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144 牧野　冴希 ﾏｷﾉ ｻｴｷ  2:21:55ＤＮＰ1 埼玉県川口市

83 川内　鮮輝 ｶﾜｳﾁ ﾖｼｷ  2:28:04埼玉陸協2 埼玉県久喜市

180 清水　翔一朗 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ  2:32:45アテルイ3 岩手県一関市

164 青木　純 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ  2:35:44ＲＵＮＳ4 茨城県笠間市

184 藤原　裕規 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ  2:41:03北上市陸協5 岩手県北上市

554 加藤　和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ  2:42:076 宮城県栗原市

291 川嶋　洋平 ｶﾜｼﾏ ﾖｳﾍｲ  2:42:40ＤＲＥＡＭ7 埼玉県川越市

172 井関　肇 ｲｾｷ ﾊｼﾞﾒ  2:43:318 秋田県大館市

436 高橋　巧 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ  2:44:31岩手県庁走友会9 岩手県盛岡市

243 千葉　雄司 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ  2:44:52秋田県角館町10 秋田県仙北市

255 杉山　悠 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳ  2:46:00栃木陸協11 栃木県高根沢町

359 小野寺　正雄 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｵ  2:47:0812 宮城県仙台市

235 阿部　壮史 ｱﾍﾞ ｿｳｼ  2:51:36ファナック13 栃木県栃木市

99 津田　昌樹 ﾂﾀﾞ ﾏｻｷ  2:52:38愛知県庁クラブ14 愛知県岡崎市

384 藤井　浩文 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾌﾐ  2:53:1315 兵庫県神戸市

373 夏目　晋太郎 ﾅﾂﾒ ｼﾝﾀﾛｳ  2:53:23ＳＲＰ16 東京都墨田区

453 吉田　幸志 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ  2:53:42チームいこい17 岩手県滝沢市

92 髙野　周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ  2:54:30由利本荘市役所18 秋田県由利本荘市

583 橋場　英雄 ﾊｼﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ  2:54:39宮古市役所19 岩手県宮古市

129 円谷　幸史 ﾂﾑﾗﾔ ｺｳｼﾞ  2:55:56サステナジー20 岩手県紫波町

264 木内　伸 ｷﾉｳﾁ ｼﾝ  2:56:2621 宮城県仙台市

39 佐々木　健太 ｻｻｷ ｹﾝﾀ  2:57:2622 岩手県釜石市

299 嵯峨　浩靖 ｻｶﾞ ﾋﾛﾔｽ  2:58:1223 千葉県船橋市

578 杉山　佑介 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ  2:58:2124 愛知県大府市

473 風間　勝臣 ｶｻﾞﾏ ｶﾂｵﾐ  2:58:36ＴＥＡＭぜっと25 青森県南部町

2 佐々木　賢 ｻｻｷ ｻﾄｼ  2:58:41秋田ランナーズ26 秋田県大仙市

552 秋山　優 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾙ  2:59:1327 宮城県仙台市

501 柳村　武史 ﾔﾅｷﾞﾑﾗ ﾀｹｼ  2:59:26水土里ネット28 岩手県滝沢市

312 嶋田　宏章 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  3:01:2429 岩手県花巻市

145 加瀬谷　拓 ｶｾﾔ ﾀｸ  3:03:1530 宮城県仙台市

22 難波　海 ﾅﾝﾊﾞ ｶｲ  3:03:37盛岡走友会31 岩手県盛岡市

12 髙橋　健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ  3:04:2632 秋田県北秋田市

528 石丸　秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ  3:05:50登米村田製作所33 宮城県登米市

394 わきた　しげる ﾜｷﾀ ｼｹﾞﾙ  3:06:5634 東京都府中市

461 中村　学 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ  3:08:14杏林製薬35 岩手県盛岡市

