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1 8024 藤原 孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 復興庁 東京都 2:43:25
2 2020 鎌田 慎太郎 ｶﾏﾀ ｼﾝﾀﾛｳ クレハ卓球部 福島県 2:44:22
3 2038 宇佐見 祐哉 ｳｻﾐ ﾕｳﾔ 福島県 2:46:01
4 2013 平山 正樹 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻｷ 小太郎ちゃん 福島県 2:46:38
5 2047 千葉 亘 ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ 宮城県 2:47:29
6 2025 伊藤 雅紀 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 三重県庁 三重県 2:47:39
7 2066 佐川 雄一 ｻｶﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ゆう整骨院 福島県 2:47:51
8 2024 横木 克宜 ﾖｺｷ ｶﾂﾉﾘ 会津若松市役所 福島県 2:52:41
9 2058 田辺 匡亮 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｽｹ 東京都 2:53:00

10 2029 田中 寛人 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋﾄ 宮城県 2:54:07
11 2055 日下 文明 ｸｻｶ ﾌﾐｱｷ 畑チャンズ 埼玉県 2:54:12
12 2057 新関 健太 ﾆｲｾﾞｷ ｹﾝﾀ 前田建設工業 宮城県 2:54:20
13 2037 岡村 英明 ｵｶﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ うしく 福島県 2:54:29
14 2106 田川 薫 ﾀｶﾞﾜ ｶｵﾙ ニコニコＲＣ 神奈川県 2:55:55
15 2097 阿部 博史 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 福島県 2:56:50
16 2065 千吉良 崇文 ﾁｷﾞﾗ ﾀｶﾌﾐ 群馬県 2:58:41
17 2028 高橋 和之 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ ＨＯＫＡ 山形県 2:59:09
18 2033 加藤 和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 2:59:20
19 2016 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ チーム中村 福島県 3:00:48
20 2080 二階堂 豊 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕﾀｶ 福島県鉄工組合 福島県 3:01:41
21 2050 森 暁彦 ﾓﾘ ｱｷﾋｺ 福島県 3:03:25
22 2155 水沼 直己 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ ＫＲＣ 福島県 3:03:40
23 2145 太田 一宏 ｵｵﾀ ｶｽﾞﾋﾛ オイキング 群馬県 3:03:42
24 2086 穂積 宏幸 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ キビタンＲＣ 福島県 3:05:23
25 2072 佐藤 工 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ チームシュガー 宮城県 3:06:14
26 2108 大滝 俊樹 ｵｵﾀｷ ﾄｼｷ 新潟県 3:07:12
27 2110 中沢 巧 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 岩手県 3:07:40
28 2052 北村 智明 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓｱｷ ＦＴＲＣ 福島県 3:08:32
29 2256 小池 雄一郎 ｺｲｹ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 3:08:37
30 2054 工藤 紳一廊 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＲＣヤマシン 茨城県 3:10:32
31 2180 細谷 賢二 ﾎｿﾔ ｹﾝｼﾞ 走るんです 宮城県 3:11:04
32 2075 藁谷 佑市 ﾜﾗｶﾞｲ ﾕｳｲﾁ キビタンＲＣ 福島県 3:11:14
33 2079 磯貝 一志 ｲｿｶﾞｲ ｶｽﾞｼ ＦＴＲＣ 茨城県 3:11:23
34 2136 石田 寛樹 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 総務陸上部 東京都 3:11:42
35 2036 阿部 雄一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 県庁チャレラン 福島県 3:12:00
36 2039 遠藤 俊介 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 福島県 3:12:15
37 2128 Wesley Pattison Wesley Pattison 海外 3:12:22
38 2143 森本 紘史 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ 神奈川県 3:12:34
39 2141 吉田 一雄 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ ＴＥＡＭＥ×Ｒ 福島県 3:12:40
40 2185 今野 卓朗 ｺﾝﾉ ﾀｸﾛｳ 東北大学 宮城県 3:13:51
41 2053 大塩 浩晃 ｵｵｼｵ ﾋﾛｱｷ やぶきじくん 福島県 3:15:04
42 2826 菅家 昭平 ｶﾝｹ ｼｮｳﾍｲ 福島県 3:15:09
43 2042 嶋田 耕士 ｼﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 現人レーシング 東京都 3:15:15
44 2147 宝示 賢悟 ﾎｳｼﾞ ｹﾝｺﾞ 大阪府 3:15:20
45 2031 引地 隆介 ﾋｷﾁ ﾘｭｳｽｹ 太田走友会 福島県 3:15:33
46 2087 川井 直巳 ｶﾜｲ ﾅｵﾐ 東京都 3:15:45
47 2165 松本 忠士 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 福島県 3:16:00
48 2173 長谷川 規夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾉﾘｵ 福島県 3:16:34
49 2094 柾木 一也 ﾏｻｷ ｶｽﾞﾔ 西郷村教委 福島県 3:16:55
50 2026 中村 大輔 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ふくしまＴＲＣ 福島県 3:17:17
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51 2090 佐藤 利文 ｻﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 福島県 3:18:16
52 2041 橋本 祥徳 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 二本松市役所 福島県 3:18:28
53 2240 田中 優 ﾀﾅｶ ﾕｳ ＫＲＣ 福島県 3:18:48
54 2085 山野辺 洋平 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾖｳﾍｲ ＨＲＴ 福島県 3:18:52
55 2123 高橋 典久 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾋｺ 宮城県 3:19:18
56 2132 村田 力也 ﾑﾗﾀ ﾘｷﾔ 埼玉県 3:19:26
57 2126 阿部 伸宏 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＦＴＲＣ 福島県 3:19:28
58 2070 吉田 航太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 福島県 3:19:42
59 2111 宇田川 新 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 樫の木製作所 埼玉県 3:20:03
60 2096 早坂 義行 ﾊﾔｻｶ ﾖｼﾕｷ 寒河江・西村山 山形県 3:20:22
61 2187 森合 信夫 ﾓﾘｱｲ ﾉﾌﾞｵ クーバー 福島県 3:21:30
62 2339 古川 義也 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾔ ＡＬＳＯＫ 福島県 3:21:34
63 2168 井澤 貴徳 ｲｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 岐阜県 3:22:38
64 2174 河村 宅哉 ｶﾜﾑﾗ ﾀｸﾔ チーム走る男 宮城県 3:23:30
65 2078 川原 直之 ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ ＭＥＤＩＫＩＴ 宮城県 3:24:32
66 2074 谷地 洋紀 ﾔﾁ ﾋﾛｷ 県庁チャレラン 福島県 3:24:44
67 2019 滝 洋幸 ﾀｷ ﾋﾛﾕｷ 大阪府 3:24:45
68 2357 松橋 尚之 ﾏﾂﾊｼ ﾅｵﾕｷ 青森方面隊 青森県 3:25:04
69 2309 井口 基 ｲｸﾞﾁ ﾓﾄｲ クリーン新潟 新潟県 3:25:22
70 2035 髙橋 一城 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 岩手県 3:25:37
71 2251 志賀 雄太 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ アイメタル 茨城県 3:25:42
72 2405 根本 勝博 ﾈﾓﾄ ｶﾂﾋﾛ いきがい村 福島県 3:25:46
73 2167 関山 宏大 ｾｷﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ かんきょう 福島県 3:25:51
74 2138 神野 智弘 ｶﾐﾉ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 3:25:57
75 2212 村田 大介 ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｽｹ ｂｅｅｒＲＵＮ 福島県 3:26:24
76 2186 風間 信行 ｶｻﾞﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ （有）平子商店 福島県 3:26:30
77 2122 松島 健輔 ﾏﾂｼﾏ ｹﾝｽｹ 骨髄バンク 神奈川県 3:26:31
78 2361 佐藤 広規 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 埼玉県 3:26:45
79 2534 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 福島県 3:26:46
80 2133 宮坂 康宣 ﾐﾔｻｶ ﾔｽﾉﾘ 仙台病院 宮城県 3:27:02
81 2526 佐藤 純也 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 福島県 3:27:17
82 2105 加藤 崇夫 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 神奈川県 3:27:38
83 2162 鈴木 輝幸 ｽｽﾞｷ ﾃﾙﾕｷ チーム完走野菜 福島県 3:27:45
84 2288 藪内 威志 ﾔﾌﾞｳﾁ ﾀｹｼ 堺化学工業 大阪府 3:27:59
85 2137 堀内 仁 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾄｼ 太田走友会 福島県 3:28:05
86 2152 中野 幸太郎 ﾅｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 栃木県 3:28:42
87 2303 小松 純 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 3:28:52
88 2120 武田 大吉 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷﾁ ６偵 宮城県 3:28:57
89 2148 田村 健 ﾀﾑﾗ ｹﾝ 宮城県 3:29:07
90 2023 田村 一平 ﾀﾑﾗ ｲｯﾍﾟｲ 水曜ランでしょ 福島県 3:29:12
91 2344 松田 泰裕 ﾏﾂﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 福島の韋駄天 福島県 3:29:27
92 2140 松尾 遼平 ﾏﾂｵ ﾘｮｳﾍｲ 神奈川県 3:29:39
93 2131 岩崎 智幸 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾕｷ ランジョグ 山形県 3:30:12
94 2163 戸田 良樹 ﾄﾀﾞ ﾖｼｷ こすってら～ズ 福島県 3:30:35
95 2753 鈴木 宏章 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 東京都 3:30:37
96 2292 若林 祐介 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 葛魂 東京都 3:30:40
97 2302 佐藤 聖悟 ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ 宮城県 3:30:43
98 2297 秋元 圭介 ｱｷﾓﾄ ｹｲｽｹ 東京都 3:30:49
99 2321 今田 博之 ｺﾝﾀ ﾋﾛﾕｷ 日新小学校 山形県 3:30:55

100 2146 三浦 昌浩 ﾐｳﾗ ﾏｻﾋﾛ 福島県 3:31:01
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101 2227 鎌田 俊亮 ｶﾏﾀ ｼｭﾝｽｹ ＫＭＴ ＡＡＡ 宮城県 3:31:01
102 2216 栗原 聡 ｸﾘﾊﾗ ｻﾄｼ 茨城県 3:31:32
103 2273 高橋 真之 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 宮城県 3:31:45
104 2313 柳田 悟志 ﾔﾅｷﾞﾀ ｻﾄｼ 真岡ウインド 栃木県 3:32:39
105 2021 三戸 格 ｻﾝﾄﾞ ｲﾀﾙ 走ろう会 東京都 3:32:39
106 2466 川原 卓弥 ｶﾜﾊﾗ ﾀｸﾔ ＴＥＰＡＣ 福島県 3:32:43
107 2117 皆川 祐真 ﾐﾅｶﾜ ﾕｳﾏ いわき市役所 福島県 3:32:58
108 2100 中井 啓之 ﾅｶｲ ﾋﾛﾕｷ 東京都 3:33:26
109 2161 鵜沼 巧 ｳﾇﾏ ﾀｸﾐ 群馬県 3:33:30
110 2295 小杉 誠 ｺｽｷﾞ ﾏｺﾄ 森永乳業 宮城県 3:33:31
111 2513 佐藤 雄一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 日産部品福島 福島県 3:34:10
112 2323 佐藤 直之 ｻﾄｳ ﾅｵﾕｷ 群馬県 3:34:20
113 2196 松本 圭一 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｲﾁ ＵｎｉｙＲＣ 福島県 3:34:37
114 2264 市川 潤 ｲﾁｶﾜ ｼﾞｭﾝ 愛知県 3:34:46
115 2234 阿部 優太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 福島県 3:34:55
116 2102 葛西 良亮 ｸｽﾞﾆｼ ﾘｮｳｽｹ しろくま 茨城県 3:36:00
117 2291 田中 悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 秋田県 3:36:04
118 2170 越前 学 ｴﾁｾﾞﾝ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 3:36:44
119 2125 小池 宏明 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ ふくしまＴＲＣ 福島県 3:36:49
120 2363 髙木 学 ﾀｶｷﾞ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 3:37:14
121 2119 三浦 勉 ﾐｳﾗ ﾂﾄﾑ 二本松病院 福島県 3:37:41
122 2115 黒須 修一 ｸﾛｽ ｼｭｳｲﾁ 黒須会 岩手県 3:37:46
123 2325 有野 純平 ｱﾘﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 埼玉県 3:37:49
124 2210 津島 亮 ﾂｼﾏ ﾘｮｳ 福島県 3:37:51
