
2018/02/14 17:18:58 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

1 7512 古川 良孝 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾀｶ 郡山健走会 福島県 3:33:51
2 7518 鈴木 光弘 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾋﾛ 茨城県 3:55:21
3 7520 西 賢得 ﾆｼ ｹﾝﾄｸ ウイングＡＣ 千葉県 3:57:24
4 7519 宮田 修 ﾐﾔﾀ ｵｻﾑ フル百回楽走会 栃木県 3:59:20
5 7524 村上 武男 ﾑﾗｶﾐ ﾀｹｵ 千葉県 4:04:43
6 7516 木下 省三 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳｿﾞｳ 福島県 4:13:18
7 7514 田中 和夫 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｵ ホシノＥＣ」 群馬県 4:17:14
8 7530 遠藤 敬 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶｼ 山形県 4:21:07
9 7513 森山 恵悟 ﾓﾘﾔﾏ ｹｲｺﾞ ＣＭＣ長崎 長崎県 4:24:08

10 7532 会田 悦捷 ｱｲﾀ ﾖｼｶﾂ いわき亜衣太 福島県 4:25:21
11 7525 及川 誠之 ｵｲｶﾜ ﾏｺﾄ 郡山健走会 福島県 4:25:22
12 7515 中山 忠雄 ﾅｶﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 柏ＣＳＣ 千葉県 4:26:34
13 7528 高橋 伸一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ いきいきクラブ 茨城県 4:26:37
14 7550 井之川 正一 ｲﾉｶﾜ ｼｮｳｲﾁ 新潟県 4:31:08
15 7536 守 信夫 ﾓﾘ ﾉﾌﾞｵ 南仙台走友会 宮城県 4:38:53
16 7545 市川 猛久 ｲﾁｶﾜ ﾀｹﾋｻ 原町ｒｃ 福島県 4:46:05
17 7531 渡辺 隆敏 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾄｼ 横浜瀬谷走友会 神奈川県 4:47:01
18 7534 小林 育夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｵ 桑名走友会 三重県 4:48:01
19 7527 佐藤 実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 梁川マラソンＣ 福島県 4:49:00
20 7547 関東 稔 ｶﾝﾄｳ ﾐﾉﾙ アタゴクリーン 福島県 4:56:31
21 7565 武田 智博 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 愛知県 4:56:49
22 7564 田口 進 ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾑ 秋田県 4:57:03
23 7553 布田 忠平 ﾌﾀﾞ ﾁｭｳﾍｲ 仙台鉄人会 宮城県 4:59:09
24 7543 石川 信昭 ｲｼｶﾜ ﾉﾌﾞｱｷ いわき２１の森 福島県 5:01:42
25 7555 大賀 貞義 ｵｵｶﾞ ｻﾀﾞﾖｼ 福島県 5:01:47
26 7521 斉藤 秀喜 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 福島県 5:02:05
27 7544 渡辺 勝則 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ 壱弐参よもぎ 宮城県 5:05:19
28 7546 戸村 光男 ﾄﾑﾗ ﾐﾂｵ 茨城県 5:07:28
29 7533 小宅 理 ｵﾔｹ ｻﾄｼ 松戸健走会 千葉県 5:09:41
30 7539 蛭田 丈夫 ﾋﾙﾀ ﾀｹｵ いわき潮風ＲＣ 福島県 5:11:09
31 7570 本田 吉三 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾐ 福島県 5:12:07
32 7566 阿部 保夫 ｱﾍﾞ ﾔｽｵ 神奈川県 5:15:50
33 7535 竹田 博 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ 福島県 5:16:57
34 7560 松浦 義夫 ﾏﾂｳﾗ ﾖｼｵ 福島県 5:17:51
35 7579 松崎 憲一 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 福島県 5:19:29
36 7526 佐藤 俊視 ｻﾄｳ ﾄｼﾐ いわき泉ラン 福島県 5:25:56
37 7549 神代 啓 ｼﾞﾝﾀﾞｲ ｱｷﾗ 三重県 5:28:18
38 7572 大谷 征夫 ｵｵﾀﾆ ﾕｷｵ 茨城県 5:30:16
39 7569 柴本 繁昭 ｼﾊﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 磐田マイペース 静岡県 5:30:21
40 7548 佐藤 清 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 福島走ろう会 福島県 5:33:01
41 7568 中野 憲二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ 古河電池 福島県 5:36:52
42 7554 菅井 誠 ｽｶﾞｲ ﾏｺﾄ 福島県 5:43:13
43 7580 帯川 道彦 ｵﾋﾞｶﾜ ﾐﾁﾋｺ 福島県 5:47:32
44 7577 柳沼 忠明 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾀﾞｱｷ たちばなｓｃ 福島県 5:52:59
45 7571 権守 光夫 ｺﾞﾝﾓﾘ ﾐﾂｵ ゆたか診療所 東京都 5:53:27
46 7573 関根 和清 ｾｷﾈ ｶｽﾞｷﾖ 福島県 5:58:52
47 7556 佐藤 敏一郎 ｻﾄｳ ﾄｼｲﾁﾛｳ 福島県 5:59:32


