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3206 桧山　和成 ﾋﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ  3:12:40つくば陸協1 茨城県つくば市

3263 大石　嘉昭 ｵｵｲｼ ﾖｼｱｷ  3:17:232 東京都大田区

3249 臼井　伸夫 ｳｽｲ ﾉﾌﾞｵ  3:20:59あいち健康の森3 愛知県阿久比町

3340 山崎　進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ  3:26:07しばたさくら4 宮城県柴田町

3329 小林　章 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾗ  3:32:10ビッグツリー5 栃木県宇都宮市

3085 前川　寿文 ﾏｴｶﾜ ﾄｼﾌﾞﾐ  3:37:01宮古ＡＣ6 岩手県宮古市

3125 下條　三男 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐﾂｵ  3:37:30ニューフレンド7 宮城県仙台市

3299 山田　定幸 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾀﾞﾕｷ  3:39:13ゆうなのＧＧ8 静岡県磐田市

3239 十河　洋一 ｿｺﾞｳ ﾖｳｲﾁ  3:40:429 愛媛県松山市

3135 石川　浩 ｲｼｶﾜ ﾕﾀｶ  3:41:57日医ジョガーズ10 岩手県北上市

3356 讃岐　誠二 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ  3:43:3311 岩手県滝沢市

3094 中山　洋之 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ  3:44:35日本テレワーク12 神奈川県横浜市

3163 三浦　康晶 ﾐｳﾗ ｺｳｼｮｳ  3:45:55ナナデン13 神奈川県鎌倉市

3071 岩越　隆美 ｲﾜｺｼ ﾀｶﾖｼ  3:47:16東京陸協14 神奈川県川崎市

3275 佐々木　千代志 ｻｻｷ ﾁﾖｼ  3:50:03松島歓走会15 宮城県松島町

3043 近藤　一郎 ｺﾝﾄﾞｳ  3:50:20チーム鎌倉16 岩手県宮古市

3103 工藤　宏幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ  3:50:3517 三重県四日市

3268 高橋　悦哉 ﾀｶﾊｼ ｴﾂﾔ  3:50:3918 東京都目黒区

3265 五位渕　正一 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ  3:51:13ＬｉＳＡ遊走会19 神奈川県横浜市

3220 奥田　章彦 ｵｸﾀﾞ ｱｷﾋｺ  3:52:0220 新潟県新潟市

3204 山田　充 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ  3:55:24千葉陸協21 千葉県我孫子市

3284 伊東　孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ  3:56:43秋田一ツ森ＲＣ22 秋田県秋田市

3306 原谷　勤 ﾊﾗﾀﾆ ﾂﾄﾑ  3:58:0423 福岡県北九州市

3302 武田　裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ  3:58:0924 宮城県名取市

3339 塩山　司 ｼｵﾔﾏ ﾂｶｻ  3:58:51盛岡走友会25 岩手県盛岡市

3075 関　和弘 ｾｷ ｶｽﾞﾋﾛ  3:59:08ＲＡ＆ナック26 岩手県八幡平市

3136 高松　正憲 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾉﾘ  3:59:12耐走なランナー27 秋田県大館市

3142 山田　清司 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ  3:59:1628 東京都清瀬市

3018 赤坂　裕司 ｱｶｻｶ ﾕｳｼﾞ  3:59:33盛岡ヒールフリー29 岩手県盛岡市

3191 千葉　松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ  4:02:5830 東京都町田市

3338 勢馬　彰 ｾｲﾏ ｱｷﾗ  4:04:27大阪陸協31 大阪府池田市

3228 白石　俊郎 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾛｳ  4:05:30４２天伊地球号32 宮城県仙台市

3301 澤石　辰雄 ｻﾜｲｼ ﾀﾂｵ  4:05:42ときめきＲ仙台33 宮城県仙台市

3151 菅原　弘行 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ  4:06:4434 岩手県花巻市

3288 合川　幹男 ｱｲｶﾜ ﾐｷｵ  4:06:55二戸ゼミナール35 岩手県二戸市

3391 松井　邦広 ﾏﾂｲ ｸﾆﾋﾛ  4:07:2836 宮城県仙台市

3074 川村　栄雄 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ  4:09:49滝沢市役所走37 岩手県盛岡市

