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1 7011 鈴木 稔 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ ならは走ろう会 福島県 3:09:05
2 7024 斎藤 英二 ｻｲﾄｳ ｴｲｼﾞ いわき泉ＲＵＮ 福島県 3:19:33
3 7021 安達 常男 ｱﾀﾞﾁ ﾂﾈｵ 麦のうた 群馬県 3:21:21
4 7034 武田 裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 3:22:05
5 7026 宍戸 宏行 ｼｼﾄﾞ ﾋﾛﾕｷ ワタリ楽走会 福島県 3:22:11
6 7017 中島 武 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 福島県 3:23:51
7 7060 高橋 清一 ﾀｶﾊｼ ｷﾖｶｽﾞ 内藤新宿３００ 神奈川県 3:25:42
8 7065 白石 俊郎 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾛｳ ４２天伊地球号 宮城県 3:29:52
9 7012 奥山 吉秋 ｵｸﾔﾏ ﾖｼｱｷ バンバンクラブ 東京都 3:32:17

10 7055 黒田 賢一郎 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ 埼玉県 3:33:27
11 7025 吉田 洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 長野県 3:33:52
12 7059 井間 亮 ｲﾏ ﾏｺﾄ 福島走ろう会 福島県 3:34:33
13 7056 生天目 測 ﾅﾏﾀﾒ ﾊｶﾙ 郡山緑ヶ丘ＲＣ 福島県 3:34:40
14 7069 星 利喜意 ﾎｼ ﾘｷｲ 光商会花畑農園 福島県 3:37:32
15 7031 高橋 和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ シオノギ製薬 岩手県 3:37:46
16 7062 寺田 孝 ﾃﾗﾀﾞ ﾀｶｼ 埼玉県 3:38:59
17 7041 小林 強 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾖｼ 新津走友会 新潟県 3:39:58
18 7162 軽石 幸男 ｶﾙｲｼ ﾕｷｵ 福島県 3:41:44
19 7036 杉村 久雄 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻｵ エスアスリーツ 静岡県 3:41:56
20 7077 澤石 辰雄 ｻﾜｲｼ ﾀﾂｵ ときめきＲ仙台 宮城県 3:43:10
21 7028 豊原 元 ﾄﾖﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ ねっとらん札幌 北海道 3:43:40
22 7033 紺野 禎紀 ｺﾝﾉ ﾖｼﾉﾘ 唯我独走ＲＣ 福島県 3:44:33
23 7071 志賀 厚雄 ｼｶﾞ ｱﾂｵ ベース薬局 福島県 3:44:53
24 7106 石井 重和 ｲｼｲ ｼｹﾞｶｽﾞ 神奈川県 3:45:50
25 7135 金澤 隆夫 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｵ 白河走ろう会 福島県 3:46:11
26 7045 根本 茂 ﾈﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 常光サービス（株） 福島県 3:46:52
27 7022 北 渡 ｷﾀ ﾜﾀﾙ 石川県庁ＲＣ 石川県 3:48:47
28 7049 橋本 一政 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ ルネサンス山形 山形県 3:50:25
29 7053 鈴木 圭一 ｽｽﾞｷ ｹｲｲﾁ ふれあいＲＣ 東京都 3:50:38
30 7103 齋藤 育孝 ｻｲﾄｳ ｲｸﾀｶ ＴＰＴ陸上部 埼玉県 3:51:01
31 7048 海沼 明 ｶｲﾇﾏ ｱｷﾗ タンガロイＯＢ 福島県 3:51:25
32 7075 髙松 正憲 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 3:51:53
33 7074 斉藤 実 ｻｲﾄｳ ﾐﾉﾙ さくら走 埼玉県 3:53:22
34 7068 奥田 章彦 ｵｸﾀﾞ ｱｷﾋｺ 新潟県 3:53:29
35 7140 矢代 定 ﾔｼﾛ ｻﾀﾞﾑ 東京都交通局 東京都 3:53:50
36 7088 石川 洋司 ｲｼｶﾜ ﾖｳｼﾞ 新津走友会 新潟県 3:54:44
37 7061 鬼塚 三男 ｵﾆﾂｶ ﾐﾂｵ 東京都 3:55:11
38 7126 安田 由郎 ﾔｽﾀﾞ ﾖｼﾛｳ 電気保安協会 福島県 3:55:46
