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1 5011 安濃 佑真 ｱﾝﾉｳ ﾕｳﾏ 帝京安積高校 白河市 0:15:22
2 5035 神野藤 宏行 ｶﾝﾉﾄｳ ﾋﾛﾕｷ Ａプロジェクト 二本松市 0:15:22
3 5034 太田 元紀 ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ 水曜ランでしょう 須賀川市 0:15:29
4 5025 根本 翔 ﾈﾓﾄ ｼｮｳ 広野駅伝チーム 広野町 0:15:34
5 5043 雅樂川 歩 ｳﾀｶﾞﾜ ｱﾕﾑ 会津高校陸上部 北塩原村 0:16:03
6 5037 大河原 旭 ｵｵｶﾜﾗ ｱｻﾋ 安積黎明ランニング倶楽部 白河市 0:16:12
7 5028 半澤 悠司 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 広野駅伝チーム 広野町 0:16:25
8 5008 国分 渉夢 ｺｸﾌﾞﾝ ｱﾕﾑ もとみやＲＣ 本宮市 0:16:34
9 5030 関根 大将 ｾｷﾈ ﾀﾞｲｽｹ 広野駅伝チーム 広野町 0:16:45
10 5022 村上 秀 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ 本宮市 0:16:47
11 5014 浦山 陽介 ｳﾗﾔﾏ ﾖｳｽｹ 安積黎明ランニング倶楽部 三春町 0:16:51
12 5020 新田 勝士 ﾆｯﾀ ｶﾂｼﾞ 水ラン いわき市 0:17:01
13 5016 林 琉聖 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｾｲ いわき市 0:17:20
14 5036 木村 紘貴 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 新地ランニングクラブ 新地町 0:17:22
15 5319 木内 康介 ｷｳﾁ ｺｳｽｹ 相馬市 0:17:27
16 5033 菅野 元紀 ｶﾝﾉ ﾓﾄｷ ＪＡふくしま未来 三春町 0:17:41
17 5041 北條 翔 ﾎｳｼﾞｮｳ ｼｮｳ 水練 いわき市 0:17:45
18 5329 紺野 春樹 ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ 福島市 0:17:46
19 5015 松本 路人 ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾁﾋﾄ ＮＥＫ 楢葉町 0:17:58
20 5039 勝山 智博 ｶﾂﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 白金運輸 桑折町 0:17:59
21 5010 西山 樹 ﾆｼﾔﾏ ｲﾂｷ ドリームキッズ いわき市 0:18:03
22 5026 大和田 幸弘 ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 広野駅伝チーム 広野町 0:18:09
23 5004 佐藤 亮平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 本宮市 0:18:09
24 5316 秋元 正人 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾄ チーム秋元家 川内村 0:18:15
25 5411 高坂 治彦 ﾀｶｻｶ ﾊﾙﾋｺ 須賀川市 0:18:31
26 5406 結城 克徳 ﾕｳｷ ｶﾂﾉﾘ チームはるか 喜多方市 0:18:32
27 5401 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 須賀川走友会 須賀川市 0:19:03
28 5504 山田 孝志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ ふくしま持久力クラブ 伊達市 0:19:05
29 5309 大内 昭三 ｵｵｳﾁ ｼｮｳｿﾞｳ たまランＲＣ いわき市 0:19:07
30 5208 鈴木 裕美 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾐ 福島マスターズクラブ 福島市 0:19:11
31 5512 本田 賢 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 郡山ヒロセ電機 郡山市 0:19:13
32 5403 大内 利典 ｵｵｳﾁ ﾄｼﾉﾘ わんだの泉ＲＣ 郡山市 0:19:19
33 5302 佐久間 博之 ｻｸﾏ ﾋﾛﾕｷ 本宮市 0:19:49
34 5410 菅野 和敏 ｶﾝﾉ ｶｽﾞﾄｼ 菅又ランニング 福島市 0:19:50
35 5313 吉崎 智由 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓﾖｼ いわき市 0:19:54
36 5023 中島 徹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｵﾙ 広野駅伝チーム 広野町 0:20:27
37 5042 渡邊 拓矢 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾔ ＭＲＳ 三春町 0:20:31
38 5113 大川原 菜々海 ｵｵｶﾜﾗ ﾅﾅﾐ 広野駅伝チーム 広野町 0:20:36
39 5205 松下 貴子 ﾏﾂｼﾀ ﾀｶｺ 円谷ランナーズ 石川町 0:20:48
40 5323 松本 仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾄｼ ルービィ工業 会津若松市 0:20:50
41 5311 安斎 誠 ｱﾝｻﾞｲ ﾏｺﾄ 二本松市 二本松市 0:20:51
42 5013 宗像 楓雅 ﾑﾅｶﾀ ﾌｳｶﾞ ドリームキッズランナーズ いわき市 0:20:52
43 5110 渡辺 明美 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｹﾐ 三春町 0:20:55
