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1 10037 中島 拓実 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾐ Ａプロジェクト 福島市 0:32:11
2 10035 円舘 和馬 ｴﾝﾀﾞﾃ ｶｽﾞﾏ 福島県警 福島市 0:33:08
3 10013 鈴木 淳文 ｽｽﾞｷ ｷﾖﾌﾐ 伊達市駅伝チーム 伊達市 0:33:19
4 10028 小元 健 ｵﾓﾄ ｹﾝ ＭＡＸＰＪＴ 南相馬市 0:33:35
5 10033 関根 聡 ｾｷﾈ ｻﾄｼ キビタンＲＣ 玉川村 0:33:44
6 10031 半澤 拓見 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾀｸﾐ Ａプロジェクト 二本松市 0:34:44
7 10307 桑原 祐一朗 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 安達消防 本宮市 0:35:20
8 10029 林 優大 ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 米沢電線 郡山市 0:35:22
9 10388 幕田 直人 ﾏｸﾀ ﾅｵﾄ 幕田農園 桑折町 0:35:28
10 10051 吉田 廉 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 猪苗代ＡＣ 猪苗代町 0:35:32
11 10346 吉田 航太 ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀ 水練 いわき市 0:35:49
12 10008 塩澤 裕也 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 水曜ランでしょう 矢吹町 0:36:04
13 10381 阿部 博史 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 南会津町 0:36:10
14 10337 山田 雅之 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 水練 いわき市 0:36:24
15 10391 橋本 善夫 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼｵ 郡消ランナーズ 郡山市 0:36:28
16 10032 高橋 大地 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 北粋ＲＣ 郡山市 0:36:32
17 10411 小谷野 繁樹 ｺﾔﾉ ｼｹﾞｷ 福島県庁 福島市 0:36:43
18 10369 太田 潤 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ 小名浜製錬 いわき市 0:36:49
19 10370 神田 友和 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ エクシング いわき市 0:37:02
20 10433 高橋 昭夫 ﾀｶﾊｼ ｱｷｵ 北粋ＲＣ 郡山市 0:37:02
21 10002 三瓶 純 ｻﾝﾍﾟｲ ﾏｺﾄ 東北村田製作所 本宮市 0:37:06
22 10001 小野 陽平 ｵﾉ ﾖｳﾍｲ もとみやＲＣ 本宮市 0:37:08
23 10334 國分 健太郎 ｺｸﾌﾞﾝ ｹﾝﾀﾛｳ サンセイ医機 郡山市 0:37:10
24 10039 菅野 耕也 ｶﾝﾉ ｺｳﾔ 福島市 0:37:21
25 10326 渡辺 隆弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ わたなべランニングクラブ 郡山市 0:37:29
26 10361 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 福島大学 郡山市 0:37:35
27 10343 加藤 文幸 ｶﾄｳ ﾌﾐﾕｷ 郡山市 0:37:42
28 10405 関根 昌芳 ｾｷﾈ ﾏｻﾖｼ 須賀川走友会 郡山市 0:37:45
29 10352 菊地 大作 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｻｸ 山新 郡山市 0:37:50
30 10014 尾形 知樹 ｵｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 水練 いわき市 0:37:52
31 10332 大友 彰 ｵｵﾄﾓ ｱｷﾗ 福島市 0:37:54
32 10524 金井 達夫 ｶﾅｲ ﾀﾂｵ 須賀川西 須賀川市 0:38:00
33 10356 鈴木 貴人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ ふたば未来学園高校 福島市 0:38:05
34 10348 服部 真樹 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ 安達ＲＣ 二本松市 0:38:07
35 10438 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 三菱マテリアル若松ＲＣ 喜多方市 0:38:10
