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 マラソン男子40歳代

2017スポニチ 1stいわて奥州きらめきマラソン

市区町村県名

2017年5月21日

1031 山本　康剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ  2:35:08平塚市陸協1 神奈川県平塚市

1034 尾崎　紀幸 ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ  2:42:542 秋田県鹿角市

1072 関口　修 ｾｷｸﾞﾁ ｵｻﾑ  2:44:40埼玉陸協3 埼玉県川島町

1513 青木　嘉郎 ｱｵｷ ﾖｼﾛｳ  2:45:14千葉陸協4 千葉県野田市

1273 三谷　享 ﾐﾀﾆ ｱｷﾗ  2:46:28日本原燃陸上部5 青森県六ケ所村

1344 松井　敏 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ  2:47:45萩市役所6 山口県萩市

1192 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ  2:48:187 山形県山形市

1100 高村　静雄 ﾀｶﾑﾗ ｼｽﾞｵ  2:48:20たんぽぽＲＣ8 宮城県仙台市

1627 村田　雅宏 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ  2:48:26チームアテルイ9 岩手県奥州市

1493 伊藤　淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  2:51:57ＤＡＣ10 東京都目黒区

1352 大滝　学 ｵｵﾀｷ ﾏﾅﾌﾞ  2:52:43ＲＵＮＳ11 茨城県水戸市

1215 板持　裕朗 ｲﾀﾓﾁ ﾋﾛｱｷ  2:53:3812 島根県雲南市

1654 菊谷　賢 ｷｸﾔ ﾏｻﾙ  2:56:0413 青森県青森市

1423 水野　司 ﾐｽﾞﾉ ﾂｶｻ  2:56:31ろくにぃ～ず。14 福島県須賀川市

1475 佐藤　代和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  2:56:34一戸町役場15 岩手県一戸町

1791 久保田　真広 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ  2:57:02（株）カロ16 愛知県名古屋市

1579 今井　兼人 ｲﾏｲ ｹﾝｼﾞ  2:57:31たんぽぽＲＣ17 宮城県名取市

1710 金沢　潔 ｶﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ  2:58:0418 秋田県秋田市

1605 松永　洋明 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾋﾛｱｷ  2:58:15よこラン19 神奈川県川崎市

1176 桝本　和大 ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  2:58:43ＣＩＡ20 岩手県盛岡市

1355 水上　覚 ﾐｽﾞｶﾐ ｻﾄﾙ  2:59:3221 石川県金沢市

1554 小島　泉 ｺｼﾞﾏ ｲｽﾞﾐ  2:59:5822 栃木県小山市

1542 小山内　健一 ｵｻﾅｲ ｹﾝｲﾁ  3:00:0723 青森県弘前市

1190 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  3:00:59つま先小走り会24 神奈川県横浜市

1274 今野　祐記 ｺﾝﾉ ﾕｳｷ  3:03:22羽田走友会25 岩手県奥州市

1404 久保田　哲也 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂﾔ  3:03:44花巻ＡＣ26 岩手県花巻市

1572 山本　敦 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｼ  3:04:0127 東京都足立区

1118 今井　竜 ｲﾏｲ ﾘｭｳ  3:04:18吉成走友会28 宮城県仙台市

1671 山本　岳史 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾉﾌﾞ  3:04:23柏の葉ＲＣ29 東京都西東京市

1141 松田　裕道 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ  3:06:19オクテオンＡＣ30 神奈川県伊勢原市

1186 赤川　友美 ｱｶｶﾞﾜ ﾄﾓﾐ  3:06:30ムーンライト31 秋田県秋田市

1347 伊藤　隆之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ  3:08:24ワタリ楽走会32 福島県福島市

1127 山口　勇次 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ  3:09:0633 山形県山形市

1676 山下　慎次 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝｼﾞ  3:09:36東久留米ＲＣ34 東京都東久留米市

1429 佐藤　雅敬 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ  3:10:40秋田ＬＳＤ35 秋田県秋田市

1157 鈴木　一好 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾖｼ  3:12:3136 宮城県仙台市

1370 久保田　健嗣 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  3:13:36東京都37 埼玉県川越市

1397 河村　孝文 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ  3:13:44ヤンボーＳＣ38 広島県広島市

1252 小笠原　和裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  3:13:51本荘由利陸協39 秋田県にかほ市

1378 高田　政治 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ  3:13:53ＴＲ２ＥＣ40 神奈川県横浜市

1499 河野　哲也 ｶﾜﾉ ﾃﾂﾔ  3:14:01ＲＩＳＥ　ＲＣ41 北海道札幌市

1395 久家　千明 ｸｹﾞ ﾁｱｷ  3:14:0242 福島県会津美里町

1819 萬木　義範 ﾕﾙｷﾞ ﾖｼﾉﾘ  3:14:58西日本Ｒ２43 大阪府吹田市

1279 小野寺　実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ  3:15:36チームアテルイ44 岩手県奥州市

1156 草間　大輔 ｸｻﾏ ﾀﾞｲｽｹ  3:15:4745 秋田県潟上市

1260 伊藤　慶明 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ  3:17:1146 秋田県秋田市

1315 菅原　茂幸 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾕｷ  3:17:25完走できるの会47 岩手県北上市

1136 若山　謙一 ﾜｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  3:17:36金色のん48 埼玉県さいたま市

1476 井筒　秀樹 ｲﾂﾞﾂ ﾋﾃﾞｷ  3:18:1849 神奈川県川崎市

1044 山本　守 ﾔﾏﾓﾄ ﾏﾓﾙ  3:18:48陽大・愛子の父50 東京都江東区
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1300 大森　武宏 ｵｵﾓﾘ ﾀｹﾋﾛ  3:19:0351 宮城県仙台市

1290 鈴木　秋夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ  3:19:1652 大阪府池田市

1149 浅野　充 ｱｻﾉ ﾐﾂﾙ  3:19:2153 宮城県富谷市

1613 千葉　義弘 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ  3:19:22盛岡走友会54 岩手県盛岡市

1302 佐藤　圭 ｻﾄｳ ｹｲ  3:19:22上州ＡＣ55 群馬県館林市

1083 小野　千里 ｵﾉ ﾁｻﾄ  3:19:38和火屋ＲＣ56 秋田県大仙市

1140 小川　聡 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ  3:19:57味の素57 東京都目黒区

1778 町野　富彦 ﾏﾁﾉ ﾄﾐﾋｺ  3:19:5858 宮城県仙台市

1521 猿橋　具和 ｻﾙﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ  3:20:42ＪＡＭＳＴＥＣ59 神奈川県川崎市

1610 阿部　孝心 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾝ  3:20:4860 青森県黒石市

1183 河田　庸平 ｶﾜﾀ ﾖｳﾍｲ  3:20:50京都城南診療所61 京都府向日市

1316 大矢　一良 ｵｵﾔ ｶｽﾞﾖｼ  3:21:1762 岩手県矢巾町

1824 伊藤　裕治 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ  3:21:33トラック野郎63 埼玉県戸田市

1172 菅野　卓思 ｶﾝﾉ ﾀｶｼ  3:21:41だんまや北上店64 岩手県北上市

1339 藤島　直仁 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅｵﾋﾄ  3:22:4265 秋田県秋田市

1179 大石　広裕 ｵｵｲｼ ｺｵﾕｳ  3:22:5266 岩手県奥州市

1238 佐藤　恭 ｻﾄｳ ｷｮｳ  3:23:1067 岩手県花巻市

1840 青木　巌 ｱｵｷ ｲﾜｵ  3:23:16秋田一ツ森ＲＣ68 秋田県秋田市

1380 荘司　浩一 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ  3:23:28バイタルネット69 宮城県丸森町

1436 丸岡　晃 ﾏﾙｵｶ ｱｷﾗ  3:23:38野辺地ＲＣ70 青森県三沢市

1425 白鳥　昌宏 ｼﾗﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ  3:23:4071 宮城県仙台市

1574 袖山　国雄 ｿﾃﾞﾔﾏ ｸﾆｵ  3:24:07ＳＲＣ72 福島県三春町

1319 恩田　雅行 ｵﾝﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  3:24:38草加郵便局73 埼玉県草加市

1646 藤野　崇之 ﾌｼﾞﾉ ﾀｶﾕｷ  3:25:23盛岡走友会74 東京都板橋区

1479 竹中　広喜 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ  3:25:48土地家屋調査士75 宮城県仙台市

1449 大内　健作 ｵｵｳﾁ ｹﾝｻｸ  3:26:01バイタルネット76 宮城県大和町

1401 遠藤　信 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ  3:26:4577 福島県郡山市

1664 柳下　達也 ﾔﾅｼﾀ ﾀﾂﾔ  3:27:3978 宮城県富谷町

1181 柏倉　弘喜 ｶｼﾜｸﾞﾗ ﾋﾛｷ  3:28:11チームマルオ79 山形県山形市

1749 佐藤　敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ  3:28:1680 宮城県仙台市

1735 宮城　一幸 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ  3:28:4481 宮城県大崎市

1362 上山　誠 ｶﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ  3:28:47軽米町陸協82 岩手県軽米町

