
2018/02/14 17:14:51 1 / 27 ページ Official Timer & Result By RECS

1 3513 川端 純一 ｶﾜﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ トッパンＴＤＫ 福島県 2:40:53
2 3521 石井 茂男 ｲｼｲ ｼｹﾞｵ 福島県 2:49:24
3 3518 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ サクセス工業 山形県 2:52:44
4 3517 小谷野 繁樹 ｺﾔﾉ ｼｹﾞｷ 福島県庁 福島県 2:53:11
5 3545 河合 浩二 ｶﾜｲ ｺｳｼﾞ 茨城県 2:53:25
6 3514 浜名 哲也 ﾊﾏﾅ ﾃﾂﾔ 神奈川県 2:53:43
7 3512 渡邉 豊 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕﾀｶ 大宮自衛隊 埼玉県 2:53:57
8 3515 島田 哲 ｼﾏﾀﾞ ﾃﾂ 漆黒 東京都 2:56:12
9 3536 藤田 剛知 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾄﾓ 寛政大学 埼玉県 2:56:49

10 3526 山崎 健 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝ 新潟県 2:56:55
11 3516 太田 潤 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ 小名浜製錬 福島県 2:57:18
12 3608 高橋 昭夫 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ 北粋ＲＣ 福島県 2:57:47
13 3554 大和田 高士 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶｼ 成沢おやじの会 茨城県 2:58:58
14 3542 小村 秀明 ｺﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 2:59:02
15 3560 遠藤 信 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ 福島県 2:59:46
16 3529 塗師 憲太郎 ﾇｼ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 2:59:56
17 3673 菊地 大作 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｻｸ 山新 福島県 3:00:23
18 3523 作山 裕亮 ｻｸﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 南仙台走友会 宮城県 3:01:55
19 3541 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 神奈川県 3:03:02
20 3578 張替 武雄 ﾊﾘｶｴ ﾀｹｵ 葛魂 東京都 3:03:24
21 3525 赤川 友美 ｱｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ ムーンライト 秋田県 3:04:23
22 3520 菅野 克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ ガチリートＣＬ 宮城県 3:04:39
23 3585 新谷 正輝 ﾆｲﾀﾆ ﾏｻﾃﾙ 福島県 3:04:49
24 3549 國友 洋志 ｸﾆﾄﾓ ﾋﾛｼ いわき郵便局 福島県 3:07:23
25 3637 堀川 利広 ﾎﾘｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 福島県 3:07:50
26 3567 野口 博行 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾕｷ チーのぐＲＣ 茨城県 3:08:13
27 3550 石井 敦 ｲｼｲ ｱﾂｼ かしまＲＣ 福島県 3:08:17
28 3561 青木 貴宏 ｱｵｷ ﾀｶﾋﾛ 福島県 3:08:43
29 3598 関根 昌芳 ｾｷﾈ ﾏｻﾖｼ 須賀川走友会 福島県 3:09:01
30 3620 昆 直樹 ｺﾝ ﾅｵｷ 七時雨ＴＲＣ 岩手県 3:09:11
31 3557 森 勇次 ﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 3:09:17
32 3710 小笠原 俊之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄｼﾕｷ 宮城県 3:09:21
33 3555 高木 俊明 ﾀｶｷﾞ ﾄｼｱｷ いわき 福島県 3:09:24
34 3563 門馬 一三 ﾓﾝﾏ ｶｽﾞﾐ 一口かすてら 福島県 3:10:01
35 3574 熊谷 貴浩 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ チルラン 東京都 3:10:05
36 3611 清野 貢一 ｷﾖﾉ ｺｳｲﾁ 揚土走人 福島県 3:10:35
37 3565 小山田 正幸 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 変態ランナーズ 福島県 3:10:45
38 3519 長塚 淳 ﾅｶﾞﾂｶ ｼﾞｭﾝ ＠ｌｆａｌｆａ 山形県 3:10:53
39 3613 佐藤 敦 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 郡山ＣＦ 福島県 3:11:02
40 3570 原 崇史 ﾊﾗ ﾀｶｼ ＳＡ小千谷 新潟県 3:11:04
41 3537 鈴木 康 ｽｽﾞｷ ｺｳ 山形県 3:11:50
42 3535 清水 誠 ｼﾐｽﾞ ﾏｺﾄ 赤羽月例の会 埼玉県 3:12:43
43 3640 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ チームふじさき 山形県 3:13:26
44 3657 鵜瀬 隆博 ｳﾉｾ ﾀｶﾋﾛ みこまさまもこ 埼玉県 3:13:34
45 3702 坪井 和明 ﾂﾎﾞｲ ｶｽﾞｱｷ 福島県 3:13:43
46 3586 松崎 総 ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾄｼ 伊右衛門’ず 福島県 3:14:37
47 4031 星野 浩 ﾎｼﾉ ﾋﾛｼ 宮城県 3:14:58
48 3622 片寄 秀典 ｶﾀﾖｾ ﾋﾃﾞﾉﾘ チーム片寄家 福島県 3:15:00
49 3559 中村 貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 新潟県 3:15:08
50 3604 佐藤 憲一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ マルキ 山形県 3:15:44
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51 3533 下山 祥 ｼﾓﾔﾏ ｱｷﾗ 穴平建設 東京都 3:15:53
52 3528 三島木 洋平 ﾐｼﾏｷ ﾖｳﾍｲ 福島県 3:15:54
53 3730 生亀 和行 ｲｷ ｶｽﾞﾕｷ 月形郵便局 福島県 3:17:02
54 3546 横山 英樹 ﾖｺﾔﾏ ﾋﾃﾞｷ 望星薬局 神奈川県 3:18:00
55 3869 久家 千明 ｸｹﾞ ﾁｱｷ 福島県 3:18:27
56 3571 河野 哲也 ｶﾜﾉ ﾃﾂﾔ ＲＩＳＥ ＲＣ 北海道 3:18:34
57 3539 飯田 知也 ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔ ＯＩＫＩＣＫ 群馬県 3:19:19
58 3534 梅村 大輔 ｳﾒﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ 仙台市消防局 宮城県 3:20:00
59 3581 伊藤 隆之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ ＫＲＣ 福島県 3:20:06
60 3660 八懸 朋広 ﾔﾂｶﾞｹ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 3:20:26
61 3695 小柳 恵太 ｵﾔﾅｷﾞ ｹｲﾀ 新潟県 3:20:36
62 3667 村岡 淳 ﾑﾗｵｶ ｼﾞｭﾝ ハクステック 山形県 3:20:41
63 3619 門脇 太郎 ｶﾄﾞﾜｷ ﾀﾛｳ 大和市民 神奈川県 3:21:16
64 3666 鈴木 茂雄 ｽｽﾞｷ ｼｹﾞｵ 赤城ＲＵＮ部 埼玉県 3:21:23
65 3624 鈴木 利季 ｽｽﾞｷ ﾄｼｷ いわき建設ＲＣ 福島県 3:21:28
66 3635 秋田 洋明 ｱｷﾀ ﾋﾛｱｷ キッコーマン 千葉県 3:21:39
67 3618 白井 勝 ｼﾗｲ ﾏｻﾙ 浜スポ 静岡県 3:22:20
68 3804 小笠原 多慶夫 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹｵ 福島市消防本部 福島県 3:22:28
69 3685 佐藤 一隆 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ 丸山会 福島県 3:23:07
70 3880 千明 豊 ﾁｱｷ ﾕﾀｶ 茨城県 3:23:30
71 3655 宮城 一幸 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 3:23:32
72 3674 伊藤 英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 3:23:38
73 3615 松浦 義貴 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼﾀｶ 神奈川ＰＭ 神奈川県 3:24:05
74 3886 西原 亮二 ﾆｼﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 3:24:09
75 3703 小林 知 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 福島県 3:24:37
76 3698 菅原 渉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾜﾀﾙ ＤＥＮＳＯ岩手 岩手県 3:25:01
77 3654 豊宮 一哲 ﾄﾖﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 3:25:02
78 3614 鈴木 祐司 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 船戸薬局 福島県 3:25:05
79 3612 平田 尚史 ﾋﾗﾀ ﾅｵｼﾞ ＴＳＳ乱舞 東京都 3:25:32
80 3785 鵜沼 豊 ｳﾇﾏ ﾕﾀｶ 須賀川走友会 福島県 3:25:33
81 3592 高橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 福島県 3:25:36
82 3627 芳賀 章 ﾊｶﾞ ｱｷﾗ 寺門モータース 福島県 3:25:41
83 3740 由利 保 ﾕﾘ ﾀﾓﾂ 岩手県 3:25:45
84 3765 小澤 拓也 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ マルト 福島県 3:26:52
85 3707 片寄 弘幸 ｶﾀﾖｾ ﾋﾛﾕｷ チーム１６ 福島県 3:27:09
86 3676 星 純一郎 ﾎｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ チーム商工会 福島県 3:27:12
87 3769 岸 歩 ｷｼ ｱﾕﾑ 小名浜菜園 福島県 3:27:16
88 3670 神田 洋 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 新潟県 3:27:22
89 3543 渡辺 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 3:27:50
90 3680 大須賀 文彦 ｵｵｽｶ ﾌﾐﾋｺ チーム太一 福島県 3:27:57
91 3558 後藤 健治 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ 保護第弐 東京都 3:27:58
92 3683 渡辺 貴元 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾓﾄ 千葉県 3:28:03
93 3987 齋藤 浩二 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 福島県 3:28:04
94 8018 ＫＪＥＬＬ ＯＶＥ ＢＲＥＩＶＩＫ KJELL OVE BREIVIK 海外 3:28:51
95 3636 七條 浩二 ｼﾁｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ 神奈川県 3:28:51
96 3913 土屋 芳樹 ﾂﾁﾔ ﾖｼｷ スガツネ工業 東京都 3:28:56
97 3963 佐川 剛史 ｻｶﾞﾜ ﾀｹｼ 共栄ＯＺ２３６ 福島県 3:29:00
98 4579 牧野 克彦 ﾏｷﾉ ｶﾂﾋｺ 福島県 3:29:05
99 3741 佐々木 清次 ｻｻｷ ｾｲｼﾞ 神奈川県 3:29:08

100 3643 佐藤 一良 ｻﾄｳ ｲﾁﾛｳ よちよちＲＣ 千葉県 3:29:08
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101 3792 菊地 和行 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 3:29:13
102 3955 橘 雅門 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻﾄ 丸紅 東京都 3:29:23
103 3724 水島 彰宏 ﾐｽﾞｼﾏ ｱｷﾋﾛ いっちょガッツ 新潟県 3:29:28
104 3664 中村 哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 神奈川県 3:29:38
105 3709 室田 義弘 ﾑﾛﾀ ﾖｼﾋﾛ ＴＥＭＡ一心 新潟県 3:29:47
106 3811 河崎 裕一 ｶﾜｻｷ ﾕｳｲﾁ 光ＲＵＮいわき 福島県 3:29:47
107 3699 浅野 方邦 ｱｻﾉ ﾏｻｸﾆ チームこいね 埼玉県 3:29:57
108 3649 関田 健司 ｾｷﾀ ｹﾝｼﾞ サンビーチＡＣ 茨城県 3:30:01
109 3575 大泉 逸人 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 黒光り楽走団 山形県 3:30:07
110 3846 三上 幸吾 ﾐｶﾐ ｺｳｺﾞ パスコ 宮城県 3:30:16
111 3594 中村 真 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 金毘羅オネオネ 東京都 3:30:20
112 3653 大平 高史 ｵｵﾋﾗ ﾀｶｼ 勿来郵便局 福島県 3:30:28
113 3625 渡辺 哲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ アルパイン 福島県 3:31:04
114 3597 小倉 慶一 ｵｸﾞﾗ ｹｲｲﾁ ぽっちゃりーず 埼玉県 3:31:08
115 3921 佐々 大輔 ｻｻ ﾀﾞｲｽｹ 和歌山県 3:31:14
116 3686 丸山 岳人 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾋﾄ 茨城県 3:31:23
117 3616 井上 禎宏 ｲﾉｳｴ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 3:31:34
118 4259 大久保 貴司 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ コールこえだめ 東京都 3:31:44
119 3671 吉本 忍 ﾖｼﾓﾄ ｼﾉﾌﾞ （株）久工業所 福島県 3:31:53
120 3794 宗像 学 ﾑﾅｶﾀ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 3:32:08
121 3532 菊地 吉幸 ｷｸﾁ ﾖｼﾕｷ ＪＡ福島未来 福島県 3:32:30
122 3694 亘理 真広 ﾜﾀﾘ ﾏｻﾋﾛ ＫＲＣ 東京都 3:32:34
123 3690 片岡 圭 ｶﾀｵｶ ｹｲ 栃木県 3:32:34
124 3726 八木 周 ﾔｷﾞ ｼｭｳ 丸紅グループ 神奈川県 3:32:49
125 3601 水竹 大悟 ﾐｽﾞﾀｹ ﾀﾞｲｺﾞ あすか製薬 福島県 3:33:06
126 3522 富永 昌 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｼ 福島県 3:33:17
127 3641 白神 敦久 ｼﾗｶﾐ ｱﾂﾋｻ 県中愛走会 徳島県 3:33:29
128 3661 阿部 淳哉 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾔ メディセオ 福島県 3:33:41
129 4002 森戸 健太郎 ﾓﾘﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 群馬県 3:33:46
130 3838 中山 利明 ﾅｶﾔﾏ ﾄｼｱｷ 千葉県 3:33:57
131 3572 瀧田 忠敏 ﾀｷﾀ ﾀﾀﾞﾄｼ 福島県 3:33:57
132 3728 鈴木 智博 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 3:34:12
133 3630 齋藤 憲一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 絶倫魂 青森県 3:34:27
134 3832 野内 正裕 ﾉｳﾁ ﾏｻﾋﾛ 福島県 3:34:39
135 3776 若松 大成 ﾜｶﾏﾂ ﾀｲｾｲ 湯本温泉有志会 福島県 3:34:40
136 3826 尾下 啓吾 ｵｼﾀ ｹｲｺﾞ 千葉 千葉県 3:34:41
137 3593 桜岡 正俊 ｻｸﾗｵｶ ﾏｻﾄｼ ケンオリ 福島県 3:34:52
138 3687 木戸 直樹 ｷﾄﾞ ﾅｵｷ 宮城県 3:35:06
139 3733 田中 健司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 3:35:46
140 3746 谷口 典史 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾌﾐ 新潟県 3:36:19
141 3527 海老原 孝 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 東邦 千葉県 3:37:09
142 3727 高橋 克嘉 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾖｼ 保険薬局 宮城県 3:37:10
143 3799 清水 聡 ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 福島ＴＲＣ 福島県 3:37:24
144 3668 上遠野 要司 ｶﾄｳﾉ ﾖｳｼﾞ 千葉県 3:37:43
145 3720 高島 秀一 ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｲﾁ ｔｅａｍ－Ｔ 福島県 3:37:44
146 4011 高林 晃成 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾅﾘ 激走クラブ 東京都 3:37:50
147 3784 福田 雅樹 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｷ 兵庫県 3:37:53
148 4102 越智 宏充 ｵﾁ ﾋﾛﾐﾂ ふくしまＴＲＣ 山形県 3:38:12
149 3989 谷口 五郎 ﾀﾆｸﾞﾁ ｺﾞﾛｳ 宮城県 3:38:16
150 3605 藤原 直也 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ ＯＰＰ 福島県 3:38:34
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151 3904 大葉 純也 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山形県 3:38:39
152 3807 豊嶋 悟士 ﾄﾖｼﾏ ｻﾄｼ ＮＫＳ２ 福島県 3:38:51
153 3999 北郷 潤 ｷﾀｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ 英設計事務所 埼玉県 3:39:01
154 3714 井手 央 ｲﾃﾞ ﾋﾛｼ Ｄｉｎａｍｏ 神奈川県 3:39:05
155 4162 有賀 大輔 ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ へなちょこＲＣ 長野県 3:39:14
156 3874 遠藤 正和 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻｶｽﾞ 宮城県 3:39:15
157 4053 蓮沼 仁志 ﾊｽﾇﾏ ﾋﾄｼ 東邦銀行 福島県 3:39:22
158 3890 三浦 正樹 ﾐｳﾗ ﾏｻｷ ＲＳＴ－ＴＣ 埼玉県 3:39:28
159 4323 渡邉 勝広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ 福島県 3:39:36
160 3633 鎌田 泰之 ｶﾏﾀ ﾔｽﾕｷ 家畜保健衛生所 福島県 3:39:41
161 3595 鈴木 啓予 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾖ ＧＯＴＬ 福島県 3:40:00
162 4230 小沢 健一 ｵｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ （有）小沢陶業 福島県 3:40:02
163 3749 下山田 仁 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾋﾄｼ 福島県 3:40:03