3056 菊地　敏郎 ｷｸﾁ ﾄｼﾛｳ  4:09:54東堀切ＲＣ38 岩手県奥州市

3354 片山　晶夫 ｶﾀﾔﾏ ｱｷｵ  4:11:51大阪ランニング39 大阪府大阪市

3032 昆野　祐一 ｺﾝﾉ ﾕｳｲﾁ  4:13:23米里駅伝クラブ40 岩手県奥州市

3186 苅宿　定夫 ｶﾘｼｭｸ ｻﾀﾞｵ  4:14:2841 埼玉県深谷市

3180 丹野　弘晃 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｱｷ  4:14:30十和田市立病院42 青森県十和田市

3296 工藤　昭宏 ｸﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ  4:14:33田中林檎園43 青森県弘前市

3040 佐藤　松男 ｻﾄｳ ﾏﾂｵ  4:15:0444 岩手県奥州市

3317 長島　新一 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁ  4:15:12大袋走友会45 埼玉県越谷市

3079 斎藤　直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ  4:15:47南郷ランラン46 宮城県美里町

3170 安東　正幸 ｱﾝﾄｳ ﾏｻﾕｷ  4:16:47猊鼻渓ＲＣ47 岩手県一関市

3224 小澤　清治 ｵｻﾞﾜ ｷﾖﾊﾙ  4:17:0148 岩手県雫石町

3116 吉田　欣一 ﾖｼﾀﾞ ｷﾝｲﾁ  4:17:0649 岩手県盛岡市

3233 宮田　和行 ﾐﾔﾀ ｶｽﾞﾕｷ  4:17:2450 東京都国立市
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3169 鈴木　徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ  4:18:43東北大海洋生命51 宮城県仙台市

3050 中野　茂樹 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｷ  4:19:3352 岩手県久慈市

3371 佐藤　伸征 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ  4:19:5153 岩手県北上市

3185 福山　泰夫 ﾌｸﾔﾏ ﾔｽｵ  4:20:21加須走友会54 埼玉県加須市

3367 松崎　秀光 ﾏﾂｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾐﾂ  4:20:4655 埼玉県さいたま市

3257 佐藤　裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ  4:21:02秋田一ツ森ＲＣ56 秋田県秋田市

3365 後藤　秋夫 ｺﾞﾄｳ ｱｷｵ  4:21:1057 青森県平川市

3246 大久保　文彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾌﾐﾋｺ  4:21:25はやて走友会58 青森県八戸市

3359 佐々木　緑 ｻｻｷ ﾐﾄﾞﾘ  4:22:1559 岩手県宮古市

3081 鈴木　荘一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ  4:23:16住吉台走友会60 宮城県仙台市

3303 大武　克実 ｵｵﾀｹ ｶﾂﾐ  4:23:36青梅若草ＲＲＣ61 東京都青梅市

3217 赤坂　光広 ｱｶｻｶ ｺｳﾋﾛ  4:23:3762 岩手県紫波町

3070 及川　茂行 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ  4:25:23いさわＩＮＣ63 岩手県奥州市

3120 小野寺　進 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾑ  4:26:11ＲＵＮＴＡＲＯ64 岩手県奥州市

3226 今井　信行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ  4:26:4665 山形県酒田市

3388 吉川　義幸 ﾖｼｶﾜ ﾖｼﾕｷ  4:27:40福井鉄人会66 福井県福井市

3221 山口　裕啓 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔｽﾋﾛ  4:28:2067 愛知県豊川市

3124 只野　健 ﾀﾀﾞﾉ ﾀｹｼ  4:29:0268 東京都江東区

3055 菅原　隆一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ  4:29:18後藤工建（株）69 岩手県一関市

3269 石川　清人 ｲｼｶﾜ ｷﾖﾄ  4:29:32横浜緑走友会70 神奈川県相模原市

3041 山崎　進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ  4:29:32蔵増走遊会71 山形県天童市

