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1 1014 藤 飛翔 ﾌｼﾞ ﾂﾊﾞｻ 早稲田大学 福島県 2:36:44
2 1012 根本 雄斗 ﾈﾓﾄ ﾕｳﾄ ＯＴＮＰＪ 福島県 2:38:21
3 1015 佐藤 寛人 ｻﾄｳ ﾋﾛﾄ 上山市陸協 山形県 2:39:31
4 1001 ｊｕｌｉａｎ ｐｉｃｏｔ ｼﾞｭﾘｱﾝ ﾋﾟｺ Ｔｏｗｎｓｖｉｌｌｅ Ｒｏａｄ Ｒｕｎ 海外 2:42:16
5 1026 市ノ渡 拓也 ｲﾁﾉﾜﾀﾘ ﾀｸﾔ ちゃんこ市関 福島県 2:47:36
6 1018 今村 大紀 ｲﾏﾑﾗ ﾀｲｷ 石川支援学校 福島県 2:48:11
7 1011 長谷川 徹 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄｵﾙ 郡山自衛隊 福島県 2:48:51
8 1081 山本 幸輝 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 東洋大学 埼玉県 2:50:56
9 1074 万城目 昌哉 ﾏﾝｼﾞｮｳﾒ ﾏｻﾔ 会津大学 福島県 2:53:09

10 1025 手嶋 真紀 ﾃｼﾏ ﾏｻｷ 角田松島ＲＵＮ 宮城県 2:54:51
11 1062 山本 崚介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 水ラン 福島県 2:55:09
12 1043 比企野 創典 ﾋｷﾉ ｿｳｽｹ あふろきゅー 岩手県 2:56:38
13 1055 須藤 一将 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾏｻ 神奈川県 2:56:39
14 1066 須藤 大志 ｽﾄｳ ﾀｲｼ 福島県 2:57:40
15 1048 石倉 広尚 ｲｼｸﾗ ﾋﾛﾀｶ 玉川中教員 宮城県 2:58:27
16 1114 渡邉 亮平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ 日立製作所 茨城県 2:58:36
17 1056 柳沼 順朝 ﾔｷﾞﾇﾏ ｶｽﾞｻ 水曜ランでしょ 福島県 2:59:05
18 1019 箕田 英治 ﾐﾀ ｴｲｼﾞ スバルＲＣ 群馬県 3:00:55
19 1083 野田 純平 ﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 白鴎大学 栃木県 3:04:06
20 1038 近藤 拓弥 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾔ ヘルメッツＲＣ 群馬県 3:04:29
21 1092 山本 陽文 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 兵庫県 3:06:13
22 1100 太田 航介 ｵｵﾀ ｺｳｽｹ 高崎経済大学 福島県 3:07:34
23 1045 菅原 健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 千葉県 3:08:02
24 1096 佐々木 駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ 宮城県 3:09:20
25 1093 室田 大河 ﾑﾛﾀ ﾀｲｶﾞ 新潟県 3:09:30
26 1895 金賀 駿 ｶﾈｶﾞ ｼｭﾝ 早稲田大学 福島県 3:11:49
27 1106 片岡 祐亮 ｶﾀｵｶ ﾕｳｽｹ ハリアーズ 東京都 3:12:41
28 1022 石川原 光太郎 ｲｼｶﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 東北大学 宮城県 3:12:54
29 1086 熊谷 駿 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 東北大学 宮城県 3:12:58
30 1053 佐藤 寛毅 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 福島銀行 福島県 3:13:24
31 1065 舟生 博紀 ﾌﾆｭｳ ﾋﾛﾉﾘ 関本ＲＣ 福島県 3:15:44
32 1054 新妻 宏泰 ﾆｲﾂﾏ ﾋﾛﾔｽ スタンレー 福島県 3:16:19
33 1170 大矢 一輝 ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 日本大学工学部 福島県 3:17:08
34 1152 上岡 駿弘 ｶﾐｵｶ ﾀｶﾋﾛ 東北大学 宮城県 3:17:18
35 1336 松下 智哉 ﾏﾂｼﾀ ﾄﾓﾔ 東北大学 宮城県 3:17:19
36 1064 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 小林と仲間たち 福島県 3:17:34
37 1034 根本 佳偉 ﾈﾓﾄ ｶｲ ６ＡＡＲＣ 福島県 3:17:52
38 1334 櫛田 大地 ｸｼﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 堺化学工業 福島県 3:18:09
39 1078 大崎 直哉 ｵｵｻｷ ﾅｵﾔ 神奈川県 3:19:02
40 1050 玉木 章吾 ﾀﾏｷ ｼｮｳｺﾞ 葛尾ランナーズ 福島県 3:19:36
41 1185 五十嵐 和輝 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞｷ 福島県 3:19:53
42 1198 吉田 公晃 ﾖｼﾀ ﾀｶｱｷ 福島県 3:21:49
43 1091 新妻 圭介 ﾆｲﾂﾏ ｹｲｽｹ いわき郵便局 福島県 3:22:56
44 1024 浦山 陽介 ｳﾗﾔﾏ ﾖｳｽｹ 福島県 3:23:22
45 1122 畑山 大地 ﾊﾀﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 福島県 3:23:37
46 1330 尾形 尚樹 ｵｶﾞﾀ ﾅｵｷ 福島県 3:23:46
47 1042 井戸川 俊 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ｼｭﾝ 双葉町役場 福島県 3:24:26
48 1041 佐藤 一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ リレマラ 福島県 3:24:29
49 1116 松崎 友星 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｾｲ アンデパンダン 京都府 3:24:46
50 1125 塩澤 章弘 ｼｵｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 神奈川県 3:25:18
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51 1084 國分 伊三郎 ｺｸﾌﾞﾝ ｲｻﾞﾌﾞﾛｳ 福島県 3:26:23
52 1049 井場 隼人 ｲﾊﾞ ﾊﾔﾄ 黒光り＋閣下 山形県 3:26:51
53 1173 伊藤 望 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 岩手大学 岩手県 3:27:00
54 1132 吉田 好孝 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 大熊ＲＣ 福島県 3:27:43
55 1058 松岡 英治 ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ 山形県 3:29:48
56 1893 鈴木 智仁 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾄ 福島県 3:30:21
57 1097 藤田 隆司 ﾌｼﾞﾀ ﾘｭｳｼﾞ 福島県 3:30:36
58 1279 太田 智貴 ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 東北大学大学院 宮城県 3:30:38
59 1031 国井 柾也 ｸﾆｲ ﾏｻﾔ くにちゃんず 福島県 3:30:41
60 1118 山田 圭亮 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 東京都 3:31:47
61 1016 渡部 誠也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 東京都 3:32:06
62 1359 加藤 圭 ｶﾄｳ ｹｲ 宮城県 3:33:20
63 1172 上遠野 健 ｶﾄｵﾉ ﾀｹﾙ 福島県 3:33:43
64 1194 窪田 梢 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 中央大学 埼玉県 3:34:01
65 1126 佐藤 裕太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ Ｒｕｎべ 福島県 3:34:21
66 1044 植田 勝貴 ｳｴﾀ ｶﾂﾞｷ 福島県 3:34:21
67 1076 矢吹 千之助 ﾔﾌﾞｷ ｾﾝﾉｽｹ 福島県 3:35:13
68 1104 渡部 竜太朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 佐原病院 福島県 3:35:26
69 1072 佐野 汰成 ｻﾉ ﾀｲｾｲ リレマラ 千葉県 3:35:26
70 1137 国井 綾 ｸﾆｲ ﾘｮｳ わたり病院 青森県 3:36:29
71 1262 原田 光 ﾊﾗﾀ ﾋｶﾙ ＫＯＤＣ 宮城県 3:37:41
72 1182 勝矢 祥平 ｶﾂﾔ ｼｮｳﾍｲ リレマラ 東京都 3:37:56
73 1145 松井 建太 ﾏﾂｲ ｹﾝﾀ 東北大学 宮城県 3:38:31
74 1063 西本 拓磨 ﾆｼﾓﾄ ﾀｸﾏ 堺化学 大阪府 3:39:46
75 1027 押田 裕太郎 ｵｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 三菱マテリアル 東京都 3:39:56
76 1162 星 寛人 ﾎｼ ﾋﾛﾄ 福島県 3:40:18
77 1174 五十嵐 賢次 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｼﾞ 会津中央病院 福島県 3:41:26
78 1341 高萩 大貴 ﾀｶﾊｷﾞ ﾀｲｷ 東京都庁 東京都 3:41:28
79 1156 小林 拓巳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 会津大学 福島県 3:41:33
80 1183 根岸 功 ﾈｷﾞｼ ｲｻｵ 福島県 3:41:40
81 1073 高橋 慧伍 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 東北大学 宮城県 3:42:04
