
7：5km 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 3010 小井沼 康良 ｵｲﾇﾏ ﾔｽﾖｼ 栃木市 17:04
2 3113 金井 春樹 ｶﾅｲ ﾊﾙｷ 大田原市 国際医療福祉大 17:08
3 3082 稲田 俊一 ｲﾅﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 福島県 かがみいしＳＣ 17:23
4 3011 樋山 達也 ﾋﾔﾏ ﾀﾂﾔ 宇都宮市 リスＲＴ 17:54
5 3046 高久 康明 ﾀｶｸ ﾔｽｱｷ 那須町 ＪＡなすの 18:13
6 3004 前原 和紀 ﾏｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 群馬県 多々良快速 18:18
7 3003 大澤 悟 ｵｵｻﾜ ｻﾄｼ 那須塩原市 ラン太郎 18:28
8 3016 池沢 健太 ｲｹｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 千葉県 セキノ興産 18:35
9 3017 堀江 裕也 ﾎﾘｴ ﾕｳﾔ 茨城県 千波湖激走快 18:35

10 3037 荒井 拓郎 ｱﾗｲ ﾀｸﾛｳ 高根沢町 あらい整骨院 18:38
11 3083 加藤 広夢 ｶﾄｳ ﾋﾛﾑ 大田原市 那須赤十字病院 18:40
12 3063 芳賀 愛斗 ﾊｶﾞ ﾏﾅﾄ 宮城県 仙台大学 18:49
13 3009 小椋 敬太 ｵｸﾞﾗ ｹｲﾀ 埼玉県 18:51
14 3007 木下 大介 ｷﾉｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 那須塩原市 19:03
15 3104 石黒 礼夢 ｲｼｸﾞﾛ ﾗｲﾑ 群馬県 19:11
16 3041 高村 徳之 ﾀｶﾑﾗ ﾉﾘﾕｷ 那須塩原市 車屋ＭＥＲＩＴ 19:21
17 3056 永藤 魁晟 ﾅｶﾞﾌｼﾞ ｶｲｾｲ 栃木市 リスランニング 19:22
18 3086 加藤 博紀 ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 那須塩原市 ラン太郎 19:27
19 3051 菅谷 知仁 ｽｶﾞﾔ ﾄﾓﾋﾄ 大田原市 19:27
20 3077 小花 智志 ｵﾊﾞﾅ ｻﾄｼ 那須塩原市 20:37
21 3034 関 隆寛 ｾｷ ﾀｶﾋﾛ 那須塩原市 20:48
22 3108 伊藤 一希 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 大田原市 20:57
23 3020 大島 佳浩 ｵｵｼﾏ ﾖｼﾋﾛ 大田原市 親園ＷＩＮＳ 21:02
24 3110 塩谷 健浩 ｼｵﾔ ﾀｹﾋﾛ さくら市 内野アタケ 21:29
25 3107 山本 哲史 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂｼ 大田原市 大田原 22:00
26 3058 井澤 昌也 ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 大田原市 井澤工務店 22:06
27 3105 小野瀬 健太 ｵﾉｾ ｹﾝﾀ 那須塩原市 22:15
28 3044 本澤 和之 ﾎﾝｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 那須塩原市 本沢自動車 22:20
29 3066 伊藤 元裕 ｲﾄｳ ﾓﾄﾋﾛ 大田原市 22:36
30 3040 上野 貴彦 ｳｴﾉ ﾀｶﾋｺ 真岡市 22:45
31 3087 磯 徹 ｲｿ ﾄｵﾙ 大田原市 大田原陸協 22:46
32 3013 鈴木 道雄 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 那須塩原市 大山小学校 22:49
33 3095 鈴木 紀寛 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 那須塩原市 23:01
34 3079 青木 翔 ｱｵｷ ｼｮｳ 大田原市 大田原市 23:01
35 3002 大森 剛 ｵｵﾓﾘ ﾀｹｼ 大田原市 持田製薬工場 23:47
36 3043 小口 信次 ｺｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 大田原市 23:56
37 3094 馬場 智巳 ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓﾐ 那須塩原市 山一化学工業 23:58
