
10ｋｍ男子高校生～39歳
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 渡邊 日出男 福島市 福島自衛隊  0:33:23
2 須藤 宏皓 須賀川市 郡山自衛隊  0:33:58
3 加藤 将士 須賀川市 円谷ランナーズ  0:34:31
4 小川　祐吾 中島村 中島駅伝チーム  0:34:34
5 桜岡 俊矢 会津若松市 会津学鳳高校  0:34:36
6 猪之詰 顕 栃木県 矢板ＲＣ  0:34:47
7 郷　謙輔 中島村 中島駅伝チーム  0:35:10
8 圓井 敏彦 鮫川村 マルソック  0:35:15
9 半澤 拓見 二本松市 猪苗代ＡＣ  0:35:22
10 吉田 和矢 本宮市 ネッツトヨタ  0:35:57
11 柳田 尚皓 栃木県 ノーボーダー  0:36:20
12 大内　龍太郎 伊達市 飯舘社協  0:36:26
13 大竹 陽介 福島市 枡病院  0:36:37
14 高橋 大地 郡山市 北粋ランクラブ  0:36:40
15 鈴木　悟 鮫川村 さめがわＲｕｎ  0:36:42
16 本郷 幸平 福島市 福島自衛隊  0:36:43
17 武藤　浩二 郡山市 ふくやまＲＣ  0:36:49
18 山崎 裕悟 本宮市 ＤＳ  0:36:54
19 大友 卓 宮城県  0:37:48
20 山田 雅之 会津若松市 三菱伸銅ＲＣ  0:38:01
21 佐藤 圭太 本宮市 野田市走ろう会  0:38:10
22 神田 友和 宮城県 エクシング  0:38:35
23 武藤　孝哉 二本松市 東和ＲＣ  0:38:46
24 大和田 恵一 郡山市  0:38:53
25 木村　吉希 会津美里町 会津工業  0:39:05
26 本田 克則 郡山市  0:39:22
27 齊藤 辰徳 郡山市  0:39:32
28 橋本 祥徳 二本松市 二本松市役所  0:39:43
29 原瀬 裕太 田村市 はらせさんち  0:39:47
30 三島木 洋平 福島市  0:40:20
31 柾木 一也 西郷村 西郷村  0:40:35
32 桑原　祐一朗 本宮市  0:40:36
33 鈴木 大地 本宮市 放送大学  0:40:37
34 難波 美彰 本宮市  0:40:42
35 小林 成志 郡山市 キビタンＲＣ  0:41:09
36 宍戸 聡 福島市 三宝環境整備  0:41:11
37 北舘 亮 三島町 三島町役場  0:41:28
38 橋本 洋太 茨城県  0:41:37
39 遠藤 潤 郡山市  0:41:52
40 丹野 光 二本松市 福島自衛隊  0:41:55
41 吉田 一雄 いわき市 ＴＥＡＭＥ×Ｒ  0:41:55
42 高橋 健 山形県  0:42:11
43 山田 和秀 白河市 住友ゴム  0:42:12
44 菅野 渉 伊達市  0:42:16
45 緑川　龍太郎 中島村 中島駅伝チーム  0:42:26
46 田中 優 喜多方市 ＫＲＣ  0:42:36
47 児玉 亮 福島市 丘の上の水工房  0:42:38
48 菊地 和弘 郡山市 新潟アルビＲＣ  0:42:42
49 大内　匡泰 伊達市 こゆりちゃん  0:42:46
50 根本 洋克 本宮市 日本通運（株）  0:42:55
51 安藤　勇人 本宮市 白沢中学校  0:42:55
52 橋本 和樹 本宮市  0:42:59
53 渡辺　徹 二本松市  0:43:12
54 佐藤 優樹 栃木県 作新学院  0:43:31
55 綱　淳壱郎 郡山市  0:43:34
56 武田 哲 郡山市  0:43:38
57 多田 哲也 郡山市  0:43:44
58 小野 友弘 福島市 エコエリア  0:43:49
59 三枝 和彦 山形県  0:44:20
60 鈴木 大空 本宮市 安達高校  0:44:49
61 国分 宏樹 本宮市  0:45:14
62 遊佐 桂介 本宮市  0:45:29
63 黒山 敦 郡山市 アストラゼネカ  0:45:43
64 松本 圭一 郡山市 ＵＥＸＣＲＣ  0:45:44
65 坂本 渉 郡山市 福島医大  0:45:47