3283 丸山　雄吉 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷﾁ  4:30:14岩手河川国道72 岩手県花巻市

3003 森山　美典 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ  4:31:05蔵増走遊会73 山形県天童市

3161 石川　英行 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ  4:33:18アイ・ベスト74 岩手県奥州市

3297 横田　一詩 ﾖｺﾀ ｶｽﾞｼ  4:33:4475 神奈川県川崎市

3171 安藤　稔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ  4:33:5276 秋田県横手市

3216 大野　利之 ｵｵﾉ ﾄｼﾕｷ  4:33:54仙台明走会77 宮城県仙台市

3364 小林　誠一 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ  4:33:5878 山形県寒河江市

3001 福田　久 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ  4:34:30青森市浜館ＲＣ79 青森県青森市

3080 千田　秀夫 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ  4:34:36千田会計事務所80 東京都小金井市

3312 上田　三喜男 ｳｴﾀﾞ ﾐｷｵ  4:35:02松戸健走会81 千葉県松戸市

3088 浅見　俊仁 ｱｻﾐ ﾄｼﾋﾄ  4:35:11風鈴小僧82 東京都昭島市

3258 小沢　健 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ  4:36:2683 神奈川県相模原市

3309 菅野　登志博 ｽｶﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ  4:36:2684 山形県天童市

3044 久保田　精治 ｸﾎﾞﾀ ｾｲｼﾞ  4:36:3285 岩手県盛岡市

3395 大坪　章二 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｮｳｼﾞ  4:36:3486 青森県青森市

3109 岩渕　吉博 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ  4:36:55わくわく87 埼玉県所沢市

3083 田村　敏彦 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ  4:39:0288 岩手県陸前高田市

3115 根岸　俊典 ﾈｷﾞｼ ﾄｼﾉﾘ  4:39:19五輪走猷会89 大阪府大阪市

3238 大山　茂 ｵｵﾔﾏ ｼｹﾞﾙ  4:39:32出光興産90 北海道札幌市

3164 菅原　孝一 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ  4:39:42一関楽走会91 岩手県一関市

3361 菊地　孝二 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ  4:39:5592 岩手県一関市

3110 小島　憲和 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘｶｽﾞ  4:40:09ＹＭＣ４８93 神奈川県川崎市

3123 江良　謙次 ｴﾗ ｹﾝｼﾞ  4:40:42江良歯科医院94 山形県山形市

3148 鈴木　辰彦 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋｺ  4:40:44前沢いきスボ95 岩手県奥州市

3318 今井　英夫 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｵ  4:41:3996 群馬県邑楽町

3196 稲垣　穣 ｲﾅｶﾞｷ ｼﾞｮｳ  4:42:10イノショゥ97 大阪府大阪市

3008 小出　修資 ｺｲﾃﾞ ｼｭｳｽｹ  4:42:56新潟ＳＲＣ98 新潟県新潟市

3187 森谷　豊 ﾓﾘﾔ ﾕﾀｶ  4:43:15ラヴィータＲＣ99 山形県山形市

3144 鬼木　崇嗣 ｵﾆｷ ﾀｶﾂｸﾞ  4:43:19みずほ総研100 東京都世田谷区
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3413 我妻　敏久 ｱｶﾞﾂﾏ ﾄｼﾋｻ  4:46:17ＰＡＬ４５101 埼玉県草加市

3202 WU,PAI-FENG ｳｰ ﾊﾞｲﾌｵﾝ  4:46:50102 台湾

3101 金井　出 ｶﾅｲ ｲｽﾞﾙ  4:46:51金太郎ＲＣ103 神奈川県南足柄市

3066 齋野　浩 ｻｲﾉ ﾋﾛｼ  4:47:53104 山形県山形市

3138 高橋　博一 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ  4:48:01ＹＭＣ105 栃木県日光市

3184 山田　知夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｵ  4:48:05106 東京都渋谷区

3011 永井　功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ  4:48:34碁石海岸ＲＣ107 岩手県大船渡市