164 3867 一條 福浩 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾌｸﾋﾛ 福島県 3:40:05
165 3936 大井川 充 ｵｵｲｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ 茨城県 3:40:06
166 3802 高橋 正一 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ プリン隊 千葉県 3:40:08
167 3646 山邊 基博 ﾔﾏﾍﾞ ﾓﾄﾋﾛ 兵庫県 3:40:14
168 3590 高橋 克彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ 山形県 3:40:22
169 3935 横谷 哲禎 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ 岩手県 3:40:22
170 3761 松本 徹 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ Ｔ３ＲＣ 福島県 3:40:43
171 3736 小出 昌弘 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾋﾛ 福島県 3:40:51
172 3775 浅野 和久 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県 3:40:55
173 3816 鵜澤 進一 ｳｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 浅川ランナーズ 福島県 3:40:59
174 3902 松本 広毅 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 岩手県 3:41:04
175 4037 安喜 健太郎 ｱｷ ｹﾝﾀﾛｳ ダメ人間予備軍 東京都 3:41:06
176 3722 久中 聖史 ﾋｻﾅｶ ｷﾖｼ 茨城県 3:41:14
177 3651 佐藤 裕昭 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 3:41:17
178 3783 古城 広士 ｺｼﾞｮｳ ﾋﾛｼ アルパイン 福島県 3:41:23
179 3652 大森 義一 ｵｵﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ クラブ二輪倶 山形県 3:41:32
180 3872 阿部 知博 ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 森のクマさん 宮城県 3:41:35
181 3779 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 青森県 3:41:36
182 3806 菅野 哲也 ｶﾝﾉ ﾃﾂﾔ 相馬郵便局 福島県 3:41:45
183 3717 山根 健作 ﾔﾏﾈ ｹﾝｻｸ ｏｔｉｓ 千葉県 3:41:54
184 3914 矢吹 隆雄 ﾔﾌﾞｷ ﾀｶｵ 福島県 3:41:54
185 4111 熊谷 文夫 ｸﾏｶﾞｲ ﾌﾐｵ 宮城県 3:42:32
186 3712 穐元 義則 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 青森県 3:42:36
187 4312 山田 善雄 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｵ 福島県 3:42:36
188 3991 佐藤 一樹 ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ＪＸ金属 茨城県 3:42:43
189 3677 上野 郁朗 ｳｴﾉ ｲｸﾛｳ アルパイン 福島県 3:42:45
190 3941 保坂 健 ﾎｻｶ ｹﾝ 福島県 3:42:46
191 4051 松田 武明 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｹｱｷ ワイエス 神奈川県 3:42:55
192 3626 田上 修一 ﾀｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 徳島県 3:43:08
193 3587 永井 勝 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾙ アルパイン 福島県 3:43:22
194 3596 高橋 憲太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 福島県 3:43:25
195 3924 池田 正人 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾄ 新潟県 3:43:27
196 3820 岸田 雄大 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 富士見台歯科 埼玉県 3:43:30
197 3719 小原 隆弘 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ Ｒｕｎ遊会 岩手県 3:43:33
198 3797 柳本 和彦 ﾔﾅﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 3:43:34
199 4029 石山 泰史 ｲｼﾔﾏ ﾔｽｼ 東京都 3:43:37
200 3763 永谷 忠嗣 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ くる２バンプス 大阪府 3:43:39
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201 3850 黒川 裕朗 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｱｷ 鹿沼健康走ろう 栃木県 3:44:08
202 4593 寺内 秀幸 ﾃﾗｳﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 3:44:22
203 4172 福土 裕一 ﾌｸﾄﾞ ﾕｳｲﾁ デカウサギ 宮城県 3:44:27
204 3959 宗像 伸彦 ﾑﾅｶﾀ ﾉﾌﾞﾋｺ 茨城県 3:44:27
205 3551 市村 直也 ｲﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ あこ応援団 東京都 3:44:47
206 3952 新井 丈太郎 ｱﾗｲ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 千葉県 3:44:49
207 4478 篠原 睦彦 ｼﾉﾊﾗ ﾑﾂﾋｺ 阿部会計事務所 茨城県 3:44:50
208 3968 大窪 雅明 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻｱｷ 静岡県 3:44:59
209 3988 鈴木 亨 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 東日本計算セン 福島県 3:45:03
210 4361 三橋 学 ﾐﾂﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 3:45:04
211 3922 守家 隆志 ﾓﾘﾔ ﾀｶｼ らエリア 神奈川県 3:45:08
212 4104 安田 俊広 ﾔｽﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 福島県 3:45:24
213 3689 川村 淳 ｶﾜﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 東京都 3:45:39
214 3610 丸山 博司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ 茨城県 3:45:53
215 3609 帯谷 真 ｵﾋﾞﾔ ﾏｺﾄ 宮城県 3:45:57
216 3944 高橋 清通 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾐﾁ 宮城県 3:45:59
217 3628 佐藤 孝広 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ ふくしまＴＲＣ 福島県 3:46:00
218 3861 菅原 憲哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔ 県南広域振興局 岩手県 3:46:02
219 3966 新井 猛 ｱﾗｲ ﾀｹｼ 深谷市 埼玉県 3:46:04
220 3946 物江 光昭 ﾓﾉｴ ﾐﾂｱｷ 三菱伸銅ＲＣ 福島県 3:46:06
221 3692 恩田 将功 ｵﾝﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ＰＬＡＮＴ 新潟県 3:46:09
222 3753 鈴木 勝好 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾖｼ 新潟県 3:46:15
223 4539 若松 直之 ﾜｶﾏﾂ ﾅｵﾕｷ バクダン 福島県 3:46:31
224 3743 新田 慎也 ﾆｯﾀ ｼﾝﾔ 宮城県 3:46:38
225 3893 久馬 鉄也 ｷｭｳﾏ ﾃﾂﾔ 福島県 3:46:40
226 4036 小島 昌光 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾐﾂ 東京都 3:46:41
227 3881 伊藤 秋義 ｲﾄｳ ｱｷﾖｼ パナソニック 福島県 3:46:49
228 3937 佐藤 頼孝 ｻﾄｳ ﾖﾘﾀｶ 東邦銀行ＲＣ 福島県 3:46:52
229 4133 佐藤 晴彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ ７Ｄ８ＵＰＳ 宮城県 3:47:02
230 3767 木村 博一 ｷﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 福山通運日立 茨城県 3:47:03
231 4110 青天目 進午 ﾅﾊﾞﾀﾒ ｼﾝｺﾞ 福島県 3:47:15
232 4648 志賀 大祐 ｼｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 3:47:20
233 3962 長谷川 秀一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ ＷｉｎｄＲｕｎ 兵庫県 3:47:27
234 3788 藤原 光太 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 神奈川県 3:47:29
235 3871 我彦 周平 ﾜﾋﾞｺ ｼｭｳﾍｲ 宮城県 3:47:46
236 4072 土田 公 ﾂﾁﾀﾞ ｺｳ 合唱団ひとり 福島県 3:47:47
237 3732 中野 康之 ﾅｶﾉ ﾔｽﾕｷ チームはしもと 青森県 3:48:07
238 3842 横浜 寛 ﾖｺﾊﾏ ﾋﾛｼ 死語を慎み隊 福島県 3:48:19
239 4936 高萩 光央 ﾀｶﾊｷﾞ ﾐﾂｵ 福島県 3:48:22
240 3920 川村 和之 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 3:48:25
241 3757 中原 竜太 ﾅｶﾊﾗ ﾘｭｳﾀ 福島県 3:48:29
242 3977 安藤 慎矢 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ フラおやぢ会 茨城県 3:48:43
243 4047 鈴木 努 ｽｽﾞｷ ﾂﾄﾑ 湘南ＨＭＣ 茨城県 3:48:49
244 3998 千葉 智幸 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 3:49:00
245 4066 薗部 仁 ｿﾉﾍﾞ ﾋﾄｼ 福島県 3:49:05
246 3915 川崎 史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 青森県 3:49:05
247 3982 橋本 真也 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝﾔ アルパイン 福島県 3:49:23
248 4164 齋藤 友則 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾉﾘ ＫＲＣ 福島県 3:49:24
249 4316 牧野 聡 ﾏｷﾉ ｻﾄｼ 神奈川県 3:49:24
250 3701 半澤 秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都 3:49:27
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251 3992 戸井田 淳史 ﾄｲﾀﾞ ｱﾂｼ 宇都宮市役所 栃木県 3:49:34
252 3897 近藤 功一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 埼玉県 3:49:35
253 3704 坂本 渉 ｻｶﾓﾄ ﾜﾀﾙ 福島医大 福島県 3:49:51
254 3771 山田 秀治 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 福島県 3:49:51
255 3591 小川 智久 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋｻ 福島県 3:50:08
256 3672 斉藤 太紀雄 ｻｲﾄｳ ﾀｷｵ ｓｐｅｅｄｉｎｇ 福島県 3:50:10
257 3931 新井 晃 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 東京都 3:50:11
258 4106 渡辺 浩史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 福島県 3:50:30
259 3943 相澤 有亮 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 福島県 3:50:31
260 4025 高橋 和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 小名浜一中 福島県 3:50:34
261 3580 大石 勘太郎 ｵｵｲｼ ｶﾝﾀﾛｳ ＦＩＴ 東京都 3:51:11
262 3857 安部 柳太郎 ｱﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 福島県 3:51:26
263 4209 蛭田 勝二 ﾋﾙﾀ ｼｮｳｼﾞ 上遠野の人々 福島県 3:51:27
264 3631 白水 啓介 ｼﾗﾐｽﾞ ｹｲｽｹ ＴＨＲＣ 茨城県 3:51:41
265 4321 志賀 充 ｼｶﾞ ﾐﾂﾙ ＧＩＡＮＴ 福島県 3:51:47
266 4035 太田 雅俊 ｵｵﾀ ﾏｻﾄｼ かけっこ軍団 栃木県 3:52:33
267 3903 遠藤 健 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 福島県 3:52:51
268 4269 尾池 知信 ｵｲｹ ﾄﾓﾉﾌﾞ センコー 宮城県 3:52:54
269 4334 菅原 誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 岩手県 3:52:58
270 4342 神田 達彦 ｶﾝﾀﾞ ﾀﾂﾋｺ 神奈川県 3:53:02
271 4071 岡部 貴史 ｵｶﾍﾞ ﾀｶｼ 宮城県 3:53:12
272 4324 中村 武司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹｼ ミネロマン 静岡県 3:53:14
273 4306 佐藤 和也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 両沼厚生会 福島県 3:53:15
274 3798 間取 幸夫 ﾏﾄﾘ ﾕｷｵ 絆ジャパン 神奈川県 3:53:17
275 4379 米山 希 ﾖﾈﾔﾏ ﾉｿﾞﾑ 宮城県 3:53:37
276 3864 飛田 寿徳 ﾄﾋﾞﾀ ﾋｻﾉﾘ 呉羽化学工業 茨城県 3:53:45
277 4009 鈴木 亨 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 福島県 3:53:52
278 3967 数間 浩行 ｶｽﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 福島県 3:54:12
279 3647 遊佐 桂介 ﾕｻ ｹｲｽｹ 福島県 3:54:15
280 4443 宮村 大輔 ﾐﾔﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ ＦＲＴ 福島県 3:54:19
281 3883 吉田 康弘 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 田村高校三銃士 福島県 3:54:21
282 3868 長谷川 千史 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾌﾐ 宮城県 3:54:22
283 4096 佐藤 道博 ｻﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ 福島県 3:54:24
284 3760 門馬 剛 ﾓﾝﾏ ﾂﾖｼ Ｔ３ＲＣ 福島県 3:54:24
285 4229 木皿 淳一 ｷｻﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 北関東空調工業 福島県 3:54:25
286 3682 西山 傑 ﾆｼﾔﾏ ｽｸﾞﾙ 福島県 3:54:39
287 4247 東嶋 伸治 ﾋｶﾞｼｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ ケミクレア 福島県 3:54:50
288 3905 正木 宏之 ﾏｻｷ ﾋﾛﾕｷ ＩＣＦＣＲＣ 福島県 3:54:51
289 4046 中野 健児 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 東京都 3:54:52
290 3564 木村 信行 ｷﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ ＮＢＲ４６ 青森県 3:54:58
291 3745 和田 勝幸 ﾜﾀﾞ ｶﾂﾕｷ 東京都 3:55:07
292 4081 助川 仁 ｽｹｶﾞﾜ ﾋﾄｼ 宮城県 3:55:14
293 4090 岡坂 茂 ｵｶｻｶ ｼｹﾞﾙ ＪＸ金属磯原 茨城県 3:55:20
294 3731 高橋 真 ﾀｶﾊｼ ｼﾝ 福島県 3:55:23
295 4276 石河 穣 ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ 福島県 3:55:23
296 4137 金児 俊雄 ｶﾈｺ ﾄｼｵ 福島県 3:55:29
297 3723 泉 聡一郎 ｲｽﾞﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ トライ東北 宮城県 3:55:39
298 4038 田村 昌基 ﾀﾑﾗ ﾏｻｷ 東京都 3:55:40
299 4138 鈴木 嘉伸 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 源川医科器械 山形県 3:55:41
300 4161 石崎 洋 ｲｼｻﾞｷ ﾖｳ 東京都 3:55:41
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301 3845 本舘 良信 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾖｼﾉﾌﾞ 岩手県 3:55:50
302 4441 鶴見 聡志 ﾂﾙﾐ ｻﾄｼ 宮城県 3:55:53
303 4255 中嶋 智昭 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓｱｷ セントラル高崎 群馬県 3:55:57
304 3983 佐藤 仁和 ｻﾄｳ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 3:55:59
305 4068 樋口 一弘 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟県 3:56:00
306 3844 松崎 史典 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾉﾘ 光ＲＵＮいわき 福島県 3:56:01
307 4140 佐藤 勝清 ｻﾄｳ ｶﾂｷﾖ 友理＆敦寛ＲＣ 福島県 3:56:02
308 3840 平山 将士 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻｼ Ｂ．Ｆ．Ｒ．Ｃ 福島県 3:56:04
309 3808 梅田 雄一郎 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 神奈川県 3:56:20
310 3888 齋藤 典宏 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾋﾛ 堀口ランナーズ 福島県 3:56:23
311 3965 田中 康之 ﾀﾅｶ ﾔｽﾕｷ オリンパス 神奈川県 3:56:25
312 4017 鈴木 隆広 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 3:56:28
313 3716 藤沼 幸夫 ﾌｼﾞﾇﾏ ﾕｷｵ 東京都 3:56:30
314 3925 水谷 洋介 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾖｳｽｹ 山梨県 3:56:32
315 4444 柳内 悦大 ﾔﾅｲ ﾖｼﾊﾙ 福島県 3:56:37
316 4043 芳賀沼 剛 ﾊｶﾞﾇﾏ ﾂﾖｼ チームＫＨＫ 東京都 3:56:45
317 4268 谷澤 英俊 ﾔｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 福島県 3:57:00
318 3583 柳内 元治 ﾔﾅｲ ﾓﾄﾊﾙ 海陸運送 福島県 3:57:04
319 3933 菊地 孝弘 ｷｸﾁ ﾀｶﾋﾛ 山形県 3:57:04
320 4170 小山 重明 ｺﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 茨城県 3:57:05