66 野上 渉 郡山市 杏林製薬  0:46:04
67 永井　義信 福島市  0:46:09
68 高橋 秀幸 郡山市  0:46:11
69 有馬 清登 郡山市 岩瀬福祉会  0:46:34
70 小澤 良太 本宮市 長さんＲＣ  0:46:38
71 森谷 悠司 福島市  0:46:52
72 鈴木 一史 福島市  0:46:53
73 山内 洋平 郡山市 日精テクノ  0:46:53
74 今野 武 宮城県 ＳＭＭＣ－ＲＣ  0:46:55
75 近藤 健太 郡山市  0:47:24
76 佐藤 頌 いわき市 ＭＵＴＩＴＡ  0:47:25
77 渡辺　舜 大玉村  0:47:26
78 高橋 翼 二本松市 あだち共労  0:47:32
79 金 栄次 郡山市 ル・プロジェ  0:47:33
80 緑川 智博 福島市  0:47:37
81 田邉 秀哉 福島市 田邉製作所  0:47:48
82 丹治 大輔 福島市  0:47:49
83 八木沼 寛人 宮城県 カトゥーダ  0:48:13
84 柳沼 真行 郡山市 宝来屋本店  0:48:16
85 小柴 英明 本宮市  0:48:40
86 武村 陽 郡山市 （弁）けやき  0:48:44
87 浜田 章裕 埼玉県  0:48:52
88 安田　剛 二本松市 本宮市社協  0:49:01
89 稲熊 順治 栃木県 酒会マラソン部  0:49:05
90 鈴木 彬 いわき市  0:49:06
91 堀内 克哉 東京都 川口市消防局  0:49:10
92 安田　勇樹 本宮市 ㈲みさわ  0:49:25
93 野木 英至 須賀川市  0:49:38
94 仲畑 敦史 福島市  0:49:39
95 角田 尚徳 鏡石町 須賀川走友会  0:50:54
96 曳地　洋平 須賀川市 福島けんしん  0:50:56
97 佐々木 元気 いわき市 ＬＰＧＮＧＣ  0:51:10
98 近藤　駿 いわき市  0:51:23
99 佐藤 誠一 宮城県 白石蔵王企画  0:51:24
100 岩永 篤 桑折町 桑折町  0:51:35
101 佐藤 佳樹 須賀川市  0:51:43
102 佐藤 晃樹 宮城県  0:51:46
103 渡邉 太一郎 郡山市 バイタルネット  0:51:54
104 遠藤 廣志 本宮市  0:52:31
105 北山　研也 本宮市 ㈲みさわ  0:52:47
106 茨木 拓也 埼玉県  0:53:14
107 高梨 雄太 福島市 ピュアネス福島  0:53:18
108 宇梶 武 千葉県  0:53:40
109 桑原 裕 須賀川市 福島水処理  0:53:47
110 箭内 銀河 泉崎村  0:53:52
111 北 和幸 福島市  0:53:55
112 渡邊 武蔵 郡山市 ケント英会話  0:54:13
113 佐藤 秀 郡山市 小野薬品激走会  0:54:15
114 千原 真也 東京都  0:54:50
115 石井 大器 郡山市 堀口ランナーズ  0:54:56
116 土井 克也 本宮市  0:55:15
117 我妻 武広 郡山市 喜久田ラン  0:55:36
118 五十嵐 久明 郡山市 桃色学園  0:55:41
119 鴫原　正臣 川俣町  0:55:43
120 佐藤　雅之 本宮市  0:55:47
121 岡原 功一 郡山市  0:55:58
122 駒野 恭平 会津若松市 ＮＰＫＫ  0:56:00
123 深田 亨 郡山市  0:56:25
124 吉田 農 郡山市  0:56:25
125 栗原 功 福島市 丘の上の水工房  0:56:28
126 佐藤　聡一郎 福島市 福島けんしん  0:57:13
127 松浦 奏太 福島市  0:57:21
128 北郷 孝晋 いわき市  0:57:23
129 菅野 崇裕 福島市  0:57:24
130 佐藤 和也 宮城県  0:57:26
131 菊地 政人 福島市  0:57:28
132 髙野 悟 福島市 元松川ＳＳＳ  0:57:30



133 坂本 孝之 福島市  0:57:44
134 岡崎 健治 宮城県  0:58:17
135 中島 健 会津若松市 神風狂走会  0:58:43
136 高橋 裕二 いわき市  0:58:52
137 阿部 大典 いわき市  0:58:52
138 宮路 真 北海道  0:59:08
139 秋葉 政紀 福島市  0:59:09
140 嶋貫 光裕 いわき市  0:59:17
141 鮫島 裕二 本宮市 尾家産業  1:00:19
142 高見 佳弘 郡山市 洋向台ＲＣ  1:00:44
143 常岡 大輔 郡山市 日本新薬  1:01:25
144 半澤 実 宮城県  1:01:26
145 山口 直樹 いわき市 美波会  1:01:46
146 伊澤 圭輔 郡山市  1:02:10
147 白石 真人 いわき市  1:02:23
148 酒井 琢哉 郡山市 ＵＥＸＣＲＣ  1:02:45
149 渡部 圭 只見町  1:03:00
150 渡部 慎也 郡山市  1:03:07
151 渡邊 武 桑折町 エンドルフィン  1:03:46
152 折坂 雅人 福島市 ハードオフ  1:04:16
153 吉田 健二 郡山市 福島医大  1:04:41
154 笠井 章仁 郡山市 アイランド  1:05:03
155 安斎 祐二 本宮市 レアルマドリー  1:06:19
156 吉田 多聞 いわき市  1:07:45
157 安藤 優透 福島市  1:10:02
158 山﨑　茂幸 郡山市  1:10:05
159 石川 新一 国見町  1:10:46
160 吉川 大輝 郡山市  1:11:31
161 中尾　友彦 白河市 福島銀行従組  1:12:48