39 7038 吉田 昌隆 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾀｶ クリナップＯＢ 福島県 3:55:48
40 7102 遠藤 一正 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾏｻ 清水建設走遊会 宮城県 3:55:56
41 7083 大波 久男 ｵｵﾅﾐ ﾋｻｵ 埼玉県 3:56:13
42 7085 吉野 英 ﾖｼﾉ ﾋｲﾃﾞ 吉野医院 千葉県 3:56:34
43 7096 高橋 寛紀 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ もとみやＲＣ 福島県 3:56:42
44 7039 吉田 正義 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 湯の岳ランナー 福島県 3:57:03
45 7087 三浦 康晶 ﾐｳﾗ ｺｳｼｮｳ ナナデン 神奈川県 3:57:16
46 7117 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ ＴＥＲ 福島県 3:57:25
47 7121 渡邉 俊幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼﾕｷ 東京防救協会 埼玉県 3:57:26
48 7057 熱海 輝一 ｱﾂﾐ ｺｳｲﾁ 大萱荘 福島県 3:57:54
49 7037 桧垣 三男 ﾋｶﾞｷ ﾐﾂｵ かんらん 愛媛県 3:58:11
50 7070 玉木 康民 ﾀﾏｷ ﾔｽﾀﾐ 徳島県 3:58:23
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51 7161 浅沼 順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大迫走友会 岩手県 3:58:44
52 7282 鎌田 猛 ｶﾏﾀ ﾀｹｼ 快走会 宮城県 3:59:28
53 7101 齋藤 隆夫 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖ 福島県 3:59:34
54 7107 鳥井 哲也 ﾄﾘｲ ﾃﾂﾔ 神奈川県 3:59:37
55 7067 萬代 隆治 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ ドラゴンボール 福島県 4:00:22
56 7093 森谷 豊 ﾓﾘﾔ ﾕﾀｶ ラヴィータＲＣ 山形県 4:00:37
57 7089 宮村 和秀 ﾐﾔﾑﾗ ｶｽﾞﾋﾃﾞ バイキンＲＣ 静岡県 4:01:10
58 7129 河村 勲 ｶﾜﾑﾗ ｲｻｵ 静岡県 4:01:55
59 7177 伊藤 和男 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 福島県 4:02:02
60 7145 木嶋 順八 ｷｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾊﾟﾁ 愛知県 4:02:24
61 7114 菊地 健次 ｹﾝｼﾞ ｷｸﾁ かねこかせつ 千葉県 4:03:15
62 7119 八矢 義久 ﾊﾁﾔ ﾖｼﾋｻ 浦安ランナーズ 千葉県 4:03:59
63 7184 根本 茂 ﾈﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 茨城県 4:04:29
64 7091 阿部 幹雄 ｱﾍﾞ ﾐｷｵ ＫＵＭＣ伴伴 埼玉県 4:04:48
65 7082 小針 勉 ｺﾊﾞﾘ ﾂﾄﾑ 郡山健走会 福島県 4:06:58
66 7105 嘉志摩 政章 ｶｼﾏ ﾏｻｱｷ ウイング 千葉県 4:07:02
67 7097 斎藤 直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 南郷ランラン 宮城県 4:07:39
68 7163 猪狩 忠昭 ｲｶﾞﾘ ﾀﾀﾞｱｷ ＪＭＣさいたま 埼玉県 4:07:41
69 7066 橋本 正夫 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｵ 福島県 4:07:44
70 7183 山口 裕啓 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ 愛知県 4:08:06
71 7064 吉田 武弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 花泉らんらん 岩手県 4:08:18
72 7160 津島 則男 ﾂｼﾏ ﾉﾘｵ 福島県 4:08:19
73 7176 福本 英士 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾃﾞｼ 日立建機 茨城県 4:09:14