44 5118 鈴木 佑己子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ ＭＡＸ 南相馬市 0:20:58
45 5001 市川 雄史 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼ もとみやＲＣ 本宮市 0:21:10
46 5412 加藤 武夫 ｶﾄｳ ﾀｹｵ サンライズ いわき市 0:21:13
47 5303 武田 茂 ﾀｹﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 本宮市 0:21:21
48 5310 田澤 善明 ﾀｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ 須賀川市 0:21:27
49 5115 鈴木 菜穂 ｽｽﾞｷ ﾅｵ 水曜ランでしょう 須賀川市 0:21:37
50 5317 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 大玉村 0:21:46
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51 5312 滝深 孝寿 ﾀｷﾌｶ ﾀｶﾄｼ 棚倉ＲＣ 棚倉町 0:21:53
52 5040 橋本 大地 ﾊｼﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 郡山市 0:22:03
53 5408 齋藤 正利 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄｼ 西会津町役場 西会津町 0:22:09
54 5307 遊佐 政宏 ﾕｻ ﾏｻﾋﾛ 本宮郵便局 本宮市 0:22:16
55 5508 渡辺 守永 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾘｴｲ いわき市 0:22:18
56 5213 鈴木 紗希子 ｽｽﾞｷ ｻｷｺ 本宮トライアスロンクラブ 郡山市 0:22:24
57 5112 松本 安春己 ﾏﾂﾓﾄ ｱｽﾐ 広野駅伝チーム 広野町 0:22:28
58 5301 高橋 啓夫 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｵ 本宮市 0:22:35
59 5507 齋藤 雅美 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐ 南会津町 0:22:39
60 5105 酒井 伶菜 ｻｶｲ ﾚｲﾅ 本宮市 0:22:42
61 5325 青木 健一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ チーム青木 いわき市 0:22:45
62 5116 渡辺 寿恵 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｴ Ａプロジェクト 二本松市 0:22:55
63 5414 平山 宗昭 ﾋﾗﾔﾏ ﾑﾈｱｷ あさかのＲＣ 郡山市 0:22:57
64 5226 小沢 勝子 ｵｻﾞﾜ ｶﾂｺ もとみやＲＣ 本宮市 0:23:00
65 5002 高橋 爽太 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 本宮市 0:23:01
66 5518 白土 敏夫 ｼﾗﾄﾞ ﾄｼｵ 南相馬市 南相馬市 0:23:06
67 5314 武藤 健 ﾑﾄｳ ﾀｹｼ 会津若松市 0:23:11
68 5603 星 利喜意 ﾎｼ ﾘｷｲ 白河走ろう会 白河市 0:23:18
69 5514 渡邊 次男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｷﾞｵ 板倉病院 福島市 0:23:21
70 5324 荒 真吾 ｱﾗ ｼﾝｺﾞ 南相馬市 0:23:22
71 5204 津田 夕紀 ﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 本宮市 0:23:29
72 5510 島津 美智雄 ｼﾏﾂ ﾐﾁｵ 福島市 0:23:50
73 5509 中里 史郎 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾛｳ 郡山健走会 郡山市 0:24:12
74 5517 湊 光之 ﾐﾅﾄ ﾐﾂﾕｷ 南相馬市 0:24:14
75 5102 成田 尚美 ﾅﾘﾀ ﾅｵﾐ 本宮市 0:24:14
76 5223 和知 真紀子 ﾜﾁ ﾏｷｺ 棚倉町 0:24:24
77 5609 篠木 正志 ｼﾉｷﾞ ﾏｻｼ 伊藤ランニングクラブ 福島市 0:24:25
78 5003 伊藤 幹男 ｲﾄｳ ﾐｷｵ 運び屋 本宮市 0:24:26
79 5018 加藤 広隆 ｶﾄｳ ﾋﾛﾀｶ いわき市 0:24:30
80 5216 酒井 明美 ｻｶｲ ｱｹﾐ 会津若松市 0:24:32
81 5106 三輪 光知 ﾐﾜ ﾐｯﾁ 田村市 0:24:40
82 5605 猪狩 貢 ｲｶﾞﾘ ﾐﾂｷﾞ 川内村 0:24:43
83 5604 渡辺 龍二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳｼﾞ ポンタＲＣ 福島市 0:24:45
84 5606 林 晴吾 ﾊﾔｼ ｾｲｺﾞ 二本松市 0:24:58
85 5416 水下 弘一 ﾐｽﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 何苦楚ＲＵＮ支援隊 会津若松市 0:25:28
86 5601 影山 四郎 ｶｹﾞﾔﾏ ｼﾛｳ 隊友会 郡山市 0:25:31
87 5513 富樫 平 ﾄｶﾞｼ ﾀｲﾗ 郡山市 0:25:45
88 5506 渡部 修作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾕｳｻｸ 会津若松市 0:26:12
89 5515 八巻 明 ﾔﾏｷ ｱｷﾗ 福島市 0:26:12
90 5321 猪狩 祐介 ｲｶﾞﾘ ﾕｳｽｹ 福島県庁 福島市 0:26:27
91 5206 永元 宏美 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾋﾛﾐ ランジョグ 須賀川市 0:26:38
