
1：10km 一般男子の部
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考

1 1203 郡司 貴大 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾋﾛ 那須塩原市 郡司畜産 32:12
2 1263 加藤 優陽 ｶﾄｳ ﾕｳﾋ 大田原市 大田原信用金庫 32:19
3 1152 関谷 大 ｾｷﾔ ﾀﾞｲ 那須塩原市 那須地区消防 34:04
4 9051 がんばれゆうすけ 34:27
5 1261 細川 亘 ﾎｿｶﾜ ﾜﾀﾙ 宇都宮市 ラン太郎 34:39
6 1248 藤田 アトム ﾌｼﾞﾀ ｱﾄﾑ 大田原市 流通経済大学 35:10
7 1287 田中 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 那須塩原市 ホンダ栃木 35:23
8 1057 松本 翼 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 大田原市 35:48
9 1247 河和 健冶 ｶﾜﾜ ｹﾝｼﾞ 那珂川町 36:27

10 1027 岡 諭誉 ｵｶ ﾕﾀｶ 大田原市 ヒノデ 36:47
11 1059 佐藤 直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 大田原市 日之出水道機器 37:17
12 1045 加藤 英雄 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 那須塩原市 37:36
13 1300 小鮒 高行 ｺﾌﾞﾅ ﾀｶﾕｷ 福島県 37:37
14 1079 武田 一洋 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 那須塩原市 ＭＢＨ 38:19
15 1130 眞渕 和幸 ﾏﾌﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 大田原市 38:33
16 9052 香月 英伸 ｶﾂｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 秋田県 那須ジョガーズ 38:43
17 1105 水野 司 ﾐｽﾞﾉ ﾂｶｻ 福島県 ろくにぃ～ず。 38:51
18 1169 千葉 俊介 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝｽｹ 宇都宮市 ＪＲ東日本 38:58
19 1001 大塚 拓雄 ｵｵﾂｶ ﾀｸｵ 大田原市 栃木陸協 39:16
20 1159 村上 光洋 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾋﾛ さくら市 39:29
21 1304 押見 彰 ｵｼﾐ ｱｷﾗ 宇都宮市 ホンダＥＧ 40:00
22 1071 鉢村 昌美 ﾊﾁﾑﾗ ﾏｻﾐ 大田原市 フクマラソン 40:06
23 1015 室井 寿明 ﾑﾛｲ ﾄｼｱｷ 那須塩原市 那須ジョガーズ 40:10
24 1111 石塚 幸司 ｲｼﾂﾞｶ ｺｳｼﾞ 大田原市 大田原森林組合 40:16
25 1031 松江 士 ﾏﾂｴ ﾂｶｻ 大田原市 40:47
26 1200 田島 英 ﾀｼﾞﾏ ｽｸﾞﾙ 下野市 40:51
27 1010 和氣 臨太郎 ﾜｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 大田原市 焼き鳥でにーろ 41:32
28 1190 石塚 勝利 ｲｼﾂﾞｶ ｶﾂﾄｼ 下野市 41:40
29 1171 金子 和生 ｶﾈｺ ｶｽﾞｵ 大田原市 41:42
30 1007 黒崎 雄一郎 ｸﾛｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宇都宮市 足利銀行 41:54
31 1050 羽石 進一 ﾊﾈｲｼ ｼﾝｲﾁ 大田原市 いっちゃん 42:16
32 1061 越沼 健一 ｺｴﾇﾏ ｹﾝｲﾁ 那須塩原市 栃木銀行ＲＣ 42:23
33 1129 益子 広一 ﾏｼｺ ﾋﾛｶｽﾞ 那須塩原市 42:25
34 1095 大和田 稔 ｵｵﾜﾀﾞ ﾐﾉﾙ 茨城県 水農走遊会 42:46
35 1029 相馬 隆史 ｿｳﾏ ﾀｶｼ 那須塩原市 那須ジョガーズ 42:46
36 1012 遊佐 政宏 ﾕｻ ﾏｻﾋﾛ 福島県 本宮郵便局 42:47
37 1244 角田 正明 ﾂﾉﾀﾞ ﾏｻｱｷ 高根沢町 42:59
38 1114 月井 暢幸 ﾂｷｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 那須塩原市 栃木ニコンＲＣ 43:04
39 1011 坂谷 武 ｻｶﾔ ﾀｹｼ 宇都宮市 駿ＴＲＣ 43:25
40 1219 高藤 信之 ﾀｶﾌｼﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ 那須塩原市 43:38