38 3067 和田 大樹 ﾜﾀﾞ ﾋﾛｷ 福島県 国際医療福祉大 24:10
39 3103 冨田 健介 ﾄﾐﾀ ｹﾝｽｹ 宇都宮市 古里中 24:29
40 3001 藤田 晃一 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｲﾁ 大田原市 くろばねＲＣ 24:30
41 3022 櫻岡 直樹 ｻｸﾗｵｶ ﾅｵｷ 大田原市 東京計器 24:35
42 3054 田代 雄大 ﾀｼﾛ ﾕｳﾀﾞｲ 大田原市 宇都宮大学 24:38
43 3065 佐藤 信久 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾋｻ 大田原市 24:41
44 3014 大森 一弘 ｵｵﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 大田原市 24:43
45 3060 関谷 修 ｾｷﾔ ｵｻﾑ 東京都 オートシステム 25:02
46 3072 近藤 稔広 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ 大田原市 25:04
47 3064 浅野 由偉 ｱｻﾉ ﾕｳｲ 大田原市 若草中学校 25:14
48 3073 小林 秀幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 茨城県 25:15
49 3101 長嶋 堅 ﾅｶﾞｼﾏ ｹﾝ 大田原市 みわ動物病院 25:28
50 3092 直井 和也 ﾅｵｲ ｶｽﾞﾔ 大田原市 25:37
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51 3042 藤田 将浩 ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 那須町 車屋ＭＥＲＩＴ 25:45
52 3018 益子 輝明 ﾏｼｺ ﾃﾙｱｷ 大田原市 25:48
53 3036 沢崎 裕司 ｻﾜｻﾞｷ ﾋﾛｼ 益子町 27:11
54 3085 森野 智之 ﾓﾘﾉ ﾄﾓﾕｷ 大田原市 山一化学工業 27:11
55 3088 高畠 道広 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ 埼玉県 27:15
56 3050 中島 大輔 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 埼玉県 27:32
57 3047 飯村 通 ｲｲﾑﾗ ﾄｵﾙ 茂木町 27:33
58 3112 日下 和之 ｸｻｶ ｶｽﾞﾕｷ 茨城県 28:02
59 3019 松本 丈雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｵ 大田原市 28:09
60 3049 折本 裕樹 ｵﾘﾓﾄ ﾋﾛｷ 茨城県 双葉台ＲＣ 28:23
61 3097 井上 正則 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾉﾘ 大田原市 那須野農協 28:36
62 3111 楢崎 輝美 ﾅﾗｻﾞｷ ﾃﾙﾐ 東京都 昭和の四一くん 28:36
63 3006 藤田 一之 ﾌｼﾞﾀ ｶｽﾞﾕｷ 大田原市 ＪＴＭ 28:47
64 3038 渡邉 孝行 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 大田原市 ＪＡなすの 28:51
65 3053 中村 英一 ﾅｶﾑﾗ ｴｲｲﾁ 茨城県 双葉台ＲＣ 28:55
66 3057 阿美 直行 ｱﾐ ﾅｵﾕｷ 千葉県 元市川北 28:56
67 3015 渕本 智広 ﾌﾁﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 益子町 Ｋａｏ 29:00
68 3021 手塚 健太郎 ﾃﾂﾞｶ ｹﾝﾀﾛｳ 大田原市 29:10
69 3023 阿久津 敏之 ｱｸﾂ ﾄｼﾕｷ 大田原市 29:24
70 3102 黒澤 忠久 ｸﾛｻﾜ ﾀﾀﾞﾋｻ 茨城県 ＹＭＭＭＴ 29:49
71 3031 橋本 勉 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾄﾑ 大田原市 空手協会黒羽 29:51
72 3012 磯 文康 ｲｿ ﾌﾐﾔｽ 大田原市 30:22
73 3075 町田 良輔 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 宇都宮市 30:35
74 3008 星野 健悟 ﾎｼﾉ ｹﾝｺﾞ 真岡市 30:51