82 1217 箱崎 佑輔 ﾊｺｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 福島医大漕艇部 福島県 3:42:11
83 1090 目黒 佳輔 ﾒｸﾞﾛ ｹｲｽｹ 角田松島ＲＵＮ 宮城県 3:42:49
84 1077 庄子 雄太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ 木馬館 福島県 3:44:01
85 1577 緑川 龍太郎 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 福島県 3:44:50
86 1087 横田 智 ﾖｺﾀ ｻﾄﾙ 福島厚生会 福島県 3:45:08
87 1350 遠藤 佳祐 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ ＲＵＮべ 福島県 3:45:08
88 1134 荻野 寛河 ｵｷﾞﾉ ﾋﾛｶ 福島県 3:45:11
89 1149 小屋敷 直也 ｺﾔｼｷ ﾅｵﾔ いわきっこ 福島県 3:45:17
90 1428 佐藤 亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 岩手県 3:45:31
91 1399 日向寺 恭平 ﾋｭｳｶﾞｼﾞ ｷｮｳﾍｲ 福島県 3:46:16
92 1476 原瀬 裕太 ﾊﾗｾ ﾕｳﾀ はらせさんち 福島県 3:46:20
93 1190 菅野 耕也 ｶﾝﾉ ｺｳﾔ 福島ＳＧクラブ 福島県 3:46:29
94 1201 武山 翔平 ﾀｹﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 宮城県 3:47:19
95 1040 三浦 卓士 ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ 宮城県 3:47:34
96 1332 神澤 悠亮 ｶﾝｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 3:47:41
97 1178 三井 一紀 ﾐﾂｲ ｶｽﾞｷ 埼玉県 3:47:43
98 1094 佐藤 息吹 ｻﾄｳ ｲﾌﾞｷ 東北電力 福島県 3:48:44
99 1227 河田 裕也 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 埼玉県 3:48:52

100 1155 大塚 寛央 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ リレマラ 千葉県 3:49:01
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101 1188 菅原 栞人 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾝﾄ 東北学院大学 宮城県 3:49:03
102 1168 三浦 征 ﾐｳﾗ ｲｸﾙ 福島大学 福島県 3:49:35
103 1472 沼崎 宏駿 ﾇﾏｻﾞｷ ｺｳｼｭﾝ 磐城開発 福島県 3:49:37
104 1243 鈴木 宏章 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 福島県 3:50:09
105 1596 河野 友哉 ｺｳﾉ ﾄﾓﾔ 東京都 3:50:10
106 1287 隅田 春希 ｽﾐﾀﾞ ﾊﾙｷ 東京都 3:50:20
107 1112 菅野 智弥 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 福島県 3:50:25
108 1163 遠藤 孔成 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ いわき総合 福島県 3:51:22
109 1368 皆川 祐輔 ﾐﾅｶﾜ ﾕｳｽｹ 茨城県 3:51:31
110 1223 井上 雄太 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ クーバー 福島県 3:52:08
111 1374 柳田 浩志 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾋﾛｼ 安井塾 奈良県 3:53:07
112 1103 村井 航平 ﾑﾗｲ ｺｳﾍｲ 宮城県 3:53:33
113 1117 高橋 一生 ﾀｶﾊｼ ｶﾌﾞ カナデン 宮城県 3:54:06
114 1327 藁谷 紀信 ﾜﾗｶﾞﾔ ｷｼﾝ 福島県 3:54:48
115 1203 太田 隆之 ｵｵﾀ ﾀｶﾕｷ ディベロッサ 埼玉県 3:54:54
116 1320 山田 峻一 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 仙台大学 宮城県 3:55:16
117 1127 遠藤 祐太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾛｳ 福島県 3:55:32
118 1671 叶多 謹次 ｶﾉｳﾀﾞ ｷﾝｼﾞ 千葉県 3:55:50
119 1369 林 智広 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:55:57
120 1232 池口 直毅 ｲｹｸﾞﾁ ﾅｵｷ 東京大学大学院 東京都 3:56:05
121 1157 杉江 稔史 ｽｷﾞｴ ﾄｼﾌﾐ 中央大学 茨城県 3:56:21
122 1694 和田 真典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 3:56:35
123 1308 太田 光 ｵｵﾀ ﾋｶﾙ 会津中央病院 福島県 3:57:02
124 1051 伊藤 貫慈 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 岩手大学 岩手県 3:57:13
125 1169 今野 大成 ｺﾝﾉ ﾀｲｾｲ 福島大学 福島県 3:57:24
126 1254 會田 匠 ｱｲﾀ ﾀｸﾐ 福島県 3:57:26
127 1109 栗原 篤人 ｸﾘﾊﾗ ｱﾂﾋﾄ 丸紅 埼玉県 3:57:40
128 1067 土生木 雄大 ﾊﾌﾞｷ ﾕｳﾀ オーシャン 福島県 3:57:48
129 1454 林 卓人 ﾊﾔｼ ﾀｸﾄ 群馬県 3:57:56
130 1166 西村 泰希 ﾆｼﾑﾗ ﾀｲｷ 東京大学 千葉県 3:57:56
131 1110 岡部 陽介 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｽｹ ゼビオ泉中央 宮城県 3:58:00
132 1208 脇本 泰成 ﾜｷﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ もみの樹 福島県 3:58:07
133 1458 鈴木 雄太 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀ 福島県 3:58:18
134 1248 岡崎 翔太 ｵｶｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 山形県 3:59:54
135 1381 高橋 亮太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ かしま病院 福島県 4:00:15
136 1358 Tucker Joseph Valentine Tucker Joseph Valentine 海外 4:00:26
137 1375 矢野 祥吾 ﾔﾉ ｼｮｳｺﾞ 福島県 4:00:31
138 1119 上野 昂幹 ｳｴﾉ ｺｳｷ ランパス 宮城県 4:00:41
139 1372 横井 智成 ﾖｺｲ ﾄﾓﾅﾘ 福島県 4:01:26
140 1364 亀谷 宏海 ｶﾒﾀﾆ ﾋﾛﾐ 広野町 福島県 4:01:38
141 1294 遠山 駿介 ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ 消防本部 福島県 4:01:43
142 1611 武田 研 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝ 東北大学 宮城県 4:02:05
143 1617 渡部 真也 ﾜﾀﾍﾞ ﾏｻﾅﾘ ＵＤトラックス 福島県 4:02:08
144 1362 安海 弘樹 ｱｽﾞﾐ ﾋﾛｷ 宮城県 4:02:19
145 1246 佐藤 雅 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県 4:02:45
146 1316 小松 良平 ｺﾏﾂ ﾘｮｳﾍｲ 福島県 4:03:30
147 1184 鈴木 聖也 ｽｽﾞｷ ｾｲﾔ 福島県 4:03:53
148 1423 渡邉 敏夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ 愛心会 福島県 4:04:41
149 1179 猪狩 隆典 ｲｶﾞﾘ ﾀｶﾉﾘ 福島県 4:05:01
150 1252 菅野 拓郎 ｶﾝﾉ ﾀｸﾛｳ 東北学院大学 福島県 4:06:30
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151 1111 室田 大地 ﾑﾛﾀ ﾀﾞｲﾁ 宇都宮大学 新潟県 4:06:37
152 1306 岡田 尚晃 ｵｶﾀﾞ ﾅｵｱｷ 東京都 4:07:14
153 1210 今岡 直毅 ｲﾏｵｶ ﾅｵｷ 東京都 4:07:14
154 1165 白木 信之介 ｼﾗｷ ｼﾝﾉｽｹ 仙台リゾスポ 宮城県 4:07:46
155 1421 佐藤 稜 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 福島県 4:07:59
156 8027 田母神 佑樹 ﾀﾓｶﾞﾐ ﾕｳｷ 岩手県立大学 岩手県 4:08:16
157 1293 小川 武 ｵｶﾞﾜ ﾀｹｼ 会津大学 福島県 4:08:28
158 1095 牧尾 駿 ﾏｷｵ ﾊﾔﾄ 茨城県 4:08:59
159 1303 秋元 貴亜樹 ｱｷﾓﾄ ﾀｶｱｷ 福島県 4:10:30
160 1339 関 雄太 ｾｷ ﾕｳﾀ 只見高校 福島県 4:11:16
161 1361 坂本 拓也 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 福島県 4:11:57
162 1138 南田 隼也 ﾐﾅﾐﾀﾞ ﾄｼﾔ ワールウインド 神奈川県 4:12:00
163 1204 小野 公弘 ｵﾉ ｷﾐﾋﾛ 福島県 4:12:40
164 1417 樋口 峻平 ﾋｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 福島県 4:12:44
165 1192 猪狩 隼人 ｲｶﾞﾘ ﾊﾔﾄ 福島県 4:12:48
166 1674 嶋田 悠希 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 東京都 4:13:11
