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1 21073 本間 嘉彦 ﾎﾝﾏ ﾖｼﾋｺ 茨城県 0:34:19
2 21320 蛭田 浩二 ﾋﾙﾀ ｺｳｼﾞ ＪＸ金属磯原 茨城県 0:35:42
3 21429 古市 貴美 ﾌﾙｲﾁ ﾀｶﾖｼ いわき常磐 福島県 0:36:13
4 21153 鈴木 宏之 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ニッポンランナ 茨城県 0:36:31
5 21403 大堀 陽 ｵｵﾎﾘ ｱｷﾗ にゃん太ＲＣ 宮城県 0:37:45
6 21481 大坪 優 ｵｵﾂﾎﾞ ﾕﾀｶ 日立ＡＣ 茨城県 0:38:43
7 21283 會田 義光 ｱｲﾀ ﾖｼﾐﾂ いわき潮風 福島県 0:39:10
8 21567 小宅 享 ｵﾔｹ ｽｽﾑ ＪＸ金属磯原 福島県 0:39:25
9 21286 永山 剛之 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ こども医療Ｃ 神奈川県 0:39:27

10 21132 川田 真 ｶﾜﾀﾞ ﾏｺﾄ ドリームキッズ 福島県 0:39:34
11 21345 池田 史仁 ｲｹﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 池田記念病院 福島県 0:39:34
12 21333 穂積 孝行 ﾎﾂﾞﾐ ﾀｶﾕｷ 福島県 0:39:47
13 21329 仁井田 剛 ﾆｲﾀﾞ ﾀｹｼ ＪＣＡＭアグリ 福島県 0:40:00
14 21076 大内 昭三 ｵｵｳﾁ ｼｮｳｿﾞｳ チーム大内 福島県 0:40:12
15 21144 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 福島県 0:40:13
16 21096 小川 正 ｵｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ まことちゃんＣ 福島県 0:40:30
17 23003 平石 祐二 ﾋﾗｲｼ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 0:40:38
18 21535 岩田 隆敏 ｲﾜﾀ ﾀｶﾄｼ パナソニック 福島県 0:40:53
19 21501 根本 浩幸 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 福島県 0:40:58
20 21165 下道 誠 ｼﾀﾐﾁ ﾏｺﾄ 福島県 0:41:20
21 21513 益山 嘉通 ﾏｽﾔﾏ ﾖｼﾕｷ ＦＦＦＣ 福島県 0:41:25
22 21326 渡部 洋一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 元ＭＴＳ土浦 茨城県 0:41:32
23 21495 根本 智孝 ﾈﾓﾄ ﾄﾓﾀｶ 茨城県 0:41:39
24 21593 大越 純一 ｵｵｺｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 光ＲＵＮいわき 福島県 0:41:39
25 21130 金成 宏行 ｶﾅﾘ ﾋﾛﾕｷ 古河電子 福島県 0:42:16
26 21187 高橋 隆悦 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｴﾂ 名取市 宮城県 0:42:19
27 21376 千葉 義浩 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 0:42:27
28 21024 藤井 剛 ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ 墨東走友会 東京都 0:42:32
29 21377 大津 敏紀 ｵｵﾂ ﾄｼﾉﾘ 絆 茨城県 0:42:38
30 21274 木村 悟 ｷﾑﾗ ｻﾄﾙ たんぽぽＲＣ 宮城県 0:42:49
31 21021 梅津 健司 ｳﾒﾂ ｹﾝｼﾞ Ｅｓｔ Ｅｓｔ 福島県 0:43:23
32 21366 冨田 健司 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ たんぽぽＲＣ 宮城県 0:43:40
33 21430 荻野 喜恵 ｵｷﾞﾉ ﾖｼｴ 佐川急便 福島県 0:44:11
34 21221 本間 敏一 ﾎﾝﾏ ﾄｼｶｽﾞ いわき市役所 福島県 0:44:15
35 21166 津田 保広 ﾂﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 中央台高久 福島県 0:44:28
36 21438 竹中 弘紀 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ 埼玉県 0:44:34
37 23002 前田 靖宏 ﾏｴﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 東京都 0:44:54
38 21434 加藤 敏史 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 福島県 0:45:26
39 21260 吉田 孝行 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ チームひらた 福島県 0:45:27
40 21370 星野 勉 ﾎｼﾉ ﾂﾄﾑ 福島県 0:45:32
41 21298 志賀 弘 ｼｶﾞ ﾋﾛｼ クリナップ 福島県 0:45:47
42 21472 五十嵐 謙一 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｲﾁ ヨークベニマル 福島県 0:45:49
43 21497 小島 誠一 ｵｼﾞﾏ ｾｲｲﾁ 福島県 0:45:49
44 21134 大曽根 秀夫 ｵｵｿﾞﾈ ﾋﾃﾞｵ 東京電力 千葉県 0:45:56
45 21195 塩田 卓 ｼｵﾀﾞ ﾀｸ 公立岩瀬病院 福島県 0:46:00
46 21172 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 恒和薬品 福島県 0:46:17
47 21479 山崎 恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ チーム味三昧 岩手県 0:46:21
48 21270 吉田 博和 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 福島県 0:46:26
49 21194 金子 済人 ｶﾈｺ ﾏｻﾄ 新潟県 0:46:38
50 21317 草野 浩志 ｸｻﾉ ﾋﾛｼ 福島県 0:46:57
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51 21590 風晴 実 ｶｾﾞﾊﾚ ﾐﾉﾙ ＪＸ金属 茨城県 0:46:57
52 21409 芳賀 崇 ﾊｶﾞ ﾀｶｼ 日立産機勝田 福島県 0:47:07
53 21107 冨岡 博隆 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾀｶ 福島県 0:47:13
54 21318 阿部 文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県 0:47:14
55 21075 大沼 敬浩 ｵｵﾇﾏ ﾀｶﾋﾛ 山形学院高校 山形県 0:47:19
56 21254 黒澤 洋二 ｸﾛｻﾜ ﾖｳｼﾞ ココちゃむ 福島県 0:47:26
57 21453 庄司 秀二 ｼｮｳｼﾞ ｼｭｳｼﾞ 福島県 0:47:29
58 21516 丹野 賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 東北電ＩＨＭＣ 宮城県 0:47:29
59 21478 小山 隆史 ｵﾔﾏ ﾀｶｼ 福島県 0:47:32
60 21579 小野 雄一郎 ｵﾉ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島県 0:47:51
61 21423 奥 英二 ｵｸ ｴｲｼﾞ ちょんぺー 福島県 0:47:51
