
3 ・ A3 10km男子 50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 1683 江森　弘明 ｴﾓﾘ ﾋﾛｱｷ 埼玉県 加須走友会 35分21秒
2 1744 諏訪　昌幸 ｽﾜ ﾏｻﾕｷ 下野市 結城ＲＣ 36分08秒
3 1630 大田原　啓 ｵｵﾀﾜﾗ ｹｲ 那須塩原市 We☆ﾗﾝ 37分28秒
4 1862 星　誠 ﾎｼ ﾏｺﾄ 日光市 スリナム製作所 37分38秒
5 1761 富永　裕二 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳｼﾞ 茨城県 ハイタッチＣ 38分51秒
6 1653 森　亮善 ﾓﾘ ﾘｮｳｾﾞﾝ 日光市 森病院 39分07秒

7 1814 大木　哲夫 ｵｵｷ ﾃﾂｵ 宇都宮市 （株）クボタ 39分12秒

8 1868 高橋　敏文 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾌﾐ 宇都宮市 39分54秒

9 1681 大森　剛 ｵｵﾓﾘ ﾀｹｼ 大田原市 山一化学 40分02秒

10 1686 平田　栄一 ﾋﾗﾀ ｴｲｲﾁ 千葉県 ｅＡ千葉 40分32秒

11 1751 星野　弘光 ﾎｼﾉ ﾋﾛﾐﾂ 宇都宮市 41分04秒

12 1648 脇坂　忠宏 ﾜｷｻｶ ﾀﾀﾞﾋﾛ さくら市 41分18秒

13 1682 津吹　政実 ﾂﾌﾞｷ ﾏｻﾐ 鹿沼市 ラグザ 41分29秒

14 1724 大森　靖之 ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾕｷ 栃木市 41分43秒

15 1763 湯沢　洋一 ﾕｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 埼玉県 41分58秒

16 1679 林　國夫 ﾊﾔｼ ｸﾆｵ 小山市 小山向野ＪＣ 41分58秒

17 1609 黒川　勉 ｸﾛｶﾜ ﾂﾄﾑ 下野市 42分02秒

18 1737 吉田　正行 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 上三川町 栃木銀行ＲＣ 42分24秒

19 1705 藤原　輝男 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃﾙｵ 上三川町 栃木酔走楽団 42分49秒

20 1674 海老沼　功 ｴﾋﾞﾇﾏ ｲｻｵ 小山市 穂積小学校 43分01秒

21 1714 緑川　裕 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 みどりクラブ 43分17秒

22 1831 柴原　久佳 ｼﾊﾞﾊﾗ ﾋｻﾖｼ 小山市 走ゃ豪会 43分35秒

23 1766 土屋　嘉之 ﾂﾁﾔ ﾖｼﾕｷ 高根沢町 43分36秒

24 1603 柏崎　正明 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾏｻｱｷ 小山市 44分04秒

25 1675 荒川　和浩 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 鹿沼市 第一化成 44分13秒