36 10050 脇本 泰成 ﾜｷﾓﾄ ﾔｽﾅﾘ 水練 いわき市 0:38:16
37 10024 矢吹 千之助 ﾔﾌﾞｷ ｾﾝﾉｽｹ 中島村 0:38:16
38 10331 結城 智 ﾕｳｷ ｻﾄｼ ＮＥＣＰＦ 福島市 0:38:36
39 10318 石崎 正弘 ｲｼｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 帝京安積高校 郡山市 0:38:40
40 10418 大須賀 文彦 ｵｵｽｶ ﾌﾐﾋｺ チーム太一 福島市 0:38:42
41 10010 菅原 卓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 水連 小野町 0:38:44
42 10349 坂本 光 ｻｶﾓﾄ ﾋｶﾙ いわき市 0:38:46
43 10305 先崎 明男 ｾﾝｻﾞｷ ｱｷｵ もとみやＲＣ 本宮市 0:38:49
44 10462 安部 庄一 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 三春町 三春町 0:38:54
45 10364 永山 貴千 ﾅｶﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 水練 いわき市 0:39:04
46 10017 清野 彰仁 ｾｲﾉ ｱｷﾋﾄ 須賀川市 0:39:28
47 10342 邊見 精一郎 ﾍﾝﾐ ｾｲｲﾁﾛｳ 泉崎村 0:39:30
48 10306 根本 洋克 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｶﾂ もとみやＲＣ 本宮市 0:39:33
49 10003 小林 洋史 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ 本宮市 0:39:40
50 10317 野村 顕弘 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 三春町役場 郡山市 0:39:41
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51 10020 庄子 雄太 ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾀ レトロバー木馬館 福島市 0:39:54
52 10377 二階堂 豊 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾕﾀｶ ふくしまＣＴＣ 福島市 0:39:59
53 10416 鈴木 直人 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾄ 須賀川市役所ランナーズ 須賀川市 0:40:06
54 10402 鈴木 秀樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 本宮市 0:40:09
55 10301 菅野 良一 ｽｹﾞﾉ ﾘｮｳｲﾁ 本宮市 0:40:35
56 10431 門馬 一三 ﾓﾝﾏ ｶｽﾞﾐ 水練 いわき市 0:40:55
57 10344 清水 紳一朗 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 西田学園 郡山市 0:41:02
58 10230 鈴木 瑠美 ｽｽﾞｷ ﾙﾐ 会津若松市 0:41:06
59 10367 高林 克明 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｶﾂｱｷ 幼児活動研究会 郡山市 0:41:14
60 10458 薄葉 文男 ｳｽﾊﾞ ﾌﾐｵ 日本精工 石川町 0:41:17
61 10026 渡邉 太一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲﾁﾛｳ バイタルネット郡山 郡山市 0:41:22
62 10380 髙橋 政弘 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ チームどんまい 福島市 0:41:23
63 10036 猪越 慎也 ｲﾉｺｼ ｼﾝﾔ 天栄村 0:41:26
64 10004 佐藤 正樹 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 本宮市 0:41:30
65 10324 松崎 俊文 ﾏﾂｻﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 亀岡シンジケート いわき市 0:41:31
66 10328 菊地 和弘 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 郡山健走会 郡山市 0:41:51
67 10389 阿部 智剛 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾀｹ 猪苗代ＡＣ 猪苗代町 0:41:59
68 10359 今野 盛一 ｺﾝﾉ ｾｲｲﾁ 農協牛乳 須賀川市 0:41:59
69 10016 野地 悠太郎 ﾉﾁ ﾕｳﾀﾛｳ チーム清原 いわき市 0:42:02
70 10345 平間 雄樹 ﾋﾗﾏ ﾕｳｷ 須賀川走友会 須賀川市 0:42:11
71 10451 脇本 信男 ﾜｷﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 水練 いわき市 0:42:23