41 1187 田中 智 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 那須町 43:51
42 1032 川又 雅之 ｶﾜﾏﾀ ﾏｻﾕｷ 那珂川町 44:04
43 1138 高橋 幸治 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 大田原市 44:07
44 1098 伊藤 祐輔 ｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 宇都宮市 44:07
45 1199 熱海 輝一 ｱﾂﾐ ｺｳｲﾁ 福島県 チームカズ 44:22
46 1062 渡辺 哲朗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 宇都宮市 栃木銀行ＲＣ 44:30
47 1182 木村 卓也 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ 大田原市 空手協会黒羽 44:34
48 1044 桑田 吾郎 ｸﾜﾀ ｺﾞﾛｳ 那須塩原市 44:35
49 1174 阿久津 潤 ｱｸﾂ ｼﾞｭﾝ 大田原市 44:39
50 1086 岸 歩 ｷｼ ｱﾕﾑ 那須塩原市 走れトマト 44:42
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51 1154 斉藤 拓己 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 那須塩原市 44:42
52 1103 石川 雅司 ｲｼｶﾜ ﾏｻｼ 那須塩原市 44:52
53 1017 武藤 貞義 ﾑﾄｳ ｻﾀﾞﾖｼ 福島県 須賀川走友会 44:52
54 1083 窪崎 慎一 ｸﾎﾞｻｷ ｼﾝｲﾁ 宇都宮市 45:01
55 1234 近藤 武秀 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾃﾞ 福島県 ＩＩＩＦ　ＲＣ 45:11
56 1089 後藤 信雄 ｺﾞﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 那須塩原市 45:23
57 1176 河合 真哉 ｶﾜｱｲ ｼﾝﾔ 大田原市 45:36
58 1202 須田 稔之 ｽﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 東京都 キミちゃんＲＣ 45:49
59 1240 内田 博文 ｳﾁﾀﾞ ﾋﾛﾌﾐ 宇都宮市 45:57
60 1141 小池 泰裕 ｺｲｹ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 ビーマイナー 46:00
61 1041 高橋 潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 那須塩原市 那須ジョガーズ 46:01
62 1085 山田 昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 福島県 山田ランナーズ 46:02
63 1040 吉田 正行 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 上三川町 総務省 46:03
64 1291 小島 光徳 ｺｼﾞﾏ ﾐﾂﾉﾘ 福島県 46:08
65 1088 小川 和晃 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 大田原市 一糸不ＲＵＮ 46:17
66 1116 石川 清英 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾋﾃﾞ 大田原市 46:17
67 1284 小又 久範 ｺﾏﾀ ﾋｻﾉﾘ 茨城県 46:29
68 1132 浜田 浩範 ﾊﾏﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 大田原市 46:36
69 1253 筒井 ネルソン ﾂﾂｲ ﾈﾙｿﾝ 茨城県 三菱マテリアル 46:44
70 1150 蛭田 将広 ﾋﾙﾀ ﾏｻﾋﾛ 福島県 46:50
71 1241 引野 豪人 ﾋｷﾉ ﾀｹﾋﾄ 大田原市 46:51
72 1048 室井 一宏 ﾑﾛｲ ｶｽﾞﾋﾛ 大田原市 ＲＵＮ．ＣＯＭ 46:56
73 1242 荘子 順 ｿｳｼ ｼﾞｭﾝ 宇都宮市 47:02
74 1077 牛井渕 悟 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ｻﾄﾙ 大田原市 47:06
75 1271 大島 修一 ｵｵｼﾏ ｼｭｳｲﾁ 益子町 47:11
76 1014 川上 秀範 ｶﾜｶﾐ ﾋﾃﾞﾉﾘ 那須烏山市 47:28
77 1195 酒寄 剛史 ｻｶﾖﾘ ﾂﾖｼ 那須塩原市 ストライドラボ 47:32