125 2118 松田 有史 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｼ ＷＭＤ 山形県 3:37:53
126 2202 齊藤 亨 ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ 山形大学病院 山形県 3:37:54
127 2129 森田 晃大 ﾓﾘﾀ ｱｷﾋﾛ 千葉県 3:37:55
128 2592 渡部 文範 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾉﾘ 福島県 3:38:06
129 2317 坪谷 大祐 ﾂﾎﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ 仙台ｓｊｃ 宮城県 3:38:55
130 2207 和知 朗 ﾜﾁ ｱｷﾗ 塙厚生病院 福島県 3:38:56
131 2412 黒山 敦 ｸﾛﾔﾏ ｱﾂｼ アストラゼネカ 福島県 3:39:43
132 2223 岩崎 誠一 ｲﾜｻｷ ｾｲｲﾁ 大東大 福島県 3:40:25
133 2222 植草 良介 ｳｴｸｻ ﾘｮｳｽｹ ＬＩＸＩＬ 福島県 3:40:29
134 2091 鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 三栄精機製作所 福島県 3:40:47
135 2242 三森 雄一朗 ﾐﾓﾘ ﾕｳｲﾁﾛｳ 福島県 3:41:04
136 2852 石井 直也 ｲｼｲ ﾅｵﾔ チームＫＨＫ 神奈川県 3:41:11
137 2266 鎌 裕一 ｶﾏ ﾕｳｲﾁ 群馬県 3:41:15
138 2083 保坂 武 ﾎｻｶ ﾀｹｼ 宮城県 3:41:55
139 2071 高橋 覚 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 山形県 3:41:56
140 2164 三浦 文太 ﾐｳﾗ ﾌﾞﾝﾀ チームタムケン 福島県 3:42:03
141 2188 松本 敬一 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｲﾁ 山口県 3:42:31
142 2280 馬上 康男 ﾓｳｴ ﾔｽｵ 福島県 3:42:40
143 2389 岩中 智志 ｲﾜﾅｶ ｻﾄｼ 東京都 3:42:58
144 2150 永田 真博 ﾅｶﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 熊本県 3:43:18
145 2426 斎藤 利一 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 庄内ゆるＲＵＮ 山形県 3:43:27
146 2225 福原 卓 ﾌｸﾊﾗ ﾀｶｼ 福島県 3:43:36
147 2127 吉野 勝治 ﾖｼﾉ ﾏｻﾊﾙ 吾妻ＲＵＮ会 福島県 3:43:57
148 2337 羽田 達郎 ﾊﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 埼玉県 3:44:26
149 2897 佐藤 秀希 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ ＭＣＦＣ小名浜 福島県 3:44:28
150 2183 横田 理 ﾖｺﾀ ｵｻﾑ 舞ペース 神奈川県 3:44:30
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151 2595 吉田 達哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 吉田ラジオ 神奈川県 3:44:36
152 2314 吉田 遼平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 堺化学 福島県 3:44:41
153 2272 田畑 和哉 ﾀﾊﾞﾀ ｶｽﾞﾔ 現人レーシング 埼玉県 3:44:44
154 2246 岩永 浩二 ｲﾜﾅｶﾞ ｺｳｼﾞ 陸上自衛隊 埼玉県 3:44:47
155 2208 北林 広大 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 秋田県 3:44:48
156 2360 千葉 晃文 ﾁﾊﾞ ｱｷﾌﾐ 東日本興業 宮城県 3:44:52
157 2333 鈴木 拓未 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾐ 東京都 3:44:53
158 2408 齋田 圭太 ｻｲﾀﾞ ｹｲﾀ 群馬県庁 宮城県 3:44:54
159 2889 栗田 尚之 ｸﾘﾀ ﾅｵﾕｷ 宮城県 3:45:09
160 2194 植村 将太 ｳｴﾑﾗ ｼｮｳﾀ 福島県 3:45:11
161 2374 辻田 寛 ﾂｼﾞﾀ ﾋﾛｼ 堺化学 大阪府 3:45:21
162 2290 細川 真規 ﾎｿｶﾜ ﾏｻｷ 福島県 3:45:24
163 2566 星 将 ﾎｼ ﾀﾀﾞｼ 福島県 3:45:24
164 2372 蔦 広輝 ﾂﾀ ﾋﾛｷ 宮城県 3:45:31
165 2198 折笠 智春 ｵﾘｶｻ ﾄﾓﾊﾙ ナコンＤ 福島県 3:45:33
166 2364 山本 塁 ﾔﾏﾓﾄ ﾙｲ ＴＢＲＣ 福島県 3:45:35
167 2103 小日向 風太 ｺﾋﾅﾀ ﾌｳﾀ 新潟県 3:45:36
168 2286 佐藤 秀一 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 宮城結核予防会 宮城県 3:45:52
169 2598 中満 隆博 ﾅｶﾐﾂ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 3:46:03
170 3118 早山 宗志 ﾊﾔﾔﾏ ﾑﾈﾕｷ 論田ランナーズ 福島県 3:46:09
171 2285 丸山 智史 ﾏﾙﾔﾏ ｻﾄｼ 明治 宮城県 3:46:20
172 3281 本間 洋行 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 霞城ＥＲＣ 山形県 3:46:25
173 2327 安藤 康浩 ｱﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾛ 大和ハウス工業 福島県 3:47:04
174 2130 菅野 貴之 ｶﾝﾉ ﾀｶﾕｷ ふくしまＴＲＣ 福島県 3:47:08
175 2458 谷中 慎 ﾔﾅｶ ﾏｺﾄ 茨城県 3:47:09
176 8001 佐藤 貴規 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 宮城県 3:47:11
177 2649 金子 淳 ｶﾈｺ ｼﾞｭﾝ 茨城県 3:47:24
178 2093 草野 洋一 ｸｻﾉ ﾖｳｲﾁ 福島県 3:47:31
179 2221 橋本 和樹 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 福島県 3:47:36
180 2159 安齋 裕 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳ 桜ヶ丘病院 福島県 3:47:42
181 2082 井場 貴浩 ｲﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ Ｋ．Ｂ．Ｒ．Ｃ 山形県 3:47:50
182 2624 塚本 貴大 ﾂｶﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 茨城県 3:47:57
183 2190 今西 岳晴 ｲﾏﾆｼ ﾀｹﾙ 広野町 福島県 3:48:01
184 2304 鈴木 淳一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ ポテッチクラブ 福島県 3:48:03
185 2250 文屋 克洋 ﾌﾞﾝﾔ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 3:48:12
186 2195 鈴木 祐司 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 福島県 3:48:13
187 2591 竹前 亘 ﾀｹﾏｴ ﾜﾀﾙ 茨城県 3:48:16
188 2390 佐藤 亮 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 東京都 3:48:22
189 2252 櫛田 夏樹 ｸｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 福島県 3:48:48
190 2371 根本 厚志 ﾈﾓﾄ ｱﾂｼ 福島県 3:48:58
191 2011 細川 雄太 ﾎｿｶﾜ ﾕｳﾀ ＨＲＴ 茨城県 3:49:07
192 2444 酒井 勇太 ｻｶｲ 福島県 3:49:13
193 2112 今野 秀紀 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 3:49:19
194 2287 多勢 剛 ﾀｾ ﾂﾖｼ 草薙派四天王 宮城県 3:49:26
195 2324 梅津 正輝 ｳﾒﾂ ﾏｻｷ 宮城県 3:49:26
196 2615 二階堂 陽介 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ こすってら～ズ 福島県 3:49:44
197 2254 髙田 誠 ﾀｶﾀﾞ ﾏｺﾄ 福島県 3:49:53
198 2247 浦山 龍太 ｳﾗﾔﾏ ﾘｭｳﾀ 日立システムズ 神奈川県 3:50:03
199 2670 古見 雄大 ﾌﾙﾐ ﾕｳﾀﾞｲ スワオメッキ 新潟県 3:50:05
200 2048 日夏 健介 ﾋﾅﾂ ｹﾝｽｹ 四万温泉柏屋 群馬県 3:50:22
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201 2600 小嶋 靖弘 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ ソニー生命 栃木県 3:50:42
202 2334 斎藤 靖弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 福島県 3:50:49
203 2271 原田 曜 ﾊﾗﾀﾞ ﾖｳ 会津ＭＡＳ 福島県 3:50:56
204 2182 杉浦 茂樹 ｽｷﾞｳﾗ ｼｹﾞｷ クーリエ 千葉県 3:51:14
205 2428 工藤 康修 ｸﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾌﾞ ＴＲＣ 福島県 3:51:15
206 2044 小山 聖徳 ｺﾔﾏ ｷﾖﾉﾘ 伊達走友会 福島県 3:51:17
207 2320 宮守 信也 ﾐﾔﾓﾘ ｼﾝﾔ ＭｏＡ 岩手県 3:51:18
208 2081 和賀 光 ﾜｶﾞ ﾋｶﾙ 黒光り楽走団 山形県 3:51:28
209 2579 佐々木 純也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 秋田県 3:51:49
210 2570 朴峠 公彦 ﾎｳﾄｳｹﾞ ｷﾐﾋｺ アイフルホーム 東京都 3:52:05
211 2376 佐藤 武明 ｻﾄｳ ﾀｹｱｷ 三菱伸銅ＲＣ 福島県 3:52:09
212 2158 浦山 隆宗 ｳﾗﾔﾏ ﾀｶﾑﾈ 小名浜製錬 福島県 3:52:14
213 2269 細井 健太郎 ﾎｿｲ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 3:52:23
214 2149 鈴木 将敏 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 茨城県 3:52:27
215 2471 泉 昭宏 ｲｽﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 東京都 3:52:37
216 2506 国分 英明 ｺｸﾌﾞﾝ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 3:52:40
217 2121 石川 久 ｲｼｶﾜ ﾋｻｼ 東京都 3:52:47
218 2268 野上 渉 ﾉｶﾞﾐ ﾜﾀﾙ 福島県 3:53:00
219 2073 近嵐 晃司 ﾁｶｱﾗｼ ｺｳｼﾞ 新潟県 3:53:02
220 2477 小磯 光 ｺｲｿ ﾋｶﾙ 福島県 3:53:08
221 2349 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 3:53:21
222 2243 西山 啓太 ﾆｼﾔﾏ ｹｲﾀ ＮＲＣ 宮城県 3:53:40
223 2289 岡 道隆 ｵｶ ﾐﾁﾀｶ ＲＯＫ 福島県 3:53:41
224 2260 大内 保史 ｵｵｳﾁ ﾔｽｼ 石堂町内会 福島県 3:53:43
225 2214 甲斐 亮汰 ｶｲ ﾘｮｳﾀ ＢＥＥＲＥＳＴ 神奈川県 3:54:08
226 2492 神植 亮 ｶﾐｳｴ ﾘｮｳ 福島県 3:54:09
227 2348 長峯 邦朗 ﾅｶﾞﾐﾈ ｸﾆｱｷ おバカさん 福島県 3:54:11
228 2401 成田 靖正 ﾅﾘﾀ ﾔｽﾏｻ 茨城県 3:54:17
229 2397 阿部 竜也 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 福島県 3:54:22
230 8028 金子 奏一朗 ｶﾈｺ ｿｳｲﾁﾛｳ 埼玉県 3:54:30
231 2248 戸部 洋一 ﾄﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 福島県 3:54:32
232 2671 後藤 和哉 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾔ ＭＲＣ 青森県 3:54:33
233 2398 永井 歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ 秋田県 3:54:41
234 3238 瀬戸 亮平 ｾﾄ ﾘｮｳﾍｲ 太陽自動車 宮城県 3:54:49
235 2638 辻本 真也 ﾂｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 東京都 3:55:17
236 2276 武者 大樹 ﾑｼｬ ﾋﾛｷ 東京都 3:55:30
237 2411 駒木根 崇紘 ｺﾏｷﾈ ﾀｶﾋﾛ 福島県 3:55:36
238 2142 大信田 将之 ｵｵｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 宮城県 3:55:38
239 2335 坂本 惇 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 坂本家 東京都 3:55:51
240 2157 福重 秀一 ﾌｸｼｹﾞ ｼｭｳｲﾁ 宮城県 3:55:54
241 2465 服部 和人 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾄ 秋田県 3:56:05
242 2632 荻野 真一 ｵｷﾞﾉ ｼﾝｲﾁ ＪＸ金属磯原 茨城県 3:56:19
243 2284 上妻 伸一 ｶﾐﾂﾞﾏ ｼﾝｲﾁ ＳＪＣ 宮城県 3:56:27
244 2516 遠藤 亮 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾖｳ 日産部品福島 福島県 3:56:48
245 2318 澤口 典央 ｻﾜｸﾞﾁ ﾉﾘｵ 宮城県 3:56:49
246 2205 白石 真也 ｼﾗｲｼ ｼﾝﾔ 高萩ニチハ 福島県 3:56:50
247 2307 宮本 和典 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ ＮＣクラブ 福島県 3:56:53
248 2218 佐藤 吉祥 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 東北電力 福島県 3:57:01
249 2253 佐々木 真吾 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 仙台銀行 宮城県 3:57:05
250 2529 中垣内 大佑 ﾅｶｶﾞｲﾄ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 3:57:05
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251 2370 三村 恭平 ﾐﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 福島県 3:57:10
252 2512 佐藤 清明 ｻﾄｳ ｷﾖｱｷ 日産部品福島 福島県 3:57:15
253 2399 堀江 要輔 ﾎﾘｴ ﾖｳｽｹ 千葉県 3:57:18
254 2689 西川 泰貴 ﾆｼｶﾜ ﾀｲｷ 三重県庁 三重県 3:57:22
255 2498 広瀬 雄介 ﾋﾛｾ ﾕｳｽｹ 摂待研究室 新潟県 3:57:30
256 2520 浅野 純平 ｱｻﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小林と仲間たち 福島県 3:57:35
257 2350 近藤 修一 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ ＪＦみやぎ 宮城県 3:57:37
258 2226 丸山 卓磨 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 古河産機 宮城県 3:57:38
259 2347 若松 拓也 ﾜｶﾏﾂ ﾀｸﾔ 東京都 3:57:39
