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5344 高橋　祥基 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ  0:33:49アテルイ1 岩手県奥州市

5403 豊間根　正志 ﾄﾖﾏﾈ ﾏｻｼ  0:35:05走風水流→秋田2 秋田県秋田市

5362 佐藤　巧 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ  0:36:22秋田大学3 秋田県秋田市

5339 安倍　義博 ｱﾝﾊﾞｲ ﾖｼﾋﾛ  0:37:15チームアテルイ4 岩手県奥州市

5397 作山　裕亮 ｻｸﾔﾏ ﾋﾛｱｷ  0:38:11南仙台走友会5 宮城県仙台市

5379 小野寺　栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ  0:38:526 岩手県奥州市

5429 生島　国臣 ｲｸｼﾏ ｸﾆｵﾐ  0:40:43ＴＯＹＯＰＥＴ7 愛知県名古屋市

5377 村井　正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ  0:40:528 岩手県矢巾町

5312 伊藤　憲司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ  0:41:53（株）岩手銀行9 岩手県花巻市

5360 佐々木　星 ｻｻｷ ｾｲ  0:42:0310 岩手県金ケ崎町

5353 菊池　知之 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ  0:42:25花巻ＡＣ11 岩手県花巻市

5367 小原　隆弘 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:42:46Ｒｕｎ遊会12 岩手県花巻市

5365 佐藤　勝 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ  0:42:5413 宮城県仙台市

5383 駒林　剛 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ  0:43:0014 岩手県盛岡市

5309 菊池　秋憲 ｷｸﾁ ｱｷﾉﾘ  0:43:24ＴＴＬ15 岩手県奥州市

5302 遠藤　禎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃｲ  0:43:47チームＭＯＭＯ16 宮城県仙台市

5434 高橋　守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ  0:43:5117 岩手県北上市

5420 雲走　正和 ｸﾓｿｳ ﾏｻｶｽﾞ  0:43:53レインメーカー18 宮城県仙台市

5431 横田　久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ  0:44:20しらいしＲＣ19 宮城県大和町

5323 菊池　健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ  0:44:23花巻病院20 岩手県奥州市

5372 鳥山　拓勇 ﾄﾘﾔﾏ ﾀｸｵ  0:45:1221 岩手県奥州市

5399 井川　豊 ｲｶﾞﾜ ﾕﾀｶ  0:46:25東日本高速道路22 秋田県横手市

5411 千葉　正幸 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾕｷ  0:46:3323 宮城県仙台市

5409 佐々木　基 ｻｻｷ ﾓﾄｲ  0:46:36中部病院24 岩手県花巻市

5301 千田　英城 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｼﾛ  0:46:4425 宮城県栗原市

5366 西村　周太郎 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ  0:47:0826 岩手県奥州市

5310 奥山　勇輝 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｷ  0:47:4527 宮城県大崎市

5361 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:48:04青猫会ＲＣ28 岩手県盛岡市

5389 佐藤　達 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ  0:48:08デンソー岩手29 岩手県花巻市

5373 後藤　哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ  0:48:35奥州消防30 岩手県奥州市

5336 小野寺　寿 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋｻｼ  0:49:1831 岩手県奥州市

5330 篠崎　達彦 ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾋｺ  0:50:0032 千葉県九十九里町

5346 佐藤　幸信 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ  0:50:36イワフジ工業33 岩手県盛岡市

5424 敷村　一俊 ｼｷﾑﾗ ｶｽﾞﾄｼ  0:50:3934 岩手県盛岡市

5410 柴田　眞悟 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ  0:50:55ポプラーレ35 秋田県横手市

5342 小泉　祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ  0:51:04修行走36 岩手県盛岡市

5418 小野寺　保 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀﾓﾂ  0:51:0937 岩手県一関市

5327 佐藤　英人 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ  0:52:1338 宮城県仙台市

5406 小島　一夫 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞｵ  0:52:4039 栃木県栃木市

5384 菊池　則克 ｷｸﾁ ﾉﾘｶﾂ  0:52:5940 岩手県奥州市

5322 内舘　保明 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾔｽｱｷ  0:53:05釜石Ｔアスロン41 岩手県花巻市