321 4063 千葉 裕之 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 服部コーヒー 宮城県 3:57:06
322 4089 源原 洋 ﾐﾅﾊﾗ ﾋﾛｼ 東京都 3:57:07
323 3919 川端 浩平 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ 福島走ろう会 福島県 3:57:14
324 4201 深谷 栄太 ﾌｶﾔ ｴｲﾀ みずほ情報総研 埼玉県 3:57:17
325 3774 遠藤 潤 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 福島県 3:57:17
326 4091 渡辺 健志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県 3:57:18
327 3721 藤田 芳孝 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼﾀｶ 京セラ 福島県 3:57:19
328 3648 伊藤 陽介 ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ ＭＳ龍知会 北海道 3:57:20
329 3932 茂泉 真一 ｼｹﾞｲｽﾞﾐ ｼﾝｲﾁ チーム東北 宮城県 3:57:20
330 3813 大木 三成 ｵｵｷ ﾐﾂﾅﾘ 埼玉県 3:57:23
331 4083 丹治 裕一 ﾀﾝｼﾞ ﾕｳｲﾁ 福島県 3:57:25
332 4097 伊藤 直哉 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 楽農村ＲＣ 宮城県 3:57:26
333 3684 田嶋 裕 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 山形銀行 山形県 3:57:30
334 3835 阿部 賢一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 三川激走隊。 山形県 3:57:33
335 3858 浦川 嘉哉 ｳﾗｶﾜ ﾖｼﾁｶ 青森県 3:57:36
336 4396 五十嵐 栄一 ｲｶﾞﾗｼ ｴｲｲﾁ 矢吹町社協 福島県 3:57:41
337 4075 大塚 博史 ｵｵﾂｶ ﾋﾛｼ いであ 広島県 3:57:45
338 3782 野村 環 ﾉﾑﾗ ﾀﾏｷ 福島県 3:57:49
339 3908 山崎 淳一 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 3:57:50
340 3901 柳沢 孝幸 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ イケメンＲＣ 東京都 3:57:51
341 4367 米澤 聖 ﾖﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ 秋田県 3:57:55
342 3750 小泉 伸夫 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞｵ 福島県 3:57:58
343 3875 齊藤 敬 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 能美走部仙台 東京都 3:57:58
344 4085 園部 章 ｿﾉﾍﾞ ｱｷﾗ ＲＯＫ 福島県 3:58:02
345 4185 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 3:58:04
346 4060 松本 慎司 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 東京都 3:58:06
347 4557 阿部 透 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 山形県 3:58:15
348 3744 渡部 起史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｼ ＦＴＲＣ 福島県 3:58:17
349 4385 谷口 周三 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼｭｳｿﾞｳ 神奈川県 3:58:20
350 3787 藁谷 実 ﾜﾗｶﾞｲ ﾐﾉﾙ 常磐共同火力 福島県 3:58:28
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351 3976 貝嶋 武史 ｶｲｼﾞﾏ ﾀｹｼ チーム三ちゃん 埼玉県 3:58:30
352 4100 小野 丈樹 ｵﾉ ｼﾞｮｳｼﾞ 福島県 3:58:35
353 3918 飯山 朗太郎 ｲｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ モオカＲＪ 栃木県 3:58:37
354 4317 齋藤 賢治 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 日本放送協会 東京都 3:58:48
355 4007 相澤 潤 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 宮城県 3:58:49
356 3961 山崎 一紀 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾉﾘ 東京都 3:58:53
357 3623 小島 豊 ｺｼﾞﾏ ﾕﾀｶ 東北村田製作所 福島県 3:58:55
358 4358 清水 恒一郎 ｼﾐｽﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 愛媛県 3:58:59
359 4181 山崎 教雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾘｵ 宮城県 3:59:02
360 4080 久田 治伸 ﾋｻﾀﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ 宮城県 3:59:04
361 4028 小林 淳一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 新潟県 3:59:15
362 4062 長瀬 雄一 ﾅｶﾞｾ ﾕｳｲﾁ シップスデイズ 千葉県 3:59:17
363 4116 木田 直光 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ 埼玉県 3:59:23
364 5232 浅井 吾子登 ｱｻｲ ﾜｺﾄ 丸紅 東京都 3:59:25
365 4195 丸山 和良 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 栃木県 3:59:33
366 3984 小林 昌典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ まるコクラブ 福島県 3:59:34
367 3547 窪村 良二 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾘｮｳｼﾞ ＴｅａｍＭ×Ｋ 東京都 3:59:35
368 4263 大宮 広人 ｵｵﾐﾔ ﾋﾛﾄ 東京都 3:59:41
369 4904 櫛田 隆弘 ｸｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島県 3:59:49
370 3996 北川 範彦 ｷﾀｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ 千葉県 3:59:50
371 3979 中野 勝仁 ﾅｶﾉ ｶﾂﾋﾄ 講談社ラン 東京都 3:59:52
372 4256 吉田 実貴人 ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾄ いわき市議 福島県 3:59:53
373 3800 坂本 研司 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｼﾞ チームＳ 福島県 4:00:17
374 4304 松本 文宏 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾋﾛ 埼玉県 4:00:18
375 3948 加藤 剛 ｶﾄｳ ﾀｹｼ 福島県 4:00:19
376 3970 八重澤 雄二 ﾔｴｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 福島県 4:00:19
377 4214 秋庭 和千史 ｱｷﾊﾞ ｶﾁﾌﾐ 青森県 4:00:22
378 4464 大橋 康介 ｵｵﾊｼ ｺｳｽｹ ＴＰＴ 福島県 4:00:31
379 4636 松本 厚志 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂｼ 沖マイクロ技研 福島県 4:00:36
380 4408 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 4:00:43
381 4248 堀江 信一 ﾎﾘｴ ｼﾝｲﾁ いわきＲＣ 福島県 4:00:45
382 4220 大滝 満雄 ｵｵﾀｷ ﾐﾂｵ あいコープ 宮城県 4:00:53
383 4599 紺野 良樹 ｺﾝﾉ ﾖｼｷ ＦＳＰＣＲＣ 福島県 4:00:59
384 4607 見上 寛幸 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾕｷ チーム谷川瀬 東京都 4:01:13
385 4174 馬場 勇志 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 堺化学 福島県 4:01:18
386 4107 上條 政明 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻｱｷ ＦＲＣ 新潟県 4:01:24
387 3934 小野 泰三 ｵﾉ ﾀｲｿﾞｳ Ｓ＆Ｍ 宮城県 4:01:35
388 3738 橘 広伸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福島県 4:01:57
389 3691 石井 薫 ｲｼｲ ｶｵﾙ 東京都 4:02:00
390 3917 冨田 貴允 ﾄﾐﾀ ﾀｶﾐﾁ 宮城県 4:02:02
391 3927 松坂 良一 ﾏﾂｻｶ ﾘｮｳｲﾁ 嵐妃龍 埼玉県 4:02:05
392 3734 森田 進 ﾓﾘﾀ ｽｽﾑ サッポロビール 東京都 4:02:06
393 3891 阿部 真仁 ｱﾍﾞ ﾏｺﾄ ユニテック 埼玉県 4:02:10
394 4141 黒澤 良 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳ 茨城県 4:02:12
395 4390 葛原 亨 ｶﾂﾗﾊﾗ ﾄｵﾙ 茨城県 4:02:18
396 3947 西方 聡 ﾆｼｶﾀ ｱｷﾗ カローラ宮城 宮城県 4:02:46
397 4357 内田 良司 ｳﾁﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 4:02:50
398 4534 小松 繁 ｺﾏﾂ ｼｹﾞﾙ てぃあらんぶ 埼玉県 4:02:53
399 4457 安住 健 ｱｽﾞﾐ ｹﾝ ＧＲＳ 宮城県 4:03:00
400 4456 山中 章吉 ﾔﾏﾅｶ ｱｷﾖｼ 宮城県 4:03:05
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401 3900 萩原 俊彦 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾄｼﾋｺ 福島県 4:03:28
402 4274 辻本 佳久 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｻ 和歌山県 4:03:28
403 4115 渡辺 智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ いわき郵便局 福島県 4:03:32
404 4076 安達 寿明 ｱﾀﾞﾁ ﾋｻｱｷ ソフランウイズ 福島県 4:03:34
405 3986 石澤 知幸 ｲｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ ＴＥＡＭ立兵 千葉県 4:03:40
406 4278 久野 礼史 ﾋｻﾉ ﾉﾘﾋﾄ 富士テレコム 福島県 4:03:45
407 3715 藤原 雅人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ ＭＫランナーズ 宮城県 4:03:50
408 4267 富田 一郎 ﾄﾐﾀ ｲﾁﾛｳ いわき市民 福島県 4:04:02
409 4773 上村 慎一郎 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 金城重機東北 宮城県 4:04:05
410 4005 佐々木 正規 ｻｻｷ ﾏｻｷ 熊ちゃんズＺ 岩手県 4:04:06
411 4142 上条 秀史 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｼ 福島県 4:04:21
412 4388 今井 知行 ｲﾏｲ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 4:04:21
413 3629 川原 信治 ｶﾜﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 埼玉顔マラソン 埼玉県 4:04:30
414 3755 志賀 直樹 ｼｶﾞ ﾅｵｷ 森涼 クラブ 福島県 4:04:55
415 3929 上野 暁 ｳｴﾉ ｻﾄｼ 森のくまさん 宮城県 4:04:57
416 4679 持舘 康成 ﾓｯﾀﾃ ｺｳｾｲ 聴覚支援平 福島県 4:05:08
417 4923 添田 嘉清 ｿｴﾀ ﾖｼｷﾖ 須賀川走友会 福島県 4:05:18
418 4166 長谷部 英男 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 4:05:19
419 4117 佐久間 大輔 ｻｸﾏ ﾀﾞｲｽｹ 河北建設（株） 宮城県 4:05:21
420 3851 庄子 政裕 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾋﾛ 石岡ＴＲＣ 茨城県 4:05:38
421 4131 菅原 昌弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 富士ゼロックス 福島県 4:05:40
422 4319 道野 彰 ﾐﾁﾉ ｱｷﾗ ＭＧＣＦＳ 福島県 4:05:42
423 4369 坪田 哲司 ﾂﾎﾞﾀ ﾃﾂｼﾞ 東京都 4:05:53
424 4411 吉田 秀喜 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 福島県 4:06:39
425 4376 木村 祐二 ｷﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 茨城県 4:06:40
426 3810 野美 淳一 ﾉﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ ゆうしい 東京都 4:06:41
427 3849 香月 隆之 ｶﾂｷ ﾀｶﾕｷ 東京都 4:06:42
428 4014 花見 章 ﾊﾅﾐ ｱｷﾗ 神奈川県 4:06:46
429 4073 樫村 康彦 ｶｼﾑﾗ ﾔｽﾋｺ 宮城県 4:06:55
430 3898 富良謝 和信 ﾌﾗｼｬ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 福島県 4:07:01
431 3985 齋藤 寛 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 会津大 福島県 4:07:15
432 3942 小坂 裕昭 ｺｻｶ ﾋﾛｱｷ 兵庫県 4:07:16
433 3665 平野 誠一 ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ 千葉県 4:07:27
434 4126 岡田 耕典 ｵｶﾀﾞ ｺｳｽｹ クロダＲＣ 福島県 4:07:30
435 4314 岩崎 一夫 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｵ パリミッキーズ 宮城県 4:07:39
436 4187 高野 栄吉 ﾀｶﾉ ｴｲｷﾁ ときわ会 福島県 4:07:48
437 4010 佐藤 英之 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 出光リテール 宮城県 4:07:50
438 4041 志田 貴之 ｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 福島県 4:07:56
439 3796 三浦 広宣 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ サンタモニカ 福島県 4:07:58
440 3789 鈴木 直樹 ｽｽﾞｷ ﾅｵｷ 医和生会ＲＣ 福島県 4:08:07
441 3693 萩原 仁 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 駿渚がんばっぺ 埼玉県 4:08:13
442 4473 山本 睦夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｵ 宮城県 4:08:19
443 4375 土橋 和仁 ﾄﾞﾊﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ 宮城県 4:08:33
444 4938 鈴木 英樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 福島県 4:08:45
445 4671 菊池 俊昌 ｷｸﾁ ﾄｼﾏｻ 茨城県 4:08:52
446 4095 芳賀 卓 ﾊｶﾞ ﾏｻﾙ 一条工務店宮城 宮城県 4:08:55
447 3752 大藤 雄大 ｵｵﾌｼﾞ ﾕｳﾀ 福島県 4:09:23
448 4623 明松 誠一郎 ｱｹﾏﾂ ｾｲｲﾁﾛｳ 岩手県 4:09:31
449 4003 内田 正幸 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 4:09:36
450 4523 西山 浩 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛｼ 磐城共立病院 福島県 4:09:36
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451 4697 篠原 隆志 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ サンリオ 東京都 4:09:38
452 4307 片桐 亨 ｶﾀｷﾞﾘ ﾄｵﾙ ＦＣ・ＶＯＣＥ 福島県 4:09:41
453 3909 板谷 光慶 ｲﾀﾔ ﾐﾂﾖｼ 板谷クリニック 東京都 4:09:41
454 4517 桑机 拓矢 ｸﾜｷ ﾀｸﾔ 福島県 4:09:44
455 3747 芳賀 直人 ﾊｶﾞ ﾅｵﾄ ＧＯ会 福島県 4:09:46
456 4056 早川 真也 ﾊﾔｶﾜ ｼﾝﾔ 福島県 4:09:47
457 3634 木村 雅史 ｷﾑﾗ ﾏｻｼ 茨城県 4:09:52
458 4070 松崎 法夫 ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾘｵ 田村高校 福島県 4:09:56
459 3756 藤田 克典 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 福島県 4:09:57
460 4433 根岸 弘明 ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｱｷ 栃木県 4:10:08
461 3778 関根 慎二 ｾｷﾈ ｼﾝｼﾞ 豊洲走酔会 東京都 4:10:11
462 5033 渡邉 智和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｶｽﾞ ユメメクラブ 福島県 4:10:14
463 4704 小林 健 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 福島県 4:10:14
464 3803 平野 仁規 ﾋﾗﾉ ﾋﾄｷ ボシュロム 宮城県 4:10:15
465 4333 斉藤 成寿 ｻｲﾄｳ ｾｲｼﾞｭ 千葉県 4:10:17
466 4630 吉田 勇次 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 4:10:40
467 4245 野田 博 ﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ 福島県 4:10:43
468 4968 高橋 英人 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾄ ユニテックＲＣ 埼玉県 4:10:50
469 3713 中北 裕士 ﾅｶｷﾀ ﾕｳｼﾞ 新潟地方検察庁 新潟県 4:10:54
470 4440 吉田 元 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝ さかえ幼稚園 福島県 4:11:03
471 3906 伊藤 仁視 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ 福島県 4:11:10
472 4211 長澤 裕樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾋﾛｷ 福島県 4:11:15
473 3865 井上 真澄 ｲﾉｳｴ ﾏｽﾐ 神奈川県 4:11:32
474 5177 堀内 克哉 ﾎﾘｳﾁ ｶﾂﾔ 川口市消防局 東京都 4:11:36
475 4362 金賀 英樹 ｶﾈｶﾞ ﾋﾃﾞｷ 磐高野球部ＯＢ 福島県 4:11:45
476 3885 北田 孝幸 ｷﾀﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 吉成走友会 宮城県 4:11:48
477 3588 吉田 雅彦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ もみの樹 福島県 4:11:57
478 3974 高野 光太郎 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ Ｒ×Ｌ＋ 埼玉県 4:11:59