62 21508 高橋 一仁 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾄ ＴＷＳＳ 福島県 0:47:54
63 21037 我妻 剛 ﾜｶﾞﾂﾏ ｺﾞｳ （有）我妻工業所 福島県 0:48:05
64 21173 高野 治夫 ﾀｶﾉ ﾊﾙｵ 福島県 0:48:10
65 21084 大和田 和秋 ｵｵﾜﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ なかよしクラブ 福島県 0:48:11
66 21396 平石 和帆 ﾋﾗｲｼ ｶｽﾞﾎ ピカピカクラブ 栃木県 0:48:11
67 21442 高槁 康寿 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋｻ 岩手県 0:48:13
68 21327 荻田 和紀 ｵｷﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 0:48:18
69 21352 川嶋 隆太 ｶﾜｼﾏ ﾘｭｳﾀ 福島県 0:48:19
70 21208 鈴木 実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ クレハ環境 福島県 0:48:23
71 21042 田邉 幸一 ﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ 福島県 0:48:29
72 21449 物江 太郎 ﾓﾉｴ ﾀﾛｳ 常磐工業 福島県 0:48:31
73 21258 磯上 昌良 ｲｿｶﾞﾐ ﾏｻﾖｼ 福島県 0:48:34
74 21399 森重 宏仁 ﾓﾘｼｹﾞ ｺｳｼﾞ クレハ 東京都 0:48:43
75 21055 吉田 雄次 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ アヒルＲＣ 福島県 0:48:44
76 21331 関根 謙一 ｾｷﾈ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 0:48:48
77 21549 梅原 昌樹 ｳﾒﾊﾗ ﾏｻｷ 神奈川県 0:48:59
78 21268 吉越 鉄太郎 ﾖｼｺｼ ﾃﾂﾀﾛｳ アルパイン 福島県 0:49:03
79 21167 小林 哲之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾕｷ 埼玉県 0:49:06
80 21171 井手尾 吉洋 ｲﾃﾞｵ ﾖｼﾋﾛ サロメチーム 東京都 0:49:09
81 21591 大森 源大 ｵｵﾓﾘ ﾓﾄﾋﾛ 神奈川県 0:49:13
82 21465 星 敬 ﾎｼ ﾀｶｼ 福島県 0:49:17
83 21108 熊坂 吉洋 ｸﾏｻｶ ﾖｼﾋﾛ 福島県 0:49:36
84 21596 矢部 宗 ﾔﾍﾞ ﾀｶｼ 福島県 0:49:36
85 21343 人見 充信 ﾋﾄﾐ ﾐﾂﾉﾌﾞ 福島県 0:49:36
86 21161 肥田 浩明 ﾋﾀﾞ ﾋﾛｱｷ やまびこＤＲＣ 新潟県 0:49:43
87 21248 三島木 勝美 ﾐｼﾏｷ ｶﾂﾐ 福島県 0:49:48
88 21162 庄司 悟 ｼｮｳｼﾞ ｻﾄﾙ 福島県 0:50:00
89 21525 皆川 邦明 ﾐﾅｶﾜ ｸﾆｱｷ 住鉱エナジー 福島県 0:50:01
90 21564 黒澤 良生 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｷ いわきスタイル 福島県 0:50:08
91 21180 下山 直人 ｼﾓﾔﾏ ﾅｵﾄ 東京都 0:50:13
92 21255 芳賀 一郎 ﾊｶﾞ ｲﾁﾛｳ 盛岡走友会都南 岩手県 0:50:13
93 21299 佐藤 貞和 ｻﾄｳ ｻﾀﾞｶｽﾞ はたけんぼ 福島県 0:50:21
94 21121 清水 浩人 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 丸紅 神奈川県 0:50:21
95 21101 箱崎 和俊 ﾊｺｻﾞｷ ｶｽﾞﾄｼ ライズアカデミ 福島県 0:50:23
96 21577 渋谷 純一 ｼﾌﾞﾔ ｼﾞｭﾝｲﾁ いわき農林 福島県 0:50:26
97 21136 高橋 昭夫 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ クリナップ 福島県 0:50:27
98 21182 小森 次郎 ｺﾓﾘ ｼﾞﾛｳ 帝京平成大学 神奈川県 0:50:32
99 21178 菅原 聖雄 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｵ 関電工 山形県 0:50:39

100 21361 佐藤 善範 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 福島県 0:50:40
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101 21574 勝又 俊英 ｶﾂﾏﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 福島県 0:50:41
102 21319 小川 洋一 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 茨城県 0:50:47
103 21523 髙橋 典生 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 福島県 0:51:00
104 21082 岡部 広文 ｵｶﾍﾞ チームＯＫ 福島県 0:51:02
105 21307 田村 和彦 ﾀﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 栃木県 0:51:03
106 21302 鈴木 美照 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 福島県 0:51:05
107 21097 国井 信利 ｸﾆｲ ﾉﾌﾞﾄｼ 新常磐寝具 福島県 0:51:09
108 21275 佐藤 和司 ｻﾄｳ ｶｽﾞｼ 福島県 0:51:10
109 21421 渡邉 伸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 東京電力ＨＤ 福島県 0:51:14
110 21209 平 英作 ﾀｲﾗ ｴｲｻｸ 福島県 0:51:21
111 21536 小櫃 博 ｺﾋﾞﾂ ﾋﾛｼ 千葉県 0:51:25
112 21436 松田 正美 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾐ 松田鮮魚店 山形県 0:51:26
113 21057 寺内 智 ﾃﾗｳﾁ ｻﾄｼ 福島県 0:51:26
114 21601 相楽 邦昭 ｻｶﾞﾗ ｸﾆｱｷ ウィン郡山 福島県 0:51:29
115 21026 小林 正明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ 福島県 0:51:37
116 21128 石塚 賢 ｲｼﾂﾞｶ ｻﾄｼ 福島県 0:51:40
117 21041 若本 征史 ﾜｶﾓﾄ ﾏｻﾌﾐ チーム昭栄 福島県 0:51:42
118 21111 蛭田 昌宏 ﾋﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 福島県 0:51:43
119 21063 加藤 賢治 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ カブ マルイ 福島県 0:51:44
120 21259 平間 慶 ﾋﾗﾏ ｹｲ 宮城県 0:51:51
121 21335 宮口 彰 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｷﾗ 福島県 0:51:57
122 21279 今野 健一 ｺﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 福島県 0:51:58
123 21139 村越 正男 ﾑﾗｺｼ ﾏｻｵ 福島県 0:51:58