74 7125 丸山 龍夫 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｵ ｓｗａｃ 埼玉県 4:09:17
75 7194 河野 稔 ｶﾜﾉ ﾐﾉﾙ ＹＴＲＣ 神奈川県 4:09:44
76 7122 伊藤 敏夫 ｲﾄｳ ﾄｼｵ 千葉県 4:11:13
77 7092 坂寄 信之 ｻｶﾖﾘ ﾉﾌﾞﾕｷ いわき２１の森 福島県 4:11:45
78 7099 菊地 信夫 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞｵ さな・ほのさわ 福島県 4:12:57
79 7208 森 和俊 ﾓﾘ ｶｽﾞﾄｼ フェザーＡＣ 宮城県 4:14:18
80 7215 長田 一成 ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮城県 4:14:50
81 7136 金子 健 ｶﾈｺ ﾀｹｼ 鶴岡朝暘四小 山形県 4:14:51
82 7150 大井 直往 ｵｵｲ ﾅｵﾕｷ 福島医大 宮城県 4:16:24
83 7201 大竹 久雄 ｵｵﾀｹ ﾋｻｵ 福島県 4:16:28
84 7030 成澤 均 ﾅﾘｻﾜ ﾋﾄｼ チーム１４ 山形県 4:16:29
85 7130 青木 照明 ｱｵｷ ﾃﾙｱｷ 水戸ランナー塾 茨城県 4:16:39
86 7207 鴫原 義二 ｼｷﾞﾊﾗ ﾖｼｼﾞ 福島県 4:16:45
87 7181 土屋 克巳 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾐ 新潟県 4:17:06
88 7187 吉田 寿則 ﾖｼﾀﾞ ﾄｼﾉﾘ 福島県 4:17:09
89 7180 井戸 直人 ｲﾄﾞ ﾅｵﾄ 千葉県 4:17:19
90 7139 大方 親良 ｵｵｶﾀ ﾁｶﾗ 神奈川県 4:18:19
91 7186 宮田 和行 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ 谷保の住民 東京都 4:18:23
92 7043 本多 俊一 ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 小名浜しゃとる 福島県 4:18:28
93 7206 柳沼 幸男 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｷｵ そとあそび 福島県 4:18:50
94 7134 吉田 須賀夫 ﾖｼﾀﾞ ｽｶﾞｵ ＬＢランナーズ 東京都 4:20:08
95 7149 黒須 正明 ｸﾛｽ ﾏｻｱｷ まつかぜ 神奈川県 4:20:31
96 7156 森 興次 ﾓﾘ ｺｳｼﾞ ＴＢＬＳ 東京都 4:20:36
97 7142 紺野 武志 ｺﾝﾉ ﾀｹｼ 郡山サイクルＦ 福島県 4:20:51
98 7218 鈴木 修一 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁ 福島県 4:20:55
99 7195 相場 豊隆 ｱｲﾊﾞ ﾄﾖﾀｶ 青山８４会 新潟県 4:21:06

100 7123 杉山 行男 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｷｵ 取手ランナーズ 茨城県 4:21:09
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101 7133 庄野 博三 ｼｮｳﾉ ﾋﾛｿｳ 愛媛県 4:21:24
102 7158 三浦 智 ﾐｳﾗ ｻﾄｼ 埼玉県 4:21:45
103 7340 竹中 昌一 ﾀｹﾅｶ ｼｮｳｲﾁ 横河ブリッジ 福島県 4:22:07
104 7146 渡辺 哲夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ときわランナー 福島県 4:23:43
105 7249 佐藤 峯雄 ｻﾄｳ ﾐﾈｵ もとみやＲＣ 福島県 4:24:06
106 7220 山田 喜弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 福島県 4:24:15
107 7073 太田 憲行 ｵｵﾀ ﾉﾘﾕｷ 静岡県 4:24:34
108 7190 前田 博之 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 青森県 4:24:41
109 7179 羽柴 正美 ﾊｼﾊﾞ ﾏｻﾐ 神町 山形県 4:26:00
110 7237 小嶋 正行 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ 福島県 4:26:15
111 7270 松本 光二 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｼﾞ いわき 福島県 4:27:27
112 7197 浜野 雄二 ﾊﾏﾉ ﾕｳｼﾞ 浜野こども医院 茨城県 4:28:22
113 7200 芳賀 眞 ﾊｶﾞ ﾏｺﾄ ロッテ浦和ＲＣ 埼玉県 4:28:30