10ｋｍ女子高校生～39歳
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 桑原 絵理 郡山市 ＡＣ須賀川  0:39:16
2 菅野 祥子 須賀川市 星総合病院  0:41:38
3 惣田 雅子 宮城県  0:44:06
4 神田 玲子 宮城県  0:44:21
5 永瀬 睦美 郡山市  0:45:49
6 白井 奈津子 栃木県  0:46:41
7 角田 美智子 鏡石町 須賀川走友会  0:47:06
8 松田 美香 山形県 ＹＨＢ  0:50:15
9 藁谷 明子 いわき市  0:50:30
10 鈴木 美穂 宮城県  0:50:51
11 海老主 絵里香 郡山市  0:51:07
12 郡司 和泉 福島市  0:54:28
13 宇梶 咲 千葉県  0:54:39
14 宇梶 茜 千葉県  0:56:43
15 鈴木　千穂 鮫川村 さめがわＲｕｎ  0:57:08
16 禹　陽子 郡山市  0:57:23
17 千田 寛子 宮城県  0:57:39
18 菅野 真奈美 郡山市 ＹＧＸ  0:59:57
19 渡邊 裕美 桑折町 エンドルフィン  1:03:47
20 三部 桃佳 郡山市 紫陽花●走遊会  1:03:48
21 齋藤 亜矢子 宮城県  1:06:05
22 丹治 由佳利 宮城県  1:07:00
23 後藤 季葉 本宮市  1:07:13
24 設楽 梢 いわき市 エデンの家  1:08:19
25 石川 まゆ 国見町  1:10:45
26 石井 彩也香 埼玉県 上尾市  1:19:19

10ｋｍ女子40歳以上
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 佐藤 裕美 宮城県  0:40:25
2 熊谷 順子 福島市  0:41:06
3 佐藤 明子 宮城県 宮城陸協  0:41:35
4 木村 恵巳 宮城県 たんぽぽＲＣ  0:43:12
5 服部 美里 福島市 ＦＴＲＣ  0:43:48
6 中村 美香子 埼玉県  0:45:23
7 高根 真佐子 福島市  0:47:23
8 渡部 直美 会津若松市  0:49:46



9 片寄 由布子 いわき市 チーム１６  0:49:49
10 大久保　千夏子 いわき市 織内医院  0:49:53
11 馬場 則子 会津若松市 会津芦ノ牧温泉  0:49:53
12 菅野　多佳子 二本松市 長折ランナーズ  0:49:59
13 五十嵐 恵子 南会津町 ふぇりちぇＲＣ  0:50:30
14 阿部　恵子 須賀川市  0:50:41
15 酒井　明美 会津若松市  0:51:16
16 大友 和子 いわき市 共進工業（株）  0:51:19
17 吉田 甲子 三春町  0:51:53
18 佐藤 純子 国見町 観月台走友会  0:52:15
19 高橋 昌子 二本松市 ライオン菓子  0:52:31
20 影山 広子 三春町  0:52:58
21 渡辺 順子 須賀川市 ラブテニス  0:53:00
22 石川 志乃 宮城県  0:53:08
23 池浦 香理 郡山市  0:54:30
24 名倉 裕子 郡山市 坪井ランナーズ  0:54:57
25 堀 千秋 山形県  0:55:13
26 柳田 祥子 郡山市  0:56:20
27 甲斐 ゆみ 喜多方市  0:56:35
28 岡部　妙子 古殿町  0:57:25
29 大内　清美 郡山市  0:57:26
30 木戸 さおり 福島市  0:57:54
31 宮脇 葉子 郡山市 Мレーシング  0:58:24
32 真砂 ヒデ子 郡山市  0:58:39
33 渡辺 麻貴重 郡山市  0:58:39
34 岩堀 めい 南会津町 ふぇりちぇＲＣ  0:59:09
35 齋藤 美希 南会津町 ふぇりちぇＲＣ  0:59:25
36 吉田 宏美 宮城県  0:59:32
37 太田 純子 鏡石町 須賀川走友会  1:00:20
38 佐藤 智子 いわき市  1:01:01
39 大島 久美子 栃木県  1:01:02
40 佐藤　正子 郡山市  1:01:11
41 磯松　多紀子 宮城県  1:01:58
42 髙橋　かつえ 宮城県  1:02:19
43 永瀬 由美 郡山市  1:02:23
44 平田 智枝 いわき市  1:02:57
45 内海 美紀 宮城県  1:03:29
46 安孫子 真紀 いわき市  1:03:42
47 大西　理恵 郡山市  1:04:08
48 吉田 洋子 白河市 ひいちゃんず  1:04:14
49 小野寺 澄子 郡山市 坪井ランナーズ  1:04:29
50 髙橋　ミツヨ 宮城県  1:04:37
51 白岩 たつ代 郡山市 嗚呼走会  1:05:09
52 矢吹 裕子 須賀川市 嗚呼走会  1:05:16
53 間下 由子 東京都 東京電力  1:05:17
54 芝口 加奈江 千葉県  1:05:50
55 渡辺　牧子 本宮市  1:06:28
56 桐山 裕子 福島市  1:06:55
57 池下 博子 郡山市 坪井らんなーず  1:09:40
58 森谷 智子 福島市  1:09:47
59 高野 和歌子 郡山市 江戸一ＲＣ  1:10:47
60 會川　由香 いわき市  1:11:20
61 宮城島 留美 神奈川県  1:16:08
62 小柴 知恵美 郡山市  1:16:45
63 武藤 裕子 福島市  1:17:15
64 小川 律 宮城県  1:26:20