1673 中野　秀彦 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞﾋｺ  3:29:25大阪ＲＣ83 大阪府大阪市

1489 箭内　琢磨 ﾔﾅｲ ﾀｸﾏ  3:29:43協会けんぽＲＣ84 山形県山形市

1740 馬場　裕之 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ  3:29:46ＲＣ成沢85 宮城県仙台市

1353 倉茂　誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ  3:30:1086 宮城県利府町

1470 三浦　尚克 ﾐｳﾗ ﾅｵｶﾂ  3:30:37フローラ87 福島県相馬市

1851 小園　守 ｺｿﾞﾉ ﾏﾓﾙ  3:31:19チームアテルイ88 岩手県奥州市

1452 中嶋　功 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｻｵ  3:31:23弘前公園ＲＣ89 青森県弘前市

1147 早川　浩司 ﾊﾔｶﾜ ｺｳｼﾞ  3:31:3290 愛知県瀬戸市

1166 大平　彰久 ｵｵﾋﾗ ｱｷﾋｻ  3:32:24東京陸協91 東京都江東区

1207 黒崎　誠 ｸﾛｻｷ ﾏｺﾄ  3:32:31仙台視障者ＲＣ92 宮城県仙台市

1566 竹村　公宏 ﾀｹﾑﾗ ｷﾐﾋﾛ  3:32:38宇和島市役所93 愛媛県宇和島市

1523 杉　聖基 ｽｷﾞ ｾｲｷ  3:32:43トヨタ東日本94 岩手県盛岡市

1312 田鎖　智也 ﾀｸｻﾘ ﾄﾓﾔ  3:32:55ＫＴＡ95 岩手県北上市

1748 三浦　誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ  3:33:11チーム土手ラン96 秋田県大仙市

1406 米谷　康 ﾖﾈﾔ ｺｳ  3:33:2797 宮城県仙台市

1560 多田　謙一 ﾀﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  3:33:47ヨコミチＲＣ98 岩手県盛岡市

1581 高橋　正敏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ  3:34:2499 青森県三沢市

1307 村中　利成 ﾑﾗﾅｶ ﾄｼﾅﾘ  3:34:29100 宮城県仙台市

Print : 2017/05/22 9:41:06 12 / 88 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 マラソン男子40歳代

2017スポニチ 1stいわて奥州きらめきマラソン

市区町村県名

2017年5月21日

1195 西原　亮二 ﾆｼﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ  3:35:04101 東京都新宿区

1732 渡部　一志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ  3:35:06102 秋田県秋田市

1125 工藤　進作 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ  3:35:10103 岩手県盛岡市

1842 伊藤　哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ  3:35:12104 宮城県仙台市

1821 大石　晴史 ｵｵｲｼ ﾊﾙｼ  3:35:21105 宮城県仙台市

1109 梅村　大輔 ｳﾒﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  3:35:43仙台市消防局106 宮城県利府町

1756 竹中　浩 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｼ  3:35:47東芝府中107 東京都稲城市

1132 黒澤　仁義 ｸﾛｻﾜ ﾖｼﾄﾓ  3:36:10七時雨ＴＲＣ108 岩手県盛岡市

1301 根本　貴弘 ﾈﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ  3:36:18ＴＹＭＥＴＳ109 東京都江東区

1170 土井　隆行 ﾄﾞｲ ﾀｶﾕｷ  3:36:37東京エレクトロ110 東京都北区

1485 田中　克祐 ﾀﾅｶ ｶﾂﾋﾛ  3:36:41いのぶた会111 神奈川県横須賀市

1128 真苧坪　克彦 ﾏｳﾂﾎﾞ ｶﾂﾋｺ  3:37:15浅水食品ＲＣ112 青森県七戸町

1587 鈴木　新司 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ  3:37:28ＷＡＧＡＹＡ113 東京都葛飾区

1722 高村　茂 ﾀｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ  3:37:34114 神奈川県相模原市

1481 龍川　諭 ﾀﾂｶﾜ ｻﾄｼ  3:37:57115 群馬県高崎市

1628 芳賀　保彦 ﾊｶﾞ ﾔｽﾋｺ  3:38:01東京陸上競技協116 東京都目黒区

1758 鬼柳　広樹 ｵﾆﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ  3:38:07花巻ＡＣ117 岩手県花巻市

1073 原子　崇史 ﾊﾗｺ ﾀｶｼ  3:38:33打倒！柴田ＲＣ118 岩手県盛岡市

1471 石川　大五郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ  3:38:51快体健歩ＲＣ119 東京都杉並区

1655 伊藤　茂則 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾘ  3:39:08中電三重水120 三重県四日市

1469 羽根川　航 ﾊﾈｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ  3:39:11アセットクルー121 青森県弘前市

1237 齋藤　浩平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ  3:39:55122 岩手県滝沢市

1117 藤原　史門 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｶﾄﾞ  3:40:23藤原内科123 青森県十和田市

1457 伊藤　亘 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ  3:40:45124 東京都豊島区

1225 高島　恵輔 ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ  3:40:58玉山走友会125 岩手県盛岡市

1256 伊東　範光 ｲﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ  3:41:26126 秋田県北秋田市

1598 森嶌　章好 ﾓﾘｼﾏ ｱｷﾖｼ  3:41:27神戸市陸協127 兵庫県宝塚市

1137 藤平　圭太 ﾌｼﾞﾋﾗ ｹｲﾀ  3:42:07ハリボテ128 岐阜県岐南町

1643 大貫　敬嘉 ｵｵﾇｷ ﾀｶﾖｼ  3:42:53あシロート秋田129 秋田県由利本荘市

1486 網野　裕隆 ｱﾐﾉ ﾋﾛﾀｶ  3:43:03130 埼玉県志木市

1369 熊澤　公太 ｸﾏｻﾜ ｺｳﾀ  3:43:06131 山形県山形市

1767 石丸　芳視 ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾐ  3:43:08青梅走友会132 東京都日野市

1551 佐々木　淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ  3:43:10佐々木建材133 岩手県奥州市

1529 千田　栄幸 ﾁﾀﾞ ｴｲｺｳ  3:43:16奥州きらめきＰ134 岩手県奥州市

1636 鈴木　慎 ｽｽﾞｷ ｼﾝ  3:43:25ヨコミチＲＣ135 岩手県奥州市

1852 阿部　祐三 ｱﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ  3:43:25いわて生協136 岩手県一関市

1326 石井　建一 ｲｼｲ ｹﾝｲﾁ  3:43:37137 岩手県北上市

1754 工藤　大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ  3:43:39138 青森県青森市

1619 須藤　和洋 ｽﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  3:43:47群馬ＴＦ139 群馬県安中市

1376 結田　明博 ﾕｲﾀ ｱｷﾋﾛ  3:44:05140 愛媛県今治市

1209 志賀　秋人 ｼｶﾞ ｱｷﾋﾄ  3:44:24141 新潟県新潟市

1588 黒石田　紀文 ｸﾛｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾌﾐ  3:44:42かけっこ和光142 東京都板橋区

1297 阿部　賢一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ  3:44:58三川激走隊。143 山形県三川町

1720 大平　純一 ｵｵﾋﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ  3:45:11144 福島県いわき市

1265 高橋　和直 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾅｵ  3:45:26145 岩手県北上市

1609 野寄　晃弘 ﾉﾖﾘ ﾃﾙﾋﾛ  3:45:44146 静岡県静岡市

1498 坂本　晃浩 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ  3:46:44147 東京都三鷹市

1695 田中　健司 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ  3:46:46148 埼玉県さいたま市

1775 平　秀紀 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞｷ  3:47:37胆沢南走会149 岩手県奥州市

1757 津田　伸一 ﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  3:47:45岩手陸協150 岩手県盛岡市

Print : 2017/05/22 9:41:06 13 / 88 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 マラソン男子40歳代

2017スポニチ 1stいわて奥州きらめきマラソン

市区町村県名

2017年5月21日

1223 石井　宏治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ  3:48:04ＴＥＡＭ男樹151 秋田県大仙市

1043 齋藤　允 ｻｲﾄｳ ﾏｺﾄ  3:48:19トヨタ北海道152 北海道苫小牧市

1206 河原　具久 ｶﾜﾊﾗ ﾄﾓﾋｻ  3:48:31東京駅153 神奈川県横浜市

1855 松井　聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ  3:48:40味スタＲＣ154 東京都世田谷区

1218 菅原　隆夫 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｵ  3:48:41航空自衛隊155 宮城県石巻市

1623 古本　秋彦 ﾌﾙﾓﾄ ｱｷﾋｺ  3:48:46156 徳島県阿南市

1080 長池　宏史 ﾅｶﾞｲｹ ﾋﾛｼ  3:48:53ＴＥＬ157 宮城県仙台市

1556 清水　幸博 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ  3:49:28158 大阪府泉大津市

1334 熊木　徹 ｸﾏｷ ﾄｵﾙ  3:49:32野辺地ＲＣ159 青森県中泊町

1220 齊藤　真一郎 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ  3:49:33160 秋田県秋田市

1584 伊藤　治人 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋﾄ  3:49:34日星電気ＲＣ161 静岡県浜松市