124 21027 高木 一夫 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｵ 福島県 0:52:08
125 23008 橋本 啓輔 ﾊｼﾓﾄ ｹｲｽｹ 福島県 0:52:14
126 21398 馬場 応理 ﾊﾞﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 古河電子 福島県 0:52:23
127 21381 田中 孝昌 ﾀﾅｶ ﾀｶﾏｻ 東京都 0:52:32
128 21466 高崎 大輔 ﾀｶｻｷ ﾀﾞｲｽｹ 東京電力 神奈川県 0:52:41
129 21291 水口 清 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｷﾖｼ いわき緑化 福島県 0:52:43
130 21265 国分 健一 ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝｲﾁ 福島県 0:52:44
131 21308 鈴木 典弘 ｽｽﾞｷ ﾉﾘﾋﾛ 福島県 0:52:52
132 21050 兼田 章宏 ｶﾈﾀ 福島県 0:52:54
133 21569 鴨 勝徳 ｶﾓ ｶﾂﾉﾘ 福島県 0:52:54
134 21545 西尾 晃治 ﾆｼｵ ｺｳｼﾞ 里の雪 静岡県 0:53:01
135 21322 紺野 秋仁 ｺﾝﾉ ｱｷﾋﾄ チームニャン 福島県 0:53:03
136 21519 狩谷 啓吾 ｶﾘﾔ ｹｲｺﾞ 東京都 0:53:09
137 21284 広島 弘美 ﾋﾛｼﾏ ﾋﾛﾐ 福島県 0:53:11
138 21095 鈴木 昭雄 ｽｽﾞｷ 福島県 0:53:15
139 21546 藤巻 和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 0:53:19
140 21266 坂本 竜一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 福島県 0:53:22
141 21277 後藤 浩 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛｼ 茨城県 0:53:22
142 21116 藤重 一博 ﾌｼﾞｼｹﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 丸紅グループ 千葉県 0:53:24
143 21176 鈴木 茂洋 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞﾋﾛ 星ノ海学園 福島県 0:53:24
144 21573 佐々木 孝行 ｻｻｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県 0:53:25
145 21169 野溝 浩 ﾉﾐｿﾞ ﾋﾛｼ 茨城県 0:53:30
146 21100 下山田 誠 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ オガワクラブ 福島県 0:53:30
147 21379 武部 宏 ﾀｹﾍﾞ ﾋﾛｼ 千葉県 0:53:32
148 21330 猪狩 正俊 ｲｶﾞﾘ ﾏｻﾄｼ 福島県 0:53:33
149 21348 猪狩 康 ｲｶﾞﾘ ﾔｽｼ 笑汗会 福島県 0:53:38
150 21219 牧野 祐一 ﾏｷﾉ ﾕｳｲﾁ 福島県 0:53:38
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151 21301 青木 弘次 ｱｵｷ ｺｳｼﾞ Ｔｅａｍ楽笑 福島県 0:53:41
152 21196 粟村 明彦 ｱﾜﾑﾗ ｱｷﾋｺ 東京都 0:53:44
153 21515 西山 新一 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 福島県 0:53:46
154 21533 根本 浩幸 ﾈﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ Ｔｅａｍぐり 福島県 0:53:52
155 21507 関根 正徳 ｾｷﾈ ﾏｻﾉﾘ 茨城マイペース 茨城県 0:53:56
156 21112 根本 守道 ﾈﾓﾄ ﾓﾘﾐﾁ 福島県 0:53:57
157 21402 菅野 文彦 ｶﾝﾉ ﾌﾐﾋｺ 大成建設 宮城県 0:54:01
158 21336 田島 孝佳 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾖｼ 古河電池 栃木県 0:54:02
159 21015 緑川 樹幸 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ 福島県 0:54:04
160 21342 根本 敏弘 ﾈﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 福島県 0:54:05
161 21563 鈴木 貴博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 常磐共同ガス 福島県 0:54:06
162 21126 菅野 義光 ｶﾝﾉ ﾖｼﾐﾂ 福島県 0:54:12
163 21077 須藤 俊一 ｽﾄﾞｳ ｼｭﾝｲﾁ 福島県 0:54:14
164 21227 一条 武男 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾀｹｵ 本多電機ＲＣ 福島県 0:54:20
165 21273 二階堂 武 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾀｹｼ 福島県 0:54:20
166 21244 富田 新 ﾄﾐﾀ ｱﾗﾀ いわき明星大学 福島県 0:54:21
167 21119 真鍋 寿史 ﾏﾅﾍﾞ ﾋｻﾌﾐ 丸紅 東京都 0:54:24
168 21158 蛭田 努 ﾋﾙﾀ ﾂﾄﾑ 勿来一中 福島県 0:54:32
169 21123 古川 清 ﾌﾙｶﾜ ｷﾖｼ 福島県 0:54:33
170 21151 石井 克昭 ｲｼｲ ｶﾂｱｷ ヘレナ 福島県 0:54:33
171 21193 小野 喜尚 ｵﾉ ﾖｼﾀｶ 福島県 0:54:34
172 21091 中田 崇 ﾅｶﾀﾞ ﾀｶｼ 福島県 0:54:35
173 21152 小林 浩二 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ ＴＭＥＪ 神奈川県 0:54:36
174 21412 及川 健宏 ｵｲｶﾜ ﾀｹﾋﾛ 茨城県 0:54:38
175 21002 Ｊｅｆｆ Ｓａｃｃｈｉｎｉ ｼﾞｪﾌ ｻｯｷｰﾆ Ｋａｕａｉ Ｍａｒａｔｈｏｎ 海外 0:54:38
176 21382 鈴木 裕一 ｽｽﾞｷ ﾕｳｲﾁ ぶちがんばっぺ 福島県 0:54:41
177 21240 田中 清実 ﾀﾅｶ ｷﾖﾐ 福島県 0:54:49
178 21556 新妻 純一 ﾆｲﾂﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ アルパイン 福島県 0:54:49
179 21164 中尾 剛 ﾅｶｵ ﾀｹｼ いわき明星大学 福島県 0:54:49
180 21553 國分 彰成 ｺｸﾌﾞﾝ ｱｷﾅﾘ 福島県 0:54:56
181 21598 鈴木 良平 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾍｲ 福島県 0:54:58
182 21131 薄井 健文 ｳｽｲ ﾀｹﾌﾐ 福島県 0:55:01
183 21584 吉田 政則 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 二ツ箭Ｒ．Ｃ 福島県 0:55:05
184 21509 松崎 昭 ﾏﾂｻﾞｷ ｱｷﾗ 太田西ノ内病院 福島県 0:55:06
185 21380 小林 義一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶｽﾞ 福島県 0:55:08
186 21157 渡辺 健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 0:55:11
