
26 ・ 一般男子G5km (40歳から49歳)

順位 ゼッケン 氏名 フリガナ 地区 チーム名 タイム 備考
1 3433 渡邊　正浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 福島県 桑折町駅伝ﾁｰﾑ 17分24秒
2 3432 菅野　剛 ｶﾝﾉ ﾂﾖｼ 福島県 川俣町駅伝ﾁｰﾑ 17分56秒
3 3420 服部　真樹 ﾊｯﾄﾘ ﾏｻｷ 福島県 安達RC 18分40秒
4 3431 伊東　哲哉 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 福島県 川俣町駅伝ﾁｰﾑ 19分05秒
5 3439 柚井　康広 ﾕｽﾞｲ ﾔｽﾋﾛ 福島県 仙台市電廃止から40年 19分21秒
6 3443 和合　敬史 ﾜｺﾞｳ ﾀｶｼ 福島県 19分29秒

7 3435 橋本　幸治 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｼﾞ 福島県 あさかのRCｽﾎﾟｰﾂ少年団 20分23秒

8 3409 菅野　健二 ｽｶﾞﾉ ｹﾝｼﾞ 福島県 20分35秒

9 3417 渡辺　貴志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ 福島県 21分17秒

10 3421 菅野　秀一 ｶﾝﾉ ｼｭｳｲﾁ 福島県 21分39秒

11 3436 橋本　満 ﾊｼﾓﾄ ﾐﾂﾙ 福島県 22分07秒

12 3406 上遠野　直人 ｶﾄｳﾉ ﾅｵﾄ 福島県 大田小学校 22分53秒

13 3438 鈴木　仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 宮城県 22分59秒

14 3410 鈴木　明生 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 福島県 へろへろ走ろう会 23分42秒

15 3427 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ 福島県 24分15秒

16 3415 鈴木　一広 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 福島県 福島中央郵便局 24分48秒

17 3425 渡辺　雅之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 福島県 25分31秒

18 3426 小林　淳 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 福島県 25分48秒

19 3419 古籏　雅幸 ﾌﾙﾊﾀ ﾏｻﾕｷ 福島県 25分58秒

20 3408 渋川　和明 ｼﾌﾞｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 福島県 26分17秒

21 3418 鈴木　清恵 ｽｽﾞｷ ｷﾖｴ 福島県 26分24秒

22 3428 霜山　茂 ｼﾓﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 福島県 梁川ﾐﾆﾊﾞｽ 26分24秒

23 3441 穐本　哲哉 ｱｷﾓﾄ ﾃﾂﾔ 福島県 26分44秒

24 3430 高田　和典 ﾀｶﾀ ｶｽﾞﾌﾐ 福島県 南電設陸上部 26分44秒

25 3412 早川　真也 ﾊﾔｶﾜ ｼﾝﾔ 福島県 五十嵐AC 26分53秒

26 3444 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 福島県 ﾕｱｽﾎﾟ 26分53秒

27 3414 野地　謙一 ﾉｼﾞ ｹﾝｲﾁ 福島県 26分56秒

28 3424 及川　裕樹 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｷ 宮城県 26分58秒

29 3402 新田　修 ﾆｯﾀ ｵｻﾑ 福島県 27分07秒

30 3413 渡辺　武司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 宮城県 27分41秒

31 3442 菊池　章一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ 福島県 ﾁｰﾑ尚美 28分57秒

32 3423 下田　拓磨 ｼﾓﾀﾞ ﾀｸﾏ 福島県 29分04秒

33 3434 押山　知弘 ｵｼﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 福島県 ﾁｰﾑｵｯｼｰ 29分23秒

34 3437 酒本　茂樹 ｻｶﾓﾄ ｼｹﾞｷ 宮城県 ﾎｰﾁｷ 29分52秒

35 3416 石田　光路 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 福島県 29分53秒

36 3411 渡辺　義弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 福島県 31分41秒

37 3404 渡部　弘司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 福島県 31分56秒

38 3440 小野　佳之 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 福島県 32分36秒

39 3401 安斎　寿之 ｱﾝｻﾞｲ ﾄｼﾕｷ 福島県 32分47秒

40 3429 佐久間　健 ｻｸﾏ ﾀｹｼ 福島県 南電設陸上部 33分30秒

41 3422 近内　秀雄 ｺﾝﾅｲ ﾋﾃﾞｵ 福島県 ひばら 33分36秒
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