山崎 正夫 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｵ 茨城県 1:13:28
2050 21415 大瀧 直也 ｵｵﾀｷ ﾅｵﾔ 茨城県 1:13:29

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



１０K男子

Print: 2023/02/06 18:03:11 42 / 48 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

2051 21546 上村 善雄 ｳｴﾑﾗ ﾖｼｵ 茨城県 ＨＢＳ 1:13:32
2052 22664 長沢 毅 ﾅｶﾞｻﾜ ﾂﾖｼ 茨城県 1:13:34
2053 21314 浅井 克己 ｱｻｲ ｶﾂﾐ 茨城県 ＣＳ勝田 1:13:38
2054 21175 川端 勝 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾏｻﾙ 神奈川県 1:13:39
2055 21703 杉山 史明 ｽｷﾞﾔﾏ ﾌﾐｱｷ 茨城県 1:13:40
2056 20882 松田 次男 ﾏﾂﾀﾞ ﾂｷﾞｵ 茨城県 はたそめ 1:13:41
2057 22099 大高 偉一郎 ｵｵﾀｶ ｲｲﾁﾛｳ 茨城県 1:13:46
2058 21602 坂本 尭則 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 ＪＸ金属（株） 1:13:46
2059 21801 宍戸 淳 ｼｼﾄﾞ ｱﾂｼ 茨城県 八海山 1:13:50
2060 21566 加藤 和英 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 東京都 1:13:52
2061 21436 福田 俊次 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 茨城県 1:13:53
2062 21086 細谷 功 ﾎｿﾔ ｲｻｵ 群馬県 ＴＨランニング 1:13:54
2063 22074 塩畑 栄一郎 ｼｵﾊﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ 茨城県 ｋｕｃｏｐｏ 1:13:59
2064 21805 住谷 伸仁 ｽﾐﾔ ﾉﾌﾞﾖｼ 茨城県 キングス１３ 1:14:00
2065 21627 宮内 祐介 ﾐﾔｳﾁ ﾕｳｽｹ 茨城県 1:14:03
2066 22192 江田 理 ｴﾀﾞ ｵｻﾑ 茨城県 チーム八合目 1:14:08
2067 21873 鈴木 雅春 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ 千葉県 1:14:10
2068 22572 小松 俊行 ｺﾏﾂ ﾄｼﾕｷ 山形県 1:14:11
2069 21585 佐藤 浩一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 茨城県 青葉 1:14:12
2070 21352 塩原 賢二 ｼｵﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ 茨城県 水戸信用金庫 1:14:14
2071 20987 大津 康義 ｵｵﾂ ｺｳｷﾞ 茨城県 1:14:15
2072 21632 高木 俊人 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾋﾄ 茨城県 いいのかよ 1:14:18
2073 22793 間島 康太 ﾏｼﾏ ｺｳﾀ 茨城県 1:14:23
2074 22222 滝 泰彦 ﾀｷ ﾔｽﾋｺ 茨城県 鈴木ハーブ研究 1:14:24
2075 21648 若月 健太 ﾜｶﾂｷ ｹﾝﾀ 茨城県 1:14:25
2076 21045 奥山 茂 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 平楽ＲＣ 1:14:25
2077 22320 和田 毅 ﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 1:14:28
2078 21865 鎌田 保善 ｶﾏﾀ ﾔｽﾖｼ 福島県 ＡＳＣ 1:14:30
2079 21408 黒澤 基 ｸﾛｻﾜ ﾓﾄｲ 茨城県 1:14:31
2080 22627 北原 佳定 ｷﾀﾊﾗ ﾖｼｻﾀﾞ 茨城県 品川走遊会 1:14:32
2081 22762 金澤 大樹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｲｷ 茨城県 1:14:32
2082 22561 石川 直樹 ｲｼｶﾜ ﾅｵｷ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 1:14:34
2083 21831 矢内 清春 ﾔﾅｲ ｷﾖﾊﾙ 福島県 1:14:35
2084 22516 室川 佳久 ﾑﾛｶﾜ ﾖｼﾋｻ 茨城県 1:14:37
2085 21521 平松 寛 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｼ 茨城県 1:14:46
2086 22474 鈴木 和也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 茨城県 1:14:48
2087 22127 中村 孝 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 茨城県 1:14:50
2088 21841 北山 浩一 ｷﾀﾔﾏ ｺｳｲﾁ 神奈川県 日立製作所 1:14:53
2089 22804 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 1:14:54
2090 22679 塩津 純一 ｼｵﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 1:14:56
2091 21485 佐藤 貴弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:14:58
2092 21756 前野 洋 ﾏｴﾉ ﾋﾛｼ 茨城県 1:14:58
2093 21444 渡辺 庸治 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｼﾞ 茨城県 1:15:00
2094 21525 小島 翼 ｺｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 茨城県 筑波技術大学 1:15:02
2095 22273 萩野谷 勉 ﾊｷﾞﾉﾔ ﾂﾄﾑ 茨城県 萩梅 1:15:04
2096 22716 増子 健二 ﾏｽｺ ｹﾝｼﾞ 茨城県 カナモト 1:15:04
2097 21350 神永 一男 ｶﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 茨城県 1:15:06
2098 21217 五位渕 英行 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 1:15:06
2099 21351 添田 登 ｿｴﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 茨城県 1:15:06
2100 20767 檜山 次男 ﾋﾔﾏ ﾂｷﾞｵ 茨城県 勝田走酔会 1:15:07
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2101 22145 稲葉 慎太郎 ｲﾅﾊﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 栃木県 1:15:10
2102 22182 石井 健一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ 茨城県 1:15:13
2103 21395 横須賀 知之 ﾖｺｽｶ ﾄﾓﾕｷ 茨城県 1:15:14
2104 22216 柴田 翔 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 茨城県 1:15:18
2105 22464 大野 隼人 ｵｵﾉ ﾊﾔﾄ 茨城県 1:15:21
2106 21502 関根 悟 ｾｷﾈ ｻﾄﾙ 茨城県 エイシーエス 1:15:26
2107 22246 菊池 一晴 ｷｸﾁ ｲｯｾｲ 茨城県 1:15:28
2108 22725 小林 亮介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 茨城県 1:15:30
2109 21447 鶴見 誠 ﾂﾙﾐ ﾏｺﾄ 茨城県 1:15:35
2110 21998 作山 浩 ｻｸﾔﾏ ﾋﾛｼ 茨城県 1:15:38
2111 22324 照沼 正輝 ﾃﾙﾇﾏ ﾏｻｷ 茨城県 照沼商事 1:15:39
2112 21908 井坂 順一 ｲｻｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茨城県 チームサトシ 1:15:44
2113 21949 柳葉 周作 ﾔﾅｷﾞﾊ ｼｭｳｻｸ 福島県 永勝産業 1:15:44
2114 21536 小林 邦一 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｶｽﾞ 茨城県 1:15:51
2115 22574 段上 悠紀 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 茨城県 1:15:52
2116 21482 五上 尚士 ｺﾞｶﾞﾐ ﾀｶｵ 茨城県 湘南工作所 1:15:56
2117 21417 八木橋 賢治 ﾔｷﾞﾊｼ ｹﾝｼﾞ 福島県 いわき２８９６ 1:15:59
2118 21475 増子 操 ﾏｼｺ ﾐｻｵ 茨城県 1:15:59
2119 21387 海野 勝広 ｳﾐﾉ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 1:16:04
2120 22198 會澤 良彦 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 茨城県 1:16:05
2121 22721 小貫 篤 ｵﾇｷ ｱﾂｼ 東京都 1:16:06
2122 22560 細川 哲孝 ﾎｿｶﾜ ﾉﾘﾀｶ 神奈川県 梅ちゃん会 1:16:08
2123 21642 鈴木 敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 茨城県 1:16:09
2124 21561 川又 省二 ｶﾜﾏﾀ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 東海村 1:16:10
2125 22620 芝田 健二 ｼﾊﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 茨城県 1:16:14
2126 22191 桐原 裕 ｷﾘﾊﾗ ﾕﾀｶ 茨城県 1:16:17
2127 22712 武石 渉 ﾀｹｲｼ ﾜﾀﾙ 茨城県 1:16:17
2128 22413 野村 拓夢 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾑ 千葉県 1:16:20
2129 21554 高戸 範夫 ﾀｶﾄ ﾉﾘｵ 茨城県 1:16:24
2130 20950 大野 信夫 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 ブリカマＲＣ 1:16:29
2131 21438 岡本 慎一 ｵｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 東京都 岡本製作所 1:16:30
2132 21453 助川 修 ｽｹｶﾞﾜ ｵｻﾑ 茨城県 1:16:32
2133 21345 伊藤 悟 ｲﾄｳ ｻﾄﾙ 千葉県 1:16:35
2134 21784 安蔵 和則 ｱﾝｿﾞｳ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 1:16:35
2135 21108 小室 義輝 ｺﾑﾛ ﾖｼﾃﾙ 茨城県 1:16:36
2136 21795 黒澤 俊太 ｸﾛｻﾜ ｼｭﾝﾀ 茨城県 1:16:36
2137 22717 福永 鉄平 ﾌｸﾅｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 茨城県 1:16:38
2138 22326 大都 英典 ｵｵﾂ ﾋﾃﾞﾉﾘ 茨城県 1:16:41
2139 22149 石川 隆之 ｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 茨城県 コマツ 1:16:41
2140 21430 川又 浩一 ｶﾜﾏﾀ ｺｳｲﾁ 茨城県 サバイバー（肝 1:16:43
2141 22045 金野 雄志 ｺﾝﾉ ﾀｹｼ 茨城県 1:16:46
2142 22450 福嶋 弘一郎 ﾌｸｼﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 茨城県 1:16:52
2143 22232 栗原 政則 ｸﾘﾊﾗ ﾏｻﾉﾘ 茨城県 ゴモンクラブ 1:16:53
2144 22037 海老澤 和明 ｴﾋﾞｻﾜ ｶｽﾞｱｷ 茨城県 1:16:54
2145 21497 小川 陽平 ｵｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 茨城県 1:16:57
2146 22295 菊池 竜馬 ｷｸﾁ ﾀﾂﾏ 茨城県 1:16:58
2147 20588 黒羽 篤志 ｸﾛﾊ ｱﾂｼ 茨城県 1:16:58
2148 21420 関 伸治 ｾｷ ｼﾝｼﾞ 茨城県 1:16:58
2149 22268 大川原 新 ｵｵｶﾜﾗ ｱﾗﾀ 福島県 いわき開成病院 1:17:03
2150 21612 根本 浩司 ﾈﾓﾄ ｺｳｼﾞ 茨城県 1:17:05
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2151 21055 岡本 雅輝 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾃﾙ 茨城県 岡本ファミリー 1:17:05
2152 21231 福田 哲夫 ﾌｸﾀﾞ ﾃﾂｵ 埼玉県 グーニーズ 1:17:07
2153 21448 富田 秀雄 ﾄﾐﾀ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 1:17:12
2154 22218 田村 真佐行 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 千葉県 1:17:15
2155 22642 住谷 洋平 ｽﾐﾔ ﾖｳﾍｲ 茨城県 ひたちなか市 1:17:23
2156 21903 山腰 明 ﾔﾏｺｼ ｱｷﾗ 茨城県 大みか長距離部 1:17:30
2157 21176 高谷 直樹 ﾀｶﾔ ﾅｵｷ 千葉県 カープ日本一！ 1:17:44
2158 21366 植田 元春 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾊﾙ 茨城県 支払基金 1:17:45
2159 21658 河野 英市 ｶﾜﾉ ｴｲｲﾁ 茨城県 1:17:47
2160 22377 金子 浩規 ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 茨城県 1:17:49
2161 22044 松永 武 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｹｼ 茨城県 1:17:50
2162 21412 松本 修一 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 茨城県 シバソクＲＣ 1:17:56
2163 21735 荒木 伴治 ｱﾗｷ ﾄﾓﾊﾙ 茨城県 1:17:57
2164 21813 海野 友洋 ｳﾐﾉ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 1:17:58
2165 21814 蔀 将之 ｼﾄﾞﾐ ﾏｻﾕｷ 茨城県 1:17:58
2166 22355 飯島 俊之 ｲｲｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 茨城県 1:18:01
2167 22158 照沼 伸五 ﾃﾙﾇﾏ ｼﾝｺﾞ 茨城県 1:18:02
2168 21363 鈴木 猛司 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 茨城県 1:18:03
2169 22016 菊地 弘美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ 東京都 1:18:04
2170 21364 大滝 悟 ｵｵﾀｷ ｻﾄﾙ 茨城県 1:18:05
2171 21539 笹嶋 章宏 ｻｻｼﾞﾏ ｱｷﾋﾛ 茨城県 ジャクセン 1:18:07
2172 21544 梅原 昌利 ｳﾒﾊﾞﾗ ﾏｻﾄｼ 茨城県 1:18:08
