
1ｋｍ父と子
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 角田 博満・一太 鏡石町 ツノダゴルフ  0:03:48
2 渡邊 大介・健 南相馬市  0:03:53
3 堀金 孝之・心結 会津若松市  0:03:59
4 坂本 渉・陽南 郡山市 福島県立医大  0:04:01
5 半谷 智辰・優奈 会津若松市 会津若松市  0:04:12
6 目黒　信一・應春 鮫川村  0:04:15
7 佐藤　正守・駿 本宮市 糠沢小学校  0:04:20
8 平岩 直也・青澄 宮城県 ランパス  0:04:26
9 佐藤 康広・匠 栃木県  0:04:29
10 酒井　幸司・希々花 二本松市 杉田小学校  0:04:38
11 齋藤　正人・遙希 川俣町 福島銀行従組  0:04:41
12 古川 匠美・浬央 宮城県  0:04:46
13 武藤　久幸・陽葵 二本松市  0:04:51
14 五十嵐 史朗・愛奈 猪苗代町 五十嵐石材  0:04:54
15 斎藤 健志・琥羽 二本松市  0:04:55
16 高橋 健・太希 山形県  0:04:55
17 橋本 明久・杷奈 本宮市  0:04:58
18 七見　匡哉・一颯 本宮市 岩根小学校  0:04:59
19 遠藤 潤・空 郡山市  0:05:02
20 若松 茂樹・千花子 いわき市  0:05:03
21 渡辺　誠・煌祐 田村市 ときわランナーズ  0:05:04
22 志水 孝充・元 会津若松市 共立土建  0:05:07
23 阿部　智剛・胡桃 猪苗代町 猪苗代ＡＣ  0:05:11
24 星　和之・陽心 鏡石町 鏡石保育所  0:05:11
25 加藤 成樹・文実 福島市 福島医大  0:05:13
26 星 明彦・香奈萌 福島市  0:05:15
27 島村　健司・丸之亮 二本松市 とうわこども園  0:05:18
28 鷹觜 正輝・洸陽 二本松市  0:05:19
29 原　正明・翔太 伊達市 やまき工務店／こども園太田  0:05:21
30 菅田　光州・光宗 本宮市  0:05:23
31 遠藤　博宣・俊希 大玉村  0:05:24
32 嶋田 継二・隼士 宮城県  0:05:26
33 氏家　大介・空我 本宮市  0:05:31
34 鈴木 亮介・崇矢 郡山市  0:05:33
35 海藤 利明・ほなみ 郡山市  0:05:34
36 渡辺 辰也・拓真 郡山市  0:05:35
37 遠藤 衛・心羚 本宮市  0:05:36
38 吉村　仁一・あさひ 本宮市 糠沢小学校  0:05:39
39 工藤　誠二・萌生 本宮市  0:05:45
40 野口 徹・実莉 猪苗代町 ひまわり  0:05:49
41 伊藤 太史・大地 本宮市  0:05:50
42 今井 清一・紗菜 伊達市  0:05:52
43 横沢 吉人・心花 本宮市  0:05:52
44 渡邊 武蔵・紅采 郡山市 ケント英会話  0:05:55
45 松本 憲治・七海 二本松市  0:05:56
46 佐藤 慎悟・太一 二本松市  0:06:05
47 関根 聡・歩 玉川村 キビタンＲＣ  0:06:07
48 鹿又 哲也・虎哲 大玉村  0:06:12
49 小松 大輔・翼 郡山市 ＳＡＫＡＥ４６  0:06:18
50 樽川　淳一・彩那 郡山市 郡山市  0:06:20
51 佐藤 輝男・悠斗 本宮市  0:06:21
52 齋藤 広和・陸仁 宮城県  0:06:35
53 野本 信一・えみる 本宮市  0:06:46
54 宗形 勇作・遼馬 郡山市 薪屋さん  0:06:49
55 国分 重光・羚斗 二本松市 チーム安東  0:06:54
56 高野 弘和・六花 二本松市 二本松市役所  0:06:58
57 桑原　祐一朗・美咲 本宮市  0:07:02
58 根本 貴志・つむぎ 須賀川市  0:07:03
59 酒井　隆之・花 いわき市  0:07:07