72 10206 角田 美智子 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾁｺ 鏡石町 0:42:27
73 10455 平野 清和 ﾋﾗﾉ ｷﾖｶｽﾞ Ｔｅａｍ ＴＲＣ 会津若松市 0:42:30
74 10547 熱海 輝一 ｱﾂﾐ ｺｳｲﾁ 福島市 0:42:33
75 10375 星 藤哉 ﾎｼ ﾌｼﾞﾔ 郡山市 0:42:33
76 10419 白石 正俊 ｼﾗｲｼ ﾏｻﾄｼ 福島市 0:42:38
77 10226 青木 貴代 ｱｵｷ ﾀｶﾖ チーム青木 いわき市 0:42:45
78 10392 齊藤 隆 ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ ランジョグ 会津若松市 0:42:52
79 10382 馬場 仁 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾞﾝ 南相馬市 0:42:56
80 10428 伊藤 正毅 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 日東紡 郡山市 0:43:03
81 10553 熊田 賢一 ｸﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ チーム白鳩 須賀川市 0:43:05
82 10410 清野 孝 ｾｲﾉ ﾀｶｼ 白河市立関辺小学校 矢吹町 0:43:14
83 10368 志賀 直樹 ｼｶﾞ ﾅｵｷ スピードボーイ いわき いわき市 0:43:18
84 10302 橋本 明久 ﾊｼﾓﾄ ｱｷﾋｻ もとみやＲＣ 本宮市 0:43:27
85 10527 斎藤 英二 ｻｲﾄｳ ｴｲｼﾞ じいじラン泉 いわき市 0:43:33
86 10409 萱森 英男 ｶﾔﾓﾘ ﾋﾞﾃﾞｵ 本宮ランニングクラブ 郡山市 0:43:47
87 10442 安田 茂 ﾔｽﾀﾞ ｼｹﾞﾙ クラブＲ２東日本 いわき市 0:43:53
88 10205 熊谷 順子 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝｺ 福島市 0:44:00
89 10365 佐藤 秀 ｻﾄｳ ｽｸﾞﾙ ＴＢＲＣ 福島市 0:44:09
90 10314 近藤 一弘 ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ 郡山市役所 郡山市 0:44:21
91 10042 池下 健太 ｲｹｼﾀ ｹﾝﾀ 郡山市 0:44:31
92 10102 佐藤 美保子 ｻﾄｳ ﾐﾎｺ 郡山市 0:44:40
93 10453 根本 栄輝 ﾈﾓﾄ ｴｲｷ 高瀬小 郡山市 0:44:50
94 10503 林 茂樹 ﾊﾔｼ ｼｹﾞｷ 本宮市 0:45:03
95 10336 斉藤 健也 ｻｲﾄｳ ﾀｹﾔ いわき市 0:45:07
96 10204 本間 美江 ﾎﾝﾏ ﾖｼｴ 須賀川走友会 須賀川市 0:45:11
97 10041 安藤 勇人 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 本宮市 0:45:13
98 10357 遊佐 真 ﾕｻ ﾏｺﾄ ジャイアント大馬 大玉村 0:45:13
99 10322 斎藤 秀樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 伊達市 0:45:15
100 10385 富良謝 和信 ﾌﾗｼｬ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 幡ヶ谷再生大学 福島市 0:45:24
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101 10403 内田 実 ｳﾁﾀﾞ ﾐﾉﾙ チームもっともとみや 本宮市 0:45:26
102 10373 小松 大介 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ ＴＥＡＭ Ｒ×Ｌ＋ 西郷村 0:45:28
103 10429 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 石川町 0:45:31
104 10507 佐藤 勉 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ 郡山市 0:45:40
105 10463 吾妻 武男 ｱﾂﾞﾏ ﾀｹｵ 郡山市 0:45:49
106 10323 菊地 正彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ 南会津ランニングクラブ 南会津町 0:45:53
107 10434 武田 智道 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ 安広消はねくら会 大玉村 0:46:03
108 10513 目黒 信二 ﾒｸﾞﾛ ｼﾝｼﾞ 医大トラ 福島市 0:46:08
109 10443 伊藤 秋義 ｲﾄｳ ｱｷﾖｼ おおたまランニングクラブ 大玉村 0:46:14
110 10390 根本 真一 ﾈﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 日本精工 棚倉町 0:46:17