26 1844 早川　安行 ﾊﾔｶﾜ ﾔｽﾕｷ 足利市 らんらんツクバ 44分13秒

27 1772 島田　悦男 ｼﾏﾀﾞ ｴﾂｵ 佐野市 佐野走友会 44分16秒

28 1725 栃木　俊一 ﾄﾁｷﾞ ｼｭﾝｲﾁ 栃木市 なかよし山岳会 44分17秒

29 1827 引地　健二 ﾋｷﾁ ｹﾝｼﾞ 宇都宮市 長坂クラブ 44分20秒

30 1706 染谷　佳男 ｿﾒﾔ ﾖｼｵ 鹿沼市 下田町若衆 44分30秒

31 1730 阿由葉　菊夫 ｱﾕﾊ ｷｸｵ 足利市 赤石特攻隊 44分32秒

32 1820 諸岡　泰 ﾓﾛｵｶ ﾔｽｼ 岩舟町 すぎのこ駅伝部 44分42秒

33 1696 広瀬　淳 ﾋﾛｾ ｷﾖｼ 益子町 トヨダｗホーム 45分00秒

34 1646 坂田　敏治 ｻｶﾀ ﾄｼﾊﾙ 栃木市 結城おやじの会 45分06秒

35 1664 田部田　富夫 ﾀﾍﾞﾀ ﾄﾐｵ 足利市 45分13秒

36 1617 増渕　薫 ﾏｽﾌﾞﾁ ｶｵﾙ 真岡市 ﾌﾞｰﾀﾝRC 45分20秒

37 1756 柏倉　健一 ｶｼﾜｸﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 山形県 45分32秒

38 1800 中山　勝良 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾖｼ 小山市 45分33秒

39 1765 北村　仁 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ 埼玉県 大成建設 45分45秒

40 1809 押元　和之 ｵｼﾓﾄ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 富士電機 45分52秒

41 1619 遠藤　剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 群馬県 刀水AC 45分53秒

42 1605 山下　信一 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｲﾁ 小山市 46分05秒

43 1753 田中　光臣 ﾀﾅｶ ﾐﾂｵﾐ 宇都宮市 マイクリニック 46分25秒

44 1784 中村　学 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾌﾞ 上三川町 カオウ 46分41秒

45 1779 志村　一男 ｼﾑﾗ ｶｽﾞｵ 栃木市 46分45秒

46 1869 宮崎　正志 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｼ 埼玉県 46分49秒

47 1727 笹村　和文 ｻｻﾑﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 栃木市 47分05秒

48 1834 仲山　高史 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 茨城県 ＣＳＯＦＣ 47分08秒

49 1625 津野　良夫 ﾂﾉ ﾖｼｵ 壬生町 47分15秒

50 1748 柳沢　磯安 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲｿﾔｽ 茨城県 47分18秒
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51 1759 牧野　浩之 ﾏｷﾉ ﾋﾛﾕｷ 真岡市 47分24秒

52 1773 菊池　秀之 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 益子町 47分25秒

53 1668 菅沼　義秀 ｽｶﾞﾇﾏ ﾖｼﾋﾃﾞ 壬生町 47分28秒

54 1624 田邊　匡 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 壬生町 47分32秒

55 1786 水下　弘一 ﾐｽﾞｼﾀ ｺｳｲﾁ 福島県 三菱伸銅ＲＣ 47分35秒

56 1640 石﨑　正男 ｲｼｻﾞｷ ﾏｻｵ 下野市 RIDE　Freaks 47分41秒

57 1847 田中　裕介 ﾀﾅｶ ﾕｳｽｹ 宇都宮市 ＵＴＣ 47分44秒

58 1660 大高　淳 ｵｵﾀｶ ｼﾞｭﾝ 埼玉県 47分48秒

59 1796 丸山　茂美 ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞﾖｼ 宇都宮市 ヘロヘロクラブ 47分55秒

60 1673 渡辺　公雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾐｵ 鹿沼市 栃木銀行ＲＣ 48分03秒

61 1655 蓼沼　好治 ﾀﾃﾞﾇﾏ ﾖｼﾊﾙ 佐野市 48分04秒

62 1702 樋渡　幸四郎 ﾋﾜﾀｼ ｺｳｼﾛｳ 茨城県 名村情報 48分06秒

63 1688 天谷　政幸 ｱﾏｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ 宇都宮市 48分09秒

64 1680 金澤　清 ｶﾅｻﾞﾜ ｾｲ 群馬県 48分12秒

65 1742 斧澤　良成 ｵﾉｻﾞﾜ ﾖｼﾅﾘ 岩舟町 岩舟新里局 48分16秒

66 1643 佐俣　勝 ｻﾏﾀ ﾏｻﾙ 埼玉県 (株)ニコン 熊谷製作所 48分21秒

67 1828 木村　寛之 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 宇都宮市 瑞南クラブ 48分24秒