114 7113 佐藤 悦充 ｻﾄｳ ﾖｼﾐﾂ ＪＯＹＴＥＣ 福島県 4:28:36
115 7202 駒 伊佐夫 ｺﾏ ｲｻｵ 久喜特別支援 埼玉県 4:28:40
116 7166 鈴木 敏彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 福島県 4:28:53
117 7210 福士 良一 ﾌｸｼ ﾘｮｳｲﾁ 仙台明走会 宮城県 4:28:55
118 7262 大伊 信幸 ｵｵｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 南郷ランラン 宮城県 4:29:09
119 7124 石井 元司 ｲｼｲ ﾓﾄｼﾞ マツキ福島飯坂 福島県 4:29:12
120 7412 西畑 善之 ﾆｼﾊﾀ ﾖｼﾕｷ イオンモール 和歌山県 4:29:51
121 7292 瀬崎 豊親 ｾｻﾞｷ ﾄﾖﾁｶ 福島県 4:30:35
122 7281 宇野 義則 ｳﾉ ﾖｼﾉﾘ 栃木県 4:30:43
123 7076 桑島 誠 ｸﾜｼﾏ ﾏｺﾄ フル百回楽走会 栃木県 4:31:07
124 7172 文堂 元則 ﾌﾞﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾉﾘ オカモト 東京都 4:31:07
125 7094 佐藤 悦美 ｻﾄｳ ｴﾂﾐ 西会津町出ケ原 福島県 4:32:00
126 7051 三瓶 祐一 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｲﾁ 郡山郵便局 福島県 4:32:44
127 7243 小川 久 ｵｶﾞﾜ ﾋｻｼ オガワ自工Ｒ泉 福島県 4:32:46
128 7100 五十嵐 源一郎 ｲｶﾗｼ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 新津走友会 新潟県 4:33:47
129 7143 門澤 昇 ｶﾄﾞｻﾜ ﾉﾎﾞﾙ 千葉県 4:33:59
130 7185 大滝 史郎 ｵｵﾀｷ ｼﾛｳ 福島走ろう会 福島県 4:34:14
131 7257 井上 朗 ｲﾉｳｴ ﾎｶﾞﾗ 愛知県 4:34:31
132 7098 吉田 三正 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ いわき市 福島県 4:35:21
133 7132 館山 政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ 走れ！ペンギン 福島県 4:36:39
134 7131 塩澤 滋 ｼｵｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ 品川走遊会 東京都 4:36:57
135 7368 安藤 義次 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾂｸﾞ 福島県 4:37:42
136 7127 土屋 進 ﾂﾁﾔ ｽｽﾑ 開成研摩 福島県 4:37:52
137 7314 高山 巌 ﾀｶﾔﾏ ｲﾜｵ フラワーホーム 埼玉県 4:37:55
138 7086 岡本 秀樹 ｵｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ フル百回楽走会 埼玉県 4:38:35
139 7293 伊藤 和彦 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 福島県 4:38:46
140 7090 近藤 雅章 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻｱｷ 福島県 4:39:16
141 7116 篠原 秀幸 ｼﾉﾊﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 勿来岳友会 福島県 4:39:24
142 7346 鴫原 政道 ｼｷﾞﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 福島けんしん 福島県 4:39:26
143 7178 松谷 巧 ﾏﾂﾔ ﾀｸﾐ 福島県 4:39:57
144 7260 押田 孝弘 ｵｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 埼玉県 4:40:23
145 7363 秋山 充司 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂﾙ 白河走ろう会 福島県 4:40:37
146 7253 太田 隆 ｵｵﾀ ﾀｶｼ 朝霞ノースＦ 埼玉県 4:41:04
147 7268 山口 順市 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 呉羽総合病院 福島県 4:43:34
148 7205 小野 享 ｵﾉ ﾄｵﾙ 新庄市役所 山形県 4:43:36