260 2206 小布施 智彦 ｵﾌﾞｾ ﾄﾓﾋｺ 福島県 3:57:55
261 2178 堂前 享保 ﾄﾞｳﾏｴ ﾀｶﾔｽ 福島県 3:58:00
262 2265 堀川 聖人 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾄ 埼玉県 3:58:14
263 2311 蛭田 直大 ﾋﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ ＹＲＣ 茨城県 3:58:21
264 2519 吉田 龍平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 福島県 3:58:51
265 2660 松本 文一 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｶｽﾞ チームはな 宮城県 3:59:00
266 2342 三本杉 勝 ｻﾝﾎﾞﾝｽｷﾞ ﾏｻﾙ 福島県 3:59:18
267 2382 川瀧 貴大 ｶﾜﾀｷ ﾀｶﾋﾛ 堺化学工業 福島県 3:59:19
268 2135 白田 仁 ｼﾗﾀ ｼﾞﾝ 宮城県 3:59:21
269 2267 田村 亮輔 ﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 千葉県 3:59:34
270 2328 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 3:59:39
271 2262 高野 直樹 ﾀｶﾉ ﾅｵｷ 福島県 3:59:46
272 3067 鈴木 裕也 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾔ 荒牧建設陸上部 福島県 3:59:50
273 2590 五十嵐 直樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾅｵｷ 東京都 4:00:08
274 2497 吉田 紀久雄 ﾖｼﾀﾞ ｷｸｵ 福島県 4:00:09
275 2929 吉田 圭俊 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｼｭﾝ 宮城県 4:00:35
276 2355 根本 健 ﾈﾓﾄ ﾀｹｼ 神奈川県 4:01:24
277 2179 宗形 宜明 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾘｱｷ 彩りＲＣ 福島県 4:01:50
278 2653 千田 英功 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 宮城県 4:01:52
279 2791 篠崎 茂久 ｼﾉｻﾞｷ ｼｹﾞﾋｻ 日立 茨城県 4:02:07
280 2396 伊藤 竜二 ｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 福島県 4:02:17
281 2319 水野谷 弘太 ﾐｽﾞﾉﾔ ｺｳﾀ ＭＲＣ 東京都 4:02:32
282 2124 高畑 道博 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ 福島県 4:02:34
283 3276 菅野 尚人 ｶﾝﾉ ﾅｵﾄ 福島県 4:02:41
284 2354 村上 純一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 誠和梱枹運輸 福島県 4:03:46
285 2678 齋藤 利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 宮城県 4:04:00
286 2067 斉藤 康浩 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ アルパイン 福島県 4:04:02
287 2322 三品 充 ﾐｼﾅ ﾏｺﾄ 神奈川県 4:05:06
288 2425 作間 康法 ｻｸﾏ ﾔｽﾉﾘ 宮城県 4:05:09
289 3065 高橋 直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ ｎ＠ａ 千葉県 4:05:11
290 2391 松倉 秀樹 ﾏﾂｸﾗ ﾋﾃﾞｷ マラちょん部 宮城県 4:05:35
291 2030 西山 清彦 ﾆｼﾔﾏ ｷﾖﾋｺ 迷走高野組 福島県 4:05:54
292 2647 小堀 大輔 ｺﾎﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ 茨城県 4:05:58
293 2281 ヤング コリン ﾔﾝｸﾞ ｺﾘﾝ 東京都 4:06:00
294 2193 津野 良治 ﾂﾉ ﾖｼﾊﾙ 真夏凛朝飛太壱 東京都 4:06:16
295 2076 岩本 成永 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾋｻ アルパイン 福島県 4:06:29
296 2421 大峯 克也 ｵｵﾐﾈ ｶﾂﾔ 泉保養院 福島県 4:06:32
297 2733 水口 明 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ 福島県 4:06:39
298 2552 宍戸 一貴 ｼｼﾄﾞ ｶｽﾞﾀｶ 福島県 4:06:41
299 2578 和田 将平 ﾜﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 4:06:45
300 2609 スミス ガビンジョン ｽﾐｽ ｶﾞﾋﾞﾝｼﾞｮﾝ 群馬大学 群馬県 4:06:48
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301 2172 千葉 新平 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 岩手県 4:06:57
302 2312 寺野 雄人 ﾃﾗﾉ ﾕｳﾄ 東京都 4:07:33
303 2418 山口 知希 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 明治大学 埼玉県 4:07:50
304 2553 吉田 耕治 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ ゲロッパ 福島県 4:07:55
305 2688 岡林 誠治 ｵｶﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 埼玉県 4:07:57
306 2346 豊嶋 一朗 ﾄﾖｼﾏ ｲﾁﾛｳ 宮城県 4:08:00
307 2415 杉本 幸児 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 東京都 4:08:01
308 2367 深澤 国之 ﾌｶｻﾜ ｸﾆﾕｷ 福島県 4:09:00
309 2259 佐々木 浩幸 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ うらやす 宮城県 4:09:17
310 2341 佐藤 信也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福島県 4:09:31
311 2807 小野 洋典 ｵﾉ ﾋﾛﾉﾘ マラチョン部 宮城県 4:09:37
312 2582 箭内 真寿 ﾔﾅｲ ｼﾝｼﾞ 東京都 4:09:47
313 2209 津山 アルマンド ﾂﾔﾏ ｱﾙﾏﾝﾄﾞ スバル 群馬県 4:09:52
314 2204 村山 良平 ﾑﾗﾔﾏ ﾘｮｳﾍｲ 古河電池 福島県 4:10:49
315 2662 安井 義博 ﾔｽｲ ﾖｼﾋﾛ ＭＣＦＣいわき 福島県 4:10:49
316 2629 千葉 俊博 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋﾛ 宮城県 4:10:57
317 2432 金子 敦志 ｶﾈｺ ｱﾂｼ 福島県 4:11:01
318 2043 冨永 雄 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳ 福島県 4:11:02
319 2665 岩井 勇介 ｲﾜｲ ﾕｳｽｹ 宮城県 4:11:02
320 3111 高橋 広 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 宮城県 4:11:03
321 2383 鈴木 靖裕 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾋﾛ 福島県 4:11:48
322 2459 丹野 邦彦 ﾀﾝﾉ ｸﾆﾋｺ 想ちゃんパパ 福島県 4:11:48
323 2393 飯島 大輔 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東邦銀行 福島県 4:12:16
324 2109 荻谷 大史 ｵｷﾞﾔ ﾋﾛｼ 福島県 4:12:18
325 2171 宍戸 聡 ｼｼﾄﾞ ｻﾄｼ 三宝環境整備 福島県 4:12:22
326 2387 中井 勝也 ﾅｶｲ ｶﾂﾔ ガンプ 大阪府 4:12:25
327 2422 佐藤 大典 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ セントラル 新潟県 4:12:28
328 2244 奥村 洋平 ｵｸﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小野薬品激走会 山形県 4:12:53
329 2802 渡邊 祐次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｼﾞ レンゴー 山形県 4:12:57
330 2438 沖野 圭希 ｵｷﾉ ﾀｶｷ ＡＬＰＩＮＥ 福島県 4:12:57
331 2500 根本 洋克 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｶﾂ もとみやＲＣ 福島県 4:13:13
332 2675 南齋 雄一 ﾅﾝｻﾞｲ ﾕｳｲﾁ 福島県 4:13:16
333 3240 塩 大樹 ｼｵ ﾋﾛｷ ピーアイ 東京都 4:13:22
334 2351 川上 裕 ｶﾜｶﾐ ﾕﾀｶ 神奈川県 4:13:23
335 2189 高橋 章太 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾀ 神奈川県 4:13:42
336 2340 神山 直明 ｶﾐﾔﾏ ﾅｵｱｷ 千葉県 4:14:05
337 2643 原田 祐樹 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｷ 山形県 4:14:33
338 2857 渡邊 真郷 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾄ ＪＡＬＲＣ 東京都 4:15:05
339 2423 鈴木 宏明 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｱｷ 茨城県 4:15:14
340 2611 佐藤 英義 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾖｼ 千葉県 4:15:27
341 2077 武田 哲 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄﾙ ＳＴＲ１ 福島県 4:15:44
342 2691 山本 健二 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ルネサンス 福島県 4:15:47
343 2878 原瀬 一之 ﾊﾗｾ ｶｽﾞﾕｷ プラスエンジ 宮城県 4:15:51
344 2594 加賀谷 卓 ｶｶﾞﾔ ﾀｶｼ セントラル 神奈川県 4:16:02
345 2329 津田 豪 ﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 宮城県 4:16:22
346 2300 福田 真也 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝﾔ 茨城県 4:16:26
347 2607 中川 俊 ﾅｶｶﾞﾜ ｼｭﾝ 新潟県 4:16:32
348 2508 澤田 勝也 ｻﾜﾀﾞ ｶﾂﾔ 福島県 4:17:00
349 2045 渡辺 勝久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋｻ 三十路ラン 福島県 4:17:04
350 2326 伊藤 恭之 ｲﾄｳ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 4:17:17
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351 2199 鎌倉 昌樹 ｶﾏｸﾗ ﾏｻｷ 福島県 4:17:40
352 2441 鷲尾 洋一 ﾜｼｵ ﾖｳｲﾁ ＭＯＦＡ 東京都 4:17:50
353 2414 土田 趣季 ﾂﾁﾀﾞ ｼｭｷ サントリー 宮城県 4:17:57
354 2485 吉田 文哉 ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ いわき共立病院 福島県 4:17:59
355 2543 佐藤 和宏 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 北会津ランナー 福島県 4:18:05
356 2454 有馬 英寿 ｱﾘﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ フラガール好き 福島県 4:18:08
357 2215 渡邉 裕 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 福島県 4:18:35
358 3271 渡邉 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 福島県 4:19:00
359 3298 菅野 直行 ｶﾝﾉ ﾅｵﾕｷ 福島県 4:19:21
360 2768 岡田 優 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾙ 宮城県 4:19:30
361 2642 福田 壮一 ﾌｸﾀﾞ ｿｳｲﾁ 福島県 4:19:58
362 2522 佐藤 賢一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ しゅんぺいたす 宮城県 4:20:09
363 2622 深田 一彦 ﾌｶﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ ＳＥＲ 神奈川県 4:20:13
364 8014 ＬＩ ＢＯＨＡＮ LI BOHAN 海外 4:20:15
365 2447 橋本 寿一 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼｶｽﾞ ピッコロカンポ 福島県 4:20:18
366 3280 伊藤 文宗 ｲﾄｳ ﾌﾞﾝｿｳ チーム商工会 福島県 4:20:21
367 2950 大和田 憲行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ゆるラン 福島県 4:20:26
368 2776 和泉 誠人 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄ 静岡県 4:20:32
369 2219 草野 智宏 ｸｻﾉ ﾄﾓﾋﾛ おべんとや 福島県 4:20:33
370 2577 高田 敏明 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 茨城県 4:20:36
371 2384 益田 憲幸 ﾏｽﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 福島県 4:20:37
372 2676 金子 健太郎 ｶﾈｺ ｹﾝﾀﾛｳ パライソごしき 福島県 4:20:53
373 2586 斎藤 貴亨 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 福島県 4:21:06
374 2652 吉田 健 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝ 埼玉県 4:21:07
375 2537 佐藤 信介 ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 荒川化学 福島県 4:21:09
376 2200 林 亮太 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 福島県 4:21:12
377 2755 豊島 茂喜 ﾄﾖｼﾏ ｼｹﾞｷ 茨城県 4:21:29
378 2362 根本 昌典 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾉﾘ 古殿町公民館 福島県 4:21:34
379 2779 蓮見 浩之 ﾊｽﾐ ﾋﾛﾕｷ 群馬県 4:21:46
380 2417 大田 祐太 ｵｵﾀ ﾕｳﾀ ＣＭＳ 茨城県 4:21:48
381 2619 磯部 亮 ｲｿﾍﾞ ﾘｮｳ 福島県 4:22:10
382 2564 佐藤 智功 ｻﾄｳ ﾄﾓﾅﾘ 新潟県 4:22:20
383 2741 佐々木 一哉 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 福島県 4:22:43
384 2217 菊地 恵洋 ｷｸﾁ ﾖｼﾋﾛ 千葉県 4:22:52