10ｋｍ男子40歳代
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 八木沼　和夫 浅川町 日本精工  0:33:59
2 佐竹 康博 東京都  0:36:46
3 小鮒 高行 会津若松市 鮒むら  0:37:04
4 小谷野 繁樹 福島市 福島県庁  0:37:09
5 武田 勝也 宮城県  0:37:17
6 今井 竜 宮城県 吉成走友会  0:37:30
7 関根 昌芳 郡山市 ＡＣ大桑原  0:37:38
8 高橋 昭夫 郡山市 北粋ランクラブ  0:37:42
9 太田 潤 いわき市 小名浜製錬  0:38:07



10 小山田 正幸 棚倉町  0:38:32
11 遠藤 勝 神奈川県 ＫＲＧ？  0:38:56
12 丹野 竜也 宮城県 七郷クリニック  0:39:27
13 桜岡 正俊 会津若松市 ケンオリ  0:39:45
14 野村 佳彦 埼玉県  0:39:53
15 鈴木 秀樹 本宮市 猪苗代ハーブ園  0:40:05
16 戸田 剛 宮城県  0:40:06
17 菅原 渉 岩手県 デンソー岩手  0:40:08
18 阿部 亘 郡山市 ちーむ西ノ内  0:40:10
19 小島 豊 郡山市  0:40:38
20 大須賀 文彦 いわき市 チーム太一  0:41:09
21 恩田 将功 新潟県 ｐｌａｎｔ  0:41:12
22 遠藤　俊二 本宮市  0:41:16
23 武田 智道 大玉村 大玉駅伝チーム  0:41:18
24 国分 治 郡山市  0:41:31
25 国分 健児 郡山市  0:41:47
26 菱田 勝 千葉県  0:41:53
27 高橋 大 会津若松市  0:42:09
28 矢吹 隆雄 郡山市 佐藤製作所  0:42:35
29 西山 昭好 郡山市 ち～むＵＳＡ  0:43:01
30 水戸 信幸 宮城県 丸森病院走る会  0:43:15
31 藤田　克典 須賀川市  0:43:18
32 浅野　和久 宮城県  0:43:50
33 栗原 繁 会津若松市 日新塾  0:43:55
34 星 明彦 福島市  0:44:14
35 高橋 一仁 郡山市 ＴＷＳＳ  0:44:17
36 土田 真守 白河市 白河市役所  0:44:56
37 伊藤　秋義 大玉村 大玉駅伝チーム  0:45:04
38 田中 孝市 本宮市 柏洋硝子（株）  0:45:10
39 齊藤 敬 東京都 能美走部仙台  0:45:13
40 武田 忍 郡山市 東山ヒルズ山会  0:45:23
41 菊地 伸行 宮城県 塩釜ＦＭＣ  0:45:33
42 鈴木 和之 会津若松市 ＴＥＡＭ和  0:45:41
43 高橋 憲一 福島市  0:46:06
44 五十嵐 和幸 猪苗代町  0:46:07
45 渡部 起史 郡山市 ＦＴＲＣ  0:46:10
46 桑田 吾郎 栃木県  0:46:10
47 菅野 祐紀 福島市  0:46:19
48 岡部 賢一 棚倉町  0:46:20
49 宇野 英隆 南相馬市  0:46:22
50 穂積　浩 二本松市 中妻小  0:46:22
51 遠藤　政一 新潟県  0:46:24
52 齋藤 和則 山形県 河北駅伝Ｂ  0:46:31
53 佐藤 頼孝 郡山市 東邦銀行ＲＣ  0:46:32
54 斉藤 直 山形県  0:46:33
55 長谷部　裕一 喜多方市 ＫＲＣ  0:46:41
56 荻野 真二 本宮市  0:46:46
57 添田 嘉清 鏡石町 Ｍブラザーズ  0:46:47
58 渡部 忠寛 喜多方市 ＫＲＣ  0:46:59
59 室井 淳 須賀川市 公立岩瀬病院  0:46:59
60 今福 利美 川俣町 チーム安東  0:47:05
61 成海 惠介 郡山市 ＳＲＣ  0:47:42
62 岡 城治 茨城県  0:47:43
63 渡部 義則 いわき市  0:48:00
64 一條　節夫 国見町 ｔｅａｍ一條  0:48:00
65 原瀬 克久 田村市 はらせさんち  0:48:08
66 坂野 実 郡山市  0:48:21
67 半澤 邦博 福島市 半沢建設  0:48:30
68 新妻 亮 いわき市  0:48:35
69 阿保 潤也 青森県 チ－ム智也  0:48:38
70 菅野 尚年 郡山市 ル・プロジェ  0:48:40
71 森口 慶一 福島市  0:48:44
72 押部 哲治 神奈川県 ＳＧＰ  0:48:47
73 武藤 貞義 須賀川市 Ｍブラザーズ  0:48:49
74 笠原 吉則 宮城県 タカラ米穀  0:48:58
75 興津 貴司 郡山市 チームＯＹＫ  0:49:00
76 根本 和則 郡山市 石井電算印刷  0:49:05