68 1677 山崎　雄二 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 宇都宮市 チームＪＩＹＵ 48分25秒

69 1628 杉山　稔 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾉﾙ 壬生町 48分27秒

70 1633 鈴木　俊則 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 宇都宮市 ＥＲＣ 48分27秒

71 1739 阿久津　英明 ｱｸﾂ ﾋﾃﾞｱｷ 塩谷町 阿久津金物店 48分41秒

72 1649 岡戸　隆 ｵｶﾄﾞ ﾀｶｼ 千葉県 48分47秒

73 1750 神戸　文明 ｺﾞｳﾄﾞ ﾌﾐｱｷ 足利市 48分56秒

74 1782 桜井　秀幸 ｻｸﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ さくら市 栃木銀行ＲＣ 49分00秒

75 1690 尾花　文夫 ｵﾊﾞﾅ ﾌﾐｵ 佐野市 ラビトル 49分06秒

76 1621 星野　藤三 ﾎｼﾉ ﾄｳｿﾞｳ 壬生町 49分07秒

77 1722 市原　勝博 ｲﾁﾊﾗ ｶﾂﾋﾛ 宇都宮市 不二工機 49分12秒

78 1852 阿久津　和久 ｱｸﾂ ｶｽﾞﾋｻ 神奈川県 49分12秒

79 1783 平山　登 ﾋﾗﾔﾏ ﾉﾎﾞﾙ 宇都宮市 オレンジロード 49分15秒

80 1757 角張　貴之 ｶｸﾊﾞﾘ ﾀｶﾕｷ 群馬県 ＰＨＣ 49分22秒

81 1715 北本　昌一 ｷﾀﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ 下野市 ちいむＤＥＶ 49分28秒

82 1746 石川　博 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 足利市 アンタレス足利 49分28秒

83 1840 橋本　栄 ﾊｼﾓﾄ ｻｶｴ 宇都宮市 セブンイレブン 49分37秒

84 1616 井上　辰司 ｲﾉｳｴ ﾀﾂｼﾞ 壬生町 49分37秒

85 1863 中島　正幸 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻﾕｷ 鹿沼市 県庁 49分39秒

86 1832 高野　茂 ﾀｶﾉ ｼｹﾞﾙ 茨城県 49分47秒

87 1726 渡辺　好唯 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾀﾀﾞ 栃木市 ビーグルず 49分52秒

88 1701 大根田　俊治 ｵｵﾈﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 福島県 住友ゴム白河 49分53秒

89 1654 和田　毅 ﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 茨城県 50分02秒

90 1758 矢野　卓司 ﾔﾉ ﾀｸｼﾞ 日光市 東武建設 50分06秒

91 1829 寺田　静雄 ﾃﾗﾀﾞ ｼｽﾞｵ 埼玉県 50分13秒

92 1764 山崎　弘隆 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾀｶ 宇都宮市 50分17秒

93 1732 土屋　亨 ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 下野市 デュポン 50分27秒

94 1778 畑中　繁郎 ﾊﾀﾅｶ ｼｹﾞｵ 宇都宮市 50分30秒

95 1838 谷崎　篤司 ﾀﾆｻﾞｷ ｱﾂｼ 足利市 50分43秒

96 1777 常見　佳克 ﾂﾈﾐ ﾖｼｶﾂ 足利市 老年病附属病院 50分50秒

97 1841 平野　直敏 ﾋﾗﾉ ﾅｵﾄｼ 宇都宮市 栃木銀行 50分50秒

98 1738 小林　幸衛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｴｲ 宇都宮市 チームＪＩＹＵ 50分59秒

99 1833 山崎　俊洋 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｱｷ 宇都宮市 51分08秒

100 1769 島田　暁彦 ｼﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ 栃木市 51分12秒
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101 1839 佐々木　高信 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 東京都 51分18秒