1089 米澤　聖 ﾖﾈｻﾞﾜ ｻﾄｼ  3:49:34162 秋田県北秋田市

1500 大滝　保 ｵｵﾀｷ ﾀﾓﾂ  3:49:38163 山形県鶴岡市

1381 中井　太郎 ﾅｶｲ ﾀﾛｳ  3:49:41164 愛知県名古屋市

1645 玉手　義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ  3:49:51県立胆沢病院165 岩手県奥州市

1849 山田　浩三 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｿﾞｳ  3:49:54166 滋賀県東近江市

1377 相原　良次 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ  3:50:00仙台交通167 宮城県仙台市

1622 高橋　良治 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｼﾞ  3:50:07168 神奈川県横浜市

1575 野中　隆之 ﾉﾅｶ ﾀｶﾕｷ  3:50:16169 岩手県盛岡市

1785 千葉　周二 ﾁﾊﾞ ｼｭｳｼﾞ  3:50:31170 宮城県仙台市

1727 久野　剛史 ｸﾉ ﾀｹｼ  3:50:41171 東京都稲城市

1138 渡部　起史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂｼ  3:50:53ＦＴＲＣ郡山172 福島県郡山市

1733 長崎　誠 ﾅｶﾞｻｷ ﾏｺﾄ  3:51:11チーム６４大館173 秋田県大館市

1123 神保　真紀夫 ｼﾞﾝﾎﾞ ﾏｷｵ  3:51:15蔵王サプライズ174 山形県山形市

1291 中下　太 ﾅｶｼﾀ ﾌﾄｼ  3:52:08175 鹿児島県鹿児島市

1272 横谷　哲禎 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ  3:53:07176 岩手県盛岡市

1856 赤川　博之 ｱｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  3:53:21177 宮城県仙台市

1688 淺沼　敦識 ｱｻﾇﾏ ｱﾂｼ  3:53:36上野法律178 岩手県盛岡市

1788 伊藤　健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ  3:53:48伊藤医院加美町179 宮城県仙台市

1611 刈部　康弘 ｶﾙﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ  3:54:07走ろう会東北180 宮城県利府町

1061 岡本　尚樹 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ  3:54:16岡本181 宮城県仙台市

1103 齋藤　啓吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ  3:54:51仙台市役所182 宮城県仙台市

1632 水野　博之 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ  3:55:08フットライト183 愛知県名古屋市

1234 大和　吉郎 ﾔﾏﾄ ﾖｼﾛｳ  3:55:29岩手県立病院184 岩手県奥州市

1477 林　宏昭 ﾊﾔｼ ﾋﾛｱｷ  3:55:30ＭＴ185 東京都北区

1007 水戸　信幸 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ  3:55:46ゆっくり～ず186 宮城県白石市

1045 野田　敬弘 ﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  3:55:51肉体べんじょ派187 東京都台東区

1441 升澤　宏之 ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾛｼ  3:56:00188 宮城県仙台市

1726 豊宮　一哲 ﾄﾖﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ  3:56:17189 宮城県東松島市

1262 佐々木　忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ  3:56:22190 岩手県盛岡市

1635 久保　剛 ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ  3:56:32ＣＲ２東日本191 岩手県盛岡市

1210 木野　渉 ｷﾉ ﾜﾀﾙ  3:56:38北上市役所192 岩手県北上市

1152 金原　良祐 ｶﾈﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ  3:56:38ＫＴＡ193 岩手県北上市

1478 辺見　敬 ﾍﾝﾐ ﾀｶｼ  3:56:44山岸おやじＡＣ194 岩手県盛岡市

1801 黒田　正道 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ  3:56:54バイタルネット195 宮城県岩沼市

1561 千葉　智幸 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ  3:57:15196 宮城県大和町

1652 齋藤　省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ  3:57:25たんぽぽＲＣ197 宮城県仙台市

1417 細野　誉 ﾎｿﾉ ﾎﾏﾚ  3:57:26日本特殊陶業198 宮城県仙台市

1189 多田　誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ  3:57:35199 岩手県盛岡市

1704 高岸　雄一 ﾀｶｷﾞｼ ﾕｳｲﾁ  3:57:35仙台ＲＣ200 宮城県仙台市
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1393 藤村　尚志 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ  3:57:47201 岩手県盛岡市

1596 由利　保 ﾕﾘ ﾀﾓﾂ  3:57:50202 岩手県奥州市

1519 三上　昇勝 ﾐｶﾐ ﾉﾘｶﾂ  3:58:01203 岩手県岩泉町

1699 竹浪　義起 ﾀｹﾅﾐ ﾖｼｷ  3:58:01踊り子韋駄天Ｃ204 神奈川県川崎市

1444 本舘　良信 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾖｼﾉﾌﾞ  3:58:06205 岩手県花巻市

1357 小野寺　和宏 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  3:58:07206 岩手県一関市

1573 小野寺　嘉広 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ  3:58:11ヨコミチＲＣ207 岩手県金ケ崎町

1235 亘理　真広 ﾜﾀﾘ ﾏｻﾋﾛ  3:58:34ＫＲＣ208 東京都江戸川区

1082 一條　真基 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾏｻｷ  3:58:35七時雨ＴＲＣ209 宮城県仙台市

1415 佐々木　則夫 ｻｻｷ ﾉﾘｵ  3:59:01210 秋田県由利本荘市

1164 熊谷　友也 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾔ  3:59:02211 岩手県北上市

1473 小林　素也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾓﾄﾔ  3:59:06212 三重県菰野町

1482 上野　満 ｳｴﾉ ﾐﾂﾙ  3:59:19213 山形県山形市

1488 千田　滋 ﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  3:59:22ＴＥＡＭ５０214 岩手県盛岡市

1530 伊藤　幸男 ｲﾄｳ ｻﾁｵ  3:59:43つぶつぶいわて215 岩手県雫石町

1400 齋藤　満 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾙ  3:59:54216 三重県四日市

1504 道家　隆之 ﾄﾞｳｹ ﾀｶﾕｷ  4:00:03217 東京都葛飾区

1217 女鹿　剛 ﾒｶﾞ ﾀｹｼ  4:00:09緑ガッツ218 岩手県盛岡市

1535 斉藤　智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ  4:00:27219 岩手県北上市

1346 齋藤　直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ  4:00:45220 秋田県由利本荘市

1182 青木　光宏 ｱｵｷ ﾐﾂﾋﾛ  4:00:47ＪＡ岩ふるさと221 岩手県奥州市

1514 戸田　崇宗 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  4:00:50Ｔｅａｍ春222 山形県米沢市

1804 森田　光則 ﾓﾘﾀ ﾐﾂﾉﾘ  4:00:53223 神奈川県海老名市

1787 西村　康人 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ  4:00:59224 宮城県仙台市

1351 田高　経洋 ﾀｺｳ ﾂﾈﾋﾛ  4:01:13ゼットン225 岩手県盛岡市

1001 川村　明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  4:01:20盛岡走友会226 岩手県矢巾町

1287 高橋　清人 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾄ  4:01:33227 岩手県盛岡市

1371 野内　正裕 ﾉｳﾁ ﾏｻﾋﾛ  4:01:52かえるかわうち228 福島県川内村

1480 秋山　和義 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ  4:01:55仙台走爽会229 宮城県仙台市

1084 高橋　辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  4:02:07ダイヤテックス230 岩手県雫石町

1666 田嶋　裕 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ  4:02:10山形銀行231 山形県山形市

1765 松原　吉宏 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾖｼﾋﾛ  4:02:35ｅＡ東北232 岩手県一関市

1799 田ノ上　彰 ﾀﾉｳｴ ｱｷﾗ  4:02:53軽米町陸協233 岩手県二戸市

1384 岡田　正幸 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  4:03:05234 神奈川県横浜市

1763 栗木　雅夫 ｸﾘｷ ﾏｻｵ  4:03:33広島大学235 広島県東広島市

1241 森下　智陽 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｱｷ  4:04:45236 高知県高知市

1021 昆　慶太郎 ｺﾝ ｹｲﾀﾛｳ  4:04:50昭和管工237 岩手県北上市

1292 山口　明洋 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ  4:05:02栃木陸協238 栃木県さくら市

1282 菅原　寿洋 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ  4:05:19大黒239 宮城県仙台市

1379 半澤　秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ  4:05:26がんばろう東北240 東京都調布市

1113 小佐井　勝 ｺｻｲ ﾏｻﾙ  4:05:36241 愛知県西尾市

1024 阿部　知博 ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ  4:05:46森のくまさん242 宮城県松島町

1338 佐々木　正規 ｻｻｷ ﾏｻｷ  4:07:00熊ちゃんズＺ243 岩手県北上市

1802 浜砂　正樹 ﾊﾏｽﾅ ﾏｻｷ  4:07:29244 大阪府茨木市

1054 菊池　英純 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｽﾞﾐ  4:08:21弘前公園ＲＣ245 青森県弘前市

1845 熊谷　学 ｸﾏｶﾞｲ ﾏﾅﾌﾞ  4:09:03宮城陸協246 宮城県仙台市

1826 高橋　弘寿 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｽﾐ  4:09:06247 岩手県住田町