479 4030 村田 智弘 ﾑﾗﾀ ﾄﾓﾋﾛ ナガホリ 東京都 4:12:02
480 3923 長尾 徳宏 ﾅｶﾞｵ ﾉﾘﾋﾛ ろくにぃ～ず。 福島県 4:12:02
481 4143 加藤 明 ｶﾄｳ ｱｷﾗ 埼玉県 4:12:05
482 3639 青木 寿博 ｱｵｷ ﾄｼﾋﾛ 福島県 4:12:13
483 4458 大塚 正洋 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾋﾛ 福島県 4:12:16
484 4392 森 恵介 ﾓﾘ ｹｲｽｹ 宮城県 4:12:20
485 3758 村木 一行 ﾑﾗｷ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 4:12:20
486 4370 佐藤 未来 ｻﾄｳ ﾏﾀﾞｷ 秋田県 4:12:25
487 4393 田村 雅弘 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ ＨｉＩＣＳ 茨城県 4:12:35
488 4405 藤沢 祐一 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｲﾁ メガロス錦糸町 東京都 4:12:43
489 4548 山本 健司 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾞ 西濃運輸 福島県 4:12:48
490 8031 小河 裕明 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｱｷ 台原宮城 宮城県 4:12:58
491 4022 田村 孝志 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 神奈川県 4:13:18
492 3600 佐藤 健太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 喜多方市教委 福島県 4:13:20
493 4064 本巣 徹 ﾓﾄｽ ﾄｵﾙ チームひとり 群馬県 4:13:23
494 4108 柳澤 敏雄 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｼｵ 新潟県 4:13:39
495 4179 森本 純 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 宮城県 4:13:42
496 3711 浅見 和彦 ｱｻﾞﾐ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 4:13:45
497 3579 須藤 健二 ｽﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ ＮＳＴ 千葉県 4:13:50
498 4350 滝上 陽 ﾀｷｶﾞﾐ ﾖｳ 岩手県 4:13:57
499 4112 中島 充 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾂﾙ トヨレン多摩 東京都 4:14:01
500 4082 前崎 智己 ﾏｴｻｷ ﾄﾓｷ 神奈川県 4:14:03
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501 4908 武藤 寿也 ﾑﾄｳ ﾄｼﾔ 久野製作所 福島県 4:14:10
502 4339 木下 哲一 ｷﾉｼﾀ ﾉﾘｶｽﾞ 吾妻Ｒｕｎ所会 福島県 4:14:18
503 4034 小島 一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ 栃木県 4:14:19
504 3972 大泉 匡利 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾏｻﾄｼ 福島県 4:14:24
505 3679 角田 修 ﾂﾉﾀﾞ ｵｻﾑ 角田中学校 福島県 4:14:24
506 4667 武内 康雄 ﾀｹｳﾁ ﾔｽｵ 日本生協連 宮城県 4:14:30
507 4366 齋藤 隆匡 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾏｻ 福島県 4:14:34
508 4982 尾形 晋 ｵｶﾞﾀ ｼﾝ 宮城県 4:14:34
509 4227 志賀 紀昭 ｼｶﾞ ﾉﾘｱｷ 福島県 4:14:38
510 4004 菅 祐二 ｽｶﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県 4:14:40
511 4564 清水 龍男 ｼﾐｽﾞ ﾀﾂｵ 東京都 4:14:40
512 4270 島田 洋一 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｶｽﾞ ゴールし酔う！ 東京都 4:15:04
513 3950 八代 義信 ﾔｼﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ 東京都 4:15:10
514 4344 瀬戸口 誠 ｾﾄｸﾞﾁ ｷﾖｼ 東京都 4:15:12
515 3899 大平 純一 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 4:15:16
516 4446 齊藤 栄三 ｻｲﾄｳ ｴｲｿﾞｳ 文部科学省 北海道 4:15:32
517 4280 鹿島 孝幸 ｶｼﾞﾏ ﾀｶﾕｷ 千葉県 4:15:40
518 4696 岩崎 賢 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾙ 福島県 4:15:40
519 4536 鈴木 修司 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｼﾞ いわきなかぽつ 福島県 4:15:41
520 3990 川合 邦之 ｶﾜｲ ｸﾆﾕｷ 神奈川県 4:15:48
521 4045 山本 茂久 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾋｻ ち～むＴＰＳ 千葉県 4:15:55
522 3773 浅田 真弘 ｱｻﾀﾞ ﾏﾋﾛ いいづな会 京都府 4:15:58
523 4125 白岩 誠 ｼﾗｲﾜ ﾏｺﾄ 神風狂走会 福島県 4:16:00
524 4832 岸 靖哲 ｷｼ ﾔｽﾉﾘ 東京都 4:16:08
525 3837 我妻 貴広 ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 4:16:09
526 4173 山崎 努 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 福島県 4:16:19
527 4634 星 知裕 ﾎｼ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 4:16:35
528 3739 高木 弘晃 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｱｷ 福島県 4:16:35
529 4950 草野 耕平 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 福島県 4:16:36
530 4633 上野 秀三 ｳｴﾉ ｼｭｳｿﾞｳ うさぎととら 東京都 4:16:59
531 4049 岡部 元樹 ｵｶﾍﾞ ﾓﾄｷ 庄内ゆるＲＵＮ 山形県 4:17:05
532 4802 相樂 武寿 ｻｶﾞﾗ ﾀｹﾋｻ めぶき 栃木県 4:17:21
533 4322 たけお こういち ﾀｹｵ ｺｳｲﾁ Ｄ－ＲＵＮ 福島県 4:17:24
534 3928 福島 史明 ﾌｸｼﾏ ﾌﾐｱｷ モンドラ 神奈川県 4:17:32
535 4407 本間 実 ﾎﾝﾏ ﾐﾉﾙ キヤノンＥＩ 茨城県 4:17:41
536 3751 常泉 則一 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ﾉﾘｶｽﾞ 初森三志会 福島県 4:17:43
537 4500 菊地 雅文 ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ 福島県 4:17:51
538 4602 田中 雅人 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 東京都 4:17:56
539 4244 喜瀬 昌明 ｷｾ ﾏｻｱｷ 日清丸紅飼料 栃木県 4:17:56
540 4262 早坂 邦昭 ﾊﾔｻｶ ｸﾆｱｷ 長野牧場 長野県 4:18:09
541 4423 藤井 明広 ﾌｼﾞｲ ｱｷﾋﾛ 福島県 4:18:10
542 4956 駒田 昌紀 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 山形県 4:18:13
543 4883 佐々木 現 ｻｻｷ ｹﾞﾝ ＹＡＣ 福島県 4:18:13
544 3894 吉田 豊和 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾖｶｽﾞ 坂本紙店 福島県 4:18:16
545 4310 成海 惠介 ﾅﾙﾐ ｹｲｽｹ ＳＲＣ 福島県 4:18:22
546 3790 風間 哲也 ｶｻﾞﾏ ﾃﾂﾔ 東京都 4:18:27
547 4149 杉村 国良 ｽｷﾞﾑﾗ ｸﾆﾖｼ ＩＷＡＳＰＯ 岩手県 4:18:30
548 4791 曳地 洋平 ﾋｷﾁ ﾖｳﾍｲ 福島けんしん 福島県 4:18:38
549 4505 坂本 学 ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ ならは走ろう会 福島県 4:18:41
550 4295 上田 陽一 ｳｴﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 新津走友会 新潟県 4:18:48
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551 4373 斎藤 格 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 泉クラブ 福島県 4:18:52
552 4078 岩城 勇一 ｲﾜｷ ﾕｳｲﾁ 大阪府 4:18:54
553 3940 阿部 義広 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ ＨＲＣ 宮城県 4:18:58
554 3916 門馬 大輔 ﾓﾝﾏ ﾀﾞｲｽｹ 山木工業 福島県 4:18:59
555 3964 片桐 元宣 ｶﾀｷﾞﾘ ﾓﾄﾉﾘ 東京都 4:19:06
556 4651 黒沢 祐午 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｺﾞ 宮城県 4:19:09
557 3995 工藤 正彦 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 山形県 4:19:11
558 3971 実本 滋 ｻﾈﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 福島県 4:19:16
559 3735 田中 達也 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 東京都 4:19:31
560 4459 渡邊 健司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 福島県 4:19:47
561 4284 佐々木 裕 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 矢沢会 宮城県 4:20:01
562 3823 小出 直人 ｺｲﾃﾞ ﾅｵﾄ 日本公庫 宮城県 4:20:19
563 4052 鈴木 淳也 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝﾔ 福島県 4:20:24
564 4793 佐藤 保 ｻﾄｳ ﾀﾓﾂ 福島県 4:20:26
565 4114 坂田 真利 ｻｶﾀ ﾏｻﾄｼ やしゅび 新潟県 4:20:32
566 4198 坂本 学 ｻｶﾓﾄ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 4:20:44
567 4308 生田目 光宏 ﾅﾏﾀﾒ ﾐﾂﾋﾛ 福島県 4:20:49
568 4897 三石 茂樹 ﾐﾂｲｼ ｼｹﾞｷ 東京都 4:20:52
569 4605 大橋 巧 ｵｵﾊｼ ﾀｸﾐ 今市高校 栃木県 4:20:56
570 4288 国井 昌美 ｸﾆｲ ﾏｻﾖｼ チーム勿一３３ 福島県 4:21:03
571 4074 井上 裕則 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾉﾘ ＩＴＲＣ 山形県 4:21:21
572 3830 影山 真一郎 ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 清松丘町内会 福島県 4:21:22
573 4435 夏目 保雄 ﾅﾂﾒ ﾔｽｵ 千葉県 4:21:28
574 3781 大橋 弘和 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 千葉県 4:21:28
575 3956 中野 晃博 ﾅｶﾉ ｱｷﾋﾛ チーム・なずな 福島県 4:21:39
576 4400 箱崎 浩之 ﾊｺｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 東京都 4:21:53
577 4374 土方 宏之 ﾋｼﾞｶﾀ ﾋﾛﾕｷ アルパイン 福島県 4:21:57
578 4474 小室 孝 ｺﾑﾛ ﾀｶｼ 神奈川県 4:21:59
579 4476 武田 和也 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ チーム武田 宮城県 4:22:00
580 4688 押部 哲治 ｵｼﾍﾞ ﾃﾂｼﾞ ＳＧＰ 神奈川県 4:22:01
581 4422 木田 浩央 ｷﾀﾞ ﾋﾛﾅｶ 三木造園 福島県 4:22:14
582 4118 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ チーム完走野菜 神奈川県 4:22:27
583 3892 茂原 正臣 ｼｹﾞﾊﾗ ﾏｻｵﾐ ユニテック 埼玉県 4:22:47
584 4345 鈴木 浩貴 ﾋﾛﾀｶ ｽｽﾞｷ イワキ◆ライキ 福島県 4:22:49
585 3576 佐藤 好秀 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾃﾞ 湘南叶ちゃんズ 神奈川県 4:22:51
586 4279 中島 康博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 日立金属 茨城県 4:22:52
587 8032 宗像 裕寿 ﾑﾅｶﾀ ﾕｳｼﾞ 日産部品福島 福島県 4:22:57
588 4878 櫛田 信博 ｸｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 大原綜合病院 福島県 4:23:07
589 4565 大関 洋 ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛｼ ホシザキ 福島県 4:23:07
590 4436 佐々木 秀明 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｱｷ いわき明星大学 福島県 4:23:13
591 3511 小林 由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ 長野県 4:23:17
592 4389 仙田 正博 ｾﾝﾀ ﾏｻﾋﾛ 竹田綜合病院 福島県 4:23:20
593 4235 柳沼 昌宏 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾏｻﾋﾛ 福島県 4:23:42
594 4300 熊谷 涼 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳ 福島県 4:23:52
595 4168 石川 浩之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 4:24:17
596 4258 栗城 和正 ｸﾘｷ ｶｽﾞﾏｻ 福島県 4:24:19
597 3889 三上 昇勝 ﾐｶﾐ ﾉﾘｶﾂ 岩手県 4:24:26
598 3969 江澤 利高 ｴｻﾞﾜ ﾄｼﾀｶ 東京都 4:24:28
599 4730 越智 正英 ｵﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 常磐開発 福島県 4:24:45
600 3930 渡辺 知也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾔ 福島県 4:24:48
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601 4420 大越 英明 ｵｵｺｼ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 福島県 4:24:51
602 4013 岡田 健一 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 4:24:51
603 4698 大竹 昭仁 ｵｵﾀｹ ｱｷﾋﾄ 福島県 4:25:16
604 4210 本間 祐二 ﾎﾝﾏ ﾕｳｼﾞ クリナップ 福島県 4:25:31
605 4364 対馬 純一 ﾂｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 青森県 4:25:40
606 4512 小関 正一 ｺｾｷ ｾｲｲﾁ 福島県 4:25:40
607 4315 二関 健 ﾆｾｷ ﾀｹｼ 山形県 4:25:43
608 4475 志賀 健児 ｼｶﾞ ｹﾝｼﾞ 福島県 4:25:49
609 4018 弦切 秀樹 ﾂﾙｷﾘ ﾋﾃﾞｷ 福島県 4:25:51
610 3884 山﨑 善弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 石川屋旅館 福島県 4:26:13
611 4469 鈴木 和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 福島県 4:26:14
612 4273 大西 忍 ｵｵﾆｼ ｼﾉﾌﾞ ミコシバン 埼玉県 4:26:15
613 4191 田村 省二 ﾀﾑﾗ ｼｮｳｼﾞ 千葉県 4:26:17
614 4522 澁谷 英幸 ｼﾌﾞﾔ ﾋﾃﾞﾕｷ ＫＯＯＫ 福島県 4:26:22
615 4461 藤本 貴世史 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶﾖｼ （株）クレアン 東京都 4:26:31
616 4743 鈴木 智 ｽｽﾞｷ ﾄﾓ ＤＩＢ 埼玉県 4:26:43
617 4040 望永 博 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 荏原実業 千葉県 4:26:45
618 4208 吉田 智 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 福島県 4:27:07
619 3791 高畑 進 ﾀｶﾊﾀ ｽｽﾑ 白河厚生 福島県 4:27:16
620 4160 萩原 政弘 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 油座建設（株） 福島県 4:27:22
621 4431 山本 長嗣 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹｼ かんさいくらぶ 岡山県 4:27:46
622 4338 佐藤 和嘉 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾖｼ 埼玉県 4:27:59
623 3873 遠藤 栄 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｶｴ タカマツ 福島県 4:28:04
624 4959 蛭田 哲 ﾋﾙﾀ ｻﾄｼ ＪＡ 福島県 4:28:16
625 4157 渡邉 高宏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ＣＵＭＭＩＮＳ 埼玉県 4:28:20
626 4144 北村 明彦 ｷﾀﾑﾗ ｱｷﾋｺ おろち 神奈川県 4:28:20
627 4915 佐瀬 圭介 ｻｾ ｹｲｽｹ Ｇテリア 埼玉県 4:28:27
628 3926 明本 義男 ｱｹﾓﾄ ﾖｼｵ 豚骨野郎 群馬県 4:28:47
629 4101 三本木 覚 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｻﾄﾙ 朝日ラバー 福島県 4:28:47
630 4048 吉田 政仁 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾄ 古河電池 福島県 4:28:47
631 3814 渋谷 圭三 ｼﾌﾞﾔ ｹｲｿﾞｳ 宮城県 4:28:47
632 3824 丸山 信次 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｼﾞ チームバックル 茨城県 4:28:59
633 4016 相田 正之 ｱｲﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 三菱伸銅ＲＣ 埼玉県 4:29:03
634 4113 石山 雅宏 ｲｼﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 福島県 4:29:04
635 3531 佐久間 正和 ｻｸﾏ ﾏｻｶｽﾞ 福島県 4:29:11
636 4622 小林 清和 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾖｶｽﾞ 東邦銀行ＲＣ 福島県 4:29:12
637 3780 荒川 純 ｱﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝ やすさん会 福島県 4:29:13
638 4365 亀井 志浩 ｶﾒｲ ﾕｷﾋﾛ 昭和建物管理 神奈川県 4:29:23
639 4205 阿部 勝明 ｱﾍﾞ ｶﾂｱｷ 福島県 4:29:56
640 4290 弓田 金一 ﾕﾐﾀ ｷﾝｲﾁ 東部清掃 福島県 4:29:57
641 4006 古志野 伸能 ｺｼﾉ ﾉﾌﾞﾖｼ ＴＦＲＣ 茨城県 4:30:02