385 2957 小野寺 豊 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾀｶ 宮城県 4:23:21
386 2860 平澤 賢 ﾋﾗｻﾜ ｻﾄｼ 福島県 4:23:41
387 3380 石井 慎一 ｲｼｲ ｼﾝｲﾁ 福島県 4:23:46
388 2439 遠藤 貴之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 磐城高校 福島県 4:23:54
389 2496 小野 友弘 ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ エコエリア 福島県 4:23:58
390 2332 渡邉 晴彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾋｺ 福島県 4:24:07
391 2470 本田 貴裕 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島県 4:24:17
392 2866 福原 俊紀 ﾌｸﾊﾗ ﾄｼｷ 東京都 4:24:21
393 2509 鈴木 智悟 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾉﾘ 埼玉県 4:24:36
394 2464 武藤 昌宏 ﾑﾄｳ ﾏｻﾋﾛ スターバックス 千葉県 4:25:09
395 8033 井上 貴晶 ｲﾉｳｴ ﾀｶｱｷ 神奈川県 4:25:16
396 2545 橋本 克彦 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂﾋｺ 佐久医療センタ 福島県 4:25:24
397 2702 清水 達也 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂﾔ （株）根本製作所 福島県 4:25:26
398 2523 廣木 一弘 ﾋﾛｷ ｶｽﾞﾋﾛ 常磐病院 福島県 4:25:33
399 2535 渡邊 武 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ エンドルフィン 福島県 4:25:38
400 2560 山口 智弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 福島県 4:25:39
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401 3290 櫛田 任功 ｸｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｶﾂ 福島県 4:25:42
402 2787 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 宮城県 4:25:50
403 2697 澤田 健 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ チームかめさん 宮城県 4:25:51
404 3017 佐藤 康博 ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 福島県 4:25:59
405 2249 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 株式会社クレハ 茨城県 4:26:07
406 2884 五十嵐 和也 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾔ 福島県 4:26:15
407 2918 大内 雅之 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾕｷ 福島県 4:26:19
408 2294 三宅 弘之 ﾐﾔｹ ﾋﾛﾕｷ ＩＣＦＣＲＣ 福島県 4:26:26
409 2542 中村 達郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ チーム中村 福島県 4:26:34
410 2584 鈴木 琢也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ ドランクドラコ 千葉県 4:26:37
411 3040 渡部 尚樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ ＤＩＢ 福島県 4:26:43
412 2308 岩崎 大樹 ｲﾜｻｷ ﾀﾞｲｷ 新潟県 4:27:02
413 2487 阿部 大典 ｱﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ Ｐポーズ大作戦 福島県 4:27:05
414 2255 金田 覚 ｶﾈﾀﾞ ｻﾄｼ ＦＴＲＣ 福島県 4:27:23
415 3120 赤澤 卓 ｱｶｻﾞﾜ ﾀｸ 東京都 4:27:30
416 2608 佐藤 優也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ６ＲＣＮ 宮城県 4:27:36
417 2069 佐藤 信一郎 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ ＢＭＣ 福島県 4:27:41
418 3032 桜岡 尚生 ｻｸﾗｵｶ ﾅｵｷ 福島県 4:27:52
419 2626 高橋 洋喜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ まらちょん部 宮城県 4:27:58
420 2446 横山 雄貴 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳｷ 福島県 4:27:59
421 2245 吉田 剛 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ アルパイン 福島県 4:28:00
422 2410 岡庭 信平 ｵｶﾆﾜ ｼﾝﾍﾟｲ 大阪府 4:28:18
423 2407 日夏 将仁 ﾋﾅﾂ ﾏｻﾋﾄ クリナップ 福島県 4:28:33
424 2554 高橋 勝也 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ ランジョグ 福島県 4:28:36
425 2603 中橋 宗一郎 ﾅｶﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 東京都 4:28:39
426 2913 市川 雅広 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 東京都 4:28:44
427 2693 有末 篤弘 ｱﾘｽｴ ｱﾂﾋﾛ 盛岡赤十字病院 岩手県 4:28:45
428 3099 松本 康裕 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 松本不動産企画 宮城県 4:28:50
429 2365 中尾 崇 ﾅｶｵ ﾀｶｼ 福島県 4:28:59
430 3379 北郷 慎也 ｷﾀｺﾞｳ ｼﾝﾔ 福島県 4:29:06
431 3003 本田 和寛 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 田村高校 福島県 4:29:07
432 2420 矢口 拓也 ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 土浦商工会議所 茨城県 4:29:26
433 3015 星 藤哉 ﾎｼ ﾌｼﾞﾔ 酪王カフェオレ 福島県 4:29:28
434 2460 青木 泰志 ｱｵｷ ﾀｲｼ ニチレイ 福島県 4:29:45
435 2368 根本 忠 ﾈﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 県庁チャレラン 福島県 4:29:52
436 2828 宮澤 健一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ Ｚｉ；ｒｕｎ 宮城県 4:29:56
437 3057 大野 雄太 ｵｵﾉ ﾕｳﾀ 東京都 4:30:02
438 2486 高橋 雄也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ＭＣＦＣいわき 福島県 4:30:04
439 2856 近藤 智之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ 〇●マラソン部 福島県 4:30:06
440 2760 加藤 健 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 福島県 4:30:13
441 2491 松井田 元 ﾏﾂｲﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 公立岩瀬病院 福島県 4:30:30
442 2482 加納 洋人 ｶﾉｳ ﾋﾛﾄ 山形県 4:30:46
443 2419 水戸 秀二 ﾐﾄ ｼｭｳｼﾞ 筋トレ鍼灸師 宮城県 4:30:50
444 2258 島田 尚輝 ｼﾏﾀﾞ ﾋｻﾃﾙ Ｔ・Ｒ・Ｃ 福島県 4:30:52
445 3052 永林 正博 ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 福島県 4:30:56
446 3335 石神 慎也 ｲｼｶﾞﾐ ｼﾝﾔ ２２９ 福島県 4:31:03
447 2919 佐藤 直喜 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 福島県 4:31:06
448 2224 市川 雅尚 ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾅｵ 今日は何の日？ 福島県 4:31:11
449 2677 長沢 亘 ﾅｶﾞｻﾜ ﾜﾀﾙ チームへっぽこ 福島県 4:31:17
450 3177 坂場 友昭 ｻｶﾊﾞ ﾄﾓｱｷ 幡ヶ谷再生大学 茨城県 4:31:18
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451 2580 桑原 朋之 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾄﾓﾕｷ 福島県 4:31:30
452 2359 荒 高史 ｱﾗ ﾀｶｼ 相馬市 福島県 4:31:34
453 2169 佐野 邦夫 ｻﾉ ｸﾆｵ 福島県 4:32:04
454 2761 長谷川 貴洋 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 福島県 4:32:16
455 2663 宗川 裕真 ﾑﾈｶﾜ ﾕｳﾏ 福島県 4:32:17
456 3264 御小柴 徹也 ﾐｺｼﾊﾞ ﾃﾂﾔ 埼玉県 4:32:26
457 2381 佐藤 聡太郎 ｻﾄｳ ｿｳﾀﾛｳ 東北ＲＯＫＩＮ 宮城県 4:32:32
458 2479 大和田 貴己 ｵｵﾜﾀﾞ ﾖｼｷ マテリアルエコ 福島県 4:32:45
459 2184 小野 秀幸 ｵﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 福島県 4:32:48
460 2633 新家 祐太郎 ｼﾝｶ ﾕｳﾀﾛｳ 福島県 4:32:49
461 2442 吉田 雄一 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ヨシダラジオ 福島県 4:32:52
462 2505 中村 寿 ﾅｶﾑﾗ ﾋｻｼ ＳＳＡＣ 福島県 4:33:00
463 2413 吉川 慶一 ﾖｼｶﾜ ｹｲｲﾁ 東京都 4:33:16
464 2674 筒井 祐介 ﾂﾂｲ ﾕｳｽｹ 山形證券 山形県 4:33:31
465 2435 秀崎 俊白 ﾋﾃﾞｻｷ ﾄｼｼﾛ ぼっちラン 千葉県 4:33:35
466 2568 菅原 久克 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋｻﾖｼ 福島県 4:33:54
467 3011 須藤 雄介 ｽﾄｳ ﾕｳｽｹ 福島県警察 福島県 4:34:13
468 2635 酒井 幹夫 ｻｶｲ ﾐｷｵ Ｔｅａｍ深作 福島県 4:34:24
469 2646 柳川 厚司 ﾔﾅｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 千葉県 4:34:41
470 3236 越前谷 公英 ｴﾁｾﾞﾝﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ チームコシガヤ 福島県 4:34:45
471 2639 大熊 隆嗣 ｵｵｸﾏ ﾀｶﾂｸﾞ 東京都 4:35:04
472 2756 橋本 英二 ﾊｼﾓﾄ ｴｲｼﾞ ３０前期 茨城県 4:35:30
473 2738 中元 主税 ﾅｶﾓﾄ ﾁｶﾗ 奈良県 4:35:31
474 2853 仲田 典弘 ﾅｶﾀﾞ ﾉﾘﾋﾛ 尼崎産業高校 福島県 4:35:35
475 2858 小西 亘 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ ランジョグ 宮城県 4:35:39
476 2819 青木 和人 ｱｵｷ ｶﾂﾞﾄ 宮城県 4:35:44
477 2521 篠原 誠二 ｼﾉﾊﾗ ｾｲｼﾞ 福島県 4:36:15
478 2958 小椋 友裕 ｵｸﾞﾗ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 4:36:20
479 2640 鈴木 洋一郎 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁﾛｳ 福島県 4:36:21
480 3156 伊原 典和 ｲﾊﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 福島県 4:36:43
481 2636 大西 将夫 ｵｵﾆｼ ﾏｻｵ 宮城県 4:36:50
482 2373 渡邊 拓也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ 福島県 4:37:24
483 2865 佐藤 貴治 ｻﾄｳ ﾀｶﾊﾙ やすさん会 福島県 4:37:26
484 2176 堀内 友弥 ﾎﾘｳﾁ ﾄﾓﾔ 福島県 4:37:36
485 2641 遠藤 智史 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 神奈川県 4:37:46
486 2613 崎田 修央 ｻｷﾀ ﾉﾌﾞｵ ＩＲＪ 埼玉県 4:37:57
487 3081 折笠 稔 ｵﾘｶｻ ﾐﾉﾙ 青とうがらし 福島県 4:38:04
488 2789 鈴木 恒平 ｽｽﾞｷ ｺｳﾍｲ カローラ宮城 宮城県 4:38:23
489 2988 植田 雄紀 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｷ 前田建設 福島県 4:38:31
490 2881 成瀬 正昭 ﾅﾙｾ ﾏｻｱｷ チーム秘湯 福島県 4:38:34
491 2838 寺原 久祥 ﾃﾗﾊﾗ ﾋｻﾖｼ 福島県 4:38:45
492 3381 竹本 和弘 ﾀｹﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 4:39:04
493 3047 本田 裕樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ ＦＳＰＣ 福島県 4:39:18
494 2717 小林 裕司 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 平第五小学校 福島県 4:39:30
495 3294 西山 彰一 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｲﾁ 京都府 4:39:54
496 3096 川前 善志 ｶﾜﾏｴ ﾖｼﾕｷ 福島県 4:40:27
497 2737 長沢 大樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｲｷ 美和電気工業 福島県 4:40:39
498 2455 大谷 勝 ｵｵﾀﾆ ﾏｻﾙ 東京都 4:40:52
499 2596 南波 康彦 ﾅﾝﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 埼玉県 4:41:08
500 2648 三瓶 拓実 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｸﾐ 宮城県 4:41:13
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501 2822 須藤 啓太 ｽﾄﾞｳ ｹｲﾀ メイプル 福島県 4:41:14
502 2531 小松 靖宏 ｺﾏﾂ ﾔｽﾋﾛ 福島県 4:41:41
503 2599 高畑 洋介 ﾀｶﾊﾀ ﾖｳｽｹ 会津ワシントン 福島県 4:41:45
504 3331 佐藤 裕介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ ミコシバン 長野県 4:41:45
505 2628 大堀 祐樹 ｵｵﾎﾘ ﾕｳｷ ＷＡＲＥＥＺＥ 群馬県 4:42:22
506 3039 古山 英昇 ﾌﾙﾔﾏ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 4:42:24
507 2602 高橋 征史 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｼ 福島県 4:42:30
508 2781 石川 翼 ｲｼｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 栃木県 4:42:37