78 1288 郡司 隆之 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾕｷ 大田原市 かけっこクラブ 47:34
79 1273 大竹 一郎 ｵｵﾀｹ ｲﾁﾛｳ 福島県 住友ゴム白河 47:37
80 1108 佐藤 秀光 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾐﾂ 宇都宮市 栃木銀行ＲＣ 47:37
81 1022 佐藤 貞和 ｻﾄｳ ｻﾀﾞｶｽﾞ 福島県 須賀川走友会 47:41
82 1295 川村 亮太 ｶﾜﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 那須塩原市 湯津上中学校 47:41
83 1063 小田島 光雄 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ﾐﾂｵ 那須塩原市 黒磯走友会 47:43
84 1168 鈴木 琢郎 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾛｳ 茨城県 47:49
85 1149 木下 隆王 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｵ 大田原市 ０８２ＢＢＣ 47:50
86 1036 中村 潤一 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大田原市 47:51
87 1070 川口 正孝 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾀｶ 那須塩原市 47:51
88 1081 佐藤 広威 ｻﾄｳ ﾋﾛｲ 福島県 48:05
89 1251 岡本 靖弘 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 栃木市 48:08
90 1228 冨田 泰治 ﾄﾐﾀ ﾔｽﾊﾙ 宇都宮市 48:10
91 1194 齋藤 貴幸 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 下野市 48:11
92 1197 丸山 博規 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｷ 小山市 48:12
93 1162 大森 浩 ｵｵﾓﾘ ﾋﾛｼ 大田原市 栃木県庁 48:14
94 1009 安島 文作 ｱｼﾞﾏ ﾌﾐｻｸ 茨城県 ＡＧＥＩＮ 48:15
95 1177 渡部 修司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 宇都宮市 ＲＵＮ４８ 48:21
96 1156 高林 直之 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾕｷ 大田原市 かけっこクラブ 48:24
97 1039 相馬 俊輔 ｿｳﾏ ｼｭﾝｽｹ 那須塩原市 48:27
98 1134 大倉 和浩 ｵｵｸﾗ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 48:27
99 1144 藤田 克典 ﾌｼﾞﾀ ｶﾂﾉﾘ 福島県 48:28

100 1018 遠山 敦 ﾄｵﾔﾏ ｱﾂｼ 那須塩原市 遠山会計事務所 48:35
101 1139 櫻井 瑞樹 ｻｸﾗｲ ﾐｽﾞｷ さくら市 48:41
102 1216 薄井 修 ｳｽｲ ｵｻﾑ 茨城県 48:44
103 1217 星 宏明 ﾎｼ ﾋﾛｱｷ 福島県 48:44
104 1060 軽部 不二夫 ｶﾙﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 那須塩原市 ラン太郎 48:48
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105 1047 荒舩 慎二 ｱﾗﾌﾈ ｼﾝｼﾞ 宇都宮市 栃銀ＲＣ 48:56
106 1276 増渕 正男 ﾏｽﾌﾞﾁ ﾏｻｵ 宇都宮市 48:59
107 1269 星 飛鳥 ﾎｼ ｱｽｶ 大田原市 49:03
108 1218 西村 勇人 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 福島県 富岡町楽走部 49:05
109 1237 舘田 光輔 ﾀﾃﾀﾞ ｺｳｽｹ 大田原市 49:19
110 1055 田島 孝佳 ﾀｼﾞﾏ ﾀｶﾖｼ 宇都宮市 49:22
111 1028 菊地 純一 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大田原市 49:28
112 1191 橋本 仁 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾄｼ 大田原市 栃木ニコンＯＢ 49:28
113 1267 平山 勝男 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｵ 那須烏山市 49:40
