
12：5km 60歳以上男子の部
順位 ナンバー 氏名 フリガナ 地区 所属 タイム 備考

1 6061 山田 孝志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 福島県 ふくしま持久力 19:18
2 6059 本田 賢 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 福島県 郡山ヒロセ電機 19:19
3 6031 湯田 真一 ﾕﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 矢板市 矢板ＲＣ 19:29
4 6056 小林 公則 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾉﾘ 茨城県 20:15
5 6057 大田原 啓 ｵｵﾀﾜﾗ ｹｲ 那須塩原市 ラン太郎 20:16
6 6043 沼尾 成三 ﾇﾏｵ ｼｹﾞﾐ 日光市 20:21
7 6035 三田 好治 ﾐﾀ ﾖｼﾊﾙ 埼玉県 ハルスケ 20:33
8 6037 菊池 徹 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ 大田原市 大田原陸クラブ 20:44
9 6048 熊田 賢一 ｸﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 チーム白鳩 21:19

10 6053 小林 邦夫 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｵ 埼玉県 楓ＡＣ 22:51
11 6036 齋藤 雅美 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐ 福島県 23:14
12 6011 高庄 太平 ﾀｶｼｮｳ ﾀﾍｲ 市貝町 ワンワンクロベ 23:21
13 6024 稲見 雅巳 ｲﾅﾐ ﾏｻﾐ 真岡市 23:23
14 6014 柴田 昌宏 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 茨城県 23:52
15 6030 長田 勝明 ｵｻﾀﾞ ｶﾂｱｷ 福島県 白河走ろう会響 24:05
16 6021 後藤 靖生 ｺﾞﾄｳ ﾔｽｵ 大田原市 24:35
17 6042 増子 剛康 ﾏｽｺ ﾀｹﾔｽ 那須町 酪農とちぎ 24:37
18 6065 田代 勝広 ﾀｼﾛ ｶﾂﾋﾛ 那須塩原市 山が好きだ 24:48
19 6044 螺良 弘 ﾂﾌﾞﾗ ﾋﾛｼ 宇都宮市 25:04
20 6054 加藤 孝夫 ｶﾄｳ ﾀｶｵ 長野県 チームちゃ塾 25:31
21 6006 櫻井 潤一郎 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 大田原市 那須ブラーゼン 25:39
22 6032 芳賀 豊 ﾊｶﾞ ﾕﾀｶ 大田原市 25:51
23 6001 武藤 幸男 ﾑﾄｳ ｻﾁｵ 宇都宮市 栃の葉ＲＣ 25:54
24 6027 平山 啓次 ﾋﾗﾔﾏ ｹｲｼﾞ 宇都宮市 26:04
25 6064 根本 弘 ﾈﾓﾄ ﾋﾛｼ 福島県 白河走ろう会 26:08
26 6018 奥田 良一 ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 那須塩原市 27:14
27 6017 長井 清美 ﾅｶﾞｲ ｷﾖﾐ 福島県 白河走友会 27:48
28 6039 奈良 宏司 ﾅﾗ ｺｳｼﾞ 鹿沼市 ＪＲ東日本ＯＢ 27:52
29 6041 小松 三良 ｺﾏﾂ ﾐﾖｼ 宇都宮市 微愚良直 27:57
30 6009 露久保 富夫 ﾂﾕｸﾎﾞ ﾄﾐｵ 大田原市 29:24
31 6050 大塚 武夫 ｵｵﾂｶ ﾀｹｵ 日光市 29:34
32 6002 北川 慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 30:14
33 6045 植竹 勉 ｳｴﾀｹ ﾂﾄﾑ 茨城県 31:06
34 6026 檜山 博 ﾋﾔﾏ ﾋﾛｼ 高根沢町 31:07
35 6015 渋田 重利 ｼﾌﾞﾀ ｼｹﾞﾄｼ 那須塩原市 31:26
36 6016 相田 雄一 ｱｲﾀ ﾕｳｲﾁ さくら市 31:27
37 6005 薄葉 保夫 ｳｽﾊﾞ ﾔｽｵ 那須町 31:37
38 6029 金子 允夫 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｵ 那須町 32:08
39 6062 笹沼 守 ｻｻﾇﾏ ﾏﾓﾙ 矢板市 たたみや草遊会 32:31
40 6019 深津 章 ﾌｶﾂ ｱｷﾗ 群馬県 あっくんず 33:27
41 6028 山藤 知広 ｻﾝﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 大田原市 33:38
42 6008 山上 彰男 ﾔﾏｶﾞﾐ ｱｷｵ 大田原市 33:51
43 6022 益子 吉五 ﾏｼｺ ﾖｼｺﾞ 那須塩原市 大田原管理公社 35:06
44 6007 根本 政行 ﾈﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 宇都宮市 遅まきランナー 37:04
45 6046 秋元 久夫 ｱｷﾓﾄ ﾋｻｵ 那須塩原市 37:57
46 6049 星野 恵司 ﾎｼﾉ ｹｲｼﾞ 大田原市 38:12
47 6023 山口 清 ﾔﾏｸﾞﾁ ｷﾖｼ 茨城県 八千代整骨院 38:32
48 6040 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島県 福島荒井完走会 41:24
49 6055 助川 邦男 ｽｹｶﾞﾜ ｸﾆｵ 大田原市 42:57
50 6052 高山 克行 ﾀｶﾔﾏ ｶﾂﾕｷ 宇都宮市 46:18
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6003 加藤 一郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ 千葉県 名古屋市役所 DNS
6004 鎌田 雄二 ｶﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 大田原市 DNS
6010 大木 己芳 ｵｵｷ ﾐﾖｼ 那須烏山市 ワンワンクロベ DNS
6012 礒 則之 ｲｿ ﾉﾘﾕｷ 大田原市 DNS
6013 岩山 登 ｲﾜﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 大田原市 DNS
6020 三澤 洋 ﾐｻﾜ ﾋﾛｼ 真岡市 仲良し会 DNS
6025 伊藤 幸夫 ｲﾄｳ ﾕｷｵ 大田原市 キヤノン DNS
6033 鳥取 克行 ﾄｯﾄﾘ ｶﾂﾕｷ 宇都宮市 いきいきクラブ DNS
6034 田中 正行 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 那須塩原市 全電協 DNS
6038 髙橋 忍 ﾀｶﾊｼ ｼﾉﾌﾞ 大田原市 石井沢囃子会 DNS
6047 相馬 広人 ｿｳﾏ ﾋﾛﾄ 大田原市 DNS
6051 川上 明男カ ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ 大田原市 DNS
6058 平泉 隆伸 ﾋﾗｲｽﾞﾐ ﾀｶﾉﾌﾞ 茨城県 DNS
6060 佐藤 清美 ｻﾄｳ ｷﾖﾐ 大田原市 DNS
6063 荒船 慎二 ｱﾗﾌﾈ ｼﾝｼﾞ 宇都宮市 栃木銀行ＲＣ DNS


