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1 20040 高林 拓哉 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 福島県 0:32:44
2 20267 一條 博海 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ 七ヶ浜中学校 宮城県 0:33:24
3 20133 本田 渉 ﾎﾝﾀﾞ ﾜﾀﾙ マルトグループ 福島県 0:34:27
4 20001 本田 翔太郎 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 陸上自衛隊郡山 福島県 0:35:07
5 20058 沼田 淳一 ﾇﾏﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 世喜体協 茨城県 0:35:26
6 20258 高野 和明 ﾀｶﾉ ｶｽﾞｱｷ 山形県 0:35:43
7 20172 鈴木 悟 ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ さめがわらん 福島県 0:36:40
8 20090 髙野 周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 由利本荘市役所 秋田県 0:37:18
9 20017 阿部 隆史 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ いわて徳田っこ 岩手県 0:37:34

10 20157 鈴木 隆史 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ クリナップ 福島県 0:37:48
11 20227 物井 隆 ﾓﾉｲ ﾀｶｼ ダイチ 宮城県 0:38:12
12 20080 坂本 貴洋 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 水曜ランでしょ 福島県 0:38:38
13 20233 金子 一茂 ｶﾈｺ ｶｽﾞｼｹﾞ （株）ＡＴＯＸ 新潟県 0:38:45
14 20105 瀬谷 充則 ｾﾔ ﾐﾂﾉﾘ 小名浜製錬 福島県 0:38:51
15 20087 大森 陽樹 ｵｵﾓﾘ ﾊﾙｷ 茨城ジョガーズ 茨城県 0:39:55
16 20247 吉田 俊也 ﾖｼﾀﾞ ｼｭﾝﾔ ギャランドゥー 福島県 0:40:10
17 20109 上遠野 睦己 ｶﾄｵﾉ ﾑﾂｷ キビタンＲＣ 福島県 0:40:26
18 20051 高木 優太朗 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 吉成物産 （株） 福島県 0:41:02
19 20029 荒 慎太郎 ｱﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 福島県 0:41:42
20 20200 田村 智志 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ ギャランドゥー 福島県 0:41:50
21 20084 五十嵐 芳章 ｲｶﾗｼ ﾖｼｱｷ 福島県 0:42:25
22 20188 加藤 直人 ｶﾄｳ ﾅｵﾄ チームフルカワ 福島県 0:42:37
23 20182 菊地 駿佑 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 福島県 0:42:51
24 20246 佐藤 頌 ｻﾄｳ ｼｮｳ ＭＵＴＩＴＡ 福島県 0:42:55
25 20015 伊藤 公弘 ｲﾄｳ ｷﾐﾋﾛ 常光サービス（株） 福島県 0:43:09
26 20132 齊藤 秀宣 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 株式会社興洋 福島県 0:43:18
27 20305 松崎 拓歩 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｸﾎ 福島県 0:43:38
28 20155 秋元 正人 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾄ チーム秋元家 福島県 0:43:54
29 20152 菊池 旭 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 福島県 0:44:43
30 20071 菊地 尚之 ｷｸﾁ ﾅｵﾕｷ 大学生 福島県 0:44:46
31 20072 村上 直生 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｷ ほのぼの 福島県 0:44:54
32 20214 佐藤 勇輔 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ウインＲＣ 福島県 0:44:56
33 20170 渡邉 正太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 福島県 0:45:14
34 20363 大塩 健一 ｵｵｼｵ ｹﾝｲﾁ 福島県 0:45:39
35 20342 宇次 聡 ｳﾂｷﾞ ｻﾄｼ 福島県 0:46:04
36 20303 後藤 仁志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 国見町駅伝部 福島県 0:46:10
37 20352 栗原 拓 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸ 大成建設 福島県 0:46:11
38 20068 直川 貴博 ﾉｳｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 中テレ 福島県 0:46:14
39 20262 森谷 悠司 ﾓﾘﾔ ﾕｳｼﾞ 福島県 0:46:15
40 20135 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 古河電子 福島県 0:46:17