77 齋藤 栄治 郡山市 石井電算印刷  0:49:13
78 浅沼 義和 福島市  0:49:19
79 佐々木 広治 岩手県  0:49:21
80 杉本 真貴 鏡石町 ＡＣ大桑原  0:49:30
81 岩堀 和康 南会津町 ふぇりちぇＲＣ  0:49:40
82 大峯 祐規 いわき市  0:49:47
83 遠藤 雄司 喜多方市 ＫＲＣ  0:49:54
84 角田 俊哉 大玉村  0:50:11
85 青田 隆弘 宮城県  0:50:19
86 馬場 智和 本宮市 ＭＴＣ  0:50:20
87 山本 直樹 須賀川市 ＲＯＢＯＯＷＹ  0:50:21
88 市川　健一 東京都 アーリーバード  0:50:34
89 朝田 幸伸 郡山市 双葉町  0:50:39
90 徳富 英樹 白河市 徳富電機  0:50:46
91 須藤 健 郡山市 東邦銀行ＲＣ  0:50:53
92 林田 史浩 埼玉県 ＨＩＴ＇Ｓ  0:50:55
93 塩谷 敬 二本松市  0:51:05
94 相良屋 一雄 郡山市  0:51:19
95 阿野田 透 いわき市  0:51:21
96 遠藤 雅寿 千葉県  0:51:40
97 岡山 佳裕 本宮市  0:51:57
98 数間 靖徳 本宮市 はらまちけやき  0:51:59
99 辻本 剛教 郡山市  0:52:19
100 持舘 康成 本宮市 聴覚支援平  0:52:28
101 渡邉 篤慶 埼玉県 遠野山林部ＡＣ  0:52:52
102 遊佐 政宏 本宮市  0:53:16
103 渡辺 一由 二本松市 ＵＥＸＣＲＣ  0:53:22
104 師 和彦 本宮市  0:53:23
105 小池 薫 須賀川市 鏡一魂  0:53:33
106 荒 尚久 南相馬市  0:53:39
107 池田 直隆 埼玉県 上尾市役所  0:53:45
108 松本 尚登 郡山市  0:53:59
109 木戸 宏之 福島市  0:54:11
110 川口 一夫 郡山市  0:54:21
111 佐藤 喜栄 福島市  0:54:57
112 徳原 学 栃木県 ナカノ薬品  0:55:01
113 深澤 浩司 宮城県  0:55:15
114 黒木 幸司 いわき市  0:55:35
115 佐藤 克寿 伊達市  0:55:56
116 山﨑 裕之 栃木県  0:56:08
117 佐藤 太郎 宮城県 チームアヤチ  0:56:15
118 国分 重光 二本松市 チーム安東  0:56:16
119 橋本　朋典 平田村  0:56:20
120 佐藤　茂樹 郡山市 日本通運㈱  0:56:31
121 佐藤 忠夫 二本松市 下太田ＲＣ  0:56:40
122 遠藤 幸司 郡山市 とりの蔵  0:56:46
123 安藤 規彦 いわき市  0:57:18
124 禹　竜太 郡山市  0:57:23
125 久保田　浩 三春町 三春町役場  0:57:27
126 布田 博幸 宮城県 カトゥーダ  0:57:43
127 川名　隆之 本宮市  0:57:45
128 上川床 毅 本宮市  0:57:50
129 星 広二 宮城県 タカラ米穀  0:57:52
130 八巻 裕 福島市 長渕剛クラブ  0:58:36
131 緑川　樹幸 いわき市 東邦銀行  0:58:38
132 佐藤 一臣 会津若松市 神風狂走会  0:58:44
133 白岩 誠 会津美里町 神風狂走会  0:58:46
134 中島 康雄 会津若松市 神風狂走会  0:58:51
135 大谷 崇 栃木県 アジア学院  0:58:53
136 三部 憲一 郡山市 紫陽花●走遊会  0:59:01
137 岡部 豊 郡山市  0:59:05
138 小林 正人 福島市 福島県庁  0:59:21
139 渡辺 一博 郡山市 チームあかりん  0:59:39
140 佐藤 光敏 埼玉県 上尾市役所  1:00:38
141 樋口 孝 山形県  1:01:23
142 佐藤 雅浩 須賀川市 あいえるの会  1:01:42
143 八巻　哲朗 伊達市 梁川マラソンＣ  1:02:37



144 二瓶 仁 郡山市  1:02:39
145 平田 知昭 いわき市  1:02:57
146 渡邉 大輔 本宮市 とうほう証券  1:03:02
147 遠藤 健一 宮城県 カトゥーダ  1:03:38
148 宮脇 透 郡山市 Мレーシング  1:04:40
149 鴨 勝徳 鏡石町  1:05:11
150 吉田　正秋 福島市 福島銀行従組  1:05:39
151 富取 桂樹 山形県  1:06:57
152 板橋 弘使 宮城県  1:10:12
153 高野 進 郡山市 郡山国道  1:10:47
154 鈴田 靖幸 郡山市  1:12:40
155 西村 祐一 福島市 共進株式会社  1:13:19
156 佐々田 哲舟 宮城県 カトゥーダ  1:14:21
157 河東田 善継 宮城県 カトゥーダ  1:14:21