187 21233 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 楽楽走友会矢祭 福島県 0:55:11
188 21256 磐瀬 学 ｲﾜｾ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 0:55:13
189 21229 猿田 達哉 ｻﾙﾀ ﾀﾂﾔ 茨城県 0:55:15
190 21045 志田 義康 ｼﾀﾞ ﾖｼﾔｽ 福島県 0:55:17
191 21588 志村 明彦 ｼﾑﾗ ｱｷﾋｺ いわき市役所 福島県 0:55:19
192 21200 阿部 英寿 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ ミク 祝卒業 福島県 0:55:19
193 21159 岩谷 唯志 ｲﾜﾔ ﾀﾀﾞｼ 福島県 0:55:20
194 21115 光多 宏済 ﾐﾂﾀ ﾋﾛｽﾞﾐ 丸紅グループ 東京都 0:55:28
195 21416 小山 雄二 ｺﾔﾏ ﾕｳｼﾞ Ｔｅａｍ Ｋ 福島県 0:55:30
196 21362 坂本 和彦 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ さめがわらん 福島県 0:55:32
197 21272 田中 隆英 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾃﾞ 関彰エンジ 福島県 0:55:34
198 21138 斉藤 貴洋 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 0:55:37
199 21384 福原 滋 ﾌｸﾊﾗ ｼｹﾞﾙ 古河電池 神奈川県 0:55:39
200 21566 戸田 裕樹 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｷ 福島県 0:55:41
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201 21338 緑川 孝 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｶｼ 福島県 0:55:43
202 21457 日高 一彦 ﾋﾀﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ ＪＢ東北いわき 茨城県 0:55:45
203 21204 梅津 賢 ｳﾒﾂ ﾏｻﾐ 西松建設（株） 福島県 0:55:47
204 21490 鈴木 満 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾙ 福島県 0:55:51
205 21069 石川 光一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ グローバルＡＣ 埼玉県 0:55:52
206 21236 佐藤 信人 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾄ 福島県 0:55:55
207 21510 小林 宏次 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 茨城芸游会 茨城県 0:55:56
208 21552 鈴木 学爾 ｽｽﾞｷ ｶﾞｸｼﾞ 福島医大 福島県 0:55:57
209 21599 島野 澄仁 ｼﾏﾉ ｷﾖﾋﾄ さとの雪 静岡県 0:56:11
210 21148 松本 雅史 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻｼ 福島県 0:56:11
211 21033 小野寺 一雄 ｵﾉﾃﾞﾗ 福島県 0:56:16
212 21234 板倉 恵一 ｲﾀｸﾗ ｹｲｲﾁ 福島県 0:56:17
213 21344 菅原 祐一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁ コケが好き！ 福島県 0:56:17
214 21222 黒神 雅也 ｸﾛｶﾐ ﾏｻﾔ 小名浜石油 東京都 0:56:17
215 21473 阿美 直行 ｱﾐ ﾅｵﾕｷ 元市川北 千葉県 0:56:28
216 21104 秋山 正 ｱｷﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ ランナーズハイ 福島県 0:56:29
217 21444 深谷 孝 ﾌｶﾔ ﾀｶｼ 大成建設 宮城県 0:56:32
218 21439 長谷川 浩一 ﾊｾｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 鶴城ＳＣ 福島県 0:56:33
219 21092 松本 浩一 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:56:34
220 21397 佐久間 好男 ｻｸﾏ ﾖｼｵ 田村市役所 福島県 0:56:35
221 21276 新妻 和典 ﾆｲﾂﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 福島県 0:56:35
222 21125 影山 義春 ｶｹﾞﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ 福島県 0:56:36
223 21492 遠藤 昌宏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 福島県 0:56:38
224 21036 草野 孝 ｸｻﾉ ﾀｶｼ ＦＩＯ 福島県 0:56:39
225 21578 大井川 正和 ｵｵｲｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 福島県 0:56:41
226 21502 目黒 恵一 ﾒｸﾞﾛ ｹｲｲﾁ 福島県 0:56:41
227 21337 奈良谷 幸治 ﾅﾗﾔ ｺｳｼﾞ 神奈川県 0:56:42
228 21071 富岡 郁夫 ﾄﾐｵｶ ｲｸｵ チーム ベル 福島県 0:56:43
229 21520 深谷 学 ﾌｶﾔ ﾏﾅﾌﾞ ツムラ 福島県 0:56:47
230 21474 津田 真 ﾂﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 0:56:48
231 21494 雲藤 和幸 ｳﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 0:56:52
232 21459 黒木 幸司 ｸﾛｷ ｺｳｼﾞ 新潟県 0:56:52
233 21174 清水 利裕 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 福島県 0:56:56
234 21170 井川 祐輔 ｲｶﾜ ﾕｳｽｹ 福島県 0:57:00
235 21212 岡田 大輔 ｵｶﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 西松建設（株） 福島県 0:57:10
236 21117 古家 直明 ﾌﾙﾔ ﾅｵｱｷ 丸紅グループ 東京都 0:57:11
237 21001 Ｍａｒｋ Ｓｉｋｅｌｉａｎｏｓ ﾏｰｸ ｼｹﾘｱｰﾆｮｽ Ｋａｕａｉ Ｍａｒａｔｈｏｎ 海外 0:57:11
238 21070 矢吹 和義 ﾔﾌﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 福島県 0:57:15
239 21389 大嶋 克久 ｵｵｼﾏ ｶﾂﾋｻ 寺岡精工 栃木県 0:57:20
240 21518 森山 裕康 ﾓﾘﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ 福島県 0:57:24
241 21072 渡辺 聖司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲｼﾞ 福島県 0:57:33
242 21306 鈴木 智彦 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 0:57:42