167 1187 高橋 佑太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 日立システムズ 東京都 4:13:23
168 1455 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 日本大学 千葉県 4:13:24
169 1586 遠藤 康平 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾍｲ ＭＣＦＣいわき 福島県 4:13:30
170 8026 改田 茂 ｶｲﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 東京都 4:14:25
171 1685 鈴木 卓 ｽｽﾞｷ ｽｸﾞﾙ ボンズ 福島県 4:15:49
172 1348 芳賀 弘康 ﾊｶﾞ ﾋﾛﾔｽ ランナーズハイ 福島県 4:16:07
173 1408 笠松 大輝 ｶｻﾏﾂ ﾀｲｷ 愛知県 4:16:23
174 1312 小峰 淳 ｺﾐﾈ ｱﾂｼ ジョイフィット 福島県 4:16:25
175 1123 青天目 悠太 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾕｳﾀ 福島県 4:16:32
176 1325 西村 侑己 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 福島県 4:16:36
177 1407 小岩 尚樹 ｺｲﾜ ﾅｵｷ ゼビオスポーツ 福島県 4:16:43
178 1105 矢吹 隆幸 ﾔﾌﾞｷ ﾀｶﾕｷ 朝青龍の弟子 福島県 4:17:04
179 1383 菅野 幸介 ｽｶﾞﾉ ｺｳｽｹ ランナーズハイ 東京都 4:17:25
180 1447 斉藤 翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 福島県 4:17:26
181 8025 岩瀬 直人 ｲﾜｾ ﾅｵﾄ 東京都 4:17:52
182 1130 根司 将平 ﾈｼ ｼｮｳﾍｲ 福島けんしん 福島県 4:17:58
183 1235 根本 俊輔 ﾈﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 福島県 4:18:34
184 1033 大山 慶悟 ｵｵﾔﾏ ｹｲｺﾞ ６ＡＡＲＣ 福島県 4:18:36
185 1052 佐藤 紀樹 ｻﾄｳ ﾉﾘｷ やぶきじくん 福島県 4:18:55
186 1657 浅瀬石 貴大 ｱｾｲｼ ﾀｶﾋﾛ コスモ食品研究 青森県 4:19:05
187 1089 伊藤 勇輝 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 角田松島ＲＵＮ 宮城県 4:19:37
188 1342 橋本 誠 ﾊｼﾓﾄ ﾏｺﾄ ひらた清風 福島県 4:19:40
189 1237 南 大地 ﾐﾅﾐ ﾀﾞｲﾁ ルネサンス 福島県 4:20:12
190 1424 阿部 真 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ 千葉県 4:20:34
191 1221 庭瀬 泰頌 ﾆﾜｾ ﾋﾛﾉﾌﾞ Ｊ－ヴィレッジ 福島県 4:20:42
192 1288 渋谷 岳宏 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹﾋﾛ 宮城県 4:20:55
193 1297 田畑 健 ﾀﾊﾞﾀ ｹﾝ チーム岩澤 千葉県 4:21:14
194 1340 長谷川 史弥 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌﾐﾔ ６もえ～本中 福島県 4:21:32
195 1333 矢口 純也 ﾔｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城県 4:21:59
196 1234 猪狩 翔吾 ｲｶﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 福島県立医科大 福島県 4:22:27
197 1135 佐川 浩平 ｻｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 佐川商事 秋田県 4:22:42
198 1146 根本 直人 ﾈﾓﾄ ﾅｵﾄ 鳩の会 福島県 4:23:05
199 1195 北田 耕平 ｷﾀﾀﾞ ｺｳﾍｲ ランナーズ栃木 東京都 4:23:25
200 1514 鷲嶽 隆幸 ﾜｼﾀｹ ﾀｶﾕｷ いわき市役所 福島県 4:23:41
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201 1380 鈴木 健史 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ 東邦薬品 福島県 4:24:25
202 1176 半澤 悠司 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 福島県 4:24:39
203 1206 江藤 佳和 ｴﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 4:24:52
204 1196 小松 寿樹 ｺﾏﾂ ﾄｼｷ いわき信用組合 福島県 4:25:04
205 1732 若林 和貴 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 大成建設 福島県 4:25:23
206 1873 児玉 公輔 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｽｹ 日本大学 千葉県 4:25:38
207 1451 根本 卓 ﾈﾓﾄ ｽｸﾞﾙ 福島県 4:25:42
208 1197 作山 佑太 ｻｸﾔﾏ ﾕｳﾀ 福島県 4:25:57
209 1682 田口 真司 ﾀｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 福島県 4:26:13
210 1489 高木 一輝 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞｷ いわき共立病院 福島県 4:26:26
211 1147 中嶋 貴広 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 4:26:34
212 1239 清水 啓吾 ｼﾐｽﾞ ｹｲｺﾞ 福島県 4:26:41
213 1754 内田 正颯 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻｶｾﾞ 神奈川県 4:27:32
214 1255 西山 健太 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝﾀ 福島県 4:28:25
215 1457 鈴江 智彦 ｽｽﾞｴ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 4:28:43
216 1505 川村 羊平 ｶﾜﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 三重県 4:28:52
217 1488 中村 隼輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 青森県 4:29:08
218 1820 八嶋 海斗 ﾔｼﾏ ｶｲﾄ 帝京大学 東京都 4:29:26
219 1433 佐藤 琢 ｻﾄｳ ﾀｸ いわき明星大学 福島県 4:30:06
220 1808 渡辺 竜矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾔ 小名浜製錬 福島県 4:30:30
221 1898 塙 大輝 ﾊﾅﾜ ﾀﾞｲｷ はなまる 福島県 4:30:31
222 1598 杉本 翔 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｮｳ 公務員 福島県 4:30:32
223 1894 草野 力 ｸｻﾉ ﾁｶﾗ 福島県 4:30:42
224 1131 伊藤 亮 ｲﾄｳ ﾘｮｳ 福島県 4:31:05
225 1406 斎藤 大暉 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 東北大学 宮城県 4:32:37
226 1868 渋井 岳彦 ｼﾌﾞｲ ﾀｹﾋｺ 東京都 4:32:43
227 1259 遠藤 大輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ ゴールド椎茸 福島県 4:33:56
228 1678 稲田 義宣 ｲﾅﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 福島県 4:33:59
229 1605 岩津 潤 ｲﾜﾂ ｼﾞｭﾝ 共立病院 福島県 4:33:59
230 1600 伊藤 和貴 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ＤＩＢ 福島県 4:35:03
231 1437 望月 雄太 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 福島県 4:35:07
232 1057 戸田 雄貴 ﾄﾀﾞ ﾕｳｷ 曽我の屋 栃木県 4:35:58
233 1409 川崎 隆広 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾋﾛ 福島県 4:37:58
234 1654 門馬 亮平 ﾓﾝﾏ ﾘｮｳﾍｲ 福島県 4:38:04
235 1628 岡部 諒 ｵｶﾍﾞ ﾘｮｳ 福島県 4:38:07
236 1739 橋本 樹 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾂｷ すぺしゃ 東京都 4:38:21
237 1633 齋藤 友博 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 4:38:36
238 1571 佐藤 聡一郎 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 株式会社クレハ 福島県 4:38:40
239 1082 川田 一輝 ｶﾜﾀ ｶｽﾞｷ 福島県 4:38:50
240 1429 吉田 誠 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 一条工務店 福島県 4:38:52
241 1887 Keith Vincent Dozois Keith Vincent Dozois Ｈｉｒｏｎｏ Ｊｒ． ＨＳ 海外 4:38:56
242 1251 渡辺 将隆 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾀｶ 古河電池 福島県 4:38:56
