
No. 氏　　名 住　所 No. 氏　　名 住　所

特別招待選手 君原　健二 1850 佐藤　公男 いわき市

1801 今津　正人 東京都 1851 白土　敏夫 南相馬市

1802 河井　長美 静岡県 1852 渡邉　菊寿 郡山市

1803 三宅　徹 神奈川県 1853 佐藤　義信 白河市

1804 清水　正次 須賀川市 1854 石山　晃司 須賀川市

1805 髙際　正晴 埼玉県 1855 鈴木　秀一 白河市

1806 石附　功 新潟県 1856 野口　朗 千葉県

1807 佐々木　一 栃木県 1857 千葉　三雄 須賀川市

1808 皆川　孝 茨城県 1858 山田　昇 栃木県

1809 神立　修司 神奈川県 1859 斎藤　英二 いわき市

1810 江藤　幸裕 郡山市 1860 本多　輝雄 二本松市

1811 石塚　正俊 東京都 1861 吉田　正美 須賀川市

1812 海村　吉男 いわき市 1862 小関　敏郎 茨城県

1813 磐瀬　学 須賀川市 1863 原　健二 大阪府

1814 小林　康修 郡山市 1864 遠藤　常夫 郡山市

1815 金本　徹 東京都 1865 懸樋　寛一 郡山市

1816 玉手　忠平 郡山市 1866 近藤　稔 茨城県

1817 鈴木　雄一 茨城県 1867 蓬田　三雄 埼玉県

1818 白岩　栄吉 白河市 1868 小倉　敏一 須賀川市

1819 久保田　幸吉 三春町 1869 柳沼　忠明 郡山市

1820 鎌田　保善 郡山市 1870 和泉　喜眞 須賀川市

1821 志田　久雄 いわき市 1871 久慈　忠敬 茨城県

1822 阿部　孝夫 福島市 1872 蓬田　和弘 宮城県

1823 青木　俊一 茨城県 1873 國分　仁一郎 郡山市

1824 馬目　暢之 茨城県 1874 紺野　武志 須賀川市

1825 猪越　守 天栄村 1875 加藤　清春 須賀川市

1826 高橋　三夫 郡山市 1876 根本　利末 須賀川市

1827 尾崎　秀道 栃木県 1877 渡邊　英二 郡山市

1828 石田　與三郎 静岡県 1878 長谷川　匡 郡山市

1829 小野寺　和義 埼玉県 1879 近藤　芳文 白河市

1830 角田　勇 いわき市 1880 矢吹　金四郎 平田村

1831 阿部　隆一 岩手県 1881 吉田　平 須賀川市

1832 吉田　容樹 中島村 1882 岡部　幸雄 棚倉町

1833 桜井　俊秀 北海道 1883 赤石　忠 青森県

1834 戸倉　忠栄 白河市 1884 大原　主司 郡山市

1835 小野寺　哲也 郡山市 1885 橋本　勉 郡山市

1836 笠井　秀隆 須賀川市 1886 佐藤　義弘 神奈川県

1837 鹿俣　幹雄 郡山市 1887 村上　一郎 郡山市

1838 佐藤　勝男 郡山市 1888 國分　敏夫 須賀川市

1839 宇佐美　隆雄 静岡県 1889 渡辺　勝雄 郡山市

1840 大木　生徳 天栄村 1890 千葉　一郎 宮城県

1841 小森　美明 天栄村 1891 熊田　賢一 須賀川市

1842 藤原　正三 茨城県 1892 深谷　章 須賀川市

1843 笊畑　秀輝 北海道 1893 橋本　暢 須賀川市

1844 増田　光雄 本宮市 1894 岩井　邦男 須賀川市

1845 村田　弘 本宮市 1895 桂　好和 茨城県

1846 小林　健 矢祭町 1896 大内　長久 三春町

1847 村上　朝英 郡山市 1897 渡辺　守永 いわき市

1848 広瀬　新一 須賀川市 1898 倉持　明 埼玉県

1849 橋本　民寿 埼玉県 1899 山口　昭一 須賀川市

加茂星の会 セントラルスポーツ

チーム１０１ ☆☆☆三星スターズ

下田市役所 緑ヶ丘ランニングクラブ

滋賀マスターズ 大信走友会

サンライズ

南相馬市

奥羽大学歯学部附属病院

福島民友新聞社

河出興産 コスモプランニング

素人蕎麦打石背流師範 日医ジョガーズ

もみじクラブ

いわき泉ＲＵＮ

舘野シニア・ＡＣ

宮代Ｒ．Ｃ 白河走ろう会

高鈴走遊くらぶ

白河走ろう会 大内化学

北会津ランナーズ たちばなＳＣ

なかじま走友会 県南教育事務所

南部陸協

あおき後援会 三協フロンテア

あおき後援会 たけちゃんマンＦＣ

Ａ・Ｓ・Ｃ

いわきＲ

福島荒井完走会

農業

木根川橋親睦会

郡山市桑野居酒屋　北粋

かけっこクラブＯＢ

松崎駅伝倶楽部 緑ケ丘第一小学校

隊友会郡山

走って飲もう会

郡山市役所

郡山中走会 ＮＰＫラン

アイカ工業株式会社

戸田陸協 ざくろ

須賀川走友会

チームほふく

楽楽走友会矢祭 三春スキークラブ

須賀川走友会 チーム平岩

【第１０部】一般男子（60歳以上)　１０ｋｍ
所　　属 所　　属

五来精肉店

須賀川走友会

安積ランニングクラブ

ゴジラパート２３

須賀川走友会

大信



No. 氏　　名 住　所 No. 氏　　名 住　所

1900 菊原　五郎 栃木県

1901 根本　義治 須賀川市

1902 塩田　典夫 いわき市

1903 薄井　孝 須賀川市

1904 小松　真一 須賀川市

1905 鮫川　太一 茨城県

1906 上澤　勝男 須賀川市

1907 渡辺　剛 郡山市

1908 阿部　芳幸 郡山市

1909 鈴木　昌幸 天栄村

1910 北山　源司 本宮市

1911 菅野　淳一 須賀川市

1912 我妻　照男 須賀川市

1913 伊藤　雅彦 いわき市

1914 須田　文生 須賀川市

1915 芝野　桂一郎 東京都

1916 溝井　久夫 須賀川市

四丁目

織内医院

（有）みさわ

池田温泉病院

アイランド薬局

ケント英会話

鍋山ＲＣ

天栄ランナーズ

大内新興化学

チームＳＴＫ

（【第１０部】一般男子（60歳以上)　１０ｋｍ）

所　　属 所　　属

笠原工業株式会社

ＡＰＩＣ