102 1849 山口　正紀 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻｷ 矢板市 51分31秒

103 1861 井上　英夫 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｵ 宇都宮市 51分35秒

104 1762 鈴木　勝彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 宇都宮市 モモイズミ会 51分35秒

105 1816 清水　明 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 宇都宮市 足利銀行 51分44秒

106 1866 遠藤　常夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾈｵ 福島県 51分45秒

107 1614 前島　悠二 ﾏｴｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 壬生町 51分45秒

108 1846 若林　和雄 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 下野市 51分49秒

109 1741 大貫　幸二 ｵｵﾇｷ ｺｳｼﾞ 宇都宮市 北関東工管ＲＣ 52分00秒

110 1767 元川　喜成 ﾓﾄｶﾜ ﾖｼﾅﾘ さくら市 52分05秒

111 1754 谷田部　明 ﾔﾀﾍﾞ ｱｷﾗ 宇都宮市 （株）ＫＭＣ 52分11秒

112 1647 鶴見　敬司 ﾂﾙﾐ ｹｲｼﾞ 下野市 52分20秒

113 1612 伊澤　正夫 ｲｻﾞﾜ ﾏｻｵ 下野市 ｹﾆｱの風 52分24秒

114 1870 野口　雅秀 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 宇都宮市 52分25秒

115 1718 金子　和正 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾏｻ 壬生町 みぶらんなーず 52分30秒

116 1656 荒木　順司 ｱﾗｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 茨城県 コマツＯＢ 52分36秒

117 1792 清水　正一 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁ 下野市 ラグザ 52分40秒

118 1610 山上　芳昭 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾖｼｱｷ 宇都宮市 52分51秒

119 1785 石川　浩 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 栃木市 ＭＯＣＨＩＤＡ 52分58秒

120 1613 髙瀬　直敏 ﾀｶｾ ﾅｵﾄｼ 宇都宮市 獨協医大病院 53分02秒

121 1671 村上　昌平 ﾑﾗｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 真岡市 53分03秒

122 1789 塩田　功 ｼｵﾀ ｲｻｵ 茨城県 53分04秒

123 1666 中村　昌英 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ 佐野市 みかも走ろう会 53分07秒

124 1795 小野崎　敦夫 ｵﾉｻﾞｷ ｱﾂｵ 宇都宮市 那須農振 53分11秒

125 1813 松尾　康滋 ﾏﾂｵ ﾔｽｼｹﾞ 群馬県 53分13秒

126 1658 阿久津　裕幸 ｱｸﾂ ﾋﾛﾕｷ 宇都宮市 鶴陵ＯＢ 53分20秒

127 1815 佐藤　芳男 ｻﾄｳ ﾖｼｵ 小山市 まるたか 53分22秒

128 1760 中村　幸夫 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｵ 日光市 53分24秒

129 1776 久田　利一 ﾋｻﾀﾞ ﾄｼｶｽﾞ 埼玉県 53分28秒

130 1667 糸井　博 ｲﾄｲ ﾋﾛｼ 宇都宮市 53分29秒

131 1752 石川　裕之 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 上三川町 悦走会 53分30秒

132 1637 佐藤　哲男 ｻﾄｳ ﾃﾂｵ 壬生町 53分32秒

133 1703 五十畑　勉 ｲｿﾊﾀ ﾂﾄﾑ 鹿沼市 53分35秒

134 1734 岩井　隆 ｲﾜｲ ﾀｶｼ 足利市 足利市社協 53分37秒

135 1797 佐々木　智治 ｻｻｷ ﾄﾓｼﾞ 宇都宮市 ヘロヘロクラブ 53分38秒

136 1755 村田　貴英 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾃﾞ 神奈川県 53分41秒

137 1632 日置　義正 ﾋｵｷ ﾖｼﾏｻ 栃木市 53分43秒

138 1848 石川　一利 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾄｼ 真岡市 53分54秒