114 1170 阿久津 進 ｱｸﾂ ｽｽﾑ 大田原市 親父バスケＳＦ 49:45
115 1255 寺島 富士夫 ﾃﾗｼﾏ ﾌｼﾞｵ 宇都宮市 ＡＰＩ 49:51
116 1221 星 利喜意 ﾎｼ ﾘｷｲ 福島県 49:51
117 1254 大島 徹 ｵｵｼﾏ ﾄｵﾙ 大田原市 49:53
118 1131 荻原 宏一 ｵｷﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 福島県 （株）ダイエツ 49:54
119 1064 有川 康幸 ｱﾘｶﾜ ﾔｽﾕｷ 那須塩原市 ドニチラン 49:58
120 1146 町田 一稔 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 那須塩原市 49:58
121 1172 佐藤 誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 福島県 50:15
122 1112 山崎 恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 岩手県 チーム味三昧 50:15
123 1090 櫛田 正夫 ｸｼﾀﾞ ﾏｻｵ 那須塩原市 50:18
124 1054 佐藤 芳明 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 那須塩原市 かけっこクラブ 50:20
125 1121 千野根 正之 ﾁﾉﾈ ﾏｻﾕｷ 矢板市 株式会社フジヤ 50:27
126 1296 会田 和徳 ｱｲﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 茨城県 50:28
127 1008 田部田 富夫 ﾀﾍﾞﾀ ﾄﾐｵ 足利市 50:34
128 1037 百目鬼 良理 ﾄﾞｳﾒｷ ﾖｼﾐﾁ 茨城県 50:40
129 1231 桜田 誠 ｻｸﾗﾀﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 50:46
130 1097 和久 浩 ﾜｸ ﾋﾛｼ 宇都宮市 鹿沼南 50:49
131 1078 田麦 良治 ﾀﾑｷﾞ ﾘｮｳｼﾞ 那須塩原市 50:55
132 1249 帷子 克巳 ｶﾀﾋﾞﾗ ｶﾂﾐ 那須塩原市 50:59
133 1117 人見 佳宏 ﾋﾄﾐ ﾖｼﾋﾛ さくら市 51:00
134 1274 小田島 健二 ｵﾀﾞｼﾏ ｹﾝｼﾞ 福島県 堂ノ前ＲＣ 51:00
135 1286 齊藤 尚治 ｻｲﾄｳ ｼﾞｮｳｼﾞ 大田原市 ヤトウ駅伝部 51:00
136 1173 高野 陽一 ﾀｶﾉ ﾖｳｲﾁ 那須塩原市 51:00
137 1005 益子 隆一 ﾏｼｺ ﾘｭｳｲﾁ 大田原市 ＩＰＳ 51:03
138 1026 青木 正吾 ｱｵｷ ｼｮｳｺﾞ 大田原市 わっはっは 51:03
139 1151 山田 聖之 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 栃木市 51:18
140 1211 斎藤 志郎 ｻｲﾄｳ ｼﾛｳ 大田原市 ０８２ＢＢＣ 51:18
141 1128 鈴木 常浩 ｽｽﾞｷ ﾂﾈﾋﾛ 那須塩原市 51:24
142 1137 西墻 愁平 ﾆｼｶﾞｷ ｼｭｳﾍｲ 那須塩原市 51:32
143 1292 佐川 友男 ｻｶﾞﾜ ﾄﾓｵ 福島県 白河走ろう会 51:32
144 1239 蔀 正人 ｼﾄﾐ ﾏｻﾄ 福島県 51:35
145 1180 鈴木 敏彦 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾋｺ 福島県 51:36
146 1303 阿久津 隆 ｱｸﾂ ﾀｶｼ 大田原市 51:37
147 1282 阿部 幹彦 ｱﾍﾞ ﾐｷﾋｺ 福島県 51:45
148 1192 吉成 康志 ﾖｼﾅﾘ ﾔｽｼ 大田原市 51:50
149 1092 野尻 勝広 ﾉｼﾞﾘ ｶﾂﾋﾛ 宇都宮市 栃木銀行ＲＣ 51:58
150 1074 杉山 隆之 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 那須塩原市 酒ラン倶楽部 51:59
151 1281 泉 学 ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 群馬県 52:02
152 1236 斎藤 高徳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 日光市 52:08
153 1294 郡司 貴透 ｸﾞﾝｼﾞ ﾀｶﾕｷ 大田原市 郡司自動車工業 52:09
154 1043 藤田 正美 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾐ 大田原市 富士電機 52:21
155 1161 金澤 隆夫 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｶｵ 福島県 白河走ろう会 52:22