41 20014 山本 和幸 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ チーム・ＥＣＯ 福島県 0:46:42
42 20330 藁谷 誠 ﾜﾗｶﾞｲ ﾏｺﾄ 福島県 0:46:53
43 20321 佐藤 勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 茨城県 0:46:55
44 20307 浅子 洋太 ｱｻｺ ﾖｳﾀ 鹿島建設（株） 福島県 0:47:04
45 20011 佐川 茂樹 ｻｶﾞﾜ ｼｹﾞｷ 福島県 0:47:06
46 20351 浅野 友輔 ｱｻﾉ ﾕｳｽｹ 福島県 0:47:12
47 20323 河野 拓実 ｺｳﾉ ﾀｸﾐ 東京都 0:47:13
48 20042 大和田 宇伸 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 福島県 0:47:18
49 20116 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ はるくんず 山形県 0:47:42
50 20171 根本 卓 ﾈﾓﾄ ﾀｸ （有）宮建工業 福島県 0:48:09
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51 20333 鈴木 裕一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ 福島県 0:48:18
52 20125 山下 徹 ﾔﾏｼﾀ ﾄｵﾙ 神奈川県 0:48:20
53 20335 佐藤 雅美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ Ｔ－２９ 福島県 0:48:41
54 20158 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ ちょうしんかん 福島県 0:48:44
55 20150 片岡 優輔 ｶﾀｵｶ ﾕｳｽｹ 湘南医療大学 福島県 0:48:52
56 20360 三浦 敏輝 ﾐｳﾗ ﾄｼｷ 共和工業「株」 茨城県 0:49:02
57 20149 平沼 明紘 ﾋﾗﾇﾏ ｱｷﾋﾛ 茨城県 0:49:03
58 20179 大平 晋 ｵｵﾀﾞｲ ｽｽﾑ 千葉県 0:49:06
59 20139 加藤 崇稔 ｶﾄｳ ﾀｶﾄｼ 埼玉県 0:49:14
60 20013 安藤 慧 ｱﾝﾄﾞｳ ｹｲ あんあん２号 福島県 0:49:28
61 20361 中野 貴大 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ 国見町駅伝部 福島県 0:49:39
62 20028 菅野 賢哉 ｽｶﾞﾉ ｹﾝﾔ 酪王カフェオレ 福島県 0:49:43
63 20075 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 福島県 0:49:47
64 20183 遠藤 広樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 教員 福島県 0:49:48
65 20336 雪下 芳嵩 ﾕｷｼﾀ ﾖｼﾀｶ Ｔ－２９ 福島県 0:50:03
66 20315 角内 望 ｶｸｳﾁ ﾉｿﾞﾑ レウレウ 東京都 0:50:05
67 20191 酒井 良治 ｻｶｲ ﾖｼﾋﾛ あさかＨＰ 福島県 0:50:05
68 20206 王 昌盛 ｵｳ ｼｮｳｾｲ キョウデン 福島県 0:50:07
69 20044 加藤 敏行 ｶﾄｳ ﾄｼﾕｷ 阿部会 福島県 0:50:09
70 20061 伊藤 健瑠 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ Ｒｏｗｄｙ 福島県 0:50:10
71 20243 佐々木 健 ｻｻｷ ｹﾝ フクデン 福島県 0:50:24
72 20324 車谷 麻緒 ｸﾙﾏﾀﾆ ﾏｵ 茨城大学 福島県 0:50:34
73 20266 谷津 博斗 ﾔﾂ ﾋﾛﾄ 福島県 0:50:39
74 20365 福良 敏幸 ﾌｸﾗ ﾄｼﾕｷ 徳島県 0:50:42
75 20237 坂本 英典 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾉﾘ 福島県 0:50:44
76 20126 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 福島県 0:50:49
77 20041 今野 寿 ｺﾝﾉ ﾋｻｼ いわき卓栄会 福島県 0:50:53
78 20025 小野 健太 ｵﾉ ｹﾝﾀ 草野中学校 福島県 0:50:56
79 20212 荒川 和也 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ アルパイン 福島県 0:50:59
80 20264 箱崎 健吾 ﾊｺｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 福島県 0:51:08
81 20167 佐藤 明 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 東京都 0:51:10
82 20203 保坂 俊輔 ﾎｻｶ ｼｭﾝｽｹ アップル薬局 山形県 0:51:26
83 20325 加嶋 重久 ｶｼﾞﾏ ｼｹﾞﾋｻ 福島県 0:51:28
84 20166 白土 陽一 ｼﾗﾄﾞ ﾖｳｲﾁ 茨城県 0:51:31
85 20289 富岡 良輔 ﾄﾐｵｶ ﾘｮｳｽｹ 福島県 0:51:33
86 20165 春山 諭 ﾊﾙﾔﾏ ｻﾄﾙ アップル薬局 千葉県 0:51:38
87 20245 青木 太志 ｱｵｷ ﾀｲｼ 福島県 0:51:48
88 20047 上野 哲朗 ｳｴﾉ ﾃﾂﾛｳ 福島県 0:51:55
89 20198 川村 峻 ｶﾜﾑﾗ ｼｭﾝ 大成建設 宮城県 0:51:55