139 1676 辻村　浩 ﾂｼﾞﾑﾗ ﾋﾛｼ 茨城県 53分58秒

140 1652 飯塚　恒生 ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾈｵ 壬生町 東急建設㈱ 54分05秒

141 1731 藤井　毅 ﾌｼﾞｲ ﾂﾖｼ 東京都 大和測量 54分06秒

142 1794 黒瀬　裕二 ｸﾛｾ ﾕｳｼﾞ 宇都宮市 クロセカンパニ 54分08秒

143 1733 渡辺　正仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾄ 壬生町 54分16秒

144 1723 金田　隆夫 ｶﾈﾀﾞ ﾀｶｵ 宇都宮市 ラグザ 54分17秒

145 1650 小川　正男 ｵｶﾞﾜ ﾏｻｵ 埼玉県 東急建設㈱ 54分17秒

146 1687 生井　代次 ﾅﾏｲ ﾀﾞｲｼﾞ 栃木市 54分17秒

147 1641 田沼　広 ﾀﾇﾏ ﾋﾛｼ 埼玉県 ダサイタマ県白岡 54分18秒

148 1851 齋藤　了一 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 宮城県 カヤノミクラブ 54分19秒

149 1678 木村　宇一 ｷﾑﾗ ｳｲﾁ 茨城県 ばんつま走友会 54分20秒

150 1749 小澤　正夫 ｵｻﾞﾜ ﾏｻｵ 足利市 54分21秒
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151 1672 中田　清 ﾅｶﾀﾞ ｷﾖｼ 栃木市 エム倶楽部 54分30秒

152 1728 福田　浩士 ﾌｸﾀﾞ ｺｳｼﾞ 鹿沼市 54分37秒

153 1775 小林　宏次 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 茨城県 茨城芸游会 54分40秒

154 1821 吉村　祐一 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 高根沢町 54分49秒

155 1665 大牧　辰男 ｵｵﾏｷ ﾀﾂｵ 宇都宮市 ビックツリー 54分51秒

156 1837 荒井　誠二 ｱﾗｲ ｾｲｼﾞ 茨城県 54分57秒

157 1635 早乙女　幸男 ｿｳﾄﾒ ﾕｷｵ 壬生町 55分01秒

158 1770 瀧田　利信 ﾀｷﾀ ﾄｼﾉﾌﾞ 群馬県 足利銀行 55分02秒

159 1859 添野　隆之 ｿｴﾉ ﾀｶﾕｷ 下野市 55分07秒

160 1713 高橋　富郎 ﾀｶﾊｼ ﾄﾐｵ 真岡市 新陽メタルビー 55分07秒

161 1615 本間　英樹 ﾎﾝﾏ ﾋﾃﾞｷ 壬生町 55分11秒

162 1825 町田　昌巳 ﾏﾁﾀﾞ ﾏｻﾐ 群馬県 富岡総合病院 55分13秒

163 1700 濱崎　隆 ﾊﾏｻﾞｷ ﾀｶｼ 宇都宮市 55分15秒

164 1790 田口　忍 ﾀｸﾞﾁ ｼﾉﾌﾞ 茨城県 55分19秒

165 1826 石田　雅之 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 真岡市 芳賀東小 55分24秒

166 1818 大貫　正彦 ｵｵﾇｷ ﾀﾀﾞﾋｺ 宇都宮市 55分24秒

167 1639 若田部　隆幸 ﾜｶﾀﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 佐野市 55分36秒

168 1716 岩田　恭郎 ｲﾜﾀ ﾔｽｵ 宇都宮市 ちいむＤＥＶ 55分40秒

169 1856 佐藤　明夫 ｻﾄｳ ｱｷｵ 宇都宮市 サトウセッケイ 55分41秒

170 1717 小野寺　哲也 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾃﾂﾔ 福島県 隊友会郡山 55分42秒