509 2637 橋本 鉄也 ﾊｼﾓﾄ ﾃﾂﾔ 兵庫県 4:42:42
510 3190 平山 裕久 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾛﾋｻ ＧＳ連合２１ 福島県 4:42:45
511 2583 平中 勇気 ﾋﾗﾅｶ ﾕｳｷ 大日ケミカル 福島県 4:42:53
512 3074 佐藤 聖人 ｻﾄｳ ｷﾖﾄ 宮城県 4:43:01
513 2673 齋藤 浩和 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ エンドルフィン 福島県 4:43:01
514 2727 今泉 巌 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｲﾜｵ 獣神サンダーい 福島県 4:43:19
515 3208 遠藤 高範 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ ＹＧＫ 福島県 4:43:28
516 2561 山崎 僚 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳ いわき市 福島県 4:43:32
517 2380 木島 丈博 ｷｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 富士整形外科 静岡県 4:43:32
518 2107 本田 侑一郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 栃木県 4:43:34
519 2731 鈴木 秀哉 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾔ 福島県 4:43:39
520 3020 坂下 慎 ｻｶｼﾀ ﾏｺﾄ 福島県 4:44:14
521 2089 若松 利浩 ﾜｶﾏﾂ ﾄｼﾋﾛ いわき湯本温泉 福島県 4:44:23
522 3250 齋藤 一樹 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 福島県 4:44:28
523 2975 大河内 進一 ｵｵｺｳﾁ ｼﾝｲﾁ ＩＬＧ 福島県 4:44:38
524 2817 板倉 隼平 ｲﾀｸﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ チームＪＰＳ 福島県 4:44:47
525 2098 片岡 一男 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞｵ ヤバシックス 福島県 4:45:09
526 3193 山縣 隆行 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 茨城県 4:45:20
527 3130 大野 和幸 ｵｵﾉ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 4:45:22
528 2667 碓井 孝治 ｳｽｲ ｺｳｼﾞ 宮城県 4:45:27
529 2429 柴田 裕一 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 山形県 4:46:14
530 2938 原田 純爾 ﾊﾗﾀﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ トヨタカローラ 福島県 4:46:19
531 3068 堀井 淳史 ﾎﾘｲ ｱﾂｼ 神奈川県 4:46:20
532 2644 木幡 正佳 ｺﾜﾀ ﾏｻﾖｼ 福島県 4:46:20
533 3275 森 和人 ﾓﾘ ｶｽﾞﾄ ニチハ（株） 福島県 4:46:21
534 2923 渡辺 侑 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 福島県 4:46:31
535 2708 金子 茂雄 ｶﾈｺ ｼｹﾞｵ 福島県 4:46:45
536 2434 岩垣 敬道 ｲﾜｶﾞｷ ﾀｶﾐﾁ 東京都 4:46:46
537 2306 大平 宏和 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｶｽﾞ リスペクト仙台 宮城県 4:46:59
538 2504 滝口 正弥 ﾀｷｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ＷＡＲＥＥＺＥ 新潟県 4:47:01
539 2836 加藤 祐二 ｶﾄｳ ﾕｳｼﾞ 福島県 4:47:17
540 3318 高木 克俊 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾄｼ 福島県 4:47:20
541 3119 佐藤 伸 ｻﾄｳ ｼﾝ 宮城県 4:47:43
542 2687 磯部 孝幸 ｲｿﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 東京都 4:47:49
543 3292 瀬谷 佳史 ｾﾔ ﾖｼﾌﾐ 福島県 4:47:53
544 2799 水沼 健太郎 ﾐｽﾞﾇﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城県 4:48:06
545 2982 大樂 良平 ﾀﾞｲﾗｸ ﾘｮｳﾍｲ 福島県 4:48:19
546 2575 南 大樹 ﾐﾅﾐ ﾓﾄｷ 宮城県 4:48:22
547 2305 二木 俊幸 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾄｼﾕｷ 福島県 4:48:25
548 2296 古市 友洋 ﾌﾙｲﾁ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 4:48:39
549 2587 和田 雅史 ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 日本アムスコ 茨城県 4:48:48
550 3025 馬上 智志 ﾓｳｴ ｻﾄｼ 神奈川県 4:48:58



2018/02/14 17:13:14 12 / 21 ページ Official Timer & Result By RECS

551 3122 小島 拓人 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾄ ミウラトーテム 茨城県 4:49:13
552 2533 岡部 次郎 ｵｶﾍﾞ ｼﾞﾛｳ 福島県 4:49:43
553 2474 岡崎 真人 ｵｶｻﾞｷ ﾏｻﾄ 福島県 4:49:55
554 2232 岩下 慧 ｲﾜｼﾀ ｹｲ みずほ銀行 東京都 4:50:02
555 2548 大野 正博 ｵｵﾉ ﾏｻﾋﾛ キビタンＲＣ 福島県 4:50:04
556 2114 西 和宏 ﾆｼ ｶｽﾞﾋﾛ ＦＴＭクラブ 福島県 4:50:18
557 2645 草野 郁馬 ｸｻﾉ ｲｸﾏ フォルテシモ 福島県 4:50:21
558 2684 佐々木 元気 ｻｻｷ ｹﾞﾝｷ ＬＰＧ 福島県 4:50:26
559 2686 華園 究 ﾊﾅｿﾞﾉ ｷﾜﾑ 北海道大学 北海道 4:50:26
560 2283 宮崎 有人 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾄ 福島県 4:50:36
561 2928 清見 勝也 ｷﾖﾐ ｶﾂﾔ 福島県 4:50:37
562 3273 鈴木 賢治 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ ニチハ（株） 福島県 4:50:40
563 3141 髙橋 孟 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ みどりの家 宮城県 4:50:45
564 2751 堀川 亮太 ﾎﾘｶﾜ ﾘｮｳﾀ 東京都 4:50:48
565 2668 阿部 直史 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 茨城県 4:50:51
566 2576 西山 奨 ﾆｼﾔﾏ ｽｽﾑ 福島県 4:50:53
567 2658 日詰 直史 ﾋﾂﾞﾒ ﾀﾀﾞｼ 山形県 4:51:00
568 2404 有海 祥治 ｱﾘｳﾐ ﾖｼﾊﾙ 福島県 4:51:12
569 2656 永山 定利 ﾅｶﾞﾔﾏ ｻﾀﾞﾄｼ 福島県 4:51:20
570 3385 山上 徹 ﾔﾏｶﾐ ﾄｵﾙ 福島県 4:51:31
571 2532 川田 広樹 ｶﾜﾀﾞ ﾋﾛｷ 川田機工 福島県 4:51:46
572 2895 北之口 祐介 ｷﾀﾉｸﾁ ﾕｳｽｹ 千葉県 4:52:12
573 3034 北沢 裕貴 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 東北労働金庫 福島県 4:52:15
574 2681 佐川 貴則 ｻｶﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 福島県 4:52:18
575 2585 成田 一博 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 新日本監査法人 東京都 4:52:20
576 2735 吉澤 孝則 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 仙台管区 宮城県 4:52:22
577 2906 作山 隆勇 ｻｸﾔﾏ ﾀｶｵ 福島県 4:52:29
578 2809 原 悠二 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 酪王カフェオレ 福島県 4:52:30
579 3143 今野 瑛之 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾕｷ 共立病院 宮城県 4:52:36
580 2804 大森 隼輝 ｵｵﾓﾘ ｼﾞｭﾝｷ 安藤ハザマ 神奈川県 4:52:43
581 2808 戸舘 拓也 ﾄﾀﾞﾃ ﾀｸﾔ 清水建設 宮城県 4:52:48
582 3304 野崎 英明 ﾉｻﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 4:52:51
583 2403 志鎌 知弘 ｼｶﾏ ﾄﾓﾋﾛ 山形県 4:53:16
584 2932 関根 賢 ｾｷﾈ ｻﾄｼ ＭＣＦＣ小名浜 福島県 4:53:23
585 3369 鈴木 博和 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ 植田中 福島県 4:53:26
586 2472 野口 修 ﾉｸﾞﾁ ｼｭｳ 相馬農業教員 福島県 4:53:32
587 2606 小林 孝志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 福島県 4:53:35
588 2758 奈良 潤 ﾅﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 4:53:36
589 2507 黒田 達也 ｸﾛﾀﾞ ﾀﾂﾔ ＭＣＦＣいわき 福島県 4:53:40
590 3356 佐藤 博紀 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 福島県 4:53:53
591 3296 武田 晋 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝ チームＳ 福島県 4:53:56
592 2989 上野 雄太 ｳｴﾉ ﾕｳﾀ 神奈川県 4:54:07
593 3033 板垣 隼一 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 坂戸市民 埼玉県 4:54:08
594 3078 小川 俊和 ｵｶﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ 火の用心 福島県 4:54:09
595 2559 佐久間 之雄 ｻｸﾏ ﾕｷｵ 福島県 4:54:11
596 2440 平松 洋昭 ﾋﾗﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 古殿町役場 福島県 4:54:15
597 3008 金子 宏臣 ｶﾈｺ ﾋﾛｵﾐ 福島県 4:54:30
598 2898 平山 史一 ﾋﾗﾔﾏ ﾌﾐｶｽﾞ （有）平山建築塗装 福島県 4:54:31
599 2690 先崎 亨 ｾﾝｻﾞｷ ﾄｵﾙ 福島県 4:54:39
600 2669 齋藤 武 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ ＭＲＣ 青森県 4:55:02
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601 2672 安藤 洋一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｳｲﾁ アルプス電気 宮城県 4:55:12
602 2451 安島 浩司 ｱｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ いわきＲＣ 福島県 4:55:45
603 2416 根本 篤男 ﾈﾓﾄ ｱﾂｵ 東京都 4:55:45
604 2211 酒井 健太郎 ｻｶｲ ｹﾝﾀﾛｳ メガネのサカイ 福島県 4:55:57
605 2680 安東 孝樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼｹﾞ くすりのマルト 茨城県 4:56:25
606 2786 小野 善博 ｵﾉ ﾖｼﾋﾛ 浜虎 福島県 4:56:28
607 2177 秋山 良太 ｱｷﾔﾏ ﾘｮｳﾀ パシフィック 福島県 4:56:32
608 2723 天野 孝洋 ｱﾏﾉ ﾀｶﾋﾛ 有機合成（株） 福島県 4:56:55
609 2437 渡邉 丈二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｮｳｼﾞ タンガロイ 福島県 4:56:58
610 2806 須田 智幸 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ チーム谷川瀬 宮城県 4:57:12
611 2845 松岡 武史 ﾏﾂｵｶ ﾀｹｼ 福島県 4:57:13
612 2839 北島 寛幸 ｷﾀｼﾞ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:57:28
613 2495 渡邊 聖史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 福島県 4:57:32
614 2754 斎藤 由造 ｻｲﾄｳ ﾕｳｿﾞｳ 福島県 4:57:33
615 2046 菊地 真人 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 埼玉県 4:57:48
616 3195 上遠野 智明 ｶﾄｵﾉ ﾄﾓｱｷ 福島県 4:57:52
617 2782 橘内 悠佑 ｷﾂﾅｲ ﾕｳｽｹ 弘前 青森県 4:57:53
618 2821 齋藤 勝俊 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ 福島県 4:57:54
619 2229 高橋 直也 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾔ Ｔ・Ｒ・Ｃ 福島県 4:57:59
620 2814 志賀 猛彦 ｼｶﾞ ﾀｹﾋｺ 挑走会 宮城県 4:58:05
621 2739 稲本 哲広 ｲﾅﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 富山県 4:58:09
622 2834 江坂 秀晃 ｴｻｶ ﾋﾃﾞｱｷ 愛知県 4:58:16
623 3194 今野 朝人 ｺﾝﾉ ﾄﾓﾋﾄ ドームいわき 福島県 4:58:28
624 2746 細川 敬太 ﾎｿｶﾜ ｹｲﾀ 東京都 4:58:37
625 2960 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 4:59:03
626 2630 阿部 和正 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏｻ 東京都 4:59:03
627 3107 齋藤 晃浩 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 福島県 4:59:07
628 2682 橋内 亮 ﾊｼｳﾁ ｱｷﾗ 千葉県 4:59:24
629 2939 小野 晃 ｵﾉ ｱｷﾗ 古河電池 福島県 4:59:37
630 3300 小山 政博 ｺﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 福島県 4:59:55
631 3140 加藤 伸之 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ ゴールド椎茸 福島県 5:00:00
632 2744 八木 亮 ﾔｷﾞ ｱｷﾗ 東京海上日動 福島県 5:00:00
633 2241 藤岡 大輔 ﾌｼﾞｵｶ ﾀﾞｲｽｹ 大林組 東京都 5:00:15
634 2879 志賀 信洋 ｼｶﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福島県 5:00:28
635 2849 鈴木 浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 福島県 5:00:28
636 2277 菅波 成年 ｽｶﾞﾅﾐ ﾏｻﾄｼ 医和生会ＲＣ 福島県 5:00:41
637 2263 宮城 聡 ﾐﾔｷﾞ ｻﾄｼ 郡山高校教員 福島県 5:00:55