10ｋｍ男子50歳代
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 金井 達夫 須賀川市 須賀川西  0:37:35
2 森山 光昭 郡山市  0:37:49
3 服部 隆志 栃木県 青葉  0:38:11
4 籏野 昭広 伊達市 Ｔｅａｍ通研  0:38:19
5 高坂 治彦 須賀川市 いわせランナー  0:38:43
6 大田原　啓 栃木県 カメＭＡＸ3号  0:39:03
7 斎藤 祐一 会津若松市  0:39:05
8 高橋 誠 喜多方市 三菱伸銅ＲＣ  0:39:17
9 武藤 辰也 須賀川市 トラック野郎  0:39:35
10 渡邊　昌宏 郡山市 前澤給装工業㈱  0:39:36
11 湯田 真一 栃木県 矢板ＲＣ  0:39:38
12 茂木 善勝 福島市 福島市役所  0:39:49
13 上羽 功純 須賀川市 須賀川走友会  0:40:24
14 渡辺 一昭 東京都 東京酒豪組合  0:40:35
15 三浦　喜一 二本松市 マルサン  0:40:47
16 木村 悟 宮城県 たんぽぽＲＣ  0:40:51
17 根本 栄輝 郡山市  0:40:56
18 熱海　輝一 福島市 大萱荘ＲＣ  0:41:36
19 加藤 利和 山形県 気分走快  0:41:39
20 佐久間　光夫 福島市 ＮＥＣＰＦ  0:42:47
21 白石 正俊 福島市  0:42:53
22 小関 浩 山形県  0:43:04
23 佐藤　宏樹 伊達市 ＲＵＮ＆ＲＵＮ  0:43:12
24 堀越 秋雄 伊達市 デイＳＳはるか  0:43:25
25 渡部 新二 会津若松市  0:43:32
26 菅野 和敏 福島市  0:43:36
27 武田 豊三 宮城県 カイシャイン  0:43:42
28 熊谷 一久 宮城県  0:43:50
29 桑名 稔 郡山市 ＥＸＴクワナ  0:43:59
30 小檜山 厚 郡山市  0:44:12
31 新巻 一明 栃木県 高久お父さんズ  0:44:36
32 田所　雅男 茨城県  0:44:40
33 丹野 賢一 宮城県 東北電ＩＨＭＣ  0:44:43
34 高根 修 福島市 ＦＴＲＣ「山」  0:44:58
35 高橋 健一 石川町  0:45:37
36 小田島 健二 棚倉町 堂ノ前ＲＣ  0:45:45
37 白井 文人 宮城県 畑チャンズ  0:45:51
38 沼崎 広法 福島市  0:45:54
39 稲田 敏明 神奈川県 ＪＢＰ  0:46:11
40 伊藤 勝美 本宮市  0:46:25
41 宗像　昭雄 郡山市 福島銀行従組  0:46:33
42 氏家 匠七 宮城県 ＮＴＴ東－東北  0:46:35
43 林　茂樹 本宮市 ＵＥＸＣ　ＲＣ  0:46:39
44 鈴木　敏彦 棚倉町  0:47:06
45 山口　裕之 会津若松市 東邦銀行ＲＣ  0:47:10
46 近藤 武秀 須賀川市 ◆チームサイヤ  0:47:11
47 渡辺 芳明 郡山市 のろまな亀さん  0:47:12
48 馬場 芳彦 会津美里町  0:47:32
49 小林 茂貴 郡山市  0:47:34
50 田辺　昇司 福島市 久保ＲＣ  0:47:41
51 山田　栄一郎 茨城県 チーム山田  0:47:57