243 1214 菅野 真平 ｶﾝﾉ ｼﾝﾍﾟｲ 高坂剣友会 福島県 4:39:17
244 1897 小沼 慶祐 ｺﾇﾏ ｹｲｽｹ 福島県 4:39:27
245 1307 小林 寛知 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 会津大学 福島県 4:39:31
246 1589 林 寛太 ﾊﾔｼ ｶﾝﾀ 埼玉県 4:39:38
247 1469 菅田 智朗 ｽｶﾞﾀ ﾄﾓｱｷ 宮城県 4:39:44
248 1321 川庄 雄己 ｶﾜｼｮｳ ﾕｳｷ 明治大学 東京都 4:40:19
249 1213 千葉 洸平 ﾁﾊﾞ ｺｳﾍｲ 宮城県 4:41:01
250 1171 鈴木 雅俊 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 右大臣 福島県 4:41:55
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251 1745 大武 風太 ｵｵﾀｹ ﾌｳﾀ 水戸証券 福島県 4:42:02
252 1693 吉田 直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 茨城県 4:42:17
253 1161 青木 智彦 ｱｵｷ ﾄﾓﾋｺ 神奈川県 4:42:17
254 1059 隅田 郁海 ｽﾐﾀﾞ ｲｸﾐ あさかＨＰ 福島県 4:42:18
255 1136 榊原 龍之介 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 揚土走人 福島県 4:42:30
256 1477 原瀬 裕夢 ﾊﾗｾ ﾋﾛﾑ はらせさんち 福島県 4:42:33
257 1413 本田 拓人 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾄ げすっこ走遊会 福島県 4:42:37
258 1189 志賀 優真 ｼｶﾞ ﾕｳﾏ 小名浜海陸運送 福島県 4:42:38
259 1207 新井 陽介 ｱﾗｲ ﾖｳｽｹ 埼玉県 4:42:43
260 1766 日比野 聖 ﾋﾋﾞﾉ ｻﾄｼ 鹿島建設 福島県 4:43:03
261 1464 草野 竜也 ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ 福島県 4:43:04
262 1653 野口 直哉 ﾉｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 福島県 4:43:05
263 1503 千葉 俊 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝ 須賀川市役所 福島県 4:43:11
264 1240 菅野 哲史 ｶﾝﾉ ｻﾄｼ 福島県 4:43:42
265 1563 門脇 一真 ｶﾄﾞﾜｷ ｶｽﾞﾏ いわき病院 福島県 4:43:52
266 1416 割栢 靖謙 ﾜﾘｶﾞﾔ ﾔｽﾉﾘ 福島県 4:43:57
267 1494 浅野 直史 ｱｻﾉ ﾅｵｼ 福島県 4:44:26
268 1487 小酒井 友也 ｺｻﾞｶｲ ﾄﾓﾔ 小名浜製錬 東京都 4:44:27
269 1480 大川原 怜 ｵｵｶﾜﾗ ｻﾄｼ 福島県 4:44:38
270 1722 西牧 優希也 ﾆｼﾏｷ ﾕｷﾔ 福島県 4:44:41
271 1603 丹治 雄一 ﾀﾝｼﾞ ﾕｳｲﾁ 福島県 4:44:41
272 1385 山田 淳平 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福島県 4:44:47
273 1167 近藤 彰 ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 一条工務店宮城 宮城県 4:45:33
274 1439 河端 信一郎 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ 千葉県 4:45:59
275 1070 遠藤 拓海 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ ＤＩＢ 福島県 4:46:10
276 1315 小野 嘉己 ｵﾉ ﾋﾛｷ チーム佳和 福島県 4:46:36
277 1301 宮垣 佳和 ﾐﾔｶﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ チーム佳和 福島県 4:46:36
278 1113 鈴木 大介 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ クレハ 福島県 4:47:28
279 1817 折笠 忠幸 ｵﾘｶｻ ﾀﾀﾞﾕｷ 大東銀行 福島県 4:47:45
280 1679 細矢 純平 ﾎｿﾔ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福島県 4:47:48
281 1655 阿部 真也 ｱﾍﾞ ﾏｻﾔ 福島県 4:48:00
282 1292 本間 涼斗 ﾎﾝﾏ ﾘｮｳﾄ 東洋大学 東京都 4:48:04
283 1799 緑川 翼 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾂﾊﾞｻ ニチハ（株） 福島県 4:48:49
284 1649 大篭 義幸 ｵｵｺﾞﾓﾘ ﾖｼﾕｷ 堺化学工業 千葉県 4:49:04
285 1723 神場 仁宏 ｼﾞﾝﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 福島県 4:49:06
286 1435 髙橋 幸士郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾛｳ 帝京大学 栃木県 4:49:12
287 1513 高木 一成 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 福島県 4:49:19
288 1363 徳永 尚樹 ﾄｸﾅｶﾞ ﾅｵｷ 福島県 4:49:39
289 1720 鈴木 彬 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 福島県 4:49:53
290 1636 冨永 涼 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｮｳ 水戸証券 福島県 4:50:02
291 1258 大野山 翔二 ｵｵﾉﾔﾏ ｼﾞｮｳｼﾞ チームＫＨＫ 東京都 4:50:36
292 1510 荻野 正文 ｵｷﾞﾉ ﾏｻﾌﾐ ＭＣＦＣ小名浜 福島県 4:50:50
293 1075 白岩 康成 ｼﾗｲﾜ ﾔｽﾅﾘ 福島県 4:51:26
294 1473 鵜沼 英弘 ｳﾇﾏ ﾋﾃﾞﾋﾛ いわき明星大学 福島県 4:51:57
295 1229 石松 悠斗 ｲｼﾏﾂ ﾕｳﾄ 丸紅 東京都 4:52:00
296 1241 佐藤 翔樹 ｻﾄｳ ｼｮｳｷ 小名浜製錬 福島県 4:52:00
297 1502 窪田 克哉 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾔ 福島県 4:52:09
298 1107 佐藤 明人 ｻﾄｳ ｱｷﾄ 宮城県 4:52:16
299 1755 本田 大輔 ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 千代田化工建設 神奈川県 4:52:29
300 1890 鈴木 基哉 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾔ 福島県警察 福島県 4:52:39
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301 1205 藤崎 一也 ﾌｼﾞｻｷ ｶｽﾞﾔ 東京都 4:52:48
302 1384 池上 一希 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 東京都 4:52:50
303 1641 一戸 祐介 ｲﾁﾉﾍ ﾕｳｽｹ 宮城県 4:52:59
304 1449 住谷 勇祐 ｽﾐﾔ ﾕｳｽｹ 宮城県 4:53:05
305 1366 小池 隆太郎 ｺｲｹ ﾘｭｳﾀﾛｳ 植田中 福島県 4:53:18
306 1412 鈴木 薫 ｽｽﾞｷ ｶｵﾙ げすっ子走遊会 福島県 4:53:28
307 1129 渡邉 貴徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 古殿町公民館 福島県 4:53:35
308 1256 阿部 裕希 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 福島県 4:53:52
309 1452 中條 雄大 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾞｲ 宮城県 4:54:38
310 1367 菅野 多加夫 ｶﾝﾉ ﾀｶｵ さとる接骨院 福島県 4:55:14
311 1164 早坂 拓人 ﾊﾔｻｶ ﾀｸﾄ 宮城県 4:55:20
312 1395 高橋 翼 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ あだち共労 福島県 4:55:26
313 1390 志賀 洸平 ｼｶﾞ ｺｳﾍｲ 福島県 4:55:27
314 1595 諸杉 凌 ﾓﾛｽｷﾞ ﾘｮｳ 福島県 4:55:34
315 1854 杉本 賢志 ｽｷﾞﾓﾄ ｻﾄｼ 堺化学工業 福島県 4:55:39
316 1696 大河原 悠真 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳﾏ 新潟大学 新潟県 4:55:40
317 1236 太田 啓 ｵｵﾀ ﾋﾗｸ 高崎経済大学 福島県 4:56:00
318 1379 三瓶 史也 ｻﾝﾍﾟｲ ﾌﾐﾔ 福島県 4:56:03
319 1331 千葉 祐也 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾔ ウルトラ走ル 宮城県 4:56:17
320 1640 佐久間 勇気 ｻｸﾏ ﾕｳｷ 福島県 4:56:27
321 1444 菅島 竜也 ｽｶﾞｼﾏ ﾘｭｳﾔ いわき明星大学 福島県 4:56:31
322 1352 花井 良介 ﾊﾅｲ ﾘｮｳｽｹ 福島県 4:56:32
323 1405 斎藤 淳基 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｷ 福島県 4:56:40
324 1226 菅野 真啓 ｽｶﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ 常盤電設産業 福島県 4:57:25
325 1576 中島 亮 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 南相馬市立病院 福島県 4:57:32