638 2330 藁谷 徹 ﾜﾗｶﾞｲ ﾄｵﾙ 福島県 5:00:58
639 2261 四條 大介 ﾖｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ （株）ハニーズ 福島県 5:01:05
640 3341 佐藤 正朗 ｻﾄｳ ﾏｻｱｷ 東京都 5:01:06
641 3355 鹿島 靖朗 ｶｼﾏ ﾔｽｱｷ 宮城県 5:01:07
642 2904 塩野 俊明 ｼｵﾉ ﾄｼｱｷ 福島県 5:01:12
643 2605 矢吹 淳 ﾔﾌﾞｷ ｼﾞｭﾝ ヨシケイＲＣ 福島県 5:01:21
644 3201 阿部 喬章 ｱﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 福島県 5:01:21
645 3084 長田 正行 ｵｻﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 清水建設 宮城県 5:01:40
646 2843 清水 知朗 ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｱｷ 西武線ＲＵＮ 埼玉県 5:01:40
647 2730 藤 健太 ﾌｼﾞ ｹﾝﾀ 福島県 5:01:57
648 2892 工藤 雄亮 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ 音ノ木坂学院 東京都 5:02:07
649 2863 佐藤 敦 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 福島県 5:02:35
650 2805 高橋 博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ きらめき奥州 岩手県 5:02:50
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651 2527 渡辺 英樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｷ 神奈川県 5:02:51
652 2885 吉津 実 ｷﾂ ﾐﾉﾙ 三菱伸銅ＲＣ 福島県 5:02:54
653 3336 東山 幸弘 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｷﾋﾛ ２２９ 福島県 5:03:02
654 3090 元村 一成 ﾓﾄﾑﾗ ｲｯｾｲ 宮城県 5:03:37
655 2798 高田 清太郎 ﾀｶﾀﾞ ｾｲﾀﾛｳ Ｚｉ；ｒｕｎ 宮城県 5:03:40
656 3259 加藤 朋生 ｶﾄｳ ﾄﾓｵ 海人くらぶ 神奈川県 5:03:43
657 2873 関戸 正樹 ｾｷﾄﾞ ﾏｻｷ 神奈川県 5:03:56
658 2915 湯沢 裕基 ﾕｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 福島県 5:04:16
659 3305 菅原 修 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭｳ 福島県 5:05:04
660 3254 市川 一國 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞｸﾆ 富士見台歯科 千葉県 5:05:18
661 2394 芋瀬 元気 ｲﾓｾ ﾓﾄｷ 大阪府 5:05:19
662 2502 岩澤 宏紀 ｲﾜｻﾜ ﾋﾛﾉﾘ 千葉県 5:05:22
663 2544 沖津 由幸 ｵｷﾂ ﾖｼﾕｷ 郡山消防本部 福島県 5:05:29
664 3329 齊藤 雄策 ｻｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 福島県 5:05:37
665 2698 柳内 繁樹 ﾔﾅｲ ｼｹﾞｷ 福島県 5:05:53
666 2748 三島 佳史 ﾐｼﾏ ﾖｼﾌﾐ いわき総合高校 福島県 5:06:23
667 2785 土屋 裕二 ﾂﾁﾔ ﾕｳｼﾞ 福島県 5:06:32
668 2617 惣宇利 裕一 ｿｳﾘ ﾕｳｲﾁ 東京都 5:06:35
669 2984 芳賀 史崇 ﾊｶﾞ ﾌﾐﾀｶ 第二辰巳小 東京都 5:06:39
670 3325 渡部 圭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 福島県 5:06:46
671 2278 箱崎 富保 ﾊｺｻﾞｷ ﾄﾐﾔｽ 福島県 5:07:23
672 3349 北郷 弘貴 ｷﾀｺﾞｳ ﾋﾛｷ 福島県 5:07:23
673 2862 関 清一郎 ｾｷ ｾｲｲﾁﾛｳ 事業承継ナビ 神奈川県 5:07:35
674 3095 千葉 康宏 ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 青森県 5:07:39
675 3132 田母神 雄大 ﾀﾓｶﾞﾐ ﾀｶﾋﾛ 東京都 5:07:40
676 2963 猪狩 陽介 ｲｶﾞﾘ ﾖｳｽｹ 福島県 5:07:41
677 3006 中野 洋 ﾅｶﾉ ﾋﾛｼ 福島県 5:07:48
678 2877 和田 全弘 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 5:08:05
679 2778 佐久間 竜大 ｻｸﾏ ﾀﾂﾋﾛ 福島県 5:08:17
680 2536 沓間 祐幸 ｸﾂﾏ ﾕｳｺｳ ノブ爽友会 神奈川県 5:08:17
681 2481 冨澤 洋介 ﾄﾐｻﾜ ﾖｳｽｹ 東京都 5:08:39
682 2220 石川 博之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 福島県 5:08:49
683 3001 田中 紀裕 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋﾛ 福島県 5:09:09
684 2965 佐藤 慶太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ フローラＲＣ 岐阜県 5:09:13
685 3303 鈴木 雅士 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ サンライフ 福島県 5:09:15
686 2424 奈良 雄生 ﾅﾗ ﾕｳｾｲ 福島県 5:09:21
687 3075 今井 康範 ｲﾏｲ ﾔｽﾉﾘ ＪＦＭＣ 東京都 5:09:21
688 3176 青木 秀雄 ｱｵｷ ﾋﾃﾞｵ 帝京大学 神奈川県 5:09:23
689 2620 蛭田 博満 ﾋﾙﾀ ﾋﾛﾐﾂ ＩＣＦＣＲＣ 福島県 5:09:28
690 3172 矢吹 雅昭 ﾔﾌﾞｷ ﾏｻｱｷ 福島県 5:09:30
691 2980 大島 茂 ｵｵｼﾏ ｼｹﾞﾙ 神奈川県 5:09:43
692 2979 小林 史明 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐｱｷ 東京都 5:09:49
693 2883 白坂 和康 ｼﾗｻｶ ｶｽﾞﾔｽ 福島県 5:09:54
694 2931 山野辺 裕一 ﾔﾏﾉﾍﾞ ﾕｳｲﾁ かしま病院 福島県 5:10:23
695 2550 尾股 範彦 ｵﾏﾀ ﾉﾘﾋｺ 福島県 5:10:32
696 2356 塩井 伸幸 ｼｵｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 佐川急便 福島県 5:10:41
697 3138 小杉山 勝博 ｺｽｷﾞﾔﾏ ｶﾂﾋﾛ 古河電池 福島県 5:10:44
698 2944 五島 慎也 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾔ 微研東北ＲＣ 福島県 5:10:44
699 3092 鏑木 誠 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 5:10:53
700 2743 原 章広 ﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 東京都 5:10:58
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701 2935 後藤 俊之 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:11:00
702 2777 賀 亮 ｶﾞ ﾘｮｳ 救命救急 東京都 5:11:17
703 3000 石井 利幸 ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:11:20
704 3165 三浦 秀一 ﾐｳﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 福島県 5:11:22
705 2831 塚原 和哉 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 会津坂下町役場 福島県 5:11:30
706 2955 本田 裕也 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 福島県 5:11:32
707 2801 藤城 明弘 ﾌｼﾞｼﾛ ｱｷﾋﾛ 茨城県 5:11:42
708 2813 渡邊 将道 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾐﾁ トレイルラン 宮城県 5:11:44
709 2710 齋藤 吉彦 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｺ 山形県 5:11:52
710 3361 鈴木 鷹矢 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾔ 福島県 5:11:53
711 2692 藤井 雄司 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｼﾞ ＫＯＹＯ 福島県 5:12:14
712 2712 渡邉 俊介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 松村総合病院 福島県 5:13:03
713 2899 川越 清道 ｶﾜｺﾞｴ ｷﾖﾐﾁ 福島県 5:13:34
714 3334 遠藤 伸一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ ＮＧＩ 福島県 5:13:36
715 2726 佐藤 秀樹 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 福島県 5:13:51
716 2683 安東 正樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻｷ 千葉県 5:13:56
717 2406 渡邉 直樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 公務員 福島県 5:14:09
718 3024 高橋 良太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 埼玉県 5:14:10
719 3287 後藤 正輝 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｷ 小名浜製錬 福島県 5:14:15
720 2917 渡邉 敬広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ いわき市 福島県 5:14:20
721 3066 川谷 龍宗 ｶﾜﾀﾆ ﾀﾂﾑﾈ 福島県 5:14:26
722 2490 市川 栄徳 ｲﾁｶﾜ ｴｲﾄｸ 福島県 5:14:34
723 3014 田井 啓玄 ﾀｲ ﾋﾛﾉﾘ 川内村役場 福島県 5:14:45
724 2740 成田 潤 ﾅﾘﾀ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 5:15:07
725 3313 北村 洋平 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 北海道 5:15:12
726 3242 村越 哲也 ﾑﾗｺｼ ﾃﾂﾔ 福島県 5:15:18
727 3105 井戸川 瑛 ｲﾄﾞｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 福島県 5:15:28
728 3089 村田 利仁 ﾑﾗﾀ ﾖｼﾋﾄ 福島県 5:15:36
729 2666 菅野 勝気 ｶﾝﾉ ｶﾂｷ 福島県 5:16:12
730 3010 宮澤 真吾 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 東邦亜鉛 福島県 5:16:15
731 2501 遠藤 太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ アルパイン 福島県 5:16:18
732 2855 森 雅光 ﾓﾘ ﾏｻﾐﾂ 福島県 5:16:24
733 2757 五味 俊太郎 ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東京都 5:16:37
734 3153 山中 貴雄 ﾔﾏﾅｶ ﾀｶｵ 福島県 5:16:52
735 2703 木村 隼也 ｷﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ ＴＲＡＣ 福島県 5:16:58
736 2914 若林 一樹 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 茨城県 5:17:01
737 3359 駒木根 紘一郎 ｺﾏｷﾞﾈ ｺｳｲﾁﾛｳ 福島県 5:17:14
738 3186 成井 祥 ﾅﾙｲ ｱｷﾗ 福島県 5:17:16
739 3295 坂本 直之 ｻｶﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 日星製作所 福島県 5:17:19
740 3378 松野 達弘 ﾏﾂﾉ ﾀﾂﾋﾛ 東京都 5:17:29
741 2610 菊地 慶太 ｷｸﾁ ｹｲﾀ バイタル 福島県 5:17:33
742 3173 佐々木 真人 ｻｻｷ ﾏｻﾄ 福島県 5:17:50
743 2921 佐藤 祐一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 福島県 5:18:19
744 3054 上遠野 勝義 ｶﾄｵﾉ ﾏｻﾖｼ 宮城県 5:18:21
745 2095 山下 陽平 ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾍｲ あさかＨＰ 福島県 5:18:29
746 3062 鈴木 誉栄 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾖｼ 大塚鉄工 福島県 5:18:46
747 3213 赤石沢 晃 ｱｶｲｼｻﾞﾜ ｱｷﾗ 宮城県 5:19:10
748 3116 小針 智尋 ｺﾊﾞﾘ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 5:19:22
749 3082 平野 淳 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝ 水戸証券 茨城県 5:19:31
750 2515 三浦 豊 ﾐｳﾗ ﾕﾀｶ 日産部品福島 福島県 5:19:42
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751 3162 藁谷 嘉浩 ﾜﾗｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 福島県 5:19:43
752 3372 荒川 直之 ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾕｷ 堺化学工業 福島県 5:19:52
753 8016 Ｃｈｏｎｇ Ｈｉｕ Ｙｅｕｎｇ Chong Hiu Yeung 海外 5:19:59
754 2239 前田 博人 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾋﾄ 龍と心の父 茨城県 5:20:25
755 2933 和田 基靖 ﾜﾀﾞ ﾓﾄﾔｽ 埼玉県 5:20:27
756 3079 菊池 信孝 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾀｶ 宮城県 5:20:27
757 2832 白井 裕貴 ｼﾗｲ ﾋﾛｷ 紫雲寺小学校 新潟県 5:20:30
758 3333 阿部 正範 ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ ＮＧＩ 福島県 5:20:34
759 2750 武田 健介 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｽｹ ブリヂストン 福島県 5:20:45
760 2999 山地 勝 ﾔﾏﾁ ﾏｻﾙ 明德舘幼稚園 福島県 5:20:46
761 2812 西條 信介 ｻｲｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞｽｹ 宮城県 5:20:50
762 2694 山口 達也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 福島県 5:20:55
763 3260 鈴木 基彦 ｽｽﾞｷ ﾓﾄﾋｺ 郵便局 福島県 5:21:00
764 2707 佐藤 和義 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ いわき万本桜 福島県 5:21:25
