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1 1047 平河内 祐也 平河内 結奈 郡山市 0:04:25
ﾋﾗｺｳﾁ ﾕｳﾔ ﾋﾗｺｳﾁ ﾕﾅ

2 1038 鈴木 金憲 鈴木 颯真 福島市 ７１１川俣八反田 0:04:26
ｽｽﾞｷ ｶﾈﾉﾘ ｽｽﾞｷ ｿｳﾏ

3 1046 田村 益宏 田村 優斗 白河市 0:04:31
ﾀﾑﾗ ﾏｽﾋﾛ ﾀﾑﾗ ﾕｳﾄ

4 1005 小野 陽平 小野 琉輝 本宮市 おのちゃん家 0:04:34
ｵﾉ ﾖｳﾍｲ ｵﾉ ﾘｭｳｷ

5 1043 吉田 絢也 吉田 悠真 須賀川市 0:04:38
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ ﾖｼﾀﾞ ﾕｳﾏ

6 1040 秋元 智浩 秋元 千愛 いわき市 ドリームキッズ 0:04:43
ｱｷﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ ｱｷﾓﾄ ﾁｱ

7 1032 近藤 一弘 近藤 悠穏 郡山市 0:04:44
ｺﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾛ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕﾉﾝ

8 1044 古川 貴弘 古川 夏輝 二本松市 あだちＲＣ 0:04:47
ﾌﾙｶﾜ ﾀｶﾋﾛ ﾌﾙｶﾜ ﾅﾂｷ

9 1050 佐藤 博道 佐藤 湧真 二本松市 安達ＲＣ 0:04:49
ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ ｻﾄｳ ﾕｳﾏ

10 1021 桑原 純一朗 桑原 由新 本宮市 あさかホスピタル 0:04:54
ｸﾜﾊﾞﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾝ

11 1006 鈴木 博光 鈴木 花依 本宮市 二本松信用金庫 0:05:02
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐﾂ ｽｽﾞｷ ｶｴ

12 1118 西條 晴佳 西條 心和 須賀川市 0:05:02
ｻｲｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ ｻｲｼﾞｮｳ ｺｺﾜ

13 1101 熊田 奈美 熊田 杏奈 本宮市 もとみやＲＣ 0:05:03
ｸﾏﾀﾞ ﾅﾐ ｸﾏﾀﾞ ｱﾝﾅ

14 1114 渡辺 知絵 渡辺 茉優 福島市 0:05:05
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾕ

15 1007 大内 康弘 大内 湖羽 本宮市 0:05:07
ｵｵｳﾁ ﾔｽﾋﾛ ｵｵｳﾁ ｺｳ

16 1113 野村 奈穂子 野村 飛陽 郡山市 関東ＲＣ 0:05:14
ﾉﾑﾗ ﾅﾎｺ ﾉﾑﾗ ﾋﾅﾀ

17 1045 神野藤 宏行 神野藤 愛陽 二本松市 Ａプロジェクト 0:05:15
ｶﾝﾉﾄｳ ﾋﾛﾕｷ ｶﾝﾉﾄｳ ﾏﾅﾋ

18 1014 古川 康平 古川 周磨 本宮市 0:05:18
ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾍｲ ﾌﾙｶﾜ ｼｭｳﾏ

19 1039 高根 昇 高根 貫 中島村 0:05:19
ﾀｶﾈ ﾉﾎﾞﾙ ﾀｶﾈ ﾄｵﾙ

20 1041 熊 勝之 熊 悠斗 いわき市 ドリームキッズランナーズ 0:05:20
ｸﾏ ｶﾂﾕｷ ｸﾏ ﾕｳﾄ

21 1002 藤原 大祐 藤原 大夢 本宮市 0:05:22
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾑ

22 1012 根本 拓明 根本 明季 本宮市 0:05:28
ﾈﾓﾄ ﾋﾛｱｷ ﾈﾓﾄ ｱｷﾄｷ

23 1015 岩澤 和也 岩澤 樹生 本宮市 0:05:32
ｲﾜｻﾜ ｶｽﾞﾔ ｲﾜｻﾜ ﾀﾂｷ

24 1116 佐藤 宏美 佐藤 英斗 本宮市 0:05:32
ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ ｻﾄｳ ｴｲﾄ