1366 岩崎　敏之 ｲﾜｻｷ ﾄｼﾕｷ  4:09:45梅田川ＲＣ248 宮城県仙台市

1433 菅野　克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ  4:09:46249 宮城県仙台市

1250 大友　一司 ｵｵﾄﾓ ｲﾁｼﾞ  4:10:25250 宮城県仙台市
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1555 宮守　基光 ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ  4:10:37大船渡陸倶251 岩手県大船渡市

1731 斎藤　喜弘 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ  4:10:57浪岡クラブ252 青森県青森市

1226 齊藤　政行 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ  4:11:11茨城マスターズ253 茨城県日立市

1340 東海林　諭 ｼｮｳｼﾞ ｻﾄﾙ  4:11:14国立花巻病院254 岩手県花巻市

1565 福土　裕一 ﾌｸﾄﾞ ﾕｳｲﾁ  4:11:33大崎ＨＣ255 宮城県大崎市

1709 石川　寿則 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾉﾘ  4:11:51御恥走256 宮城県利府町

1199 川端　浩平 ｶﾜﾊﾞﾀ ｺｳﾍｲ  4:11:51福島大学257 福島県福島市

1026 風間　猛 ｶｻﾞﾏ ﾀｹｼ  4:12:37買取コム258 大阪府大阪市

1844 白木　拓也 ｼﾛｷ ﾀｸﾔ  4:13:58ケイミュー259 千葉県千葉市

1817 笹村　慎也 ｻｻﾑﾗ ｼﾝﾔ  4:14:02あ！シロート260 秋田県秋田市

1681 菅原　誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ  4:14:10261 岩手県盛岡市

1736 池田　正和 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ  4:14:31262 神奈川県相模原市

1066 秦　成紀 ﾊﾀ ｼｹﾞﾉﾘ  4:14:45フェザーＡＣ263 宮城県仙台市

1115 浅理　誠幸 ｱｻﾘ ｾｲｺｳ  4:14:46264 秋田県横手市

1337 佐々木　孝二 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ  4:15:26265 山形県山形市

1777 安藤　雅也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ  4:15:31266 埼玉県上尾市

1795 片岡　和久 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾋｻ  4:15:43267 千葉県千葉市

1167 畠山　大和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ  4:15:45268 青森県八戸市

1208 松波　完 ﾏﾂﾅﾐ ｶﾝ  4:15:51269 大阪府大阪市

1051 安部　貴弘 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ  4:16:13お遍路同行二人270 千葉県千葉市

1107 佐々木　潤 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ  4:16:18271 秋田県湯沢市

1409 川原田　正典 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  4:16:40弘前公園ＲＣ272 青森県田舎館村

1022 小原　伸一 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝｲﾁ  4:17:29273 岩手県奥州市

1063 歐　曜薪 ｵｳ ﾖｳｼﾝ  4:17:45274 東京都新宿区

1776 大里　衛知 ｵｵｻﾄ ｴｲﾁ  4:17:51275 青森県平川市

1593 長津　卓馬 ﾅｶﾞﾂ ﾀｸﾏ  4:18:11ＪＮＦＬ276 青森県おいらせ町

1631 喜瀬　昌明 ｷｾ ﾏｻｱｷ  4:18:28日清丸紅飼料277 栃木県大田原市

1271 菅原　智和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｶｽﾞ  4:18:44278 山形県酒田市

1531 浜田　寿志 ﾊﾏﾀﾞ ﾋｻｼ  4:18:48サムズ・アップ279 埼玉県久喜市

1701 菊池　充 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ  4:19:24チャローズ280 岩手県奥州市

1854 三橋　雅人 ﾐﾂﾊｼ ﾏｻﾄ  4:19:29281 岩手県盛岡市

1299 木内　雅臣 ｷﾉｳﾁ ﾏｻｵﾐ  4:19:41あシロート秋田282 秋田県由利本荘市

1403 吉成　直己 ﾖｼﾅﾘ ﾅｵｷ  4:19:44283 神奈川県横浜市

1511 尾形　晋 ｵｶﾞﾀ ｼﾝ  4:20:18284 宮城県東松島市

1188 出來島　誠 ﾃﾞｷｼﾞﾏ ﾏｺﾄ  4:20:33285 静岡県菊川市

1839 二瓶　善樹 ﾆﾍｲ ﾖｼｷ  4:20:34286 宮城県富谷町

1546 下田　謙二 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  4:20:46建設技術研究所287 宮城県仙台市

1419 風間　敏和 ｶｻﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ  4:20:58リスペクト仙台288 宮城県仙台市

1794 阿部　知広 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ  4:21:21チームあべ289 岩手県一関市

1814 千葉　秀行 ﾁﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ  4:21:29菅走会290 宮城県多賀城市

1095 及川　寛人 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ  4:21:39291 岩手県花巻市

1032 畑山　拓也 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾔ  4:21:42アキバランナー292 岩手県盛岡市

1582 石津　豪一 ｲｼﾂﾞ ｺﾞｳｲﾁ  4:21:47ランニングデポ293 東京都目黒区

1230 及川　史人 ｵｲｶﾜ ﾌﾐﾄ  4:21:58花巻３Ｎ294 岩手県花巻市

1686 黒田　伸也 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾔ  4:22:00河北駅伝チーム295 山形県河北町

1009 及川　光一 ｵｲｶﾜ ｺｳｲﾁ  4:22:17千住電子工業296 岩手県一関市

1244 鈴木　敬 ｽｽﾞｷ ｹｲ  4:22:18297 岩手県盛岡市

1333 只野　則彦 ﾀﾀﾞﾉ ﾉﾘﾋｺ  4:22:26福島県薬剤師会298 福島県相馬市

1544 土屋　和隆 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾞﾀｶ  4:22:36299 徳島県徳島市

1747 工藤　英一 ｸﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ  4:23:14300 岩手県盛岡市
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1669 小原　敏之 ｵﾊﾞﾗ ﾄｼﾕｷ  4:23:15301 宮城県仙台市

1703 齋藤　憲一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ  4:23:30絶倫魂302 青森県弘前市

1807 菊地　孝司 ｷｸﾁ ﾀｶｼ  4:23:42セレスポ303 東京都豊島区

1002 伊藤　宏良 ｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ  4:24:06角館　伊藤ＲＣ304 秋田県仙北市

1105 長谷川　秀一 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ  4:24:36ＷｉｎｄＲｕｎ305 兵庫県芦屋市

1249 山下　卓郎 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾛｳ  4:24:51松永ＣＬ306 福岡県大牟田市

1067 佐藤　直志 ｻﾄｳ ﾅｵｼ  4:25:10307 宮城県仙台市

1087 五十嵐　敦史 ｲｶﾗｼ ｱﾂｼ  4:25:19チーム大泉308 山形県鶴岡市

1533 鳥居　信 ﾄﾘｲ ｼﾝ  4:26:00ジェット309 岩手県盛岡市

1077 阿部　雅志 ｱﾍﾞ ﾏｻｼ  4:26:14310 秋田県湯沢市

1248 渡邊　仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ  4:26:54311 岩手県奥州市

1119 加藤　輝紀 ｶﾄｳ ﾃﾙｷ  4:26:56アライドテック312 山形県酒田市

1692 柴田　晶広 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ  4:26:57313 岩手県宮古市

1512 佐々木　修 ｻｻｷ ｵｻﾑ  4:27:49314 岩手県大船渡市

1003 佐藤　永純 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ  4:28:14羽田走友会315 岩手県奥州市

1163 高橋　司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ  4:28:27ベアレン陸上部316 岩手県紫波町

1143 鈴木　行広 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾋﾛ  4:28:29317 宮城県岩沼市

1818 千葉　吉幸 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾕｷ  4:28:53318 宮城県石巻市

1086 八重樫　正臣 ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻｵﾐ  4:29:11319 岩手県北上市

1184 永田　貴巳 ﾅｶﾞﾀ ﾀｶｼ  4:29:15320 山形県山辺町

1251 青木　克典 ｱｵｷ ｶﾂﾉﾘ  4:29:48321 岩手県奥州市

1711 林　孝 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ  4:29:51松島歓走会322 宮城県松島町

1180 阿部　哲弥 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ  4:30:28涌谷クラブ323 宮城県涌谷町

1124 阿部　英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  4:30:40修行走324 岩手県盛岡市

1668 阿子島　裕倫 ｱｺｼﾏ ﾋﾛﾐﾁ  4:31:13あこしー325 宮城県仙台市

1049 木村　和明 ｷﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ  4:31:15326 青森県青森市

1036 瀧田　守親 ﾀｷﾀ ﾓﾘﾁｶ  4:31:16327 東京都三鷹市

1644 佐々木　真治 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ  4:31:23ＧＡＭＪ328 福島県会津若松市

1836 嶌田　洋一 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ  4:31:49ベアレン陸上部329 岩手県盛岡市

1094 浜坂　龍司 ﾊﾏｻｶ ﾘｭｳｼﾞ  4:32:41330 東京都多摩市

1705 安孫子　剛 ｱﾋﾞｺ ﾂﾖｼ  4:33:05松山ＲＳＣ331 宮城県大崎市

1674 吉田　光男 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ  4:33:10332 東京都大田区