765 2910 佐藤 学 ｻﾄｳ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 5:21:31
766 2783 菊地 清和 ｷｸﾁ ｷﾖｶｽﾞ 三春工業 福島県 5:21:46
767 2846 伊藤 久彦 ｲﾄｳ ﾋｻﾋｺ 福島県 5:21:46
768 2338 四家 聖史 ｼｹ ﾏｻﾋﾄ 福島県 5:21:56
769 2556 星野 弘和 ﾎｼﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 埼玉県 5:22:31
770 2659 田村 健 ﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 新環境分析 福島県 5:22:34
771 2941 長瀬 孝大 ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾋﾛ 東京都 5:22:36
772 2385 飯塚 大輔 ｲｲﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 高坂剣友会 福島県 5:22:40
773 3045 手塚 聡 ﾃﾂﾞｶ ｻﾄﾙ 東京都 5:22:59
774 2721 羽田 真幸 ﾊﾈﾀﾞ ﾏｻﾕｷ チーム葵 福島県 5:23:04
775 3252 馬場 孝行 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾕｷ 福島県 5:23:14
776 2844 佐々木 克嘉 ｻｻｷ ｶﾂﾖｼ ▶ 福島県 5:23:22
777 3209 渡邉 義人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾄ 福島県 5:23:35
778 3239 金内 晋之介 ｶﾈｳﾁ ｼﾝﾉｽｹ 千葉県 5:23:38
779 3192 齊木 稔 ｻｲｷ ﾐﾉﾙ 新潟県 5:23:42
780 2714 石川 涼介 ｲｼｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 仙台明走会 宮城県 5:23:56
781 3225 菅野 潤 ｶﾝﾉ ｼﾞｭﾝ 宮城県 5:24:06
782 3126 赤木 佑紀 ｱｶｷﾞ ﾕｳｷ いわき中央 福島県 5:24:34
783 2795 地引 淳 ｼﾞﾋﾞｷ ｱﾂｼ 東京メトロ 埼玉県 5:24:39
784 2994 田中 俊輔 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ たなかタイガー 福島県 5:24:56
785 3179 西 延秀 ﾆｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 福島県 5:25:03
786 2099 大河原 博之 ｵｵｶﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 福島県 5:25:16
787 2503 新妻 達由基 ﾆｲﾂﾏ ﾀﾂﾕｷ 福島県 5:25:22
788 2784 五十嵐 裕司 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｼﾞ 福島県 5:25:30
789 2679 矢萩 尚志 ﾔﾊｷﾞ ﾋｻｼ ぶーちゃんず 神奈川県 5:25:34
790 3189 笹倉 圭介 ｻｻｸﾗ ｹｲｽｹ ＴＥＡＭ深作 茨城県 5:25:37
791 3049 渡辺 諭 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 福島県 5:25:46
792 2911 白井 祐輝 ｼﾗｲ ﾕｳｷ 福島県 5:26:05
793 2386 渡辺 康 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 高坂剣友会 福島県 5:26:10
794 3368 佐久間 稔 ｻｸﾏ ﾐﾉﾙ 福島県 5:26:31
795 2893 池澤 亮 ｲｹｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 埼玉県 5:26:37
796 2547 佐藤 弘晃 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ いわき総合教員 福島県 5:27:01
797 2478 田中 正行 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 5:27:14
798 3353 鈴木 和也 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾔ 福島県 5:27:16
799 2724 藤澤 雅行 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾕｷ ２ＮＤＷＩＮＤ 神奈川県 5:27:17
800 2092 船生 卓也 ﾌﾆｭｳ ﾀｸﾔ 福島県 5:27:19
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801 3220 東 洋平 ﾋｶﾞｼ ﾖｳﾍｲ 千葉県 5:27:43
802 2201 中嶋 優 ﾅｶｼﾏ ﾕｳ 山梨県 5:28:35
803 2796 大峯 伸一 ｵｵﾐﾈ ｼﾝｲﾁ 福島県 5:28:42
804 3152 蛭田 恭行 ﾋﾙﾀ ﾔｽﾕｷ 福島県 5:28:47
805 2722 早川 正敏 ﾊﾔｶﾜ ﾏｻﾄｼ 福島県 5:28:50
806 3181 北郷 孝晋 ｷﾀｺﾞｳ ﾀｶﾕｷ 福島県 5:28:58
807 3337 荒岡 宗真 ｱﾗｵｶ ｿｳﾏ 福島県 5:29:02
808 2539 安藤 貴志 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 茨城県 5:29:08
809 2875 後藤 光佑 ｺﾞﾄｳ ｺｳｽｹ 気仙沼市 宮城県 5:29:17
810 3235 武田 和朗 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 宮城県 5:29:26
811 2353 新妻 唯昭 ﾆｲﾂﾏ ﾀﾀﾞｱｷ ＧＡＭＰ 福島県 5:30:25
812 3088 松坂 崇由 ﾏﾂｻﾞｶ ﾀｶﾖｼ 戸沢Ｔ＆Ｆ 山形県 5:30:46
813 2462 齊藤 良太 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ エムエスディ 福島県 5:30:49
814 3125 石川 大輔 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ タカカツ走友会 宮城県 5:30:54
815 3154 松川 裕也 ﾏﾂｶﾜ ﾕｳﾔ ヤクルト（株） 福島県 5:31:22
816 3293 瀬谷 和巳 ｾﾔ ｶｽﾞﾐ 福島県 5:31:53
817 2792 堀本 航生 ﾎﾘﾓﾄ ｺｳｾｲ とみっぴーＲＣ 福島県 5:31:55
818 2392 秋元 友寿 ｱｷﾓﾄ ﾕｳｼﾞ ＴＰＴ福島 福島県 5:31:57
819 3350 五十嵐 竜太 ｲｶﾞﾗｼ ﾘｮｳﾀ 茨城県 5:32:12
820 3121 ＳＡＳＡＧＡＷＡ ＴＡＴＳＵＳＨＩ ｻｻｶﾞﾜ ﾀﾂｼ チームあわぢ 福島県 5:32:14
821 2953 千田 義之 ﾁﾀﾞ ﾖｼﾕｷ ＣｏｗｂｏｙＺ 福島県 5:32:45
822 2907 安藤 祐二 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ サクラデンセツ 福島県 5:32:49
823 2967 椎名 宣夫 ｼｲﾅ ﾖｼｵ 福島県 5:32:56
824 2400 菅野 洋平 ｽｹﾞﾉ ﾖｳﾍｲ チームＡＧＯ 福島県 5:33:05
825 2650 田中 真太郎 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ アルプス電気 宮城県 5:33:22
826 3080 小野 文也 ｵﾉ ﾌﾐﾔ 宮城県 5:33:22
827 3035 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 都路ハム工房 福島県 5:33:51
828 2926 近藤 健太 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ ＦＤ 福島県 5:34:00
829 2742 遠藤 太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾌﾄｼ 福島県 5:34:02
830 3058 中村 正徳 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 渡辺バレー部 福島県 5:34:18
831 2589 貝沼 亮 ｶｲﾇﾏ ﾘｮｳ 福島県 5:34:19
832 2823 高橋 宏明 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 新潟県 5:34:26
833 3347 鈴木 隆二 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 神奈川県 5:34:44
834 2850 梶村 健太郎 ｶｼﾞﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 5:34:46
835 3376 佐藤 辰彦 ｻﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 福島県 5:34:54
836 2732 高貝 尚樹 ﾀｶｶﾞｲ ﾅｵｷ 東京都 5:34:54
837 2720 遠藤 弘伸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ いこーせん 東京都 5:34:54
838 2715 長谷部 悟史 ﾊｾﾍﾞ ｻﾄｼ いこーせん 長野県 5:34:55
839 2759 前田 哲志 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ はらいち 埼玉県 5:34:55
840 2461 鈴木 慧 ｽｽﾞｷ ｹｲ いいづな会 福島県 5:35:05
841 3310 宮内 裕彰 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛｱｷ ＪＲバスＲＣ 福島県 5:35:23
842 2483 熊田 陽志 ｸﾏﾀﾞ ﾀｶｼ クレハニシキ 福島県 5:35:25
843 2279 古城 佑馬 ｺｼﾞｮｳ ﾕｳﾏ 千葉県 5:35:33
844 2700 水野 聡 ﾐｽﾞﾉ ｻﾄｼ 福島県 5:35:39
845 2905 戸田 繁樹 ﾄﾀﾞ ｼｹﾞｷ 福島県 5:36:23
846 3269 渡辺 康嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽｼ 福島県 5:36:28
847 3145 永野 宏昌 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾏｻ 東京都 5:36:29
848 3370 菅野 洋樹 ｶﾝﾉ ﾋﾛｷ テクノプロ 茨城県 5:36:32
849 3004 本田 裕 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 福島県 5:36:34
850 2966 深田 亨 ﾌｶﾀﾞ ﾄｵﾙ 植物研究会 福島県 5:36:35
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851 2842 正原 裕一郎 ｼｮｳﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 久光製薬 宮城県 5:36:51
852 2546 水上 剛 ﾐｽﾞｶﾐ ﾂﾖｼ 福島県 5:37:01
853 3261 小原 和也 ｵﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 日本化成 福島県 5:37:08
854 3357 堀内 明彦 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾋｺ 山形県 5:37:12
855 3019 鈴木 勇樹 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 福島県 5:37:19
856 2597 上遠野 裕義 ｶﾄｵﾉ ﾋﾛﾖｼ 福島県 5:37:28
857 3265 荒 和弘 ｱﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 5:37:29
858 2940 前田 隆志 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶｼ 福島県 5:37:48
859 2664 野本 幸稔 ﾉﾓﾄ ﾕｷﾄｼ 茨城県 5:37:55
860 3184 斎藤 好貴 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 東京都 5:37:58
861 2859 和田 祐輔 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ ラン活にいがた 埼玉県 5:38:00
862 3323 村田 卓 ﾑﾗﾀ ｽｸﾞﾙ 茨城県 5:38:15
863 2233 馬屋原 一海 ｳﾏﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾐ 八王子監 神奈川県 5:38:23
864 2818 神崎 省吾 ｶﾝｻﾞｷ ｼｮｳｺﾞ 福島県 5:38:27
865 3171 橋本 崇弘 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 東京都 5:38:31
866 3214 櫛田 高則 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ ヤマナカ 福島県 5:38:37
867 3196 山村 義宏 ﾔﾏﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ ソルトヒップ団 長野県 5:38:50
868 3031 緑川 賢司 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｹﾝｼﾞ 福島県 5:38:51
869 3103 鈴木 慧 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 福島県 5:39:18
870 3167 吉田 紳孝 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾀｶ ギャランドゥー 福島県 5:39:35
871 3113 水野 和哉 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾔ 福島県 5:40:23
872 3064 三谷 圭広 ﾐﾀﾆ ﾖｼﾋﾛ 東京都 5:40:55
873 3063 市川 隆太郎 ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 千葉県 5:40:56
874 3041 遠藤 健太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ 二ツ箭Ｒ．Ｃ 福島県 5:41:04
875 2468 正木 延幸 ﾏｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 5:41:21
876 3218 三瓶 貴弘 ｻﾝﾍﾟｲ ﾀｶﾋﾛ 福島県 5:41:38
877 2922 中嶋 宏泰 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾔｽ 福島県 5:41:56
878 3253 齋藤 佑樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ いわき信用組合 福島県 5:42:01
879 3123 塩 正勝 ｼｵ ﾏｻｶﾂ 一条工務店店長 福島県 5:42:15
880 2945 村田 優貴 ﾑﾗﾀ ﾕｳｷ 微研東北ＲＣ 福島県 5:42:42
881 2299 姉﨑 勉 ｱﾈｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 福島県 5:42:57
882 3321 金澤 祐樹 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳｷ 福島県 5:43:00
883 3163 渡辺 和彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ サンセイＲ＆Ｄ 宮城県 5:43:06
884 3158 横濱 剛 ﾖｺﾊﾏ ﾀｹｼ アイワコーポ 福島県 5:43:19
885 2366 揚妻 紘司 ｱｹﾞﾂﾏ ｺｳｼﾞ 東京都 5:43:22
886 2936 鯨岡 賢一 ｸｼﾞﾗｵｶ ｹﾝｲﾁ 東日技研 福島県 5:43:29
887 2655 大杉 拓也 ｵｵｽｷﾞ ﾀｸﾔ メガロス錦糸町 東京都 5:43:38
888 3314 鈴木 聡史 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ げすっ子走遊会 福島県 5:43:41
889 3297 若林 義和 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾖｼｶﾂ Ｐポーズ大作戦 福島県 5:44:07
890 3228 佐藤 貴徳 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 福島県 5:44:37