326 1230 橋本 拓 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸ 福島県 4:58:06
327 1533 三浦 光 ﾐｳﾗ ﾋｶﾙ 微研東北ＲＣ 福島県 4:58:27
328 1329 志賀 敏明 ｼｶﾞ ﾄｼｱｷ いわき陸協 茨城県 4:58:29
329 1199 杉瀬 悠汰 ｽｷﾞｾ ﾕｳﾀ 福島県 4:58:29
330 1431 丹尾 和樹 ﾆｵ ｶｽﾞｷ 半田工務店 秋田県 4:58:31
331 1415 石井 弘輝 ｲｼｲ ｺｳｷ 東京都 4:58:34
332 1602 渡辺 竹大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ ＤＩＢ 福島県 4:58:44
333 1290 長谷川 烈 ﾊｾｶﾞﾜ ｱﾂｷ 仙台矯正管区 宮城県 4:58:45
334 1278 川俣 涼介 ｶﾜﾏﾀ ﾘｮｳｽｹ いわき信用組合 福島県 4:58:57
335 1142 髙橋 憲史 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼ 三菱マテリアル 福島県 4:59:02
336 1219 片寄 開久 ｶﾀﾖｾ ﾊﾙﾋｻ 福島県 4:59:03
337 1546 阿部 晃平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ タンガロイ 福島県 4:59:17
338 1609 泉 朋宏 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 東北大学 宮城県 4:59:19
339 1388 鈴木 崇寛 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ Ｊ－ヴィレッジ 福島県 4:59:31
340 1302 橋本 啓 ﾊｼﾓﾄ ｹｲ 福島県 4:59:54
341 1159 河野 龍 ｶﾜﾉ ﾘｭｳ 山形県 4:59:56
342 1690 坂本 裕士 ｻｶﾓﾄ ﾕｳｼ 福島県 5:00:27
343 1260 早川 達也 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ 神奈川県 5:00:32
344 1275 矢田部 智大 ﾔﾀﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 5:00:32
345 1824 井出 航太 ｲﾃﾞ ｺｳﾀ 福島県 5:00:44
346 1346 成田 和富 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾄ ヨシケイ 福島県 5:01:22
347 1643 藤枝 宏彰 ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 茨城県 5:01:31
348 1538 佐治 侑樹 ｻｼﾞ ﾕｳｷ 微研東北ＲＣ 福島県 5:01:49
349 1120 大和田 匠 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｸﾐ ＩＳＧ愚連隊 福島県 5:01:54
350 1729 鈴木 正樹 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷ 三井生命 福島県 5:02:05
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351 1554 竹田 勇輝 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ ＣＡＴ 福島県 5:02:34
352 1231 鈴木 源 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝ 宮城県 5:02:40
353 1291 中村 広和 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ いわき総合教員 福島県 5:03:01
354 1450 武山 圭輔 ﾀｹﾔﾏ ｹｲｽｹ 本村工業 宮城県 5:03:46
355 1069 盛合 優斗 ﾓﾘｱｲ ﾕｳﾄ 大成建設 福島県 5:03:46
356 1462 松本 明浩 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 小島会 宮城県 5:03:53
357 1218 町野 翔 ﾏﾁﾉ ｶｹﾙ いわき共立 福島県 5:03:56
358 1244 熊田 秀哉 ｸﾏﾀﾞ ｼｭｳﾔ 福島県 5:04:10
359 1659 伊藤 広樹 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 福島県 福島県 5:04:21
360 1418 阿部 善和 ｱﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ 福島県 5:04:41
361 1675 関根 成人 ｾｷﾈ ｼｹﾞﾄ 福島県 5:04:58
362 1289 徳永 大輝 ﾄｸﾅｶﾞ ﾀﾞｲｷ 宮城県 5:05:11
363 1841 今野 和樹 ｺﾝﾉ ｶｽﾞｷ 福島高専 福島県 5:05:46
364 1544 山田 啓介 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 5:05:58
365 1389 吉田 翔哉 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾔ 福島県 5:06:07
366 1585 泉 猛 ｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 神奈川県 5:06:27
367 1224 中道 以砂男 ﾅｶﾐﾁ ｲｻｵ 宮城県 5:06:34
368 1470 マーティン ジェイミー ﾏｰﾃｨﾝ ｼﾞｪｲﾐｰ フリーコム 福島県 5:06:57
369 1889 遠藤 雅大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 福島県 5:07:05
370 1740 齋藤 公希 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 郡山市 福島県 5:07:20
371 1874 菊池 晃広 ｷｸﾁ ｱｷﾋﾛ 福島県 5:07:21
372 1831 桑原 啓介 ｸﾜﾊﾗ ｹｲｽｹ 福島県 5:07:21
373 1709 伊東 龍 ｲﾄｳ ﾘｭｳ 福島県 5:07:53
374 1414 渡邉 祐樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ げすっ子走遊会 福島県 5:08:04
375 1593 小島 望 ｺｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾑ 福島県 5:08:07
376 1592 長島 圭亮 ﾅｶﾞｼﾏ ｹｲｽｹ 福島県 5:08:07
377 1714 小林 隆雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｵ 福島県 5:08:18
378 1277 白土 悠 ｼﾗﾄﾞ ﾕｳ 川田機工 福島県 5:08:33
379 1233 菅野 央将 ｶﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 古河電池 福島県 5:08:41
380 1581 湯川 達也 ﾕｶﾜ ﾀﾂﾔ ＤＩＢ 福島県 5:08:41
381 1728 国井 彰吾 ｸﾆｲ ｼｮｳｺﾞ 福島県 5:09:05
382 1673 外地 雄太 ｿﾄﾁ ﾕｳﾀ ＭＣＦＣいわき 福島県 5:09:18
383 1812 小室 篤史 ｺﾑﾛ ｱﾂｼ 福島県 5:10:48
384 1456 長沼 大希 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 福島県 5:10:56
385 1580 笠巻 匠 ｶｻﾏｷ ﾀｸﾐ ＤＩＢ 福島県 5:11:00
386 1153 林田 祥瑚 ﾊﾔｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 東京都 5:11:03
387 1474 平間 貴行 ﾋﾗﾏ ﾀｶﾕｷ 福島県 5:11:13
388 1558 九里 隼人 ｸﾉﾘ ﾊﾔﾄ 湯本高校 福島県 5:11:22
389 1717 伊藤 宏 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ ＮＮランナーズ 宮城県 5:11:42
390 1688 菅野 孝彦 ｶﾝﾉ ﾀｶﾋｺ 福島県 5:11:51
391 1459 永久保 吉晃 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾖｼｱｷ 福島県 5:12:00
392 1899 井上 覚太 ｲﾉｳｴ ﾀﾀﾞﾋﾛ 丸紅 東京都 5:12:12
393 1711 市座 弘貴 ｲﾁｻﾞ ﾋﾛｷ 埼玉県 5:12:15
394 1865 神 翔太 ｼﾞﾝ ｼｮｳﾀ 宮城県 5:12:20
395 1775 渡邉 哲郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 福島県 5:12:38
396 1323 菅沼 晃 ｽｶﾞﾇﾏ ｱｷﾗ 常盤共同火力 福島県 5:12:40
397 1322 高木 涼 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ ＮＫＬ 福島県 5:12:40
398 1548 千葉 裕太郎 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀﾛｳ シクロオクタン 福島県 5:13:56
399 1553 磯井 友真 ｲｿｲ ﾕｳﾏ シクロオクタン 福島県 5:13:56
400 1528 酒井 達弥 ｻｶｲ ﾀﾂﾔ シクロオクタン 茨城県 5:13:56
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401 1543 河本 雄大 ｶﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ シクロオクタン 福島県 5:13:57
402 1525 菊地 啓太 ｷｸﾁ ｹｲﾀ シクロオクタン 福島県 5:13:57
403 1530 荒川 史弥 ｱﾗｶﾜ ﾌﾐﾔ シクロオクタン 福島県 5:13:57
404 1551 佐藤 暁 ｻﾄｳ ｱｷﾗ シクロオクタン 福島県 5:13:57
405 1296 狩野 知泰 ｶﾘﾉ ﾄﾓﾔｽ 福島高専 福島県 5:13:57
406 1559 石井 勇祐 ｲｼｲ ﾕｳｽｹ シクロオクタン 福島県 5:13:57