1698 及川　博 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｼ  4:33:24コックレア333 岩手県奥州市

1583 中村　明 ﾅｶﾑﾗ ｱｷﾗ  4:33:25334 新潟県上越市

1532 木田　直光 ｷﾀﾞ ﾅｵﾐﾂ  4:33:30ＴＡＫＡ335 三重県四日市

1402 三浦　幸司 ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ  4:33:37336 宮城県栗原市

1743 佐藤　顕一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  4:33:53アライドテック337 山形県酒田市

1464 工藤　圭 ｸﾄﾞｳ ｹｲ  4:35:01338 山形県米沢市

1750 照井　満 ﾃﾙｲ ﾐﾂﾙ  4:35:33339 岩手県北上市

1440 南舘　康寛 ﾐﾅﾐﾀﾞﾃ ﾔｽﾋﾛ  4:35:44海老名走遊会340 神奈川県海老名市

1211 藤井　祐介 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ  4:36:09341 宮城県仙台市

1361 吉田　昭文 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾌﾐ  4:36:25弘前公園342 青森県弘前市

1283 夏見　豊志 ﾅﾂﾐ ﾄﾖｼ  4:36:29343 大阪府高槻市

1684 鈴木　仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ  4:36:38■木楽々くらぶ344 岩手県平泉町

1236 千葉　修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ  4:36:47胆沢南走会345 岩手県奥州市

1090 齋藤　俊 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ  4:36:55熊谷精肉店346 岩手県陸前高田市

1543 岩澤　雅樹 ｲﾜｻﾜ ﾏｻｷ  4:37:35347 秋田県大館市

1612 松岡　昌人 ﾏﾂｵｶ ﾏｻﾄ  4:37:54348 神奈川県厚木市

1846 四分一　信 ｼﾌﾞｲﾁ ﾏｺﾄ  4:38:20アクトシティ349 神奈川県横浜市

1126 齋藤　和則 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ  4:38:27350 山形県河北町

Print : 2017/05/22 9:41:06 17 / 88 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 マラソン男子40歳代

2017スポニチ 1stいわて奥州きらめきマラソン

市区町村県名

2017年5月21日

1462 利根川　洋之 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  4:39:16351 宮城県岩沼市

1194 浦上　正彦 ｳﾗｶﾐ ﾏｻﾋｺ  4:39:16北日本地産352 岩手県盛岡市

1004 熊谷　哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ  4:39:31チームテヅ353 岩手県盛岡市

1779 菅原　紳一 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｲﾁ  4:39:37354 宮城県仙台市

1835 佐藤　健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  4:40:01355 岩手県北上市

1509 高橋　潤也 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝﾔ  4:40:12たんぽぽＲＣ356 宮城県仙台市

1432 吉田　哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ  4:40:13357 秋田県男鹿市

1553 奥山　雅史 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ  4:40:26時計宝石・奥山358 岩手県花巻市

1738 須志原　公治 ｽｼﾊﾗ ｺｳｼﾞ  4:40:34359 奈良県生駒市

1144 松本　文雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ  4:41:15360 岩手県盛岡市

1014 瀧澤　誠 ﾀｷｻﾜ ﾏｺﾄ  4:41:22361 岩手県一戸町

1047 三浦　庸平 ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ  4:41:25ＮＰＲＣ362 秋田県男鹿市

1458 小澤　良則 ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ  4:41:46363 埼玉県行田市

1420 小松　順一 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:41:48宮古教育事務所364 岩手県宮古市

1667 横山　健吾 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｺﾞ  4:42:24365 岩手県北上市

1557 佐藤　力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ  4:42:26南光ＪＣ366 岩手県一関市

1177 佐藤　衛 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ  4:42:31367 青森県三沢市

1550 武田　重洋 ﾀｹﾀﾞ ｼｹﾞﾋﾛ  4:43:15368 宮城県大和町

1221 上平　博之 ｶﾐﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ  4:43:32東北容器工業369 岩手県盛岡市

1412 大沼　公二 ｵｵﾇﾏ ｺｳｼﾞ  4:43:38370 宮城県仙台市

1055 伊藤　直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ  4:43:44美山病院371 岩手県奥州市

1342 康　松潤 ｶﾝ ｿﾝﾕﾝ  4:44:14東エレクトロン372 宮城県仙台市

1761 佐々木　一真 ｻｻｷ ｶｽﾞﾏｻ  4:44:23373 福島県福島市

1834 小松　和広 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ  4:45:06チームＴＫＢ374 千葉県我孫子市

1442 秋元　英治 ｱｷﾓﾄ ｴｲｼﾞ  4:45:29375 青森県弘前市

1185 佐藤　陽彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ  4:46:05376 宮城県仙台市

1041 阿部　広美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ  4:46:08377 岩手県奥州市

1806 滝元　正和 ﾀｷﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ  4:46:14378 岩手県盛岡市

1850 高橋　真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ  4:46:36ありすの街379 秋田県大仙市

1216 吉田　英亮 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  4:46:42380 秋田県能代市

1318 上杉　嘉邦 ｳｴｽｷﾞ ﾖｼｸﾆ  4:46:59381 京都府長岡京市

1037 青柳　秀明 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  4:47:03下摺沢自治会382 岩手県一関市

1591 秋沢　貴雄 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ  4:47:04埼玉ふじみ野市383 埼玉県ふじみ野市

1567 田口　智久 ﾀｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｻ  4:47:07384 埼玉県さいたま市

1259 山岸　達也 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾂﾔ  4:47:26エヌエヌ生命385 新潟県新潟市

1030 佐藤　一範 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ  4:47:45386 青森県八戸市

1526 佐藤　祐 ｻﾄｳ ﾕｳ  4:47:57387 岩手県盛岡市

1625 吉田　智明 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓｱｷ  4:47:58都南バッティン388 岩手県盛岡市

1837 昆　隆一 ｺﾝ ﾘｭｳｲﾁ  4:48:02389 岩手県北上市

1028 関　洋平 ｾｷ ﾖｳﾍｲ  4:48:16ぼんじ里ＡＣ390 神奈川県横浜市

1219 日野澤　真 ﾋﾉｻﾜ ﾏｺﾄ  4:49:24391 岩手県盛岡市

1460 田村　浩 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ  4:49:36392 岩手県滝沢市

1803 手代木　弘成 ﾃｼﾛｷﾞ ﾋﾛﾅﾘ  4:49:45393 宮城県仙台市

1289 福士　勝章 ﾌｸｼ ﾏｻｱｷ  4:50:15チームれい394 岩手県八幡平市

1563 内田　渉 ｳﾁﾀﾞ ﾜﾀﾙ  4:50:19395 愛媛県松山市

1515 伊澤　彰弘 ｲｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ  4:50:40えんどう村396 神奈川県藤沢市

1039 佐々木　光二 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ  4:50:44397 岩手県奥州市

1159 安喜　健太郎 ｱｷ ｹﾝﾀﾛｳ  4:51:14ダメ人間予備軍398 東京都荒川区

1078 高橋　優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ  4:51:32オアシス薬局399 岩手県矢巾町

1734 香月　隆之 ｶﾂｷ ﾀｶﾕｷ  4:51:47400 東京都渋谷区
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 マラソン男子40歳代
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1175 伊東　岳司 ｲﾄｳ ﾀｹｼ  4:51:50大和ラン401 岩手県一関市

1399 竹内　康智 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾄﾓ  4:52:04402 奈良県生駒市

1010 齊藤　隆廣 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  4:52:11ｍｏｎｍｏｎ’ｓ403 岩手県北上市

1728 紺野　良平 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾍｲ  4:52:21タカラ仙台404 秋田県秋田市

1205 小田　誠 ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ  4:52:30405 岩手県宮古市

1070 佐藤　亘 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ  4:52:37徳岡クラブ406 岩手県奥州市

1306 二川　暢之 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ  4:52:48407 徳島県徳島市

1438 太田　茂一 ｵｵﾀ ｼｹﾞｶｽﾞ  4:53:07メトリック408 神奈川県川崎市

1505 大内　明 ｵｵｳﾁ ｱｷﾗ  4:53:14409 宮城県亘理町

1232 田村　純 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ  4:53:23ゾエティス410 愛知県名古屋市

1847 猪俣　広志 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛｼ  4:53:33411 岩手県盛岡市

1416 髙橋　克徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ  4:53:36白寿殿412 宮城県塩竈市

1331 佐藤　慶仁 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾄ  4:53:45胆沢南走会413 岩手県奥州市

1240 松本　裕 ﾏﾂﾓﾄ ﾕﾀｶ  4:53:46414 東京都江東区

1658 高橋　晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ  4:53:48山﨑建設415 宮城県多賀城市

1832 新階　浩二 ｼﾝｶﾞｲ ｺｳｼﾞ  4:54:01416 香川県丸亀市

1320 阿部　廣幸 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ  4:54:09あおば会計417 岩手県奥州市