5351 佐々木　智 ｻｻｷ ｻﾄｼ  0:53:06奥州消防42 岩手県奥州市

5349 木島　秀智 ｷｼﾏ ﾋﾃﾞﾄﾓ  0:53:09横手蘭走会43 秋田県横手市

5419 林　修司 ﾊﾔｼ ｼｭｳｼﾞ  0:53:2644 岩手県滝沢市

5394 越戸　聡 ｺｼﾄﾞ ｻﾄｼ  0:53:31藤原とうふ店45 岩手県盛岡市

5337 飯田　浩之 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:53:4346 岩手県大船渡市

5376 佐々木　教雄 ｻｻｷ ﾉﾘｵ  0:53:45ガンバルズ47 岩手県花巻市

5308 昆野　知幸 ｺﾝﾉ  0:54:06チーム石上48 岩手県遠野市

5390 大山　幸太郎 ｵｵﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ  0:54:3349 秋田県湯沢市

5355 平山　英雄 ﾋﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ  0:54:5750 東京都府中市
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5425 菅原　栄一 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲｲﾁ  0:55:2651 岩手県一関市

5404 橋場　直博 ﾊｼﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ  0:55:2752 岩手県盛岡市

5430 小原　秀幸 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:55:28ＴＥＬ53 岩手県奥州市

5321 佐藤　貴幸 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ  0:55:5354 岩手県奥州市

5437 川邊　健康 ｶﾜﾍﾞ ﾀｹﾔｽ  0:56:1155 岩手県北上市

5395 吉田　隆浩 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  0:57:5356 岩手県奥州市

5304 及川　真也 ｵｲｶﾜ ｼﾝﾔ  0:57:5457 岩手県奥州市

5413 永倉　史徳 ﾅｶﾞｸﾗ ﾌﾐﾉﾘ  0:58:0258 宮城県仙台市

5438 深澤　浩司 ﾌｶｻﾞﾜ ｺｳｼﾞ  0:59:3759 宮城県仙台市

5369 近藤　慎也 ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ  0:59:5760 岩手県滝沢市

5401 後藤　直嗣 ｺﾞﾄｳ ﾅｵｼ  1:00:06ワイズマン61 岩手県奥州市

5388 小関　哲也 ｺｾｷ ﾃﾂﾔ  1:00:20東北マツダ62 岩手県金ケ崎町

5402 後藤　大 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲ  1:00:5763 宮城県塩竈市

5396 飛澤　秀彦 ﾄﾋﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾋｺ  1:01:1264 岩手県宮古市

5414 竹原　明 ﾀｹﾊﾗ ｱｷﾗ  1:01:1865 岩手県盛岡市

5334 高橋　正臣 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄﾐ  1:01:1966 岩手県北上市

5333 尾崎　玲 ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ  1:01:2667 岩手県奥州市

5392 高橋　周一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ  1:01:3268 岩手県北上市

5386 千葉　寛晃 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｱｷ  1:01:4669 宮城県仙台市

5305 山本　幸広 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ  1:02:4270 岩手県奥州市

5341 大友　孝博 ｵｵﾄﾓ ﾀｶﾋﾛ  1:02:4271 宮城県大崎市

5368 加藤　兵一郎 ｶﾄｳ ﾋｮｳｲﾁﾛｳ  1:02:54加藤ゼミナール72 宮城県富谷市

5371 藤根　秀致 ﾌｼﾞﾈ ﾋﾃﾞﾕｷ  1:02:5573 岩手県花巻市

5382 佐々木　達也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ  1:02:5774 岩手県奥州市

5318 高橋　智和 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｶｽﾞ  1:03:02ＭＣＳ75 岩手県花巻市

5325 平藤　祐司 ﾋﾗﾌｼﾞ ﾕｳｼﾞ  1:03:02ＭＣＳ76 岩手県花巻市

5354 丸山　進一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  1:04:00奥州市77 岩手県奥州市

5435 曽根　健之 ｿﾈ ｹﾝｼﾞ  1:04:08ＪＴＳ78 岩手県花巻市

5426 高橋　清年 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾄｼ  1:04:20太陽産業79 宮城県仙台市

5335 西山　進也 ﾆｼﾔﾏ ｼﾝﾔ  1:04:22オリコ80 岩手県奥州市

5408 柴田　茂雄 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞｵ  1:04:3781 岩手県盛岡市

