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5804 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:38:02ＲＵＮＳ1 茨城県日立市

5763 遠藤　富雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾐｵ  0:40:42ＪＲ盛岡鉄道Ｓ2 岩手県雫石町

5796 安保　淳 ｱﾝﾎﾞ ｱﾂｼ  0:41:19チーム一葉3 岩手県盛岡市

5729 富谷　俊信 ﾄﾐﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ  0:41:26大森町ＲＣ4 秋田県横手市

5730 佐々木　順市 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:41:49北上マスターズ5 岩手県北上市

5758 五戸　幸輝 ｺﾞﾉﾍ ﾕｷﾃﾙ  0:42:52門前仲町ＲＵＮ6 岩手県北上市

5782 関本　進 ｾｷﾓﾄ ｽｽﾑ  0:43:007 岩手県奥州市

5705 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:43:34あさりちゃん２8 岩手県一関市

5806 渡辺　邦男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｸﾆｵ  0:43:56和丸ＲＣ７人会9 福島県福島市

5832 野尻　隆 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ  0:45:07秋田県走友会10 秋田県横手市

5770 花田　博 ﾊﾅﾀ ﾋﾛｼ  0:46:08走風水流11 秋田県秋田市

5720 千田　君男 ﾁﾀﾞ ｷﾐｵ  0:47:1112 宮城県登米市

5778 麓　道弘 ﾌﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ  0:47:23大船渡ＡＣ13 岩手県大船渡市

5725 伊藤　幹男 ｲﾄｳ ﾐｷｵ  0:47:49宮古楽走クラブ14 岩手県宮古市

5825 小野寺　勇一 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｲﾁ  0:47:5415 岩手県一関市

5786 菊地　健二 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ  0:50:1216 宮城県仙台市

5748 小竹　和雄 ｺﾀｹ ｶｽﾞｵ  0:50:21姉体走友会17 岩手県奥州市

5721 野里　昭文 ﾉｻﾞﾄ ｱｷﾌﾐ  0:50:5018 岩手県奥州市

5743 伊藤　守男 ｲﾄｳ ﾓﾘｵ  0:50:57北上ＲＣ19 岩手県北上市

5711 髙橋　久祥 ﾀｶﾊｼ ｷｭｳｼｮｳ  0:51:1120 岩手県奥州市

5779 安倍　副 ｱﾝﾊﾞｲ ﾀｽｸ  0:51:36胆沢マイペース21 岩手県奥州市

5769 高橋　徳也 ﾀｶﾊｼ ﾄｸﾔ  0:51:3822 岩手県北上市

5722 芳賀　力一 ﾊｶﾞ ﾘｷｲﾁ  0:51:56高惣建設（株）23 岩手県金ケ崎町

5732 佐藤　美津夫 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ  0:52:10水沢愛走会24 岩手県奥州市

5756 佐藤　清文 ｻﾄｳ ｷﾖﾌﾐ  0:52:15げいぞ観光センター25 岩手県一関市

5794 齋藤　幸一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ  0:52:2926 岩手県盛岡市

5800 那須川　俊則 ﾅｽｶﾜ ﾄｼﾉﾘ  0:52:46いわてクラブ27 岩手県奥州市

5749 渡辺　徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ  0:52:58ＭＰＲＣ仙台28 宮城県仙台市

5821 高橋　正 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ  0:53:0429 岩手県一関市

5815 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ  0:53:1730 宮城県栗原市

5709 佐藤　茂 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ  0:53:2231 岩手県花巻市

5824 澤田　求 ｻﾜﾀﾞ ﾓﾄﾑ  0:53:3932 埼玉県草加市

5706 熊谷　義郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾛｳ  0:53:44チーム義経33 岩手県一関市

5757 佐藤　範久 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｻ  0:54:04前沢南幼稚園34 岩手県奥州市

5805 八重樫　光徳 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂﾉﾘ  0:54:08笹間クラブ35 岩手県花巻市

5808 吉岡　修二 ﾖｼｵｶ ｼｭｳｼﾞ  0:54:52えがおの丘36 秋田県由利本荘市

5724 佐々木　幸治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ  0:54:59ＭＰＲＣ37 宮城県涌谷町

5745 宇都宮　正孝 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｻﾀｶ  0:55:00コウスケクラブ38 宮城県石巻市