407 1393 佐藤 亮太 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 福島県 5:13:59
408 8002 富永 真樹 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｷ ゼビオ株式会社 福島県 5:14:32
409 1071 益田 卓知 ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾄﾓ 大成建設 福島県 5:15:09
410 1830 佐久間 悠貴 ｻｸﾏ ﾕｳｷ 福島県 5:15:09
411 1619 芳賀 幸博 ﾊｶﾞ ﾕｷﾋﾛ 日星製作所 福島県 5:15:17
412 1669 佐藤 卓矢 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ タカカツ走友会 宮城県 5:15:41
413 1750 小谷松 拓也 ｵﾔﾏﾂ ﾀｸﾔ いわき信用組合 福島県 5:15:46
414 1355 植村 駿 ｳｴﾑﾗ ｼｭﾝ 走風水流 秋田県 5:15:56
415 1175 石山 完希 ｲｼﾔﾏ ﾐﾂｷ 秋田県 5:16:43
416 1813 伊藤 大樹 ｲﾄｳ ﾀｲｷ ＩＣＢＣ 福島県 5:17:06
417 1139 矢内 誠也 ﾔﾅｲ ﾏｻﾔ 福島県 5:17:12
418 8005 鈴木 彰将 ｽｽﾞｷ ｱｷﾏｻ ゼビオ株式会社 栃木県 5:17:14
419 1273 鈴木 俊彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ ローレルバレイ 福島県 5:17:30
420 1860 福田 圭祐 ﾌｸﾀﾞ ｹｲｽｹ ときわの杜 茨城県 5:17:36
421 1665 三坂 裕輝 ﾐｻｶ ﾕｳｷ 東北電力 福島県 5:17:40
422 1549 八島 裕貴 ﾔｼﾏ ﾋﾛｷ いわきスタイル 福島県 5:17:47
423 1825 渡邉 寛久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾋｻ 福島県 5:17:55
424 1343 伊丹 樹 ｲﾀﾐ ﾀﾂｷ 宮城県 5:17:55
425 1629 瓜生 健人 ｳﾘｭｳ ｹﾝﾄ 福島県 5:18:44
426 1512 佐伯 竜平 ｻｴｷ ﾘｮｳﾍｲ ☆チームさえき 福島県 5:18:47
427 1397 堀越 海地 ﾎﾘｺｼ ｶｲﾁ 福浜大一建設 福島県 5:18:53
428 1445 須藤 明 ｽﾄｳ ｱｷﾗ 会津大学 福島県 5:19:16
429 1855 藤井 陽一郎 ﾌｼﾞｲ ﾖｳｲﾁﾛｳ 福島県 5:19:19
430 1532 高岡 大志 ﾀｶｵｶ ﾏｻｼ 松岡会 福島県 5:19:47
431 1524 鴨 涼太 ｶﾓ ﾘｮｳﾀ 福島県 5:19:54
432 1584 佐藤 峻海 ｻﾄｳ ﾀｶﾐ 勿来高校 福島県 5:20:07
433 1623 吉田 修平 ﾖｼﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ 福島県 5:20:07
434 8034 大村 芳伸 ｵｵﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 福島県 5:20:30
435 1267 沖田 穀璃 ｵｷﾀ ﾀｹﾙ いわき市役所 福島県 5:20:43
436 1507 田口 天志 ﾀｸﾞﾁ ﾀｶｼ 日本大学 福島県 5:20:43
437 1836 尾股 佑亮 ｵﾏﾀ ﾕｳｽｹ 福島高専 福島県 5:20:53
438 1562 金澤 亘 ｶﾅｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 西郷村 福島県 5:20:56
439 1738 辻 悠希 ﾂｼﾞ ﾕｳｷ 東北電力 福島県 5:21:25
440 1772 松谷 佑樹 ﾏﾂﾔ ﾕｳｷ 福島県 5:21:29
441 1354 鈴木 拓巳 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 福島県 5:21:30
442 1400 佐藤 智彦 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋｺ 神谷幼稚園 福島県 5:21:39
443 1522 前田 滉平 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 福島県 5:22:02
444 1376 渡辺 駿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 広野町役場 福島県 5:22:06
445 1242 鈴木 翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 走る人 福島県 5:22:09
446 1253 秋山 洸一 ｱｷﾔﾏ ｺｳｲﾁ 走る人 福島県 5:22:09
447 1265 麻野間 大之 ｱｻﾉﾏ ﾋﾛﾕｷ 豊橋市役所 愛知県 5:22:23
448 1411 猪狩 達也 ｲｶﾞﾘ ﾀﾂﾔ げすっ子走遊会 福島県 5:22:28
449 1209 角田 竜馬 ﾂﾉﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 新潟大学 新潟県 5:22:37
450 1245 曲山 拓弥 ﾏｶﾞﾘﾔﾏ ﾀｸﾔ 福島県 5:22:46
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451 1697 服部 航大 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾀ いわき明星大学 茨城県 5:22:47
452 1523 松本 敏希 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｷ 福島県 5:23:26
453 1257 草野 潤也 ｸｻﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 東邦福島 福島県 5:23:33
454 1422 鈴木 啓真 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾏｻ 福島県 5:23:37
455 1879 鈴木 翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ 福島県 5:23:40
456 1832 新開 孝洋 ｼﾝｶｲ ﾀｶﾋﾛ 福島県 5:23:52
457 1531 半澤 悟 ﾊﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 福島県 5:23:52
458 1787 長崎 敏也 ﾅｶﾞｻｷ ﾄｼﾔ 東北電力 福島県 5:23:53
459 1509 鈴木 伊織 ｽｽﾞｷ ｲｵﾘ ＭＣＦＣ小名浜 福島県 5:24:00
460 1555 深谷 勝太郎 ﾌｶﾔ ｼｮｳﾀﾛｳ ＣＡＴ 福島県 5:24:01
461 1652 安留 伸幸 ﾔｽﾄﾞﾒ ﾉﾌﾞﾕｷ 福島県 5:24:09
462 1646 川村 拓也 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ 一条工務店 福島県 5:24:10
463 1150 芳賀 健禄 ﾊｶﾞ ｹﾝﾛｸ 富士見台歯科」 東京都 5:24:15
464 1309 堀口 敦史 ﾎﾘｸﾞﾁ ｱﾂｼ 福島県 5:24:43
465 1747 川村 大皓 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 5:24:49
466 1645 櫛田 佳敬 ｸｼﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ＥＡＣ 福島県 5:24:51
467 1317 佐藤 文也 ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ Ｆーｒｕｎ 福島県 5:25:01
468 1737 戸倉 渓太 ﾄｸﾗ ｹｲﾀ カワセミ水族館 福島県 5:25:04
469 1386 ベンジャミン マクマレン ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ ﾏｸﾏﾚﾝ いわき市役所 福島県 5:25:09
470 1664 石倉 新太郎 ｲｼｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 草薙派四天王 宮城県 5:25:10
471 1706 本田 慎一 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 富岡支援学校 福島県 5:25:14
472 1753 小野寺 祐仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ ＮＯ ＰＬＡＮ 宮城県 5:25:20
473 1496 髙野 悟 ﾀｶﾉ ｻﾄﾙ 福島県 5:26:22
474 1788 狩谷 貴大 ｶﾘﾔ ﾀｶﾋﾛ 福島県 5:26:25
475 1579 岡部 健 ｵｶﾍﾞ ﾀｹﾙ ＤＩＢ 福島県 5:26:29
476 1282 西山 修平 ﾆｼﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 福島県 5:26:43
477 1281 臺 裕太 ﾀﾞｲ ﾕｳﾀ 福島県 5:26:43
478 1639 谷ヶ城 慎 ﾔｶﾞｼﾛ ﾏｺﾄ 福島銀行 福島県 5:26:57
479 1427 斎藤 誠 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ 東京都 5:27:10
480 1839 野崎 雅人 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄ 千葉県 5:27:10
481 1484 佐々木 翔 ｻｻｷ ｼｮｳ 茨城県 5:27:10
482 1283 近藤 健祐 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｽｹ 日産部品福島 福島県 5:27:14
483 1144 松井 一眞 ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾏ 宮城県 5:27:19
484 1806 菅野 正兼 ｶﾝﾉ ﾏｻｶﾈ 堺化学 福島県 5:27:26
485 1481 宮澤 貴嗣 ﾐﾔｻﾜ ﾀｶﾂｸﾞ アラバシリ 福島県 5:27:32
486 1707 高野 裕己 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 福島県 5:27:33
487 1676 竹本 恭太 ﾀｹﾓﾄ ｷｮｳﾀ 福島県 5:27:38
488 1564 西谷 元 ﾆｼﾀﾆ ｹﾞﾝ 福島県 5:27:39
489 1238 船生 裕太 ﾌﾆｭｳ ﾕｳﾀ 福島県 5:27:51
490 1578 平田 裕彰 ﾋﾗﾀ ﾋﾛｱｷ 福島県 5:28:02