2173 21878 山下 裕之 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 日立ハイテク 1:18:11
2174 22298 藤田 崇広 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:18:18
2175 22794 柏 幸彦 ｶｼﾜ ﾕｷﾋｺ 茨城県 1:18:23
2176 21501 田中 秀幸 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 無職 1:18:25
2177 21928 西村 央 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ 埼玉県 赤旗走友会 1:18:28
2178 22434 西野 圭敬 ﾆｼﾉ ﾖｼﾀｶ 茨城県 シーアンドエー 1:18:29
2179 22702 レデュック タン ﾚﾃﾞｭｯｸ ﾀﾝ 茨城県 日東ハピラン 1:18:30
2180 21163 田中 進 ﾀﾅｶ ｽｽﾑ 茨城県 社会福祉協議会 1:18:35
2181 21461 一木 貢 ﾋﾄｷ ﾐﾂｸﾞ 茨城県 アシストス 1:18:39
2182 21810 清水 人志 ｼﾐｽﾞ ﾋﾄｼ 茨城県 1:18:42
2183 22106 王 鵬 ｵｳ ﾎｳ 茨城県 1:18:43
2184 22187 大田 健二 ｵｵﾀ ｹﾝｼﾞ 茨城県 1:18:46
2185 20542 後藤 武史 ｺﾞﾄｳ ﾀｹｼ 埼玉県 ＴｍＮＩＰＰＯ 1:18:48
2186 21456 塙 正次 ﾊﾅﾜ ｼｮｳｼﾞ 茨城県 1:18:49
2187 21513 石崎 隆 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｼ 茨城県 1:18:50
2188 21230 深谷 徹 ﾌｶﾔ ﾄｵﾙ 茨城県 1:18:51
2189 21359 茂木 眞一 ﾓｷ ｼﾝｲﾁ 茨城県 ゆうがお 1:18:53
2190 21469 近藤 哲平 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃｯﾍﾟｲ 茨城県 1:18:53
2191 22350 安 健太 ﾔｽ ｹﾝﾀ 茨城県 美容室ティス 1:18:59
2192 22322 木村 雄二 ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 茨城県 照沼商事 1:18:59
2193 21509 山口 史 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾌﾐ 茨城県 1:19:04
2194 21506 根本 忠義 ﾈﾓﾄ ﾀﾀﾞﾖｼ 茨城県 ＫＴＣ陸上部 1:19:19
2195 22615 北見 基幸 ｷﾀﾐ ﾓﾄﾕｷ 茨城県 1:19:23
2196 21256 佐藤 貴弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 走り方研究会 1:19:24
2197 21919 神原 和則 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 ●●ＪＥＰ●● 1:19:36
2198 21098 須貝 誠 ｽｶﾞｲ ﾏｺﾄ 茨城県 1:19:37
2199 22164 小薗 重男 ｵｿﾉ ｼｹﾞｵ 茨城県 1:19:39
2200 21478 森田 昌男 ﾓﾘﾀ ﾏｻｵ 千葉県 なし 1:19:46
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2201 22661 寺門 成也 ﾃﾗｶﾄﾞ ｾｲﾔ 茨城県 ニシノグループ 1:19:50
2202 22408 高橋 弘一 ﾀｶﾊｼ ｺｳｲﾁ 茨城県 1:19:50
2203 21921 春日 晴夫 ｶｽｶﾞ ﾊﾙｵ 茨城県 1:19:54
2204 21028 大和田 正夫 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻｵ 茨城県 1:20:06
2205 21622 袖山 信吾 ｿﾃﾞﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 茨城県 1:20:06
2206 21610 友部 隆至 ﾄﾓﾍﾞ ﾀｶｼ 茨城県 1:20:07
2207 22751 二本柳 大樹 ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞ ﾄﾓｷ 茨城県 1:20:07
2208 22154 小池 雄大 ｺｲｹ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 1:20:12
2209 22563 伊藤 淳 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 茨城県 伊藤鋳造鉄工所 1:20:14
2210 21883 佐藤 益弘 ｻﾄｳ ﾏｽﾋﾛ 茨城県 マスプロ 1:20:19
2211 21450 岩田 浩二 ｲﾜﾀ ﾋﾛｼﾞ 茨城県 1:20:23
2212 22081 佐藤 武尊 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 茨城県 1:20:24
2213 21574 今野 貴章 ｺﾝﾉ ﾀｶｱｷ 茨城県 1:20:49
2214 21893 小林 康男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｵ 茨城県 水戸藩陸上部 1:20:51
2215 21519 清水 俊明 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｱｷ 茨城県 1:20:53
2216 21422 清水 正広 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 ななはな 1:20:53
2217 21537 髙橋 光男 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｵ 茨城県 炎のランナ７６ 1:20:57
2218 22307 飛田 重信 ﾄﾋﾞﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 茨城県 1:21:05
2219 21125 佐久間 孝男 ｻｸﾏ ﾀｶｵ 福島県 隊友会郡山 1:21:13
2220 22401 清水 孝義 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾖｼ 茨城県 街道クラブ 1:21:17
2221 21677 小泉 周二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｭｳｼﾞ 茨城県 茨城ウィンド 1:21:18
2222 22360 鈴木 洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 茨城県 1:21:20
2223 22760 相馬 真志 ｿｳﾏ ﾏｻｼ 茨城県 味乃家亭 1:21:20
2224 22296 海野 マイケル ｳﾝﾉ ｺｳｽｹ 茨城県 ＲＩＺ 1:21:22
2225 21555 黒川 元博 ｸﾛｶﾜ ﾓﾄﾋﾛ 茨城県 1:21:23
2226 22175 市毛 正人 ｲﾁｹﾞ ﾏｻﾄ 茨城県 喜八楽八 1:21:25
2227 22260 岩佐 弘 ｲﾜｻ ﾋﾛｼ 茨城県 キングス１３ 1:21:28
2228 22193 御田 治何 ﾐﾀ ﾊﾙｶ 茨城県 チーム八合目 1:21:32
2229 21472 高野 利幸 ﾀｶﾉ ﾄｼﾕｷ 茨城県 1:21:38
2230 22736 高野 英輝 ﾀｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 茨城県 高野モータース 1:21:42
2231 21276 猿橋 隆浩 ｻﾙﾊｼ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:21:43
2232 21208 大越 要三 ｵｵｺｼ ﾖｳｿﾞｳ 茨城県 高萩健志会 1:21:44
2233 21530 塚越 理陽 ﾂｶｺﾞｼ ﾐﾁｱｷ 茨城県 塚越工務店 1:21:48
2234 21605 上田 一彰 ｳｴﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 茨城県 1:21:52
2235 21778 佐藤 秀信 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 茨城県 タクマテクノス 1:21:56
2236 22398 遠藤 克成 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾅﾘ 茨城県 タクマテクノス 1:21:56
2237 21579 長谷部 卓栄 ﾊｾﾍﾞ ﾀｶﾖｼ 茨城県 大洋クラブ 1:21:59
2238 21480 佐藤 佐喜夫 ｻﾄｳ ｻｷｵ 茨城県 ふじしろ 1:22:00
2239 21518 遊座 文郎 ﾕｻﾞ ﾌﾐｵ 茨城県 湊メディカルク 1:22:02
2240 22234 清水 雅之 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾕｷ 茨城県 1:22:06
2241 22252 島根 達也 ｼﾏﾈ ﾀﾂﾔ 茨城県 1:22:15
2242 22578 遠藤 満 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾙ 山形県 ルネサス 1:22:21
2243 22651 山崎 翔斗 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾄ 茨城県 ニシノグループ 1:22:24
2244 22467 佐藤 圭輔 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 茨城県 1:22:26
2245 22208 星 幹太 ﾎｼ ｶﾝﾀ 茨城県 1:22:30
2246 22750 安藏 治也 ｱﾝｿﾞｳ ﾊﾙﾔ 茨城県 1:22:37
2247 21558 桧谷 逸朗 ﾋﾉﾀﾆ ｲﾂﾛｳ 茨城県 タクマテクノス 1:22:52
2248 21471 照山 正延 ﾃﾙﾔﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ 茨城県 川尻走遊くらぶ 1:22:54
2249 22131 宮嶋 基暁 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 茨城県 アヤカラブ 1:23:00
2250 22014 畠山 茂 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 茨城県 1:23:04
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2251 21211 梅沢 和夫 ｳﾒｻﾞﾜ ｿｳ 茨城県 1:23:04
2252 22580 鵜澤 一朗 ｳｻﾜ ｲﾁﾛｳ 福島県 1:23:06
2253 22439 藤本 史恩 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｵﾝ 茨城県 1:23:15
2254 22299 中川 博誌 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 ファイトクラブ 1:23:17
2255 21649 田村 維識 ﾀﾑﾗ ｺﾚﾉﾘ 茨城県 ＡＰＲＥＳＩＡ 1:23:25
2256 21577 生頭 克久 ｼｮｳｽﾞ ｶﾂﾋｻ 茨城県 1:23:28
2257 21517 飯島 薫 ｲｲｼﾞﾏ ｶｵﾙ 茨城県 1:23:39
2258 22378 市毛 竜 ｲﾁｹﾞ ﾘｭｳ 茨城県 株式会社美結 1:23:51
2259 21423 小野瀬 義光 ｵﾉｾ ﾖｼﾐﾂ 茨城県 1:24:06
2260 22780 宮村 和亨 ﾐﾔﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 1:24:20
2261 22066 庄子 俊明 ｼｮｳｼﾞ ﾄｼｱｷ 茨城県 1:24:28
2262 22821 篠田 崇寛 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 1:24:32
2263 21222 会田 隆 ｱｲﾀﾞ ﾀｶｼ 茨城県 茨城県信用組合 1:24:38
2264 22599 薄木 成也 ｳｽｷ ｾｲﾔ 宮城県 なし 1:24:41
2265 21754 李 在洪 ｲ ｾﾞﾎﾝ 茨城県 日本原子力機構 1:24:42
2266 21563 鈴木 俊之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 茨城県 1:24:47
2267 22206 林 孝典 ﾊﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 茨城県 1:25:04
2268 22117 細谷 正樹 ﾎｿﾔ ﾏｻｷ 茨城県 スパーク鮎川 1:25:26
2269 21523 小沼 隆志 ｵﾇﾏ ﾀｶｼ 茨城県 玄設計 1:25:40
2270 21734 梶 秀仁 ｶｼﾞ ﾋﾃﾞｼﾞ 茨城県 尻切蜻蛉倶楽部 1:25:43
2271 21468 米原 和男 ﾖﾈﾊﾗ ｶｽﾞｵ 茨城県 1:25:53
2272 21724 森本 剛司 ﾓﾘﾓﾄ ﾂﾖｼ 茨城県 1:25:59
2273 21446 丸谷 修司 ﾏﾙﾔ ｼｭｳｼﾞ 茨城県 1:26:02
2274 21731 白土 剛 ｼﾗﾄ ﾀｹｼ 茨城県 1:26:05
2275 22418 永井 文英 ﾅｶﾞｲ ﾌﾐﾋﾃﾞ 茨城県 1:26:19
2276 22335 飯利 健太 ｲｲﾘ ｹﾝﾀ 茨城県 1:26:33
2277 21155 猪狩 孝行 ｲｶﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ＮＨＫジョグ 1:26:37
2278 21660 足立 和則 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 1:26:44
2279 21526 大杉 明 ｵｵｽｷﾞ ｱｷﾗ 新潟県 五泉小学校 1:26:45
2280 21696 小林 一郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾁﾛｳ 茨城県 1:27:00
2281 21535 中川 美瑛 ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｼﾃﾙ 茨城県 大洗一人会 1:27:04
2282 22087 山浦 明 ﾔﾏｳﾗ ｱｷﾗ 茨城県 ハート 1:27:11
2283 22544 伊藤 文彦 ｲﾄｳ ﾌﾐﾋｺ 茨城県 1:27:18
2284 22170 白石 祐輔 ｼﾛｲｼ ﾕｳｽｹ 茨城県 水戸Ｐ 1:27:32
2285 21603 落合 保雅 ｵﾁｱｲ ﾔｽﾏｻ 茨城県 コマツ 1:27:44
2286 22585 平位 武 ﾋﾗｲ ﾀｹｼ 神奈川県 臨港バス 1:27:48
2287 21492 及川 孝男 ｵｲｶﾜ ﾀｶｵ 茨城県 1:28:00
2288 22596 小沼 功 ｵﾇﾏ ｲｻｵ 茨城県 1:28:07
2289 22558 高橋 玉次 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｼﾞ 福島県 いわき電子ＯＢ 1:28:21
2290 21614 榎本 裕久 ｴﾉﾓﾄ ﾋﾛﾋｻ 茨城県 1:28:28
2291 22795 江尻 北斗 ｴｼﾞﾘ ﾎｸﾄ 茨城県 1:28:34
2292 21557 富田 和樹 ﾄﾐﾀ ｶｽﾞｷ 茨城県 1:28:36
2293 22163 広重 英臣 ﾋﾛｼｹﾞ ﾋﾃﾞｵﾐ 茨城県 日立ＵＳ 1:28:39
2294 21771 齋藤 大輔 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 タクマテクノス 1:28:46
2295 21763 會澤 春美 ｱｲｻﾞﾜ ﾊﾙﾐ 茨城県 タクマテクノス 1:28:59
2296 22069 松崎 修 ﾏﾂｻﾞｷ ｵｻﾑ 茨城県 1:29:26
2297 21586 高野 駿 ﾀｶﾉ ﾊﾔｦ 茨城県 ブルウミ 1:29:36
2298 22120 細井 信博 ﾎｿｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茨城県 細井ふとん店 1:29:54
2299 22146 ウチダ タカユキ ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 無 1:29:57
2300 21562 楠見 充晴 ｸｽﾐ ﾐﾂﾊﾙ 茨城県 1:29:59
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2301 21572 黒澤 清訓 ｸﾛｻﾜ ｾｲｸﾝ 茨城県 緑高ら 1:30:18