5405 木下　淳平 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  1:05:2882 岩手県盛岡市

5381 高橋　達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  1:05:37がんばるっちゃ83 宮城県仙台市

5319 熊谷　博紀 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｷ  1:05:4184 岩手県奥州市

5320 佐藤　亮一 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ  1:05:4985 岩手県奥州市

5370 長尾　謙進 ﾅｶﾞｵ ｹﾝｼﾝ  1:06:15トヨタ自動車86 岩手県北上市

5303 三浦　智之 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾕｷ  1:06:4687 宮城県富谷市

5398 川端　清人 ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾖﾄ  1:06:5088 岩手県大船渡市

5436 倉成　幸彦 ｸﾗﾅﾘ ﾕｷﾋｺ  1:07:0889 岩手県奥州市

5316 若生　徹也 ﾜｺｳ ﾃﾂﾔ  1:07:09石割桜走友会90 岩手県盛岡市

5328 芦萱　貴 ｱｼｶﾔ ﾀｶｼ  1:07:2191 岩手県一関市

5314 増川　徹哉 ﾏｽｶﾜ ﾃﾂﾔ  1:07:37金ヶ崎陸協92 岩手県金ケ崎町

5352 高村　光輝 ﾀｶﾑﾗ ﾐﾂﾃﾙ  1:07:42盛岡市上下水道93 岩手県盛岡市

5427 佐藤　秀明 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ  1:08:46及精鋳造所94 岩手県奥州市

5400 小川　博和 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ  1:09:0295 秋田県湯沢市

5407 コナリ　ヒロシ ｺﾅﾘ ﾋﾛｼ  1:09:15こなり電気96 岩手県山田町

5433 阿部　芳昭 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ  1:09:2997 岩手県奥州市

5317 古川　武 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹｼ  1:09:39ＭＣＳ98 岩手県花巻市

5417 三浦　まもる ﾐｳﾗ ﾏﾓﾙ  1:09:4799 岩手県奥州市

5375 小泉　貴幸 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶﾕｷ  1:10:21100 宮城県仙台市
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5393 正部家　信一 ｼｮｳﾌﾞｹ ｼﾝｲﾁ  1:10:44101 岩手県花巻市

5432 村上　幸男 ﾑﾗｶﾐ ｻﾁｵ  1:11:02102 岩手県奥州市

5358 伊藤　進也 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ  1:11:08103 岩手県奥州市

5313 畠山　鉄男 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾃﾂｵ  1:11:15104 岩手県奥州市

5326 佐々木　一平 ｻｻｷ ｲｯﾍﾟｲ  1:11:42105 秋田県横手市

5311 吉田　智規 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ  1:13:10（株）岩手銀行106 岩手県奥州市

5416 鈴木　公一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ  1:13:55107 岩手県盛岡市

5331 及川　済 ｵｲｶﾜ ﾜﾀﾙ  1:14:38アルプス技研108 岩手県北上市

5415 高瀬　和実 ﾀｶｾ ｶｽﾞﾐ  1:18:01109 岩手県盛岡市

5422 小西　力 ｺﾆｼ ﾁｶﾗ  1:18:47鳳ランナーズ110 秋田県横手市

5423 菅原　一幸 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾕｷ  1:20:58ＴＥＬ111 岩手県奥州市

5428 きくち　さとし ｷｸﾁ ｻﾄｼ  1:20:59112 岩手県北上市

5412 大島　昭彦 ｵｵｼﾏ ｱｷﾋｺ  1:21:40113 岩手県北上市

5315 及川　正太郎 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾀﾛｳ  1:21:59114 宮城県仙台市

5357 鈴木　章 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ  1:24:18115 宮城県気仙沼市

5324 遠藤　直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ  1:25:21松島海岸診療所116 宮城県多賀城市

5356 川邊　大輔 ｶﾜﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ  1:26:31117 岩手県奥州市

5363 斎藤　達夫 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｵ  1:27:54ニューフレンド118 宮城県角田市

5340 北田　博美 ｷﾀﾀﾞ ﾋﾛﾐ  1:29:23119 岩手県盛岡市
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