491 1749 吉田 尊 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾙ 福島県 5:28:26
492 1630 遠藤 義洋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ オカモト 福島県 5:28:31
493 1482 植原 孝弘 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 5:28:41
494 1583 吉田 直広 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ ＤＩＢ 福島県 5:29:01
495 1285 佐久間 海以 ｻｸﾏ ｶｲﾄ ＤＩＢ 福島県 5:29:01
496 1625 千葉 裕之 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 仙台医療センタ 宮城県 5:29:24
497 1818 若松 善幸 ﾜｶﾏﾂ ﾖｼﾕｷ シスオーダー 福島県 5:29:31
498 1608 新妻 裕人 ﾆｲﾂﾏ ﾕｳﾄ 平第五小学校 福島県 5:29:37
499 1861 田島 将吾 ﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 福島県 5:29:38
500 1561 佐藤 賢人 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 埼玉県 5:29:38
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501 1627 加藤 弘樹 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 東京都 5:29:53
502 1441 宮崎 聡樹 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾄｷ 小名錬 福島県 5:29:57
503 1734 鈴木 翔馬 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾏ 福島県 5:30:02
504 1419 矢吹 謙斗 ﾔﾌﾞｷ ｹﾝﾄ 仙台大学 福島県 5:30:04
505 1768 菊地 創天 ｷｸﾁ ｿｳﾀ さかのつかい 福島県 5:30:20
506 1731 楢葉 颯一郎 ﾅﾗﾊ ｿｳｲﾁﾛｳ 福島県 5:30:32
507 1088 塚原 史章 ﾂｶﾊﾗ ﾌﾐｱｷ 水ラン 福島県 5:30:37
508 1382 木田 拓也 ｷﾀﾞ ﾀｸﾔ 福島県 5:30:56
509 1349 阿部 勝哉 ｱﾍﾞ ｶﾂﾔ 常磐共同火力 福島県 5:30:56
510 1268 久保木 雅也 ｸﾎﾞｷ ﾏｻﾔ 日産部品福島 福島県 5:31:43
511 1270 吉田 良平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 小林と仲間たち 福島県 5:31:45
512 1504 小酒 広也 ｺｻｹ ﾋﾛﾔ 福島県 5:31:48
513 1615 増子 北隼 ﾏｽｺ ﾎｸﾄ 福島県 5:31:54
514 1648 木村 彰吾 ｷﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 鈴縫工業 茨城県 5:32:10
515 1560 杉山 宗志 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 5:32:15
516 1493 藤木 祥平 ﾌｼﾞｷ ｼｮｳﾍｲ 堺化学工業 福島県 5:32:36
517 1521 阿部 一成 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾅﾘ 福島県 5:32:37
518 1692 小林 広生 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ＳＳＡＣ 福島県 5:32:43
519 1733 岩田 智久 ｲﾜﾀ ﾄﾓﾋｻ 福島県 5:32:44
520 1460 木戸 晴稀 ｷﾄﾞ ﾊﾙｷ 福島県 5:33:00
521 1133 安枝 弘人 ﾔｽｴﾀﾞ ﾋﾛﾄ 小名浜製錬 福島県 5:33:11
522 1448 山田 岬 ﾔﾏﾀﾞ ﾐｻｷ 福島県 5:33:35
523 1809 松山 充 ﾏﾂﾔﾏ ﾐﾂﾙ 新潟県 5:33:44
524 1891 渡辺 総一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 福島県 5:33:49
525 1837 板垣 涼介 ｲﾀｶﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 福島県 5:33:53
526 1121 長谷 直樹 ﾊｾ ﾅｵｷ 東京都 5:33:57
527 1365 笠間 充 ｶｻﾏ ﾐﾂﾙ 平山会 福島県 5:34:03
528 1572 石川 丈一郎 ｲｼｶﾜ ｼﾞｮｳｲﾁﾛｳ 福島県 5:34:04
529 1468 金成 洋樹 ｶﾅﾘ ﾋﾛｷ アルソック 福島県 5:34:37
530 1140 高橋 智大 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 5:34:39
531 1360 野田 聖也 ﾉﾀﾞ ｾｲﾔ ＤＩＢ 福島県 5:34:45
532 1626 川本 一宏 ｶﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 神奈川県 5:34:47
533 8004 結城 陸 ﾕｳｷ ﾘｸ ゼビオ株式会社 福島県 5:35:11
534 1124 井口 惠太 ｲｸﾞﾁ ｹｲﾀ 静岡県 5:35:23
535 1568 鈴木 啓五 ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ 古河電池 福島県 5:36:52
536 1344 吉田 悠一郎 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮城県 5:36:54
537 1271 佐藤 慶 ｻﾄｳ ｹｲ 福島県 5:37:26
538 1295 柴原 栄輔 ｼﾊﾞﾊﾗ ｴｲｽｹ 福島県 5:37:29
539 1430 渡邉 修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳ 福島県 5:37:55
540 1286 蓬田 直生 ﾖﾓｷﾞﾀﾞ ﾅｵｷ 会津大学 福島県 5:38:00
541 1683 小林 拓真 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ボンズ 福島県 5:38:04
542 1486 川端 蓮 ｶﾜﾊｼ ﾚﾝ フローラＲＣ 岐阜県 5:38:14
543 1878 九里 卓巳 ｸﾉﾘ ﾀｸﾐ 福島県 5:38:25
544 1700 田中 拓樹 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 大和ハウス工業 福島県 5:38:26
545 1710 平山 康博 ﾋﾗﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 堺化学 福島県 5:38:39
546 1515 橋本 渉 ﾊｼﾓﾄ ﾜﾀﾙ ゆったり館 福島県 5:38:43
547 1703 藁谷 颯 ﾜﾗｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 福島県 5:40:00
548 1718 大貫 裕矢 ｵｵﾇｷ ﾕｳﾔ 早稲田大学 埼玉県 5:40:43
549 1387 川﨑 裕太 ｶﾜｻｷ ﾕｳﾀ 福島県 5:41:00
550 1443 吉田 章大 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 福島県 5:41:18
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551 1398 正木 俊幸 ﾏｻｷ ﾄｼﾕｷ 福島高専ＯＢ 福島県 5:41:21
552 1453 古川 翔太 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳﾀ 日本大学 千葉県 5:41:35
553 1467 福田 貴之 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 会津中央病院 福島県 5:41:39
554 1465 鹿目 雄大 ｶﾉﾒ ﾕｳﾀﾞｲ 会津中央病院 福島県 5:41:39
555 1829 小田 幸樹 ｵﾀﾞ ｺｳｷ いわき信用組合 福島県 5:42:01
556 1396 小野 寛史 ｵﾉ ﾋﾛｼ 小名浜製錬 福島県 5:42:38
557 1662 奥山 昂平 ｵｸﾔﾏ ｺｳﾍｲ 福島県 5:42:48
558 1811 新井 裕成 ｱﾗｲ ﾋﾛﾅﾘ 福島県 5:43:10
559 1823 栗原 匠 ｸﾘﾊﾗ ﾀｸﾐ 福島県 5:43:13
560 1687 徳永 正貴 ﾄｸﾅｶﾞ ﾏｻﾀｶ 茨城県 5:43:30
561 1762 根本 晃成 ﾈﾓﾄ ｺｳｾｲ 福島高専 福島県 5:43:42
562 1715 広瀬 陸 ﾋﾛｾ ﾘｸ 福島県 5:43:42
563 1859 磯上 健太 ｲｿｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 福島高専 福島県 5:43:42
564 1541 佐藤 彰則 ｻﾄｳ ｱｷﾉﾘ 福島県 5:43:51
565 1713 川島 健太 ｶﾜｼﾏ ｹﾝﾀ エルダイニング 福島県 5:44:15
566 1807 折笠 拓哉 ｵﾘｶｻ ﾀｸﾔ 小名浜製錬 福島県 5:44:18
567 1425 山崎 慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 福島県 5:45:16
568 1404 重 誠和 ｼｹﾞ ﾏｻﾄｼ 福島県 5:45:16
569 1215 佐藤 正和 ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 千葉県 5:45:23
570 1840 櫛田 秀人 ｸｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 福島高専 福島県 5:45:46
571 1216 草薙 聖樹 ｸｻﾅｷﾞ ｾｲｼﾞｭ 草薙派四天王 宮城県 5:45:58
572 1463 皆川 悟 ﾐﾅｶﾜ ｻﾄﾙ 福島県 5:46:11
573 1590 室井 斗汰 ﾑﾛｲ ﾄｳﾀ いわき明星大学 福島県 5:46:21
574 1698 本間 駿 ﾎﾝﾏ ｼｭﾝ いわき明星大学 宮城県 5:46:22
575 1689 荷見 慎輔 ﾊｽﾐ ｼﾝｽｹ ◇完走野菜◇ 福島県 5:46:23
576 1128 草野 太一 ｸｻﾉ ﾀｲﾁ 福島県 5:46:34