149 7173 岩渕 吉博 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ わくわく 埼玉県 4:43:42
150 7128 長野 義則 ﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾉﾘ よんかずラブ 東京都 4:44:16
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151 7294 永井 正年 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ 福島県 4:44:18
152 7209 守 修一 ﾓﾘ ｼｭｳｲﾁ 宮城県 4:44:19
153 7291 中西 敏夫 ﾅｶﾆｼ ﾄｼｵ 北海Ｚー８０ 北海道 4:45:09
154 7305 吉田 強 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ アイシン東北 岩手県 4:45:33
155 7248 安斉 雄司 ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｼﾞ パルシステム 福島県 4:47:29
156 7250 榎本 一義 ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞﾖｼ 光ＲＵＮいわき 福島県 4:47:35
157 7155 庄司 弘 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｼ スカガワニシ 福島県 4:47:35
158 7362 望月 庸夫 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾈｵ 福島県 4:48:03
159 7298 小山 浩 ｺﾔﾏ ﾋﾛｼ 焼肉チャンゴ 福島県 4:48:16
160 7244 斎藤 正廣 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ チームＭ＆Ｓ 新潟県 4:48:27
161 7258 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 川内マーズ 宮城県 4:49:06
162 7264 賀沢 久夫 ｶｻﾞﾜ ﾋｻｵ レターズ 福島県 4:49:24
163 7306 伊藤 信六 ｲﾄｳ ｼﾝﾛｸ 宮城県 4:49:31
164 7144 藤川 真一郎 ﾌｼﾞｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ 日産自動車 神奈川県 4:49:32
165 7300 齊藤 博 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 最盛会 福島県 4:49:33
166 7295 高橋 勝美 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ 埼玉県 4:49:35
167 7261 木村 修 ｷﾑﾗ ｵｻﾑ アルパイン 福島県 4:49:51
168 7204 櫻井 仁悦 ｻｸﾗｲ ｼﾞﾝｴﾂ 宮城県 4:50:00
169 7212 石川 桃三 ｲｼｶﾜ ﾄｳｿﾞｳ 福島県 4:51:07
170 7322 安孫子 芳美 ｱﾋﾞｺ ﾖｼﾐ お先にどうぞ 宮城県 4:52:38
171 7219 清原 邦男 ｷﾖﾊﾗ ｸﾆｵ 福島県 4:53:36
172 7297 速水 紳 ﾊﾔﾐ ｼﾝ 母の故郷走り隊 新潟県 4:53:49
173 7308 遠藤 広之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ パナソニック環 東京都 4:54:05
174 7138 嶋田 裕史 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ チーム東へ 千葉県 4:54:23
175 7310 伊藤 照夫 ｲﾄｳ ﾃﾙｵ 千葉県 4:55:18
176 7288 燕 寛志 ﾂﾊﾞﾒ ﾋﾛｼ 燕企画 東京都 4:55:25
177 7217 小島 俊明 ｺｼﾞﾏ ﾄｼｱｷ 神奈川県 4:55:26
178 7148 青天目 記安 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾉﾘﾔｽ ｓｐｅｅｄｉｎ 福島県 4:55:50
179 7323 高萩 正直 ﾀｶﾊｷﾞ ﾏｻﾅｵ 福島県 4:56:00
180 7311 片倉 和夫 ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞｵ 野田スワローズ 千葉県 4:56:08
181 7040 佐川 裕 ｻｶﾞﾜ ﾋﾛｼ いわき森涼 福島県 4:56:25
182 7247 山内 柳一 ﾔﾏｳﾁ ﾘｭｳｲﾁ いわき２１の森 福島県 4:56:29