3173 雨木　健吉 ｱﾏｷ ｹﾝｷﾁ  4:48:39ＩＲＵＮＤ108 東京都板橋区

3117 木里　勝秀 ｷｻﾄ ｶﾂﾋﾃﾞ  4:48:48大池迷走会109 愛知県名古屋市

3096 齋藤　好則 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ  4:49:54110 宮城県仙台市

3105 時枝　博 ﾄｷｴﾀﾞ ﾋﾛｼ  4:50:10ＦＣランナーズ111 東京都国立市

3310 菊池　登 ｷｸﾁ ﾉﾎﾞﾙ  4:50:52盛岡走友会112 岩手県八幡平市

3188 中山　三樹男 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ  4:51:41ナツノアラシ113 宮城県仙台市

3266 岸　正弘 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ  4:51:47新生防災ＡＣ114 宮城県仙台市

3167 吉田　強 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ  4:52:42アイシン東北115 岩手県北上市

3219 林　康夫 ﾊﾔｼ ﾔｽｵ  4:53:28116 秋田県秋田市

3270 三浦　初男 ﾐｳﾗ ﾊﾂｵ  4:54:55秋田ＬＳＤ117 秋田県秋田市

3243 山口　義治 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ  4:54:57フル百回楽走会118 神奈川県鎌倉市

3067 福井　康彦 ﾌｸｲ ﾔｽﾋｺ  4:57:11119 大阪府茨木市

3285 神永　一男 ｶﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ  4:57:29北茨マイペース120 茨城県北茨城市

3282 竹内　登志男 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｵ  4:58:18121 奈良県大和高田市

3272 大野　厚 ｵｵﾉ ｱﾂｼ  4:59:27羽村陸上クラブ122 東京都羽村市

3063 平澤　和則 ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾉﾘ  4:59:38一関楽走会123 岩手県一関市

3287 亀井　涼一 ｶﾒｲ ﾘﾖｳｲﾁ  4:59:44前沢いきスポ124 岩手県奥州市

3324 仲田　勲生 ﾅｶﾀﾞ ｲｻｵ  5:00:54米沢興譲協会125 宮城県仙台市

3037 千葉　正 ﾁﾊﾞ ﾀﾀﾞｼ  5:01:10126 岩手県平泉町

3082 荻原　茂 ｵｷﾞﾊﾗ ｼｹﾞﾙ  5:01:41キョーリン製薬127 東京都調布市

3039 遠藤　敏夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ  5:02:08128 岩手県盛岡市

3047 岩城　均 ｲﾜｷ ﾋﾄｼ  5:02:43胆沢南走会129 岩手県奥州市

3281 CHUANG,KUN-TANG ｼﾞｭﾜｰﾝ ｸﾝﾀｰﾝ  5:02:53130 台湾

3374 中西　敏夫 ﾅｶﾆｼ ﾄｼｵ  5:04:26北海Ｚ－８０131 北海道伊達市

3342 新出　和義 ｼﾝﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ  5:06:27132 石川県珠洲市

3326 藤原　道夫 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾁｵ  5:06:59133 東京都渋谷区

3162 高橋　一男 ﾀｶﾊｼ ｲﾁｵ  5:07:08134 岩手県奥州市

3311 阿部　和一 ｱﾍﾞ ﾜｲﾁ  5:07:46さんしょみそ135 岩手県盛岡市

3305 三浦　清一 ﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ  5:08:03気仙沼ｍｃ136 宮城県気仙沼市

3334 佐伯　実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ  5:08:27カッチンファミ137 岩手県一関市

3058 小松　遊平 ｺﾏﾂ ﾕｳﾍｲ  5:10:02南部煎餅巌手屋138 岩手県二戸市

3379 村下　博史 ﾑﾗｼﾀ ﾋﾛｼ  5:10:13139 宮城県仙台市

3205 志村　義和 ｼﾑﾗ ﾖｼｶｽﾞ  5:10:44千工高山岳ＯＢ140 千葉県東金市

3100 川田　仁志 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ  5:10:56141 岩手県北上市

3352 阿部　謙 ｱﾍﾞ ｹﾝ  5:11:01チーム口走142 秋田県大館市

3378 米田　健三 ﾖﾈﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ  5:11:51チームよね143 埼玉県所沢市