243 21393 谷口 博之 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ 福島県 0:57:43
244 21303 石川 登志洋 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 福島県 0:57:46
245 21363 渡邉 英樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｷ 福島県 0:57:47
246 21360 藤澤 知穂 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓｵ 常磐共火 東京都 0:57:56
247 21355 只野 邦彦 ﾀﾀﾞﾉ ｸﾆﾋｺ アップルＲＣ 宮城県 0:57:58
248 21205 佃 政希 ﾂｸﾀﾞ ﾏｻｷ 西松建設（株） 福島県 0:58:00
249 21456 朴 日洙 ﾊﾟｸ ｲﾙｽ 福島県 0:58:06
250 21424 神野 千尋 ｶﾐﾉ ﾁﾋﾛ 福島県 0:58:08
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251 21387 松下 孝広 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 前橋ランナー 群馬県 0:58:09
252 21480 丸山 進一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 岩手県 0:58:12
253 21163 鵜沼 俊一 ｳﾇﾏ ｼｭﾝｲﾁ 福島県 0:58:17
254 21211 仲川 常勝 ﾅｶｶﾞﾜ ﾂﾈｶﾂ 西松建設（株） 福島県 0:58:25
255 21313 佐藤 一巳 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾐ 宮城県 0:58:25
256 21542 鈴木 義照 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾃﾙ 福島県 0:58:32
257 21079 諸橋 祐治 ﾓﾛﾊｼ ﾕｳｼﾞ 梅香ＳＢＣ 福島県 0:58:33
258 21489 若尾 悦男 ﾜｶｵ ｴﾂｵ 東京都 0:58:35
259 21297 小野 明治 ｵﾉ ｱｷﾊﾙ 東北エア 宮城県 0:58:41
260 21181 猪狩 恭一 ｲｶﾞﾘ ｷｮｳｲﾁ 福島県 0:58:45
261 21373 押部 将尚 ｵｼﾍﾞ ﾏｻﾅｵ 福島県 0:58:48
262 21568 中山 太一 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ 福島県 0:58:50
263 21031 中村 春男 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｵ 福島県 0:58:54
264 21039 渡邉 義孝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀｶ 福島県 0:58:57
265 21514 郷田 浩志 ｺﾞｳﾀﾞ ﾋﾛｼ 福島県 0:59:01
266 21385 梅宮 雄一郎 ｳﾒﾐﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島県 0:59:02
267 21253 露木 幸治 ﾂﾕｷ ｺｳｼﾞ 花華 福島県 0:59:02
268 21179 安部 智幸 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 福島県 0:59:04
269 21324 菊地 裕介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 茨城県 0:59:06
270 21223 山崎 仁 ﾔﾏｻｷ ﾋﾄｼ 東京都 0:59:06
271 21065 岩渕 研一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｹﾝｲﾁ クレハ 福島県 0:59:07
272 21603 橋本 俊之 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾕｷ いわきスタイル 福島県 0:59:11
273 21242 高柳 幸一 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｺｳｲﾁ 福島県 0:59:17
274 21334 関 伊織 ｾｷ ｲｵﾘ 千葉県 0:59:18
275 21551 大貫 祥弘 ｵｵﾇｷ ﾖｼﾋﾛ ☆足尾双愛病院 栃木県 0:59:23
276 21232 矢吹 宏也 ﾔﾌﾞｷ ﾋﾛﾔ 福島県 0:59:23
277 21544 山形 光博 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾐﾂﾋﾛ 宮城県 0:59:27
278 21099 増子 健治 ﾏｽｺ ｹﾝｼﾞ 福島県 0:59:28
279 21401 石嶋 幸夫 ｲｼｼﾞﾏ ﾕｷｵ 栃木県 0:59:31
280 21582 笹木 隆弘 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 東京電力 福島県 0:59:33
281 21142 鶴見 耕市 ﾂﾙﾐ ｺｳｲﾁ つるこー 神奈川県 0:59:35
282 21198 大平 淳一 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 0:59:36
283 21068 千色 宏之 ﾁｲﾛ ﾋﾛﾕｷ 東京色材工業 福島県 0:59:36
284 21529 飯田 健一 ｲｲﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 0:59:43
285 21238 伊藤 裕敬 ｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 福島県 0:59:46
286 21067 関 邦彦 ｾｷ ｸﾆﾋｺ 湯長谷ベース 福島県 0:59:48
287 21517 作田 潤一郎 ｻｸﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 福島銀行 福島県 0:59:49
288 21011 若松 茂雄 ﾜｶﾏﾂ ｼｹﾞｵ 常磐興産 福島県 0:59:53
289 21583 市川 勝夫 ｲﾁｶﾜ ｶﾂｵ けやきの森 福島県 0:59:55
290 21482 中塚 均 ﾅｶﾂｶ ﾋﾄｼ シャトル組 福島県 0:59:56
291 21218 後藤 大 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲ 宮城県 0:59:57
292 21357 サンディーン リチャード ｻﾝﾃﾞｨｰﾝ ﾘﾁｬｰﾄﾞ アイイーエス 福島県 0:59:57
293 21124 阿部 芳男 ｱﾍﾞﾖｼｵ 福島県 0:59:59
294 21022 作山 博俊 ｻｸﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 福島県 1:00:00
295 21269 有賀 達徳 ｱﾘｶﾞ ﾀﾂﾉﾘ 福島県 1:00:09
296 21572 菅野 邦彦 ｶﾝﾉ ｸﾆﾋｺ 福島県 1:00:16
297 21030 山田 康貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾀｶ 日産自動車 福島県 1:00:25
298 21191 田所 徹 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾄｵﾙ 福島県 1:00:29
299 21090 安齊 裕之 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 福島県 1:00:32
300 21354 藤原 幸一 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ ちーむれくさす 福島県 1:00:35