183 7289 鈴木 良一 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 4:56:46
184 7397 片倉 昌一 ｶﾀｸﾗ ｼｮｳｲﾁ 福島県 4:56:59
185 7342 山村 一之 ﾔﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ チーム葵 福島県 4:57:06
186 7084 志村 正光 ｼﾑﾗ ﾏｻﾐﾂ 南仙台走友会 宮城県 4:57:20
187 7235 鈴木 克博 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ ｔｙｐｅ－Ｒ 福島県 4:57:35
188 7221 鈴木 実 ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 福島県 4:57:53
189 7192 鈴木 典男 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｵ 福島県 4:58:05
190 7104 五十嵐 宏治 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳｼﾞ ＴＭにゃんすけ 福島県 4:58:07
191 7203 中葉 利男 ﾅｶﾊ ﾄｼｵ 郡山楽走人 福島県 4:58:25
192 7165 山崎 武 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹｼ 洋向台 福島県 4:58:25
193 7251 下畑 公治 ｼﾓﾊﾀ ｺｳｼﾞ 福島県 4:58:58
194 7312 嶋田 光正 ｼﾏﾀﾞ ﾐﾂﾏｻ 茨城県 4:59:16
195 7189 蝦名 直規 ｴﾋﾞﾅ ﾅｵｷ ＹＯＳＳＹ＇Ｓ 宮城県 4:59:44
196 7175 村下 博史 ﾑﾗｼﾀ ﾋﾛｼ 宮城県 4:59:52
197 7191 櫻井 和利 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾄｼ 新潟県 5:00:20
198 7229 柏村 善男 ｶｼﾑﾗ ﾖｼｵ 総合型泉クラブ 福島県 5:00:54
199 7347 木下 準一 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ ななこ２５ 石川県 5:01:26
200 7326 吉田 和司 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｼﾞ 福島県 5:01:26



2018/02/14 17:17:54 5 / 6 ページ Official Timer & Result By RECS

201 7222 佐藤 邦宏 ｻﾄｳ ｸﾆﾋﾛ ＴＥＲ東北 福島県 5:01:33
202 7333 津島 治久 ﾂｼﾏ ﾊﾙﾋｻ フェニックス 福島県 5:01:35
203 7424 蔵居 良二 ｸﾗｲ ﾘｮｳｼﾞ 愛知県 5:02:17
204 7348 野田 眞 ﾉﾀﾞ ﾏｺﾄ 埼玉県 5:02:31
205 7241 柴田 正伸 ｼﾊﾞﾀ 福島県 5:02:53
206 7369 丸山 孝志 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ ＭＹぐんま 群馬県 5:02:59
207 7360 木村 良男 ｷﾑﾗ ﾖｼｵ きむら動物病院 栃木県 5:03:22
208 7336 秀川 智彦 ﾋﾃﾞｶﾜ ﾄﾓﾋｺ 兵庫県 5:03:23
209 7231 佐々木 幸一 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ 完走野菜 福島県 5:03:27
210 7240 髙木 康雄 ﾀｶｷﾞ ﾔｽｵ いわき市水道局 福島県 5:03:42
211 7329 今井 隆英 ｲﾏｲ ﾀｶﾋﾃﾞ 東京都 5:03:55
212 7154 吉田 一久 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｻ ヨシダ住宅工房 茨城県 5:04:34
213 7382 小田嶋 政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ 北上桜ペアー 岩手県 5:04:46
214 7167 小林 茂則 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾘ 小川工業土木部 埼玉県 5:05:23
215 7079 小森 美明 ｺﾓﾘ ﾖｼｱｷ 須賀川走友会 福島県 5:06:11
216 7277 加藤 育夫 ｶﾄｳ ｲｸｵ たんぽぽ 宮城県 5:06:47
217 7224 関口 和正 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 和楽走友会 埼玉県 5:07:36
218 7118 松川 幸男 ﾏﾂｶﾜ ﾕｷｵ 長倉７２ 福島県 5:10:20