90 20026 下山田 聡 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ｻﾄｼ チーム・ＥＣＯ 福島県 0:51:56
91 20063 岩本 唯人 ｲﾜﾓﾄ ﾕｲﾄ 福島県 0:51:57
92 20097 大森 秀一 ｵｵﾓﾘ ｼｭｳｲﾁ 西松建設（株） 福島県 0:52:07
93 20123 植田 正之 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 福島県 0:52:15
94 20259 佐川 卓矢 ｻｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 福島県 0:52:46
95 20280 高橋 雄作 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｻｸ ＨＭＡＭいわき 福島県 0:52:49
96 20120 濱田 靖世 ﾊﾏﾀﾞ ﾔｽﾄｼ 福島県 0:52:52
97 20070 高野 大地 ﾀｶﾉ ﾀﾞｲﾁ 福島県 0:52:55
98 20221 山下 哲 ﾔﾏｼﾀ ｻﾄｼ 東京都 0:52:58
99 20035 吉田 達哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ いわき明星大学 福島県 0:52:59

100 20018 遠藤 美忠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ 福島県 0:52:59
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101 20339 岡田 健吾 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｺﾞ 福島県 0:53:03
102 20291 本田 貴大 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島県 0:53:16
103 20130 佐藤 一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 福島県 0:53:18
104 20190 佐々木 貴輝 ｻｻｷ ﾀｶｱｷ 福島県 0:53:23
105 20329 柏崎 佑哉 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾕｳﾔ 福島県 0:53:23
106 20076 渡部 良太 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 福島県 0:53:25
107 20121 渡部 誠也 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻﾔ 福島県 0:53:33
108 20074 廣岡 昂 ﾋﾛｵｶ ｺｳ 福島県 0:53:34
109 20284 二郷 智 ﾆｺﾞｳ ｻﾄﾙ 宮城県 0:53:53
110 20220 蛭田 幸之助 ﾋﾙﾀ ｺｳﾉｽｹ 福島大学 福島県 0:54:02
111 20343 岩渕 貴之 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶﾕｷ 二ツ箭Ｒ．Ｃ 福島県 0:54:03
112 20256 伊東 剛志 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 福島県 0:54:05
113 20322 平井 良輝 ﾋﾗｲ ﾖｼｷ 福島県 0:54:09
114 20244 高橋 宣都 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾄ 大成建設 福島県 0:54:11
115 20251 井戸川 直哉 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ﾅｵﾔ トミー 福島県 0:54:18
116 20294 飛鳥馬 宏 ｱｽﾏ ﾋﾛｼ アップル薬局 千葉県 0:54:24
117 20248 志賀 勇紀 ｼｶﾞ ﾕｳｷ 岡田電気産業 福島県 0:54:24
118 20314 鵜沼 浩司 ｳﾇﾏ ｺｳｼﾞ 福島県 0:54:34
119 20128 山根 拓也 ﾔﾏﾈ ﾀｸﾔ 福島県 0:54:41
120 20219 荒井 奨吾 ｱﾗｲ ｼｮｳｺﾞ 千葉県 0:54:47
121 20131 井上 浩太 ｲﾉｳｴ ｺｳﾀ 福島県教員 福島県 0:55:04
122 20358 小野 顕広 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 福島県 0:55:10
123 20021 菅波 秀幸 ｽｶﾞﾅﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ 福島県 0:55:22
124 20103 八島 裕樹 ﾔｼﾏ ﾋﾛｷ 西松建設（株） 福島県 0:55:24
125 20095 滝川 陽平 ﾀｷｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 西松建設（株） 福島県 0:55:41
126 20255 鯉沼 卓也 ｺｲﾇﾏ ﾀｸﾔ 茨城県 0:55:42
127 20274 鈴木 裕司 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 福島県 0:55:55
128 20043 近藤 駿 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝ 福島県 0:55:55
129 20180 高木 貴大 ﾀｶｷﾞ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 0:55:56
130 20204 佐藤 洋平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 共和工業（株） 福島県 0:55:57