2302 22666 熊谷 柊太郎 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾀﾛｳ 福島県 1:30:19
2303 22363 小野 浩久 ｵﾉ ﾋﾛﾋｻ 福島県 1:30:20
2304 21592 浅原 亮 ｱｻﾊﾗ ﾘｮｳ 東京都 コマツ茨城工場 1:30:20
2305 22267 中村 大 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲ 茨城県 1:30:29
2306 21767 杉原 祐介 ｽｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 茨城県 タクマテクノス 1:30:56
2307 21458 金賀 理 ｶﾈｶﾞ ｵｻﾑ 茨城県 ＪＬＣ 1:31:06
2308 21551 鈴木 正人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 茨城県 茨城県社労士会 1:31:18
2309 21565 込田 晃 ｺﾐﾀ ｱｷﾗ 神奈川県 1:32:38
2310 21527 和田 雅行 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 茨城県 リラ日立 1:33:02
2311 22660 鯉渕 來輝 ｺｲﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 茨城県 ニシノグループ 1:33:18
2312 21161 細谷 光久 ﾎｿﾔ ﾐﾂﾋｻ 茨城県 1:33:20
2313 21597 鈴木 一彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 茨城県 1:33:44
2314 22072 本多 裕 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 東京都 品川走遊会 1:34:02
2315 21661 山崎 勇次 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 茨城県 1:34:08
2316 22118 北野 浩司 ｷﾀﾉ ｺｳｼﾞ 茨城県 1:34:47
2317 21709 荒井 克信 ｱﾗｲ ｶﾂﾉﾌﾞ 茨城県 ラプラス津田 1:34:48
2318 22575 秦 光雄 ﾊﾀ ﾐﾂｵ 茨城県 1:35:14
2319 22707 森 久紀 ﾓﾘ ﾋｻﾉﾘ 茨城県 1:35:15
2320 22690 大越 俊英 ｵｵｺｼ ｼｭﾝｴｲ 茨城県 フロイデ 1:35:15
2321 22806 髙橋 由幸 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾕｷ 茨城県 1:35:16
2322 21803 舛井 邦雄 ﾏｽｲ ｸﾆｵ 茨城県 1:35:23
2323 21881 滝 伸之 ﾀｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 たちまち土曜会 1:35:29
2324 21581 角田 晃 ﾂﾉﾀﾞ ｱｷﾗ 栃木県 1:36:03
2325 22644 塚本 将人 ﾂｶﾓﾄ ﾏｻﾄ 埼玉県 1:36:05
2326 21580 齋藤 浩 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 茨城県 ありが園 1:36:33
2327 21567 安嶋 隆 ｱｼﾞﾏ ﾀｶｼ 茨城県 一人悠々クラブ 1:36:42
2328 21631 松岡 治夫 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｵ 茨城県 日立東海走友会 1:36:48
2329 22357 大貫 昌和 ｵｵﾇｷ ﾏｻｶｽﾞ 茨城県 パグ 1:37:34
2330 20494 有馬 功二 ｱﾘﾏ ｺｳｼﾞ 茨城県 チームパグ 1:37:34
2331 22732 武石 仁 ﾀｹｲｼ ｼﾞﾝ 茨城県 1:37:49
2332 21775 前田 和博 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 茨城県 タクマテクノス 1:38:00
2333 21583 益子 祐一 ﾏｼｺ ﾕｳｲﾁ 茨城県 タクマテクノス 1:38:01
2334 21596 斉藤 秀夫 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 茨城県 1:38:10
2335 21653 打越 慎一 ｳﾁｺｼ ｼﾝｲﾁ 茨城県 1:38:26
2336 21713 勝村 美彦 ｶﾂﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 茨城県 1:38:29
2337 22339 高梨 次夫 ﾀｶﾅｼ ﾂｷﾞｵ 茨城県 1:38:36
2338 21591 小林 篤 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 茨城県 玄設計 1:39:16
2339 21913 後藤 和徳 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 ゼスプリ 1:40:44
2340 22400 瀧 冬馬 ﾀｷ ﾄｳﾏ 茨城県 ゼスプリ 1:40:45
2341 22278 磯崎 駿 ｲｿｻﾞｷ ｼｭﾝ 茨城県 ゼスプリ 1:40:45
2342 21571 遠山 典宏 ﾄｵﾔﾏ ﾉﾘﾋﾛ 茨城県 ＳＢＣ 1:40:54
2343 21118 塙 喜一 ﾊﾅﾜ ｷｲﾁ 茨城県 ピンピンコロリ 1:40:55
2344 21986 中嶋 徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 茨城県 日立平和台会館 1:45:10
2345 21474 市山 勤 ｲﾁﾔﾏ ﾂﾄﾑ 茨城県 ＷＩＮＧ 1:46:41
2346 22800 安藤 祥 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｮｳ 茨城県 キコーナ 1:47:10
2347 21487 矢野 正義 ﾔﾉ ﾏｻﾖｼ 栃木県 鹿沼健康走友会 1:47:21
2348 20164 塀和 俊次 ﾊｶﾞ ﾄｼﾂｸﾞ 茨城県 ハガサイクル 1:47:37
2349 22189 谷萩 哲也 ﾔﾊｷﾞ ﾃﾂﾔ 茨城県 ルネサンス水戸 1:47:46
2350 22084 若林 立美 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾐ 茨城県 ハート 1:49:57
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2351 21559 伏見 幸一 ﾌｼﾐ ｺｳｲﾁ 茨城県 水戸ランナー塾 1:51:15
2352 22706 須藤 耕治 ｽﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ 東京都 1:51:29
2353 21582 伊野 昴 ｲﾉ ﾀｶｼ 茨城県 水戸ランナーズ 1:51:29
2354 21826 川野 権義 ｶﾜﾉ ｹﾝﾖｼ 茨城県 1:55:55
2355 29001 池田 穣治 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ 千葉県 1:58:01
2356 22288 草野 清一 ｸｻﾉ ｾｲｲﾁ 福島県 1:59:42
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1 22831 小井戸 涼 ｺｲﾄﾞ ﾘｮｳ 茨城県 日立 0:33:18
2 23402 古田島 彩 ｺﾀｼﾞﾏ ｱﾔ 神奈川県 白鵬女子高校 0:34:10
3 22833 佐々木 芽衣 ｻｻｷ ﾒｲ 茨城県 日立 0:34:11
4 22837 花野 桃子 ﾊﾅﾉ ﾓﾓｺ 茨城県 日立 0:34:29
5 22836 佐々木 瑠衣 ｻｻｷ ﾙｲ 茨城県 日立 0:34:29
6 23405 勝呂 遥香 ｽｸﾞﾛ ﾊﾙｶ 神奈川県 白鵬女子高校 0:34:58
7 22834 橋野 玲奈 ﾊｼﾉ ﾚｲﾅ 茨城県 日立 0:35:24
8 23398 鈴木 樺連 ｽｽﾞｷ ｶﾚﾝ 茨城県 日立 0:35:31
9 22835 小澤 夏美 ｵｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 茨城県 0:36:25

10 23400 高橋 ひより ﾀｶﾊｼ ﾋﾖﾘ 神奈川県 白鵬女子高校 0:37:03
11 22840 綾部 しのぶ ｱﾔﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ 神奈川県 東京ＷＩＮＧＳ 0:37:26
12 22839 室伏 香音 ﾑﾛﾌｼ ｶﾉﾝ 茨城県 日立 0:37:32
13 23406 百﨑 美杏 ﾓﾓｻｷ ﾋﾞｱﾝ 神奈川県 白鵬女子高校 0:38:21
14 22841 千葉 悠里奈 ﾁﾊﾞ ﾕﾘﾅ 宮城県 石巻ＲＣ 0:38:29
15 22847 大坪 美優 ｵｵﾂﾎﾞ ﾐﾕ 茨城県 水城高校 0:38:37
16 23403 岡本 姫渚乃 ｵｶﾓﾄ ﾋﾅﾉ 神奈川県 白鵬女子高校 0:39:07
17 22844 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島県 福島持久力 0:39:23
18 22846 小野 美香 ｵﾉ ﾐｶ 茨城県 水戸アスリート 0:39:48
19 22832 田村 紀薫 ﾀﾑﾗ ﾄｼｶ 茨城県 日立 0:39:56
20 23397 長峯 野々花 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾉﾉｶ 茨城県 日立 0:40:35
21 22843 水藤 孝子 ｽｲﾄｳ ﾀｶｺ 東京都 東京ＷＩＮＧＳ 0:40:58
22 22850 青木 貴代 ｱｵｷ ﾀｶﾖ 福島県 チーム青木 0:41:50
23 22856 浜崎 美鶴 ﾊﾏｻｷ ﾐﾂﾙ 茨城県 笠松走友会 0:42:03
24 22857 賀美 喜代美 ｶﾐ ｷﾖﾐ 茨城県 茨城ジョガーズ 0:42:22
25 22852 渡邊 由喜 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷ 茨城県 ストライズ 0:42:30
26 22855 嶋田 朋子 ｼﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ 茨城県 ＳＴＲＩＤＥＳ 0:42:54
27 22991 出口 園子 ﾃﾞｸﾞﾁ ｿﾉｺ 東京都 0:42:58
28 22851 晝田 美沙 ﾋﾙﾀ ﾐｻ 茨城県 牛久走友会 0:43:01
29 22854 赤石 久美 ｱｶｲｼ ｸﾐ 茨城県 0:43:20
30 23662 赤 美幸 ｾｷ ﾐﾕｷ 東京都 0:43:43
31 22864 倉益 優希 ｸﾗﾏｽ ﾕｳｷ 千葉県 流通経済大学 0:43:50
33 22858 武中 千春 ﾀｹﾅｶ ﾁﾊﾙ 埼玉県 0:43:54
33 22914 福地 葉子 ﾌｸﾁ ﾖｳｺ 東京都 0:44:01
34 22861 大内 浩美 ｵｵｳﾁ ﾋﾛﾐ 茨城県 日立総合病院 0:44:03
35 22862 稲田 真紀子 ｲﾅﾀﾞ ﾏｷｺ 茨城県 豊加美小学校 0:44:15
36 22866 鈴木 恭子 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｺ 茨城県 太田走友会 0:44:20
37 23396 高橋 実里 ﾀｶﾊｼ ﾐｻﾄ 茨城県 日立 0:44:28
38 22860 佐藤 美保子 ｻﾄｳ ﾐﾎｺ 福島県 0:44:29
39 22873 白山 真弓 ｼﾗﾔﾏ ﾏﾕﾐ 東京都 0:44:30
40 23442 川崎 みなみ ｶﾜｻｷ ﾐﾅﾐ 茨城県 0:44:45
41 22859 武中 未来 ﾀｹﾅｶ ﾐｷ 埼玉県 埼玉陸協 0:45:25
42 22895 安 薫 ﾔｽ ｶｵﾙ 茨城県 イバスイ 0:45:33
43 22900 深作 真洋 ﾌｶｻｸ ﾏﾋﾛ 茨城県 イバスイ 0:45:33
44 23573 佐藤 妙子 ｻﾄｳ ﾀｴｺ 群馬県 0:45:45
45 22890 住谷 ひとみ ｽﾐﾔ ﾋﾄﾐ 茨城県 0:45:52
46 22871 松浦 由香里 ﾏﾂｳﾗ ﾕｶﾘ 茨城県 0:46:37
47 23557 廣瀬 未来 ﾋﾛｾ ﾐｷ 茨城県 茨苑ＡＣ 0:46:49
48 22875 大野 眞有美 ｵｵﾉ ﾏﾕﾐ 茨城県 0:47:05
49 22911 二川 夢羅 ﾌﾀｶﾜ ﾕﾗ 茨城県 どびん 0:47:10
50 22899 稲石 里美 ｲﾅｲｼ ｻﾄﾐ 茨城県 0:47:20
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51 23566 俊野 里美 ﾄｼﾉ ｻﾄﾐ 茨城県 水戸石川走友会 0:47:22
52 22923 佐々木 直子 ｻｻｷ ﾅｵｺ 千葉県 博慈会 0:47:23
53 22868 小林 純子 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 0:47:36
54 22874 深谷 芳子 ﾌｶﾔ ﾖｼｺ 茨城県 0:47:43
55 22878 中村 裕子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 茨城県 0:47:48
56 22865 小井戸 美智代 ｺｲﾄﾞ ﾐﾁﾖ 茨城県 0:47:57
57 22869 舩見 あさみ ﾌﾅﾐ ｱｻﾐ 神奈川県 0:47:58
58 22880 金子 久子 ｶﾈｺ ﾋｻｺ 埼玉県 サニエスリンク 0:48:04
59 22881 大島 智子 ｵｵｼﾏ ﾄﾓｺ 茨城県 0:48:16
60 22916 須田 渉美 ｽﾀﾞ ｱﾕﾐ 東京都 0:48:21
61 23453 石間 栄子 ｲｼﾏ ｴｲｺ 茨城県 0:48:25
62 23657 大塚 千穂 ｵｵﾂｶ ﾁﾎ 茨城県 0:48:35
63 23668 橋本 芳美 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾐ 茨城県 Ｂｅｅｒ友の会 0:48:43
64 22901 池浦 香理 ｲｹｳﾗ ｶｵﾘ 福島県 0:48:57
65 22884 稲葉 きらら ｲﾅﾊﾞ ｷﾗﾗ 茨城県 0:49:04
66 23524 遠藤 佳那子 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾅｺ 茨城県 0:49:16
67 22885 福田 庸子 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽｺ 茨城県 0:49:17
68 22926 羽成 啓子 ﾊﾅﾘ ｹｲｺ 茨城県 0:49:22
69 23888 中岡 沙紀 ﾅｶｵｶ ｻｷ 茨城県 0:49:30
70 23839 佐藤 歩未 ｻﾄｳ ｱﾕﾑ 東京都 流通経済大学 0:49:40
71 22883 茂木 万理菜 ﾓﾃｷﾞ ﾏﾘﾅ 栃木県 0:49:41
72 22887 木名瀬 絵理 ｷﾅｾ ｴﾘ 茨城県 0:49:45
73 22964 武石 智子 ﾀｹｲｼ ﾄﾓｺ 栃木県 0:49:55
74 23066 森下 那海 ﾓﾘｼﾀ ﾅﾐ 京都府 0:49:57
75 22877 津村 早苗 ﾂﾑﾗ ｻﾅｴ 栃木県 0:50:01
76 22917 柴 綾子 ｼﾊﾞ ﾘｮｳｺ 茨城県 ＲＵＮＳ 0:50:14
77 23781 菊池 泰子 ｷｸﾁ ﾔｽｺ 茨城県 ＪＲ水戸 0:50:28
78 23022 中村 優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 東京都 チームＨＩＮＯ 0:50:29
79 22928 貞末 純子 ｻﾀﾞｽｴ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 0:50:31
80 22870 稲野邉 緑 ｲﾅﾉﾍﾞ ﾐﾄﾞﾘ 茨城県 東海南中 0:50:38
81 22929 伊豫田 満生 ｲﾖﾀﾞ ﾐﾂｷ 茨城県 0:50:45
82 23767 須藤 朱香 ｽﾄｳ ｱﾔｶ 茨城県 Ｗ 0:50:56
83 22953 鈴木 由紀子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 茨城県 0:51:00
84 23443 白石 千秋 ｼﾗｲｼ ﾁｱｷ 茨城県 0:51:05
85 23676 小嶋 瑞季 ｺｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 茨城県 0:51:07
86 22962 鎌田 由美子 ｶﾏﾀ ﾕﾐｺ 福島県 ゆずラン 0:51:18
87 22996 加納 瞳 ｶﾉｳ ﾋﾄﾐ 群馬県 0:51:24
88 22892 秋守 恵子 ｱｷﾓﾘ ｹｲｺ 東京都 東京陸協 0:51:38
89 23691 酒井 明美 ｻｶｲ ｱｹﾐ 福島県 0:51:39
90 22886 近内 美樹 ｺﾝﾅｲ ﾐｷ 茨城県 0:51:57
91 23527 片岡 ゆり子 ｶﾀｵｶ ﾕﾘｺ 茨城県 0:52:00
92 22893 深見 美津枝 ﾌｶﾐ ﾐﾂｴ 茨城県 0:52:00
93 23285 鈴木 祥子 ｽｽﾞｷ ｻﾁｺ 茨城県 第一生命 0:52:02