156 1210 佐藤 隆文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 大田原市 福原イクメンズ 52:49
157 1066 手塚 仁 ﾃﾂｶ ﾋﾄｼ 日光市 53:03
158 1196 沼野井 博康 ﾇﾏﾉｲ ﾋﾛﾔｽ 大田原市 藤田材木店 53:07
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159 1052 五十嵐 真彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻﾋｺ 大田原市 53:07
160 1157 長谷川 和紘 ﾊｾｶﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 大田原市 53:09
161 1025 米村 修治 ﾖﾈﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 大田原市 53:10
162 1207 星 敏行 ﾎｼ ﾄｼﾕｷ 大田原市 53:10
163 1051 山中 英嗣 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 大田原市 53:13
164 1148 トツゾー チョウ ﾄﾂｿﾞｰ ﾁｮｳ 大田原市 櫻護謨株式会社 53:16
165 1106 福元 俊一 ﾌｸﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ 茨城県 53:19
166 1270 鈴木 浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 下野市 しもつけ◆ＪＣ 53:25
167 1115 海川 進 ｳﾐｶﾜ ｽｽﾑ 福島県 パナソニック 53:28
168 1215 多治見 知弘 ﾀｼﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 茨城県 水農走遊会 53:44
169 1298 神永 忠男 ｶﾐﾅｶﾞ ﾀﾀﾞｵ 茨城県 Ｔ・ホーネット 53:46
170 1165 柴 一博 ｼﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 小山市 53:46
171 1053 関根 直人 ｾｷﾈ ﾅｵﾄ 宇都宮市 54:25
172 1021 高橋 理 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 大田原市 54:26
173 1268 福田 正明 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻｱｷ 大田原市 栃木ニコンＲＣ 54:27
174 1013 對馬 勝吉 ﾂｼﾏ ｶﾂﾖｼ 宇都宮市 54:30
175 1257 中島 淳 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 茨城県 54:42
176 1283 落合 伊佐緒 ｵﾁｱｲ ｲｻｵ 群馬県 板倉ハートフル 54:50
177 1023 小川 智弘 ｵｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 那須塩原市 ちょいラン 55:01
178 1224 尾崎 孝行 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ 福島県 穂積保険事務所 55:02
179 1110 田中 博明 ﾀﾅｶ ﾋﾛｱｷ 小山市 55:11
180 1126 沼宮内 剣一 ﾇﾏｸﾅｲ ｹﾝｲﾁ 那須塩原市 大田原信用金庫 55:12
181 1185 薄 賀則 ｽｽｷ ﾖｼﾉﾘ 壬生町 55:32
182 1107 牧野 真二 ﾏｷﾉ ｼﾝｼﾞ 山形県 55:33
183 1164 迫田 一也 ｻｺﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 大田原市 ０８２ＢＢＣ 55:41
184 1030 中山 浩志 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 小山市 55:48
185 1209 米澤 英則 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 大田原市 なし 55:50
186 1068 植竹 健治 ｳｴﾀｹ ｹﾝｼﾞ 大田原市 わっぱふみふみ 55:50
187 1109 小瀧 光宏 ｺﾀｷ ﾐﾂﾋﾛ さくら市 あんりみ 56:12
188 1067 平松 誠司 ﾋﾗﾏﾂ ｾｲｼﾞ 那須塩原市 56:22
189 1075 山谷 聡 ﾔﾏﾔ ｻﾄｼ 日光市 酒ラン倶楽部 56:24
190 1042 石崎 篤 ｲｼｻﾞｷ ｱﾂｼ 埼玉県 56:24
191 1226 宗田 真也 ｿｳﾀ ﾏｻﾔ 福島県 穂積保険事務所 56:38