1091 廣野　繁 ﾋﾛﾉ ｼｹﾞﾙ  4:54:13418 宮城県大和町

1549 熊田　淳 ｸﾏﾀﾞ ｱﾂｼ  4:54:57チーム田村419 福島県須賀川市

1150 山崎　裕一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ  4:54:58蕃山ランナーズ420 宮城県仙台市

1239 志田　謙一郎 ｼﾀﾞ ｹﾝｲﾁﾛｳ  4:55:09ＵＷＦ421 山形県山形市

1360 春山　敏一 ﾊﾙﾔﾏ ﾄｼｶｽﾞ  4:55:13422 群馬県藤岡市

1620 田中　賢二 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ  4:55:16423 福島県二本松市

1455 佐々木　準 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ  4:55:49424 千葉県松戸市

1242 佐々木　重貴 ｻｻｷ ｼｹﾞｷ  4:56:08安全靴425 秋田県湯沢市

1564 土橋　和仁 ﾄﾞﾊﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ  4:56:17426 宮城県仙台市

1518 木村　正典 ｷﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ  4:56:28朝日ＳＣ仙台泉427 宮城県大崎市

1263 八重柏　孝規 ﾔｴｶﾞｼﾜ ｺｳｷ  4:56:42428 岩手県奥州市

1365 小泉　淳一 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:56:47岩手医科大学429 岩手県盛岡市

1359 小澤　了 ｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ  4:56:51430 岩手県奥州市

1227 大森　裕司 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｼﾞ  4:57:03ＴＭＬ431 宮城県仙台市

1760 小原　正明 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｱｷ  4:57:44岩手日報ＲＣ432 岩手県盛岡市

1665 大関　洋 ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛｼ  4:57:53ホシザキ433 福島県会津若松市

1228 辻　修一 ﾂｼﾞ ｼｭｳｲﾁ  4:58:59パトラン栃木434 栃木県足利市

1391 高橋　直樹 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｷ  4:59:02にいぞ独走会435 埼玉県戸田市

1284 芳賀　卓 ﾊｶﾞ ﾏｻﾙ  4:59:50一条工務店宮城436 宮城県登米市

1562 保坂　英治 ﾎｻｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ  5:00:02居酒屋だいえん437 岩手県滝沢市

1651 成田　泉 ﾅﾘﾀ ｲｽﾞﾐ  5:00:02弘前公園ＲＣ438 青森県藤崎町

1618 冨田　高重 ﾄﾐﾀ ﾀｶｼｹﾞ  5:00:02弘前公園ＲＣ439 青森県弘前市

1784 佐藤　浩行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  5:00:32ＴＥＡＭＳＥＡ440 宮城県仙台市

1019 杉浦　健太郎 ｽｷﾞｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  5:02:19441 愛知県刈谷市

1042 貝森　義幸 ｶｲﾓﾘ ﾖｼﾕｷ  5:02:21二井田走友会442 秋田県大館市

1497 釜谷　大輔 ｶﾏﾀﾆ ﾀﾞｲｽｹ  5:02:24八木山443 宮城県富谷市

1626 枝吉　俊和 ｴﾀﾞﾖｼ ﾄｼｶｽﾞ  5:02:49444 兵庫県明石市

1040 佐藤　裕介 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ  5:03:06チーム菅原酒店445 宮城県仙台市

1245 早坂　慶一郎 ﾊﾔｻｶ ｹｲｲﾁﾛｳ  5:03:20奥州きらめき446 岩手県奥州市

1578 阿部　義広 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ  5:03:23ＨＲＣ447 宮城県富谷市

1768 江藤　誠 ｴﾄｳ ﾏｺﾄ  5:03:56ミチノク448 福岡県福岡市

1524 阿部　瑞男 ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｵ  5:05:03アズビル449 岩手県盛岡市

1848 斎藤　秀樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ  5:05:30450 岩手県奥州市
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1295 津内口　昌紀 ﾂﾅｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ  5:05:43451 岩手県久慈市

1046 久保　万身 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾐ  5:05:47とんとらＯＢ452 岩手県北上市

1744 鈴木　剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ  5:06:45453 山形県酒田市

1280 土屋　陽平 ﾂﾁﾔ ﾖｳﾍｲ  5:07:17454 長野県長野市

1341 千田　忠芳 ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ  5:07:27胆沢南走会455 岩手県奥州市

1601 和田　昌之 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  5:07:30横浜市陸協456 神奈川県横浜市

1809 坂下　文人 ｻｶｼﾀ ﾌﾐﾄ  5:07:30盛岡グランドＨ457 岩手県盛岡市

1793 江野　栄 ｴﾉ ｻｶｴ  5:07:40北斗法律事務所458 秋田県秋田市

1443 佐藤　紀世彦 ｻﾄｳ ｷﾖﾋｺ  5:07:46チームテヅ459 岩手県盛岡市

1414 笠原　宗輝 ｶｻﾊﾗ ﾑﾈｷ  5:07:48460 秋田県秋田市

1615 豊田　成利 ﾄﾖﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ  5:08:52461 山形県山形市

1683 佐々木　龍 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ  5:09:00462 岩手県奥州市

1174 田中　充 ﾀﾅｶ ﾐﾂﾙ  5:09:06ＦＲ７５８463 愛知県春日井市

1830 石山　毅彦 ｲｼﾔﾏ ﾀｹﾋｺ  5:09:40464 山形県山形市

1085 浅沼　和彦 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋｺ  5:09:40465 岩手県北上市

1323 菊田　和宏 ｷｸﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  5:09:44466 宮城県仙台市

1682 石田　直行 ｲｼﾀﾞ ﾅｵﾕｷ  5:09:51467 茨城県日立市

1288 米倉　正浩 ﾖﾈｸﾗ ﾏｻﾋﾛ  5:10:14チームＳＧＲ468 宮城県気仙沼市

1649 小笠原　健二 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝｼﾞ  5:10:22469 岩手県盛岡市

1267 福永　典之 ﾌｸﾅｶﾞ ﾉﾘﾕｷ  5:11:08リスペクト470 岩手県山田町

1102 田中　和 ﾀﾅｶ ﾅｺﾞﾑ  5:11:21コックレア471 岩手県盛岡市

1212 永田　博章 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｱｷ  5:11:41えんどう村472 神奈川県藤沢市

1700 江川　正和 ｴｶﾞﾜ ﾏｻｶｽﾞ  5:12:31473 岐阜県岐阜市

1281 大塚　真己 ｵｵﾂｶ ﾏｻｷ  5:13:02ＹＭＣ474 群馬県大泉町

1011 鈴木　裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ  5:13:06センジュＲＣ475 岩手県一関市

1343 河合　貴之 ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ  5:13:27476 岩手県北上市

1467 矢野　雄 ﾔﾉ ﾀｹｼ  5:13:33477 東京都町田市

1816 田代　由起夫 ﾀｼﾛ ﾕｷｵ  5:13:45478 宮城県石巻市

1088 熊谷　裕喜 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ  5:14:25ふるさとＲＣ479 岩手県奥州市

1451 神山　隆行 ｶﾐﾔﾏ ﾀｶﾕｷ  5:15:08七時雨ＴＲＣ480 岩手県盛岡市

1769 長倉　雄二 ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｳｼﾞ  5:15:34481 山形県米沢市

1790 矢後　等 ﾔｺﾞ ﾋﾄｼ  5:15:44矢後ジャパン482 福島県会津若松市

1838 奥山　肇 ｵｸﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ  5:16:42483 神奈川県鎌倉市

1114 高橋　力 ﾀｶﾊｼ ﾁｶﾗ  5:16:58水沢信用金庫484 岩手県奥州市

1426 中神　力嗣 ﾅｶｶﾞﾐ ﾘｷｼﾞ  5:17:00七時雨ＴＲＣ485 岩手県盛岡市

1354 木下　智夫 ｷﾉｼﾀ ﾄﾓｵ  5:17:21486 宮城県仙台市

1202 岡本　理 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ  5:17:26487 東京都西東京市

1675 畠山　政人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾄ  5:17:42仙台ＲＣ488 宮城県多賀城市

1786 兼田　智也 ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾔ  5:17:45489 宮城県東松島市

1472 渡部　浩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｼ  5:17:56ＥＲＤＥＣ490 山形県酒田市

1038 阿部　祐太 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ  5:18:09491 岩手県花巻市

1741 大谷　一 ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ  5:18:10よりそう492 秋田県秋田市

1595 上林　睦 ｳｴﾊﾞﾔｼ ﾑﾂﾐ  5:18:21マルイチＴＲＣ493 千葉県市川市

1120 村松　靖 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼ  5:18:21494 岩手県盛岡市

1789 出口　裕二 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾕｳｼﾞ  5:18:27ＴＡＫＡ495 三重県四日市

1258 紺野　肇 ｺﾝﾉ ﾊｼﾞﾒ  5:19:03チーム週８回496 岩手県遠野市

1122 山根　秀弘 ﾔﾏﾈ ﾋﾃﾞﾋﾛ  5:19:08497 神奈川県綾瀬市

1314 高橋　真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ  5:19:44498 宮城県仙台市

