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1 22107 内海 憲治 ｳﾂﾐ ｹﾝｼﾞ チームＫＡＲＴ 茨城県 0:41:55
2 22160 小野 清美 ｵﾉ ｷﾖﾐ 小野金魚園 千葉県 0:42:16
3 22194 渡辺 邦男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｵ 和丸走七人会 福島県 0:42:55
4 22163 渡辺 守永 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘｴｲ ＮＰＫラン 福島県 0:43:32
5 22175 塩 秀明 ｼｵ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 0:44:55
6 22021 安藤 正春 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 福島県 0:45:16
7 22082 舛水 勝寿 ﾏｽﾐｽﾞ ｶﾂﾄｼ 寒川走友会 神奈川県 0:45:26
8 22128 安島 文作 ｱｼﾞﾏ ﾌﾐｻｸ ＡＧＥＩＮ 茨城県 0:46:10
9 22104 小林 健 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 楽楽走友会矢祭 福島県 0:46:16

10 22046 根本 忠 ﾈﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ スマＲｕｎ北茨 茨城県 0:47:08
11 22100 大和田 洋一 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｳｲﾁ モラー湖調査隊 東京都 0:47:32
12 22114 篠原 要行 ｼﾉﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 高萩走友会 茨城県 0:47:32
13 22031 渡邉 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 福島マスターズ 福島県 0:48:09
14 22164 矢野 雅博 ﾔﾉ ﾏｻﾋﾛ 日本道路 千葉県 0:48:21
15 22043 志田 久雄 ｼﾀﾞ 福島県 0:49:15
16 22145 鈴木 守 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 茨城県 0:49:34
17 22217 本田 実 ﾎﾝﾀﾞ ﾐﾉﾙ 須賀川走友会 福島県 0:49:41
18 22052 髙橋 良和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ 福島県 0:49:53
19 22140 小濵 重治 ｵﾊﾞﾏ ｼｹﾞﾊﾙ 楽々走友会 福島県 0:49:56
20 22132 世古 治幸 ｾｺ ﾊﾙﾕｷ 東京都 0:50:28
21 22201 林中 俊雄 ﾊﾔｼﾅｶ ﾄｼｵ 茨城県 0:50:36
22 22212 矢萩 明 ﾔﾊｷﾞ ｱｷﾗ 茨城県 0:50:45
23 22141 皆川 利道 ﾐﾅｶﾜ ﾘﾄﾞｳ 富岡町 福島県 0:50:45
24 22069 根本 秀一 ﾈﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 光ＲＵＮいわき 福島県 0:51:05
25 22142 太田 幸夫 ｵｵﾀ ﾕｷｵ 福島県 0:51:18
26 22065 蓬田 三雄 ﾖﾓｷﾞﾀ ﾐﾂｵ 埼玉県 0:51:23
27 22195 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 福島県 0:51:41
28 22167 中島 信治 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ クレハ走友会 東京都 0:52:02
29 22119 石川 廣一 ｲｼｶﾜ ｺｳｲﾁ （株）佐川林業 福島県 0:52:03
30 22016 髙橋 卓 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｼ 髙橋興業 福島県 0:52:47
31 22210 熊田 成美 ｸﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾐ 住友ゴム白河 福島県 0:52:51
32 22218 中野 一雄 ﾅｶﾉ ｶｽﾞｵ 観月台走友会 福島県 0:52:56
33 22093 髙橋 義信 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾉﾌﾞ 真野川走遊回 福島県 0:53:12
34 22019 菅野 祐一 ｽｹﾞﾉ ﾕｳｲﾁ 長折ランナーズ 福島県 0:53:16
35 22161 金子 哲也 ｶﾈｺ ﾃﾂﾔ 福島県 0:53:34
36 22118 竹内 孝夫 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｵ 神奈川県 0:53:52
37 22088 渡邊 英二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｼﾞ 福島県 0:54:05
38 22074 石川 繁雄 ｲｼｶﾜ ｼｹﾞｵ 日立市 茨城県 0:54:10
39 22049 植松 功武 ｳｴﾏﾂ ｲｻﾑ 福島県 0:54:32
40 22115 内藤 修司 ﾅｲﾄｳ ｼｭｳｼﾞ ＴＣＳ多摩 東京都 0:54:36
41 22180 隠木 泉人 ｲﾝｷ ｲﾂﾞﾋﾄ 茨城県 0:54:45