5726 高橋　茂 ﾀｶﾊｼ  0:55:30南部電気工事㈱39 岩手県北上市

5715 成田　豊勝 ﾅﾘﾀ ﾄﾖｶﾂ  0:55:38ＭＰＲＣ40 宮城県石巻市

5816 及川　長一 ｵｲｶﾜ ﾁｮｳｲﾁ  0:55:54奥州遅走人41 岩手県奥州市

5765 千葉　弘 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｼ  0:55:59千住電子工業42 岩手県奥州市

5851 佐藤　栄 ｻﾄｳ ｻｶｴ  0:56:1643 宮城県栗原市

5811 本望　昌二 ﾎﾝﾓｳ ｼｮｳｼﾞ  0:56:2444 宮城県名取市

5817 小野寺　良信 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:56:35一関楽走会45 岩手県一関市

5813 清水　芳基 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾓﾄ  0:56:43お達者クラブ46 宮城県名取市

5747 永洞　勝男 ﾅｶﾞﾎﾗ ｶﾂｵ  0:56:4847 岩手県宮古市

5755 千田　侑一 ﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁ  0:56:52羽田走友会48 岩手県奥州市

5741 武田　利信 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ  0:56:5449 宮城県仙台市

5746 野家　数夫 ﾉｲｴ ｶｽﾞｵ  0:57:27登米百走会50 宮城県登米市
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5834 大森　松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ  0:57:29クロニクル花東51 岩手県花巻市

5703 小野寺　久行 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋｻﾕｷ  0:57:37ﾎﾉﾙﾙﾏﾗｿﾝ走ろう会52 宮城県仙台市

5742 小田島　茂 ｵﾀﾞｼﾏ ｼｹﾞﾙ  0:57:4053 岩手県北上市

5836 鈴木　安夫 ｽｽﾞｷ ﾔｽｵ  0:57:48三ケ尻走友会54 岩手県金ケ崎町

5801 菅原　弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ  0:57:56ネッパラン55 秋田県大館市

5723 細川　広 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ  0:58:0656 宮城県石巻市

5791 小笠原　孝之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾕｷ  0:58:08ｆｍｃ57 宮城県塩竈市

5740 小野　明啓 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ  0:59:19東山かけっこ58 岩手県一関市

5764 佐々木　政明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ  0:59:35アテルイランナーズ59 岩手県奥州市

5768 畑中　正則 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ  1:00:07県南広域振興局60 岩手県花巻市

5701 渡辺　実雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ  1:00:08㈱天乃屋せんべ61 岩手県奥州市

5793 若山　義典 ﾜｶﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ  1:00:5562 岩手県一関市

5838 遠藤　修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ  1:01:15ＭｉＳＴ63 秋田県横手市

5845 吉田　正行 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  1:01:28美結ＲＣ64 山形県山形市

5733 佐藤　春雄 ｻﾄｳ ﾊﾙｵ  1:01:3665 宮城県加美町

5735 小野寺　盛人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾓﾘﾄ  1:01:3766 岩手県奥州市

5810 工藤　和久 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｻ  1:01:38ヒザオブデス67 岩手県宮古市

5783 小田島　伸 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾝ  1:02:15千葉匠建設68 岩手県北上市

5781 一戸　啓二 ｲﾁﾉﾍ ｹｲｼﾞ  1:02:2069 青森県むつ市

5799 千葉　稔 ﾁﾊﾞ ﾐﾉﾙ  1:03:0070 岩手県奥州市

5750 生田　明 ｲｸﾀ ｱｷﾗ  1:03:01大曲走友会71 秋田県大仙市

5807 小原　浩 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ  1:03:2072 岩手県北上市

5818 山根　勲 ﾔﾏﾈ ｲｻｵ  1:03:2173 宮城県仙台市

5789 藤原　敬 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ  1:03:2674 岩手県盛岡市

5762 菅沼　万造 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾝｿﾞｳ  1:03:2675 岩手県北上市

5761 脇山　康伸 ﾜｷﾔﾏ  1:03:51銀河の里76 岩手県花巻市

5833 高橋　十久男 ﾀｶﾊｼ ﾄｸｵ  1:03:56東北ネット工業77 岩手県奥州市

5855 利部　哲也 ｶｶﾞﾌﾞ ﾃﾂﾔ  1:04:0278 岩手県盛岡市

5841 小野　仁一 ｵﾉ ｼﾞﾝｲﾁ  1:04:38ＯＬＳＫ79 宮城県松島町

5829 脇田　孝夫 ﾜｷﾀ ﾀｶｵ  1:04:47花巻走友会80 岩手県花巻市

5802 丸山　正実 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ  1:04:54走スラー81 宮城県多賀城市