1142 菅野　光博 ｶﾝﾉ ﾐﾂﾋﾛ  5:20:01499 岩手県奥州市

1336 斉藤　渉 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ  5:20:21わたげ500 青森県弘前市
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1293 佐々木　義洋 ｻｻｷ ﾖｼﾋﾛ  5:20:23気仙沼デザイン501 宮城県気仙沼市

1382 橋本　健 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝ  5:20:39502 兵庫県猪名川町

1310 古舘　貴光 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｶﾐﾂ  5:20:40503 岩手県盛岡市

1629 張　樹文 ﾁｮｳ ｼﾞｭﾓﾝ  5:20:50數碼辧504 東京都足立区

1713 伊藤　直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ  5:21:17チーム英樹505 秋田県由利本荘市

1491 橘　勇司 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｼﾞ  5:21:50Ｃ．Ｕ．Ｒ？506 青森県八戸市

1269 藤巻　和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ  5:22:26507 宮城県角田市

1828 権　五碩 ｺﾝ ｵｿﾝ  5:23:11508 岐阜県岐阜市

1454 和田　光弘 ﾜﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ  5:24:29509 秋田県秋田市

1721 荒井　重行 ｱﾗｲ ｼｹﾞﾕｷ  5:25:00510 宮城県栗原市

1151 藤野　義仁 ﾌｼﾞﾉ ﾖｼﾋﾄ  5:25:59511 茨城県結城市

1858 岩渕　伸 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾝ  5:26:37512 宮城県利府町

1058 與羽　貴紀 ﾖﾊ ﾀｶﾉﾘ  5:27:04ＭＣＳ513 岩手県花巻市

1313 藤本　徹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ  5:27:12北上小原建設514 岩手県北上市

1169 廣瀬　匡司 ﾋﾛｾ ﾏｻｼ  5:27:50ＴＥＲ東北515 岩手県盛岡市

1253 佐々木　崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ  5:27:54ＭＳＣ516 青森県青森市

1372 久慈　俊伸 ｸｼﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ  5:28:08517 岩手県滝沢市

1197 米田　克己 ﾏｲﾀ ｶﾂﾐ  5:28:54518 岩手県一関市

1746 今　英樹 ｺﾝ ﾋﾃﾞｷ  5:28:57519 秋田県由利本荘市

1690 小川　英樹 ｵｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ  5:29:46520 宮城県富谷町

1640 村上　勝範 ﾑﾗｶﾐ ｶﾂﾉﾘ  5:29:48まんま＆テン521 岩手県滝沢市

1792 斎藤　武 ｻｲﾄｳ ﾀｹｼ  5:29:56522 宮城県仙台市

1374 佐々木　直行 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ  5:30:06523 岩手県奥州市

1648 多田　健市 ﾀﾀﾞ ｹﾝｲﾁ  5:30:57ケミコン岩手524 岩手県北上市

1264 成田　英一 ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  5:31:47若柳クラブ525 岩手県奥州市

1780 斉藤　英樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ  5:31:53９０番の旅土浦526 神奈川県小田原市

1035 上原　将文 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ  5:32:26527 岩手県盛岡市

1275 上飯坂　徹 ｶﾐｲｲｻｶ ﾄｵﾙ  5:32:37葛巻江刈中528 岩手県葛巻町

1774 松崎　祥三 ﾏﾂｻﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ  5:32:51529 東京都目黒区

1050 千葉　恭宏 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ  5:32:55530 青森県むつ市

1660 佐藤　彰 ｻﾄｳ ｱｷﾗ  5:33:28531 宮城県仙台市

1165 温井　信博 ﾇｸｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ  5:33:30532 秋田県秋田市

1528 高橋　秀生 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｵ  5:34:17533 宮城県仙台市

1537 石崎　高臣 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｵﾐ  5:34:36534 岩手県盛岡市

1193 大沼　慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ  5:35:04慶大陸上同好会535 福岡県福岡市

1428 草木　昭夫 ｸｻｷ ｱｷｵ  5:35:43536 岩手県宮古市

1723 佐藤　広威 ｻﾄｳ ﾋﾛｲ  5:35:56537 福島県白河市

1502 松尾　良輔 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｽｹ  5:36:09538 山形県山形市

1714 東　力 ﾋｶﾞｼ ﾁｶﾗ  5:36:20岩手トヨペット539 岩手県矢巾町

1075 岩城　大士 ｲﾜｷ ﾋﾛｼ  5:36:37540 大阪府門真市

1311 喜村　卓也 ｷﾑﾗ ﾀｸﾔ  5:37:15淵野辺走ルネ会541 神奈川県相模原市

1134 新田　和幸 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾕｷ  5:37:17542 宮城県多賀城市

1558 鈴木　紀章 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ  5:37:50ＲＣ虹543 東京都足立区

1638 高橋　昌宏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ  5:37:58ＨＭ快走クラブ544 宮城県仙台市

1637 山崎　清輝 ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲｷ  5:38:22545 岩手県盛岡市

1762 山作　政之 ﾔﾏｻｸ ﾏｻﾕｷ  5:39:01546 東京都荒川区

1547 齊藤　治 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ  5:39:16姉崎商運（株）547 秋田県湯沢市

1739 外岡　周 ﾄﾉｵｶ ｱﾏﾈ  5:39:49548 神奈川県横浜市

1108 門間　裕隆 ﾓﾝﾏ ﾋﾛﾀｶ  5:40:34549 秋田県潟上市

1539 飯田　剛士 ｲｲﾀﾞ ﾂﾖｼ  5:40:38ＵＢＳ陸上部550 東京都千代田区

Print : 2017/05/22 9:41:07 21 / 88 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 マラソン男子40歳代

2017スポニチ 1stいわて奥州きらめきマラソン

市区町村県名

2017年5月21日

1707 岡田　浩司 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ  5:40:55八戸西郵便局551 青森県八戸市

1012 橘山　義孝 ｷﾂﾔﾏ ﾖｼﾀｶ  5:41:16奥州金ケ崎消防552 岩手県奥州市

1017 鈴木　慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ  5:42:01ペアーレ大仙553 秋田県大仙市

1742 古瀬　正文 ﾌﾙｾ ﾏｻﾌﾐ  5:42:02サルースＲＣ554 秋田県秋田市

1510 阿部　陽一 ｱﾍﾞ ﾖｳｲﾁ  5:42:05555 宮城県栗原市

1255 佐々木　喜之 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ  5:42:25556 岩手県住田町

1659 只野　正博 ﾀﾀﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ  5:42:50557 東京都葛飾区

1456 高橋　寿 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ  5:43:12ＨＲＡ558 岩手県紫波町

1121 細越　祐輔 ﾎｿｺﾞｴ ﾕｳｽｹ  5:43:22青森ジョガーズ559 青森県十和田市

1680 穐元　弘文 ｱｷﾓﾄ ﾋﾛﾌﾐ  5:43:28560 青森県青森市

1092 吉澤　学 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ  5:43:30緑ガッツ561 岩手県盛岡市

1056 花篭　大輔 ﾊﾅｶｺﾞ ﾀﾞｲｽｹ  5:43:34562 岩手県盛岡市

1006 吉原　英樹 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ  5:43:48鬼柳走友会563 岩手県北上市

1827 佐藤　良治 ｻﾄｳ ﾖｼﾊﾙ  5:43:49松島海岸診療所564 宮城県利府町

1025 佐藤　啓 ｻﾄｳ ｹｲ  5:43:52565 岩手県盛岡市

1392 中野　健二 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ  5:44:13566 岩手県盛岡市

1717 千島　学 ﾁｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ  5:44:24567 岩手県北上市

1062 三ノ宮　龍央 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾀﾂﾋﾛ  5:45:10568 岩手県北上市

1145 岩城　政信 ｲﾜｷ ﾏｻﾉﾌﾞ  5:45:36シオノギ走遊会569 岩手県奥州市

1448 岩渕　政記 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏｻｷ  5:46:16Ｊａいわて570 岩手県奥州市

1330 千葉　健作 ﾁﾊﾞ ｹﾝｻｸ  5:48:12571 岩手県奥州市

1594 渡辺　徳司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ  5:49:10ガリガリどろん572 岩手県北上市

1029 小森　知彦 ｺﾓﾘ ﾄﾓﾋｺ  5:49:51プレオンこじか573 埼玉県越谷市

1439 童　家亮 ﾄﾞｳ ｶﾘｮｳ  5:50:16574 東京都板橋区

1508 千田　俊輔 ﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ  5:50:25祿桜会575 岩手県奥州市

1663 高橋　邦由 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾖｼ  5:51:20576 宮城県大和町

1161 高橋　洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ  5:51:31577 岩手県盛岡市

1296 浅沼　忍 ｱｻﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ  5:51:54アツクル578 岩手県滝沢市

1447 田屋　善洋 ﾀﾔ ﾖｼﾋﾛ  5:52:07579 岩手県盛岡市

1536 渡辺　恭弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ  5:52:26東山楽走会580 岩手県一関市

1130 多田　康一 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ  5:52:30岩手トヨタ水沢581 岩手県北上市

1506 松井　順也 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝﾔ  5:53:17582 宮城県仙台市