131 20277 沼澤 祐哉 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾕｳｷ 大成建設 福島県 0:56:03
132 20195 菊地 政人 ｷｸﾁ ﾏｻﾄ 福島県 0:56:07
133 20002 Ｍａｔｔｈｅｗ Ｍａｇｕｉｒｅ ﾏｼｭｰ ﾏｸﾞﾜｲｱ Ｔｏｗｎｓｖｉｌｌｅ Ｒｏａｄ Ｒｕｎｎ 海外 0:56:10
134 20225 今吉 洲人 ｲﾏﾖｼ ｸﾆﾄ 大成建設（株） 福島県 0:56:11
135 20138 荒川 弘 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｼ 福島県 0:56:12
136 20145 相川 弘樹 ｱｲｶﾜ ﾋﾛｷ 茨城県 0:56:18
137 20338 渡邊 雄太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 緑屋酸素 福島県 0:56:21
138 20367 今野 佳祐 ｺﾝﾉ ｹｲｽｹ 静岡県 0:56:36
139 20083 佐藤 健 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 福島県 0:56:36
140 20137 橋本 恵太 ﾊｼﾓﾄ ｹｲﾀ ＫＤＡ 福島県 0:56:38
141 20032 富岡 勇人 ﾄﾐｵｶ ﾊﾔﾄ チーム ベル 福島県 0:56:43
142 20064 菊地 大暉 ｷｸﾁ カナモトＲＣ 福島県 0:56:43
143 20216 北村 知寛 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 大成建設（株） 福島県 0:56:55
144 20349 根本 貴法 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ クリナップ 福島県 0:57:03
145 20048 大井川 智和 ｵｵｲｶﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 福島県 0:57:04
146 20049 高田 亮 ﾀｶﾀﾞ ﾘｮｳ 福島県 0:57:05
147 20036 鈴木 貴大 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 山本会 福島県 0:57:07
148 20106 庄司 伊良 ｼｮｳｼﾞ ｲﾂｷ 小名浜製錬 福島県 0:57:07
149 20208 石橋 卓郎 ｲｼﾊﾞｼ ﾀｸﾛｳ 福島県 0:57:10
150 20104 村上 勇 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳ 福島県 0:57:10
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151 20124 大平 浩太郎 ｵｵﾋﾗ ｺｳﾀﾛｳ 福島県 0:57:27
152 20031 尾亦 由希夫 ｵﾏﾀ ﾕｷｵ 福島県 0:57:34
153 20254 佐川 匠 ｻｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 走るんだＷｏ～ 福島県 0:57:45
154 20053 関内 光市 ｾｷｳﾁ ｺｳｲﾁ いわき市 福島県 0:57:48
155 20210 相楽 正浩 ｻｶﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 福島県 0:57:52
156 20197 植松 貞重 ｳｴﾏﾂ ｻﾀﾞｼｹﾞ 福島県 0:57:53
157 20045 山口 直樹 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵｷ 美波会 福島県 0:58:03
158 20217 藤村 智也 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓﾅﾘ ＢＷＲＣ 東京都 0:58:05
159 20161 酒井 浩康 ｻｶｲ ﾋﾛﾔｽ 福島県 0:58:21
160 20344 菅野 祐太 ｶﾝﾉ ﾕｳﾀ 福島県 0:58:22
161 20086 渋井 豊 ｼﾌﾞｲ ﾕﾀｶ 福島県 0:58:24
162 20283 鈴木 雄一郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島県 0:58:25
163 20060 菅野 弘之 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 福島県 0:58:29
164 20160 佐藤 雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 浅草病院 埼玉県 0:58:35
165 20033 高崎 樹 ﾀｶｻｷ ﾀﾂｷ 福島県 0:58:36
166 20319 佐藤 雄太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 宮城県 0:58:36
167 20311 山田 貴之 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 鹿島建設（株） 福島県 0:58:38
168 20309 山田 宏宗 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾄｷ 鹿島建設（株） 福島県 0:58:43
169 20077 菅野 雄貴 ｶﾝﾉ ﾕｳｷ 福島県 0:58:53
170 20222 上遠野 修 ｶﾄｵﾉ ｵｻﾑ 福島県 0:58:54
171 20081 石井 祐介 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 福島県 0:58:56
172 20327 皆川 剛幸 ﾐﾅｶﾜ ﾀｶﾕｷ カナモト 福島県 0:58:56
173 20202 岡﨑 正樹 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻｷ 福島県 0:58:57