171 1808 宇賀神　一雄 ｳｶﾞｼﾞﾝ ｶｽﾞｵ 鹿沼市 56分00秒

172 1698 杉江　房夫 ｽｷﾞｴ ﾌｻｵ 宇都宮市 56分01秒

173 1774 纓坂　誠 ｵｻｶ ﾏｺﾄ 宇都宮市 56分06秒

174 1659 山田　浩史 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 宇都宮市 へんぺいそく 56分15秒

175 1807 陶山　浩二 ｽﾔﾏ ｺｳｼﾞ 埼玉県 クレハ合繊 56分22秒

176 1721 山口　誠二 ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｼﾞ 下野市 流暢ズ 56分43秒

177 1747 山口　由紀夫 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｵ 神奈川県 56分47秒

178 1771 渡辺　道夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｵ 壬生町 56分57秒

179 1822 数度　美幸 ｽｳﾄﾞ ﾖｼﾕｷ 宇都宮市 栃ろう野球ＯＢ 57分05秒

180 1657 大沢　昌弘 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 栃木市 サーズデー 57分06秒

181 1709 高瀬　賢三 ﾀｶｾ ｹﾝｿﾞｳ 青森県 57分09秒

182 1823 間瀬　章 ﾏｾ ｱｷﾗ 小山市 57分09秒

183 1629 川村　真 ｶﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 壬生町 作新RC 57分19秒

184 1788 関　勇 ｾｷ ｲｻﾑ 茨城県 57分20秒

185 1824 弓田　哲司 ﾕﾐﾀ ﾃﾂｼﾞ 宇都宮市 57分21秒

186 1850 手島　隆志 ﾃｼﾞﾏ ﾀｶｼ 壬生町 安心して下さい 57分24秒

187 1781 大津　こうじ ｵｵﾂ ｺｳｼﾞ 東京都 57分30秒

188 1622 小島　博之 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 壬生町 57分33秒

189 1636 大岩　幹男 ｵｵｲﾜ ﾐｷｵ 宇都宮市 57分46秒

190 1662 江連　叶栄 ｴﾂﾞﾚ ｶﾉｴｲ 宇都宮市 バンバンクラブ 57分59秒

191 1689 山口　務 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ 真岡市 58分46秒

192 1743 青井　将雄 ｱｵｲ ﾏｻｵ 宇都宮市 ビッグツリー 58分50秒

193 1604 東條　浩幸 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 小山市 58分52秒

194 1858 菊地　洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 宇都宮市 58分57秒

195 1697 小荷田　孝之 ｺﾆﾀ ﾀｶﾕｷ 宇都宮市 こにた動物病院 58分59秒

196 1695 菅野　成昌 ｶﾝﾉ ｼｹﾞﾏｻ 福島県 でんこうクラブ 59分05秒

197 1860 鈴木　正明 ｽｽﾞｷ ﾏｻｱｷ 宇都宮市 ラグザ 59分07秒

198 1620 蓼沼　隆 ﾀﾃﾇﾏ ﾀｶｼ 壬生町 獨協医科大学 59分17秒

199 1651 木村　敏章 ｷﾑﾗ ﾄｼｱｷ 埼玉県 プルデンシャル 59分18秒

200 1694 平井　清 ﾋﾗｲ ｷﾖｼ 東京都 とちぎ魚清ＲＣ 1時間00分16秒



3 ・ A3 10km男子 50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

第４回壬生町ゆうがおマラソン大会
Results/ 競技結果

Data:2015/12/6

201 1693 北嶋　浩二 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｼﾞ 茨城県 山野会 1時間00分24秒

202 1867 吉田　充伯 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂﾉﾘ 福島県 レッドボール 1時間00分28秒

203 1719 岩村　誠 ｲﾜﾑﾗ ﾏｺﾄ 芳賀町 1時間00分31秒

204 1854 前島　伸一郎 ﾏｴｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宇都宮市 ＤＯＮＥＴ 1時間00分34秒