1243 埴渕　憲太 ﾊﾆﾌﾞﾁ ｹﾝﾀ  5:53:17583 宮城県仙台市

1602 木村　憲司 ｷﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  5:53:46584 愛知県名古屋市

1751 横井　敬 ﾖｺｲ ﾀｶｼ  5:53:47第一物産585 愛知県小牧市

1093 千葉　正美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ  5:53:47第一物産586 岩手県奥州市

1389 菅野　知也 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ  5:54:07●●柳田塾●●587 茨城県日立市

1155 高木　久也 ﾀｶｷﾞ ﾋｻﾔ  5:54:08ＪＸＰＴ588 岩手県北上市

1148 細谷　弘秋 ﾎｿﾔ ﾋﾛｱｷ  5:54:23589 神奈川県横浜市

1463 主濱　隆志 ｼｭﾊﾏ ﾀｶｼ  5:55:14チームランばる590 岩手県釜石市

1719 福士　守 ﾌｸｼ ﾏﾓﾙ  5:55:33591 秋田県秋田市

1459 山口　修 ﾔﾏｸﾞﾁ ｵｻﾑ  5:56:14592 沖縄県うるま市

1812 兵賀　実 ﾋｮｳｶﾞ ﾐﾉﾙ  5:56:18観音寺陸上部593 山形県酒田市

1494 菊地　剛志 ｷｸﾁ ﾀｹｼ  5:56:41ＷＡＧＡＹＡ594 千葉県松戸市

1081 千葉　洋平 ﾁﾊﾞ ﾖｳﾍｲ  5:56:42595 愛知県半田市

1434 平野　賢一 ﾋﾗﾉ ｹﾝｲﾁ  5:56:51自画自賛596 岩手県盛岡市

1139 梅村　景太 ｳﾒﾑﾗ ｹｲﾀ  5:57:19597 岩手県盛岡市

1708 小山内　聖 ｵｻﾅｲ ﾋｼﾞﾘ  5:57:23絶倫魂598 青森県弘前市

1580 佐藤　正寛 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  5:57:32599 岩手県北上市

1410 小原　修一 ｵﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ  5:58:04ハピネス600 岩手県北上市
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1725 鈴木　勝仁 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋﾛ  5:58:19601 宮城県仙台市

1697 小松代　和行 ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾕｷ  5:58:29株タカシュウ602 岩手県奥州市

1810 藤田　博久 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾋｻ  5:59:34603 東京都北区

1772 菅原　恒久 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾈﾋｻ  5:59:52604 岩手県奥州市

1349 高橋　達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  6:00:46チーム無所属605 岩手県花巻市

1773 佐藤　修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ  6:02:00606 岩手県一関市

1766 広川　靖洋 ﾋﾛｶﾜ ﾔｽﾋﾛ  6:02:27607 神奈川県横須賀市

1099 笹島　宏 ｻｻｼﾞﾏ ﾋﾛｼ  6:04:10ヤキオレ会608 宮城県大崎市

1540 菊池　司 ｷｸﾁ ﾂｶｻ  6:04:32粋駒連609 岩手県北上市

1407 中村　隆二 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ  6:05:32610 宮城県利府町

1375 小林　忠和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｶｽﾞ  6:06:46チームひとり611 秋田県五城目町

1327 奥田　正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  6:07:15仙台小林製薬612 宮城県美里町

1781 高橋　昭宏 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ  6:08:26613 秋田県横手市

1450 早坂　徹 ﾊﾔｻｶ ﾄｵﾙ  6:09:54614 宮城県色麻町

1737 瀧澤　清久 ﾀｷｻﾞﾜ ｷﾖﾋｻ  6:10:00615 千葉県市川市

1764 古田　裕司 ﾌﾙﾀ ﾕｳｼﾞ  6:10:00616 埼玉県蕨市

1820 HUANG,MING-CHUAN ﾎﾜｰﾝ ﾐｰﾝﾁｭｴﾝ  6:11:09617 台湾

1656 伊沢　高広 ｲｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ  6:11:11えんどう村618 神奈川県藤沢市

1303 中村　賢 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ  6:11:16Ｃ．Ｕ．Ｒ？619 青森県八戸市

1213 武藤　友和 ﾑﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ  6:11:41620 秋田県美郷町

1345 大河内　寿典 ｵｵｺｳﾁ ﾄｼﾉﾘ  6:11:47621 埼玉県三郷市

1495 嶋川　史剛 ｼﾏｶﾜ ﾌﾐﾀｹ  6:11:53日比谷総合ＪＣ622 福岡県福岡市

1853 全　道鉉 ﾁｮﾝ ﾄﾞﾋｮﾝ  6:12:35623 宮城県名取市

1843 菊地　利勝 ｷｸﾁ ﾄｼｶﾂ  6:12:39ＳＴＫ陸上部624 栃木県さくら市

1111 田村　勝則 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ  6:13:47タイヤの生内625 岩手県奥州市

1647 高橋　章 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ  6:14:51仙台市交通局626 宮城県仙台市

1325 安部　清貴 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ  6:15:15ランパス627 宮城県仙台市

1715 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ  6:15:16奥州きらめき628 岩手県奥州市

1356 木村　大祐 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｽｹ  6:15:39ＹＭＣＡ629 愛知県豊明市

1020 市川　直樹 ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ  6:16:03一関郵便局630 岩手県一関市

1496 菊田　哲 ｷｸﾀ ｻﾄﾙ  6:16:56いわて同友会631 岩手県盛岡市

1233 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  6:16:58632 岩手県盛岡市

1800 播磨　克浩 ﾊﾘﾏ ｶﾂﾋﾛ  6:17:01633 岩手県滝沢市

1650 鈴木　久男 ｽｽﾞｷ ﾋｻｵ  6:17:18634 岩手県北上市

1603 千葉　哲也 ﾁﾊﾞ ﾃﾂﾔ  6:18:56中川新也友の会635 岩手県奥州市

1231 土屋　浩太郎 ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾛｳ  6:20:32636 岩手県盛岡市

1522 佐藤　茂利 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄｼ  6:21:12637 岩手県奥州市

1693 中里　季弘 ﾅｶｻﾞﾄ ﾄｼﾋﾛ  6:21:56ゆかりこゆう君638 宮城県仙台市

1385 葛根田　哲也 ｶｯｺﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ  6:22:02仙台明走会639 宮城県仙台市

1247 塙　伸比古 ﾊﾅﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ  6:22:03640 岩手県盛岡市

1811 薄田　頼弘 ｽｽｷﾀﾞ ﾖﾘﾋﾛ  6:22:03641 宮城県仙台市

1642 赤間　公美 ｱｶﾏ ｷﾐﾖｼ  6:22:17642 宮城県仙台市

1112 熊谷　研哉 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝﾔ  6:22:43643 岩手県奥州市

1706 田村　寛 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ  6:24:09644 宮城県仙台市

1431 竹谷　和浩 ﾀｹﾔ ｶｽﾞﾋﾛ  6:24:58645 宮城県大崎市

1520 横田　一彦 ﾖｺﾀ ｶｽﾞﾋｺ  6:27:27646 宮城県仙台市

1630 菊池　理享 ｷｸﾁ ﾏｻﾀｶ  6:29:26647 岩手県金ケ崎町

1008 髙橋　忠浩 ﾀｶﾊｼ  6:30:24東山荘648 岩手県一関市

1278 浅沼　真一 ｱｻﾇﾏ ｼﾝｲﾁ  6:31:04649 岩手県奥州市

1559 八重樫　文勝 ﾔｴｶﾞｼ ﾌﾐｶﾂ  6:31:28石巻健育会病院650 宮城県栗原市
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1200 成田　頼大 ﾅﾘﾀ ﾖﾘﾋﾛ  6:31:36一関楽走会651 岩手県一関市

1745 名和　正倫 ﾅﾜ ﾏｻﾉﾘ  6:31:42652 山形県東根市

1483 大島　貴則 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾉﾘ  6:32:19653 神奈川県横浜市

1571 高橋　正博 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ  6:32:25ちいむ鉄の足654 秋田県大仙市

1445 高橋　英樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ  6:32:30655 岩手県一関市

1304 柴田　拡 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ  6:33:40チーム無所属656 岩手県花巻市

1398 山本　永光 ﾔﾏﾓﾄ ｴｲｺｳ  6:37:52北上ホルモン店657 青森県青森市

1718 岩舘　秀明 ｲﾜﾀﾞﾃ ｼｭｳﾒｲ  6:38:03アツクルボーイ658 岩手県盛岡市

1350 山田　拓也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ  6:40:55659 岩手県北上市

1204 稲垣　耕平 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳﾍｲ  6:41:34660 宮城県仙台市

1829 佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ  6:41:40走る蕎麦屋661 岩手県北上市

1016 下斗米　恭典 ｼﾓﾄﾏｲ ﾔｽﾉﾘ  6:44:09662 青森県十和田市

1492 大坊　彰 ﾀﾞｲﾎﾞｳ ｱｷﾗ  6:47:07663 岩手県矢巾町

1576 永澤　利樹 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｷ  6:50:26664 宮城県仙台市
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