111 10440 市川 勝夫 ｲﾁｶﾜ ｶﾂｵ 有限会社けやきの森 田村市 0:46:33
112 10424 近藤 武秀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾃﾞ 円谷ランナーズ 須賀川市 0:46:41
113 10446 齋藤 正夫 ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ 郡山市 0:46:43
114 10321 角田 尚徳 ﾂﾉﾀﾞ ﾋｻﾉﾘ 須賀川友会 鏡石町 0:46:51
115 10526 山田 二郎 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞﾛｳ ヤマダフィルター 二本松市 0:47:01
116 10212 坂本 和子 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｺ 玉川村 0:47:26
117 10339 佐藤 満 ｻﾄｳ ﾐﾂﾙ 週末ランニング 郡山市 0:47:28
118 10366 森口 慶一 ﾓﾘｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ 福島市 0:47:38
119 10209 瀧田 紀子 ﾀｷﾀ ﾉﾘｺ 郡山市 0:47:48
120 10362 五十嵐 和幸 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾕｷ 猪苗代町 0:47:49
121 10335 栁沼 直也 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾅｵﾔ ＴＭＲＣ 田村市 0:47:50
122 10508 軽石 幸男 ｶﾙｲｼ ﾕｷｵ 郡山市 0:47:51
123 10333 岡平 勝志 ｵｶﾋﾗ ｶﾂｼ ＪＰ日本郵政グループ郡山 郡山市 0:47:53
124 10444 根本 幸資 ﾈﾓﾄ ｺｳｼﾞ 郡山市 0:47:56
125 10387 渡辺 智 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ いわき市 0:48:01
126 10425 古川 稔 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾉﾙ 古川電子工業所 郡山市 0:48:05
127 10351 塚原 正和 ﾂｶﾊﾗ ﾏｻｶｽﾞ ＴＮＰＫアスリートクラブ 郡山市 0:48:07
128 10320 関 一成 ｾｷ ｶｽﾞﾅﾘ 二本松市 0:48:07
129 10372 小山田 正幸 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ シミズＢＲＳ 棚倉町 0:48:07
130 10504 茂木 浩 ﾓｷﾞ ﾋﾛｼ 本宮市 0:48:21
131 10417 辻本 剛教 ﾂｼﾞﾓﾄ ﾀｹﾉﾘ 郡山市 0:48:25
132 10531 紺野 武志 ｺﾝﾉ ﾀｹｼ たけちゃんマンＦＣ 須賀川市 0:48:28
133 10525 三瓶 祐一 ｻﾝﾍﾟｲ ﾕｳｲﾁ 郡山市 0:48:33
134 10005 安田 勇樹 ﾔｽﾀ ﾕｳｷ 有限会社みさわ 本宮市 0:48:33
135 10106 海老主 絵里香 ｴﾋﾞｼ ｴﾘｶ 郡山市 0:48:55
136 10363 黒澤 良生 ｸﾛｻﾜ ﾘｮｳｷ 福島市 0:49:06
137 10019 熊坂 将哉 ｸﾏｻｶ ﾏｻﾔ 株式会社岡部 郡山市 0:49:09
138 10038 吉津 実 ｷﾂ ﾐﾉﾙ 玉川エンジ 会津若松市 0:49:15
139 10412 先﨑 宏 ｾﾝｻﾞｷ ﾋﾛｼ 郡山市 0:49:19
140 10414 加藤 賢治 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ チーム清原 いわき市 0:49:23
141 10007 高山 竜宜 ﾀｶﾔﾏ ﾀﾂﾉﾘ 三栄アルミ工業株式会社 本宮市 0:49:32
142 10407 大平 純一 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ いわき市 0:49:34
143 10435 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 福島市 0:49:39
144 10308 小柴 英明 ｺｼﾊﾞ ﾋﾃﾞｱｷ エルキューブ 本宮市 0:49:46
145 10047 増谷 文誉 ﾏｽﾔ ﾌﾐﾀｶ 白河市 0:49:58
146 10203 松岡 洋実 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾐ 本宮市 0:50:07
147 10384 森田 隆介 ﾓﾘﾀ ﾘｭｳｽｹ 恵向公園ＲＣ 郡山市 0:50:11
148 10413 高橋 鐶 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｷ 郡山市 0:50:22
149 10309 津田 英明 ﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 本宮市 0:50:25
150 10217 塩田 佳子 ｼｵﾀﾞ ｹｲｺ 岩井会 二本松市 0:50:25

令和04年4月17日



第16回もとみやロードレース