192 1213 監物 弘記 ｹﾝﾓﾂ ﾋﾛｷ 大田原市 56:42
193 1232 望月 康広 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔｽﾋﾛ さくら市 環生研 56:43
194 1065 青山 大介 ｱｵﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 ＮＴＴ東日本 56:48
195 1166 小島 博 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 日光市 晃麓ＲＣ 57:02
196 1096 平野 清一 ﾋﾗﾉ ｾｲｲﾁ さくら市 57:03
197 1258 大高 伸吾 ｵｵﾀｶ ｼﾝｺﾞ 大田原市 大田原小学校 57:07
198 1101 瓦井 健太 ｶﾜﾗｲ ｹﾝﾀ 宇都宮市 57:11
199 1163 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田県走友会 57:12
200 1233 麦倉 良一 ﾑｷﾞｸﾗ ﾘｮｳｲﾁ 宇都宮市 57:13
201 1188 荒井 稔 ｱﾗｲ ﾐﾉﾙ 埼玉県 57:33
202 1118 加藤 芳昭 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ さくら市 かとう整骨院 57:47
203 1094 齋藤 健太郎 ｻｲﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 宇都宮市 57:57
204 1069 渡辺 哲男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂｵ 福島県 57:59
205 1260 岩田 宗馬 ｲﾜﾀ ｿｳﾏ 宇都宮市 57:59
206 1135 岡田 邦宏 ｵｶﾀﾞ ｸﾆﾋﾛ 那須塩原市 58:04
207 1080 鈴木 泰三 ｽｽﾞｷ ﾀｲｿｳ 宇都宮市 58:20
208 1250 深谷 凌平 ﾌｶﾔ ﾘｮｳﾍｲ 宇都宮市 58:32
209 1302 吉野 智行 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾕｷ 埼玉県 ＲＣ　ＩＮＡ 59:08
210 1264 豊田 光徳 ﾄﾖﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 矢板市 ＳＴＫ陸上部 59:37
211 1201 三谷 隆之 ﾐﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 大田原市 59:43
212 1266 金澤 智 ｶﾅｻﾞﾜ ｻﾄｼ 茨城県 59:47
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213 1113 吾妻 敦 ｱﾂﾞﾏ ｱﾂｼ 福島県 59:56
214 1082 桜井 秀幸 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ さくら市 栃木銀行ＲＣ 1:01:25
215 1038 大島 隆夫 ｵｵｼﾏ ﾀｶｵ 鹿沼市 チーム大島 1:01:40
216 1100 吉田 竜一 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｲﾁ 那須塩原市 1:02:00
217 1275 金子 利幸 ｶﾈｺ ﾄｼﾕｷ 宇都宮市 1:02:01
218 1229 中里 裕史 ﾅｶｻﾄ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 なかちゃん 1:02:33
219 1181 石嶋 昇 ｲｼｼﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ さくら市 きつれ川幼稚園 1:02:35
220 1049 比留間 一徳 ﾋﾙﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 大田原市 1:02:36
221 1024 深谷 信之 ﾌｶﾔ ﾉﾌﾞﾕｷ 那須塩原市 1:02:45
222 1155 小林 英博 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 壬生町 栃木銀行ＲＣ 1:03:01
223 1058 吉田 春雄 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｵ 宇都宮市 快走一人旅 1:03:04
224 1006 菊池 儀 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 埼玉県 1:03:17
225 1280 鈴木 智 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 大田原市 1:03:26