52 柳沼 典正 白河市 熊倉小Ｔ＆Ｆ  0:48:00
53 宇梶 和雄 千葉県  0:48:10
54 兼田　広雄 鏡石町 須賀川走友会  0:48:18
55 本間 巧 宮城県  0:48:48
56 葛西 宏一 福島市 福島銀行  0:48:52
57 杉本 一博 郡山市  0:48:55
58 鈴木　正広 福島市  0:49:04
59 大野 忠一 福島市  0:49:08
60 関根 敦 郡山市 東邦銀行ＲＣ  0:49:14
61 大江 賢治 宮城県 スイーツ陸上部  0:49:31
62 小林 俊輔 宮城県 福島県立医大  0:49:40
63 江畑 渉 喜多方市  0:49:42
64 比佐 いづる 郡山市 どよらん福島  0:49:54
65 上野 博 いわき市 洋向台クリニッ  0:50:04
66 福元　俊一 茨城県  0:50:20
67 戸村　均 東京都 ＲＣ９９９  0:50:31
68 佐藤　義昌 栃木県  0:50:33
69 鴫原　政道 郡山市 福島けんしん  0:50:39
70 本名　浩美 田村市  0:50:41
71 関根　泰志 福島市  0:50:43
72 鈴木　徹 福島市  0:50:51
73 鴫原 義典 福島市  0:51:15
74 成田 威文 福島市 つる子会  0:52:04
75 福井 公伸 郡山市 郡山駅前陸上部  0:52:07
76 佐藤 貞和 須賀川市 はたけんぼ  0:52:11
77 吾妻 敦 郡山市  0:52:14
78 中川 英伸 南相馬市 あぶくま信金  0:52:24
79 伊藤 あゆむ 西郷村 Ｄ＆Ｍ  0:52:35
80 金子 利幸 栃木県 時間内完走  0:52:36
81 紺野 秋仁 本宮市 チームニャン  0:52:52
82 武藤　信也 二本松市 二本松けんこう会  0:53:16
83 太田　茂 二本松市 福島けんしん  0:53:16
84 岡本 和広 宮城県 仙台ＯＬＣ  0:53:17
85 國廣　靖 本宮市 キラク  0:53:27
86 長島 徹 埼玉県 上尾市  0:53:35
87 岡田 総 福島市 熊谷組  0:53:35
88 北 安男 会津若松市 ＭＹＳＯＳ－Ｒ  0:53:46
89 安田 清美 大玉村 無所属の会  0:54:26
90 礒 徹 栃木県  0:54:28
91 吉田 睦 宮城県 アルプス電気  0:54:52
92 七宮　勝広 二本松市 二本松ＯＬＣ  0:55:18
93 大澤 英昭 福島市  0:55:38
94 佐藤 和栄 郡山市 医療法人健脳会  0:55:41
95 菅野 雅浩 福島市 チームくろまめ  0:55:45
96 鈴木 康雄 郡山市  0:56:26
97 三浦 敏伸 郡山市 アサカ理研  0:56:51
98 高橋　信一 相馬市 さくら＆空＆陸  0:57:08
99 磐瀬 学 須賀川市  0:57:16
100 関 静男 神奈川県  0:57:48
101 三本松 吉美 郡山市 システムサビス  0:58:04
102 佐野　稔 埼玉県  0:58:31
103 安藤 静之 郡山市 青木商店  0:58:47
104 高橋 幹雄 福島市  0:58:53
105 寺木 新一 会津若松市 会津湊おやＧク  0:59:00
106 鈴木　浩昌 千葉県 東亜パッキング  0:59:19
107 小泉 智義 いわき市  1:01:01
108 松尾　勝麿 会津美里町 坂下厚生病院  1:01:14
109 岡村 博志 郡山市  1:01:41
110 會川　修一 いわき市  1:02:02
111 清野　智 福島市 チーム光華  1:02:43
112 吉田 司 三春町  1:02:49
113 山本 協之 埼玉県  1:03:21
114 小林 昌樹 郡山市 久留米梱包運輸  1:03:46
115 正木 充 栃木県  1:03:47
116 蓬田 正基 宮城県 ｙｋｃ  1:04:11
117 橘 和彦 伊達市  1:04:20
118 深田 悦康 いわき市  1:04:32



119 入江 均 郡山市 太田福祉記念会  1:05:20
120 穴澤　隆 福島市 泳輪走快  1:05:53
121 矢部 利雄 郡山市 ＴＳＳ  1:05:54
122 小林 格 福島市  1:06:32
123 芳賀　良 郡山市  1:06:39
124 折笠 昭 郡山市 紫陽花●走遊会  1:08:35
125 市村　富雄 伊達市 男伊達にゃんこ  1:10:26
126 佐藤 繁 郡山市  1:10:53
127 佐々木 英寿 宮城県  1:11:54
128 与儀 剛 白河市 白河Ｄ＆Ｍ  1:17:21
129 桐山 雅孝 福島市  1:18:49
130 佐藤 由明 福島市 チーム光華  1:22:49