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301 21230 長瀬 彰夫 ﾅｶﾞｾ ｱｷｵ ながせ皮膚科 福島県 1:00:41
302 21122 西川 貴司 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 丸紅グループ 東京都 1:00:49
303 21540 杉野 秀昭 ｽｷﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ ザ・スペース 神奈川県 1:00:51
304 21137 大曲 一行 ｵｵﾏｶﾞﾘ ｶｽﾞﾕｷ 小名浜海陸運送 福島県 1:00:52
305 21239 渡部 健一 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝｲﾁ ＫＳＫ 福島県 1:00:54
306 21249 中村 直 ﾅｶﾑﾗ ｽﾅｵ ＪＥＲＡ 東京都 1:00:56
307 21013 鯨岡 克己 ｸｼﾞﾗｵｶ ｶﾂﾐ 福島県 1:01:00
308 21080 大谷 強 ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ ＴＯＦ 福島県 1:01:03
309 21597 平井 哲也 ﾋﾗｲ ﾃﾂﾔ 福島県 1:01:06
310 21483 佐々木 政人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 東北電力株 福島県 1:01:09
311 21154 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ スパーク千代田 茨城県 1:01:11
312 21498 横田 丞爾 ﾖｺﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 埼玉モグラ会 埼玉県 1:01:11
313 21105 南川 豊伸 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾄﾖﾉﾌﾞ 福島県 1:01:15
314 21267 石田 淳一 ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ スタンレー 福島県 1:01:19
315 21287 富岡 洋次 ﾄﾐｵｶ ﾖｳｼﾞ 福島県 1:01:23
316 21016 菅野 浩之 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 福島県 1:01:24
317 21371 柿沼 幸夫 ｶｷﾇﾏ ﾕｷｵ チームＴＰＳ 福島県 1:01:25
318 21391 吉田 正通 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 茨城県 1:01:27
319 21451 大場 直俊 ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾄｼ 常磐工業 福島県 1:01:33
320 21437 山口 良一 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｲﾁ 山形県 1:01:34
321 21149 小野 大輔 ｵﾉ ﾀﾞｲｽｹ ＮＴＴＣＳＯＬ 千葉県 1:01:36
322 21528 柳 重夫 ﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞｵ 福島県 1:01:45
323 21408 菊池 勝彦 ｷｸﾁ ｶﾂﾋｺ 福島県 1:01:51
324 21241 加藤 正淳 ｶﾄｳ ﾏｻﾄｼ 福島県 1:01:56
325 21109 坂本 貴司 ｻｶﾓﾄ ﾀｶｼ カナモトＲＣ 福島県 1:01:57
326 21141 高木 謙次 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｼﾞ 明星学苑 東京都 1:02:02
327 21428 圷 茂宏 ｱｸﾂ ｼｹﾞﾋﾛ 穴はどこだ会 茨城県 1:02:03
328 21220 古賀 俊二 ｺｶﾞ ｼｭﾝｼﾞ 東急 東京都 1:02:04
329 21201 藤井 政弘 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾋﾛ 関彰エンジ 福島県 1:02:08
330 21058 長岐 広巳 ﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾐ ドンチョウカイ 福島県 1:02:17
331 21190 岸上 伸二 ｷｼｶﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 前田建設 福島県 1:02:36
332 21295 吉田 和彦 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ ３ＢＳ 福島県 1:02:42
333 21294 内村 幸司 ｳﾁﾑﾗ ｺｳｼﾞ 民しゅ会 福島県 1:02:48
334 21114 渡邉 秀峰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 丸紅グループ 神奈川県 1:02:50
335 21051 久保田 和宏 ｸﾎﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 1:02:52
336 21410 松本 宏樹 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｷ 福島県 1:02:54
337 23001 高田 任哲 ﾀｶﾀﾞ ﾆﾝﾃﾂ 東京都 1:02:58
338 21046 鈴木 正美 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾐ 福島県 1:03:01
339 21214 田中 繁行 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾕｷ 福島県 1:03:11
340 21085 赤塚 洋紀 ｱｶﾂｶ ﾋﾛｷ 赤塚漬物販売店 福島県 1:03:13
341 21210 尾形 和広 ｵｶﾞﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 西松建設（株） 福島県 1:03:13
342 21177 金野 正典 ｺﾝﾉ ﾏｻﾉﾘ アップル薬局 福島県 1:03:14
343 21405 村山 卓 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶｼ ＴＡＫ５５ 茨城県 1:03:18
344 21469 塩原 俊之 ｼｵﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ ベストファーム 福島県 1:03:29
345 21087 酒井 学 ｻｶｲ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 1:03:35
346 21419 鈴木 健一 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁ 宮城県 1:03:39
347 21093 立原 誠一 ﾀﾁﾊﾗ ｾｲｲﾁ 大成建設 福島県 1:03:39
348 21183 村山 栄三 ﾑﾗﾔﾏ ｴｲｿﾞｳ 茨城県 1:03:40
349 21038 加藤 康夫 ｶﾄｳ ﾔｽｵ チーム・ＥＣＯ 福島県 1:03:47
350 21262 舟生 靖 ﾌﾆｭｳ ﾔｽｼ 福島県 1:03:47
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351 21458 菅野 雅樹 ｶﾝﾉ ﾏｻｷ 福島県 1:03:54
352 21595 浅井 重幸 ｱｻｲ ｼｹﾞﾕｷ 千葉県 1:03:56
353 21477 渡辺 均 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾄｼ 新潟県 1:04:02
354 21192 二瓶 真一 ﾆﾍｲ ｼﾝｲﾁ 福島県 1:04:09