94 22960 松田 陽子 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｳｺ 茨城県 0:52:02
95 23426 浅野 夏海 ｱｻﾉ ﾅﾂﾐ 茨城県 0:52:02
96 22912 外川 梢 ﾄｶﾞﾜ ｺｽﾞｴ 新潟県 0:52:02
97 23717 粕谷 春奈 ｶｽﾔ ﾊﾙﾅ 東京都 0:52:06
98 22951 長谷川 真弓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏﾕﾐ 茨城県 水戸下市郵便局 0:52:11
99 22947 金成 みゆき ｶﾅﾘ ﾐﾕｷ 茨城県 モルトベーネ 0:52:15

100 23918 千野 美怜 ﾁﾉ ﾐﾚｲ 埼玉県 女バス 0:52:19
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101 22933 大村 洋子 ｵｵﾑﾗ ﾖｳｺ 宮城県 0:52:23
102 23651 安部 佳子 ｱﾍﾞ ﾖｼｺ 茨城県 0:52:29
103 23478 中山 節子 ﾅｶﾔﾏ ｾﾂｺ 茨城県 0:52:32
104 22920 京藤 真理子 ｷｮｳﾄｳ ﾏﾘｺ 茨城県 0:52:39
105 22967 矢﨑 友紀子 ﾔｻﾞｷ ﾕｷｺ 東京都 0:52:40
106 22913 寺本 かおる ﾃﾗﾓﾄ ｶｵﾙ 茨城県 茨城エルダー 0:52:41
107 22940 高田 真由美 ﾀｶﾀﾞ ﾏﾕﾐ 埼玉県 0:52:42
108 22921 海老根 香里 ｴﾋﾞﾈ ｶｵﾘ 茨城県 パピヨン 0:52:43
109 23562 榎戸 寧子 ｴﾉｷﾄﾞ ﾔｽｺ 東京都 0:52:43
110 22939 加藤 美砂子 ｶﾄｳ ﾐｻｺ 茨城県 0:52:46
111 22998 山脇 由佳子 ﾔﾏﾜｷ ﾕｶｺ 大阪府 0:52:50
112 22936 古瀬 千鶴子 ﾌﾙｾ ﾁｽﾞｺ 茨城県 0:52:54
113 22930 三橋 艶子 ﾐﾂﾊｼ ﾂﾔｺ 神奈川県 とのまろＲＣ 0:52:58
114 23789 尊田 多実 ｿﾝﾀﾞ ﾀﾐ 茨城県 0:53:02
115 23823 佐藤 那奈 ｻﾄｳ ﾅﾅ 東京都 0:53:12
116 23011 倉田 真由佳 ｸﾗﾀ ﾏﾕｶ 茨城県 0:53:12
117 22889 沼倉 真佐子 ﾇﾏｸﾗ ﾏｻｺ 東京都 ＮＲ多摩 0:53:13
118 23065 舘 美穂子 ﾀﾃ ﾐﾎｺ 茨城県 水戸石川走友会 0:53:23
119 22838 林 一美 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾐ 群馬県 0:53:28
120 22922 砂押 晶子 ｽﾅｵｼ ｱｷｺ 茨城県 大吉女子会 0:53:30
121 23023 柳田 和子 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｶｽﾞｺ 茨城県 0:53:31
122 23057 勝山 知子 ｶﾂﾔﾏ ﾄﾓｺ 茨城県 0:53:31
123 22942 馬場 康子 ﾊﾞﾊﾞ ﾔｽｺ 茨城県 水戸協同病院 0:53:36
124 22994 大津 都花 ｵｵﾂ ﾐﾔｶ 茨城県 0:53:36
125 22976 塩原 悦子 ｼｵﾊﾞﾗ ｴﾂｺ 東京都 0:53:40
126 22931 長尾 由加利 ﾅｶﾞｵ ﾕｶﾘ 福島県 0:53:41
127 23423 湯山 和恵 ﾕﾔﾏ ｶｽﾞｴ 茨城県 水戸ランナー塾 0:53:43
128 23528 工藤 徳子 ｸﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 栃木県 0:53:47
129 23035 齊藤 久美子 ｻｲﾄｳ ｸﾐｺ 埼玉県 チームみぃくぅ 0:53:50
130 22915 荻原 琴 ｵｷﾞﾊﾗ ｺﾄ 茨城県 エディファミリ 0:53:53
131 23692 松木 花音 ﾏﾂｷ ｶﾉﾝ 茨城県 0:53:53
132 22989 小松崎 友華 ｺﾏﾂｻﾞｷ ﾕｶ 茨城県 0:53:54
133 23036 小林 美紀 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 茨城県 モルトベーネ 0:53:55
134 22935 松本 恵美 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾐ 福島県 0:53:57
135 23021 山崎 明美 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｹﾐ 茨城県 0:53:59
136 22946 佐藤 京子 ｻﾄｳ ｷｮｳｺ 茨城県 スパーク鮎川 0:54:05
137 22949 松村 真希 ﾏﾂﾑﾗ ﾏｷ 茨城県 リラひたち 0:54:05
138 22943 横山 麻美 ﾖｺﾔﾏ ｱｻﾐ 茨城県 0:54:10
139 23782 吉田 那桜 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵ 茨城県 0:54:11
140 23578 栗原 桃江 ｸﾘﾊﾗ ﾓﾓｴ 茨城県 0:54:12
141 22903 和田 徳子 ﾜﾀﾞ ﾉﾘｺ 茨城県 梅＆鮎 0:54:12
142 22993 武士 弘美 ﾀｹｼ ﾋﾛﾐ 茨城県 0:54:17
143 22924 神永 由香 ｶﾐﾅｶﾞ ﾕｶ 茨城県 0:54:17
144 23516 小池 道子 ｺｲｹ ﾐﾁｺ 茨城県 0:54:25
145 23009 松川 さゆみ ﾏﾂｶﾜ ｻﾕﾐ 茨城県 0:54:28
146 22848 篠崎 愛 ｼﾉｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 栃木県 佐野厚生病院 0:54:28
147 23071 渡邉 ふみ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐ 東京都 0:54:28
148 22948 久下沼 玲子 ｸｹﾞﾇﾏ ﾚｲｺ 茨城県 0:54:32
149 22888 諸岡 ヤヨヒ ﾓﾛｵｶ ﾔﾖﾋ 茨城県 もろおか寝具店 0:54:34
150 23149 藤井 淳子 ﾌｼﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 0:54:34
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151 23038 関 愛美 ｾｷ ﾏﾅﾐ 福島県 チームＫＡＮ走 0:54:35
152 22941 堀江 美佳 ﾎﾘｴ ﾐｶ 茨城県 茨城エルダー 0:54:39
153 22934 木村 敦子 ｷﾑﾗ ｱﾂｺ 茨城県 みずき 0:54:41
154 23933 布柴 あいり ﾇﾉｼﾊﾞ ｱｲﾘ 東京都 0:54:43
155 23899 石井 めぐみ ｲｼｲ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 ストライズ 0:54:48
156 22902 黒澤 笑子 ｸﾛｻﾜ ｴﾐｺ 茨城県 スパーク鮎川 0:54:53
157 22927 小林 朋子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｺ 茨城県 第一生命 0:54:54
158 22896 森澤 亜紀子 ﾓﾘｻﾜ ｱｷｺ 茨城県 0:54:58
159 22876 鈴木 路代 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾖ 福島県 0:55:10
160 23039 山本 美友紀 ﾔﾏﾓﾄ ﾐﾕｷ 茨城県 勝田教会 0:55:12
161 22979 小林 みず恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｴ 茨城県 0:55:13
162 23906 戸澤 ひとみ ﾄｻﾞﾜ ﾋﾄﾐ 茨城県 チームＳＢＣ 0:55:14
163 22975 関 康子 ｾｷ ﾔｽｺ 茨城県 0:55:15
164 23230 折立 文子 ｵﾘﾀﾃ ﾌﾐｺ 茨城県 0:55:16
165 23643 池田 春美 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾐ 茨城県 0:55:18
166 23641 清水 妃七 ｼﾐｽﾞ ﾋﾅ 茨城県 0:55:20
167 22990 鈴木 美咲 ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 宮城県 0:55:25
168 22919 河村 昌子 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳｺ 茨城県 0:55:28
169 22882 谷 千恵子 ﾀﾆ ﾁｴｺ 栃木県 0:55:33
170 23556 岡崎 貞子 ｵｶｻﾞｷ ｻﾀﾞｺ 茨城県 ティーちゃんず 0:55:37
171 22918 熊谷 三千代 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾁﾖ 福島県 0:55:43
172 23186 本田 杏紗 ﾎﾝﾀﾞ ｱｽﾞｻ 東京都 酒ＲＵＮ 0:55:47
173 22978 木村 智子 ｷﾑﾗ ﾄﾓｺ 茨城県 0:55:49
174 23063 斎藤 美智子 ｻｲﾄｳ ﾐﾁｺ 茨城県 0:55:56
175 23746 永岡 未夢 ﾅｶﾞｵｶ ﾐﾕ 茨城県 シーアンドエー 0:55:58
176 22999 海老澤 美幸 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐﾕｷ 茨城県 パピヨン 0:55:59
177 23069 星野 萌 ﾎｼﾉ ﾓｴ 茨城県 筑波技術大学 0:56:04
178 23934 小貫 俊子 ｵﾇｷ ﾄｼｺ 東京都 0:56:05
179 23053 佐々木 かほる ｻｻｷ ｶｵﾙ 東京都 タコパン 0:56:10
180 23210 丹下 有香理 ﾀﾝｹﾞ ﾕｶﾘ 茨城県 0:56:11
181 23463 佐直 愛 ｻﾅｵ ｱｲ 茨城県 0:56:14
182 22988 柘植 由美子 ﾂｹﾞ ﾕﾐｺ 茨城県 0:56:20
183 22969 小浜 英子 ｵﾊﾞﾏ ﾋﾃﾞｺ 茨城県 ピットイン 0:56:21
184 23422 新田 未央 ﾆｯﾀ ﾐｵ 茨城県 0:56:22
185 23100 海老根 幸子 ｴﾋﾞﾈ ｻﾁｺ 茨城県 0:56:25
186 23761 田島 千晴 ﾀｼﾞﾏ ﾁﾊﾙ 茨城県 千波湖歩く会 0:56:26
187 23025 松尾 和枝 ﾏﾂｵ ｶｽﾞｴ 東京都 0:56:27
188 23019 大橋 香穂 ｵｵﾊｼ ｶﾎ 茨城県 0:56:31
189 23029 喜多川 ふみ代 ｷﾀｶﾞﾜ ﾌﾐﾖ 東京都 0:56:32
190 22987 椎名 香代子 ｼｲﾅ ｶﾖｺ 茨城県 0:56:32
191 23760 谷島 由希子 ﾔｼﾞﾏ ﾕｷｺ 神奈川県 0:56:39
192 23489 村岡 仁美 ﾑﾗｵｶ ﾋﾄﾐ 茨城県 チームＳＢＣ 0:56:43
193 23208 相田 美由紀 ｱｲﾀ ﾐﾕｷ 茨城県 0:56:45
194 22963 勝山 美恵子 ｶﾂﾔﾏ ﾐｴｺ 茨城県 0:56:46
195 23644 根本 ひかり ﾈﾓﾄ ﾋｶﾘ 神奈川県 0:56:49
196 23590 荻野 恭子 ｵｷﾞﾉ ﾔｽｺ 東京都 銀嶺会 0:56:51
197 23080 塚本 真弓 ﾂｶﾓﾄ ﾏﾕﾐ 茨城県 チーム１７８３ 0:56:53
198 23259 田上 禎子 ﾀｶﾞﾐ ﾖｼｺ 茨城県 0:57:00
199 23076 飯島 ひろみ ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛﾐ 茨城県 0:57:06
200 23184 田上 愛莉 ﾀｶﾞﾐ ｱｲﾘ 茨城県 0:57:12
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201 23866 村田 千鶴子 ﾑﾗﾀ ﾁﾂﾞｺ 茨城県 石岡ＴＲＣ 0:57:13
202 23037 竹江 玲子 ﾀｹｴ ﾚｲｺ 茨城県 Ｔｅａｍ ＲＳ 0:57:15
203 22959 関根 いずみ ｾｷﾈ ｲｽﾞﾐ 茨城県 0:57:17
204 23090 征矢 美恵子 ｿﾔ ﾐｴｺ 茨城県 サーティーズ 0:57:18
205 22937 松尾 倫子 ﾏﾂｵ ﾘﾝｺ 東京都 0:57:18
206 23718 粕谷 未歩 ｶｽﾔ ﾐﾎ 茨城県 0:57:20
207 23258 竹内 智子 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｺ 千葉県 おおたかの森 0:57:22
208 23188 小山田 由美子 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾕﾐｺ 茨城県 0:57:30
209 23220 飯島 博子 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｺ 茨城県 0:57:33
210 23822 土井 圭子 ﾄﾞｲ ｹｲｺ 神奈川県 0:57:37
211 22985 中宗 朱実 ﾅｶﾑﾈ ｱｹﾐ 茨城県 Ｓｍｉｌｅ 0:57:37
212 22897 小泉 瑠菜 ｺｲｽﾞﾐ ﾙﾅ 茨城県 0:57:39
213 23713 坪野谷 智子 ﾂﾎﾞﾉﾔ ﾄﾓｺ 茨城県 0:57:41
214 22945 小貫 尚美 ｵﾇｷ ﾅｵﾐ 茨城県 0:57:41
215 23040 新井 洋子 ｱﾗｲ ﾖｳｺ 茨城県 0:57:45
216 23005 飯川 妙子 ｲｲｶﾜ ﾀｴｺ 茨城県 スパーク鮎川 0:57:46
217 23699 薄井 裕美 ｳｽｲ ﾋﾛﾐ 茨城県 0:57:46
218 23897 小貫 郁子 ｵﾇｷ ｲｸｺ 東京都 0:57:48
219 23793 福岡 恵 ﾌｸｵｶ ﾒｸﾞﾐ 神奈川県 0:57:53
220 23474 高橋 裕子 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｺ 茨城県 0:57:54
221 23805 岡田 悠希 ｵｶﾀﾞ ﾕｳｷ 茨城県 水戸市 0:57:55
222 22965 岩野 由紀子 ｲﾜﾉ ﾕｷｺ 岩手県 三ケ尻走友会 0:57:55
223 23000 宮崎 三四恵 ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾖｴ 茨城県 なし 0:57:58
224 23075 外西 滝美 ﾎｶﾆｼ ﾀｷﾐ 埼玉県 0:58:02
225 23946 上山 友奈 ｳｴﾔﾏ ﾕﾅ 茨城県 流通経済大学 0:58:02
226 23778 伊藤 初江 ｲﾄｳ ﾊﾂｴ 茨城県 0:58:03
227 23141 神原 登美子 ｶﾐﾊﾗ ﾄﾐｺ 茨城県 日東ハピラン 0:58:04
228 23146 川崎 彩代 ｶﾜｻｷ ｻﾖ 茨城県 0:58:06
229 23736 岩谷 有香 ｲﾜﾔ ﾕｶ 茨城県 0:58:07
230 22932 鈴木 優花 ｽｽﾞｷ ﾕｳｶ 茨城県 0:58:08
231 22925 杉山 昭子 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷｺ 茨城県 0:58:12
232 23721 前沢 里実 ﾏｴｻﾞﾜ ｻﾄﾐ 新潟県 チームバナナ 0:58:13
233 22992 浜松 千恵子 ﾊﾏﾏﾂ ﾁｴｺ 福島県 0:58:15
234 23052 清水 裕子 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｺ 茨城県 0:58:15
235 23816 中村 美奈子 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾅｺ 茨城県 0:58:17
236 23811 荻沼 幸代 ｵｷﾞﾇﾏ ﾕｷﾖ 茨城県 0:58:17
237 23686 眞崎 涼子 ﾏｻｷ ﾘｮｳｺ 茨城県 0:58:17
238 23006 土井 裕子 ﾄﾞｲ ﾕｳｺ 茨城県 石岡ＴＲＣ 0:58:21
239 23842 井坂 佳子 ｲｻｶ ｹｲｺ 茨城県 0:58:26
240 23849 梅原 恵弥 ｳﾒﾊﾗ ｴﾐ 茨城県 0:58:26
241 23199 高橋 佑佳 ﾀｶﾊｼ ﾕｶ 茨城県 0:58:28
242 23685 冨山 洋子 ﾄﾐﾔﾏ ﾖｳｺ 茨城県 0:58:38
243 23605 一ノ瀬 陽子 ｲﾁﾉｾ ﾖｳｺ 茨城県 0:58:41
244 23814 川又 杏奈 ｶﾜﾏﾀ ｱﾝﾅ 茨城県 茨城高校 0:58:41
245 22956 根目澤 五子 ﾈﾒｻﾞﾜ ｲﾂｺ 茨城県 0:58:42
246 23540 吉田 幸江 ﾖｼﾀﾞ ﾕｷｴ 千葉県 0:58:43
247 23909 金 昱伸 ｷﾝ ｲｸｼﾝ 茨城県 0:58:47
248 22980 加藤 かな江 ｶﾄｳ ｶﾅｴ 茨城県 0:58:49
249 23554 大村 しおり ｵｵﾑﾗ ｼｵﾘ 福島県 0:58:50
250 23102 齋藤 綾香 ｻｲﾄｳ ｱﾔｶ 茨城県 0:58:50
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251 23060 齋藤 和代 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖ 福島県 郡山市役所 0:58:51
