
1. 2207 関根 昌芳 せきね まさよし 須賀川走友会 38:21 -

2. 2240 安齋 勝章 あんざい かつあき 安達RC 39:32 +01:11

3. 2223 高橋 憲太郎 たかはし けんたろう 40:38 +02:16

4. 2206 浅地 晴信 あさじ はるのぶ ふくしまＴＲＣ 40:54 +02:33

5. 2235 中川 宏久 なかがわ　ひろひさ コミスポ 41:01 +02:39

6. 2209 鈴木 秀樹 すずき ひでき 41:35 +03:14

7. 2219 大知里 巌 おおちり いわお クラリオンRC 42:49 +04:28

8. 2243 小泉 壮夫 こいずみ　もりお いわきトライトレイル 43:24 +05:03

9. 2215 根本 栄輝 ねもと えいき 高瀬小学校 43:43 +05:22

10. 2220 伊藤 正毅 いとう まさき 日東紡 44:39 +06:18

11. 2203 佐藤 勉 さとう つとむ 45:41 +07:20

12. 2211 安田 茂 やすだ しげる 中央台北小学校 45:47 +07:25

13. 2201 安斎 勝之 あんざい かつゆき 水土里ネット福島 46:01 +07:40

14. 2233 鈴木 聡 すずき さとし 46:22 +08:00

15. 2216 松岡 昌人 まつおか まさと 46:28 +08:06

16. 2230 渡辺 正美 わたなべ　まさみ 47:01 +08:40

17. 2228 柏原 和男 かしわばら かずお 真っすぐ歩く会 47:01 +08:40

18. 2229 吉田 征位 よしだ　ゆきのり 48:57 +10:36

19. 2232 庄子 真憲 しょうじ まさのり 48:59 +10:38

20. 2213 矢吹 義雄 やぶき よしお 49:24 +11:02

21. 2218 百合草 信広 ゆりくさ のぶひろ 50:27 +12:06

22. 2239 橋本 祐之 はしもと ひろゆき 自主ランBoo 50:28 +12:06

23. 2231 塩田 治 しおた おさむ 会津交通観光AC 51:31 +13:10

24. 2210 高橋 環 たかはし たまき 52:05 +13:44

25. 2212 大竹 昭仁 おおたけ あきひと 52:53 +14:31

26. 2238 新田 幸夫 にった ゆきお 53:00 +14:39

27. 2205 長田 勝明 おさだ かつあき リラクゼーション響白河 53:04 +14:43

28. 2208 国分 健児 こくぶん けんじ 福島イノベ機構 54:40 +16:19

29. 2222 星 克彦 ほし　かつひこ スタアデンタル 55:02 +16:41

30. 2234 塚本 勉 つかもと つとむ teamロッキーチャック 55:45 +17:23

31. 2241 須藤 健 すどう たけし 59:05 +20:44

32. 2221 山内 尚也 やまうち なおや － 1:00:04 +21:43

33. 2237 土屋 省吾 つちや せいご 1:00:07 +21:46

34. 2244 前原 清隆 まえはら　きよたか 1:01:33 +23:12

35. 2227 三浦 敏伸 みうら としのぶ アサカ理研 1:04:18 +25:56

36. 2236 芳賀 秀雄 はが ひでお 1:08:07 +29:46

37. 2224 根本 浩一 ねもと こういち 船引高等学校サッカー部 1:12:12 +33:51

Number of records: 37

第40回田村富士ロードレース大会 開催日 年-月-日

Result (22)10km一般男子D(50-59歳） START 09:20

順位 BIB 名前 ふりがな チーム名 タイム タイム差
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