
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　名 フリガナ 地区 所　属 タイム 備考

1 2843 湯田　真一 ﾕﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 矢板市 0:19:42

2 2835 菊池　徹 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ 大田原市 大田原陸クラブ 0:20:12

3 2820 大田原　啓 ｵｵﾀﾜﾗ ｹｲ 那須塩原市 ラン太郎 0:21:10

4 2826 大木　已芳 ｵｵｷ ﾐﾖｼ 那須烏山市 ワンワンクロベ 0:22:17

5 2807 武藤　幸男 ﾑﾄｳ ｻﾁｵ 宇都宮市 栃の葉ＲＣ 0:22:39

6 2831 川上　明男 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ 大田原市 0:22:54

7 2814 稲見　雅巳 ｲﾅﾐ ﾏｻﾐ 真岡市 千代ケ岡ＲＣ 0:23:13

8 2817 伊藤　幸夫 ｲﾄｳ ﾕｷｵ 大田原市 キヤノン 0:23:42

9 2822 後藤　靖生 ｺﾞﾄｳ ﾔｽｵ 大田原市 0:24:41

10 2805 佐々木　一 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 那須烏山市 0:24:41

11 2810 平山　啓次 ﾋﾗﾔﾏ ｹｲｼﾞ 宇都宮市 0:25:00

12 2829 長嶋　和彦 ﾅｶﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋｺ 大田原市 0:25:20

13 2811 螺良　弘 ﾂﾌﾞﾗ ﾋﾛｼ 宇都宮市 クロベーＲＣ 0:25:47

14 2827 礒　則之 ｲｿ ﾉﾘﾕｷ 大田原市 0:26:35

15 2834 奈良　宏司 ﾅﾗ ｺｳｼﾞ 鹿沼市 ＪＲ東日本ＯＢ 0:27:13

16 2832 岩山　登 ｲﾜﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 大田原市 0:27:41

17 2804 露久保　富夫 ﾂﾕｸﾎﾞ ﾄﾐｵ 大田原市 黒Ｋ閉庁感謝会 0:27:56

18 2809 櫻井　潤一郎 ｻｸﾗｲ ｼﾞﾕﾝｲﾁﾛｳ 大田原市 那須ブラーゼン 0:28:14

19 2841 川内　國雄 ｶﾜｳﾁ ｸﾆｵ 小山市 0:28:42

20 2833 佐藤　公久 ｻﾄｳ ｷﾐﾋｻ 大田原市 チーム佐藤 0:29:10

21 2808 相田　雄一 ｱｲﾀﾞ ﾕｳｲﾁ さくら市 ＪＭＩＭＸＯ 0:29:20

22 2825 兼光　伯法 ｶﾈﾐﾂ ﾋﾛﾉﾘ 大田原市 隠居組 0:30:04

23 2839 金子　允夫 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｵ 那須町 那須高原 0:31:12

24 2823 渋田　重利 ｼﾌﾞﾀ ｼｹﾞﾄｼ 那須塩原市 Ｗｅ・楽走 0:31:16

25 2818 檜山　博 ﾋﾔﾏ ﾋﾛｼ 高根沢町 チンモコクラブ 0:31:38

26 2812 山上　彰男 ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｷｵ 大田原市 0:31:54

27 2801 益子　吉五 ﾏｼｺ ﾖｼｺﾞ 大田原市 大田原管理公社 0:34:12

28 2816 石塚　堯 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶｼ 大田原市 0:35:17

29 2803 秋元　久夫 ｱｷﾓﾄ ﾋｻｵ 那須塩原市 チーム黒刑 0:35:34

30 2806 大島　明美 ｵｵｼﾏ ｱｹﾐ 下野市 あきらめない 0:36:46

31 2815 根本　政行 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 宇都宮市 遅まきランナー 0:38:52

32 2840 助川　邦男 ｽｹｶﾞﾜ ｸﾆｵ 大田原市 0:41:51

33 2828 黒田　俊一 ｸﾛﾀﾞ ｼﾕﾝｲﾁ 大田原市 0:43:29

2802 篠崎　巌 ｼﾉｻﾞｷ ｲﾜｵ 高根沢町 DNF

2813 鎌田　雄二 ｶﾏﾀ ﾕｳｼﾞ 大田原市 DNS

2819 佐藤　功一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 那珂川町 DNS

2821 田代　茂 ﾀｼﾛ ｼｹﾞﾙ 大田原市 DNS

2824 鳥取　克行 ﾄﾂﾄﾘ ｶﾂﾕｷ 宇都宮市 いきいきクラブ DNS

2830 鈴木　了一 ｽｽﾞｷ ﾘﾖｳｲﾁ 大田原市 DNS

2836 髙橋　博 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 宇都宮市 DNS

2837 佐藤　清美 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 大田原市 DNS

2838 三澤　洋 ﾐｻﾜ ﾋﾛｼ 真岡市 いきいきクラブ DNS

2842 奥田　良一 ｵｸﾀﾞ ﾘﾖｳｲﾁ 那須塩原市 太夫塚ＲＣ DNS
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