252 23068 赤津 恵美 ｱｶﾂ ｴﾐ 茨城県 0:58:52
253 23054 猪狩 さなえ ｲｶﾞﾘ ｻﾅｴ 茨城県 ＪＸ金属（株） 0:58:53
254 23183 引地 美香 ﾋｷﾁ ﾐｶ 栃木県 長坂クラブ 0:58:55
255 23182 道川 宏美 ﾐﾁｶﾜ ﾋﾛﾐ 茨城県 0:58:56
256 23181 道川 麻美 ﾐﾁｶﾜ ｱｻﾐ 茨城県 0:58:56
257 23003 溝口 美奈子 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾐﾅｺ 茨城県 0:59:00
258 23086 米山 美緒 ﾖﾈﾔﾏ ﾐｵ 東京都 0:59:00
259 22955 中野 陽子 ﾅｶﾉ ﾖｳｺ 東京都 多摩川クラブ 0:59:00
260 23168 本多 麻美 ﾎﾝﾀﾞ ｱｻﾐ 茨城県 0:59:06
261 23067 松島 真澄 ﾏﾂｼﾏ ﾏｽﾐ 茨城県 0:59:08
262 22984 渡部 るみ子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾙﾐｺ 栃木県 ＤＫくらぶ 0:59:09
263 23030 五来 律子 ｺﾞﾗｲ ﾘﾂｺ 茨城県 チームＧ 0:59:11
264 23049 矢野 元恵 ﾔﾉ ﾓﾄｴ 東京都 ハリアーズ 0:59:16
265 22997 小林 理恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 茨城県 0:59:18
266 22986 原 ひろみ ﾊﾗ ﾋﾛﾐ 茨城県 0:59:19
267 23001 佐藤 加代 ｻﾄｳ ｶﾖ 福島県 0:59:19
268 23296 盛 幸枝 ﾓﾘ ﾕｷｴ 福島県 0:59:26
269 22898 大串 恵美 ｵｵｸｼ ｴﾐ 茨城県 0:59:27
270 23206 高阿田 真矢 ﾀｶｱﾀﾞ ﾏﾔ 茨城県 0:59:29
271 23032 根本 美知子 ﾈﾓﾄ ﾐﾁｺ 茨城県 0:59:31
272 23157 本田 久美子 ﾎﾝﾀﾞ ｸﾐｺ 東京都 0:59:32
273 23569 松本 里子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｺ 茨城県 0:59:34
274 23829 海野 惠生 ｳﾐﾉ ｻﾄﾐ 埼玉県 0:59:34
275 23945 小島 かおり ｺｼﾞﾏ ｶｵﾘ 東京都 0:59:34
276 23303 長山 里香 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾘｶ 茨城県 0:59:43
277 23797 武井 美幸 ﾀｹｲ ﾐﾕｷ 茨城県 0:59:45
278 23154 前田 真由美 ﾏｴﾀﾞ ﾏﾕﾐ 茨城県 0:59:46
279 23176 室越 友美 ﾑﾛｺｼ ﾄﾓﾐ 茨城県 0:59:47
280 23434 小田川 佳子 ｵﾀﾞｶﾞﾜ ﾖｼｺ 茨城県 0:59:49
281 22966 香月 珠紀 ｶﾂｷ ﾀﾏｷ 茨城県 アキラ先輩 0:59:50
282 23623 木田 惠子 ｷﾀﾞ ｹｲｺ 茨城県 0:59:50
283 22957 黒沢 菊江 ｸﾛｻﾜ ｷｸｴ 茨城県 0:59:50
284 23749 酒井 優衣 ｻｶｲ ﾕｲ 茨城県 0:59:51
285 23111 宮之原 順子 ﾐﾔﾉﾊﾗ ﾕｷｺ 茨城県 0:59:52
286 23264 三井 和美 ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾐ 山梨県 0:59:53
287 23171 神長 文恵 ｶﾐﾅｶﾞ ﾌﾐｴ 茨城県 0:59:55
288 23042 稲石 希 ｲﾅｲｼ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 流経大クラブ 0:59:57
289 23013 千葉 篤美 ﾁﾊﾞ ｱﾂﾐ 茨城県 チームＳＢＣ 0:59:58
290 23919 星野 光穂 ﾎｼﾉ ﾐﾂﾎ 茨城県 0:59:59
291 23103 杉山 みなみ ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 茨城県 小沢眼科 0:59:59
292 23249 松田 里絵 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｴ 茨城県 ベルグ 1:00:01
293 23072 武田 侑未子 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾐｺ 茨城県 1:00:02
294 22950 鈴木 美香子 ｽｽﾞｷ ﾐｶｺ 茨城県 スパーク青葉 1:00:04
295 23191 梶山 和代 ｶｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾖ 茨城県 1:00:06
296 23044 佐藤 貴代美 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 新潟県 1:00:07
297 23127 森田 楓子 ﾓﾘﾀ ﾌｳｺ 千葉県 なし 1:00:08
298 23429 松本 理佳子 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｶｺ 茨城県 ネジ工房 1:00:12
299 22906 安 恵美子 ﾔｽ ｴﾐｺ 茨城県 1:00:12
300 23925 渡辺 彩香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｶ 茨城県 1:00:14
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301 23286 松高 茂子 ﾏﾂﾀｶ ｼｹﾞｺ 岩手県 ＳＪＨクラブ 1:00:15
302 22909 徳田 架奈子 ﾄｸﾀﾞ ｶﾅｺ 茨城県 1:00:16
303 23073 石川 里美 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾐ 千葉県 無所属 1:00:18
304 23253 小野 里佳 ｵﾉ ﾘｶ 千葉県 ランニング部 1:00:19
305 23538 鈴木 未来 ｽｽﾞｷ ﾐﾗｲ 茨城県 1:00:25
306 23551 青木 尚子 ｱｵｷ ﾋｻｺ 神奈川県 1:00:26
307 23194 樫尾 由利子 ｶｼｵ ﾕﾘｺ 茨城県 アキラ先輩 1:00:26
308 23514 青木 卯月 ｱｵｷ ｳﾂﾞｷ 茨城県 1:00:26
309 23256 皆川 静香 ﾐﾅｶﾜ ｼｽﾞｶ 茨城県 シーアンドエー 1:00:28
310 23751 酒井 愛 ｻｶｲ ｱｲ 茨城県 1:00:29
311 23085 美谷 礼子 ﾐﾀﾆ ﾚｲｺ 茨城県 1:00:30
312 23153 広瀬 萌佳 ﾋﾛｾ ﾓｶ 茨城県 1:00:31
313 23133 大内 美枝子 ｵｵｳﾁ ﾐｴｺ 茨城県 まつがおか 1:00:33
314 23480 小林 靖子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽｺ 茨城県 1:00:33
315 23726 小松 智子 ｺﾏﾂ ﾄﾓｺ 東京都 1:00:33
316 23098 五十嵐 眞澄 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｽﾐ 茨城県 1:00:34
317 23766 吉田 逸美 ﾖｼﾀﾞ ｲﾂﾐ 茨城県 1:00:39
318 23924 渡辺 美紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｷ 茨城県 1:00:41
319 23218 吉野 多加代 ﾖｼﾉ ﾀｶﾖ 千葉県 セントラル 1:00:42
320 23124 石川 輝美 ｲｼｶﾜ ﾃﾙﾐ 茨城県 1:00:48
321 23223 細谷 恵子 ﾎｿﾔ ｹｲｺ 茨城県 1:00:51
322 23174 近藤 恵理子 ｺﾝﾄﾞｳ ｴﾘｺ 茨城県 1:00:53
323 23802 今川 智生 ｲﾏｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ 茨城県 ならしの健康 1:00:53
324 23875 新妻 詩織 ﾆｲﾂﾏ ｼｵﾘ 茨城県 1:00:54
325 22905 長嶋 三千代 ﾅｶﾞｼﾏ ﾐﾁﾖ 茨城県 チームＫＩＡＩ 1:00:54
326 23452 芝田 雅代 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾖ 茨城県 1:00:55
327 23119 田邉 聖子 ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｺ 茨城県 1:00:56
328 23791 小田 美恵 ｵﾀﾞ ﾐｴ 千葉県 謎球会 1:00:57
329 23201 内田 貴子 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶｺ 茨城県 1:01:05
330 23546 金山 佐司子 ｶﾈﾔﾏ ｻｼﾞｺ 茨城県 1:01:05
331 23663 坂本 茜 ｻｶﾓﾄ ｱｶﾈ 福島県 1:01:09
332 23433 日當 愛梨 ﾋﾅﾀ ｱｲﾘ 茨城県 1:01:09
333 23552 小曽根 梓織 ｵｿﾞﾈ ｼｵﾘ 茨城県 1:01:09
334 23007 鈴木 幸恵 ｽｽﾞｷ ﾕｷｴ 茨城県 1:01:12
335 23621 吉川 明佳 ﾖｼｶﾜ ﾊﾙｶ 東京都 ■チームあやか 1:01:13
336 23158 川本 未央 ｶﾜﾓﾄ ﾐｵ 神奈川県 1:01:15
337 23796 倉松 環 ｸﾗﾏﾂ ﾀﾏｷ 茨城県 1:01:18
338 23687 中村 優子 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｺ 茨城県 常陸大宮ＲＣ 1:01:19
339 23091 大金 暁美 ｵｵｶﾞﾈ ｱｹﾐ 茨城県 スパーク青葉 1:01:20
340 23779 志賀 真貴 ｼｶﾞ ﾏｷ 東京都 1:01:28
341 23228 木下 祥恵 ｷﾉｼﾀ ｻﾁｴ 茨城県 1:01:30
342 23654 菅原 実穂 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾎ 茨城県 1:01:33
343 23678 助川 香純 ｽｹｶﾞﾜ ｶｽﾐ 茨城県 1:01:36
344 23470 深谷 美津江 ﾌｶﾔ ﾐﾂｴ 茨城県 1:01:36
345 23719 清宮 依寿美 ｾｲﾐﾔ ｲｽﾞﾐ 茨城県 茨城東病院 1:01:37
346 23169 鈴木 寿恵 ｽｽﾞｷ ﾄｼｴ 東京都 1:01:37
347 23240 三上 敦子 ﾐｶﾐ ｱﾂｺ 茨城県 ならしの健康 1:01:39
348 23462 木村 真弓 ｷﾑﾗ ﾏﾕﾐ 茨城県 1:01:42
349 23410 川平 七美 ｶﾜﾋﾗ ﾅﾅﾐ 茨城県 ＪＸ金属（株） 1:01:43
350 22944 花崎 睦 ﾊﾅｻﾞｷ ﾑﾂﾐ 北海道 にっこりランＣ 1:01:54
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351 23738 奥田 千陽 ｵｸﾀﾞ ﾁﾊﾙ 栃木県 1:02:03
352 23093 北島 沙緒理 ｷﾀｼﾞﾏ ｻｵﾘ 埼玉県 1:02:03
353 23800 中山 好乃 ﾅｶﾔﾏ ﾖｼﾉ 茨城県 1:02:04
354 23325 高橋 麻依子 ﾀｶﾊｼ ﾏｲｺ 茨城県 1:02:06
355 23786 井戸上 ちひろ ｲﾄﾞｳｴ ﾁﾋﾛ 茨城県 チームＳＢＣ 1:02:07
356 23143 谷内 陽子 ﾀﾆｳﾁ ﾖｳｺ 高知県 1:02:08
357 23327 中澤 明美 ﾅｶｻﾞﾜ ｱｹﾐ 群馬県 桐生走ろう会 1:02:08
358 22972 穂積 明美 ﾎﾂﾞﾐ ｱｹﾐ 茨城県 1:02:14
359 23777 倉松 晃子 ｸﾗﾏﾂ ﾃﾙｺ 茨城県 1:02:14
360 23421 鈴木 江美 ｽｽﾞｷ ｴﾐ 茨城県 1:02:16
361 23163 鈴木 弘美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 東京都 1:02:20
362 23122 磯野 公子 ｲｿﾉ ｷﾐｺ 茨城県 しろくま 1:02:21
363 23497 仲田 純子 ﾅｶﾀ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:02:24
364 23018 高星 綾子 ﾀｶﾎｼ ｱﾔｺ 茨城県 1:02:27
365 23730 鈴木 泰代 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾖ 茨城県 1:02:31
366 23222 安 春香 ﾔｽ ﾊﾙｶ 茨城県 1:02:31
367 23043 中林 桂子 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ｹｲｺ 東京都 1:02:32
368 23515 大武 まゆみ ｵｵﾀｹ ﾏﾕﾐ 茨城県 1:02:34
369 23020 杉山 あけみ ｽｷﾞﾔﾏ ｱｹﾐ 茨城県 チームゆきの 1:02:37
370 23517 神野 彰子 ｼﾞﾝﾉ ｱｷｺ 愛知県 ふぁーふぁー 1:02:39
371 23193 長谷川 悦子 ﾊｾｶﾞﾜ ｴﾂｺ 茨城県 ランジョグ 1:02:42
372 23041 田沢 裕子 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｺ 茨城県 1:02:43
373 23694 倉俣 久美子 ｸﾗﾏﾀ ｸﾐｺ 栃木県 1:02:44
374 23672 大内 幸子 ｵｵｳﾁ ｻﾁｺ 茨城県 1:02:49
375 23929 稲川 智子 ｲﾅｶﾞﾜ ﾄﾓｺ 茨城県 1:02:50
376 23074 荒居 しのぶ ｱﾗｲ ｼﾉﾌﾞ 千葉県 ＫＯＳＥ 1:02:54
377 23083 平山 みどり ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾄﾞﾘ 茨城県 なまけもの 1:02:55
378 23131 矢須 亜希子 ﾔｽ ｱｷｺ 茨城県 1:02:58
379 23795 越 美絵 ｺｼ ﾐｴ 東京都 1:03:02
380 23078 藤山 典子 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾉﾘｺ 茨城県 オリバーＢＦ 1:03:06
381 23682 薄井 洋子 ｳｽｲ ﾖｳｺ 茨城県 1:03:06
382 23714 鈴木 由佳 ｽｽﾞｷ ﾕｶ 茨城県 1:03:08
383 23299 鈴木 琴恵 ｽｽﾞｷ ｺﾄｴ 茨城県 1:03:08
384 23243 齊藤 梨沙 ｻｲﾄｳ ﾘｻ 東京都 1:03:09
385 22904 後藤 和子 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｺ 埼玉県 1:03:09
386 23082 佐藤 厚子 ｻﾄｳ ｱﾂｺ 茨城県 水戸ランナー塾 1:03:13
387 23883 森 麻奈未 ﾓﾘ ﾏﾅﾐ 茨城県 流通経済大学 1:03:15
388 23772 小谷 祐子 ｺﾀﾆ ﾕｳｺ 東京都 1:03:19
389 23803 浅野 より子 ｱｻﾉ ﾖﾘｺ 茨城県 1:03:22
390 23780 小笠原 由紀子 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｷｺ 秋田県 小笠原歯科医院 1:03:24
391 23109 丹内 智子 ﾀﾝﾅｲ ﾄﾓｺ 茨城県 1:03:25
392 23496 平野 和美 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾐ 茨城県 アシスト 1:03:26
393 23926 田川 真紀 ﾀｶﾞﾜ ﾏｷ 山梨県 1:03:34
394 23016 青山 昌子 ｱｵﾔﾏ ﾏｻｺ 茨城県 1:03:34
395 23189 柴田 温子 ｼﾊﾞﾀ ｱﾂｺ 茨城県 1:03:35
396 23826 上金 桃子 ｶﾐｶﾞﾈ ﾓﾓｺ 茨城県 1:03:36
397 23568 玉虫 由実 ﾀﾏﾑｼ ﾕﾐ 茨城県 1:03:37
398 23162 小林 久子 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｻｺ 茨城県 1:03:38
399 23609 大江 真生 ｵｵｴ ﾏﾐ 茨城県 1:03:39
400 23308 鈴木 香織 ｽｽﾞｷ ｶｵﾘ 茨城県 1:03:42
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401 23810 片岡 香織 ｶﾀｵｶ ｶｵﾘ 茨城県 1:03:44
402 23908 鈴木 身和子 ｽｽﾞｷ ﾐﾜｺ 茨城県 1:03:45
403 23473 伊東 静子 ｲﾄｳ ｼｽﾞｺ 茨城県 1:03:46
404 23624 立原 美佳 ﾀﾁﾊﾗ ﾐｶ 茨城県 1:03:47