226 1019 池田 明 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾗ 那須町 1:03:38
227 1222 邊見 直也 ﾍﾝﾐ ﾅｵﾔ 福島県 穂積保険事務所 1:04:38
228 1145 秋山 光雄 ｱｷﾔﾏ ﾐﾂｵ 那須塩原市 1:04:49
229 1120 菊地 悦雄 ｷｸﾁ ｴﾂｵ 那須塩原市 エフネッツ 1:04:53
230 1160 西木 雅行 ﾆｼｷ ﾏｻﾕｷ 大田原市 1:05:02
231 1212 堀江 孝之 ﾎﾘｴ ﾀｶﾕｷ 宇都宮市 1:05:06
232 1004 植木 英雄 ｳｴｷ ﾋﾃﾞｵ 真岡市 1:05:27
233 1230 島岡 成治 ｼﾏｵｶ ｾｲｼﾞ 神奈川県 游ＲＵＮクラブ 1:06:36
234 1297 善方 均 ｾﾞﾝﾎﾟｳ ﾋﾄｼ 福島県 測量船旺備維會 1:06:48
235 1091 徳原 学 ﾄｸﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ 大田原市 ナカノ薬品 1:07:04
236 1167 鈴木 学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 1:07:26
237 1198 増田 大介 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宇都宮市 1:07:43
238 1046 小林 真起 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 大田原市 1:07:43
239 1193 阿部 利雄 ｱﾍﾞ ﾄｼｵ 鹿沼市 1:08:13
240 1243 根岸 明広 ﾈｷﾞｼ ｱｷﾋﾛ 那須町 1:08:21
241 1133 ていーりん あうん ﾃｲｰﾘﾝ ｱｳﾝ 大田原市 櫻護謨株式会社 1:08:45
242 1016 黒崎 秀夫 ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｵ 宇都宮市 1:09:08
243 1208 村田 雅志 ﾑﾗﾀ ﾏｻｼ 大田原市 黒羽クラブ 1:09:12
244 1142 増田 光雄 ﾏｽﾀﾞ ﾐﾂｵ 福島県 1:09:14
245 1020 黒田 純一 ｸﾛﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大田原市 適応指導すばる 1:09:41
246 1227 箱崎 満彦 ﾊｺｻﾞｷ ﾐﾂﾋｺ 福島県 いわきＣＣ 1:09:48
247 1225 君島 裕貴 ｷﾐｼﾞﾏ ﾕｳｷ 福島県 穂積保険事務所 1:10:10
248 1223 穂積 英一 ﾎﾂﾞﾐ ｴｲｲﾁ 福島県 穂積保険事務所 1:10:46
249 1143 阿部 真一 ｱﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 鹿沼市 晃南牛歩倶楽部 1:11:39
250 1252 金庭 昇 ｶﾈﾆﾜ ﾉﾎﾞﾙ 神奈川県 1:11:55
251 1214 髙畑 正人 ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾄ 茨城県 水髙マイケルズ 1:14:54
252 1093 池田 勝夫 ｲｹﾀﾞ ｶﾂｵ 那須塩原市 みんかん１１９ 1:15:39
253 1289 栗田 泰昭 ｸﾘﾀ ﾔｽｱｷ 茨城県 1:21:51
254 1186 櫻井 佳哉 ｻｸﾗｲ ﾖｼﾔ 福島県 1:32:16

1002 村上 心優 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳ 那須塩原市 立教大学 DNS
1003 木村 重雄 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ 茨城県 DNS
1033 人見 辰夫 ﾋﾄﾐ ﾀﾂｵ 那須塩原市 DNS
1034 佐々木 一 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 那須烏山市 DNS
1035 渡邉 光 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｶﾙ 那須塩原市 DNS
1056 小林 隆士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 那須塩原市 大田原中学校 DNS
1072 並木 弘介 ﾅﾐｷ ｺｳｽｹ 大田原市 DNS
1073 下里 明央 ｼﾓｻﾞﾄ ｱｷｵｳ 鹿沼市 DNS
1076 大貫 裕 ｵｵﾇｷ ﾕﾀｶ 大田原市 DNS
1084 藤田 正樹 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻｷ 那須塩原市 京西 DNS
1087 水間 信彦 ﾐｽﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋｺ 那須塩原市 DNS