642 4654 樋口 靖幸 ﾋｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ 東京都 4:30:12
643 4520 吉田 浩 ﾖｼﾀﾞ ｺｳ 東京都 4:30:28
644 4540 佐々木 孝寿 ｻｻｷ ﾀｶﾋｻ 神奈川県 4:30:52
645 4591 岡部 賢一 ｵｶﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 4:30:52
646 4495 横田 憲一 ﾖｺﾀ ｹﾝｲﾁ 福島県 4:31:00
647 4079 福永 典之 ﾌｸﾅｶﾞ ﾉﾘﾕｷ リスペクト 岩手県 4:31:03
648 4176 小暮 淳 ｺｸﾞﾚ ｱﾂｼ 埼玉県 4:31:04
649 4177 石井 宏一 ｲｼｲ ｺｳｲﾁ エヌオーシー 福島県 4:31:23
650 4285 谷田部 龍二 ﾔﾀﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ ＢＥＥＲＥＳＴ 福島県 4:31:33
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651 4145 数間 靖徳 ｶｽﾞﾏ ﾔｽﾉﾘ らんランＲＵＮ 福島県 4:31:36
652 4397 大矢 程央 ｵｵﾔ ﾐﾁｵ ＭＯＲＣ 新潟県 4:31:52
653 4738 藤本 勝 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻﾙ バッカスＲＣ 栃木県 4:31:54
654 4412 古山 良宏 ﾌﾙﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 福島県 福島県 4:32:07
655 3607 下山田 健 ｼﾓﾔﾏﾀﾞ ﾀｹｼ 福島県 4:32:18
656 4931 田村 宏幸 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 水走楽部 福島県 4:32:27
657 4213 長澤 巌 ﾅｶﾞｻﾜ ｲﾜｵ 仙台矯正管区 宮城県 4:32:28
658 4559 奈良 博昭 ﾅﾗ ﾋﾛｱｷ 大和リビング 群馬県 4:32:28
659 3866 岩渕 光司 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾂｼﾞ ＲＣはるか 福島県 4:32:31
660 4058 伊藤 裕之 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ チームおのくん 東京都 4:32:33
661 4349 駒野 真司 ｺﾏﾉ ｼﾝｼﾞ 宮城県 4:32:54
662 4642 遠藤 幸宏 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾋﾛ ＫＡＮＳＯ 福島県 4:33:03
663 4380 門馬 修一 ﾓﾝﾏ ｼｭｳｲﾁ オリーブの木 福島県 4:33:03
664 4895 粉川 亮介 ｺﾅｶﾜ ﾘｮｳｽｹ 東京都 4:33:04
665 4120 安斎 孝幸 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶﾕｷ いわき明星大学 福島県 4:33:08
666 4940 星 雄三 ﾎｼ ﾕｳｿﾞｳ 宮城県警察 宮城県 4:33:20
667 3762 國井 利晴 ｸﾆｲ ﾄｼﾊﾙ Ｔ３ＲＣ 福島県 4:33:25
668 4479 丹野 博信 ﾀﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福島県 4:33:30
669 4555 米澤 龍太 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ ＴＭＮＦいわき 福島県 4:33:32
670 3754 高谷 基人也 ﾀｶﾔ ﾓﾄﾔ 福島県 4:33:44
671 4543 佐藤 広威 ｻﾄｳ ﾋﾛｲ 福島県 4:33:53
672 4184 張 樹文 ﾁｮｳ ｼﾞｭﾓﾝ 東京都 4:34:04
673 4165 新妻 裕樹 ﾆｲﾂﾏ ﾕｳｷ ビアランいわき 福島県 4:34:21
674 4521 佐藤 充 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 福島県 4:34:28
675 5023 余田 哲也 ﾖﾃﾞﾝ ﾃﾂﾔ 東京都 4:34:33
676 4024 福原 徹也 ﾌｸﾊﾗ ﾃﾂﾔ 東京都 4:34:56
677 4326 根本 和則 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 石井電算印刷 福島県 4:34:57
678 4560 長谷部 紀幸 ﾊｾﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ 茨城県 4:34:58
679 4417 金子 尚矢 ｶﾈｺ ﾅｵﾔ 佐原小 福島県 4:35:00
680 3764 山田 進也 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾔ 奈良県香芝市 奈良県 4:35:00
681 4952 木村 泰崇 ｷﾑﾗ ﾔｽﾀｶ 愛知県 4:35:08
682 4792 紺野 正人 ｺﾝﾉ ﾏｻﾄ 郡山稲門会 福島県 4:35:10
683 4625 笠原 裕正 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛﾏｻ 宮城建設センタ 宮城県 4:35:37
684 3777 田仲 紀彦 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋｺ 宮城県 4:35:40
685 4925 中嶋 栄男 ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｵ 福岡県 4:35:41
686 4283 矢崎 昌弘 ﾔｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 4:35:46
687 4726 庄司 真也 ｼｮｳｼﾞ ｼﾝﾔ 宮城県 4:35:49
688 4200 永岡 拓也 ｴｲｵｶ ﾀｸﾔ 埼玉県 4:36:04
689 4271 柏瀬 祥一 ｶｼﾜｾ ｼｮｳｲﾁ 埼玉県庁 埼玉県 4:36:04
690 4135 鈴木 喜博 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 鈴木家 栃木県 4:36:08
691 4410 松﨑 真和 ﾏﾂｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ ＴＰＳＣ 神奈川県 4:36:10
692 3829 斉藤 淳 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ 福島県 4:36:11
693 4859 尾形 勉 ｵｶﾞﾀ ﾂﾄﾑ 福島県 4:36:17
694 3562 白田 和穂 ｼﾗﾀ ｶｽﾞﾎ 黒光り楽走団 山形県 4:36:19
695 3768 佐藤 直也 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 福島県 4:36:21
696 4818 関 和浩 ｾｷ ｶｽﾞﾋﾛ 大和ハウスリフ 福島県 4:36:22
697 4519 加藤 友設 ｶﾄｳ ﾄﾓﾉﾌﾞ 福島県 4:36:22
698 3825 福島 一彦 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ サタアリ 福島県 4:36:26
699 4467 渡辺 昌和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 北関東空調工業 福島県 4:36:29
700 5002 阿部 滋 ｱﾍﾞ ｼｹﾞﾙ 福島県 4:36:35
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701 4538 樋本 泰一 ﾄｲﾓﾄ ﾔｽｶｽﾞ 古河電池 千葉県 4:36:37
702 4182 奥井 学 ｵｸｲ ﾏﾅﾌﾞ 東京都 4:36:41
703 4597 本多 淳 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 東京都 4:36:45
704 4124 田村 純 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ ゾエティス 愛知県 4:36:52
705 4849 大峯 祐規 ｵｵﾐﾈ ﾋﾛｷ 福島県 4:36:56
706 4465 森谷 修啓 ﾓﾘﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ 秋元板金工業 福島県 4:36:57
707 4600 菅野 祐紀 ｶﾝﾉ ﾕｳｷ カンキ 福島県 4:36:57
708 3877 折笠 雄樹 ｵﾘｶｻ ﾕｳｷ 紫陽花●走遊会 福島県 4:37:12
709 4853 渋井 聡 ｼﾌﾞｲ ｻﾄｼ ＣＡＴ 福島県 4:37:16
710 4130 山崎 慎司 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｼﾞ 福島県 4:37:25
711 4103 小澤 俊則 ｺｻﾞﾜ ﾄｼﾉﾘ 稲沢市役所 愛知県 4:37:39
712 4705 高貝 丈滋 ﾀｶｶﾞｲ ｼﾞｮｳｼﾞ 福島県 4:38:06
713 4768 三浦 慎也 ﾐｳﾗ ｼﾝﾔ 神奈川県 4:38:11
714 4683 根本 健男 ﾈﾓﾄ ﾀｹｵ 福島県 4:38:33
715 5158 飯塚 英也 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾃﾞﾔ チームへたれ 茨城県 4:38:37
716 4665 中塚 真也 ﾅｶﾂｶ ｼﾝﾔ ＲＵＮＳ 茨城県 4:38:41
717 4146 寺島 秀一 ﾃﾗｼﾏ ｼｭｳｲﾁ パナソニック 神奈川県 4:39:17
718 3770 久野 雅己 ﾋｻﾉ ﾏｻﾐ 福島県 4:39:17
719 4336 田口 正樹 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ 宮城県 4:39:26
720 4158 小名山 洋介 ｵﾅﾔﾏ ﾖｳｽｹ ジェイビレッジ 福島県 4:39:30
721 3856 タカハラ 伸次 ﾀｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ ＴＰＴ広野 福島県 4:39:33
722 4008 阿久根 圭 ｱｸﾈ ｹｲ とびうお君 神奈川県 4:39:35
723 4428 笠原 吉則 ｶｻﾊﾗ ﾖｼﾉﾘ タカラ米穀 宮城県 4:39:37
724 3912 鈴木 仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ ◇木楽々くらぶ 岩手県 4:39:41
725 4516 箱崎 晋平 ﾊｺｻﾞｷ ｼﾝﾍﾟｲ 茨城県 4:39:48
726 4287 松本 清淳 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｼﾞﾕﾝ 福島県 4:39:56
727 4608 渡邉 勝美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾐ 日立ＡＭＳ 茨城県 4:39:59
728 4189 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 荏原実業 宮城県 4:40:03
729 4525 清宮 俊雄 ｾｲﾐﾔ ﾄｼｵ ジャパリパーク 東京都 4:40:03
730 4725 大島 順司 ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝｼﾞ エコフィット 宮城県 4:40:12
731 4742 石川 大五郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 東京都 4:40:13
732 3843 飯田 浩章 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 千葉県 4:40:15
733 4877 吉田 和史 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ ＲＯＫ 福島県 4:40:40
734 5041 成田 幸一 ﾅﾘﾀ ｺｳｲﾁ アルパイン 福島県 4:40:50
735 4020 荻野 太 ｵｷﾞﾉ ﾄｳﾙ ＨＲＣ 青森県 4:40:51
736 4906 畑中 章宏 ﾊﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 朝日インテック 宮城県 4:40:56
737 4330 八城 国弘 ﾔｼﾛ ｸﾆﾋﾛ 埼玉県 4:40:58
738 4212 坂本 孝一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ クリナップ 福島県 4:40:59
739 4649 土橋 憲司 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝｼﾞ 福島県 4:41:00
740 4127 榊 誠 ｻｶｷ ﾏｺﾄ ゲロッパ 福島県 4:41:32
741 4171 草野 昌幸 ｸｻﾉ ﾏｻﾕｷ 古河電池 福島県 4:41:32
742 4427 安達 弘和 ｱﾀﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 福島県社協 福島県 4:41:34
743 3848 草野 恒平 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ ユーテック東北 福島県 4:41:44
744 4690 島 一樹 ｼﾏ ｶｽﾞｷ 福島県 4:42:09
745 4514 今野 嘉政 ｺﾝﾉ ﾖｼﾏｻ 宮城県 4:42:12
746 4445 川上 秀司 ｶﾜｶﾐ ｼｭｳｼﾞ かしまＲＣ 福島県 4:42:16
747 3887 遠藤 伸浩 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ ９６３昇栄ＲＣ 福島県 4:42:35
748 4960 矢ヶ崎 英次郎 ﾔｶﾞｻｷ ｴｲｼﾞﾛｳ 絆ラン 長野県 4:42:37
749 4504 橋本 周平 ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 神奈川県 4:42:41
750 4573 本郷 淳 ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ 福島県 4:42:42



2018/02/14 17:14:56 16 / 27 ページ Official Timer & Result By RECS

751 4492 矢吹 健一 ﾔﾌﾞｷ ｹﾝｲﾁ いわき信用組合 福島県 4:42:43
752 3821 古田 恭三 ﾌﾙﾀ ｷｮｳｿﾞｳ 関西電力 京都府 4:42:47
753 5027 保坂 俊樹 ﾎｻｶ ﾄｼｷ メガロス八王子 東京都 4:42:55
754 5064 我妻 武広 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｹﾋﾛ ＮＥＣＰＦ 福島県 4:43:04
755 3954 佐久間 伸也 ｻｸﾏ ｼﾝﾔ 新進館 福島県 4:43:07
756 4432 藤野 秀樹 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞｷ ＦＴＲＣ 福島県 4:43:16
757 4132 平野 政弘 ﾋﾗﾉ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 4:43:16
758 4656 山崎 隆弘 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 4:43:32
759 4513 久保木 岳史 ｸﾎﾞｷ ﾀｹｼ 福島県 4:43:34
760 4975 荒川 康弘 ｱﾗｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 三木理容 福島県 4:43:41
761 4734 田崎 陽雅 ﾀｻｷ ｷﾖﾏｻ 会津ＴＣ 福島県 4:43:46
762 3737 佐伯 大輔 ｻｴｷ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 4:43:54
763 4720 佐藤 雅勇 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｹ 福島県 4:43:55
764 4236 中山 直樹 ﾅｶﾔﾏ ﾅｵｷ いいづな会 茨城県 4:44:01
765 4163 馬上 征士 ﾓｳｴ ｾｲｼﾞ まいすくーる 福島県 4:44:05
766 4892 石川 均 ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ 岩手県 4:44:14
767 4507 落合 勝也 ｵﾁｱｲ ｶﾂﾔ 福島県 4:44:18
768 4501 山川 正義 ﾔﾏｶﾜ ﾏｻﾖｼ 福島県 4:44:27
769 4039 長塚 直樹 ﾅｶﾞﾂｶ ﾅｵｷ 東北電力 福島県 4:44:34
770 3870 亀井 久仁洋 ｶﾒｲ ｸﾆﾋﾛ 宮城県 4:44:36
771 4820 岡平 勝志 ｵｶﾋﾗ ｶﾂｼ 日本郵政Ｇ郡山 福島県 4:44:37
772 4448 齊藤 祐士 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼ 新潟ファンラン 宮城県 4:44:46
773 4570 沼山 清 ﾇﾏﾔﾏ ｷﾖｼ 私大スキー部卒 千葉県 4:44:48
774 4988 布村 正樹 ﾇﾉﾑﾗ ﾏｻｷ 自然走 東京都 4:44:57
775 4224 国分 重光 ｺｸﾌﾞﾝ ｼｹﾞﾐﾂ チーム安東 福島県 4:45:02
776 4413 並木 宏幸 ﾅﾐｷ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 4:45:11
777 4377 佐藤 勝則 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ ６もえ～本中 福島県 4:45:13
778 5188 中島 剛 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 三菱ケミカル 茨城県 4:45:25
779 4958 外岡 周 ﾄﾉｵｶ ｱﾏﾈ 神奈川県 4:45:30
780 4595 藤森 康史 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔｽﾌﾐ 東京都 4:45:50
781 5051 鈴木 俊明 ｽｽﾞｷ ﾄｼｱｷ 双葉商事 福島県 4:45:55
782 4069 川島 秀一 ｶﾜｼﾏ ｼｭｳｲﾁ チーム商工会 福島県 4:45:56
783 4932 辻村 哲朗 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ 宮城県 4:46:08
784 4732 高木 恵司 ﾀｶｷﾞ ｹｲｼﾞ 福島県 4:46:12
785 4631 齋藤 雄一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 宮城県 4:46:14
786 4900 佃 信吾 ﾂｸﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 宮城県 4:46:16
787 4583 高澤 裕一 ﾀｶｻﾜ ﾕｳｲﾁ 福島県 4:46:17
788 4976 高田 耕一 ﾀｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ ユアテック 福島県 4:46:18
789 4677 田中 雅勝 ﾀﾅｶ ﾏｻｶﾂ 石川県 4:46:22
790 5082 高橋 功 ﾀｶﾊｼ ｺｳ 宮城県 4:46:23
791 4941 依田 秀輝 ﾖﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ アジア物性材料 東京都 4:46:25
792 4206 石田 裕康 ｲｼﾀﾞ ﾋﾛﾔｽ 福島県 4:46:29
793 4603 佐藤 孝幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 宮城県 4:46:30
794 4825 西本 毅 ﾆｼﾓﾄ ﾂﾖｼ 三井生命 福島県 4:46:31
795 5040 有本 敏 ｱﾘﾓﾄ ｻﾄｼ 福島県 4:46:32
796 4672 原瀬 克久 ﾊﾗｾ ｶﾂﾋｻ はらせさんち 福島県 4:46:40
797 4569 沢畠 勝憲 ｻﾜﾊﾀ ｶﾂﾉﾘ スマイル 茨城県 4:46:57
798 4275 牧野 昇造 ﾏｷﾉ ｼｮｳｿﾞｳ チームアキレス 岡山県 4:47:02
799 4426 佐藤 貴司 ｻﾄｳ ﾀｶｼ ＴＲＷＶＯＢ 埼玉県 4:47:05
800 4989 毛利 公彦 ﾓｳﾘ ｷﾐﾋｺ ＪＯＣＶＰＫ 東京都 4:47:14
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801 4472 滝口 英雄 ﾀｷｸﾞﾁ ﾋﾃﾞｵ 福島県 4:47:21
802 4277 伊東 正訓 ｲﾄｳ ﾏｻｸﾆ 常磐共同火力 福島県 4:47:32
803 4305 信太 哲 ｼﾝﾀ ｻﾄｼ 福島県 4:47:37
804 4863 清水 俊樹 ｼﾐｽﾞ ﾄｼｷ ＭＨＩＥＣ 神奈川県 4:47:51
805 4194 鈴木 孝史 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 常磐開発 福島県 4:47:55
806 4518 小島 竜也 ｺｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 福島県 4:48:00
807 3801 生田目 司 ﾅﾏﾀﾒ ﾂｶｻ いわき大王紙 福島県 4:48:14
808 4291 大渕 晋助 ｵｵﾌﾞﾁ ｼﾝｽｹ 福島県 4:48:14
809 4466 小野 浩志 ｵﾉ ﾋﾛｼ 千波おやじの会 茨城県 4:48:32
810 4294 鳥山 良介 ﾄﾘﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ 東京都 4:48:38
811 4282 矢部 三男 ﾔﾍﾞ ﾐﾂｵ 東京都 4:48:45
812 4221 柳町 広 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾋﾛｼ 曽我の屋 栃木県 4:49:01
813 4293 吉田 親夫 ﾖｼﾀﾞ ﾁｶｵ ファットボム 福島県 4:49:26
814 4921 坂本 英二 ｻｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ ＵＤトラックス 福島県 4:49:32
