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5948 鹿野　克夫 ｼｶﾉ ｶﾂｵ  0:42:18福島走ろう会1 福島県福島市

5946 小野　弘志 ｵﾉ ﾋﾛｼ  0:46:49奥州水沢愛走会2 岩手県奥州市

5905 山﨑　和男 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｵ  0:46:51海老名２０００3 神奈川県海老名市

5961 長岡　直人 ﾅｶﾞｵｶ ﾅｵﾄ  0:47:29釜石はせっぺす4 岩手県釜石市

5932 髙橋　和夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ  0:51:015 岩手県八幡平市

5903 髙槻　讓 ﾀｶﾂｷ ﾕｽﾞﾙ  0:51:07ランを楽しむ会6 岩手県奥州市

5962 藤原　円治郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾝｼﾞﾛｳ  0:52:117 秋田県横手市

5963 藤沢　清志 ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｼ  0:52:12ラージクラブ8 岩手県奥州市

5955 伊藤　芳夫 ｲﾄｳ ﾖｼｵ  0:52:30酒ラン隊9 群馬県桐生市

5956 阿部　良治 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ  0:53:16仙台明走会10 宮城県仙台市

5935 釼吉　敏 ｹﾝﾖｼ ｻﾄｼ  0:53:58北上マスターズ11 岩手県北上市

5901 高橋　憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ  0:55:3512 岩手県北上市

5909 内田　一夫 ｳﾁﾀﾞ ｶｽﾞｵ  0:57:03曙走ろう会13 埼玉県羽生市

5927 藤井　範雄 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ  0:57:28盛岡ドリーム14 岩手県盛岡市

5917 澤口　四郎 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾛｳ  0:58:56八幡平市陸協15 岩手県八幡平市

5933 菅原　嘉久 ｽｶﾞﾜﾗ  0:59:0816 岩手県奥州市

5966 村上　和之 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾕｷ  1:00:3417 香川県三木町

5939 小野寺　由治 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼｼﾞ  1:01:13奥州水沢愛走会18 岩手県奥州市

5953 鈴木　清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ  1:01:3619 岩手県奥州市

5928 山中　素久 ﾔﾏﾅｶ  1:01:54花巻走友会20 岩手県花巻市

5918 佐藤　弘志 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ  1:02:06熊野ＡＣ21 岩手県花巻市

5959 清水　秀雄 ｼﾐｽﾞ ﾋﾃﾞｵ  1:02:2522 埼玉県川口市

5958 小泉　洋 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ  1:02:3123 岩手県盛岡市

5937 小原　幸夫 ｵﾊﾞﾗ ﾕｷｵ  1:02:33猊鼻渓ＲＣ24 岩手県一関市

5968 陶山　泰信 ｽﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ  1:02:3525 静岡県長泉町

5908 及川　正賢 ｵｲｶﾜ ｾｲｹﾝ  1:02:40岩手ﾗﾝﾅｰおじさん26 岩手県奥州市

5940 菅野　孝二 ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞ  1:02:44奥州水沢愛走会27 岩手県奥州市

5938 千田　七郎 ﾁﾀﾞ ｼﾁﾛｳ  1:03:19奥州水沢愛走会28 岩手県奥州市

5972 横山　充 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾙ  1:03:25サンフラワーズ29 福島県伊達市

5952 金澤　賢治 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ  1:03:33泉パークメイツ30 宮城県大和町

5912 安彦　強 ｱﾋﾞｺ ﾂﾖｼ  1:03:49奥州水沢愛走会31 岩手県奥州市

5906 後藤　喜美男 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｵ  1:03:5332 岩手県奥州市

5907 髙橋　謙光 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｺｳ  1:04:58岩手チャレンジ33 岩手県奥州市

5944 仙内　直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ  1:06:07花巻走友会34 岩手県花巻市

5971 紺野　卓男 ｺﾝﾉ ﾀｸｵ  1:06:2035 福島県福島市

5915 及川　紀 ｵｲｶﾜ ｵｻﾑ  1:06:37三ケ尻走友会36 岩手県金ケ崎町

5950 吉田　峯男 ﾖｼﾀﾞ ﾐｹｵ  1:07:4637 岩手県一関市

5967 阿部　四朗 ｱﾍﾞ ｼﾛｳ  1:08:2438 岩手県八幡平市

5964 越戸　浩 ｺｼﾄﾞ ﾋﾛｼ  1:11:0739 岩手県滝沢市

5914 阿部　孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ  1:11:30福島荒井完走会40 福島県福島市

5929 小林　文男 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔｵ  1:11:5341 岩手県奥州市

5957 加藤　常雄 ｶﾄｳ ﾂﾈｵ  1:12:1642 神奈川県厚木市

5965 村上　修二 ﾑﾗｶﾐ ｼｭｳｼﾞ  1:12:2643 宮城県仙台市

5969 須藤　豊 ｽﾄｳ ﾕﾀｶ  1:12:5344 宮城県仙台市

5934 千田　義治 ﾁﾀﾞ ﾖｼｼﾞ  1:14:05いきいきランナ45 岩手県奥州市

5916 工藤　富士夫 ｸﾄﾞｳ ﾌｼﾞｵ  1:17:1846 秋田県秋田市

5925 開保津　龍史 ｶｲﾎﾂ ﾘｭｳｼﾞ  1:18:19紀元２６００年47 宮城県大崎市

5954 新井　弘美 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ  1:18:2748 宮城県利府町

5930 齋藤　保男 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ  1:19:15玉山走友会49 岩手県矢巾町

5920 髙橋　忠徳 ﾀｶﾊｼ  1:19:55奥州水沢愛走会50 岩手県奥州市
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5941 兎澤　辰男 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾂｵ  1:20:59鹿角陸友会51 秋田県鹿角市

5910 佐藤　吉五郎 ｻﾄｳ ｷﾁｺﾞﾛｳ  1:21:13奥州水沢愛走会52 岩手県奥州市

5974 高橋　和生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ  1:21:3253 岩手県奥州市

5922 髙橋　弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ  1:22:23奥州水沢愛走会54 岩手県奥州市

5913 菊地　長平 ｷｸﾁ ﾁｮｳﾍｲ  1:23:03奥州水沢愛走会55 岩手県奥州市

5926 本多　賢次 ﾎﾝﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  1:26:14泉パークメイツ56 宮城県富谷市

5973 菊池　七郎 ｷｸﾁ ｼﾁﾛｳ  1:28:37中村屋菓子57 岩手県遠野市

5923 金野　実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ  1:30:1058 岩手県陸前高田市

5943 及川　正郎 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾛｳ  1:31:3259 岩手県奥州市

5902 阪口　巖夫 ｻｶｸﾞﾁ ｲﾜｵ  1:34:07ゆっくり～ず60 宮城県仙台市

5919 住吉　福穗 ｽﾐﾖｼ ﾌｸﾎ  1:36:2261 岩手県奥州市
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