1099 西川 和輝 ﾆｼｶﾜ ｶｽﾞｷ 鹿沼市 DNS
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1102 坂本 和一 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞｲﾁ 真岡市 栃銀ＲＣ DNS
1104 中葉 利男 ﾅｶﾊ ﾄｼｵ 福島県 郡山楽走人 DNS
1119 竹田 賢治 ﾀｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 宇都宮市 竹田石材 DNS
1122 茂木 正己 ﾓﾃｷﾞ ﾏｻﾐ 埼玉県 大将４２１５５ DNS
1123 吉澤 正明 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 芳賀町 DNS
1124 東泉 秀幸 ﾄｳｾﾝ ﾋﾃﾞﾕｷ 那須塩原市 東泉体育大学 DNS
1125 生田目 富夫 ﾅﾊﾞﾀﾒ ﾄﾐｵ 大田原市 かけっこクラブ DNS
1127 石川 国夫 ｲｼｶﾜ ｸﾆｵ 埼玉県 DNS
1136 吉澤 俊文 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄｼﾌﾐ 宇都宮市 DNS
1140 鈴木 秀享 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 福島県 ヒデ散歩 DNS
1147 田中 龍太郎 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾀﾛｳ 福島県 DNS
1153 吉田 孝司 ﾖｼﾀ ﾀｶｼ 福島県 DNS
1158 高橋 鐶 ﾀｶﾊｼ ﾀﾏｷ 福島県 DNS
1175 本田 吉三 ﾎﾝﾀﾞ ﾖｼﾐ 福島県 DNS
1178 細谷 康之 ﾎｿﾔ ﾔｽﾕｷ 茨城県 水戸市役所 DNS
1179 三本木 覚 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ｻﾄﾙ 福島県 朝日ラバー DNS
1183 清永 健治 ｷﾖﾅｶﾞ ｹﾝｼﾞ 下野市 DNS
1184 紺野 武志 ｺﾝﾉ ﾀｹｼ 福島県 たけちゃんマン DNS
1189 丸山 航輝 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 那須町 ラン太郎 DNS
1204 天谷 幹雄 ｱﾏｶﾞｲ ﾐｷｵ 栃木市 ＭＳＡＴＲＵＮ DNS
1205 斎藤 威 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 宇都宮市 DNS
1206 池田 圭二 ｲｹﾀﾞ ｹｲｼﾞ 福島県 DNS
1220 菊地 和也 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾔ 那須烏山市 DNS
1235 堀 雅則 ﾎﾘ ﾏｻﾉﾘ 矢板市 DNS
1238 深澤 静 ﾌｶｻﾜ ｼｽﾞｶ 大田原市 DNS
1246 山口 利雄 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼｵ 那須烏山市 DNS
1256 瀬尾 崇 ｾｵ ﾀｶｼ 茨城県 DNS
1259 小川 大輔 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 東京都 DNS
1262 鈴木 耕太郎 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀﾛｳ 山形県 山城を走る DNS
1265 浅地 晴信 ｱｻｼﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ 福島県 僕は彼女の財布 DNS
1272 清水 和耶 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾔ 大田原市 福原イクメンズ DNS
1277 横山 透 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 福島県 DNS
1278 高橋 誠人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 那須塩原市 フリーダム DNS
1279 阿久津 俊策 ｱｸﾂ ｼｭﾝｻｸ 宇都宮市 工藤設計 DNS
1285 塩澤 裕也 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 福島県 水ラン DNS
1290 小野 翔吾 ｵﾉ ｼｮｳｺﾞ 宇都宮市 アッヴィ DNS
1293 菊地 宏克 ｷｸﾁ ﾋﾛｶﾂ 那須塩原市 DNS
1299 堀口 真弘 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 埼玉県 DNS
1301 深谷 直樹 ﾌｶﾔ ﾅｵｷ 福島県 取り戻せ健康体 DNS
1305 黒崎 晃輝 ｸﾛｻｷ ｺｳｷ 矢板市 米村ＡＣ DNS


