
19 ・ 一般男子A3km (高校生を除く18歳以上)

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 2343 横堀　雄大 ﾖｺﾎﾞﾘ ﾕｳﾀﾞｲ 福島県 団体職員 10分17秒
2 2311 坪井　裕一 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｲﾁ 福島県 10分39秒
3 2314 小野田　将哉 ｵﾉﾀﾞ ﾏｻﾔ 福島県 10分39秒
4 2310 菅野　信裕 ｽｶﾞﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 10分49秒
5 2308 伊藤　勝頼 ｲﾄｳ ｶﾂﾖﾘ 福島県 ﾏﾙﾍﾞﾘｰ桑折 11分13秒
6 2329 安斎　圭 ｱﾝｻﾞｲ ｹｲ 福島県 保原薬局 11分13秒

7 2350 田中　吉樹 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 福島県 株式会社同仁社 11分21秒

8 2302 高橋　正彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 宮城県 12分12秒

9 2318 犬飼　剛 ｲﾇｶｲ ﾀｹｼ 岐阜県 12分27秒

10 2322 佐藤　文昭 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ 福島県 12分47秒

11 2336 伊藤　和重 ｲﾄｳ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮城県 やまもとRC 12分55秒

12 2325 折笠　完 ｵﾘｶｻ ﾕﾀｶ 福島県 ﾁｰﾑﾄﾞﾚﾐ 13分12秒

13 2312 末永　純志 ｽｴﾅｶﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 福島県 ふじの里 13分17秒

14 2341 服部　和幸 ﾊｯﾄﾘ ｶｽﾞﾕｷ 福島県 13分45秒

15 2340 佐藤　信之 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 福島県 会社員 13分50秒

16 2328 武田　恒一 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｲﾁ 福島県 福島銀行従業員組合 14分04秒

17 2338 大原　信一郎 ｵｵﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 福島県 14分19秒

18 2344 菊野　龍 ｷｸﾉ ﾘｭｳ 福島県 14分45秒

19 2320 鈴木　俊光 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 福島県 ﾁｰﾑﾄﾞﾚﾐ 15分10秒

20 2326 大館　博昌 ｵｵﾀﾞﾃ ﾋﾛｱｷ 福島県 15分12秒

21 2309 石川　薫 ｲｼｶﾜ ｶｵﾙ 福島県 15分17秒

22 2349 安田　知央 ﾔｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 ﾄﾞﾚﾐの保育園 15分21秒

23 2305 矢吹　吉幸 ﾔﾌﾞｷ ﾖｼﾕｷ 福島県 15分37秒

24 2337 泉　智裕 ｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 福島県 16分03秒

25 2333 岩倉　亮 ｲﾜｸﾗ ﾘｮｳ 福島県 けやきの村 16分06秒

26 2331 八巻　敦俊 ﾔﾏｷ ｱﾂﾄｼ 福島県 けやきの村 16分11秒

27 2321 田村　裕剛 ﾀﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 福島県 16分40秒

28 2342 星野　孝弘 ﾎｼﾉ ﾀｶﾋﾛ 福島県 ﾁｰﾑﾄﾞﾚﾐ 16分45秒

29 2345 髙橋　星児 ﾀｶﾊｼ ｾｲｼﾞ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 16分47秒

30 2319 齋藤　友晴 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾊﾙ 福島県 16分48秒

31 2332 荒木　晴登 ｱﾗｷ ﾊﾙﾄ 福島県 けやきの村 17分03秒

32 2303 菅野　久幸 福島県 ﾗｲﾅｰｽﾞ 17分19秒

33 2348 佐藤　政弘 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 福島県 ﾄﾞﾚﾐの保育園 18分09秒

34 2315 堀江　十郎 ﾎﾘｴ ｼﾞｭｳﾛｳ 福島県 18分16秒

35 2330 白坂　健 ｼﾗｻｶ ﾀｹｼ 福島県 けやきの村 18分33秒

36 2335 景井　正明 ｶｹﾞｲ ﾏｻｱｷ 福島県 けやきの村 18分36秒

37 2347 石部　祐亮 ｲｼﾍﾞ ﾕｳｽｹ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 19分15秒

38 2306 開保津　龍史 ｶｲﾎﾂ ﾘｭｳｼ 宮城県 19分56秒

39 2316 高橋　夏樹 ﾀｶﾊｼ ﾅﾂｷ 福島県 20分09秒

40 2307 佐藤　英次 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 福島県 20分59秒

41 2304 本望　髙治 ﾎﾝﾓｳ ﾀｶｼﾞ 福島県 こおり町ﾊﾈｼ会 21分36秒

42 2313 石川　慎治 ｲｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ 宮城県 21分42秒
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