405 23684 矢吹 周子 ﾔﾌﾞｷ ﾁｶｺ 茨城県 1:03:48
406 23077 平塚 智美 ﾋﾗﾂｶ ﾄﾓﾐ 神奈川県 1:03:50
407 23601 仲野谷 玲子 ﾅｶﾉﾔ ﾚｲｺ 茨城県 1:03:50
408 23160 石毛 みどり ｲｼｹﾞ ﾐﾄﾞﾘ 茨城県 1:03:52
409 23466 本田 隆子 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｺ 茨城県 1:03:57
410 23173 伊藤 由美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 茨城県 のろのろカメ 1:03:59
411 23930 飯塚 美羽 ｲｲﾂﾞｶ ﾐｳ 茨城県 1:04:05
412 23561 大西 雪絵 ｵｵﾆｼ ﾕｷｴ 東京都 1:04:05
413 23221 小野塚 明希子 ｵﾉﾂﾞｶ ｱｷｺ 千葉県 1:04:08
414 23120 平塚 良枝 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼｴ 茨城県 1:04:09
415 23487 八木 路代 ﾔｷﾞ ﾐﾁﾖ 茨城県 1:04:10
416 23200 高橋 春香 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 茨城県 1:04:11
417 23217 今橋 敏枝 ｲﾏﾊｼ ﾄｼｴ 茨城県 1:04:14
418 23841 松山 享恵 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｷｴ 茨城県 1:04:20
419 23801 岡部 綾香 ｵｶﾍﾞ ｱﾔｶ 茨城県 1:04:22
420 23034 尾吹 千春 ｵﾌﾞｷ ﾁﾊﾙ 茨城県 日立ハイテク 1:04:23
421 23510 小林 友美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 茨城県 1:04:25
422 23015 石川 美恵子 ｲｼｶﾜ ﾐｴｺ 茨城県 1:04:27
423 23064 木村 亜矢 ｷﾑﾗ ｱﾔ 茨城県 東日本技術研究 1:04:27
424 23656 黒澤 祐未 ｸﾛｻﾜ ﾕﾐ 茨城県 1:04:28
425 23923 佐々 純子 ｻｻ ｼﾞｭﾝｺ 千葉県 1:04:32
426 23416 植田 琴 ｳｴﾀﾞ ｺﾄ 茨城県 1:04:35
427 23634 川又 智子 ｶﾜﾏﾀ ﾄﾓｺ 茨城県 瓜連中 1:04:35
428 23681 勝村 京子 ｶﾂﾑﾗ ｷｮｳｺ 茨城県 スパーク青葉 1:04:38
429 23298 氏家 由美子 ｳｼﾞｲｴ ﾕﾐｺ 茨城県 1:04:45
430 23384 篠原 弘子 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾛｺ 茨城県 1:04:48
431 23166 加藤 桂子 ｶﾄｳ ｹｲｺ 茨城県 1:04:51
432 23170 根本 真里 ﾈﾓﾄ ﾏﾘ 千葉県 1:04:51
433 22968 前島 仁美 ﾏｴｼﾞﾏ ﾋﾄﾐ 茨城県 1:04:53
434 23622 細谷 恵梨 ﾎｿﾔ ｴﾘ 茨城県 1:04:54
435 23922 大貫 由紀 ｵｵﾇｷ ﾕｷ 茨城県 1:04:56
436 23744 荻野 美和子 ｵｷﾞﾉ ﾐﾜｺ 新潟県 阿賀野高校 1:04:58
437 23831 境野 結花 ｻｶｲﾉ ﾕｶ 東京都 1:04:59
438 23263 千葉 恭子 ﾁﾊﾞ ｷｮｳｺ 茨城県 1:05:00
439 23722 山口 麻美 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏﾐ 茨城県 1:05:06
440 23890 猿田 まさ代 ｻﾙﾀ ﾏｻﾖ 茨城県 1:05:06
441 23204 小圷 裕美 ｺｱｸﾂ ﾕﾐ 茨城県 1:05:06
442 23757 甲高 章子 ｺｳﾀｶ ｱｷｺ 茨城県 1:05:10
443 23659 河原井 梨恵 ｶﾜﾗｲ ﾘｴ 東京都 1:05:12
444 23305 後藤 香奈子 ｺﾞﾄｳ ｶﾅｺ 山形県 1:05:12
445 23216 小口 沙織 ｺｸﾞﾁ ｻｵﾘ 茨城県 1:05:14
446 23459 雫 陽菜乃 ｼｽﾞｸ ﾋﾅﾉ 茨城県 1:05:14
447 23675 石川 允美 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾐ 茨城県 1:05:17
448 23346 志賀 晴美 ｼｶﾞ ﾊﾙﾐ 茨城県 高萩大和太鼓 1:05:17
449 23620 中道 莉沙 ﾅｶﾐﾁ ﾘｻ 東京都 1:05:19
450 22982 近藤 奏美 ｺﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾐ 茨城県 1:05:20
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451 23094 柿沼 陽子 ｶｷﾇﾏ ﾖｳｺ 茨城県 1:05:20
452 23316 財前 奈央 ｻﾞｲｾﾞﾝ ﾅｵ 茨城県 1:05:22
453 23418 木村 幸絵 ｷﾑﾗ ｻﾁｴ 茨城県 1:05:23
454 23187 川澄 亜矢子 ｶﾜｽﾐ ｱﾔｺ 茨城県 ルネサンス水戸 1:05:25
455 23234 根本 朋子 ﾈﾓﾄ ﾄﾓｺ 茨城県 1:05:25
456 22910 勝村 路子 ｶﾂﾑﾗ ﾐﾁｺ 茨城県 1:05:27
457 23192 佐藤 恵子 ｻﾄｳ ｹｲｺ 茨城県 1:05:28
458 23334 藤野 実希 ﾌｼﾞﾉ ﾐｷ 埼玉県 1:05:33
459 23529 岩本 真理愛 ｲﾜﾓﾄ ﾏﾘｱ 茨城県 みどり園 1:05:35
460 23759 角田 真弓 ｶｸﾀ ﾏﾕﾐ 茨城県 1:05:41
461 23737 桑原 美南 ｸﾜﾊﾗ ﾐﾅﾐ 茨城県 1:05:43
462 23134 横須賀 桂子 ﾖｺｽｶ ｹｲｺ 茨城県 1:05:47
463 23542 瀬谷 朋子 ｾﾔ ﾄﾓｺ 茨城県 1:05:49
464 23129 鈴木 恵美子 ｽｽﾞｷ ｴﾐｺ 東京都 1:05:50
465 23147 鈴木 里江 ｽｽﾞｷ ﾘｴ 茨城県 1:05:54
466 23195 森谷 祥子 ﾓﾘﾔ ｼｮｳｺ 茨城県 1:05:55
467 23698 根本 久美子 ﾈﾓﾄ ｸﾐｺ 茨城県 1:06:01
468 23702 岡田 かおり ｵｶﾀﾞ ｶｵﾘ 福島県 1:06:01
469 23530 塚野 歩美 ﾂｶﾉ ｱﾕﾐ 茨城県 みどり園 1:06:02
470 23311 中山 純子 ﾅｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:06:03
471 23215 宇津野 麗 ｳﾂﾉ ﾚｲ 埼玉県 1:06:04
472 23219 藤村 貞子 ﾌｼﾞﾑﾗ ｻﾀﾞｺ 千葉県 1:06:05
473 23533 渡邉 彩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ 茨城県 みどり園 1:06:05
474 23412 石川 一代 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖ 茨城県 スパーク青葉 1:06:08
475 23631 小杉 典子 ｺｽｷﾞ ﾉﾘｺ 東京都 1:06:08
476 23531 小西 智美 ｺﾆｼ ﾄﾓﾐ 茨城県 みどり園 1:06:08
477 23532 萩野谷 春香 ﾊｷﾞﾉﾔ ﾊﾙｶ 茨城県 みどり園 1:06:08
478 23250 根本 真理子 ﾈﾓﾄ ﾏﾘｺ 茨城県 1:06:14
479 23895 廣澤 彩夏 ﾋﾛｻﾜ ｱﾔｶ 茨城県 1:06:15
480 23896 瀬谷 有里恵 ｾﾔ ﾕﾘｴ 茨城県 1:06:15
481 23105 小倉 雅美 ｵｸﾞﾗ ﾏｻﾐ 茨城県 1:06:17
482 23116 飯村 靖子 ｲｲﾑﾗ ﾔｽｺ 茨城県 スマイル・ラン 1:06:18
483 23059 野宮 幸子 ﾉﾐﾔ ｻﾁｺ 茨城県 池の川ＡＣ 1:06:19
484 23788 村上 亜希子 ﾑﾗｶﾐ ｱｷｺ 茨城県 ならしの健康 1:06:21
485 23660 曽根 絵里 ｿﾈ ｴﾘ 神奈川県 1:06:22
486 23281 小沼 一江 ｵﾇﾏ ｶｽﾞｴ 茨城県 1:06:28
487 23475 皆川 敦子 ﾐﾅｶﾜ ｱﾂｺ 茨城県 1:06:29
488 23268 川松 由依 ｶﾜﾏﾂ ﾕｲ 茨城県 1:06:29
489 23079 大貫 由美子 ｵｵﾇｷ ﾕﾐｺ 茨城県 1:06:29
490 23139 深澤 久美子 ﾌｶｻﾜ ｸﾐｺ 茨城県 1:06:29
491 23870 徳永 美穂 ﾄｸﾅｶﾞ ﾐﾎ 茨城県 亀山医院 1:06:30
492 23652 八文字 唯 ﾔﾂﾓﾝｼﾞ ﾕｲ 茨城県 勝田病院 1:06:32
493 23087 永井 穂波 ﾅｶﾞｲ ﾎﾅﾐ 茨城県 1:06:34
494 23088 井上 朋美 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 茨城県 1:06:35
495 23493 市毛 和泉 ｲﾁｹﾞ ｲｽﾞﾐ 茨城県 1:06:37
496 23916 岩間 弘恵 ｲﾜﾏ ﾋﾛｴ 茨城県 1:06:37
497 23764 戸塚 美千代 ﾄﾂｶ ﾐﾁﾖ 茨城県 1:06:38
498 23574 山本 真澄 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｽﾐ 茨城県 1:06:40
499 23137 宮澤 孝子 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｺ 茨城県 1:06:41
500 23885 齊藤 敏子 ｻｲﾄｳ ﾄｼｺ 茨城県 1:06:43

第70回勝田全国マラソン

Finish

2023/01/29



１０K女子

Print: 2023/02/06 18:04:12 11 / 18 ページ Official Timer & Result By RECS

順位 No 氏 名 氏名ｶﾅ 都道府県 所属ｸﾗﾌﾞ 記 録

501 23207 會澤 浩美 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:06:47
502 23523 磯崎 佳代子 ｲｿｻﾞｷ ｶﾖｺ 千葉県 1:06:48
503 23665 小野村 望 ｵﾉﾑﾗ ﾉｿﾞﾐ 茨城県 1:06:49
504 23458 中村 咲紀 ﾅｶﾑﾗ ｻｷ 茨城県 1:06:50
505 23444 高井 慶斗 ﾀｶｲ ｹｲﾄ 茨城県 1:06:50
506 23419 鈴木 弘子 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｺ 茨城県 1:06:54
507 23265 萩谷 聡子 ﾊｷﾞﾔ ｻﾄｺ 茨城県 1:06:55
508 23753 益子 鈴音 ﾏｼｺ ｽｽﾞ 茨城県 1:06:58
509 23700 吉留 咲和 ﾖｼﾄﾞﾒ ｻﾜ 茨城県 1:06:59
510 23591 西村 友伽 ﾆｼﾑﾗ ﾕｶ 千葉県 1:06:59
511 23317 鈴木 加代子 ｽｽﾞｷ ｶﾖｺ 埼玉県 1:07:03
512 23834 日下田 真由美 ﾋｹﾞﾀ ﾏﾕﾐ 栃木県 1:07:04
513 23262 七川 さとみ ﾅﾅｶﾜ ｻﾄﾐ 茨城県 1:07:05
514 23461 大内 睦子 ｵｵｳﾁ ﾁｶｺ 茨城県 1:07:06
515 23324 菅野 佳子 ｶﾝﾉ ﾖｼｺ 福島県 1:07:09
516 23203 イズミ 則子 ｲｽﾞﾐ ﾉﾘｺ 茨城県 1:07:09
517 23185 小野 綾子 ｵﾉ ｱﾔｺ 茨城県 1:07:11
518 23935 田上 愛華 ﾀｶﾞﾐ ｱｲｶ 茨城県 1:07:13
519 23664 石川 てる子 ｲｼｶﾜ ﾃﾙｺ 茨城県 千波湖朝ラン会 1:07:14
520 23392 岡澤 美恵 ｵｶｻﾞﾜ ﾐｴ 茨城県 1:07:15
521 23576 岡部 瑶子 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｺ 茨城県 1:07:18
522 23209 西野 寛子 ﾆｼﾉ ﾋﾛｺ 茨城県 1:07:18
523 23045 永山 知恵 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾁｴ 茨城県 1:07:20
524 23314 鬼澤 舞 ｵﾆｻﾞﾜ ﾏｲ 茨城県 1:07:23
525 23313 沼田 麻美 ﾇﾏﾀ ﾏﾐ 茨城県 1:07:23
526 23539 有泉 美希子 ｱﾘｲｽﾞﾐ ﾐｷｺ 千葉県 1:07:24
527 23330 川上 久美子 ｶﾜｶﾐ ｸﾐｺ 茨城県 1:07:31
528 23145 吉田 真佐子 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｺ 茨城県 1:07:32
529 23354 井田 みち子 ｲﾀﾞ ﾐﾁｺ 神奈川県 1:07:33
530 23198 猪狩 敦子 ｲｶﾞﾘ ｱﾂｺ 福島県 1:07:34
531 23224 公文 桜子 ｸﾓﾝ ｻｸﾗｺ 茨城県 筑波技術大学 1:07:34
532 23135 小峰 安紀子 ｵﾐﾈ ｱｷｺ 茨城県 せや 1:07:35
533 23261 古川 直美 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵﾐ 茨城県 1:07:36
534 23616 立花 美智穂 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾐﾁﾎ 茨城県 1:07:38
535 23227 小泉 真由美 ｺｲｽﾞﾐ ﾏﾕﾐ 茨城県 1:07:40
536 23774 赤上 佳愛子 ｱｶｶﾞﾐ ｶﾅｺ 茨城県 1:07:40
537 23606 滝沢 夏美 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅﾂﾐ 茨城県 ハート 1:07:44
538 23446 小泉 日菜香 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾅｶ 茨城県 茨城キリスト 1:07:46
539 23342 円谷 恵美子 ﾂﾑﾗﾔ ｴﾐｺ 茨城県 1:07:50
540 23292 深津 揚子 ﾌｶﾂ ﾖｳｺ 東京都 1:07:55
541 23347 髙橋 やよい ﾀｶﾊｼ ﾔﾖｲ 茨城県 水戸ランナー塾 1:07:58
542 23213 小林 利恵 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｴ 茨城県 1:07:58
543 23211 照沼 ひろみ ﾃﾙﾇﾏ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:07:59
544 23270 赤嶺 友佐 ｱｶﾐﾈ ﾕｳｻ 茨城県 日東ハピラン 1:08:00
545 23028 高村 浩子 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｺ 茨城県 1:08:00
546 23365 羽入 貴子 ﾊﾆｭｳ ﾀｶｺ 新潟県 1:08:03
547 23907 中村 綾子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔｺ 茨城県 1:08:07
548 23521 前田 知佳子 ﾏｴﾀﾞ ﾁｶｺ 茨城県 前田ファーム 1:08:08
549 23570 佐藤 直美 ｻﾄｳ ﾅｵﾐ 茨城県 ＢＥＥＲＬＵＶ 1:08:08
550 23507 小田倉 里奈 ｵﾀﾞｸﾗ ﾘﾅ 東京都 明星大学 1:08:12
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551 23547 三次 惠美子 ﾐﾂｷﾞ ｴﾐｺ 茨城県 1:08:13
552 23148 中島 純子 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:08:13
553 23588 平山 千鶴子 ﾋﾗﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ 東京都 1:08:14
554 23237 三輪 恭子 ﾐﾜ ｷｮｳｺ 茨城県 1:08:17
555 23625 菊池 さやか ｷｸﾁ ｻﾔｶ 茨城県 1:08:17
556 23608 鈴木 千恵子 ｽｽﾞｷ ﾁｴｺ 茨城県 1:08:18
557 23743 薄井 香保里 ｳｽｲ ｶｵﾘ 東京都 1:08:19
558 23495 鹿志村 真由 ｶｼﾑﾗ ﾏﾕ 茨城県 1:08:20
559 23455 山田 陽子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 茨城県 1:08:21
560 23512 石山 利恵 ｲｼﾔﾏ ﾘｴ 茨城県 1:08:27
561 23658 幸 朋子 ﾐﾕｷ ﾄﾓｺ 茨城県 1:08:27
562 23104 村田 富士子 ﾑﾗﾀ ﾌｼﾞｺ 茨城県 リラひたち 1:08:28