75 3091 麻生 颯太 ｱｿｳ ｿｳﾀ 岡山県 山一化学工業 31:17
76 3093 増山 卓史 ﾏｼﾔﾏ ﾀｸﾌﾐ 那須塩原市 31:23
77 3039 小林 宣孔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾖｼ 群馬県 31:35
78 3035 古山 徹司 ﾌﾙﾔﾏ ﾃﾂｼﾞ 茨城県 なし 31:39
79 3089 津村 文夫 ﾂﾑﾗ ﾌﾐｵ 宇都宮市 31:55
80 3084 齋藤 正樹 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 宇都宮市 31:56
81 3080 青木 正信 ｱｵｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 大田原市 32:07
82 3055 大川 千尋 ｵｵｶﾜ ﾁﾋﾛ 矢板市 33:06
83 3032 芳賀 幸人 ﾊｶﾞ ﾕｷﾋﾄ 那須町 33:14
84 3078 清水 修 ｼﾐｽﾞ ｵｻﾑ 那須塩原市 33:32
85 3045 加藤 則康 ｶﾄｳ ﾉﾘﾔｽ 宇都宮市 34:04
86 3048 蓮實 義章 ﾊｽﾐ ﾖｼｱｷ 大田原市 親園中野球部 34:53
87 3096 川村 規介 ｶﾜﾑﾗ ｷｽｹ 大田原市 山一化学工業 36:24
88 3098 松井 豪仁 ﾏﾂｲ ﾋﾃﾞﾄ 大田原市 山一化学工業 36:36

3005 桑久保 聡 ｸﾜｸﾎﾞ ｻﾄｼ 大田原市 DNS
3024 大平 雅士 ｵｵﾋﾗ ﾏｻｼ 那須町 マ・メゾン光星 DNS
3025 斎藤 宏幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 那須町 マ・メゾン光星 DNS
3026 草野 恵史 ｸｻﾉ ｻﾄｼ 那須町 マ・メゾン光星 DNS
3027 尾本 保史 ｵﾓﾄ ﾔｽﾌﾐ 那須町 マ・メゾン光星 DNS
3028 青山 信之 ｱｵﾔﾏ ﾉﾌﾞﾕｷ 那須町 マ・メゾン光星 DNS
3029 平山 拓朗 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 那須町 マ・メゾン光星 DNS
3030 村田 和司 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞｼ 那須町 マ・メゾン光星 DNS
3033 西村 誠 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 大田原市 DNS
3052 小川 史稔 ｵｶﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 大田原市 井澤工務店 DNS
3059 佐藤 寛毅 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 宮城県 ＭＡＸＰＪＴ DNS
3061 川又 浩一 ｶﾜﾏﾀ ｺｳｲﾁ 茨城県 サバイバー（肝 DNS
3062 手塚 勇気 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｷ 大田原市 DNS
3068 千葉 武之 ﾁﾊﾞ ﾀｹﾕｷ 福島県 コマツ郡山工場 DNS
3069 芳賀 直人 ﾊｶﾞ ﾅｵﾄ 大田原市 DNS
3070 小林 竜馬 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 那須塩原市 DNS
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3071 中澤 諒 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 大田原市 DNS
3074 平野 一実 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾐ 福島県 DNS
3076 佐々木 望 ｻｻｷ ﾉｿﾞﾑ 宮城県 明後日は筋肉痛 DNS
3081 吉井 雅美 ﾖｼｲ ﾏｻﾐ 宇都宮市 DNS
3090 栗田 慎一 ｸﾘﾀ ｼﾝｲﾁ 那須塩原市 DNS
3099 大西 悠介 ｵｵﾆｼ ﾕｳｽｹ さくら市 DNS
3100 鹿股 大輔 ｶﾉﾏﾀ ﾀﾞｲｽｹ 福島県 DNS
3106 伊藤 達志 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 那須塩原市 ＪＡなすの DNS
3109 伊藤 真慧 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ 那須町 DNS