3086 小笠原　一也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾔ  5:12:09盛岡走友会144 岩手県盛岡市

3394 木村　健一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ  5:12:57ＴＤＪ青森145 青森県青森市

3347 広瀬　利光 ﾋﾛｾ ﾄｼﾐﾂ  5:13:20フル百回楽走会146 京都府南丹市

3330 佐藤　勝雄 ｻﾄｳ ｶﾂｵ  5:13:23147 栃木県小山市

3118 松下　民夫 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾐｵ  5:13:25府中優駿倶楽部148 東京都府中市

3174 本島　道夫 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾐﾁｵ  5:13:57アンタレス149 栃木県足利市

3385 山本　信雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ  5:14:16ヤマサソフト150 宮城県多賀城市
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3337 菅野　賢治 ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾞ  5:14:25151 宮城県仙台市

3150 根田　孝広 ﾈﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  5:15:13盛岡走友会152 岩手県盛岡市

3400 本田　潔 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖｼ  5:15:50常心福祉会153 岩手県北上市

3026 佐藤　一男 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ  5:16:48154 岩手県奥州市

3069 杉田　直実 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ  5:19:00関専１０Ｅ155 東京都国分寺市

3157 館山　政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ  5:19:45走れ！ペンギン156 福島県いわき市

3160 櫻井　巖 ｻｸﾗｲ ｲﾜｵ  5:19:53チームテルサ157 山形県山形市

3327 松永　強 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾂﾖｼ  5:20:36158 東京都東久留米市

3036 阿部島　忍 ｱﾍﾞｼﾏ ｼﾉﾌﾞ  5:22:19159 北海道札幌市

3350 佐藤　達夫 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ  5:23:03サテライト大和160 宮城県仙台市

3366 日野　隆之 ﾋﾉ ﾀｶﾕｷ  5:23:25161 福岡県中間市

3264 能代　博巳 ﾉｼﾛ ﾋﾛﾐ  5:23:27162 青森県むつ市

3084 前川　清則 ﾏｴｶﾜ ｷﾖﾉﾘ  5:23:38163 香川県三豊市

3128 鈴木　栄 ｽｽﾞｷ ｻｶｴ  5:24:09仙台住吉台走友164 宮城県仙台市

3004 佐藤　宗博 ｻﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ  5:24:13松島歓走会165 宮城県松島町

3319 角田　真也 ﾂﾉﾀﾞ ｼﾝﾔ  5:24:27166 神奈川県横浜市

3119 川島　哲 ｶﾜｼﾏ ｻﾄｼ  5:24:44渋駆ラ167 群馬県渋川市

3197 CHEN,CHUAN-NAN ﾁｪﾝ ﾁｭﾜﾝﾅﾝ  5:25:21168 台湾

3273 山崎　武彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾋｺ  5:25:53松島海岸診療所169 宮城県塩竈市

3168 古田　正治 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾊﾙ  5:25:54170 福岡県福岡市

3286 豊川　和夫 ﾄﾖｶﾜ ｶｽﾞｵ  5:26:07171 宮城県仙台市

3087 高橋　一美 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾐ  5:26:55館林ＹＭＧ172 群馬県館林市

3177 高橋　典 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ  5:27:18173 岩手県花巻市

3025 井関　由紀夫 ｲｾｷ ﾕｷｵ  5:27:21大曲走友会174 秋田県大仙市

3114 菅原　弘明 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ  5:29:19175 岩手県奥州市

3077 CHEN,MENG-SHEN ﾁｪﾝ ﾑｵﾝｾﾝ  5:29:36176 台湾

3414 木村　茂 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾙ  5:29:56老楽会177 岩手県久慈市

3024 花田　長藏 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ  5:30:05花長クラブ178 岩手県北上市

3049 川村　信一 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｲﾁ  5:30:28一関川崎楽走会179 岩手県一関市

3072 長島　弘 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ  5:31:32180 神奈川県横浜市

3129 山口　健一 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ  5:31:34181 山形県山形市

