
1. 2118 吉田 浩一 よしだ　ひろかず ふくしま駅伝田村市チーム 35:43 -

2. 2115 小谷野 繁樹 こやの しげき 福島県庁 36:34 +00:51

3. 2130 鎌田 伸男 かまたの ぶお 36:56 +01:13

4. 2128 服部 真樹 はっとり まさき 安達RC 37:32 +01:48

5. 2121 星 直人 ほし なおと ふくしま駅伝下郷町チーム 37:57 +02:14

6. 2109 野村 顕弘 のむら あきひろ 三春町役場 38:10 +02:27

7. 2112 菊地 大作 きくち だいさく 38:18 +02:35

8. 2105 國分 健太郎 こくぶん けんたろう サンセイ医機 38:39 +02:55

9. 2157 北館 亮 きだたて りょう 希望ふくしまチーム 38:46 +03:02

10. 2101 石崎 正弘 いしざき まさひろ 帝京安積高校 39:15 +03:31

11. 2158 鈴木 貴人 すずき たかひと 希望ふくしまチーム 39:35 +03:52

12. 2131 松崎 俊文 まつざき としふみ 40:10 +04:27

13. 2150 吉田 卓也 よしだ たくや 41:09 +05:25

14. 2151 髙橋 政弘 たかはし まさひろ 41:30 +05:46

15. 2148 高島 秀一 たかしま しゅういち team-T 42:04 +06:20

16. 2126 志賀 直樹 しが なおき スピードボーイいわき 43:37 +07:54

17. 2111 板垣 淳 いたがき じゅん 44:51 +09:08

18. 2129 安斎 久仁雄 あんざい くにお 45:06 +09:22

19. 2141 馬場 仁 ばば じん MAX 45:45 +10:01

20. 2110 吉田 豊 よしだ　ゆたか 45:57 +10:13

21. 2139 安斎 友裕 あんざい ともひろ 安達ＲＣ 46:14 +10:30

22. 2122 渡部 起史 わたなべ たつし FTRC 46:52 +11:08

23. 2103 津守 琢 つもり たく 47:15 +11:31

24. 2140 伊東 義孝 いとう よしたか 殿さまＦＵＮＫＳ 47:33 +11:50

25. 2116 君島 悟 きみじま さとる モンキーマジック 47:46 +12:02

26. 2142 遊佐 政宏 ゆさ まさひろ 48:03 +12:20

27. 2123 小林 淳 こばやし あつし 48:31 +12:47

28. 2127 佐藤 勝清 さとう　かつきよ 48:31 +12:47

29. 2155 馬場 正樹 ばば　まさき 48:47 +13:03

30. 2124 栁沼 直也 やぎぬま　なおや ＴＭＲＣ 48:55 +13:12

31. 2133 神田 倫弘 かんだ みちひろ 49:19 +13:36

32. 2154 坂野 実 ばんの みのる 49:50 +14:07

33. 2136 佐藤 聡嗣 さとう さとし 49:54 +14:11

34. 2145 渡邊 武蔵 わたなべ むさし KENT英会話スクール 50:01 +14:17

35. 2153 高橋 哲也 たかはし てつや 50:52 +15:09

36. 2119 佐藤 信弥 さとう　しんや 51:04 +15:20

37. 2149 石井 登 いしい のぼる モンキーマジック 52:13 +16:29

38. 2134 山川 馨一郎 やまかわ けいいちろう KOOK 52:39 +16:55

39. 2104 町田 敦 まちだ あつし 54:25 +18:42

40. 2146 南條 和幸 なんじょう かずゆき 牛骨ランナーズクラブ 54:39 +18:56

41. 2138 岡部 豊 おかべ ゆたか 54:54 +19:10

42. 2137 菊地 清和 きくち きよかず 55:30 +19:47

43. 2156 門馬 宗幸 もんま　むねゆき 58:52 +23:09

44. 2143 白岩 幸二 しらいわ こうじ ときわランナーズ 1:00:47 +25:04

45. 2113 若松 利浩 わかまつ としひろ いわき湯本温泉若旦那チーム 1:01:01 +25:17

46. 2108 宮森 悟 みやもり さとる 1:01:30 +25:46

47. 2132 泉谷 浩二 いずたに こうじ 1:01:33 +25:49

48. 2117 笹山 義暁 ささやま よしあき 堀口ランナーズ 1:02:52 +27:08

49. 2152 人見 信一郎 ひとみ しんいちろう 馬場と走る会 1:03:01 +27:18
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50. 2120 吉田 正 よしだ ただし ハム工房みやこじ 1:04:43 +29:00

51. 2135 武田 敏 たけだ さとし 1:10:03 +34:20

Number of records: 51
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