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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都市名 記 録

1 1838 大内 龍太郎・翔琉 ｵｵｳﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ・ｶｹﾙ 福島陸協 伊達市 0:04:13
2 1814 永林 正博・美桜姫 ﾅｶﾞﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ・ﾐｵﾘ 小野町 0:04:36
3 1830 大内 幸彦・正太 ｵｵｳﾁ ﾕｷﾋｺ・ｼｮｳﾀ 本宮市 0:04:39
4 1805 渡辺 知絵・茉優 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾁｴ・ﾏﾕ 福島市 0:04:42
5 1824 三枝 武志・倖大 ﾐｴﾀﾞ ﾀｹｼ・ｺｳﾀﾞｲ 堀口ランナーズ 郡山市 0:04:44
6 1825 井上 豊・琉生 ｲﾉｳｴ ﾕﾀｶ・ﾙｲ 矢吹町 0:04:47
7 1806 大山 裕武・綾菜 ｵｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ・ｱﾔﾅ ＭＲＣ大山 郡山市 0:04:48
8 1835 長澤 恵輔・希 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲｽｹ・ﾉｿﾞﾐ 爆走戦隊走レンジャー 喜多方市 0:04:50
9 1822 大橋 弘子・統星 ｵｵﾊｼ ﾋﾛｺ・ｽﾊﾞﾙ 郡山市 0:05:21
10 1802 小鮒 望・心葉 ｺﾌﾞﾅ ﾉｿﾞﾐ・ｺｺﾊ 会津若松市 0:05:26
11 1828 高根 みのり・貫 ﾀｶﾈ ﾐﾉﾘ・ﾄｵﾙ 中島村 0:05:32
12 1809 金丸 哲・よつは ｶﾅﾏﾙ ｻﾄｼ・ﾖﾂﾊ 福島市 0:05:33
13 1810 金丸 美和・いろは ｶﾅﾏﾙ ﾐﾜ・ｲﾛﾊ 福島市 0:05:33
14 1833 宗形 奈美・心美 ﾑﾅｶﾀ ﾅﾐ・ｺｺﾐ 子鬼神 須賀川市 0:05:42
15 1821 樽川 淳一・晴駿 ﾀﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ・ﾊﾙﾏ ＶＯＬＧ ＲＣ 郡山市 0:05:51
16 1836 金澤 優香・岬 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｶ・ｺｳ 中島村 0:06:03
17 1808 古川 栄子・伊織 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｺ・ｲｵﾘ 矢吹町 0:06:05
18 1820 髙橋 優美・優花里 ﾀｶﾊｼ ﾕﾐ・ﾕｶﾘ 中島村 0:06:12
19 1811 鈴木 邦彦・結尊 ｽｽﾞｷ ｸﾆﾋｺ・ﾕﾀｶ 矢吹町 0:06:18
20 1815 常恒 有希・美結 ﾂﾈﾂﾞﾈ ﾕｷ・ﾐﾕ 矢吹町 0:06:26
21 1841 大場 茜・ルナ ｵｵﾊﾞ ｱｶﾈ･ﾙﾅ 矢吹町 0:06:45
22 1829 矢野 美香・航 ﾔﾉ ﾐｶ・ﾜﾀﾙ 鏡石町 0:06:47
23 1812 大塩 浩晃・明佳里 ｵｵｼｵ ﾋﾛｱｷ・ｱｶﾘ 三神幼稚園 矢吹町 0:06:48
24 1801 円谷 猛義・咲心 ﾂﾑﾗﾔ ﾀｹﾖｼ・ｻﾗ 矢吹町 0:06:50
25 1804 水野 昭三・和希 ﾐｽﾞﾉ ｼｮｳｿﾞｳ・ｶｽﾞｷ 郡山小原田走友 郡山市 0:06:57
26 1832 鈴木 麻里奈・結梨 ｽｽﾞｷ ﾏﾘﾅ・ﾕｳﾘ 矢吹町 0:07:04
27 1840 大高 拓也・陽貴 ｵｵﾀｶ ﾀｸﾔ・ﾊﾙｷ 矢吹町 0:07:15
28 1816 吉田 真美・旭輝 ﾖｼﾀﾞ ﾏﾐ・ｱｻﾋ 矢吹町 0:07:19
29 1827 佐藤 裕美・隼翔 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ・ﾊﾔﾄ 堀口ランナーズ 郡山市 0:07:35
30 1839 神崎 真由・渚 ｶﾝｻﾞｷ ﾏﾕ・ﾅｷﾞｻ 矢吹町 0:07:45
31 1817 正木 理沙・里穂 ﾏｻｷ ﾘｻ・ﾘﾎ 白河市 0:08:03
32 1803 野崎 沙織・愛結 ﾉｻﾞｷ ｻｵﾘ・ｱｲﾘ 玉川村 0:08:05
33 1834 深谷 昌利・春斗 ﾌｶﾔ ﾏｻﾄｼ・ﾊﾙﾄ 矢吹町 0:08:44
34 1818 角田 大作・羅偉 ﾂﾉﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ・ﾗｲ 矢吹町 0:08:48
35 1813 小野田 成宏・海成 ｵﾉﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ・ｶｲｾｲ いわき市 0:08:52
36 1837 渡邊 健太・桜成 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ・ｵｳｾｲ 矢吹町 0:09:34
37 1826 大木 香・すず ｵｵｷ ｶｵﾘ・ｽｽﾞ 浅川町 0:10:26
38 1823 阿部 恵理子・実桜 ｱﾍﾞ ｴﾘｺ・ﾐｵ 矢吹町 0:12:55
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