5759 渡辺　晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ  1:05:26三ヶ尻走友会82 岩手県金ケ崎町

5837 石沢　健治 ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ  1:05:29無し83 宮城県仙台市

5828 鈴木　和彦 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ  1:05:54楽走会仙台支部84 宮城県仙台市

5826 岩渕　誠一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｲﾁ  1:06:0585 宮城県栗原市

5840 遠藤　康幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ  1:06:1086 宮城県登米市

5780 紺野　芳充 ｺﾝﾉ ﾖｼﾐﾂ  1:06:33紺野工務店87 宮城県気仙沼市

5716 石川　武光 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾐﾂ  1:07:1688 岩手県奥州市

5835 菅原　幸雄 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷｵ  1:07:4589 埼玉県和光市

5812 菅原　健悦 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｴﾂ  1:08:1390 宮城県仙台市

5777 佐々木　公 ｻｻｷ ｺｳ  1:08:26橋本友の会91 岩手県奥州市

5848 嵯峨　国雄 ｻｶﾞ ｸﾆｵ  1:08:46田沢湖走ろう会92 秋田県仙北市

5849 北村　勉 ｷﾀﾑﾗ ﾂﾄﾑ  1:09:1393 宮城県仙台市

5790 二階堂　美佐男 ﾆｶｲﾄﾞｳ ﾐｻｵ  1:09:4094 岩手県北上市

5738 梅澤　正 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ  1:10:1195 岩手県宮古市

5847 元木　豊 ﾓﾄｷ ﾕﾀｶ  1:10:12寺岡岩手ＯＢ96 岩手県奥州市

5795 菅原　庄郎 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾛｳ  1:10:43姉体地区Ｃ97 岩手県奥州市

5792 高橋　敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ  1:10:49北上市役所98 岩手県北上市

5704 柳岡　徳雄 ﾔﾅｷﾞｵｶ ﾄｸｵ  1:11:0399 岩手県葛巻町

5854 千葉　秀雄 ﾁﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ  1:11:18泉パークメイツ100 宮城県富谷町
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5702 菅原　正志 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｼ  1:11:38101 岩手県一関市

5844 平間　信 ﾋﾗﾏ ｼﾝ  1:11:50仙台高砂走友会102 宮城県仙台市

5774 千葉　新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ  1:12:40103 岩手県北上市

5712 千葉　秋男 ﾁﾊﾞ ｱｷｵ  1:13:37104 岩手県奥州市

5839 菊池　恒夫 ｷｸﾁ ﾂﾈｵ  1:13:39水農夢走会105 岩手県奥州市

5784 千葉　力 ﾁﾊﾞ ﾁｶﾗ  1:14:07106 岩手県一関市

5823 佐々木　充 ｻｻｷ ﾐﾂﾙ  1:14:09107 岩手県盛岡市

5850 小野寺　茂男 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞｵ  1:14:32108 岩手県奥州市

5736 大沼　吉典 ｵｵﾇﾏ ﾖｼﾉﾘ  1:14:34マラソン楽しむ109 岩手県紫波町

5797 西田　栄一郎 ﾆｼﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ  1:14:58居酒屋だいえん110 岩手県滝沢市

5707 赤石　忠 ｱｶｲｼ ﾀﾀﾞｼ  1:15:04南部町陸上協会111 青森県南部町

5787 照井　重美 ﾃﾙｲ ｼｹﾞﾐ  1:15:47チーム８５112 秋田県湯沢市

5773 高橋　伸 ﾀｶﾊｼ ｼﾝ  1:15:52113 岩手県奥州市

5853 斉藤　信広 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:16:45盛岡走友会114 岩手県滝沢市

5744 大畑　司 ｵｵﾊﾀ ﾂｶｻ  1:18:04115 秋田県鹿角市

5822 高橋　良和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ  1:18:07116 岩手県北上市

5775 菅原　達郎 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾛｳ  1:18:21117 岩手県奥州市

5751 鈴木　功一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ  1:19:02118 宮城県石巻市

5776 大野　敏章 ｵｵﾉ ﾄｼｱｷ  1:19:47ブィエーエス119 東京都西東京市

5753 小原　敏勝 ｵﾊﾗ  1:20:56チーム石上120 岩手県遠野市

5843 佐藤　千幸 ｻﾄｳ ﾁﾕｷ  1:27:57三ヶ尻走友会121 岩手県金ケ崎町
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