10ｋｍ総合

Print: 2022/04/18 12:49:02 4 / 6 ページ Official Timer & Result By LAPSYSTEM

順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

151 10330 塩田 幸治 ｼｵﾀﾞ ｺｳｼﾞ きゅうり農家 二本松市 0:50:25
152 10006 宍戸 弘樹 ｼｼﾄﾞ ﾋﾛｷ 本宮市 0:50:36
153 10201 鈴木 亜希子 ｽｽﾞｷ ｱｷｺ 本宮市 0:50:37
154 10338 菊地 秀一 ｷｸﾁ ｼｭｳｲﾁ ＴＩＳ 福島市 0:50:38
155 10220 馬場 則子 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｺ 会津芦ノ牧温泉 会津若松市 0:50:40
156 10376 高原 誠一 ﾀｶﾊﾗ ｾｲｲﾁ 郡山市 0:50:41
157 10530 長谷川 謙治 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 電気館太陽 いわき市 0:50:42
158 10511 黒田 光信 ｸﾛﾀﾞ ﾐﾂﾉﾌﾞ 鬼生田 郡山市 0:50:46
159 10439 太田 光則 ｵｵﾀ ﾐﾂﾉﾘ かがみいしスポーツクラブ 鏡石町 0:50:46
160 10505 阿部 幹彦 ｱﾍﾞ ﾐｷﾋｺ 本宮市 0:50:50
161 10449 橋本 祐之 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ ランブー 郡山市 0:50:51
162 10347 鈴木 哲也 ｽｽﾞｷ ﾃﾂﾔ 一般社団法人ちろる 大玉村 0:51:01
163 10319 大塚 雅也 ｵｵﾂｶ ﾏｻﾔ 福島市 0:51:06
164 10048 有馬 清登 ｱﾘﾏ ｽﾐﾄ 須賀川市 0:51:15
165 10552 渡部 浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ 南相馬市 0:51:19
166 10521 渡辺 芳明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ のろまなかめさん 郡山市 0:51:19
167 10027 金子 健太郎 ｶﾈｺ ｹﾝﾀﾛｳ いわき市 0:51:29
168 10340 佐藤 克英 ｻﾄｳ ｶﾂﾋﾃﾞ ＧＯＳＥＲＵＮ 福島市 0:51:34
169 10546 小池 和善 ｺｲｹ ｶｽﾞﾖｼ 小倉寺ＲＣ 福島市 0:51:41
170 10520 吉田 孝司 ﾖｼﾀ ﾀｶｼ 郡山市 0:51:43
171 10461 二村 元樹 ﾌﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ コウコジャパン 福島支部 福島市 0:51:47
172 10555 佐藤 敦 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 福島市 0:51:51
173 10311 師 和彦 ﾓﾛ ｶｽﾞﾋｺ 本宮市 0:52:01
174 10025 髙橋 哲雄 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂｵ 郡山市役所ＲＣ 郡山市 0:52:29
175 10528 本名 浩美 ﾎﾝﾅ ﾋﾛﾐ 田村市 0:52:37
176 10450 朝田 幸伸 ｱｻﾀﾞ ﾕｷﾉﾌﾞ チーム双葉町 いわき市 0:52:51
177 10545 賀沢 久夫 ｶｻﾞﾜ ﾋｻｵ いわき市 0:53:13
178 10222 雨宮 かおり ｱﾒﾐﾔ ｶｵﾘ 水曜日はスピ練でしょう！ いわき市 0:53:16
179 10213 渡辺 牧子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ 本宮市 0:53:17
180 10404 鯨井 高昭 ｸｼﾞﾗｲ ﾀｶｱｷ 本宮市 0:53:21
181 10355 吉田 一雄 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｵ 水曜日はスピ練でしょう！ いわき市 0:53:23
182 10009 渡邊 佑介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 郡山市 0:53:25
183 10021 高橋 翼 ﾀｶﾊｼ ﾂﾊﾞｻ あだち共労育成園 二本松市 0:53:27
184 10208 鈴木 千佳子 ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ いわき市 0:53:31
185 10354 我孫子 昭仁 ｱﾋﾞｺ ｱｷﾋﾄ 郡山市 0:53:33
186 10316 岡部 豊 ｵｶﾍﾞ ﾕﾀｶ 郡山市 0:53:45
187 10030 星 敬 ﾎｼ ﾀｶｼ 相馬市 0:53:46
188 10229 鳥居 順子 ﾄﾘｲ ｼﾞｭﾝｺ 棚倉町 0:53:48
189 10310 久保田 憲之 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾕｷ 本宮市 0:53:54
190 10532 伊藤 和男 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 郡山市 0:53:54