219 7147 三好 敏章 ﾐﾖｼ ﾄｼｱｷ 奈良県 5:11:15
220 7020 糸井 明美 ｲﾄｲ ｱｹﾐ 全労済北日本 宮城県 5:12:32
221 7170 櫻田 祐司 ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県 5:13:04
222 7137 溝口 裕昭 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 東京都庁 福島県 5:15:38
223 7317 草野 充宏 ｸｻﾉ くさのや 福島県 5:15:51
224 7252 小板橋 芳宏 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾖｼﾋﾛ 泉ケ岳ＦＲＣ 宮城県 5:16:03
225 7353 伊藤 雅己 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ ＢＷＲＣ 千葉県 5:16:29
226 7157 増井 和則 ﾏｽｲ ｶｽﾞﾉﾘ 南仙台走友会 宮城県 5:17:13
227 7365 大和田 信治 ｵｵﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾊﾙ 福島県 5:17:17
228 7234 大河内 喜男 ｵｵｺｳﾁ ﾖｼｵ 福島県 5:17:20
229 7115 横山 透 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 宮城県 5:17:33
230 7354 鹿子木 勝博 ｶﾅｺｷﾞ ｶﾂﾋﾛ 福島県相双農林 福島県 5:17:53
231 7398 高野 隆幸 ﾀｶﾉ 福島県 5:18:43
232 7159 引地 恒彦 ﾋｷﾁ ﾂﾈﾋｺ 福島走ろう会 福島県 5:18:56
233 7266 渡邉 一生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ ときわ ＲＣ 福島県 5:19:21
234 7309 金古 哲男 ｶﾈｺ ﾃﾂｵ 福島県 5:20:30
235 7242 佐藤 光江 ｻﾄｳ ﾐﾂｴ 会津美里健走会 福島県 5:20:39
236 7283 緑川 輝夫 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾃﾙｵ ピクアクション 福島県 5:20:43
237 7407 小林 宏 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 福島県 5:21:25
238 7265 高嶋 晋 ﾀｶｼﾏ ｽｽﾑ 直美ありがとう 埼玉県 5:22:04
239 7269 芳賀 猛 ﾊｶﾞ ﾀｹｼ 北茨城２０００ 茨城県 5:22:39
240 7393 田代 貢一 ﾀｼﾛ ｺｳｲﾁ 福島県 5:23:14
241 7316 松本 峰雪 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾈﾕｷ 東京都 5:23:46
242 7263 佐藤 公男 ｻﾄｳ ｷﾐｵ サンライズ 福島県 5:24:00
243 7276 佐藤 伸也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 福島県 5:24:05
244 7389 吉田 泰延 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ 宮城県 5:25:52
245 7239 田子 一 ﾀｺﾞ ﾊｼﾞﾒ 福島県 5:25:56
246 7313 渋谷 修一 ｼﾌﾞﾔ ｼｭｳｲﾁ 福島県 5:25:59
247 7279 鈴木 孝悦 ｽｽﾞｷ ｺｳｴﾂ 六郷丸ＲＣ 秋田県 5:26:18
248 7338 森本 照雄 ﾓﾘﾓﾄ ﾃﾙｵ 宮城県 5:27:41
249 7356 藤澤 正美 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾐ 福島県 5:28:50
250 7428 松島 正文 ﾏﾂｼﾏ ﾏｻﾌﾐ バンドレス 福島県 5:30:06
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251 7331 佐藤 哲 ｻﾄｳ ﾃﾂ こまくさ山の会 福島県 5:31:12
252 7315 佐藤 高雄 ｻﾄｳ ﾀｶｵ 福島県 5:33:26
253 7318 佐々木 秀善 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾖｼ フジタ走らん会 宮城県 5:34:14
254 7169 唐橋 郁夫 ｶﾗﾊｼ ｲｸｵ 日産部品福島 福島県 5:34:58
255 7335 千田 常明 ﾁﾀﾞ ﾂﾈｱｷ 福島県 5:35:37
256 7327 福原 弘紀 ﾌｸﾊﾗ ﾋﾛｷ 福岡県 5:35:47
