
5Km男子高校生～39歳
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 太田 元紀 須賀川市 水ラン  0:15:59
2 若菜 優雅 喜多方市 から紅の恋歌  0:16:21
3 高橋　歩夢 本宮市 日大東北高校  0:16:22
4 佐藤 寛毅 福島市 福島銀行  0:16:30
5 三瓶　将哉 川内村 ふたば未来学園  0:17:14
6 松田 有史 山形県 河北駅伝Ｂ  0:17:14
7 佐藤 工 宮城県 チームシュガー  0:17:29
8 濱崎 亮 白河市 白河ＡＣ  0:17:31
9 佐藤 圭太 本宮市 野田市走ろう会  0:17:39
10 根元 進 郡山市 阿部石油  0:17:52
11 宍戸　智紀 二本松市 東和ＲＣ  0:18:29
12 渡邉　光稀 本宮市 橘高校  0:18:43
13 土井 勇弥 山形県 ランジョグ  0:18:45
14 安斎 陸 二本松市 東和ＲＣ  0:18:48
15 高久 亮 栃木県 ＪＡなすの  0:19:12
16 猪股 洋一郎 会津若松市 チーム栄優  0:19:25
17 五十嵐 芳章 郡山市  0:19:28
18 藤澤　隼太郎 中島村 中島駅伝チーム  0:19:45
19 松田 浩幸 郡山市 三恵舎  0:19:48
20 竹澤 佳祐 栃木県  0:19:55
21 三浦 葵 郡山市 郡山自衛隊  0:20:04
22 小島 裕之 北塩原村  0:20:05
23 後藤 仁志 国見町 国見町駅伝部  0:20:15
24 中野 貴大 国見町 国見町駅伝部  0:20:20
25 渡辺 高志 いわき市 ＦＵＳＡ０６  0:20:42
26 岡田 凌摩 郡山市 日本大学  0:20:53
27 佐々木 俊夫 本宮市 失速おじさん  0:20:53
28 先崎 明男 本宮市 ヤマト運輸  0:21:05
29 佐藤 慶太 須賀川市 須賀川信用金庫  0:21:10
30 佐藤 拓也 田村市  0:21:42
31 笹山 健 大玉村  0:22:16
32 末永　純志 福島市  0:22:16
33 安藤 拓 須賀川市 円谷ランナーズ  0:22:17
34 小松　孝次 鮫川村 さめがわＲｕｎ  0:22:30
35 佐藤 光樹 栃木県  0:22:31
36 安田　悟 本宮市 森重登山部  0:23:00
37 上野 善治 郡山市 太田総合病院  0:23:28
38 桑原　信一 郡山市  0:24:03
39 佐藤 幸治 二本松市  0:24:14
40 大類 洋輔 山形県  0:24:25
41 丹治 剛俊 本宮市  0:24:26
42 佐久間　誠 三春町  0:24:37
43 木崎 裕弘 郡山市  0:24:47
44 近藤 誉之 いわき市  0:24:52
45 蛯原　友之 本宮市  0:24:59
46 梅原 智也 二本松市  0:25:17
47 斎藤 祐哉 郡山市 三恵舍  0:25:45
48 柳田 淳 郡山市 山崎レーシング  0:26:01
49 鈴木 有政 福島市  0:26:13
50 渡辺 正勝 郡山市 山崎レーシング  0:26:52
51 熊倉　佑太 郡山市  0:26:52
52 佐藤 和 二本松市 山崎レーシング  0:27:00
53 渡辺 将矢 郡山市  0:27:31
54 鈴木　哲也 大玉村 うーやんズ  0:27:45
55 武田　恒一 本宮市 福島銀行従組  0:27:46
56 塚原 幸哲 郡山市 ＵＥＸＣＲＣ  0:28:01
57 岡部 慎也 郡山市 山崎レーシング  0:28:43
58 相原 朗彦 宮城県  0:29:01
59 渡部 健二 湯川村 三菱伸銅ＲＣ  0:29:28
60 須賀川 将 宮城県  0:29:33
61 角田　倫平 南相馬市 福島銀行従組  0:30:04
62 緑川 直人 郡山市 三恵舎  0:30:12
63 遠藤　恭史郎 宮城県  0:31:46