191 10465 山中 力 ﾔﾏﾅｶ ﾁｶﾗ いわき開成病院 川内村 0:54:01
192 10459 菅野 輝義 ｶﾝﾉ ﾃﾙﾖｼ いわき市教育委員会 いわき市 0:54:04
193 10379 高橋 一仁 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾄ ＴＷＳＳ 郡山市 0:54:08
194 10227 小島 るみ子 ｵｼﾞﾏ ﾙﾐｺ クラブＲ２東北 伊達市 0:54:12
195 10327 佐藤 龍樹 ｻﾄｳ ﾀﾂｷ 社労士たつき事務所 福島市 0:54:12
196 10224 熊谷 三千代 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾁﾖ チームロッキーチャック いわき市 0:54:29
197 10539 橋元 勝紀 ﾊｼﾓﾄ ｶﾂﾉﾘ ナガニクラブ 三春町 0:54:31
198 10436 塚本 勉 ﾂｶﾓﾄ ﾂﾄﾑ チームロッキーチャック いわき市 0:54:31
199 10018 松本 航 ﾏﾂﾓﾄ ﾜﾀﾙ 郡山市 0:54:45
200 10516 佐藤 和栄 ｻﾄｳ ｶﾂﾞｴｲ 医療法人健脳会 郡山市 0:54:49
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201 10358 三瓶 英人 ｻﾝﾍﾟｲ ﾋﾃﾞﾄ 郡山市 0:54:59
202 10445 能戸 俊輔 ﾉﾄ ｼｭﾝｽｹ △完走野菜▼ いわき市 0:55:03
203 10341 太田 芳弘 ｵｵﾀ ﾖｼﾋﾛ 高倉健走会 郡山市 0:55:15
204 10313 北山 研也 ｷﾀﾔﾏ ｹﾝﾔ （有）みさわ 本宮市 0:55:15
205 10216 佐藤 幸子 ｻﾄｳ ｻﾁｺ チーム清原 いわき市 0:55:18
206 10423 安齊 裕之 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛﾕｷ 二本松市 0:55:20
207 10554 鈴木 誠一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ ミルキープリン 会津若松市 0:55:44
208 10420 武藤 貞義 ﾑﾄｳ ｻﾀﾞﾖｼ 須賀川走友会 須賀川市 0:55:54
209 10022 井上 翔太 ｲﾉｳｴ ｼｮｳﾀ 福島市 0:55:58
210 10457 佐藤 政樹 ｻﾄｳ ﾏｻｷ サガンチーノ 郡山市 0:55:58
211 10549 磐瀬 学 ｲﾜｾ ﾏﾅﾌﾞ 須賀川市 0:55:58
212 10551 和田 有司 ﾜﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 伊達市 0:56:12
213 10303 三浦 勝彦 ﾐｳﾗ ｶﾂﾋｺ 本宮市 0:56:13
214 10536 加藤 雅和 ｶﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 郡山市 0:56:16
215 10012 田中 龍太郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 磐梯町 0:56:17
216 10210 木島 都 ｷｼﾞﾏ ﾐﾔｺ 須賀川走友会 須賀川市 0:56:29
217 10454 松井 紀之 ﾏﾂｲ ﾉﾘﾕｷ 二本松市 0:56:33
218 10509 中葉 利男 ﾅｶﾊ ﾄｼｵ 郡山楽走人 郡山市 0:56:34
219 10225 宮口 尚子 ﾐﾔｸﾞﾁ ﾅｵｺ 県庁チャレラン 福島市 0:56:39
220 10406 伊藤 一 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ 郡山市 0:56:42
221 10544 佐藤 仁 ｻﾄｳ ﾏｻｼ 郡山市 0:56:49
222 10211 鈴木 稚佳子 ｽｽﾞｷ ﾁｶｺ 須賀川市 0:57:06
223 10044 坂野 祐也 ｻｶﾉ ﾕｳﾔ ＮＯＫ関軍団 福島市 0:57:17
224 10464 高田 昇 ﾀｶﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ あーいえば走友会 棚倉町 0:57:18
225 10550 渡辺 哲之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾕｷ ラブテニス 須賀川市 0:57:33
226 10231 渡辺 順子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ ラブテニス 須賀川市 0:57:34
227 10519 二瓶 孝二 ﾆﾍｲ ｺｳｼﾞ 岳温泉スキークラブ 二本松市 0:57:47
228 10223 山口 富子 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾐｺ 須賀川走友会 須賀川市 0:57:48
229 10218 柳沼 優子 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｺ 郡山市 0:58:03
230 10049 小野 周平 ｵﾉ ｼｭｳﾍｲ 本宮まゆみ小学校 郡山市 0:58:10
231 10045 廣田 一貴 ﾋﾛﾀ ｶｽﾞｷ エヌオーケー 二本松市 0:58:33
232 10353 海藤 裕貴 ｶｲﾄｳ ﾕｳｷ いわき市 0:58:59