42 22196 佐川 邦彦 ｻｶﾞﾜ ｸﾆﾋｺ ２１世紀の杜 福島県 0:54:46
43 22169 吉葉 勝博 ﾖｼﾊﾞ ｶﾂﾋﾛ ビルダー 福島県 0:55:06
44 22208 花見 良一 ﾊﾅﾐ ﾘｮｳｲﾁ 桑野協立病院 福島県 0:55:17
45 22138 久保 義雄 ｸﾎﾞ ﾖｼｵ 福島県 0:55:25
46 22073 荒川 正勝 ｱﾗｶﾜ ﾏｻｶﾂ 福島県 0:56:11
47 22149 薄葉 直行 ｳｽﾊﾞ ﾅｵﾕｷ 福島県 0:56:12
48 22062 大場 練一 ｵｵﾊﾞ ﾚﾝｲﾁ チームＲＳ 山形県 0:56:18
49 22182 神永 一男 ｶﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 北茨城マイペス 茨城県 0:56:29
50 22044 篠原 文逸 ｼﾉﾊﾗ ﾌﾐｲﾁ うる星やつら 東京都 0:56:33
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51 22171 西村 繁隆 ﾆｼﾑﾗ ｼｹﾞﾀｶ 八尾風の盆ＪＣ 千葉県 0:56:36
52 22028 高木 秀美 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞﾐ 有機合成薬品 福島県 0:56:37
53 22168 角田 勇 ｶｸﾀ ｲｻﾑ 福島県 0:56:52
54 22125 境田 要 ｻｶｲﾀﾞ ｶﾅﾒ 福島県 0:56:59
55 22181 佐藤 幸英 ｻﾄｳ ﾕｷﾋﾃﾞ 観月台走友会 福島県 0:57:06
56 22207 今野 義男 ｺﾝﾉ ﾖｼｵ 荒川化学 福島県 0:57:27
57 22133 田代 賀津次 ﾀｼﾛ ｶﾂｼﾞ 日立パワー 茨城県 0:57:35
58 22177 齋藤 富雄 ｻｲﾄｳ ﾄﾐｵ 福島県 0:57:40
59 22066 阿部 正一 ｱﾍﾞ ﾏｻｲﾁ 福島県 0:57:46
60 22035 吉田 正彦 ﾖｼﾀﾞ 福島県 0:58:03
61 22014 木田 章一 ｷﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 福島県 0:58:07
62 22070 宮元 隆司 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ カンテニクラブ 宮城県 0:58:08
63 22120 粕谷 達 ｶｽﾔ ｻﾄｼ さいたまモグラ 埼玉県 0:58:08
64 22038 平沢 荘一郎 ﾋﾗｻﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ 福島県 0:58:15
65 22136 寺田 増郎 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｽｵ にんべんフーズ 静岡県 0:58:17
66 22216 丹治 儀夫 ﾀﾝｼﾞ ﾉﾘｵ 福島県 0:58:28
67 22150 三浦 洋一郎 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁﾛｳ 日化エンジ 福島県 0:58:41
68 22206 森 孝行 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ パティスリモリ 愛知県 0:58:49
69 22135 田中 新一 ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ エアウォーター 福島県 0:58:50
70 22047 高嶋 威男 ﾀｶｼﾏ ﾀｹｵ 横浜中央走友会 神奈川県 0:58:52
71 22026 新妻 哲夫 ﾆｲﾂﾏ ﾃﾂｵ 福島県 0:59:05
72 22012 永山 公一 ﾅｶﾞﾔﾏ ｷﾐｶｽﾞ 福島県 0:59:06
73 22072 佐藤 光雄 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ 笑走会 福島県 0:59:08
74 22117 荻原 武男 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹｵ ＫＳＬ ＯＢ 福島県 0:59:22
75 22127 澤田 清 ｻﾜﾀﾞ ｷﾖｼ 茨城県 0:59:41
76 22123 國井 篤 ｸﾆｲ ｱﾂｼ 日産いわき 福島県 0:59:52
77 22172 佐藤 強 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 福島県 0:59:55
78 22102 川妻 達則 ｶﾜﾂﾞﾏ ﾀﾂﾉﾘ 埼玉県 1:00:31
79 22129 阿部 直美 ｱﾍﾞ ﾅｵﾐ 福島県 1:00:34
80 22024 藤井 範雄 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ 盛岡ドリーム 岩手県 1:00:46
81 22037 安西 功 ｱﾝｻﾞｲ ｲｻｵ 九品寺幼稚園 福島県 1:01:01
82 22124 千葉 雅士 ﾁﾊﾞ ﾏｻｼ 福島県 1:01:11
83 22060 永沼 裕光 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳｺｳ ＰＡＬⅡＴＣ 福島県 1:01:15
84 22018 生田目 敏 ﾅﾏﾀﾒ ｻﾄﾙ 福島県 1:01:20
85 22162 郷 健一郎 ｺﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ 鹿島 静岡県 1:01:30
86 22213 矢吹 充 ﾔﾌﾞｷ ﾐﾂﾙ ＡＶＡＮＴＩ 福島県 1:01:38