355 21594 上遠野 和昭 ｶﾄｵﾉ ｶｽﾞｱｷ 福島県 1:04:10
356 21375 岡山 淳一郎 ｵｶﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 神奈川県 1:04:10
357 21488 川崎 一幸 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 1:04:14
358 21441 安藤 強 ｱﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 福島県 1:04:15
359 21538 吉田 司 ﾖｼﾀﾞ ﾂｶｻ 福島県 1:04:16
360 21328 菅橋 真一 ｽｶﾞﾊｼ ｼﾝｲﾁ 福島県 1:04:21
361 21332 千葉 善幸 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾕｷ 福島県 1:04:31
362 21422 青木 健一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ 浜通り交通 福島県 1:04:44
363 21413 渡辺 清明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖｱｷ 福島県 1:04:45
364 21202 関根 義明 ｾｷﾈ ﾖｼｱｷ 西松建設（株） 福島県 1:04:48
365 21347 岡部 博幸 ｵｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 福島県 1:04:54
366 21053 見澤 忠樹 ﾐｻﾜ ﾀﾀﾞｷ 福島県 1:04:56
367 21476 細岡 正人 ﾎｿｵｶ ﾏｻﾄ アルパイン 福島県 1:05:09
368 21103 鈴木 伸次 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 福島県 1:05:16
369 21040 平子 幸男 ﾀｲﾗｺ ﾕｷｵ 福島県 1:05:25
370 21310 根本 健 ﾈﾓﾄ ﾀｹｼ ポテッチクラブ 福島県 1:05:30
371 21113 安武 誠司 ﾔｽﾀｹ ｾｲｼﾞ 福島県 1:05:35
372 21014 根本 学 ﾈﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 1:05:37
373 21340 須藤 豊記 ｽﾄﾞｳ ﾄﾖｷ 福島県 1:05:39
374 21555 堀 素秀 ﾎﾘ ﾓﾄﾋﾃﾞ タンガロイ 福島県 1:05:54
375 21468 山本 秀和 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 小高区４小学校 福島県 1:05:54
376 21475 井上 明浩 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 福島県 1:05:57
377 21372 坂田 浩幸 ｻｶﾀ ﾋﾛﾕｷ 福島地方環境 福島県 1:06:03
378 21471 山越 港介 ﾔﾏｺｼ ｺｳｽｹ 朝日生命 福島県 1:06:10
379 21047 猪上 祐一 ｲﾉｳｴ グッドライフ 茨城県 1:06:12
380 21425 若松 宏光 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾐﾂ ＯＪＲＴ 神奈川県 1:06:20
381 21406 小松 順一 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 1:06:22
382 21049 下妻 義明 ｼﾓﾂﾏ ﾖｼｱｷ 福島県 1:06:24
383 23006 渡辺 良太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 公益財団法人ときわ会 福島県 1:06:38
384 21029 石井 秀明 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 1:06:49
385 21305 新妻 徹夫 ﾆｲﾂﾏ ﾃﾂｵ ポテッチクラブ 福島県 1:06:57
386 21484 鈴木 祥高 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾀｶ 福島県 1:07:00
387 21404 横山 龍一 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 福島県 1:07:05
388 21554 藤田 敦 ﾌｼﾞﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 1:07:07
389 21339 芳賀 均 ﾊｶﾞ ﾋﾄｼ 福島県 1:07:09
390 21044 鵜ノ澤 武男 ｳﾉｻﾜ ﾀｹｵ 福島県 1:07:09
391 21506 岸波 正弘 ｷｼﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ 福島県 1:07:14
392 21237 若松 隆 ﾜｶﾏﾂ ﾀｶｼ 福島県 1:07:18
393 21263 沖田 義文 ｵｷﾀ ﾖｼﾌﾐ 福島県 1:07:29
394 21392 片山 聡 ｶﾀﾔﾏ ｻﾄｼ みなと 福島県 1:07:32
395 21207 中島 信弘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福島県 1:07:34
396 21168 高橋 宏宣 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福島県 1:07:45
397 21074 石井 武 ｲｼｲ ﾀｹｼ 福島県 1:07:50
398 21235 作山 亮 ｻｸﾔﾏ ﾘｮｳ 猪狩設計 福島県 1:08:11
399 21383 益子 精二 ﾏｼｺ ｾｲｼﾞ 福島県 1:08:12
400 21147 菅波 豊 ｽｶﾞﾅﾐ ﾕﾀｶ 古河電池（株） 福島県 1:08:23
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401 21395 中野 健二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 栃木県 1:08:47
402 21246 笠原 学 ｶｻﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 1:08:50
403 21083 鈴木 勝普 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ 福島県 1:08:54
404 21364 佐藤 友明 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ 福島県 1:09:03
405 21537 松岡 正道 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾐﾁ 松岡会 福島県 1:09:09
406 21367 金成 邦夫 ｶﾅﾘ ｸﾆｵ 古河電池 福島県 1:09:17
407 21575 圓井 孝重 ﾂﾑﾗｲ ﾀｶｼｹﾞ 福島県 1:09:20
408 21309 矢部 智博 ﾔﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ ミマヤ電機 福島県 1:09:22
409 21407 安藤 正昭 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 福島県 1:09:25
410 21086 森 敏広 ﾓﾘ ﾄｼﾋﾛ 福島県 1:09:39
411 21185 大竹 直浩 ｵｵﾀｹ ﾅｵﾋﾛ 古河電池 福島県 1:09:39
412 21203 佐々木 康 ｻｻｷ ﾔｽｼ 西松建設（株） 福島県 1:09:41
413 21304 山崎 勝彦 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾋｺ 福島県 1:09:42
414 21250 手塚 健一 ﾃﾂﾞｶ ｹﾝｲﾁ 日立製作所 東京都 1:10:07