174 20142 渡邊 義貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ ３ＢＳ 福島県 0:59:02
175 20320 大平 尚 ｵｵﾋﾗ ﾀｶｼ ５時に起こして 茨城県 0:59:03
176 20022 坂下 雄太 ｻｶｼﾀ ﾕｳﾀ チーム・ＥＣＯ 福島県 0:59:12
177 20293 山崎 裕一 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 福進工業 福島県 0:59:13
178 20328 杉山 明 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 福島県 0:59:18
179 20297 雲藤 大輔 ｳﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ ウンドウ美創 福島県 0:59:30
180 20073 草野 博文 ｸｻﾉ ﾋﾛﾌﾐ ＫＳＮ５８ 福島県 0:59:34
181 20100 松本 祐輔 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｽｹ 福島県 0:59:35
182 20340 真鍋 淳 ﾏﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝ あさかＨＰ 福島県 0:59:39
183 20238 関内 一史 ｾｷｳﾁ ﾋﾄｼ 福島県 0:59:46
184 20148 齋藤 嘉孝 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 福島県 0:59:52
185 20205 松原 佐ム ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾑ 小名浜生協病院 福島県 0:59:57
186 20269 橋本 貴夫 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ いわき市 福島県 1:00:05
187 20181 高井 啓一 ﾀｶｲ ｹｲｲﾁ アップル薬局 山形県 1:00:09
188 20209 井田川 一男 ｲﾀﾞｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 福島県 1:00:13
189 20102 大島 勇人 ｵｵｼﾏ ﾊﾔﾄ バイタルネット 福島県 1:00:14
190 20317 坪井 豪 ﾂﾎﾞｲ ｺﾞｳ 福島県 1:00:15
191 20253 中川 智貴 ﾅｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 宮城県 1:00:39
192 20313 杉野 瞭 ｽｷﾞﾉ ﾘｮｳ 福島県 1:00:50
193 20069 澤田 貴昭 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶｱｷ ソウジン 茨城県 1:00:55
194 20304 品川 哲生 ｼﾅｶﾞﾜ ﾃﾂｵ ジョギング会 福島県 1:00:56
195 20089 清水 知明 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｱｷ 日化運輸 福島県 1:01:03
196 20290 芳賀 雄也 ﾊｶﾞ ﾕｳﾔ 幸寿苑 福島県 1:01:08
197 20310 松本 龍馬 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 鹿島建設（株） 茨城県 1:01:11
198 20056 橋本 哲朗 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾛｳ 福島県 1:01:21
199 20213 山本 圭介 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｽｹ アップル薬局 千葉県 1:01:25
200 20275 阿部 照顕 ｱﾍﾞ ﾃﾙｱｷ 福島県 1:01:27
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201 20151 鈴木 敬 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 福島県 1:01:27
202 20162 渡邉 信弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福島県 1:01:28
203 20173 飛田 透 ﾄﾋﾞﾀ ﾄｵﾙ 古河電子 福島県 1:01:30
204 20054 鈴木 智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 1:01:31
205 20252 児山 貴宣 ｺﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ 福島県 1:01:44
206 20299 髙木 貴明 ﾀｶｷﾞ ﾀｶｱｷ 福島県 1:01:47
207 20218 高野 雅也 ﾀｶﾉ ﾏｻﾔ ＢＷＲＣ 東京都 1:01:50
208 20059 原 拓也 ﾊﾗ ﾀｸﾔ 福島県 1:02:06
209 20093 渡部 正道 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ 福島県 1:02:28
210 20287 金成 是典 ｶﾅﾘ ﾖｼﾉﾘ 福島県 1:02:28
211 20193 今泉 匠 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｸﾐ あさかＨＰ 福島県 1:02:49
212 20147 折笠 正宜 ｵﾘｶｻ ﾏｻﾉﾘ 福島県 1:02:52
213 20169 鈴木 淳史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 福島県 1:03:05
214 20359 芳賀 諭 ﾊｶﾞ ｻﾄﾙ 医和生会 福島県 1:03:13