87 22190 蛯沢 昭 ｴﾋﾞｻﾜ ｱｷﾗ 極楽ランナーズ 千葉県 1:01:46
88 22146 草野 清一 ｸｻﾉ ｾｲｲﾁ 福島県 1:01:49
89 22202 根本 博行 ﾈﾓﾄ ﾊｸﾕｷ 下小川健笑会 福島県 1:01:56
90 22186 竹島 修平 ﾀｹｼﾏ ｼｭｳﾍｲ 福島県 1:02:04
91 22055 武藤 憲雄 ﾑﾄｳ ﾉﾘｵ 旭設計事務所 福島県 1:02:27
92 22189 鍛治 邦雄 ｶｼﾞ ｸﾆｵ 福島県 1:02:38
93 22192 小関 敏郎 ｺｾｷ ﾄｼﾛｳ 茨城県 1:03:39
94 22200 清水 隆文 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾌﾐ 神奈川県 1:03:46
95 22203 植木 善一郎 ｳｴｷ ｾﾞﾝｲﾁﾛｳ 福島県 1:03:50
96 22090 富岡 伸夫 ﾄﾐｵｶ ﾉﾌﾞｵ 福島県 1:03:51
97 22094 安田 安義 ﾔｽﾀﾞ ﾔｽﾖｼ 福島県 1:04:01
98 22076 橋本 幸雄 ﾊｼﾓﾄ ｻﾁｵ 福島県 1:04:23
99 22152 根本 均 ﾈﾓﾄ ﾋﾄｼ （有）宮建工業 福島県 1:04:42

100 22205 梅田 晴正 ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙﾏｻ 神奈川県 1:05:05
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101 22121 塩田 裕治 ｼｵﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 古河電池 福島県 1:05:08
102 22113 岡本 良二 ｵｶﾓﾄ ﾘｮｳｼﾞ 小名浜製錬 千葉県 1:05:19
103 22079 玉手 忠平 ﾀﾏﾃ 福島民友新聞社 福島県 1:05:25
104 22042 鈴木 芳弘 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 福島県 1:05:30
105 22087 鈴木 昌幸 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 天栄ランナーズ 福島県 1:05:37
106 22045 塩見 春雄 ｼｵﾐ ﾊﾙｵ 福島県 1:05:38
107 22041 金成 嘉一郎 ｶﾅﾘ ｶｲﾁﾛｳ グットライフ 福島県 1:05:40
108 22131 木田 光一 ｷﾀﾞ ｺｳｲﾁ 木田医院 福島県 1:05:41
109 22156 有馬 正興 ｱﾘﾏ ｼｮｳｺｳ 宮城県 1:05:50
110 22095 小林 正平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 福島県 1:05:52
111 22108 馬上 光邦 ﾓｳｴ ﾐﾂｸﾆ 福島県 1:06:12
112 22022 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島荒井完走会 福島県 1:06:25
113 22151 鈴木 博 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 福島県 1:06:37
114 22091 安部 吉男 ｱﾍﾞ ﾖｼｵ 老道共走会 福島県 1:06:48
115 22050 菊地 正行 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 福島県 1:06:56
116 22017 安藤 篤 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ あんあん１号 福島県 1:07:07
117 22139 川村 友孝 ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｺｳ ヨコハマ吉倉 福島県 1:07:21
118 22106 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 福島県 1:07:21
119 22048 渡部 雅俊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄｼ 福島県 1:07:34
120 22170 五十嵐 司也 ｲｶﾞﾗｼ ﾓﾘﾔ 会津鉄道 福島県 1:07:42
121 22199 青木 勝敏 ｱｵｷ ｶﾂﾄｼ バイクルトップ 福島県 1:07:55
122 23007 井上 直美 ｲﾉｳｴ ﾅｵﾐ 東京都 1:08:27
123 22137 遠藤 常夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾈｵ 福島県 1:08:31
124 22188 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 古河電池 福島県 1:08:42
125 22083 中川 光衛 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｴｲ 福島走ろう会 福島県 1:08:47
126 22157 早川 正宗 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾑﾈ 福島県 1:08:57
127 22064 小山 勝 ｺﾔﾏ ﾏｻﾙ 福島県 1:09:26
128 22191 佐々木 英寿 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾄｼ 宮城県 1:10:16
129 22059 四條 真樹 ｼｼﾞｮｳ ﾏｻｷ 福島県 1:10:26