3015 中里　薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ  5:31:38チームさわなり182 岩手県一関市

3060 川越　啓一 ｶﾜｺﾞｴ ｹｲｲﾁ  5:32:42雄物川迷走会183 秋田県横手市

3012 髙橋　次雄 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾞｵ  5:32:44米里うさぎの会184 岩手県北上市

3090 佐伯　章夫 ｻｴｷ ｱｷｵ  5:33:05マツモトキヨシ185 大阪府池田市

3035 前野　義秋 ﾏｴﾉ ﾖｼｱｷ  5:34:16186 岩手県滝沢市

3280 関口　和正 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ  5:34:40和楽走友会187 埼玉県さいたま市

3159 相澤　洋一 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ  5:34:56Ｔｅａｍ通研188 宮城県大崎市

3253 柴田　秀一 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｲﾁ  5:35:27スロー人クラブ189 岩手県一戸町

3095 石川　光也 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ  5:35:27190 岩手県盛岡市

3172 吉田　泰延 ﾖｼﾀﾞ ﾔｽﾉﾌﾞ  5:35:32191 宮城県仙台市

3203 浅見　洋 ｱｻﾐ ﾋﾛｼ  5:35:50192 大阪府豊中市

3210 洞内　昭徳 ﾎﾗﾅｲ ｱｷﾉﾘ  5:36:05トクラス193 宮城県仙台市

3369 及川　吉治 ｵｲｶﾜ ﾖｼｼﾞ  5:36:07谷津ランナーズ194 東京都武蔵村山市

3132 佐藤　文円 ｻﾄｳ ﾌﾐﾏﾙ  5:36:18195 岩手県盛岡市

3396 鎌苅　滝生 ｶﾏｶﾘ ﾀｷｵ  5:36:39芦屋浜ＡＣ196 兵庫県芦屋市

3092 荒川　勉 ｱﾗｶﾜ ﾂﾄﾑ  5:36:56197 神奈川県横浜市

3348 小幡谷　明 ｵﾊﾞﾀﾔ ｱｷﾗ  5:37:47秋田ＬＳＤ198 秋田県秋田市

3006 後藤　隆 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ  5:37:48米里クラブ199 岩手県奥州市

3335 福島　信夫 ﾌｸｼﾏ ﾉﾌﾞｵ  5:38:30200 埼玉県白岡市
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3381 古池　敏人 ﾌﾙｲｹ ﾄｼﾋﾄ  5:38:50201 埼玉県上尾市

3357 小野寺　正春 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾊﾙ  5:40:10いきスポＲＣ202 岩手県奥州市

3290 淺木　宏光 ｱｻｷ ﾋﾛﾐﾂ  5:40:22203 宮城県仙台市

3250 菊池　範生 ｷｸﾁ ﾉﾘｵ  5:40:33ふれあいの郷204 福島県伊達市

3405 丸田　鉄雄 ﾏﾙﾀ ﾃﾂｵ  5:41:12205 秋田県八峰町

3382 千葉　幸雄 ﾁﾊﾞ ﾕｷｵ  5:41:54いきスポＲＣ206 岩手県奥州市

3404 和田　哲之 ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾕｷ  5:42:43秀学セミナー207 北海道函館市

3231 金子　修一 ｶﾈｺ ｼｭｳｲﾁ  5:42:56208 岩手県北上市

3195 西澤　裕司 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ  5:43:08209 新潟県新潟市

3020 及川　憲貞 ｵｲｶﾜ ﾉﾘｻﾀﾞ  5:43:15210 岩手県滝沢市

3415 阿部　正 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ  5:43:27211 広島県東広島市

3331 渡辺　敏明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｱｷ  5:44:58212 宮城県利府町

3152 岡崎　幸治 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  5:45:25県庁走友ＯＢ会213 岩手県奥州市

3259 渡邉　不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ  5:45:33214 岩手県盛岡市

3155 佐々木　春雄 ｻｻｷ ﾊﾙｵ  5:46:00215 岩手県岩手町

3223 鈴木　敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  5:46:05東北電ＩＨＭＣ216 岩手県矢巾町