815 4844 亀岡 雄一 ｶﾒｵｶ ﾕｳｲﾁ ＤＡＮ 福島県 4:49:39
816 5234 渡邉 真一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ ラフィネ 埼玉県 4:49:47
817 4188 菅野 惠天 ｶﾝﾉ ﾔｽﾉﾘ 埼玉県 4:49:57
818 4286 岩谷 達憲 ｲﾜﾀﾆ ﾀﾂﾉﾘ アルパイン 福島県 4:50:03
819 4650 湯本 努 ﾕﾓﾄ ﾂﾄﾑ 東京都 4:50:04
820 4709 荒井 重行 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾕｷ 宮城県 4:50:07
821 4589 真崎 匡 ﾏｻｷ ｷﾖｳ 福島県 4:50:19
822 3705 近藤 崇之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 静岡県 4:50:26
823 4099 安野 敏弘 ﾔｽﾉ ﾄｼﾋﾛ 福島県 4:50:31
824 4136 石井 淳 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ ランジョグ茨城 茨城県 4:50:47
825 5196 五十嵐 祐喜 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｳｷ 久野製作所 福島県 4:50:49
826 4487 鈴木 康晴 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾊﾙ 会津中央病院 福島県 4:51:04
827 4331 本間 市郎 ﾎﾝﾏ ｲﾁﾛｳ 新潟平日探検隊 新潟県 4:51:10
828 4578 有路 亘 ｱﾘｼﾞ ﾜﾀﾙ 福島県 4:51:15
829 4951 大平 政治 ｵｵﾋﾗ ｾｲｼﾞ 福島県 4:51:15
830 4547 伊東 正通 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 福島県 4:51:18
831 4134 前田 洋平 ﾏｴﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 東京都 4:51:23
832 4604 宍戸 充 ｼｼﾄﾞ ﾐﾂﾙ 仙台市社協 宮城県 4:51:32
833 3980 蛭田 敦彦 ﾋﾙﾀ ｱﾂﾋｺ 福島県 4:51:48
834 4401 中村 道 ﾅｶﾑﾗ ﾄｵﾙ 神奈川県 4:51:49
835 3853 小松 隆 ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 山形県 4:51:55
836 4414 新妻 亮 ﾆｲﾂﾏ ﾘｮｳ ＮＯＳＡＩ 福島県 4:52:11
837 4470 佐藤 伸幸 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 福島県 4:52:14
838 4686 鈴木 洋介 ｽｽﾞｷ ﾖｳｽｹ 福島県 4:52:24
839 4203 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 福島県 4:52:39
840 4641 草野 智樹 ｸｻﾉ ﾄｼｷ 福島県 4:52:42
841 5153 岡田 孝 ｵｶﾀﾞ ﾀｶｼ ＲＵＮツバッ！ 東京都 4:52:49
842 4511 平山 浩一 ﾋﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ じょうこう平 福島県 4:52:54
843 4382 大平 武志 ｵｵﾋﾗ ﾀｹｼ 福島県 4:53:26
844 4885 伊藤 謙治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 福島県 4:53:40
845 4692 佐藤 公威 ｻﾄｳ ｷﾐﾀｹ 福島県 4:53:57
846 4658 岩谷 良政 ｲﾜﾔ ﾖｼﾏｻ 会津中央病院 福島県 4:53:59
847 4957 佐々木 則夫 ｻｻｷ ﾉﾘｵ 東京都 4:54:03
848 4265 谷平 学 ﾀﾆﾋﾗ ﾏﾅﾌﾞ 福島県 4:54:05
849 5110 竹内 文雄 ﾀｹｳﾁ ﾌﾐｵ 川内商工会ＲＣ 福島県 4:54:05
850 5108 小島 卓也 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾔ あいおい 福島県 4:54:07
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851 3809 上野台 孝次 ｳｴﾉﾀﾞｲ ｺｳｼﾞ 堺化学工業 福島県 4:54:08
852 4841 田宮 裕記 ﾀﾐﾔ ﾋﾛｷ 福島県 4:54:17
853 4766 遠藤 修司 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 福島県 4:54:31
854 4875 佐藤 秀和 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 福島県 4:54:37
855 4447 小原 伸樹 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝｼﾞｭ 福島医大麻酔科 福島県 4:54:53
856 4750 丸田 雅智 ﾏﾙﾀ ﾏｻﾄﾓ 新宿落合健脚会 千葉県 4:54:53
857 4425 星野 敦 ﾎｼﾉ ｱﾂｼ 栗田工業 千葉県 4:55:02
858 4032 熊谷 友秀 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾖｼ くすりのマルト 茨城県 4:55:02
859 4774 浅野 恭寿 ｱｻﾉ ﾔｽﾋｻ 神奈川県 4:55:05
860 3656 高橋 健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 福島県 4:55:08
861 5136 佐藤 祐司 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 千葉県 4:55:14
862 4797 金子 政司 ｶﾈｺ ﾏｻｼ 茨城県 4:55:26
863 4480 朝田 幸伸 ｱｻﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ 双葉町 福島県 4:55:29
864 4485 大内 明 ｵｵｳﾁ ｱｷﾗ 宮城県 4:55:31
865 4199 澤田 幹夫 ｻﾜﾀﾞ ﾐｷｵ 福島県 4:55:32
866 4577 小林 博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 福島県 4:55:35
867 4044 小松 幸寛 ｺﾏﾂ ﾕｷﾋﾛ チーム深作 福島県 4:55:41
868 4639 平野 茂之 ﾋﾗﾉ ｼｹﾞﾕｷ 福島県 4:55:42
869 3642 石井 秀康 ｲｼｲ ﾋﾃﾞﾔｽ 福島県 4:55:46
870 4556 遠藤 修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ 福島県 4:56:01
871 4813 白土 勲 ｼﾗﾄﾞ ｲｻｵ 福島県 4:56:07
872 4449 野口 勝弘 ﾉｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 福島県 4:56:16
873 4724 須藤 昭 ｽﾄﾞｳ ｱｷﾗ 宮城県 4:56:26
874 4481 佐藤 政樹 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 福島県 4:56:33
875 4347 武藤 真人 ﾑﾄｳ ﾏｻﾄ 宮城県 4:56:36
876 4669 前田 英俊 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ マルサン 福島県 4:56:38
877 4483 岡田 友弥 ｵｶﾀﾞ ﾄﾓﾔ 福島県 4:56:45
878 4566 大松 明 ｵｵﾏﾂ ｱｷﾗ 大松空調 福島県 4:56:50
879 4703 徳江 裕司 ﾄｸｴ ﾕｳｼﾞ 麦麦クラブ 福島県 4:56:51
880 5159 阿部 真一 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 福島県 4:57:18
881 5224 石川 雅規 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉﾘ 茨城県 4:57:20
882 4266 草野 祥宏 ｸｻﾉ ﾔｽﾋﾛ 茨城県 4:57:20
883 4192 小松 洋行 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 福島県 4:57:23
884 3663 小林 英樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 4:57:25
885 4761 森田 栄司 ﾓﾘﾀ ｴｲｼﾞ 宮城県 4:57:26
886 4808 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 神奈川県 4:57:26
887 3862 中山 和則 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 関彰商事 福島県 4:57:30
888 4238 蛭田 利幸 ﾋﾙﾀ ﾄｼﾕｷ 福島県 4:57:32
889 3833 岡野 義広 ｵｶﾉ ﾖｼﾋﾛ かしまランナー 宮城県 4:57:37
890 4685 和賀 尚文 ﾜｶﾞ ﾅｵﾌﾐ 横森製作所 福島県 4:57:40
891 4644 松本 元伸 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾄﾉﾌﾞ 東京都 4:57:46
892 4156 山本 高士 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｼ 月一おやじの会 東京都 4:57:51
893 4403 近田 博昭 ｺﾝﾀ ﾋﾛｱｷ 西袋中 福島県 4:57:55
894 4329 田上 一郎 ﾀｶﾞﾐ ｲﾁﾛｳ 神奈川県 4:58:04
895 4693 奥田 正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 仙台小林製薬 宮城県 4:58:27
896 4757 田澤 善明 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ 福島県 4:58:47
897 4800 遠藤 貴之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 北海道 4:58:49
898 4054 箱崎 宇徳 ﾊｺｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ めがね日和 福島県 4:58:49
899 4169 西 智之 ﾆｼ ﾄﾓﾕｷ 東京都 4:59:03
900 4748 伊藤 省吾 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 福島県 4:59:04
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901 4785 今野 貴光 ｺﾝﾉ ﾀｶﾐﾂ 埼玉県 4:59:14
902 4937 渡部 宜典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 会津中央病院 福島県 4:59:17
903 4372 角田 俊哉 ｶｸﾀ ｼｭﾝﾔ 福島県 4:59:19
904 4907 工藤 忠康 ｸﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾔｽ 宮城県 4:59:29
905 4643 杉山 圭吾 ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｺﾞ オカモト 福島県 4:59:35
906 4503 本田 真也 ﾎﾝﾀﾞ ｼﾝﾔ 伊達市社協 福島県 4:59:44
907 5047 新北 将幸 ｼﾝﾎﾞｸ ﾏｻﾕｷ 三井生命 福島県 4:59:50
908 4354 酒井 貞充 ｻｶｲ ｻﾀﾞﾐﾁ 明治大学 福島県 4:59:55
909 5174 猪狩 誠 ｲｶﾞﾘ ﾏｺﾄ 福島県 4:59:55
910 4855 鈴木 博 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ ヤマト運輸 福島県 5:00:02
911 4061 齋藤 晋一 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ 東京都 5:00:14
912 3827 小泉 康之 ｺｲｽﾞﾐ ﾔｽﾕｷ 福島県 5:00:20
913 4830 鹿俣 亘 ｶﾉﾏﾀ ﾜﾀﾙ 岩手県 5:00:21
914 4629 東海 隼人 ﾄｳｶｲ ﾊﾔﾄ ダイエッターズ 福島県 5:00:31
915 4911 原 靖 ﾊﾗ ﾔｽｼ 福島県 5:00:31
916 4869 大森 弘亨 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛﾕｷ 茨城県 5:00:34
917 4760 江本 吉隆 ｴﾓﾄ ﾖｼﾀｶ アルパイン 福島県 5:00:36
918 4943 丸山 高志 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ ＴＹＳＨＯ＝！ 茨城県 5:00:40
919 4123 剱持 淳志 ｹﾝﾓﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ さそこジャパン 新潟県 5:00:42
920 5007 奥藤 賢 ｵｸﾄｳ ｹﾝ 福島県 5:00:52
921 5217 竹ノ内 泰昭 ﾀｹﾉｳﾁ ﾔｽｱｷ 東京都 5:00:53
922 4228 吉田 崇之 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ キビタンＲＣ 福島県 5:00:53
923 4966 船越 亘 ﾌﾅｺｼ ﾜﾀﾙ 岩手県 5:00:57
924 4763 櫻井 智仁 ｻｸﾗｲ ﾄﾓﾋﾄ 神奈川県 5:00:59
925 3748 渡邉 良仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾄ 美容室ＳＬＹ 福島県 5:01:04
926 4874 青木 敬 ｱｵｷ ﾀｶｼ 埼玉県 5:01:07
927 4753 齋藤 純 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 郡山市役所 福島県 5:01:09
928 4434 横田 崇 ﾖｺﾀ ﾀｶｼ 熊本地域医療Ｃ 熊本県 5:01:34
929 4251 大倉 忠広 ｵｵｸﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 東京都 5:01:34
930 4541 新田 恭弘 ﾆｯﾀ ﾔｽﾋﾛ 緑ヶ丘東 福島県 5:01:42
931 4917 大野 晋 ｵｵﾉ ｼﾝ 千葉県 5:01:43
932 4660 玉水 伸光 ﾀﾏﾐｽﾞ ﾉﾌﾞﾐﾂ ＴＳＢ 宮城県 5:01:54
933 4788 塩谷 敬 ｼｵﾔ ﾀｶｼ 福島県 5:01:58
934 4842 猪狩 健 ｲｶﾞﾘ ｹﾝ 福島県 5:02:03
935 4755 細木 浩二 ﾎｿｷﾞ ｺｳｼﾞ 神奈川県 5:02:09
936 4439 新妻 一郎 ﾆｲﾂﾏ ｲﾁﾛｳ 福島県 5:02:22
937 3828 楢岡 洋平 ﾅﾗｵｶ ﾖｳﾍｲ 秋田脳研ＲＣ 秋田県 5:02:43
938 4544 千々谷 眞英 ﾁﾁﾞﾔ ﾏｻﾃﾙ 東京都 5:02:45
939 4611 後藤 英也 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ 福島県 5:02:46
940 4021 生田目 利明 ﾅﾏﾀﾒ ﾄｼｱｷ 福島県 5:02:47
941 5115 出羽 圭吾 ﾃﾞﾜ ｹｲｺﾞ 埼玉県 5:03:02
942 4253 菅野 大輔 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 5:03:16
943 4202 山村 浩志 ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛｼ 山形県 5:03:32
944 4775 並木 伴道 ﾅﾐｷ ﾄﾓﾓﾁ サンケン電気 埼玉県 5:03:34
945 4663 林 寛崇 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 堺化学工業 福島県 5:03:36
946 5031 原 一史 ﾊﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 東京都 5:03:43
947 4695 桜井 人広 ｻｸﾗｲ ﾋﾄﾋﾛ ＴＯＫＹＯ 神奈川県 5:03:52
948 4715 伊藤 哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 5:03:59
949 4739 角田 文彦 ｽﾐﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 東京都 5:04:02
950 4242 草野 達也 ｸｻﾉ ﾀﾂﾔ 福島県 5:04:07
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951 4687 松田 繁明 ﾏﾂﾀﾞ ｼｹﾞｱｷ 東京都 5:04:17
952 4584 高橋 邦明 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｱｷ かねこＡＣ 福島県 5:04:22
953 4542 中島 俊和 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ 福島県 5:04:31
954 4152 高橋 陵 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ＲＹＯ 宮城県 5:04:37
955 4452 佐川 正幸 ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ ＭＲＴＲＩＢＥ 宮城県 5:04:39
956 5219 伊賀山 武 ｲｶﾞﾔﾏ ﾀｹｼ Ｔｅａｍ通研 宮城県 5:05:03
957 4699 池田 健 ｲｹﾀﾞ ｹﾝ 大東銀行 福島県 5:05:19
958 4759 佐藤 正博 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 旭川ガス 北海道 5:06:38
959 4155 小池 一成 ｺｲｹ ｶｽﾞｼｹ 群馬県 5:06:39
960 4571 渡辺 弘嗣 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ タンガロイ 福島県 5:06:47
961 4801 加納 信雄 ｶﾉｳ ﾉﾌﾞｵ 東京都 5:07:17
962 4549 鴻田 基 ｺｳﾀﾞ ﾓﾄｼ 愛媛県庁広報部 東京都 5:07:17
963 4954 武石 太史 ﾀｹｲｼ ﾌﾄｼ 茨城県 5:07:21
964 5075 和田 慎吾 ﾜﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ジャパリパーク 東京都 5:07:23
965 4471 髙橋 克徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 白寿殿 宮城県 5:07:56
966 4994 白岩 幸二 ｼﾗｲﾜ ｺｳｼﾞ ときわランナー 福島県 5:08:01
967 4845 鈴木 泰三 ｽｽﾞｷ ﾀｲｿｳ 栃木県 5:08:02
968 4939 庄司 安彦 ｼｮｳｼﾞ ﾔｽﾋｺ 福島県 5:08:09
969 4675 浅野 幸雄 ｱｻﾉ ﾕｷｵ 山形県 5:08:09
970 4909 本江 克郎 ﾎﾝｺﾞｳ ｶﾂﾛｳ 福島県 5:08:15
971 4722 玉木 光裕 ﾀﾏｷ ﾐﾂﾋﾛ ランジョグ 宮城県 5:08:25
972 5171 名取 洋典 ﾅﾄﾘ ﾋﾛﾉﾘ いわき明星大学 福島県 5:08:27
973 3895 薗部 学 ｿﾉﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ いわきＮＴＣ 福島県 5:08:33
974 4489 藤井 雄一 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｲﾁ チーム悪石島 東京都 5:08:39
975 4680 保阪 靖彦 ﾎｻｶ ﾔｽﾋｺ ときわ会 福島県 5:08:43
976 4498 浜辺 正樹 ﾊﾏﾍﾞ ﾏｻｷ ＴＬＰ 福島県 5:08:49
977 4999 小林 一希 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 神奈川県 5:08:54
978 4575 松本 守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ 一関走友会 岩手県 5:09:10
979 4378 立花 圭二 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼﾞ 優海道場 福島県 5:09:22
980 4902 竹内 一久 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋｻ 東京都 5:09:38
981 4497 渡邉 敏弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾋﾛ イワキシンフミ 福島県 5:10:05
982 4219 橋本 太郎 ﾊｼﾓﾄﾀﾛｳ 福島県 5:10:12
983 4231 市川 慎太郎 ｲﾁｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 富士火災 福島県 5:10:31
984 4894 名和 正倫 ﾅﾜ ﾏｻﾉﾘ 山形県 5:11:22
985 4502 渡辺 一由 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ ＵＥＸＣＲＣ 福島県 5:11:39
986 5012 山川 馨一郎 ﾔﾏｶﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ ｋｏｏｋ 福島県 5:11:43
987 3973 菊池 衛都 ｷｸﾁ ｴｲﾄ 東京都 5:11:49