64 後藤　憂 宮城県  0:31:47
65 齋藤 智 宮城県 スイーツ陸上部  0:32:40
66 東海林 篤 田村市  0:34:04
67 山口 隼也 南会津町 ふぇりちぇＲＣ  0:35:09
68 國分 直人 本宮市  0:36:39
69 只木 孝之 福島市  0:36:52
70 遠藤　竜之介 本宮市  0:40:44
71 丸山　晃男 郡山市  0:40:45

5Km男子40歳代
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 大友 浩一 宮城県 （株）ケーヒン  0:18:23
2 渡邊　正浩 桑折町 ㈱倉島商店  0:18:24
3 倉持 義彦 栃木県  0:18:55
4 佐々木　勝治 伊達市  0:19:38
5 渡会 信 宮城県 ニューフレンド  0:19:46
6 津田 茂 郡山市 東京応化  0:19:49
7 水野 司 須賀川市 ろくにぃ～ず。  0:19:52
8 宮下 昭則 郡山市 会社員  0:19:55
9 早川 真也 福島市  0:20:46
10 黒江 哲 川俣町  0:21:29
11 高橋 雄一 宮城県  0:21:29
12 稲垣 瑞穂 茨城県  0:22:21
13 岡田 力 いわき市  0:22:59
14 須貝 真実 山形県  0:23:39
15 関本 欽一 会津若松市  0:23:53
16 橋本 満 郡山市  0:23:57
17 新田　善之 本宮市  0:24:46
18 生亀 崇央 会津若松市 三菱伸銅  0:24:51
19 佐久間 健 郡山市  0:25:08
20 押部 哲治 神奈川県 ＳＧＰ  0:25:15
21 飛田 憲男 郡山市  0:25:21
22 千代 智之 会津若松市 千代総合保険  0:25:33
23 伊勢谷 憲一 本宮市  0:25:34
24 橋本 泰明 三春町  0:25:35
25 高橋 彰 宮城県 北日本電線  0:25:40
26 橋本　誠一 本宮市 髪工房はしもと  0:25:41
27 今野 光輝 福島市  0:25:41
28 鈴木 良和 会津若松市 ＭＲＣ  0:25:45
29 橋本 祐之 郡山市 なのだ！  0:26:25
30 江川 洋介 喜多方市 さくらランナー  0:26:55
31 森 淳 千葉県  0:26:56
32 丹治 和行 福島市  0:27:03
33 渡邉 雅之 福島市  0:27:18
34 宇山　利弘 本宮市 本宮市社協  0:27:30
35 山田 暢也 相馬市  0:27:47
36 小水 欧貴 福島市 とみっぴーＲＣ  0:27:51
37 高橋 弘幸 千葉県  0:27:52
38 安藤　忠徳 本宮市  0:27:52
39 木村 弘樹 鮫川村  0:28:18
40 熊谷 一夫 郡山市 山崎レーシング  0:29:09
41 河原　功 伊達市 本宮市役所  0:29:23
42 水上 浩行 郡山市 寿泉堂綜合病院  0:30:55
43 三浦 謙治 郡山市 ヒムロック  0:31:36

5Km男子50歳代
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 杉浦 彰彦 愛知県  0:18:33
2 岩田 隆敏 郡山市 パナソニック  0:18:40
3 今泉　正行 群馬県  0:18:43
4 市川 勝夫 田村市 けやきの森  0:18:46
5 本田 賢 郡山市  0:19:16
6 佐藤 秀光 栃木県 北宇都宮駐屯地  0:19:38
7 加藤　武夫 いわき市 サンライズ  0:20:08
8 高庄　太平 栃木県 井頭走り隊  0:20:48
9 新関　剛 福島市 福島県庁  0:20:56
10 小泉 聖一 栃木県 那須塩原市役所  0:21:06



11 山本 一力 郡山市 山崎レーシング  0:21:21
12 佐藤　正人 会津美里町 会津美里健走会  0:23:53
13 後藤 信雄 栃木県  0:24:15
14 小川　文夫 喜多方市 ＫＲＣ  0:25:38
15 渡邊 聖樹 郡山市  0:26:19
16 斎藤　和典 二本松市  0:26:36
17 石澤 紀雄 山形県  0:28:20
18 八百板　雄市 福島市  0:29:21
19 阿部 憲夫 本宮市 阿部オフィス  0:34:41
20 渡辺 洋一 郡山市  0:34:42
21 福田 雅人 二本松市 二本松市  0:47:20