130 22176 酒井 邦雄 ｻｶｲ ｸﾆｵ 酒井医院 福島県 1:10:35
131 22165 礒辺 喜代志 ｲｿﾍﾞ ｷﾖｼ 石川県 1:10:59
132 22033 宮崎 典男 ﾐﾔｻﾞｷ 鹿島建設 福島県 1:11:15
133 22023 江尻 仁太郎 ｴｼﾞﾘ ｼﾞﾝﾀﾛｳ 福島県 1:11:48
134 22198 園部 義博 ｿﾉﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 地域包括です！ 福島県 1:12:00
135 22111 今野 建男 ｺﾝﾉ ﾀｹｵ 福島県 1:12:01
136 22103 川崎 和夫 ｶﾜｻｷ ｶｽﾞｵ 福島県 1:12:01
137 22053 山岸 隆俊 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｶﾄｼ 福島県 1:12:09
138 22197 安藤 信也 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ あんしんクラブ 福島県 1:12:10
139 22187 津野 薫 ﾂﾉ ｶｵﾙ ＲＣ９９９ 埼玉県 1:12:26
140 22178 秋山 則久 ｱｷﾔﾏ ﾉﾘﾋｻ 埼玉県 1:12:49
141 22116 齊藤 健 ｻｲﾄｳ ｹﾝ 古河電池 福島県 1:12:51
142 22159 伊橋 光二 ｲﾊｼ ｺｳｼﾞ 宮城県 1:12:55
143 22071 鈴木 義久 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｻ 福島県 1:13:24
144 22080 残間 栄 ｻﾞﾝﾏ ｻｶｴ 福島県 1:13:59
145 22130 中島 直樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾅｵｷ 交通安全協会 福島県 1:14:00
146 22174 鈴木 正三 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ 東京都 1:14:29
147 22101 石川 俊三 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝｿﾞｳ 埼玉県 1:14:30
148 22058 下山田 隆次 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 福島県 1:14:34
149 22067 小賀坂 義弘 ｺｶﾞｻｶ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 1:14:37
150 22063 中丸 孝男 ﾅｶﾏﾙ ﾀｶｵ 福島県 1:14:47
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151 22109 小泉 俊彰 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｼｱｷ 常磐共同火力 東京都 1:14:55
152 22105 齋藤 孝 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 福島県 1:15:13
153 22098 鈴木 哲二 ｽｽﾞｷ ﾃﾂｼﾞ 福島県 1:15:27
154 22134 鈴木 一善 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ 光ランいわき 福島県 1:15:34
155 22183 藁谷 秀彰 ﾜﾗｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 泉クラブ 福島県 1:15:51
156 22122 角田 等 ｶｸﾀ ﾋﾄｼ 北海道 1:16:44
157 22193 稲庭 克己 ｲﾅﾆﾜ ｶﾂﾐ 福島県 1:16:47
158 22166 今泉 敏雄 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾄｼｵ 福島県 1:16:50
159 22057 野崎 光夫 ﾉｻﾞｷ ﾐﾂｵ 福島県 1:17:34
160 22020 荒井 徹 ｱﾗｲ ﾄｵﾙ いわき明星大学 東京都 1:17:47
161 22061 氏家 義三 ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾐ 寺岡整形外科 茨城県 1:17:49
162 22147 石川 幸嗣 ｲｼｶﾜ ﾕｷﾂｸﾞ 古河電池 福島県 1:17:59
163 22056 平子 金光 ﾋﾗｺ ｶﾈﾐﾂ ＤＩＲ 福島県 1:19:14
164 22215 根本 正男 ﾈﾓﾄ ﾏｻｵ 福島県 1:20:03
165 22015 青木 公明 ｱｵｷ ｷﾐｱｷ 福島県 1:22:10
166 22011 古内 忠勝 ﾌﾙｳﾁ ﾀﾀﾞｶﾂ 福島県 1:22:19
167 22089 寺田 典之 ﾃﾗﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 亀よりも速く 群馬県 1:24:24
168 22173 鴫原 丈一 ｼｷﾞﾊﾗ ｼﾞｮｳｲﾁ 福島県 1:26:32
169 22075 木村 吉則 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ いわき走友会 福島県 1:30:55
170 22096 吉田 信彦 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 福島県 1:32:39
171 22077 瀬戸口 正雄 ｾﾄｸﾞﾁ ﾏｻｵ 葛飾走友会 東京都 1:39:36