25 1119 菅原 かな子 菅原 千晴 郡山市 0:05:37
ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾅｺ ｽｶﾞﾜﾗ ﾁﾊﾙ

26 1027 渡辺 伸和 渡辺 乙輝 本宮市 0:05:37
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｶｽﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾂｷ
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27 1049 遠藤 学 遠藤 彩春 福島市 0:05:38
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾅﾌﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾛﾊ

28 1110 青木 綾夏 青木 湊音 本宮市 0:05:40
ｱｵｷ ｱﾔｶ ｱｵｷ ﾐﾅﾄ

29 1035 渡邉 雅之 渡邉 圭 福島市 0:05:41
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ

30 1048 柳沼 雅広 柳沼 秀哉 郡山市 0:05:44
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾏｻﾋﾛ ﾔｷﾞﾇﾏ ｼｭｳﾔ

31 1105 大谷 恵子 大谷 華 本宮市 0:05:45
ｵｵﾀﾆ ｹｲｺ ｵｵﾀﾆ ﾊﾅ

32 1020 大内 貴博 大内 伶真 本宮市 0:05:45
ｵｵｳﾁ ﾀｶﾋﾛ ｵｵｳﾁ ﾚｲﾏ

33 1019 川村 貴洋 川村 蘭真 本宮市 0:05:47
ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ｶﾜﾑﾗ ﾗﾝﾏ

34 1128 齋藤 啓子 齋藤 真帆 郡山市 0:05:49
ｻｲﾄｳ ｹｲｺ ｻｲﾄｳ ﾏﾎ

35 1009 冨田 邦彦 冨田 和彦 本宮市 0:05:50
ﾄﾐﾀ ｸﾆﾋｺ ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾋｺ

36 1127 我孫子 佳央里 我孫子 隼之介 郡山市 0:05:50
ｱﾋﾞｺ ｶｵﾘ ｱﾋﾞｺ ｼｭﾝﾉｽｹ

37 1107 加藤 早織 加藤 あん 本宮市 自衛隊 0:05:52
ｶﾄｳ ｻｵﾘ ｶﾄｳ ｱﾝ

38 1124 渡邊 朋子 渡邊 風 郡山市 0:05:59
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｾﾞ

39 1033 野村 顕弘 野村 飛文武 郡山市 三春町役場 0:05:59
ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ ﾉﾑﾗ ﾄﾓﾀ

40 1013 古川 淳 古川 稟望 本宮市 0:05:59
ﾌﾙｶﾜ ｱﾂｼ ﾌﾙｶﾜ ﾘﾉ

41 1022 五十嵐 謙 五十嵐 愛花 本宮市 0:06:00
ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝ ｲｶﾞﾗｼ ﾏﾅ

42 1117 秋元 愛 秋元 緋色 川内村 チーム秋元家 0:06:01
ｱｷﾓﾄ ｱｲ ｱｷﾓﾄ ﾋｲﾛ

43 1034 関山 宏大 関山 雫月 郡山市 あさかのＲＣ 0:06:05
ｾｷﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ ｾｷﾔﾏ ｼｽﾞｸ

44 1108 根本 美桜 根本 唯彩 本宮市 0:06:06
ﾈﾓﾄ ﾐｵｳ ﾈﾓﾄ ﾕｱ

45 1010 渡辺 琢哉 渡辺 晴南 本宮市 0:06:06
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾﾅ

46 1109 佐藤 温子 佐藤 将光 本宮市 0:06:12
ｻﾄｳ ｱﾂｺ ｻﾄｳ ﾏｻﾐﾂ

47 1126 国分 有紀 国分 心陽 郡山市 0:06:14
ｺｸﾌﾞﾝ ﾕｷ ｺｸﾌﾞﾝ ｺﾊﾙ

48 1024 鴫原 貞徳 鴫原 さくら 本宮市 0:06:14
ｼｷﾞﾊﾗ ｻﾀﾞﾉﾘ ｼｷﾞﾊﾗ ｻｸﾗ

49 1106 白石 璃奈 白石 陽人 本宮市 0:06:18
ｼﾗｲｼ ﾘﾅ ｼﾗｲｼ ﾊﾙﾄ

50 1023 金澤 雅之 金澤 宣博 本宮市 0:06:18
ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ

51 1121 半澤 圭南 半澤 柊太 二本松市 おひさま保育園 0:06:18
ﾊﾝｻﾞﾜ ｹｲﾅ ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ

52 1026 稲垣 悠 稲垣 莉久 本宮市 0:06:30
ｲﾅｶﾞｷ ﾕｳ ｲﾅｶﾞｷ ﾘｸ
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53 1120 斎藤 麻依 斎藤 壮亮 大玉村 白沢トリニティＪＶＣ 0:06:38
ｻｲﾄｳ ﾏｲ ｻｲﾄｳ ｿｳｽｹ

54 1123 吉津 聖美 吉津 帆華 会津若松市 0:06:38
ｷﾂ ｻﾄﾐ ｷﾂ ﾎﾉｶ

55 1102 二瓶 幸 二瓶 紗 本宮市 0:06:40
ﾆﾍｲ ﾐﾕｷ ﾆﾍｲ ｽｽﾞﾅ

56 1011 菅野 正人 菅野 真帆 本宮市 0:06:42
ｶﾝﾉ ﾏｻﾄ ｶﾝﾉ ﾏﾎ

57 1004 伊藤 幹男 伊藤 香澄 本宮市 0:06:43
ｲﾄｳ ﾐｷｵ ｲﾄｳ ｶｽﾐ

58 1125 渡邊 純子 渡邊 楓大 本宮市 0:06:56
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

59 1104 岩並 奈緒美 岩並 彩乃 本宮市 0:06:57
ｲﾜﾅﾐ ﾅｵﾐ ｲﾜﾅﾐ ｱﾔﾉ

60 1018 佐々 将継 佐々 姫葵 本宮市 0:06:58
ｻｻ ﾏｻﾂｸﾞ ｻｻ ﾋﾏﾘ

61 1042 小笠原 遼馬 小笠原 結心 新地町 0:07:07
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｮｳﾏ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｲﾄ

62 1028 遠藤 勝 遠藤 陸大 本宮市 0:07:11
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾙ ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ

63 1017 後藤 拓未 後藤 楓來 本宮市 0:07:13
ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾐ ｺﾞﾄｳ ｶｴﾗ

64 1003 大寺 真史 大寺 伸弥 本宮市 酔羽会 0:07:15
ｵｵﾃﾗ ﾏｻﾌﾐ ｵｵﾃﾗ ｼﾝﾔ

65 1103 加藤 翠 加藤 瑠華 本宮市 0:07:17
ｶﾄｳ ﾐﾄﾞﾘ ｶﾄｳ ﾙｶ

66 1037 吉田 隆之 吉田 百々音 郡山市 0:07:31
ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾓﾈ

67 1112 根田 亜希 根田 啓太郎 本宮市 0:07:34
ﾈﾀﾞ ｱｷ ﾈﾀﾞ ｹｲﾀﾛｳ

68 1036 塚原 健司 塚原 壮太朗 鏡石町 水曜ランでしょう 0:07:39
ﾂｶﾊﾗ ｹﾝｼﾞ ﾂｶﾊﾗ ｿｳﾀﾛｳ

69 1016 猪狩 茂 猪狩 愛心 本宮市 愛心陸上クラブ 0:07:59
ｲｶﾞﾘ ｼｹﾞﾙ ｲｶﾞﾘ ｱﾉﾝ

70 1115 横嶋 紀江子 横嶋 優愛 三春町 0:08:02
ﾖｺｼﾞﾏ ｷｴｺ ﾖｺｼﾞﾏ ﾕｱ

71 1111 渡辺 衣英 渡辺 奏登 本宮市 0:08:25
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾇｴ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾅﾄ

72 1030 春山 勇一 春山 玲乃葉 本宮市 0:08:38
ﾊﾙﾔﾏ ﾕｳｲﾁ ﾊﾙﾔﾏ ﾚﾉﾊ

73 1031 安齋 慶孝 安齋 慶翔 本宮市 0:09:19
ｱﾝｻﾞｲ ﾖｼﾀｶ ｱﾝｻﾞｲ ｹｲﾄ

74 1029 宍戸 弘樹 宍戸 磐梯 本宮市 0:09:25
ｼｼﾄﾞ ﾋﾛｷ ｼｼﾄﾞ ﾊﾞﾝﾀﾞｲ

75 1025 根本 和哉 根本 唯月 本宮市 0:12:38
ﾈﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ﾈﾓﾄ ﾕﾂﾞｷ
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