3179 古積　信之 ｺﾂﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ  5:46:36217 宮城県仙台市

3139 平沼　隆志 ﾋﾗﾇﾏ ﾀｶｼ  5:46:55チーム法円坂218 大阪府大阪市

3209 佐藤　隆文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ  5:48:03219 岩手県一関市

3145 片　雅俊 ｶﾀ ﾏｻﾄｼ  5:48:31はやて走友会220 青森県八戸市

3122 佐藤　將 ｻﾄｳ ｼｮｳ  5:48:44ＥＨＲＦ221 東京都世田谷区

3140 高橋　健次郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ  5:49:38けんや＆ゆきえ222 岩手県奥州市

3293 菅原　芳和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｶｽﾞ  5:51:55花巻走友会223 岩手県花巻市

3062 佐々木　道雄 ｻｻｷ ﾐﾁｵ  5:52:23岩小ランクラブ224 岩手県奥州市

3373 福田　米治 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾈﾊﾙ  5:52:36225 神奈川県横浜市

3358 今野　廣一 ｺﾝﾉ ｺｳｲﾁ  5:53:45226 宮城県仙台市

3252 伊東　伸介 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ  5:54:46岡山旭川荘227 岡山県岡山市

3225 斉藤　鉄夫 ｻｲﾄｳ ﾃﾂｵ  5:55:05228 東京都板橋区

3230 藤原　一男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ  5:56:05グランディーズ229 宮城県利府町

3387 神田　久 ｶﾝﾀﾞ ﾋｻｼ  5:56:10フル百回楽走会230 富山県富山市

3241 佐藤　敏彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ  5:56:32231 岩手県盛岡市

3052 吉田　陵司 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ  5:56:53232 岩手県盛岡市

3111 太田　穣二 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ  5:57:11233 岩手県花巻市

3147 小田嶋　政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ  5:57:17北上桜ペアー234 岩手県北上市

3321 中村　寛司 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ  5:57:34235 東京都八王子市

3325 及川　睦夫 ｵｲｶﾜ ﾑﾂｲ  5:58:32ＴＣＣ236 岩手県奥州市

3232 立花　正 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾀﾞｼ  5:58:36237 岩手県岩手町

3355 蒲沢　義博 ｶﾞﾏｻﾜ ﾖｼﾋﾛ  5:58:46盛岡走友会238 岩手県八幡平市

3298 飯島　二郎 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞﾛｳ  5:59:04チーム沼宮内239 岩手県盛岡市

3093 守　修一 ﾓﾘ ｼｭｳｲﾁ  5:59:29240 宮城県仙台市

3045 藤村　正男 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ  5:59:57241 岩手県八幡平市

3073 佐藤　潔 ｻﾄｳ ｷﾖｼ  6:00:44河北建設242 宮城県仙台市

3137 渡辺　泰範 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ  6:01:39243 岩手県金ケ崎町

3021 小野寺　実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ  6:02:30胆沢南走会244 岩手県奥州市

3292 野宮　英二 ﾉﾐﾔ ｴｲｼﾞ  6:02:32板柳ランクラブ245 青森県板柳町

3106 津島　晴 ﾂｼﾏ ｱｷﾗ  6:04:00246 神奈川県横浜市

3304 小松原　公一 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾐｶｽﾞ  6:04:48小山児童学園247 東京都練馬区

3380 仁平　克義 ﾆﾍｲ ｶﾂﾖｼ  6:05:49明走会248 宮城県仙台市

3061 千田　稔 ﾁﾀﾞ ﾐﾉﾙ  6:06:12日高見工務店249 岩手県北上市

3215 及川　恒 ｵｲｶﾜ ｺｳ  6:07:23250 岩手県奥州市
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3134 岩井　敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ  6:07:28仙台ゾウプロ251 宮城県利府町

3245 及川　正之 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ  6:07:51三ヶ尻走友会252 岩手県金ケ崎町