205 1712 小竹　欣男 ｺﾀｹ ﾖｼｵ 宇都宮市 栃木県庁 1時間00分54秒

206 1793 角田　満 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂﾙ 鹿沼市 1時間01分15秒

207 1642 南野　邦夫 ﾅﾝﾉ ｸﾆｵ 高根沢町 1時間01分33秒

208 1803 小森　俊昭 ｺﾓﾘ ﾄｼｱｷ 宇都宮市 記念病院陸上部 1時間01分44秒

209 1865 内藤　孝吉 ﾅｲﾄｳ ｺｳｷﾁ 埼玉県 1時間02分17秒

210 1670 箕輪　克美 ﾐﾉﾜ ｶﾂﾐ 茨城県 茨城ＯＶ会 1時間02分20秒

211 1623 石塚　満 ｲｼﾂﾞｶ ﾐﾂﾙ 壬生町 1時間02分23秒

212 1853 山本　景壽 ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾞﾋｻ 秋田県 1時間02分52秒

213 1805 安田　謹一郎 ﾔｽﾀﾞ ｷﾝｲﾁﾛｳ 鹿沼市 積水化成品東部 1時間03分05秒

214 1685 大橋　暁 ｵｵﾊｼ ｻﾄﾙ 茨城県 青年海外協力隊 1時間03分07秒

215 1711 笹島　一紀 ｻｻｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 宇都宮市 チームＪＩＹＵ 1時間03分14秒

216 1602 柴田　兼人 ｼﾊﾞﾀ ｶﾈﾄ 壬生町 ﾁｰﾑｺﾞﾝ太 1時間03分15秒

217 1601 田島　修身 ﾀｼﾞﾏ ｵｻﾐ 鹿沼市 1時間03分27秒

218 1691 青木　保 ｱｵｷ ﾀﾓﾂ 那須塩原市 ラビトル 1時間04分01秒

219 1692 生田　和夫 ｲｸﾀ ｶｽﾞｵ 埼玉県 三谷商事 1時間04分42秒

220 1806 柏﨑　謙一 ｶｼﾜｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 鹿沼市 クレハ合繊 1時間04分55秒

221 1810 福本　浩 ﾌｸﾓﾄ ﾋﾛｼ 千葉県 千葉ユニセフ 1時間04分58秒

222 1645 山本　修義 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｷﾞ 宇都宮市 1時間05分24秒

223 1804 小島　弘行 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 1時間05分26秒

224 1798 大沼　晴彦 ｵｵﾇﾏ ﾊﾙﾋｺ 宇都宮市 ヘロヘロクラブ 1時間05分55秒

225 1607 奈良　勇 ﾅﾗ ｲｻﾑ 壬生町 1時間06分01秒

226 1699 南　忠 ﾐﾅﾐ ﾀﾀﾞｼ 宇都宮市 ＯＰＲＣ 1時間06分20秒

227 1608 大島　文夫 ｵｵｼﾏ ﾌﾐｵ 壬生町 1時間06分39秒

228 1819 笠井　伸司 ｶｻｲ ｼﾝｼﾞ 東京都 かいＲＵＮ 1時間07分00秒

229 1684 小熊　宏始 ｵｸﾞﾏ ﾋﾛｼ 栃木市 日冷工業 1時間07分27秒

230 1801 高田　義一 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｲﾁ 鹿沼市 とちぎ魚清ＲＣ 1時間08分57秒

231 1830 石戸　孝之 ｲｼﾄﾞ ﾀｶﾕｷ 茨城県 ＯＰＲＣ 1時間14分48秒

232 1729 岩淵　勝博 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶﾂﾋﾛ 茨城県 （有）岩淵工業 1時間15分38秒

233 1627 土屋　晴夫 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 栃木市 ｶﾝﾃﾞｨｷ・ｸﾗﾌﾞ 1時間23分16秒