988 4893 小松 大祐 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 東北ミサワ 秋田県 5:11:51
989 4151 伊藤 有恒 ｲﾄｳ ﾕｳｺｳ パナソニック 福島県 5:12:14
990 4662 佐久間 義明 ｻｸﾏ ﾖｼｱｷ チーム佐川 福島県 5:12:22
991 4991 吉田 裕志 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 福島県 5:12:27
992 4637 坂本 順 ｻｶﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 5:13:22
993 4718 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 宮城県 5:13:47
994 5015 山中 正勝 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻｶｽﾞ チームＢ＋ 茨城県 5:13:48
995 4678 吉田 光秋 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｱｷ 福島県 5:13:49
996 4702 並木 一誠 ﾅﾐｷ ｶｽﾞﾉﾌﾞ クリナップ 福島県 5:13:56
997 5086 吉本 尽 ﾖｼﾓﾄ ｼﾞﾝ 東京都 5:14:20
998 4486 小澤 剛 ｵｻﾞﾜ ﾀｹｼ 東亜通商（株） 福島県 5:14:28
999 5093 山本 正己 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐ 福島県 5:14:34

1000 4884 五十嵐 弘志 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｼ 常磐興産 福島県 5:14:40
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1001 5003 藤田 郷収 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄｼ 福島県 5:14:44
1002 4190 武藤 貞義 ﾑﾄｳ ｻﾀﾞﾖｼ 須賀川走友会 福島県 5:14:44
1003 4368 滝沢 日佐人 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋｻﾄ 福島県 5:14:47
1004 4109 下斗米 恭典 ｼﾓﾄﾏｲ ﾔｽﾉﾘ 青森県 5:14:49
1005 4706 高久 正直 ﾀｶｸ ﾏｻﾅｵ ＣＯＲＥ部 茨城県 5:15:13
1006 4701 千田 滋 ﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 岩手県 5:15:15
1007 5102 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ ノル松 宮城県 5:15:17
1008 5010 小野田 武彦 ｵﾉﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 神奈川県 5:15:21
1009 4811 栗原 広貴 ｸﾘﾊﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ 群馬県庁 群馬県 5:15:29
1010 5080 大矢 剛 ｵｵﾔ ﾂﾖｼ 福島県 5:16:00
1011 4796 宮武 譲 ﾐﾔﾀｹ ﾕｽﾞﾙ 福島県 5:16:01
1012 4737 熊野 宣弘 ｸﾏﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 5:16:12
1013 3994 鎌田 洋平 ｶﾏﾀ ﾖｳﾍｲ 千葉県 5:16:20
1014 4655 平野 淳一 ﾋﾗﾉ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東京都 5:16:25
1015 4838 行場 裕樹 ｷﾞｮｳﾊﾞ ﾋﾛｷ 宮城県 5:16:45
1016 4601 石山 優 ｲｼﾔﾏ ﾏｻﾙ 神奈川県 5:16:59
1017 4831 佐藤 和行 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ 山形県 5:17:06
1018 5190 渡辺 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ パワグリ 東京都 5:17:08
1019 4809 藤崎 祐一 ﾌｼﾞｻｷ ﾕｳｲﾁ 富士通 宮城県 5:17:14
1020 4301 増子 高志 ﾏｼｺ ﾀｶｼ 小名浜製錬 福島県 5:17:23
1021 3819 根岸 嘉明 ﾈｷﾞｼ ﾖｼｱｷ 福島県 5:17:25
1022 4394 白鳥 秀典 ｼﾛﾄﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ タカカツ走友会 宮城県 5:17:36
1023 5029 宮本 亮 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｮｳ 福島県 5:17:39
1024 4561 神田 友和 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ チーム肴 福島県 5:18:15
1025 5213 中山 博 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 大陽日酸 福島県 5:18:18
1026 4919 山田 栄一 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｲﾁ 千葉県 5:18:32
1027 5106 坪田 勝也 ﾂﾎﾞﾀ ｶﾂﾔ 兵庫県 5:18:36
1028 4398 小野 英樹 ｵﾉ ﾋﾃﾞｷ テレカルト 東京都 5:18:50
1029 4872 渋谷 武宏 ｼﾌﾞﾔ ﾀｹﾋﾛ 東京都 5:19:03
1030 4953 箱崎 智之 ﾊｺｻﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 福島県 5:19:12
1031 4264 中谷 崇紀 ﾅｶﾔ ﾀｶﾉﾘ 長野県 5:19:14
1032 4451 片岡 勝成 ｶﾀｵｶ ｶﾂﾅﾘ 栃木県 5:19:20
1033 4384 佐藤 洋 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 福島県 5:19:26
1034 4969 岩渕 英介 ｲﾜﾌﾞﾁ ｴｲｽｹ 田森クラブ 宮城県 5:19:39
1035 4901 千葉 慎一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ 福島県 5:19:46
1036 4484 川崎 正夫 ｶﾜｻｷ ﾏｻｵ 神奈川県 5:19:49
1037 4493 芳賀 定道 ﾊｶﾞ ｻﾀﾞﾐﾁ 福島県 5:19:53
1038 4496 永瀬 孝弘 ﾅｶﾞｾ ﾀｶﾋﾛ 福島県 5:19:53
1039 4735 飛田 豪 ﾄﾋﾞﾀ ﾀｹｼ 飛田歯科医院 宮城県 5:20:14
1040 4754 岩本 昌也 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾔ 東京都 5:20:25
1041 4816 内山 敏之 ｳﾁﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 千葉県 5:20:29
1042 4995 波立 竜一 ﾊﾘｭｳ ﾘｭｳｲﾁ 〇●マラソン部 福島県 5:20:47
1043 3960 近藤 雄司 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼﾞ 福島県 5:20:57
1044 4981 深澤 英喜 ﾌｶｻﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ アラバシリ 福島県 5:21:17
1045 4762 石山 秀一 ｲｼﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ エポカ 福島県 5:21:20
1046 4508 坂本 雅彦 ｻｶﾓﾄ ﾏｻﾋｺ チームＥＮ 福島県 5:21:24
1047 4576 鈴木 信幸 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ いわき万本桜 福島県 5:21:24
1048 4777 佐藤 潤 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 茨城県 5:21:36
1049 4289 井田 剛行 ｲﾀﾞ ﾀｹﾕｷ 千葉県 5:21:45
1050 4183 福士 卓実 ﾌｸｼ ﾀｸﾐ 青森県 5:21:59
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1051 4197 江川 正和 ｴｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ 岐阜県 5:22:01
1052 5036 手塚 秀一 ﾃﾂﾞｶ ｼｭｳｲﾁ 福島県 5:22:18
1053 4386 柚原 幸治 ﾕﾊﾗ ｺｳｼﾞ 宮城県 5:22:23
1054 4592 山岸 淳一 ﾔﾏｷﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安達高校 福島県 5:22:36
1055 4249 吉田 和美 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 福島県 5:22:37
1056 5141 菊池 喜彦 ｷｸﾁ ﾖｼﾋｺ 岩手県 5:22:40
1057 4868 上遠野 直人 ｶﾄｳﾉ ﾅｵﾄ 福島県 5:22:55
1058 5100 薄井 茂弥 ｳｽｲ ｼｹﾞﾐ 丸永運送 福島県 5:22:59
1059 4121 熊田 淳 ｸﾏﾀﾞ ｱﾂｼ 田村高校教職員 福島県 5:23:06
1060 4723 阿部 辰弥 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県 5:23:06
1061 5017 齊藤 祐二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 福島県 5:23:08
1062 4653 松本 亨 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｵﾙ 神奈川県 5:23:20
1063 4226 松下 和男 ﾏﾂｼﾀ ｶｽﾞｵ 山形県 5:23:38
1064 3951 舛谷 敏幸 ﾏｽﾔ ﾄｼﾕｷ チーム丸山 福島県 5:23:52
1065 4012 尾崎 直栄 ｵｻﾞｷ ﾅｵｴｲ 新潟県 5:24:18
1066 4905 宍戸 敏幸 ｼｼﾄﾞ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:25:17
1067 4462 河野 覚 ｺｳﾉ ｻﾄﾙ 河野精肉店Ｓ 福島県 5:25:24
1068 4899 油井 昭和 ﾕｲ ﾃﾙﾖｼ ＡＬＡＭ 宮城県 5:25:35
1069 5024 大塚 裕弘 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾋﾛ 東亜建設工業 神奈川県 5:25:38
1070 5231 藁谷 一也 ﾜﾗｶﾞｲ ｶｽﾞﾔ 小川郵便局 福島県 5:25:38
1071 4837 深作 知也 ﾌｶｻｸ ﾄﾓﾔ Ｔｅａｍ深作 茨城県 5:25:38
1072 4898 吉川 幸夫 ﾖｼｶﾜ ﾕｷｵ ＪＹＭ Ｒ．Ｃ 福島県 5:25:43
1073 4961 矢渡 憲司 ﾔﾜﾀﾘ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 5:25:45
1074 4873 藁谷 至 ﾜﾗｶﾞｲ ｲﾀﾙ 神奈川県 5:25:48
1075 3882 滝谷 俊司 ﾀｷﾔ ｼｭﾝｼﾞ みらい会計 福島県 5:25:51
1076 4580 遠藤 広威 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲ 猪苗代スポ少 福島県 5:25:52
1077 5109 大森 茂樹 ｵｵﾓﾘ ｼｹﾞｷ 宮城県 5:25:54
1078 3805 大川 耕市 ｵｵｶﾜ ｺｳｲﾁ 保険のアプリ 群馬県 5:26:00
1079 4260 榎戸 洋之 ｴﾉﾄ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 5:26:20
1080 4612 佐藤 幸一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ ＴＲＣ高砂丸誠 神奈川県 5:26:32
1081 4719 加藤 正幸 ｶﾄｳ ﾏｻﾕｷ 栃木県 5:26:36
1082 5186 猪狩 次男 ｲｶﾞﾘ ﾂｷﾞｵ 永大小名浜 福島県 5:26:38
1083 4920 馬目 理 ﾏﾉﾒ ｵｻﾑ 茨城県 5:26:43
1084 4587 大栄 敏 ｵｵｻｶｴ ｻﾄｼ タンガロイ 福島県 5:26:43
1085 4806 齊藤 英樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ いわきベレーザ 東京都 5:26:52
1086 5168 北川 明寛 ｷﾀｶﾜ ｱｷﾋﾛ 福島県 5:27:04
1087 4778 藤井 健雄 ﾌｼﾞｲ ﾀｹｵ 神奈川県 5:27:14
1088 4615 三浦 留二 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ エスエスディ 神奈川県 5:27:19
1089 4717 藤野 義仁 ﾌｼﾞﾉ ﾖｼﾋﾄ 茨城県 5:27:24
1090 5189 西脇 康生 ﾆｼﾜｷ ﾔｽｵ 東京都 5:27:25
1091 5225 庄司 慎 ｼｮｳｼﾞ ｼﾝ 福島県 5:27:34
1092 4942 安藤 博一 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｶｽﾞ 福島県 5:27:42
1093 5215 齋藤 義邦 ｻｲﾄｳ ﾖｼｸﾆ 積水ハウス 福島県 5:27:49
1094 4598 岡部 伸一朗 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福島県 5:27:54
1095 4851 三田村 崇 ﾐﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 株式会社高速 宮城県 5:28:03
1096 4729 大和田 政史 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 加地和組 福島県 5:28:13
1097 3700 林田 無我 ﾊﾔｼﾀﾞ ﾑｶﾞ 長崎市 長崎県 5:28:18
1098 5034 大庄司 匡應 ﾀﾞｲｼｮｳｼﾞ ｷｮｳｵｳ 福島県 5:28:19
1099 4337 高木 憲一 ﾀｶｷﾞ ｹﾝｲﾁ シャア専用 千葉県 5:28:23
1100 5233 小島 淳 ｺｼﾞﾏ ｱﾂｼ 福島県 5:28:25
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1101 4933 宮橋 夏樹 ﾐﾔﾊｼ ﾅﾂｷ 福島県 5:28:26
1102 4731 吉田 昇 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ ＲＥＤＳ 福島県 5:28:26
1103 4896 芹澤 雄行 ｾﾘｻﾞﾜ ﾕｳｺｳ 福島県 5:28:31
1104 4857 遠藤 隆 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ オニウダマン 福島県 5:28:37
1105 4707 川端 啓城 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾋﾛｷ 埼玉県 5:28:50
1106 4453 熊谷 浩二 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 岩手県 5:28:58
1107 5005 細井 雅之 ﾎｿｲ ﾏｻﾕｷ 埼玉県 5:29:00
1108 4272 森口 慶一 ﾓﾘｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ 福島県 5:29:06
1109 3834 佐々木 謙介 ｻｻｷ ｹﾝｽｹ パトラン山形 山形県 5:29:08
1110 4833 佐藤 仁 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ Ｐ－Ｇｉｒｌｓ 福島県 5:29:09
1111 4880 吉田 忠敦 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｱﾂ ＪＸ金属 茨城県 5:29:11
1112 5025 熊本 信二 ｸﾏﾓﾄ ｼﾝｼﾞ 宮城県 5:29:24
1113 4974 松木 久恒 ﾏﾂｷ ﾋｻﾂﾈ スプロケッツ 茨城県 5:29:30
1114 4292 度會 征久 ﾜﾀﾗｲ ﾕｷﾋｻ 奈良県 5:29:40
1115 5009 木村 豪 ｷﾑﾗ ﾂﾖｼ 道づくりプラン 福島県 5:29:47
1116 4770 木寅 洋介 ｷﾄﾗ ﾖｳｽｹ 宮城県 5:30:16
1117 4668 西山 賢二 ﾆｼﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 福島県 5:30:41
1118 4865 浅野 幹仁 ｱｻﾉ ﾐｷﾋﾄ 埼玉県 5:30:48
1119 5142 小野寺 純一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 5:30:52
1120 4563 岩原 龍司 ｲﾜﾊﾗ ﾘｭｳｼﾞ アラバシリ 福島県 5:30:53
1121 4303 菊田 哲 ｷｸﾀ ｻﾄﾙ いわて同友会 岩手県 5:31:25
1122 4616 河端 勝之 ｶﾜﾊﾞﾀ ｶﾂﾕｷ 千葉県 5:31:42
1123 4419 鈴木 孝治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ 東邦薬品 福島県 5:31:50
1124 4624 佐藤 敏夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ エムビーシー 宮城県 5:31:52
1125 4606 菅野 信幸 ｶﾝﾉ ﾉﾌﾞﾕｷ 福島県 5:32:21
1126 4415 助川 弘幸 ｽｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 福島県 5:32:24
1127 4998 薄葉 優 ｳｽﾊﾞ ﾏｻﾙ いわきＢＢ 福島県 5:32:32
1128 4736 折笠 健二郎 ｵﾘｶｻ ｹﾝｼﾞﾛｳ 福島県 5:32:34
1129 4745 新田 匡幸 ﾆｯﾀ ﾏｻﾕｷ 北海道 5:32:35
1130 4771 保井 明 ﾔｽｲ ｱｷﾗ ふくろうの夢 埼玉県 5:32:41
1131 4574 新妻 克昭 ﾆｲﾂﾏ ｶﾂｱｷ いわき信用組合 福島県 5:33:05
1132 4533 佐藤 猛 ｻﾄｳ ﾀｹｼ いわき市消防団 福島県 5:33:13
1133 4454 武田 吉徳 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 福島県 5:33:19
1134 4281 佐藤 政宏 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ アルフレッサＨ 福島県 5:33:24
1135 4799 出河 利宏 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ ラフィネ 群馬県 5:33:32
1136 5087 長澤 歩 ﾅｶﾞｻﾜ ｱﾕﾐ 福島県 5:33:33
1137 4180 北村 友典 ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ アルパイン 福島県 5:33:35
1138 3852 伊藤 正規 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 千葉県 5:33:49
1139 4618 野口 勝 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 福島県 5:33:49
1140 4752 平山 稔 ﾋﾗﾔﾏ ﾐﾉﾙ 菊池病院ＡＣ 栃木県 5:33:57
1141 5151 夏井 浩伸 ﾅﾂｲ ﾋﾛﾉﾌﾞ ニチハ（株） 福島県 5:33:57
1142 4129 高橋 幸裕 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 東京都 5:34:04
1143 4848 細海 忠 ﾎｿｶｲ ﾀﾀﾞｼ 森のくまさん 新潟県 5:34:18
1144 4824 原田 大輔 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ＩＷＰプロレス 福島県 5:34:18
1145 5056 舘田 武 ﾀﾃﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 5:34:21
1146 5022 藤原 法生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾘｵ 東京都 5:34:21
1147 4794 冨谷 敦 ﾄﾐﾔ ｱﾂｼ 異体類 福島県 5:34:33
1148 4562 根本 王大 ﾈﾓﾄ ｷﾐﾋﾛ 育成会 福島県 5:34:35
1149 4712 橋本 徹 ﾊｼﾓﾄ ﾄｵﾙ 福島県 福島県 5:34:56
1150 4527 浅井 啓司 ｱｻｲ ｹｲｼﾞ 東京都 5:35:17
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1151 4744 吉田 晋也 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝﾔ 吉田燃料商会 福島県 5:35:22
1152 4977 飯高 敦 ｲｲﾀｶ ｱﾂｼ 堺化学工業 福島県 5:35:41
1153 4876 川崎 浩司 ｶﾜｻｷ ｺｳｼﾞ 菅原マジック 宮城県 5:35:41
1154 5202 水野 一成 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾅﾘ 福島県 5:35:53
1155 4926 戸井田 健児 ﾄｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 5:35:59