60 三瓶 純・陽愛 本宮市 東亜通商  0:07:17
61 橋本 一夫・樹 郡山市  0:07:21
62 末永 勝弘・千紘 福島市  0:07:21
63 川前 善志・沙姫 郡山市  0:07:24



64 中村 大輔・健人 郡山市  0:07:45
65 斎藤　春喜・玲那 本宮市  0:07:48
66 鈴木 和胤・楓斗 天栄村 小松製作所  0:07:59
67 大類　信幸・  0:08:02
68 阿保 潤也・智也 青森県 チ－ム智也  0:08:09
69 柳沼 真行・航太 郡山市 宝来屋本店  0:08:16
70 伊藤　幹男・心晴 本宮市 さくら組  0:08:28
71 鈴木 剛・宙 伊達市 三栄精機製作所  0:09:40
72 渡辺 直哉・蓮 福島市  0:11:21

1Km母と子
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 松下 貴子・ゆめの 石川町 円谷ランナーズ  0:04:00
2 安斎 真弓・紗 二本松市 大平ドリーム  0:04:31
3 渡邊 沙織・伊織 南相馬市  0:04:42
4 渡辺 梨紗・優空 二本松市 大平ドリーム  0:04:45
5 野本 百代・みちる 本宮市  0:05:09
6 宗像　美樹・美月 郡山市 郡山陸上スポ少  0:05:11
7 五十嵐 佳奈・壮汰 郡山市  0:05:14
8 吉原 みゆき・宏紀 郡山市  0:05:19
9 岩橋 奈緒子・悠誠 猪苗代町  0:05:21
10 北川 笑子・結菜 福島市  0:05:25
11 菊池　歩・真歩 本宮市 岩根小学校  0:05:29
12 近内 幸子・千夏 郡山市  0:05:30
13 髙橋　美保・悠真 本宮市  0:05:30
14 佐藤 祐子・あさひ 郡山市  0:05:33
15 大内　恵梨子・陸 二本松市  0:05:37
16 渡部 友紀・来飛 会津若松市 横堀走友会  0:05:39
17 星 直子・希子 南会津町 ふぇりちぇＲＣ  0:05:39
18 菅野　江里華・瑠華 二本松市  0:05:42
19 大宮　百恵・靖梧 郡山市 郡山陸上スポ少  0:05:50
20 高野 文絵・恭佑 郡山市  0:05:50
21 佐藤 由香里・海 福島市  0:05:56
22 国分 由美子・美咲 本宮市 五百川小学校  0:06:01
23 上田　真由佳・拓心 本宮市  0:06:05
24 渡邊 裕美・藍夢 本宮市 佐藤製作所  0:06:10
25 矢吹　美和・優真 本宮市  0:06:10
26 橋本 真由美・渚 本宮市  0:06:11
27 国分 有紀・香凛 郡山市 太田西ノ内病院  0:06:14
28 小林 美香・龍太 宮城県  0:06:16
29 後藤 千春・亜梨沙 国見町  0:06:21
30 渡部 真奈美・賢信 郡山市  0:06:25
31 高野 美生・朱梨 本宮市  0:06:29
32 蛯原　亜由美・美咲 本宮市  0:06:30
33 渡邉 友紀・一輝 会津若松市  0:06:37
34 佐藤　佳織・颯亮 本宮市 福島芝浦電子  0:06:42
35 笹山 仁子・菜穂 大玉村  0:06:46
36 川名　芳江・りら 本宮市  0:06:47
37 薄井 久仁子・百花 郡山市 桃色学園  0:07:07
38 滝田 純子・理喬 郡山市  0:07:20
39 池澤 貞子・菜美 栃木県 株式会壱番屋  0:07:26
40 福地　洋子・颯 本宮市  0:07:35
41 末永 奈保・怜 福島市  0:07:41
42 大友 しのぶ・悠 宮城県  0:08:18
43 飯田　孝枝・一孝 郡山市 エムポリアム  0:08:55
44 酒井　朋子・駿 いわき市  0:10:01
45 鈴木 裕香・優誠 二本松市  0:10:04
46 菅野　葵・空來 本宮市  0:10:08
47 鈴木 由希子・悠真 福島市  0:10:38
48 滝田 絵理・彩葉 郡山市  0:11:32


