
25 ・ 一般男子F5km (高校生以上)

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3347 山家　翔 栃木県 大田原女子高校教員 16分11秒
2 3335 佐藤　太星 ｻﾄｳ ﾀｲｾｲ 福島県 川俣町駅伝ﾁｰﾑ 16分27秒
3 3301 大沼　舜弥 福島県 福島西高 16分40秒
4 3336 大谷　葵 ｵｵﾀﾆ ｱｵｲ 福島県 桑折町駅伝ﾁｰﾑ 16分41秒
5 3303 須釜　泰弘 ｽｶﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 福島県 宮城教育大学 16分44秒
6 3306 紺野　春樹 ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ 福島県 17分20秒

7 3337 岩永　篤 ｲﾜﾅｶﾞ ｱﾂｼ 福島県 桑折町駅伝ﾁｰﾑ 17分35秒

8 3355 嶺岸　祐斗 ﾐﾈｷﾞｼ ﾕｳﾄ 福島県 橘 17分38秒

9 3326 立野　仗 ﾀﾁﾉ ｼﾞｮｳ 福島県 松韻福島高校 17分58秒

10 3354 渡邉　光稀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｷ 福島県 橘高校 18分06秒

11 3369 後藤　仁志 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 福島県 国見町駅伝部 18分24秒

12 3309 小澤　重成 ｵｻﾞﾜ ｼｹﾞﾅﾘ 福島県 18分40秒

13 3327 高橋　海斗 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾄ 福島県 松韻福島高校 19分03秒

14 3328 渡部　佑哉 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾔ 福島県 松韻福島高校 19分05秒

15 3340 増田　龍平 ﾏｽﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 福島県 green　leaf　RC 19分22秒

16 3325 阿部　秀一 ｱﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 福島県 19分38秒

17 3341 佐藤　清治 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 福島県 green　leaf　RC 19分59秒

18 3370 中野　貴大 ﾅｶﾉ ﾀｶﾋﾛ 福島県 国見町駅伝部 20分20秒

19 3323 樽川　淳一 ﾀﾙｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 福島県 郡山基礎SC 20分27秒

20 3302 片平　壽彦 ｶﾀﾋﾗ ﾄｼﾋｺ 福島県 梁川高校 20分30秒

21 3357 小沢　健也 ｵｻﾞﾜ ﾀｹﾔ 福島県 向かい風 21分25秒

22 3322 近藤　凌馬 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾏ 福島県 21分27秒

23 3310 東海林　信之 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 21分50秒

24 3350 神尾　正俊 ｶﾐｵ ﾏｻﾄｼ 福島県 ﾁｰﾑ尚美 21分58秒

25 3368 渡部　文広 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 22分05秒

26 3364 畠山　昂 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｶｼ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 22分37秒

27 3345 安西　洋希 ｱﾝｻﾞｲ ﾋﾛｷ 福島県 22分41秒

28 3344 菅野　治貴 ｽｹﾞﾉ ﾊﾙｷ 福島県 22分44秒

29 3351 ガラール　アハマド 福島県 （株）ｹﾐｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 22分48秒

30 3307 菅野　広貴 ｶﾝﾉ ﾋﾛｷ 福島県 SWC 22分56秒

31 3311 菅野　幸市 ｽｹﾞﾉ ｺｳｲﾁ 福島県 23分18秒

32 3319 佐久間　拓弥 ｻｸﾏ ﾀｸﾔ 福島県 第1学院郡山キャンパス 23分21秒

33 3356 古関　健寿 ｺｾｷ ｹﾝｼﾞｭ 福島県 23分26秒

34 3346 遠藤　経央 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾈﾋｻ 福島県 23分36秒

35 3349 加藤　英夫 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 福島県 23分45秒

36 3375 本間　広樹 ﾎﾝﾏ ﾋﾛｷ 福島県 株式会社同仁社 24分00秒

37 3358 堀川　新 ﾎﾘｶﾜ ｱﾗﾀ 福島県 24分10秒

38 3361 川村　政樹 ｶﾜﾑﾗ ﾏｻｷ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 24分16秒

39 3339 伊藤　講平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 福島県 福島銀行従業員組合 24分27秒

40 3362 荒金　将哉 ｱﾗｶﾞﾈ ｼｮｳﾔ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 24分37秒

41 3363 幅野　祐介 ﾊﾊﾞﾉ ﾕｳｽｹ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 25分06秒

42 3352 多賀　翔 ﾀｶﾞ ｼｮｳ 福島県 日本大学 25分09秒

43 3360 齋藤　恵太 ｻｲﾄｳ ｹｲﾀ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 25分10秒

44 3365 齋藤　大志 ｻｲﾄｳ ﾀｲｼ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 25分29秒

45 3332 柴田　聡 ｼﾊﾞﾀ ｻﾄｼ 福島県 南電設陸上部 25分37秒

46 3374 対馬　雄一 ﾂｼﾏ ﾕｳｲﾁ 福島県 株式会社同仁社 25分50秒

47 3308 長尾　隆広 ﾅｶﾞｵ ﾀｶﾋﾛ 福島県 26分15秒

48 3316 晴山　渉 ﾊﾚﾔﾏ ﾜﾀﾙ 福島県 26分36秒

49 3324 高木　寿仁 ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 福島県 飯坂ﾎﾃﾙ聚楽 26分42秒
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50 3304 佐々木　一哉 ｻｻｷ ｶｽﾞﾔ 福島県 27分16秒

51 3313 渡部　芳憲 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ 福島県 27分18秒

52 3359 江口　至 ｴｸﾞﾁ ｲﾀﾙ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 27分25秒

53 3338 佐久間　良之 ｻｸﾏ ﾖｼﾕｷ 福島県 福島銀行従業員組合 27分26秒

54 3330 青山　貴博 ｱｵﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 福島県 南電設陸上部 27分45秒

55 3321 渡邉　信秀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 福島県 27分52秒

56 3314 髙松　順 ﾀｶﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 27分58秒

57 3373 半澤　雅人 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 福島県 株式会社同仁社 29分15秒

58 3372 高橋　祥也 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾔ 福島県 株式会社同仁社 29分25秒

59 3348 鈴木　一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾌﾐ 福島県 30分06秒

60 3367 佐藤　敬太 ｻﾄｳ ｹｲﾀ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 31分00秒

61 3366 高橋　健太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 31分00秒

62 3334 大沼　祐輔 ｵｵﾇﾏ ﾕｳｽｹ 福島県 9F　runner‘s 34分44秒

63 3329 佐藤　拓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 福島県 南電設陸上部 35分13秒

64 3331 渡辺　雅樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 福島県 南電設陸上部 35分57秒