10ｋｍ男子60歳以上
順位 氏名 都市名 所属クラブ 記録

1 山崎　進 宮城県 しばたさくら  0:39:50
2 兎内 茂 栃木県 すずめ  0:40:34
3 鈴木　文夫 須賀川市 鈴木建業ＫＣＦ  0:40:58
4 武藤　清志 二本松市 東和ＲＣ  0:41:32
5 井間 亮 福島市 福島走ろう会  0:42:40
6 鎌田 雄二 栃木県 北郷ＲＣ  0:43:07
7 中島 武 広野町 広野町  0:43:23
8 亀山 裕 宮城県 シオガマＦＭＣ  0:43:52
9 軽石 幸男 郡山市  0:44:37
10 佐藤　伸二 南相馬市  0:45:43
11 馬目　善光 いわき市  0:46:11
12 吉田　容樹 中島村 なかじま走友会  0:46:16
13 石井 元司 福島市 くまさんチーム  0:46:26
14 正木 勉 埼玉県  0:46:51
15 高久 正行 白河市 白河走ろう会  0:46:51
16 渡部　浩 南相馬市 小高墾心健走会  0:46:54
17 鹿野 誠也 二本松市  0:47:05
18 笹渕 比古晴 秋田県 ななかまどの街  0:47:27
19 坂梨 勝徳 郡山市  0:47:56
20 諏訪部　茂 新潟県 トンネル　ＲＣ  0:48:37
21 中葉 利男 郡山市 郡山楽走人  0:49:25
22 渡部　修作 会津若松市 ＭＹＳＯＳ－Ｒ  0:49:30
23 橋本　秀康 郡山市 ウィンＲＣ  0:49:34
24 遠藤　浩 二本松市 二本松ＣＲＣ  0:49:43
25 長澤 正衛 福島市 渡利体協  0:49:54
26 安達　紀夫 宮城県  0:50:14
27 渡辺 龍二 福島市 ポンタＲＣ  0:50:16
28 伊藤 和男 郡山市  0:50:16
29 市川　博 東京都 アーリーバード  0:50:20
30 根本　利末 須賀川市  0:50:27
31 菅野　祐一 二本松市 長折ランナーズ  0:50:30
32 佐藤 峯雄 本宮市 もとみやＲＣ  0:50:41
33 須田　元 埼玉県 上尾陸協  0:50:48
34 大内　晴夫 三春町  0:51:00
35 岡田　重男 宮城県  0:51:46
36 小笠原　孝之 宮城県 塩釜ＦＭＣ  0:51:50
37 松浦　芳明 伊達市  0:51:56
38 根本　秀一 いわき市  0:52:10
39 菊池 範生 伊達市 ふれあいの郷  0:52:17
40 増子　恒人 白河市 白河山楽会  0:52:24
41 長井　清美 白河市 白河ＲＣ  0:53:02
42 菊田 明 三春町  0:53:07
43 森谷　勇 福島市 福島走ろう会  0:53:26
44 三城　伸次 会津若松市 ＭＹＳＯＳ－Ｒ  0:53:30
45 村田　豊明 いわき市 松村総合病院  0:53:34
46 渡部　栄 下郷町 ウォクラン下郷  0:53:34
47 渡辺 剛 郡山市 ケント英会話  0:54:33
48 橋本　善一 本宮市 本宮スイマーズ  0:54:37
49 佐浦 東 郡山市 保養センタ母成  0:54:44
50 佐治 安彦 会津美里町 ジョイフィット  0:54:46
51 佐藤 幸英 国見町 観月台走友会  0:55:09
52 鴫原　正継 川俣町 ＭＯＥ楽走人  0:55:22
53 本多　輝雄 二本松市 舘野シニアＡＣ  0:55:25



54 遠藤 常夫 郡山市  0:55:27
55 安藤 良信 東京都 憲法を守る会  0:55:32
56 生井 代次 栃木県  0:55:34
57 髙橋　登 本宮市 本宮スイマーズ  0:55:36
58 関東　稔 いわき市 釜ノ前ランナーズ  0:55:37
59 大場　練一 山形県 チームＲＳ  0:56:12
60 長尾 和雄 いわき市  0:56:16
61 制野　正彦 宮城県  0:56:16
62 渡辺 隆敏 神奈川県 横浜瀬谷走友会  0:56:21
63 齋藤 幸太郎 山形県  0:56:22
64 大竹　瑞夫 会津若松市 ＭＹＳＯＳ－Ｒ  0:56:47
65 伊関 直人 会津若松市  0:56:53
66 板垣　良孝 福島市 福島走ろう会  0:57:22
67 松沢　久雄 本宮市 本宮ランナーズ  0:57:34
68 三下　久雄 郡山市  0:57:45
69 栁沼　耕一郎 郡山市 ＪＡ福島さくら  0:57:46
70 鈴木　誠一 会津若松市 ミルキープリン  0:58:49
71 相沢 俊介 宮城県 名取　相沢建設  0:58:52
72 柳沼　忠明 郡山市 たちばなＳＣ  0:58:55
73 佐藤　秀夫 川俣町 川俣ＡＣ  0:58:58
74 斎藤　敏 宮城県  0:59:09
75 岩野　健一 南相馬市 クラブ５５  0:59:10
76 古川　邦夫 会津坂下町  0:59:37
77 根本 精吾 郡山市 郡山健走会  0:59:44
78 白井　英郎 下郷町 ウォークＲＡＮ  0:59:48
79 加藤 康裕 茨城県 チーム山田  1:00:33
80 斎藤 敏彦 茨城県  1:01:07
81 北山　源司 本宮市 ㈲みさわ  1:01:18
82 渡辺 善三 郡山市 東日本電気サー  1:01:18
83 佐藤　清 福島市 福島走ろう会  1:01:30
84 磯松　治行 宮城県  1:02:14
85 菊地　光昭 本宮市  1:02:19
86 三浦　一二 福島市  1:02:26
87 村田　弘 本宮市 チームほふく  1:03:23
88 髙橋　雅仁 いわき市 和ＮＤＥＲＳ  1:03:48
89 大槻　和男 伊達市  1:04:30
90 小島 和夫 宮城県  1:05:16
91 小林　正行 福島市 調査士走遊会  1:05:23
92 藤波　章彦 神奈川県  1:05:56
93 有馬 正昭 本宮市 青田走友会  1:06:03
94 三浦 基 福島市  1:09:13
95 根本　久男 本宮市 もとみやＲＣ  1:09:28
96 山岡　省三 二本松市  1:10:29
97 中村 肖三 沖縄県  1:10:34
98 安井 文男 郡山市  1:11:26
99 矢代　彌一 千葉県  1:12:55
100 髙橋　光春 宮城県 虹色楽園隊  1:15:32
101 清水　哲夫 山形県  1:16:03
102 伊藤 光吉 郡山市  1:16:09