215 20030 関 拓哉 ｾｷ ﾀｸﾔ 湯長谷ベース 福島県 1:03:23
216 20192 土屋 繁太郎 ﾂﾁﾔ ｼｹﾞﾀﾛｳ あさかＨＰ 福島県 1:03:23
217 20107 蛭田 洸兵 ﾋﾙﾀ ｺｳﾍｲ 小名浜製錬 福島県 1:03:23
218 20295 菊地 雄介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 福島県 1:03:32
219 20318 齋藤 正悟 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 日進興起 福島県 1:03:34
220 20143 藤田 大輝 ﾌｼﾞﾀ ﾀﾞｲｷ ３ＢＳ 福島県 1:03:44
221 20140 武田 直樹 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 福島県 1:03:45
222 20232 根本 和博 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 1:04:08
223 20085 渡邉 敏博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ 福島県 1:04:13
224 20347 田中 慎也 ﾀﾅｶ ｼﾝﾔ アイランド薬局 福島県 1:04:13
225 20164 波立 拓夢 ﾊﾘｭｳ ﾀｸﾑ 福島県 1:04:23
226 20176 佐藤 吉信 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 古河電池 福島県 1:04:25
227 20153 松本 和紀 ﾏﾂﾓﾄ ｶｽﾞｷ 広島県 広島県 1:04:29
228 20236 渡邉 武大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ ＫＤＡ 福島県 1:04:35
229 20039 遠藤 彰平 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 福島県 1:04:46
230 20362 齊藤 拓也 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 福島県 1:04:49
231 20300 金井 優耶 ｶﾅｲ ﾕｳﾔ 古河電池（株） 栃木県 1:05:08
232 20037 ググン イルファン ファウジー ｸﾞｸﾞﾝ ｲﾙﾌｧﾝ ﾌｧｳｼﾞｰ 古河電池 福島県 1:05:08
233 20146 芳賀 匠 ﾊｶﾞ ﾀｸﾐ たくみの走り 福島県 1:05:15
234 20094 佐々木 崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 西松建設（株） 福島県 1:05:33
235 20154 小宅 洋平 ｵﾔｹ ﾖｳﾍｲ 福島県 1:05:35
236 20364 阿部 大地 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 福島県 1:05:56
237 20178 木原 慶大 ｷﾊﾗ ｹｲﾀ 福島県 1:05:59
238 20159 三浦 健佑 ﾐｳﾗ ｹﾝｽｹ 福島県 1:06:00
239 20163 酒井 圭太 ｻｶｲ ｹｲﾀ 福島県 1:06:20
240 20119 小泉 重人 ｺｲｽﾞﾐ ｼｹﾞﾄ 福島県 1:06:39
241 20312 田村 明広 ﾀﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 鹿島建設（株） 福島県 1:07:04
242 20136 佐藤 仁 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 福島県 1:07:06
243 20050 吉成 潤也 ﾖｼﾅﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 福島県 1:07:08
244 20226 鳴澤 岳 ﾅﾙｻﾜ ｶﾞｸ 大成建設 福島県 1:07:22
245 20038 ベニー アプリアントロ ﾍﾞﾆｰ ｱﾌﾟﾘｱﾝﾄﾛ 古河電池 福島県 1:07:23
246 20242 遠藤 祐介 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 福島県 1:07:35
247 20261 水野 直道 ﾐｽﾞﾉ ﾅｵﾐﾁ 福島県 1:07:47
248 20144 川田 大輔 ｶﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 1:07:49
249 20308 澤田 翔吾 ｻﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 鹿島建設（株） 福島県 1:07:51
250 20101 渡部 良太 ﾜﾀﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 日立パワー 福島県 1:07:54
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251 20189 鈴木 克明 ｽｽﾞｷ ｶﾂｱｷ いわき中央 福島県 1:08:57
252 20201 安藤 正樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 福島県 1:09:10
253 20230 松本 拓 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 走狐会 福島県 1:09:45
254 20129 箱崎 光由 ﾊｺｻﾞｷ ﾐﾂﾖｼ 福島県 1:09:52
255 20194 滑川 靖英 ﾅﾒｶﾜ ﾔｽﾋﾃﾞ 福島県 1:09:52
256 20065 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 福島県 1:10:00
257 20337 小野 勝智 ｵﾉ ｶﾂﾄﾓ ローレルバレイ 福島県 1:10:07