891 2379 河野 雅裕 ｺｳﾉ ﾏｻﾋﾛ 東京都 5:44:52
892 2956 高見 佳弘 ﾀｶﾐ ﾖｼﾋﾛ 洋向台ＲＣ 福島県 5:44:53
893 2456 角田 尚徳 ﾂﾉﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 須賀川走友会 福島県 5:45:07
894 2880 伊藤 威夫 ｲﾄｳ ﾀｹｵ 福島県 5:45:14
895 3097 北 和幸 ｷﾀ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 5:45:43
896 2978 菅野 貴哉 ｶﾝﾉ ﾀｶﾔ ザ・ヨシハウス 福島県 5:45:49
897 3362 佐川 貴之 ｻｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ ヒマリーマンズ 福島県 5:45:50
898 3051 佐藤 彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 福島県 5:46:03
899 3243 清野 俊之 ｾｲﾉ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:46:15
900 3178 那須原 純平 ﾅｽﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ アルプス電気 福島県 5:46:27
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901 2841 松下 将大 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾀ 宮城県 5:46:58
902 2569 中野渡 仁 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾋﾄｼ 埼玉東部循環器 埼玉県 5:46:58
903 2409 西 洋史 ﾆｼ ﾖｳｼﾞ 福島県 5:47:09
904 3106 坂本 紘佑 ｻｶﾓﾄ ｺｳｽｹ コマツ 福島県 5:47:09
905 2473 北村 光 ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 千葉県 5:47:18
906 3168 疋田 健伍 ﾋｷﾀ ｹﾝｺﾞ 関彰商事 福島県 5:47:21
907 3021 大谷 則秀 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾋﾃﾞ 福島県 5:47:22
908 3224 黒澤 大輔 ｸﾛｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ ピカッおじさん 宮城県 5:47:54
909 3142 柳井 俊毅 ﾔﾅｲ ﾄｼｷ 福島県 5:48:00
910 2747 高橋 裕治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 福島県 5:48:21
911 2887 齊藤 隆行 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 福島県 5:48:34
912 2990 佐藤 友昭 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ 福島県 5:48:38
913 3159 高橋 克明 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｱｷ 岩手県 5:48:57
914 3206 志賀 知文 ｼｶﾞ ﾄﾓﾌﾐ ＭＣＺ 埼玉県 5:49:18
915 3188 室井 基宏 ﾑﾛｲ ﾓﾄﾋﾛ ＴＥＡＭ栗山 福島県 5:49:20
916 3124 出羽 秀之 ﾃﾞﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 大和電設工業 福島県 5:49:24
917 2824 山下 喜範 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼﾉﾘ マクラーレン 福島県 5:49:29
918 3263 郷右近 亮 ｺﾞｳｺﾝ ﾘｮｳ 郷右近設計工房 岩手県 5:49:35
919 3207 滑川 隆 ﾅﾒｶﾜ ﾀｶｼ 宮城県 5:49:39
920 3114 坂本 幸治 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ トーホクオカベ 福島県 5:49:41
921 3233 菅野 正慈 ｶﾝﾉ ﾏｻﾁｶ 株）三洋販売 宮城県 5:49:55
922 2612 菅橋 隆志 ｽｶﾞﾊｼ ﾀｶｼ （株）キツタカ 福島県 5:49:58
923 2840 片寄 英樹 ｶﾀﾖｾ ﾋﾃﾞｷ 福島県 5:50:06
924 2480 佐藤 健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ バイタル 福島県 5:50:09
925 2443 金賀 光一郎 ｶﾈｶﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 5:50:10
926 3266 藤瀬 毅 ﾌｼﾞｾ ﾀｹｼ 宮城県 5:50:19
927 3005 篠原 善幸 ｼﾉﾊﾗ ﾖｼﾕｷ アルパイン 福島県 5:50:35
928 3187 松本 健二 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 福島県 5:50:41
929 2574 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 5:50:42
930 3256 平木 俊秀 ﾋﾗｷ ﾄｼﾋﾃﾞ ＤＳＣＰ 福島県 5:50:55
931 2616 十河 慶太郎 ｿｺﾞｳ ｹｲﾀﾛｳ あいおい 福島県 5:51:01
932 2514 三浦 和也 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾔ 日産部品福島 福島県 5:51:14
933 2565 助川 文聰 ｽｹｶﾞﾜ ﾌﾞﾝｿｳ 光ＲＵＮいわき 福島県 5:51:19
934 3326 会川 朋宏 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 5:51:29
935 2627 貝原 順二 ｶｲﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ 神奈川県 5:51:30
936 3247 草野 琢也 ｸｻﾉ ﾀｸﾔ 福島県 5:51:30
937 2991 八木澤 遼 ﾔｷﾞｻﾜ ﾘｮｳ 福島県 5:51:31
938 2773 後藤 謙一 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｲﾁ 福島県 5:51:32
939 2725 遠藤 貴紀 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｷ 埼玉県 5:51:34
940 3212 居関 勲 ｲｾｷ ｲｻｵ 福島県 5:51:43
941 3157 大内 昌也 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾔ 一人で走っぱい 福島県 5:51:45
942 3042 齊藤 武 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ 上丸子ＲＣ 神奈川県 5:51:47
943 2734 大平 健 ｵｵﾋﾗ ﾀｹｼ 福島県 5:52:02
944 3257 嶋脇 良 ｼﾏﾜｷ ﾘｮｳ 福島県 5:52:12
945 2467 谷本 博則 ﾀﾆﾓﾄ ﾋﾛﾉﾘ いいづな会 秋田県 5:52:33
946 3094 黒岩 正宏 ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 5:52:39
947 2793 黒澤 一欽 ｸﾛｻﾜ ｶｽﾞﾖｼ チーム梅ちゃん 茨城県 5:52:41
948 3317 佐藤 慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 関彰商事 福島県 5:52:51
949 3170 西 豪志 ﾆｼ ﾀｶｼ 福島県 5:52:51
950 3164 斉木 槙志 ｻｲｷ ｼﾝｼﾞ 富山県 5:53:16
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951 3248 須藤 丈裕 ｽﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 福島県 5:53:21
952 3151 渡邉 清典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾖﾉﾘ ＴＳＳ 福島県 5:53:29
953 2908 栁沼 孝治 ﾔｷﾞﾇﾏ ｺｳｼﾞ 福島けんしん 福島県 5:53:44
954 3002 鈴木 孝徳 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾉﾘ 埼玉県 5:53:48
955 3127 山本 篤史 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ 新潟県 5:53:50
956 2270 矢吹 公徳 ﾔﾌﾞｷ ｷﾐﾉﾘ 福島県 5:53:55
957 3087 半沢 伯也 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 福島県 5:54:02
958 3222 高山 和幸 ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ アルパイン 福島県 5:54:05
959 3104 雫 哲洋 ｼｽﾞｸ ﾉﾘﾋﾛ 栃木県 5:54:06
960 3060 福田 貴洋 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 青森県 5:54:08
961 2930 相笠 英輝 ｱｲｶｻ ﾋﾃﾞｷ ネクスコパト 福島県 5:54:14
962 3324 小池 健太 ｺｲｹ ｹﾝﾀ 茨城県 5:54:30
963 3322 石川 諒人 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾄ 茨城県 5:54:30
964 3245 宇佐美 洋臣 ｳｻﾐ ﾋﾛｵﾐ 福島県 5:54:34
965 3246 下藤 勝貴 ｼﾓﾌｼﾞ ｶﾂｷ 福島県 5:54:34
966 3101 小沼 卓也 ｵﾇﾏ ﾀｸﾔ 福島県 5:54:44
967 3029 石井 康雅 ｲｼｲ ﾔｽﾓﾄ 三栄精機 福島県 5:54:54
968 3016 鈴木 大輔 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ いわき市役所 福島県 5:55:05
969 3354 杉本 賢矢 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾔ 宮城県 5:55:09
970 3115 水野 匡史 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻｼ 福島県 5:55:16
971 3200 大間 誉士 ｵｵﾏ ﾀｶｼ 福島県 5:55:27
972 3086 緒方 雄一 ｵｶﾞﾀ ﾕｳｲﾁ マツ本ガーデン 福島県 5:55:29
973 2927 佐藤 義道 ｻﾄｳ ﾖｼﾐﾁ ローヤル油機 福島県 5:55:40
974 3279 中尾 拓 ﾅｶｵ ﾀｸﾐ 三井生命 福島県 5:55:41
975 2848 野田 定一 ﾉﾀﾞ ｻﾀﾞｶｽﾞ 興和 宮城県 5:55:51
976 2920 丸山 泰孝 ﾏﾙﾔﾏ ﾔｽﾀｶ 福島県 5:55:53
977 3291 牛来 正之 ｺﾞﾗｲ ﾏｻﾕｷ 磐城緑蔭高校 福島県 5:55:59
978 2900 矢渡 正行 ﾔﾜﾀﾘ ﾏｻﾕｷ 福島県 5:56:09
979 3023 志賀 和浩 ｼｶﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 安積黎明高校 福島県 5:56:15
980 3320 渡邉 賢晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺｳ 公務員 福島県 5:56:19
981 3030 阿部 将和 ｱﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 三栄精機製作所 福島県 5:56:27
982 3149 小林 雅和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｶｽﾞ 福島県 5:56:32
983 2986 石井 康仁 ｲｼｲ ﾔｽﾋﾄ 福島県 5:56:44
984 2701 蛭田 太一朗 ﾋﾙﾀ ﾀｲﾁﾛｳ 福島県 5:56:47
985 2445 小松 公青 ｺﾏﾂ ﾏｻﾊﾙ 福島県 5:56:59
986 2772 秋元 博之 ｱｷﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 福島県 5:57:06
987 3203 北ノ薗 隆一郎 ｷﾀﾉｿﾉ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 東京都 5:57:10
988 2870 神山 祐太 ｶﾐﾔﾏ ﾕｳﾀ 祐神興業 福島県 5:57:12
989 3272 麻田 雅幸 ｱｻﾀﾞ ﾏｻﾕｷ アサダ石油 福島県 5:57:13
990 3241 遠藤 浩太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 福島県 5:57:14
991 2997 荒木 淳 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝ 福島県 5:57:15
992 3026 鈴木 貴士 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 五竜ヶ丘ＴＣ 福島県 5:57:22
993 2951 齋藤 宏 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ ミコシバン 東京都 5:57:49
994 3180 根本 智明 ﾈﾓﾄ ﾄﾓｱｷ マテリアルエコ 福島県 5:57:51
995 3108 岡 孝幸 ｵｶ ﾀｶﾕｷ 東京都 5:57:52
996 2765 星野 尊乗 ﾎｼﾉ ﾀｶﾉﾘ 汐見が丘小学校 福島県 5:57:59
997 3301 遠藤 孝浩 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ホシザキいわき 福島県 5:58:13
998 2661 伊藤 拓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ホシザキ 福島県 5:58:14
999 2882 宗形 佳祐 ﾑﾅｶﾀ ｹｲｽｹ 福島県 5:58:14

1000 3285 新妻 守人 ﾆｲﾂﾏ ﾓﾘﾋﾄ 福島県 5:58:17
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1001 2517 金賀 大輔 ｶﾈｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 日産部品福島 福島県 5:58:19
1002 2970 笹田 朋宏 ｻｻﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ＢＷＲＣ 神奈川県 5:58:22
1003 2987 原田 直弥 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾔ 茨城県 5:58:22
1004 2969 安龍 尚友 ｱﾝﾘｭｳ ﾅｵﾄﾓ ＢＷＲＣ 東京都 5:58:27
1005 3289 大西 秀和 ｵｵﾆｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 福島県 5:58:32
1006 2770 吉田 直人 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾄ 福島県 5:58:35
1007 3302 高井 陽介 ﾀｶｲ ﾖｳｽｹ 宮城県 5:58:45
1008 3110 髙田 邦彦 ﾀｶﾀﾞ ｸﾆﾋｺ 神奈川県 5:58:54
1009 2827 清水 崇弘 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島県 5:59:01
1010 3328 坪井 聡 ﾂﾎﾞｲ ｻﾄｼ ブリヂストン 福島県 5:59:02
1011 2942 中舘 洋介 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 千葉県 5:59:15
1012 3351 蛭田 雄太郎 ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 福島県 5:59:21
1013 2049 宮路 胤哉 ﾐﾔｼﾞ ｶｽﾞﾔ 盛和塾事務局 京都府 5:59:38
1014 3131 佐藤 謙 ｻﾄｳ ｹﾝ 宮城県 5:59:39
1015 2954 菅野 文博 ｶﾝﾉ ﾌﾐﾋﾛ Ａトックス 福島県 5:59:47
1016 2916 永山 幸達 ﾅｶﾞﾔﾏ ｺｳﾀﾂ チームＫＨＫ 東京都 5:59:56
1017 3137 後藤 正寛 ｺﾞﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 5:59:59