563 23277 鈴木 由妃 ｽｽﾞｷ ﾕｷ 茨城県 1:08:30
564 23543 川上 綾子 ｶﾜｶﾐ ｱﾔｺ 茨城県 1:08:36
565 23050 小野田 麻理 ｵﾉﾀﾞ ﾏﾘ 茨城県 1:08:37
566 23471 高橋 友美 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾐ 茨城県 1:08:38
567 23610 秋元 廣子 ｱｷﾓﾄ ﾋﾛｺ 東京都 1:08:42
568 23244 佐藤 緑 ｻﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ 茨城県 1:08:44
569 23229 林 浩子 ﾊﾔｼ ﾋﾛｺ 茨城県 ベジタブル 1:08:45
570 23522 田辺 由佳 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｶ 茨城県 1:08:45
571 23501 和田 伊織 ﾜﾀﾞ ｲｵﾘ 茨城県 勝田環境 1:08:46
572 23235 中島 いづみ ﾅｶｼﾞﾏ ｲﾂﾞﾐ 茨城県 1:08:47
573 23058 井上 ゆり ｲﾉｳｴ ﾕﾘ 茨城県 1:08:48
574 23232 室越 広子 ﾑﾛｺｼ ﾋﾛｺ 茨城県 1:08:55
575 23306 原田 久美子 ﾊﾗﾀﾞ ｸﾐｺ 福島県 1:08:56
576 23711 羽石 優美 ﾊﾈｲｼ ﾕﾐ 茨城県 1:09:00
577 23257 清水 真紀 ｼﾐｽﾞ ﾏｷ 茨城県 ＠水戸支部 1:09:02
578 23430 品木 香代子 ｼﾅｷ ｶﾖｺ 茨城県 1:09:03
579 23389 倉品 和代 ｸﾗｼﾅ ｶｽﾞﾖ 茨城県 1:09:07
580 23481 根本 美喜子 ﾈﾓﾄ ﾐｷｺ 茨城県 ＳＯＵＳＯＵ 1:09:08
581 23382 佐藤 理恵 ｻﾄｳ ﾘｴ 茨城県 1:09:08
582 23819 佐久間 はるか ｻｸﾏ ﾊﾙｶ 茨城県 1:09:09
583 22981 永尾 智子 ﾅｶﾞｵ ﾄﾓｺ 茨城県 1:09:09
584 23101 桔梗谷 芳子 ｷｷｮｳﾀﾞﾆ ﾖｼｺ 茨城県 日立川尻町 1:09:11
585 23278 清水 香織 ｼﾐｽﾞ ｶｵﾘ 茨城県 1:09:14
586 23865 柴山 夏姫 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾅﾂｷ 茨城県 明治安田生命 1:09:14
587 23696 渡部 美佐紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻｷ 千葉県 1:09:18
588 23878 宮崎 捺未 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾂﾐ 茨城県 1:09:22
589 23863 小張 裕美 ｺﾊﾞﾘ ﾋﾛﾐ 茨城県 医療センター 1:09:22
590 23014 小泉 さおり ｺｲｽﾞﾐ ｻｵﾘ 茨城県 1:09:24
591 23138 水野 良子 ﾐｽﾞﾉ ﾘｮｳｺ 茨城県 千波湖朝ラン会 1:09:28
592 23197 鈴木 美子 ｽｽﾞｷ ﾖｼｺ 茨城県 1:09:28
593 23062 梅津 美津子 ｳﾒﾂ ﾐﾂｺ 埼玉県 1:09:29
594 23912 松原 晶子 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼｮｳｺ 茨城県 1:09:32
595 23498 富田 浩弓 ﾄﾐﾀ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:09:34
596 23310 滝口 舞 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏｲ 東京都 1:09:38
597 22908 福冨 恭子 ﾌｸﾄﾐ ｷｮｳｺ 茨城県 1:09:38
598 23376 遠藤 稚子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾘｺ 茨城県 1:09:39
599 23882 宮城 純子 ﾐﾔｷﾞ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:09:39
600 23323 大河原 京子 ｵｵｶﾜﾗ ｷｮｳｺ 福島県 1:09:47
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601 23579 佐藤 早苗 ｻﾄｳ ｻﾅｴ 茨城県 1:09:50
602 23804 瀧塚 有加里 ﾀｷﾂﾞｶ ﾕｶﾘ 茨城県 1:10:05
603 23337 黒澤 あけみ ｸﾛｻﾜ ｱｹﾐ 茨城県 （株）黒澤商店 1:10:07
604 22973 大森 マリ子 ｵｵﾓﾘ ﾏﾘｺ 茨城県 1:10:08
605 23937 遠西 信子 ﾄｵﾆｼ ﾉﾌﾞｺ 茨城県 1:10:13
606 23294 瀬戸口 真弓 ｾﾄｸﾞﾁ ﾏﾕﾐ 埼玉県 1:10:14
607 23889 須藤 洋子 ｽﾄﾞｳ ﾖｳｺ 東京都 1:10:15
608 23099 笹原 知子 ｻｻﾊﾗ ﾄﾓｺ 茨城県 チーム老人 1:10:21
609 23319 小林 なぎさ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞｻ 茨城県 1:10:21
610 23273 高畑 理恵 ﾀｶﾊﾀ ﾘｴ 茨城県 1:10:22
611 23740 坪和 慧 ﾂﾎﾞﾜ ｹｲ 茨城県 1:10:26
612 23414 北川 惠美子 ｷﾀｶﾞﾜ ｴﾐｺ 茨城県 1:10:30
613 23280 清水 俊子 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｺ 茨城県 1:10:31
614 23411 米田 弥生 ﾖﾈﾀ ﾔﾖｲ 茨城県 きくちゃんず 1:10:32
615 23284 川崎 典子 ｶﾜｻｷ ﾉﾘｺ 茨城県 1:10:34
616 23914 稲川 かおり ｲﾅｶﾞﾜ ｶｵﾘ 茨城県 1:10:34
617 23304 大島 美奈子 ｵｵｼﾏ ﾐﾅｺ 茨城県 1:10:34
618 23295 田中 幸枝 ﾀﾅｶ ﾕｷｴ 茨城県 1:10:35
619 23002 鈴木 麻衣子 ｽｽﾞｷ ﾏｲｺ 茨城県 1:10:41
620 23836 メンドーザ メガン ﾒﾝﾄﾞｰｻﾞ ﾒｶﾞﾝ 茨城県 1:10:41
621 23565 澁原 由佳 ｼﾌﾞﾊﾗ ﾕｶ 茨城県 とろとろず 1:10:41
622 23486 樋口 貴紀 ﾋｸﾞﾁ ｱﾂｷ 茨城県 1:10:48
623 23367 江良 育恵 ｴﾗ ｲｸｴ 茨城県 1:10:48
624 23457 石田 夕子 ｲｼﾀﾞ ﾕｳｺ 茨城県 1:10:49
625 23548 中村 敦子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾂｺ 茨城県 1:10:50
626 23704 黒沢 夏美 ｸﾛｻﾜ ﾅﾂﾐ 茨城県 1:10:52
627 23362 鈴木 弘恵 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｴ 茨城県 1:10:54
628 23467 西野 理恵 ﾆｼﾉ ﾘｴ 茨城県 1:10:54
629 23196 清家 直子 ｾｲｹ ﾅｵｺ 京都府 1:10:59
630 23584 小林 房枝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌｻｴ 茨城県 1:11:00
631 23386 大作 恵美子 ｵｵｻｸ ｴﾐｺ 茨城県 1:11:02
632 23178 河尾 美智子 ｶﾜｵ ﾐﾁｺ 茨城県 1:11:02
633 23338 守矢 玲子 ﾓﾘﾔ ﾚｲｺ 茨城県 ＪＸ金属（株） 1:11:14
634 23302 安 しのぶ ﾔｽ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 1:11:15
635 23435 川井 明美 ｶﾜｲ ｱｹﾐ 茨城県 1:11:15
636 23911 粟屋 理恵 ｱﾜﾔ ﾘｴ 埼玉県 1:11:17
637 23247 根本 彩 ﾈﾓﾄ ｱﾔ 埼玉県 1:11:18
638 23499 瀨田 里奈 ｾﾀ ﾘﾅ 茨城県 勝田環境 1:11:18
639 23254 佐藤 和泉 ｻﾄｳ ｲｽﾞﾐ 茨城県 1:11:19
640 23239 斉藤 智子 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｺ 茨城県 1:11:20
641 23555 加瀬 洋子 ｶｾ ﾖｳｺ 千葉県 1:11:27
642 23729 飯村 京子 ｲｲﾑﾗ ｷｮｳｺ 茨城県 1:11:31
643 23449 黒沢 由美子 ｸﾛｻﾜ ﾕﾐｺ 茨城県 1:11:31
644 23132 田中 佐智子 ﾀﾅｶ ｻﾁｺ 茨城県 1:11:35
645 23152 田中 佳子 ﾀﾅｶ ｹｲｺ 茨城県 1:11:37
646 23291 篠原 花子 ｼﾉﾊﾗ ﾊﾅｺ 茨城県 1:11:46
647 23563 萩庭 千穂 ﾊｷﾞﾆﾜ ﾁﾎ 茨城県 1:11:54
648 23677 小林 千紗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｻ 茨城県 1:11:54
649 23202 海野 愛幸 ｳﾐﾉ ｱｺ 茨城県 1:11:57
650 23046 関 美恵 ｾｷ ﾐｴ 福島県 チームＫＡＮ走 1:11:59
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651 23944 坂本 君江 ｻｶﾓﾄ ｷﾐｴ 茨城県 1:12:00
652 23927 山本 裕美 ﾔﾏﾓﾄ ﾕﾐ 茨城県 1:12:12
653 23468 磯﨑 美咲 ｲｿｻﾞｷ ﾐｻｷ 茨城県 1:12:23
654 23748 今橋 京子 ｲﾏﾊｼ ｷｮｳｺ 茨城県 1:12:25
655 23214 彩加 藤野 ｱﾔｶ ﾌｼﾞﾉ 茨城県 1:12:27
656 23920 奥宮 真巳 ｵｸﾐﾔ ﾏﾐ 千葉県 ガイアクルー 1:12:32
657 23385 石田 直美 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾐ 茨城県 1:12:33
658 23683 岡田 江律子 ｵｶﾀﾞ ｴﾘｺ 栃木県 1:12:34
659 23603 伊藤 淳子 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｺ 埼玉県 1:12:39
660 23604 伊藤 千枝 ｲﾄｳ ﾁｴ 埼玉県 1:12:39
661 23260 吉井 久美子 ﾖｼｲ ｸﾐｺ 茨城県 1:12:42
662 23850 山口 美佐子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｺ 神奈川県 1:12:44
663 23708 安川 みずき ﾔｽｶﾜ ﾐｽﾞｷ 茨城県 1:12:44
664 23618 橋本 桃果 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾓｶ 茨城県 1:12:44
665 23114 池田 幸絵 ｲｹﾀﾞ ｻﾁｴ 茨城県 1:12:48
666 23862 所 裕子 ﾄｺﾛ ﾕｳｺ 茨城県 1:12:48
667 23846 土田 純子 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:12:57
668 23709 荒井 九衣 ｱﾗｲ ﾋｻｴ 茨城県 1:13:01
669 23701 中村 麻子 ﾅｶﾑﾗ ｱｻｺ 埼玉県 ＳＣＲ 1:13:03
670 23773 山本 聡巳 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄﾐ 東京都 1:13:04
671 23300 寺西 小百合 ﾃﾗﾆｼ ｻﾕﾘ 茨城県 1:13:06
672 23255 横須賀 敏子 ﾖｺｽｶ ﾄｼｺ 茨城県 フォレストＲＣ 1:13:09
673 23267 阿部 裕子 ｱﾍﾞ ﾕｳｺ 茨城県 1:13:11
674 23355 本間 之子 ﾎﾝﾏ ﾕｷｺ 北海道 1:13:16
675 23351 長谷川 知恵 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁｴ 茨城県 1:13:19
676 23818 佐藤 希 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 福島県 1:13:21
677 23425 行広 美優 ﾕｷﾋﾛ ﾐﾕｳ 茨城県 常磐大学 1:13:22
678 23179 吉川 真理子 ﾖｼｶﾜ ﾏﾘｺ 茨城県 1:13:23
679 23274 飛田 由香里 ﾄﾋﾞﾀ ﾕｶﾘ 茨城県 きくちゃんず 1:13:25
680 23359 萩野谷 恵美 ﾊｷﾞﾉﾔ ｴﾐ 茨城県 1:13:28
681 22894 瀬畑 真理子 ｾﾊﾀ ﾏﾘｺ 茨城県 1:13:28
682 23799 高林 真澄 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾏｽﾐ 茨城県 1:13:28
683 23391 安東 洋美 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾐ 茨城県 安東タイヤ 1:13:29
684 23798 佐久間 幸枝 ｻｸﾏ ﾕｷｴ 茨城県 1:13:30
685 23390 安東 洋子 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｺ 茨城県 安東タイヤ 1:13:30
686 23630 山嵜 恵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 1:13:32
687 23190 堀内 安希子 ﾎﾘｳﾁ ｱｷｺ 茨城県 1:13:33
688 23857 奈良 幸代 ﾅﾗ ｻﾁﾖ 茨城県 1:13:34
689 23600 佐藤 友美 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 茨城県 1:13:34
690 23560 笠井 常子 ｶｻｲ ﾂﾈｺ 茨城県 1:13:35
691 23861 田村 晃子 ﾀﾑﾗ ｱｷｺ 茨城県 アイザック 1:13:35
692 22971 根本 絵里 ﾈﾓﾄ ｴﾘ 茨城県 チーム梅ちゃん 1:13:35
693 22952 石井 多希子 ｲｼｲ ﾀｷｺ 茨城県 チーム梅ちゃん 1:13:35
694 23409 吉田 美智 ﾖｼﾀﾞ ﾐｻﾄ 茨城県 ＪＸ金属（株） 1:13:36
695 23172 山田 啓江 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛｴ 茨城県 1:13:39
696 23835 小田川 美由紀 ｵﾀﾞｶﾜ ﾐﾕｷ 茨城県 1:13:48
697 23541 高橋 渓 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 東京都 1:13:49
698 23509 清野 久栄 ｾｲﾉ ﾋｻｴ 千葉県 1:13:54
699 23550 野辺 亜利砂 ﾉﾍﾞ ｱﾘｻ 東京都 1:14:02
700 23231 塙 良子 ﾊﾅﾜ ﾖｼｺ 茨城県 1:14:22
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701 23361 宮山 累美子 ﾐﾔﾔﾏ ﾙﾐｺ 茨城県 1:14:26
702 23469 中宮 利恵 ﾅｶﾐﾔ ﾘｴ 茨城県 1:14:39
703 23792 和田 可奈子 ﾜﾀﾞ ｶﾅｺ 茨城県 1:14:39
704 23670 矢口 恵理 ﾔｸﾞﾁ ｴﾘ 茨城県 1:14:39
705 23596 高木 和音 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾈ 茨城県 1:14:39
706 23720 光田 由里子 ﾐﾂﾀ ﾕﾘｺ 茨城県 1:14:46
707 23599 須永 真穂 ｽﾅｶﾞ ﾏﾎ 茨城県 1:14:47
708 23594 鈴木 美樹 ｽｽﾞｷ ﾐｷ 茨城県 1:14:47
709 23428 猿田 美穂 ｻﾙﾀ ﾐﾎ 茨城県 1:14:48
710 23095 佐藤 美穂 ｻﾄｳ ﾐﾎ 北海道 1:14:49
711 23055 市江 里香子 ｲﾁｴ ﾘｶｺ 茨城県 1:15:08
712 23318 山口 和子 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞｺ 茨城県 スパーク鮎川 1:15:13
713 23125 薄井 寛子 ｳｽｲ ﾋﾛｺ 茨城県 蛙走会 1:15:14
714 23854 根本 里咲 ﾈﾓﾄ ﾘｻ 茨城県 1:15:17
715 23666 佐藤 このみ ｻﾄｳ ｺﾉﾐ 茨城県 1:15:20
716 23871 富森 直子 ﾄﾐﾓﾘ ﾅｵｺ 茨城県 1:15:28
717 23271 古川 奈緒美 ﾌﾙｶﾜ ﾅｵﾐ 千葉県 セントラル大鷹 1:15:39
718 23553 鮎澤 絵美 ｱﾕｻﾞﾜ ｴﾐ 茨城県 セレブ婦人会 1:15:39