5Km男子60歳代
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 熊田 賢一 須賀川市  0:19:46
2 栗崎　芳盛 栃木県  0:19:49
3 篠原　要行 茨城県 高萩走友会  0:21:09
4 渡辺 守永 いわき市 ＮＰＫラン  0:21:19
5 小林 健 矢祭町 楽楽走友会矢祭  0:21:40
6 塩田　典夫 いわき市 心愛と蒼天  0:21:44
7 影山　四郎 郡山市 隊友会郡山  0:21:45
8 橋本 克己 栃木県 那須塩原市陸協  0:21:47
9 山本　敏行 郡山市  0:21:54
10 武藤　幸男 栃木県 栃の葉ＲＣ  0:22:27
11 星野　一夫 栃木県 鹿沼健康走ろう会  0:22:46
12 渡部　秀一 郡山市  0:22:49
13 安藤　正春 本宮市  0:23:08
14 島田 正一 埼玉県  0:23:24
15 野藤　健純 青森県  0:23:32
16 川上　力 矢吹町  0:23:43
17 高橋 寛紀 本宮市 もとみやＲＣ  0:23:50
18 渡辺　亨 福島市 二本松信用金庫  0:24:40
19 鈴木　隆夫 千葉県 ちば海浜ＭＣ  0:24:49
20 須藤　良正 須賀川市 池田温泉病院  0:24:50
21 梅津 一祐 いわき市  0:25:08
22 佐藤　正 矢吹町  0:25:24
23 井川　一男 二本松市  0:25:41
24 坂本　房雄 茨城県 鹿島灘ＪＣ潮来  0:25:48
25 星 孝規 会津若松市  0:26:11
26 遠藤　誠 郡山市 隊友会郡山  0:26:25
27 太田　光保 宮城県  0:27:51
28 二瓶　弘 福島市  0:29:48
29 長谷川 順三 福島市  0:31:05
30 今泉　和樹 鏡石町 須賀川市役所Ｒ  0:31:32
31 増田　光雄 本宮市  0:31:38
32 河野　仁 本宮市  0:33:34
33 引間　重雄 郡山市 郡山あさかの学  0:33:45
34 石田 政久 東京都  0:34:58

5Km男子70歳以上
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 鹿野　克夫 福島市 松浦建工所ＲＣ  0:20:27
2 藤田　健司 福島市  0:22:09
3 添田　義和 須賀川市 須賀川釣走人  0:23:45
4 橋本　郁夫 郡山市 隊友会郡山  0:24:04
5 三村　征三 川俣町 カープ  0:24:21
6 村上　俊弘 国見町 福島走ろう会  0:24:25
7 菊地　先雄 会津美里町 会津美里健走会  0:25:01
8 宍戸　正 桑折町 柊椋瑛ＲＣ  0:25:31
9 三浦　和美 二本松市  0:25:44
10 星　満 会津美里町 会津美里健走会  0:25:53
11 酒井　昌男 山形県 南八会  0:26:41
12 増子　邦明 三春町 田村高校校務員  0:26:49
13 石谷 雅春 埼玉県 東松山陸友会  0:26:55
14 内田　一夫 埼玉県 曙走ろう会  0:27:10
15 菅野　秀男 川俣町 川俣ＡＣ  0:27:57
16 独古　義松 郡山市 隊友会郡山  0:29:11



17 横山　充 伊達市 サンフラワーズ  0:30:19
18 紺野　卓男 福島市 福島走ろう会  0:30:37
19 田部　仙三郎 会津若松市 どよらん福島  0:30:42
20 仲江　正季 川俣町  0:32:07
21 佐藤　晴雄 三春町 森　ＲＣ  0:32:58
22 鈴木　諭 福島市 北信ＲＣ  0:33:03
23 小鮒 芳弘 会津若松市 鮒むら  0:33:37
24 矢口　安廣 福島市 北信ＲＣ  0:33:55
25 伊藤　勝悦 福島市 伊藤－ＲＣ  0:34:25
26 伊藤　正信 郡山市 みどりクラブ  0:36:33
27 土田　昭明 矢吹町  0:37:10
28 清水 孝義 茨城県 街道クラブ  0:38:50
29 庄條　三男 会津若松市 ＪＲＯＢ  0:42:06
30 鈴木　俊郎 郡山市 郡山健走会  0:42:16
31 佐藤　忠雄 福島市 福島走ろう会  0:54:19