92 5108 ＷＩＬＬＩＡＭＳ ＬＡＣＥＹ・ＬＹＮＮ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ ﾚｲｼｰﾘﾝ 郡山市 0:26:58
93 5306 新田 善之 ﾆｯﾀ ﾖｼﾕｷ 本宮市 0:27:04
94 5211 高橋 昌子 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｺ ライオン菓子 二本松市 0:27:04
95 5315 江川 洋介 ｴｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ ほおの木陸上部ＯＢ 喜多方市 0:27:05
96 5203 戸城 陽子 ﾄｼﾛ ﾖｳｺ 本宮市 0:27:09
97 5221 小林 里菜 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾅ 須賀川市 0:27:46
98 5117 影山 未怜 ｶｹﾞﾔﾏ ﾐｻﾄ 水曜ランでしょう 三春町 0:27:54
99 5217 小畑 牧子 ｺﾊﾞﾀｹ ﾏｷｺ 南相馬市 0:28:03
100 5012 小林 剛大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ みどり工房 郡山市 0:28:25
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101 5202 高野 美生 ﾀｶﾉ ﾐｷ 本宮市 0:28:27
102 5501 廣田 祐次 ﾋﾛﾀ ﾕｳｼﾞ 大玉健走会 本宮市 0:28:37
103 5114 渡邉 聖良 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾗ 大玉村 0:28:45
104 5320 宮口 顕 ﾐﾔｸﾞﾁ ｱｷﾗ チームどんまい 福島市 0:28:49
105 5402 鈴木 一弘 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ いわき市 0:29:05
106 5038 菅野 善照 ｶﾝﾉ ﾖｼﾃﾙ 郡山市 0:29:16
107 5210 横内 照代 ﾖｺｳﾁ ﾃﾙﾖ ＰＭＣテクニカ 本宮市 0:29:20
108 5219 小野 京子 ｵﾉ ｷｮｳｺ 相馬市 0:29:21
109 5505 藤崎 圭一 ﾌｼﾞｻｷ ｹｲｲﾁ 会津若松市 0:29:25
110 5407 佐藤 新一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 青木フルーツ 郡山市 0:29:35
111 5111 藁谷 ありさ ﾜﾗｶﾞｲ ｱﾘｻ 広野駅伝チーム 広野町 0:29:35
112 5005 加藤 篤史 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 本宮市 0:29:52
113 5415 熊谷 謙作 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｻｸ 二本松市 0:30:13
114 5305 鮫島 裕二 ｻﾒｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 尾家産業 本宮市 0:30:19
115 5516 白岩 安則 ｼﾗｲﾜ ﾔｽﾉﾘ あさか労務協議会 田村市 0:30:32
116 5212 小野田 由美子 ｵﾉﾀﾞ ﾕﾐｺ 二本松市 0:30:46
117 5103 川名 志歩 ｶﾜﾅ ｼﾎ 本宮市 0:30:48
118 5009 菅野 善孝 ｶﾝﾉ ﾖｼﾀｶ 本宮市 0:31:12
119 5511 池田 達郎 ｲｹﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ いわき市 0:31:37
120 5503 橋本 博樹 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛｷ 本宮市 0:31:49
121 5602 増田 光雄 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂｵ 本宮市 0:31:52
122 5209 福田 孝子 ﾌｸﾀﾞ ﾀｶｺ 泉崎村 0:32:25
123 5404 小林 昌樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ （株）久留米梱包運輸 郡山市 0:32:27
124 5215 原田 久美子 ﾊﾗﾀﾞ ｸﾐｺ 南相馬市 0:32:28
125 5220 田村 知恵 ﾀﾑﾗ ﾁｴ 須賀川走友会 須賀川市 0:32:41
126 5207 佐藤 礼子 ｻﾄｳ ﾚｲｺ 福島市 0:32:41
127 5006 青木 公栄 ｱｵｷ ｺｳｴｲ 本宮市 0:32:50
128 5521 川添 隆司 ｶﾜｿﾞｴ ﾀｶｼ 伊達市 0:32:51
129 5225 川添 映子 ｶﾜｿﾞｴ ｴｲｺ 伊達市 0:33:07
130 5101 佐藤 夏子 ｻﾄｳ ﾅﾂｺ もとみやＲＣ 本宮市 0:33:58
131 5104 塩田 香菜 ｼｵﾀ ｶﾅ 本宮市 0:34:46
132 5519 添田 正文 ｿｴﾀ ﾏｻﾌﾐ 須賀川市 0:37:36
133 5413 阿部 憲夫 ｱﾍﾞ ﾉﾘｵ 阿部マネジメント 本宮市 0:38:58
134 5405 櫻井 佳哉 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾔ 石川町 0:39:28
135 5019 熊谷 柊太郎 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳﾀﾛｳ いわき支援 いわき市 0:46:26
136 5520 小野 浩久 ｵﾉ ﾋﾛﾋｻ いわき市 0:46:27
137 5214 渡辺 愛子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｲｺ いわき市 0:48:48
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