577 1618 八百板 平 ﾔｵｲﾀ ﾀｲﾗ 福島県 5:47:01
578 1466 青木 秀之 ｱｵｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 会津中央病院 福島県 5:47:11
579 1885 青木 法之 ｱｵｷ ﾉﾘﾕｷ 会津中央病院 福島県 5:47:15
580 1527 宮下 雅哉 ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾔ チームズンバ 東京都 5:47:48
581 1634 清宮 怜 ｾｲﾐﾔ ｻﾄｼ 渡辺パイプ 茨城県 5:47:52
582 1667 佐々木 賢人 ｻｻｷ ｹﾝﾄ 福島県 5:48:03
583 1704 錠 裕之 ｲｶﾘ ﾋﾛﾕｷ 長谷川建設 福島県 5:48:24
584 1770 吉田 貴城 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｷ いわき市役所 福島県 5:48:29
585 1298 大八木 篤志 ｵｵﾔｷﾞ ｱﾂｼ 西住流戦車道 福島県 5:48:30
586 1827 佐藤 智則 ｻﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ 福島県 5:48:36
587 1434 安藤 英之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 東邦銀行 福島県 5:48:36
588 1318 高橋 智哉 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 東京都 5:48:38
589 1793 森田 雄貴 ﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 埼玉県 5:48:53
590 1616 赤間 幸佑 ｱｶﾏ ｺｳｽｹ ＫＯＤＣ 宮城県 5:49:23
591 1708 田村 僚祐 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 三井生命 福島県 5:49:38
592 1821 中村 友哉 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾔ 福島県 5:50:01
593 1828 矢部 恭平 ﾔﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ いわき翠の杜 福島県 5:50:02
594 1436 若松 薫 ﾜｶﾏﾂ ｶｵﾙ 福島県 5:50:02
595 1356 鈴木 捷斗 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ いわき明星大学 福島県 5:50:04
596 1845 家田 拓馬 ｲｴﾀﾞ ﾀｸﾏ 堺化学 福島県 5:50:05
597 1540 藤井 祐輝 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 微研東北ＲＣ 福島県 5:50:09
598 1492 浅井 政人 ｱｻｲ ﾏｻﾄ 双葉町役場 福島県 5:50:16
599 1716 桑原 邦弘 ｸﾜﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 福島県 5:50:58
600 1661 渡辺 航太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ 福島県 5:51:30
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601 1402 隈元 一晟 ｸﾏﾓﾄ ｲｯｾｲ 埼玉県 5:51:34
602 1483 岩城 光隆 ｲﾜｷ ﾐﾂﾀｶ 双葉町役場 福島県 5:52:03
603 1724 吉田 光義 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾖｼ 福島大学 福島県 5:52:15
604 1789 坂本 稜平 ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳﾍｲ げすっ子走遊会 福島県 5:52:23
605 1748 吉田 航 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 福島県 5:52:30
606 1663 田仲 俊樹 ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 草薙派四天王 宮城県 5:52:37
607 1863 吉田 兼太郎 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 5:52:37
608 1856 岡本 昌隆 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾀｶ 神奈川県 5:52:37
609 1681 後藤 梓 ｺﾞﾄｳ ｱｽﾞｻ 福島県 5:52:41
610 1774 池田 翔 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳ 福島県 5:52:44
611 1725 矢野 涼介 ﾔﾉ ﾘｮｳｽｹ チームＥＮ 福島県 5:52:54
612 1102 成澤 宏樹 ﾅﾘｻﾜ ﾋﾛｷ チーム１４ 山形県 5:52:57
613 1760 西口 泰礼 ﾆｼｸﾞﾁ ﾔｽﾉﾘ 福島県 5:53:00
614 1785 髙間 一晃 ﾀｶﾏ ｶｽﾞｱｷ 愛媛県 5:53:00
615 1582 平子 寛将 ﾀｲﾗｺ ﾋﾛﾉﾌﾞ ＤＩＢ 福島県 5:53:05
616 1867 村井 一貴 ﾑﾗｲ ｶｽﾞﾀｶ 堺化学工業 福島県 5:53:05
617 1757 金賀 雄太 ｶﾈｶﾞ ﾕｳﾀ 福島県 5:53:33
618 1403 大橋場 拓也 ｵｵﾊｼﾊﾞ ﾀｸﾔ 埼玉県 5:53:44
619 1801 鈴木 崚介 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 福島県 5:53:51
620 1529 熊澤 将也 ｸﾏｻﾞﾜ ﾏｻﾔ ちーむきゃっか 山形県 5:53:57
621 1771 猪狩 勇太 ｲｶﾞﾘ ﾕｳﾀ 福島県 5:54:05
622 1351 五十嵐 悠人 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳﾄ 福島県 5:54:05
623 1266 中瀬 貴也 ﾅｶｾ ﾀｶﾔ 船橋市役所 千葉県 5:54:17
624 1647 大塚 涼 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳ オカモトＦ 福島県 5:54:30
625 1432 木村 諭史 ｷﾑﾗ ｻﾄｼ やすさん会 福島県 5:55:50
626 1850 櫛田 幸裕 ｸｼﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 富岡町役場 福島県 5:55:59
627 1790 宮澤 朋也 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 福島県 5:56:00
628 1621 大和田 秀幸 ｵｵﾜﾀﾞ ﾋﾀﾞﾕｷ チームひらた 福島県 5:56:17
629 1751 蒲生 宏樹 ｶﾞﾓｳ ﾋﾛｷ ＮＯ ＰＬＡＮ 福島県 5:56:26
630 1060 工藤 駿 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝ あさかＨＰ 福島県 5:56:27
631 8003 朝倉 丈博 ｱｻｸﾗ ﾀｹﾋﾛ ゼビオ株式会社 福島県 5:56:36
632 1274 金澤 好明 ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ チームＹＵＪＩ 福島県 5:56:41
633 1604 会田 勇輝 ｱｲﾀﾞ ﾕｳｷ 石川町 福島県 5:57:09
634 1392 豊島 公二 ﾄﾖｼﾏ ｺｳｼﾞ （有）ＢＡＮＹＵ 福島県 5:57:12
635 8021 半澤 祐樹 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｷ 公益財団法人ときわ会 福島県 5:57:17
636 1743 懸田 将也 ｶｹﾀ ﾏｻﾔ 島田流戦車道 福島県 5:57:22
637 1779 佐藤 恒太 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 東京都 5:57:26
638 1635 大内 良平 ｵｵｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ 南相馬市 福島県 5:57:29
639 1108 浅野 裕平 ｱｻﾉ ﾕｳﾍｲ 宮城県 5:58:03
640 1642 石澤 優太 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳﾀ いわき信用組合 福島県 5:58:07
641 1284 佐藤 大悟 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ いわき信用組合 福島県 5:58:08
642 1631 遠藤 宏樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 宮城県 5:58:16
643 1498 菅野 海斗 ｶﾝﾉ ｶｲﾄ 東邦銀行 福島県 5:58:43
644 1826 板垣 裕亮 ｲﾀｶﾞｷ ﾕｳｽｹ 福島県 5:58:43
645 1838 鈴木 拓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ いわき明星大学 福島県 5:58:45
646 1508 大越 正敏 ｵｵｺｼ ﾏｻﾄｼ 福島県 5:58:50
647 1587 酒井 誠太 ｻｶｲ ｾｲﾀ ブリヂストン 福島県 5:59:02
648 1225 戸知谷 勇輝 ﾄﾁﾀﾆ ﾕｳｷ パナソニック 福島県 5:59:08
649 1394 本間 雄太 ﾎﾝﾏ ﾕｳﾀ 福島県 5:59:32
650 1804 齊藤 琢磨 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾏ 福島臨海鉄道 福島県 5:59:33
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651 1160 先崎 一寿 ｾﾝｻﾞｷ ｶｽﾞﾋｻ 福島県 5:59:38
652 1304 青木 大地 ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 福島県 5:59:38
653 1877 渡部 清孝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 福島県 5:59:46