5Km女子高校生～39歳
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 木戸 美帆 石川町  0:18:53
2 宮本 真理 伊達市 山崎レーシング  0:22:58
3 小西 幸恵 いわき市  0:23:26
4 若山 貴子 山形県  0:24:39
5 田村 望実 須賀川市  0:25:21
6 梅谷 思保 国見町  0:25:31
7 山本 琴音 郡山市 ル・プロジェ  0:26:23
8 小林 里菜 須賀川市  0:26:42
9 増子　智美 三春町  0:27:03
10 高野 美幸 大玉村 ハムちゃんズ  0:27:31
11 梅谷 由紀子 国見町  0:27:41
12 我妻 美沙希 福島市  0:28:01
13 佐藤 加奈 宮城県 スイーツ陸上部  0:28:09
14 佐藤　梢 本宮市  0:28:22
15 永元 宏美 須賀川市 ランジョグ  0:28:33
16 石川　美千代 二本松市  0:28:36
17 国分 夏子 本宮市  0:28:41
18 小野 京子 相馬市  0:28:47
19 高橋 千春 郡山市 ｍｕｍ  0:29:01
20 五十嵐 志乃 郡山市  0:29:12
21 田村 光恵 郡山市 山崎レーシング  0:29:41
22 渡辺 浩美 福島市  0:29:42
23 安藤　美咲 東京都  0:29:49
24 小森 千聖 福島市  0:30:32
25 矢吹　直美 鮫川村 さめがわＲｕｎ  0:31:20
26 佐々木　絢音 宮城県  0:31:46
27 箱崎　真由美 いわき市  0:31:50
28 菅田　絢 本宮市  0:32:05
29 櫻井 典子 郡山市  0:32:52
30 藤野 琴美 宮城県  0:32:59
31 片寄 碧 いわき市 いわき秀英高校  0:33:05
32 木崎 未来 郡山市  0:33:19
33 大川原 ゆかり いわき市  0:33:46
34 古川 恵 会津若松市  0:33:50
35 大川原 めぐみ いわき市  0:34:08
36 猪狩　敦子 いわき市 福島銀行従組  0:34:37
37 佐久間　恵 三春町  0:34:41
38 松川 琴枝 宮城県 スイーツ陸上部  0:35:14
39 近藤 奈津美 郡山市 ｍｕｍ  0:35:30
40 柳沼 純枝 郡山市  0:36:26
41 吉田 夏子 白河市 ひいちゃんず  0:37:44

5Km女子40歳以上
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 橋本　由香里 三春町 三春の翔＆みー  0:21:35
2 鈴木　美奈子 会津美里町 坂下厚生病院  0:22:33
3 鈴木　亜希子 本宮市  0:24:26
4 小笠原　知子 宮城県 塩釜ＦＭＣ  0:25:24
5 室井 多鶴子 須賀川市 公立岩瀬病院  0:26:11



6 土田 智保 川俣町  0:26:30
7 根本 景子 二本松市 松井屋米屋  0:26:56
8 戸城　陽子 本宮市 ＳＳＡＣ  0:28:04
9 川村 真紀 岩手県  0:28:08
10 津田 伊寿美 宮城県  0:28:22
11 柳沼 優子 郡山市  0:28:34
12 石川 史穂 郡山市  0:28:44
13 横山　蔦子 伊達市 サンフラワーズ  0:29:24
14 山田 陽子 相馬市  0:29:58
15 塩田 佳子 須賀川市  0:30:46
16 佐藤　礼子 福島市  0:30:52
17 富取 千代子 山形県  0:31:14
18 蛭田　清代枝 鮫川村 さめがわＲｕｎ  0:31:20
19 岡部　亜紀 鮫川村 さめがわＲｕｎ  0:31:20
20 小野田 由美子 二本松市  0:31:33
21 菅野 小百合 福島市  0:31:42
22 高橋 亜紀子 福島市  0:31:51
23 山田　洋子 川俣町  0:32:03
24 渡邉 美輝子 福島市  0:32:17
25 星 美穂子 南会津町 ふぇりちぇＲＣ  0:32:23
26 市場 直子 宮城県  0:32:27
27 加藤　京子 本宮市  0:32:27
28 別宮 未歩 宮城県  0:32:56
29 田辺 美江 郡山市  0:33:52
30 森 孝子 千葉県  0:34:31
31 近藤 美和子 須賀川市 ◆チームサイヤ  0:34:53
32 柳沼 幸枝 三春町  0:36:07
33 薄井 久仁子 郡山市 桃色学園  0:36:33
34 遠藤　洋美 郡山市  0:37:59