719 23855 根本 眞紀 ﾈﾓﾄ ﾏｷ 茨城県 1:15:44
720 23128 鈴木 恵美 ｽｽﾞｷ ｴﾐ 茨城県 1:15:51
721 23491 筥崎 理恵 ﾊｺｻﾞｷ ﾘｴ 茨城県 1:15:56
722 23904 鴨志田 伸子 ｶﾓｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 茨城県 1:16:08
723 23357 富田 邦子 ﾄﾐﾀ ｸﾆｺ 茨城県 1:16:10
724 23745 鈴木 照代 ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾖ 茨城県 1:16:12
725 23733 寺崎 倫代 ﾃﾗｻｷ ﾐﾁﾖ 茨城県 1:16:13
726 23339 鈴木 久子 ｽｽﾞｷ ﾋｻｺ 茨城県 1:16:22
727 23282 井上 聡子 ｲﾉｳｴ ｻﾄｺ 茨城県 1:16:23
728 23326 市毛 彩 ｲﾁｹﾞ ｱﾔ 茨城県 1:16:27
729 23806 平戸 文菜 ﾋﾗﾄ ｱﾔﾅ 茨城県 1:16:29
730 23931 中山 歩 ﾅｶﾔﾏ ｱﾕﾐ 栃木県 1:16:29
731 23477 瀬谷 玲奈 ｾﾔ ﾚﾅ 茨城県 セレクト 1:16:31
732 23490 谷 加代子 ﾀﾆ ｶﾖｺ 茨城県 1:16:34
733 23752 佐藤 夏実 ｻﾄｳ ﾅﾂﾐ 茨城県 茨キリ 1:16:44
734 23808 小田倉 美幸 ｵﾀﾞｸﾗ ﾐﾕｷ 茨城県 1:16:47
735 23807 山口 香織 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｵﾘ 茨城県 1:16:47
736 23545 春日 きくえ ｶｽｶﾞ ｷｸｴ 茨城県 1:16:48
737 23387 鈴木 むつみ ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾐ 茨城県 1:16:51
738 23526 斎藤 貞子 ｻｲﾄｳ ｻﾀﾞｺ 福島県 1:16:59
739 23627 飯島 由美 ｲｲｼﾞﾏ ﾕﾐ 茨城県 1:17:00
740 23366 藤川 美由紀 ﾌｼﾞｶﾜ ﾐﾕｷ 茨城県 1:17:05
741 23484 黒澤 沙織 ｸﾛｻﾜ ｻｵﾘ 茨城県 1:17:08
742 23755 近藤 愛美 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾐ 茨城県 1:17:09
743 23932 三浦 惠美 ﾐｳﾗ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 1:17:13
744 23017 和氣 清美 ﾜｷ ｷﾖﾐ 栃木県 ＤＫくらぶ 1:17:24
745 23731 久保 順子 ｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:17:26
746 23667 佐藤 鈴佳 ｻﾄｳ ﾚｲｶ 茨城県 1:17:30
747 23332 中島 麗 ﾅｶｼﾞﾏ ｳﾗﾗ 茨城県 1:17:30
748 23335 川松 榛捺 ｶﾜﾏﾂ ﾊﾙﾅ 茨城県 1:17:30
749 23482 金子 真由美 ｶﾈｺ ﾏﾕﾐ 茨城県 1:17:31
750 23913 益子 理枝 ﾏｽｺ ﾘｴ 茨城県 1:17:37
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751 23283 藤井 敦子 ﾌｼﾞｲ ｱﾂｺ 茨城県 1:17:37
752 23638 宮田 久美子 ﾐﾔﾀ ｸﾐｺ 茨城県 ＫＩＮＩＯＫＩ 1:17:39
753 23754 益子 理英子 ﾏｼｺ ﾘｴｺ 茨城県 1:17:39
754 23585 西野 理恵子 ﾆｼﾉ ﾘｴｺ 茨城県 1:17:40
755 23825 岡部 法子 ｵｶﾍﾞ ﾉﾘｺ 茨城県 1:17:41
756 23379 小林 文子 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｺ 茨城県 1:17:41
757 23589 竹内 温子 ﾀｹｳﾁ ｱﾂｺ 東京都 1:17:46
758 23928 間島 春菜 ﾏｼﾏ ﾊﾙﾅ 茨城県 1:17:48
759 23156 本田 郁子 ﾎﾝﾀﾞ ｲｸｺ 茨城県 1:17:50
760 23891 水野 花菜 ﾐｽﾞﾉ ｶﾅ 茨城県 筑波技術大学 1:17:58
761 23892 親松 愛 ｵﾔﾏﾂ ﾏﾅ 茨城県 筑波技術大学 1:17:58
762 23583 木名瀬 朋美 ｷﾅｾ ﾄﾓﾐ 茨城県 1:17:59
763 23648 高橋 みゆき ﾀｶﾊｼ ﾐﾕｷ 茨城県 Ｋｅｌｌｓ 1:18:01
764 23832 廣木 あゆみ ﾋﾛｷ ｱﾕﾐ 茨城県 1:18:22
765 23830 根本 亜紀子 ﾈﾓﾄ ｱｷｺ 茨城県 1:18:23
766 23580 梨本 京子 ﾅｼﾓﾄ ｷﾖｳｺ 茨城県 1:18:27
767 23898 乙部 葵 ｵﾄﾍﾞ ｱｵｲ 茨城県 1:18:31
768 23635 関根 栞 ｾｷﾈ ｼｵﾘ 茨城県 1:18:34
769 23674 後藤 亜紀 ｺﾞﾄｳ ｱｷ 茨城県 大子 1:18:36
770 23633 棚井 京子 ﾀﾅｲ ｷｮｳｺ 茨城県 ＮＨＫ 1:18:38
771 23331 日向寺 昭子 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ｱｷｺ 茨城県 1:18:40
772 23763 伊藤 由香里 ｲﾄｳ ﾕｶﾘ 千葉県 1:18:50
773 23525 浅井 こずえ ｱｻｲ ｺｽﾞｴ 埼玉県 1:18:51
774 23333 小倉 仁子 ｵｸﾞﾗ ｼﾞﾝｺ 茨城県 馴馬台小 1:18:55
775 23369 石田 信子 ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞｺ 茨城県 1:19:02
776 23587 松永 京子 ﾏﾂﾅｶﾞ ｷｮｳｺ 茨城県 1:19:02
777 23858 裴 敏伶 ﾊｲ ﾐﾝﾚｲ 茨城県 1:19:05
778 23903 連 燦紅 ﾚﾝ ｻﾝｺｳ 茨城県 1:19:05
779 23269 本村 三枝子 ﾓﾄﾑﾗ ﾐｴｺ 神奈川県 こんこ 1:19:08
780 23549 河野 ひとみ ｶﾜﾉ ﾋﾄﾐ 茨城県 千波湖歩く会 1:19:17
781 23775 高畠 莉彩 ﾀｶﾊﾀｹ ﾘｻ 茨城県 茨城キリ大学 1:19:24
782 23776 松田 佳美 ﾏﾂﾀﾞ ﾖｼﾐ 茨城県 1:19:25
783 23612 石川 裕子 ｲｼｶﾜ ﾕｳｺ 茨城県 1:19:26
784 23340 木内 紀子 ｷｳﾁ ﾉﾘｺ 茨城県 石川走友会 1:19:29
785 23770 加藤 和江 ｶﾄｳ ｶｽﾞｴ 茨城県 1:19:48
786 23905 王 涛 ﾜﾝ ﾀｵ 茨城県 1:19:56
787 23488 北野 英美 ｷﾀﾉ ﾋﾃﾞﾐ 茨城県 1:19:57
788 23572 中野 春美 ﾅｶﾉ ﾊﾙﾐ 茨城県 1:20:00
789 23887 岩佐 葵 ｲﾜｻ ｱｵｲ 茨城県 日東ハピラン 1:20:08
790 23894 大和田 美穂 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾎ 茨城県 1:20:08
791 23725 関口 順子 ｾｷｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:20:09
792 23205 菊池 久美子 ｷｸﾁ ｸﾐｺ 茨城県 1:20:20
793 23617 清高 芳江 ｷﾖﾀｶ ﾖｼｴ 茨城県 1:20:29
794 23395 竹花 佳菜子 ﾀｹﾊﾅ ｶﾅｺ 茨城県 リラひたち 1:20:33
795 23370 吉成 明美 ﾖｼﾅﾘ ｱｹﾐ 茨城県 水戸協同病院 1:20:34
796 23358 小室 早苗 ｺﾑﾛ ｻﾅｴ 東京都 1:21:03
797 23742 塚田 真由美 ﾂｶﾀﾞ ﾏﾕﾐ 東京都 Ｔ∪Ｊ 1:21:15
798 23432 大谷 順恵 ｵｵﾀﾆ ｼﾞｭﾝｴ 茨城県 1:21:22
799 23844 和田 亜矢子 ﾜﾀﾞ ｱﾔｺ 茨城県 1:21:34
800 23460 田村 晴美 ﾀﾑﾗ ﾊﾙﾐ 茨城県 1:21:42
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801 23345 小田島 惠 ｵﾀﾞｼﾏ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 1:21:55
802 23024 蛭田 恭子 ﾋﾙﾀ ﾔｽｺ 茨城県 1:22:16
803 23940 茂泉 寛子 ﾓｲｽﾞﾐ ﾋﾛｺ 茨城県 1:22:28
804 23381 依岡 妙枝 ﾖﾘｵｶ ﾖｼｴ 茨城県 1:22:32
805 23921 松本 恵 ﾏﾂﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 村松小学校 1:22:39
806 23845 飯村 亜紀 ｲｲﾑﾗ ｱｷ 茨城県 1:22:40
807 23655 細田 晴美 ﾎｿﾀﾞ ﾊﾙﾐ 茨城県 1:23:00
808 23287 西井 京子 ﾆｼｲ ｷｮｳｺ 茨城県 日立のカメさん 1:23:03
809 23364 丹治 美樹枝 ﾀﾝｼﾞ ﾐｷｴ 茨城県 1:23:03
810 23353 藤野 珠美 ﾌｼﾞﾉ ﾀﾏﾐ 茨城県 1:23:03
811 23735 安 嘉恩 ﾔｽ ｶｵﾝ 茨城県 水戸市役所 1:23:04
812 23485 島田 愛美 ｼﾏﾀﾞ ﾅﾙﾐ 茨城県 1:23:15
813 23329 根本 郁実 ﾈﾓﾄ ｲｸﾐ 茨城県 1:23:16
814 23688 吉田 梓 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾞｻ 茨城県 1:23:17
815 23375 久保木 桂 ｸﾎﾞｷ ｶﾂﾗ 茨城県 1:23:17
816 23413 大庭 美和 ｵｵﾊﾞ ﾐﾜ 茨城県 1:23:23
817 23559 澁澤 弥生 ｼﾌﾞｻﾜ ﾔﾖｲ 茨城県 1:23:35
818 23504 金澤 茉優 ｶﾅｻﾞﾜ ﾏﾕ 茨城県 1:23:44
819 23505 三田寺 有希 ﾐﾀﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 東京都 1:23:44
820 23328 堀内 登志子 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｺ 茨城県 1:23:47
821 23349 小森 光江 ｺﾓﾘ ﾐﾂｴ 茨城県 1:23:53
822 23673 立川 チハル ﾀﾁｶﾜ ﾁﾊﾙ 福島県 1:24:06
823 23251 飯島 恵子 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲｺ 茨城県 1:24:18
824 23833 石井 美智子 ｲｼｲ ﾐﾁｺ 埼玉県 1:24:20
825 23288 熊田 孔美子 ｸﾏﾀ ｸﾐｺ 茨城県 1:24:23
826 23502 清野 治子 ｷﾖﾉ ﾊﾙｺ 茨城県 1:24:42
827 23716 伊藤 有美子 ｲﾄｳ ﾕﾐｺ 神奈川県 1:24:48
828 23669 西村 利枝 ﾆｼﾑﾗ ﾄｼｴ 茨城県 1:24:50
829 23571 小橋 久美子 ｺﾊﾞｼ ｸﾐｺ 茨城県 1:24:50
830 23272 池田 佳代子 ｲｹﾀﾞ ｶﾖｺ 茨城県 1:25:25
831 23706 三田 美知代 ﾐﾀ ﾐﾁﾖ 茨城県 1:25:26
832 23705 河野 ひとみ ｺｳﾉ ﾋﾄﾐ 茨城県 ほのぼの 1:25:26
833 23771 田口 温子 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂｺ 茨城県 1:25:26
834 23707 小磯 恵美 ｺｲｿ ｴﾐ 茨城県 1:25:26
835 23500 間宮 茜 ﾏﾐﾔ ｱｶﾈ 茨城県 勝田環境 1:25:35
836 23873 瀧ケ崎 菜緒 ﾀｷｶﾞｻｷ ﾅｵ 茨城県 1:26:29
837 23874 桜岡 みづき ｻｸﾗｵｶ ﾐﾂﾞｷ 福島県 1:26:29
838 23747 海老澤 美佳 ｴﾋﾞｻﾜ ﾐｶ 茨城県 1:26:37
839 23943 坂本 成美 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾐ 茨城県 1:26:50
840 23581 下田 真理子 ｼﾓﾀﾞ ﾏﾘｺ 茨城県 1:26:56
841 23900 上野 里佳 ｳｴﾉ ﾘｶ 茨城県 石島整形外科 1:27:06
842 23356 浦辺 靖子 ｳﾗﾍﾞ ﾔｽｺ 茨城県 1:27:26
843 23739 倉本 幸子 ｸﾗﾓﾄ ｻﾁｺ 茨城県 1:27:30
844 23607 横山 莉紗 ﾖｺﾔﾏ ﾘｻ 茨城県 ハート 1:27:34
845 23632 石崎 恵子 ｲｼｻﾞｷ ｹｲｺ 茨城県 1:27:38
846 23859 谷田部 美里 ﾔﾀﾍﾞ ﾐｻﾄ 茨城県 1:27:40
847 23867 笹嶋 英子 ｻｻｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｺ 茨城県 1:27:41
848 23472 圷 恵子 ｱｸﾂ ｹｲｺ 茨城県 1:27:41
849 23492 湯本 祥世 ﾕﾓﾄ ｻﾁﾖ 茨城県 1:27:42
850 23728 横沢 未来 ﾖｺｻﾞﾜ ﾐｸ 茨城県 1:28:02
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851 23360 坂場 幸子 ｻｶﾊﾞ ｻﾁｺ 茨城県 ユーアイの家 1:28:06
852 23628 羽根田 純日 ﾊﾈﾀﾞ ｽﾐｶ 茨城県 1:28:23
853 23901 武石 仁美 ﾀｹｲｼ ﾋﾄﾐ 茨城県 1:28:37
854 23450 渡邊 理恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｴ 茨城県 1:29:17
855 23427 佐藤 美由紀 ｻﾄｳ ﾐﾕｷ 茨城県 1:29:18
856 23388 河本 慈 ｶﾜﾓﾄ ﾒｸﾞﾐ 茨城県 1:29:19
857 23626 羽根田 美和 ﾊﾈﾀﾞ ﾐﾜ 茨城県 1:29:23
858 23680 大畠 厚子 ｵｵﾊﾀ ｱﾂｺ 茨城県 1:29:46
859 23941 横須賀 生子 ﾖｺｽｶ ｲｸｺ 茨城県 石島整形外科 1:30:01
860 23847 井上 知美 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾐ 茨城県 ●城建工業● 1:30:02
861 23734 深作 真子 ﾌｶｻｸ ﾅｵｺ 茨城県 （有）城建工業 1:30:02
862 23582 坂本 千波 ｻｶﾓﾄ ﾁﾅﾐ 茨城県 1:30:42
863 23860 板垣 真由美 ｲﾀｶﾞｷ ｱﾕﾐ 茨城県 1:31:12
864 23341 小島 優花 ｺｼﾞﾏ ﾕｶ 茨城県 筑波大学 1:31:13
865 23431 小島 裕子 ｺｼﾞﾏ ﾕｳｺ 茨城県 1:31:13
866 23479 河野 陽子 ｶﾜﾉ ﾖｳｺ 茨城県 1:33:09
867 23640 小野瀬 あい ｵﾉｾ ｱｲ 茨城県 1:34:36
868 23868 根本 里美 ﾈﾓﾄ ｻﾄﾐ 茨城県 1:34:54
869 23872 中山 紗希 ﾅｶﾔﾏ ｻｷ 茨城県 1:36:28
870 23880 山本 愛玲奈 ﾔﾏﾓﾄ ｴﾚﾅ 茨城県 1:36:28
871 23813 菊池 愛美 ｷｸﾁ ｱｲﾐ 茨城県 1:36:28
872 23817 磯前 里奈 ｲｿﾏｴ ﾘﾅ 茨城県 1:36:29
873 23464 山岸 妙美 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｴﾐ 茨城県 1:36:33
874 23750 末田 理絵 ｽｴﾀﾞ ﾘｴ 千葉県 1:36:43
875 23938 小澤 亮子 ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳｺ 茨城県 1:40:10
876 23117 佐々木 公枝 ｻｻｷ ｷﾐｴ 茨城県 ユーアイ村 1:40:39
877 23118 佐々木 久美子 ｻｻｷ ｸﾐｺ 茨城県 ユーアイ村 1:40:40
878 23902 川邊 智子 ｶﾜﾍﾞ ﾄﾓｺ 茨城県 らんらんらん 1:40:53
879 23374 丹野 真里 ﾀﾝﾉ ﾏﾘ 茨城県 1:40:54
880 23915 安達 和子 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞｺ 茨城県 1:40:54
881 23241 河島 万有美 ｶﾜｼﾏ ﾏﾕﾐ 茨城県 1:42:00
882 23646 立原 美佐子 ﾀﾁﾊﾗ ﾐｻｺ 茨城県 1:43:22
883 23647 椎名 純子 ｼｲﾅ ｼﾞｭﾝｺ 茨城県 1:43:31
884 23828 平野 浩美 ﾋﾗﾉ ﾋﾛﾐ 茨城県 1:51:42
885 23394 荻沼 由紀恵 ｵｷﾞﾇﾏ ﾕｷｴ 茨城県 1:51:42
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