233 10232 大友 和子 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｺ 共進工業 富岡町 0:59:28
234 10011 松本 翔 ﾏﾂﾓﾄ ｶｹﾙ ウエスト 田村市 0:59:39
235 10378 石垣 真弘 ｲｼｶﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 郡山市 0:59:46
236 10510 吾妻 敦 ｱﾂﾞﾏ ｱﾂｼ 郡山市 1:00:31
237 10432 入江 均 ｲﾘｴ ﾋﾄｼ 太田福祉記念会 郡山市 1:01:05
238 10329 佐藤 忠夫 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｵ 二本松市 二本松市 1:01:05
239 10325 大橋 利之 ｵｵﾊｼ ﾄｼﾕｷ 須賀川市 1:01:09
240 10221 西間木 佑子 ﾆｼﾏｷ ﾕｳｺ 須賀川走友会 須賀川市 1:01:21
241 10312 渡邉 大輔 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 本宮市 1:01:36
242 10215 会田 敬子 ｱｲﾀ ｹｲｺ 須賀川走友会 須賀川市 1:01:41
243 10506 北山 源司 ｷﾀﾔﾏ ﾓﾄｼ 有限会社みさわ 本宮市 1:01:49
244 10108 須田 美奈子 ｽﾀﾞ ﾐﾅｺ いわき市 1:01:49
245 10046 渡邊 盛彬 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞｱｷ 郡山市 1:02:22
246 10437 遠山 和幸 ﾄｵﾔﾏ ｶｽﾞﾕｷ 会津若松市 1:02:33
247 10448 安藤 忠徳 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀﾀﾞﾉﾘ 本宮市 1:02:37
248 10015 中尾 好幸 ﾅｶｵ ﾖｼﾕｷ 福島市 1:03:02
249 10207 滝尾 優子 ﾀｷｵ ﾕｳｺ 須賀川市 1:03:11
250 10517 鈴木 康雄 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ 郡山市 1:03:31

令和04年4月17日



第16回もとみやロードレース

10ｋｍ総合

Print: 2022/04/18 12:49:02 6 / 6 ページ Official Timer & Result By LAPSYSTEM

順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

251 10460 富澤 政仁 ﾄﾐｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾄ アルファ健香館 いわき市 1:03:33
252 10023 長浜谷 英明 ﾅｶﾞﾊﾏﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 福島市 1:04:11
253 10529 鹿野 英夫 ｼｶﾉ ﾋﾃﾞｵ 福島ＣＴＣ 福島市 1:04:35
254 10514 遊佐 朗 ﾕｻ ｱｷﾗ 二本松市 1:05:06
255 10104 佐藤 麻由子 ｻﾄｳ ﾏﾕｺ 郡山市 1:05:09
256 10101 宍戸 叶恵 ｼｼﾄﾞ ｶﾅｴ 本宮市 1:05:09
257 10447 渡辺 信和 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 福島市 1:05:50
258 10219 渡辺 教子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳｺ 昭和村 1:06:14
259 10452 久保田 浩 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｼ 三春町役場 三春町 1:06:17
260 10522 善方 均 ｾﾞﾝﾎﾟｳ ﾋﾄｼ 測量船旺備維會 須賀川市 1:06:25
261 10426 深田 悦康 ﾌｶﾀﾞ ﾖｼﾔｽ いわき市 1:06:34
262 10512 木島 敏幸 ｷｼﾞﾏ ﾄｼﾕｷ 須賀川走友会 須賀川市 1:07:34
263 10415 加藤 一位 ｶﾄｳ ｶﾂｲ ＭＲＣ 福島市 1:07:53
264 10103 茗花 愛奈 ﾅﾊﾞﾅ ｱｲﾅ チーム清原 いわき市 1:08:35
265 10109 鈴木 里歩 ｽｽﾞｷ ﾘﾎ いわき市 1:08:37
266 10515 清原 邦男 ｷﾖﾊﾗ ｸﾆｵ チーム清原 いわき市 1:08:38
267 10502 根本 久男 ﾈﾓﾄ ﾋｻｵ もとみやＲＣ 本宮市 1:10:00
268 10548 青木 勝敏 ｱｵｷ ｶﾂﾄｼ バイシクルトップ 郡山市 1:11:06
269 10523 吉田 容樹 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 中島走友会 中島村 1:11:23
270 10501 有馬 正昭 ｱﾘﾏ ﾏｻｱｷ 本宮市 1:13:55
271 10107 石川 あい ｲｼｶﾜ ｱｲ いわき市 1:18:07
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