257 7415 高橋 敦 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 宮城県 5:35:57
258 7408 茂木 静 ﾓｷﾞ ｼｽﾞｶ 砂時計 東京都 5:35:59
259 7411 公平 隆志 ｺｳﾍｲ ﾀｶｼ 産業雇用安定 千葉県 5:35:59
260 7367 黒井 俊行 ｸﾛｲ ﾄｼﾕｷ 仙台明走会 宮城県 5:37:34
261 7388 佐々木 淳夫 ｻｻｷ ｱﾂｵ 袖野田のじじぃ 宮城県 5:39:28
262 7380 森住 富士雄 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾌｼﾞｵ 東京都 5:40:01
263 7421 相原 照雄 ｱｲﾊﾗ ﾃﾙｵ あ印 茨城県 5:40:40
264 7417 小嶋 末治 ｺｼﾞﾏ ｽｴｼﾞ ルネサンス青砥 東京都 5:41:02
265 7319 福田 進一 ﾌｸﾀﾞ ｼﾝｲﾁ プル２バンブス 大阪府 5:42:14
266 7366 鈴木 正孝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ ひまわり信金 福島県 5:43:29
267 7332 赤坂 龍彦 ｱｶｻｶ ﾀﾂﾋｺ 福島県 5:43:39
268 7302 前田 茂 ﾏｴﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 二人のタンポポ 東京都 5:43:39
269 7383 馬場 義郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾖｼﾛｳ チームなな 福島県 5:43:41
270 7214 内田 雅弘 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 日特建設 山形県 5:44:09
271 7406 牧野 幾太郎 ﾏｷﾉ ｲｸﾀﾛｳ ＫＦＧ 福島県 5:44:24
272 7227 古川 邦夫 ﾌﾙｶﾜ ｸﾆｵ 会津坂下町 福島県 5:45:06
273 7419 遠藤 昭 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ でんきエンドー 福島県 5:45:18
274 7345 澤田 俊明 ｻﾜﾀﾞ ﾄｼｱｷ 福島県 5:46:07
275 7296 関根 茂 ｾｷﾈ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 5:47:13
276 7373 佐藤 繁男 ｻﾄｳ ｼｹﾞｵ 福島県 5:52:20
277 7414 阿部 健一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ いわき平スポ少 福島県 5:52:52
278 7349 佐藤 健児 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 福島県社労士会 福島県 5:53:25
279 7426 河原崎 三治 ｶﾜﾗｻｷ ﾐﾂﾊﾙ 神奈川県 5:54:19
280 7377 高岡 英一 ﾀｶｵｶ ｴｲｲﾁ 双葉還暦野球ク 福島県 5:54:42
281 7320 髙橋 庄司 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｼﾞ 新潟県 5:54:46
282 7376 渡辺 明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 新潟県 5:56:04
283 7416 石崎 廣 ｲｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ 茨城県 5:56:05
284 7341 渡部 英典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ 福島県 5:56:23
285 7390 高木 房雄 ﾀｶｷﾞ ﾌｻｵ 千葉県 5:56:39
286 7290 千葉 幸徳 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ ランアローン 宮城県 5:57:22
287 7109 和田 有司 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 福島県 5:57:44
288 7351 石川 久高 ｲｼｶﾜ ﾋｻﾀｶ 福島県 5:58:18
289 7402 杉野森 貞幸 ｽｷﾞﾉﾓﾘ ｻﾀﾞﾕｷ 神奈川県 5:58:28
290 7391 木村 重雄 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ 茨城県 5:58:36
291 7357 小野寺 修一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ 岡田電気 福島県 5:59:13
292 7344 芳賀 八千代 ﾊｶﾞ ﾔﾁﾖ 神奈川県 5:59:37