3166 石川　利昭 ｲｼｶﾜ ﾄｼｱｷ  6:07:58江刺マスターズ253 岩手県奥州市

3127 中園　教一 ﾅｶｿﾞﾉ ｷｮｳｲﾁ  6:08:29シオノギ製薬254 岩手県花巻市

3078 村上　智志 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ  6:08:36かたくら組255 宮城県白石市

3153 宮林　克行 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ  6:08:37ＴＥＲ256 東京都千代田区

3383 山崎　憲次郎 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ  6:08:55北九州ＵＲＣ257 福岡県中間市

3336 後藤　正 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ  6:11:54258 岩手県奥州市

3332 星　正 ﾎｼ ﾀﾀﾞｼ  6:11:56アクアリーナ259 宮城県七ヶ浜町

3345 安彦　敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ  6:14:01紫波楽走会260 岩手県一関市

3189 冨浦　一行 ﾄﾐｳﾗ ｶｽﾞﾕｷ  6:14:58日医ジョガーズ261 青森県十和田市

3089 今井　賀昭 ｲﾏｲ ﾖｼｱｷ  6:15:22262 宮城県仙台市

3033 小原　純雄 ｵﾊﾞﾗ ｽﾐｵ  6:16:49西東京シニアＲＣ263 東京都西東京市

3403 稲葉　功一 ｲﾅﾊﾞ ｺｳｲﾁ  6:16:51264 大阪府吹田市

3377 橋本　俊憲 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ  6:19:06265 岩手県一関市

3130 小綿　利憲 ｺﾜﾀ ﾄｼﾉﾘ  6:19:22266 岩手県滝沢市

3402 奈良　文隆 ﾅﾗ ﾌﾐﾀｶ  6:23:32267 青森県八戸市

3104 及川　孝彦 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾋｺ  6:23:57268 岩手県奥州市

3363 石井　哲 ｲｼｲ ｻﾄｼ  6:24:52269 東京都大田区

3267 小山　雄士 ｵﾔﾏ ﾕｳｼ  6:25:32県庁走友ＯＢ会270 岩手県大槌町

3208 東　不二夫 ﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞｵ  6:25:57271 東京都八王子市

3234 高沖　秀宣 ﾀｶｵｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ  6:26:02三重県庁ＡＣ272 三重県津市

3022 北條　聡 ﾎｳｼﾞｮｳ  6:26:25273 岩手県紫波町

3308 千葉　幸徳 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ  6:26:29ラン・アローン274 宮城県仙台市

3410 武田　正司 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ  6:27:59七十七銀行走友275 宮城県大崎市

3097 鹿子木　勝博 ｶﾅｺｷﾞ ｶﾂﾋﾛ  6:28:24276 熊本県山鹿市

3133 信田　孝夫 ｼﾉﾀﾞ ﾀｶｵ  6:28:57277 福島県磐梯町

3141 塚本　武志 ﾂｶﾓﾄ ﾀｹｼ  6:32:50278 群馬県高崎市

3017 菊地　淳 ｷｸﾁ ｱﾂｼ  6:33:59279 岩手県奥州市

3207 岩渕　啓一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｲﾁ  6:35:25280 宮城県栗原市

3014 阿部　隆一 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ  6:36:19いつくしＲＣ281 岩手県一関市

3343 杉沢　政俊 ｽｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ  6:38:11282 静岡県三島市

3112 佐藤　修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ  6:38:35283 岩手県盛岡市

3295 菊地　辰吉 ｷｸﾁ ﾀﾂﾖｼ  6:41:41奥州サッカー284 岩手県奥州市

3251 岸田　潔 ｷｼﾀﾞ ｷﾖｼ  6:42:13ひとりぽっち285 埼玉県鶴ケ島市

3416 大野　政之 ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ  6:42:34美和台ＨＲＣ286 福岡県福岡市

3322 土岐　政彰 ﾄｷ ﾏｻｱｷ  6:42:38世嬉の一酒造287 岩手県一関市

3244 入江　研 ｲﾘｴ ｹﾝ  6:46:55288 千葉県君津市

3393 木村　敬 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ  6:51:23フル百回楽走会289 愛知県名古屋市

3009 渡邊　久 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻｼ  6:51:41290 東京都板橋区
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