415 21460 新妻 雅明 ﾆｲﾂﾏ ﾏｻｱｷ 福島県 1:10:23
416 21602 今野 真 ｺﾝﾉ ﾏｺﾄ クラブたーちん 宮城県 1:10:39
417 21143 大谷 剛 ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 福島県 1:11:00
418 21312 小椋 幸二 ｵｸﾞﾗ ｺｳｼﾞ いわき明星大学 福島県 1:11:18
419 21316 高木 登 ﾀｶｷﾞ ﾉﾎﾞﾙ 福島県 1:11:33
420 21353 江尻 信一 ｴｼﾞﾘ ｼﾝｲﾁ フィフティ会 福島県 1:11:36
421 21394 齋藤 真 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ ダイユーエイト 福島県 1:11:49
422 21155 平田 知昭 ﾋﾗﾀ ﾁｱｷ 福島県 1:12:01
423 21311 渡辺 義弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 福島県 1:12:03
424 21374 間瀬 靖博 ﾏｾ ﾔｽﾋﾛ 福島県 1:12:04
425 21500 下川 昌弘 ｼﾓｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 1:12:07
426 21450 阿部 守孝 ｱﾍﾞ ﾓﾘﾀｶ 常磐工業 福島県 1:12:09
427 21231 蛭田 宏司 ﾋﾙﾀ ｺｳｼﾞ 千夜釣行 福島県 1:12:09
428 21505 高木 弘 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｼ 福島県 1:12:10
429 21281 竹内 勝利 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾄｼ 福島県 1:12:11
430 21145 吉岡 秀和 ﾖｼｵｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 埼玉県 1:12:16
431 21558 早崎 信夫 ﾊﾔｻｷ ﾉﾌﾞｵ 福島県 1:12:24
432 21199 小山 薫 ｺﾔﾏ ｶｵﾙ ＭＥＲＣＫ 福島県 1:12:24
433 21321 新妻 謙一 ﾆｲﾂﾏ ｹﾝｲﾁ 福島県 1:12:46
434 21550 原田 政尚 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾅｵ 福島県 1:13:06
435 21585 根本 敦徳 ﾈﾓﾄ ｱﾂﾉﾘ アイランド薬局 福島県 1:13:10
436 21243 斎藤 達夫 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｵ ニューフレンド 宮城県 1:13:13
437 21369 大橋 壮 ｵｵﾊｼ ﾀｹｼ いわき明星大学 福島県 1:13:14
438 21261 志賀 則夫 ｼｶﾞ ﾉﾘｵ チームひらた 福島県 1:14:36
439 21146 馬目 俊一 ﾏﾉﾒ ｼｭﾝｲﾁ 草野中学校 福島県 1:14:45
440 21078 黒宮 康志 ｸﾛﾐﾔ ﾔｽｼ アルテーロＦＣ 福島県 1:15:08
441 21280 野口 浩文 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾌﾐ 福島県 1:15:12
442 21019 櫛川 克衛 ｸｼｶﾜ ｶﾂｴ 福島県 1:15:21
443 21127 金 俊明 ｷﾝ ﾄｼｱｷ 福島県 1:15:27
444 21120 古川 典広 ﾌﾙｶﾜ ﾉﾘﾋﾛ 丸紅 東京都 1:15:29
445 21288 加藤 秀孝 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾀｶ 常磐火力産業 福島県 1:15:32
446 21175 荒川 正 ｱﾗｶﾜ ﾀﾀﾞｼ （有）工研産業 福島県 1:15:32
447 21224 坂本 光史 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 福島県 1:15:40
448 21025 齊藤 道也 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾔ みちや内科 福島県 1:15:56
449 21445 福地 昌博 ﾌｸﾁ ﾏｻﾋﾛ 喜美運送（株） 福島県 1:16:03
450 21290 中島 建夫 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾃｵ 福島県 1:16:11
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451 21548 益子 公司 ﾏｽｺ ｺｳｼﾞ 走る会 福島県 1:16:16
452 21278 高橋 教基 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 福島県 1:16:17
453 21135 片寄 卓 ｶﾀﾖｾ ｽｸﾞﾙ 福島県 1:16:23
454 21018 平子 智章 ﾋﾗｺ ﾄﾓｱｷ 福島県 1:16:54
455 21315 平子 友幸 ﾋﾗｺ ﾄﾓﾕｷ 東京都 1:17:01
456 21580 松本 章 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 福島県 1:17:02
457 21034 園部 善幸 ｿﾉﾍﾞ ﾖｼﾕｷ 福島県 1:17:05
458 21557 吉田 潤治 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ まおＲＵＮ 福島県 1:17:18
459 21293 渡辺 広明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ やまのべ 山形県 1:17:36
460 21586 葛西 伸行 ｶｻｲ ｼﾝｺｳ アイランド薬局 福島県 1:17:37
461 21462 上遠野 滋 ｶﾄｳﾉ ｼｹﾞﾙ 古河電池 福島県 1:17:59
462 21102 小野 敏寛 ｵﾉ ﾄｼﾋﾛ 小野夫婦 福島県 1:19:07
463 21440 鈴木 昌利 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 福島県 1:19:26
464 21400 堰上 隆男 ｾｷｶﾞﾐ ﾀｶｵ カナモト 福島県 1:19:45
465 21561 小野 浩久 ｵﾉ ﾋﾛﾋｻ 福島県 1:20:18
466 21464 鈴木 勝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 福島県 1:21:05
467 21565 真山 直彦 ﾏﾔﾏ ﾅｵﾋｺ 茨城県 1:21:22
468 21028 鈴木 幸昌 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾏｻ ゆきのがんばれ 福島県 1:21:49
469 21088 仙北 道夫 ｾﾝﾎﾟｸ ﾐﾁｵ 福島県 1:22:54
470 21292 渡邉 忍 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ タクシン 福島県 1:23:13
471 21012 橋本 孝夫 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｵ ５０’会 福島県 1:24:03
472 21064 吉田 晃 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ くんちぇ広場 福島県 1:25:43
473 21098 歌川 賢一 ｳﾀｶﾜ ｹﾝｲﾁ 福島県 1:28:28
474 21300 山内 貞利 ﾔﾏｳﾁ ｻﾀﾞﾄｼ 神奈川県 1:29:07
475 21081 合津 征秀 ｺﾞｳﾂ ﾏｻﾋﾃﾞ 福島県 1:31:29
476 21129 鯨岡 秀一 ｸｼﾞﾗｵｶ ｼｭｳｲﾁ 福島県 1:32:34
477 21491 豊田 哲山 ﾄﾖﾀ ﾃﾂｻﾞﾝ フォーチュン 東京都 1:34:10