1156 4790 阿部 浩治 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ 福島県 5:36:12
1157 5143 嘉藤 弘晃 ｶﾄｳ ﾋﾛｱｷ 宮城県 5:36:13
1158 5229 大槻 実 ｵｵﾂｷ ﾐﾉﾙ 常磐硝子 福島県 5:36:17
1159 5121 有福 秀之 ｱﾘﾌｸ ﾋﾃﾞﾕｷ アルパイン 千葉県 5:36:26
1160 5160 折笠 岳文 ｵﾘｶｻ ﾀｶﾌﾐ いわき市 福島県 5:36:26
1161 4910 先崎 秀一 ｾﾝｻﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 小野町 福島県 5:36:40
1162 5001 児山 訓 ｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 古河電池 福島県 5:36:52
1163 4864 桜庭 洋 ｻｸﾗﾊﾞ ﾋﾛｼ 秋田県 5:36:55
1164 4927 田中 諭 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 東京都 5:37:15
1165 5084 新妻 敏行 ﾆｲﾂﾏ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:37:23
1166 4935 岩佐 義訓 ｲﾜｻ ﾖｼﾉﾘ 出光リテール 宮城県 5:37:46
1167 4836 平山 善博 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 神奈川県 5:37:50
1168 4922 森川 毅 ﾓﾘｶﾜ ﾀｹｼ 東京都 5:37:53
1169 5167 横山 知永 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓﾋｻ いわき白門会 福島県 5:38:14
1170 5059 佐藤 昇 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 福島県 5:38:14
1171 5218 春 和則 ﾊﾙ ｶｽﾞﾉﾘ 復旧復興部 福島県 5:38:24
1172 4490 五十嵐 健太郎 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾀﾛｳ なるともひろけ 福島県 5:38:40
1173 5120 金 純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 5:38:42
1174 4749 藤田 邦弘 ﾌｼﾞﾀ ｸﾆﾋﾛ 福島県 5:38:47
1175 4421 中山 博樹 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 神奈川県 5:38:56
1176 5042 佐藤 宏二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 不死鳥旅団 福島県 5:39:06
1177 4780 田嶌 弘一 ﾀｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 小嶋章仁ＡＣ 福島県 5:39:19
1178 4721 伊藤 哲章 ｲﾄｳ ﾃﾂｱｷ 郡山女子大学 福島県 5:39:19
1179 4985 伊東 義孝 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ 殿様ＦＵＮＫＳ 福島県 5:39:40
1180 4590 森田 雅浩 ﾓﾘﾀ ﾏｻﾋﾛ 土佐脱藩浪士 福島県 5:39:48
1181 5026 藤田 暁 ﾌｼﾞﾀ ｻﾄﾙ 福島県 5:40:03
1182 4299 唐橋 勝彦 ｶﾗﾊｼ ｶﾂﾋｺ 福島労災病院 福島県 5:40:06
1183 5077 柳葉 潤一 ﾔﾅｷﾞﾊ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 5:40:20
1184 4945 伊藤 博朗 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 東京都 5:40:41
1185 4553 大楽 剛士 ﾀﾞｲﾗｸ ﾀｹｼ ＴＯＴＯ 茨城県 5:40:45
1186 4783 土屋 行史 ﾂﾁﾔ ﾕｷﾌﾐ 大東建託 岩手県 5:41:05
1187 4568 久松 幸一 ﾋｻﾏﾂ ｺｳｲﾁ 東京都 5:41:08
1188 4327 坂本 英俊 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞﾄｼ アラバシリ 福島県 5:41:46
1189 4084 法霊崎 健史 ﾎｳﾘｮｳｻﾞｷ ﾀｹｼ 県南建設事務所 福島県 5:41:49
1190 4807 遠藤 和司 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾞｼ 福島県 5:41:51
1191 4767 渡邊 一仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 宮城県庁 宮城県 5:41:57
1192 4934 今野 昭一 ｺﾝﾉ ｼｮｳｲﾁ 福島県 5:41:59
1193 4866 荒井 剛人 ｱﾗｲ ﾀｹﾋﾄ 福島県 5:42:22
1194 5161 安瀬 信吉 ｱﾝｾﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 福島県 5:42:35
1195 5184 根本 和典 ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾉﾘ 福島県 5:42:44
1196 4585 鯨岡 宏之 ｸｼﾞﾗｵｶ ﾋﾛﾕｷ らいとハウス 福島県 5:42:50
1197 4733 大川原 新 ｵｵｶﾜﾗ ｱﾗﾀ いわき開成病院 福島県 5:42:50
1198 5230 坂本 直 ｻｶﾓﾄ ﾅｵ 福島県 5:43:12
1199 4614 會川 富与 ｱｲｶﾜ ﾄﾐｦ いわき信用組合 福島県 5:43:23
1200 5130 鈴木 達雄 ｽｽﾞｷ ﾀﾂｵ ソニーＤＡＤＣ 茨城県 5:43:26
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1201 4912 清水 広成 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼｹﾞ 茨城県 5:43:34
1202 4509 関口 孝二 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ メガキン 東京都 5:43:38
1203 4404 栗田 雅之 ｸﾘﾀ ﾏｻﾕｷ メガ 東京都 5:43:38
1204 5050 坂本 新一 ｻｶﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 福島県 5:43:40
1205 5220 笠間 孝保 ｶｻﾏ ﾀｶﾔｽ 日本骨髄バンク 福島県 5:43:44
1206 5175 瀬谷 知良 ｾﾔ ﾄﾓﾖｼ クレハ 福島県 5:43:47
1207 8008 ＫＡ ＬＥＵＮＧ ＴＯＮＧ KA LEUNG TONG 海外 5:44:00
1208 4983 澤野 昭仁 ｻﾜﾉ ｱｷﾋﾄ 宮城県 5:44:01
1209 4532 市川 広一 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 上を向いて走ろ 山形県 5:44:10
1210 5187 渡邉 忍 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾉﾌﾞ 福島県 5:44:11
1211 5154 江原 貴之 ｴﾊﾗ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 5:44:22
1212 4596 遠藤 靖人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾋﾄ 福島県 5:44:30
1213 4740 春田 弘樹 ﾊﾙﾀ ﾋﾛｷ 明治安田生命 東京都 5:44:43
1214 5021 谷代 義典 ﾔｼﾛ ﾖｼﾉﾘ 福島県 5:44:58
1215 5091 坂巻 徹 ｻｶﾏｷ ﾄｵﾙ ワイエイシイ 埼玉県 5:45:16
1216 4804 村上 尚重 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｼｹﾞ 光デバイス製造 茨城県 5:45:27
1217 5210 安孫子 一重 ｱﾋﾞｺ ｶｽﾞｼｹﾞ 山形県 5:46:05
1218 5149 齋藤 和哉 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 花笠保存会 東京都 5:46:06
1219 4815 宗像 真人 ﾑﾅｶﾀ ﾏｺﾄ 春日土地建物 福島県 5:46:11
1220 5006 佐藤 篤 ｻﾄｳ ｱﾂｼ かしまＲＣ 福島県 5:46:17
1221 5072 鈴木 利幸 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:46:26
1222 4652 御代 琢也 ﾐﾖ ﾀｸﾔ スズケン 茨城県 5:46:27
1223 5020 内村 浩伸 ｳﾁﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ マルト 福島県 5:47:10
1224 4928 青山 憲司 ｱｵﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 千葉県 5:47:15
1225 4727 森下 匠 ﾓﾘｼﾀ ﾀｸﾐ 宮城県 5:47:19
1226 4528 吉田 尚弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ いわきＲＣ 福島県 5:47:20
1227 4965 谷口 昌央 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｵ 岩手県 5:47:23
1228 5228 志賀 高弘 ｼｶﾞ ﾀｶﾋﾛ 福島県 5:47:34
1229 5157 西田 晃司 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ ＪＹＭ Ｒ．Ｃ 福島県 5:47:35
1230 4886 齋藤 正幸 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 風と雲の走る会 福島県 5:47:42
1231 5206 内田 広之 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 文部科学省 神奈川県 5:47:43
1232 4891 三橋 一展 ﾐﾂﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 山亀 福島県 5:47:51
1233 4812 三浦 伸司 ﾐｳﾗ ｼﾝｼﾞ 福島県 5:48:03
1234 5097 川口 良隆 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 5:48:16
1235 4990 鹿又 剛 ｶﾉﾏﾀ ﾂﾖｼ 福島県 5:48:38
1236 5095 花井 利夫 ﾊﾅｲ ﾄｼｵ 福島県 5:48:53
1237 4552 菅野 康徳 ｶﾝﾉ ﾔｽﾉﾘ ＪＡ全農福島 福島県 5:49:00
1238 4620 長澤 政年 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 東京都 5:49:09
1239 4970 藤田 和則 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 福島県 5:49:25
1240 4781 高橋 邦彦 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾋｺ 福島県 5:49:41
1241 4992 佐藤 辰彦 ｻﾄｳ ﾀﾂﾋｺ 福島ユナサポ 福島県 5:50:02
1242 5070 富川 勇一 ﾄﾐｶﾜ ﾕｳｲﾁ 千葉県 5:50:06
1243 4239 藤井 実 ﾌｼﾞｲ ﾐﾉﾙ バイタル 福島県 5:50:09
1244 4996 渡辺 哲士 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｼﾞ 福島県 5:50:14
1245 3706 大森 暁夫 ｵｵﾓﾘ ｱｷｵ 茨城ジョガーズ 茨城県 5:50:18
1246 4817 鈴木 勝正 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾏｻ 福島県 5:50:23
1247 4764 山本 信一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ チーム光華 福島県 5:50:24
1248 4772 田部 久仁生 ﾀﾍﾞ ｸﾆｵ メガロス錦糸町 東京都 5:50:26
1249 4681 小松 直人 ｺﾏﾂ ﾅｵﾄ こまつな味噌 北海道 5:50:29
1250 4343 門馬 一義 ﾓﾝﾏ ｶｽﾞﾖｼ アルパイン 福島県 5:50:31
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1251 4128 吾妻 和典 ｱｽﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ ゲロッパ 福島県 5:50:35
1252 4944 熊田 政哉 ｸﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ 福島県 5:51:03
1253 5127 志賀 洋文 ｼｶﾞ ﾋﾛﾌﾐ 福島県 5:51:16
1254 4986 根本 賢二 ﾈﾓﾄ ｹﾝｼﾞ ニチハ 福島県 5:51:20
1255 4871 米山 真 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｺﾄ 東京都 5:51:21
1256 4786 久保田 浩 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 三春町役場 福島県 5:51:29
1257 5011 佐藤 裕明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ 会津中央病院 福島県 5:52:07
1258 5045 村上 俊幸 ﾑﾗｶﾐ ﾄｼﾕｷ 福島県 5:52:17
1259 4700 戸田 徳通 ﾄﾀﾞ ﾉﾘﾐﾁ 東京都 5:52:19
1260 3815 山澤 正敏 ﾔﾏｻﾜ ﾏｻﾄｼ ＮＴＴ東日本 千葉県 5:52:22
1261 5147 佐々木 功一 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ 日邦バルブ 神奈川県 5:52:22
1262 5101 本田 靖 ﾎﾝﾀﾞ ｵｻﾑ 福島県 5:52:27
1263 5194 中島 徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ （株）ナカジマ 福島県 5:52:35
1264 5071 木村 幸治 ｷﾑﾗ ｺｳｼﾞ 福島県 5:52:53
1265 5114 松本 彰宏 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 常磐パッケージ 福島県 5:52:56
1266 4834 富岡 淳也 ﾄﾐｵｶ ｼﾞｭﾝﾔ 福島県 5:53:03
1267 5124 髙木 誠 ﾀｶｷﾞ ﾏｺﾄ 福島県 5:53:13
1268 4148 藁谷 光浩 ﾜﾗｶﾞｲ ﾐﾂﾋﾛ ＰＨＩＬＩＰＳ 東京都 5:53:14
1269 5035 細野 敬 ﾎｿﾉ ﾀｶｼ 福島県 5:53:15
1270 5126 平山 明裕 ﾋﾗﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 福島県 5:53:21
1271 5068 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 福島県 5:53:25
1272 5016 大谷 充晴 ｵｵﾀﾆ ﾐﾂﾊﾙ 福島県 5:53:42
1273 5107 石井 修一 ｲｼｲ ｼｭｳｲﾁ おんな城主直虎 福島県 5:54:02
1274 4689 赤塚 主税 ｱｶﾂｶ ﾁｶﾗ アカケン 福島県 5:54:04
1275 4949 国井 則成 ｸﾆｲ ﾉﾘｼｹﾞ 郡山自衛隊 福島県 5:54:12
1276 3603 金森 弘治 ｶﾅﾓﾘ ｺｳｼﾞ ＦＴＭクラブ 福島県 5:54:17
1277 4515 渡邊 亮 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 福島県 5:54:47
1278 5223 山崎 慎吾 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｺﾞ あいおい 東京都 5:54:49
1279 5112 中村 晃 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ 東京都 5:54:57
1280 4582 八木田 孝裕 ﾔｷﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 5:55:06
1281 5146 八木澤 憲二 ﾔｷﾞｻﾜ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 5:55:12
1282 4619 大谷 武士 ｵｵﾀﾆ ﾀｹｼ 東京都 5:55:25
1283 4640 加藤 広之 ｶﾄｳ ﾋﾛﾕｷ Ｚｉ；ｒｕｎ 宮城県 5:55:26
1284 4645 武田 輝也 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙﾔ 宮城県 宮城県 5:55:29
1285 4756 横山 靖 ﾖｺﾔﾏ ﾔｽｼ カローラ宮城 宮城県 5:55:56
1286 4204 猪狩 佐太幹 ｲｶﾞﾘ ｻﾀﾞﾓﾄ 福島県 5:55:58
1287 4870 大沢 尚之 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾕｷ 大和ハウス工業 福島県 5:55:58
1288 5133 上田 正孝 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 福島県 5:55:58
1289 5134 齋藤 雄樹 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 東京都 5:56:00
1290 4710 渡辺 秀明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 湯の街学園祭 福島県 5:56:08
1291 5060 鈴木 利誠 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾉﾌﾞ 福島県 5:56:30
1292 3584 吉田 寿人 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄ オールイズウェル 福島県 5:56:32
1293 5214 大井川 英敏 ｵｵｲｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 福島県 5:56:35
1294 4860 伊藤 行成 ｲﾄｳ ﾕｷﾏｻ 宮城県 5:56:39
1295 5192 杉原 昌和 ｽｷﾞﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ ＪＹＭ．Ｒ．Ｃ 福島県 5:56:44
1296 4353 鶴崎 博之 ﾂﾙｻｷ ﾋﾛﾕｷ ＩＲＨ東北 宮城県 5:57:01
1297 4847 三瓶 康貴 ｻﾝﾍﾟｲ ｺｳｷ 福島県 5:57:05
1298 4674 瀬谷 幸巨 ｾﾔ ﾕｷｷﾖ ちょいっす会 福島県 5:57:09
1299 4567 伊藤 英雄 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ ハイマガジン 福島県 5:57:17
1300 4858 五十嵐 謙一 ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝｲﾁ 福島県 5:57:18
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1301 4821 関根 孝昭 ｾｷﾈ ﾀｶｱｷ 福島県 5:57:53
1302 4381 畠山 章彦 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾋｺ 宮城県 5:57:59
1303 5150 遊佐 政宏 ﾕｻ ﾏｻﾋﾛ 二本松郵便局 福島県 5:58:02
1304 5065 酒井 貴広 ｻｶｲ ﾀｶﾋﾛ セキショウ 福島県 5:58:06
1305 5197 渋川 利成 ｼﾌﾞｶﾜ ﾄｼﾅﾘ 丸善興業 福島県 5:58:15
1306 5162 小川 健太郎 ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ＦＲＢＳ＋Ｒ 宮城県 5:58:21
1307 5098 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ めざせホノルル 岩手県 5:58:50
1308 5173 佐々木 秀夫 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｵ 古河産機 宮城県 5:58:53
1309 4903 秋山 仁泉 ｱｷﾔﾏ ﾋﾛｽﾞﾐ 神奈川県 5:59:09
1310 3958 佐藤 光 ｻﾄｳ ﾋｶﾙ ＫＥＭ 福島県 5:59:10
1311 4835 紺頼 良彰 ｺﾝﾗｲ ﾖｼｱｷ 福島県 5:59:14
1312 5081 吉田 享司 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ いわき信用組合 福島県 5:59:18
1313 5166 門別 泰弘 ﾓﾝﾍﾞﾂ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 5:59:30
1314 4887 小林 正人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 福島県庁 福島県 5:59:39
1315 4948 本多 和則 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 浜虎 岩手県 5:59:44
1316 5164 山崎 康之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ 福島県 5:59:46
1317 5090 志賀 広樹 ｼｶﾞ ﾋﾛｷ 福島県 5:59:56