258 20282 松枝 稜治 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 日本大学 福島県 1:10:23
259 20326 猪狩 駿 ｲｶﾞﾘ ｼｭﾝ 成蹊大学 東京都 1:10:24
260 20265 松本 翔平 ﾏﾂﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 玉川大学 東京都 1:10:24
261 20296 鈴木 雄大 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 日本大学 福島県 1:10:24
262 20268 蛭田 元規 ﾋﾙﾀ ﾓﾄｷ 福島県 1:10:27
263 20052 秋山 勝 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾙ チームアキヤマ 福島県 1:10:33
264 20113 鈴木 淳起 ｽｽﾞｷ ｱﾂｷ 福島県 1:10:42
265 20082 櫛田 惠敏 ｸｼﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ 福島県 1:10:56
266 20111 片寄 雅一 ｶﾀﾖｾ ﾏｻｶｽﾞ 福島県 1:11:06
267 20024 中村 洸太 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 福島県 1:11:07
268 20034 松原 航 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ 福島県 1:11:07
269 20298 安田 暢一郎 ﾔｽﾀﾞ ﾖｳｲﾁﾛｳ アップル薬局 千葉県 1:11:38
270 20141 森田 大 ﾓﾘﾀ ﾀﾞｲ 埼玉もぐら 埼玉県 1:12:49
271 20168 米内山 恵一 ﾖﾅｲﾔﾏ ｹｲｲﾁ 株式会社総誠 福島県 1:13:07
272 20215 長 龍之介 ｵｻ ﾘｭｳﾉｽｹ 大成建設 東京都 1:13:12
273 20369 槇岡 大祐 ﾏｷｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 小名浜港湾 福島県 1:13:18
274 20279 山本 恭史 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｼ 千葉県 1:13:22
275 20184 小宮山 岳人 ｺﾐﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ アルプス物流 神奈川県 1:13:52
276 20241 阿部 克樹 ｱﾍﾞ ｶﾂｷ 常磐工業 福島県 1:14:26
277 20066 庄司 創 ｼｮｳｼﾞ ｿｳ 丸紅グループ 東京都 1:14:30
278 20019 岩崎 廣和 ｲﾜｻｷ ﾋﾛｶｽﾞ 福島県 1:14:38
279 20331 秋元 孝志 ｱｷﾓﾄ ﾀｶｼ 福島県 1:14:52
280 20249 鯨岡 大裕 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 1:15:15
281 20370 平子 将希 ﾋﾗｺ ﾏｻｷ 福島県 1:15:45
282 20257 渡部 雄大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀﾞｲ いわき市 福島県 1:15:46
283 20177 佐藤 秀 ｻﾄｳ ｼｭｳ 小野薬品激走会 福島県 1:15:55
284 20235 宗形 英治 ﾑﾅｶﾀ ｴｲｼﾞ みちや内科 福島県 1:15:57
285 20023 草野 謙太 ｸｻﾉ ｹﾝﾀ チーム・ＥＣＯ 福島県 1:16:05
286 20250 菅野 琢真 ｽｶﾞﾉ ﾀｸﾏ にこやか整骨院 福島県 1:16:36
287 20346 鈴木 真昭 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ アイランド薬局 福島県 1:18:10
288 20223 根本 慎太郎 ﾈﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ いわき市 福島県 1:18:16
289 20271 吉村 拓也 ﾖｼﾑﾗ ﾀｸﾔ 日化トレ 福島県 1:18:34
290 20067 山根 知起 ﾔﾏﾈ 福島県 1:19:23
291 20228 森 広宣 ﾓﾘ ﾋﾛﾉﾌﾞ 佐藤設備工業 福島県 1:19:40
292 20263 大橋 和樹 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ 福島県 1:20:12
293 20055 三浦 泰隆 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾀｶ 大成建設（株） 福島県 1:20:23
294 20012 山川 正伸 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 福島県 1:20:40
295 20078 村上 学嗣 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 福島県 1:22:18
296 20187 関戸 大輔 ｾｷﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 1:25:17
297 20341 佐野 遥希 ｻﾉ ﾊﾙｷ ＢＷＲＣ 東京都 1:25:36
298 20316 渡部 晋作 ﾜﾀﾍﾞ ｼﾝｻｸ いわき明星大学 福島県 1:27:27
299 20062 蛭田 和浩 ﾋﾙﾀ ｶｽﾞﾋﾛ チーム・ＥＣＯ 福島県 1:28:15
300 20186 大谷地 孝茂 ｵｵﾔﾁ ﾀｶｼｹﾞ ＢＷＲＣ 東京都 1:29:06
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301 20207 マカーン ピーター ﾏｶｰﾝ ﾋﾟｰﾀｰ フリーコム 福島県 1:30:05