610 芦川　文彦 ｱｼｶﾜ ﾌﾐﾋｺ  3:09:4636 静岡県富士宮市

538 上間　智志 ｳｴﾏ ｻﾄｼ  3:10:10大阪陸協37 大阪府豊中市

231 齊藤　時勝 ｻｲﾄｳ ﾄｷｶﾂ  3:10:14森山クラブ38 岩手県金ケ崎町

11 髙橋　政好 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ  3:10:30（株）佐々儀39 岩手県金ケ崎町

18 相馬　晃平 ｿｳﾏ ｺｳﾍｲ  3:10:44岩手大学走友会40 岩手県盛岡市

597 横濱　拓 ﾖｺﾊﾏ ﾋﾛｼ  3:11:5541 青森県五所川原市

278 田畑　悦和 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｶｽﾞ  3:12:1042 東京都府中市

534 安藤　亮 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ  3:12:33仙台赤十字病院43 宮城県仙台市

493 加藤　篤 ｶﾄｳ ｱﾂｼ  3:12:53岩手プリミート44 岩手県盛岡市

396 髙村　玲 ﾀｶﾑﾗ ｱｷﾗ  3:13:18津軽黒森迷走会45 青森県青森市

28 新田　慧 ﾆｯﾀ ｻﾄｼ  3:13:59特別養護敬愛園46 岩手県北上市

14 大森　亮平 ｵｵﾓﾘ ﾘｮｳﾍｲ  3:14:01岩手大学走友会47 岩手県盛岡市

602 今松　知明 ｲﾏﾏﾂ ﾄﾓｱｷ  3:14:4848 埼玉県狭山市

343 浅利　政喜 ｱｻﾘ ﾏｻｷ  3:15:05チームアテルイ49 岩手県奥州市

530 澤口　龍彦 ｻﾜｸﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ  3:15:07あシロート秋田50 秋田県秋田市
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128 増本　龍憲 ﾏｼﾓﾄ ﾀﾂﾉﾘ  3:16:41青森地方裁判所51 青森県青森市

263 佐藤　謙太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ  3:16:43ＭＤハッシル52 秋田県大館市

302 半田　恭明 ﾊﾝﾀﾞ ﾔｽｱｷ  3:16:5553 秋田県大仙市

323 高橋　利和 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ  3:18:11佐倉市54 千葉県佐倉市

336 三田　恭諭 ﾐﾀ ﾔｽﾕｷ  3:18:14アテルイ55 岩手県奥州市

374 嶌田　大輔 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  3:19:36横手蘭走会56 秋田県横手市

542 大畑　輝公 ｵｵﾊﾀ ﾃﾙﾏｻ  3:20:10中郡陸協57 神奈川県大磯町

565 岩渕　和重 ｲﾜﾌﾞﾁ ｶｽﾞｼｹﾞ  3:20:1658 岩手県一関市

94 中屋敷　創也 ﾅｶﾔｼｷ ｿｳﾔ  3:20:49盛岡走友会59 岩手県盛岡市

500 鈴木　良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ  3:21:20ヨコミチＲＣ60 岩手県金ケ崎町

549 目移　和行 ﾒｳﾂﾘ ｶｽﾞﾕｷ  3:21:35雫石町陸協61 岩手県雫石町

46 菊池　諒介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ  3:24:52北上市陸協62 岩手県北上市

105 山本　陽文 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ  3:25:4763 兵庫県明石市

620 吉村　賢一 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ  3:26:1164 宮城県仙台市

591 黒川　祐介 ｸﾛｶﾜ ﾕｳｽｹ  3:26:3765 千葉県浦安市

337 江本　英卓 ｴﾓﾄ ｽｸﾞﾙ  3:26:42花巻AC66 岩手県遠野市

320 本田　誠 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ  3:27:04石巻ＲＣ67 宮城県東松島市

389 中沢　巧 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ  3:27:1568 岩手県奥州市

331 前田　剛寛 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ  3:27:23Ａ．Ｒ．Ｃ．69 東京都品川区

283 池田　佳紀 ｲｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ  3:28:04るいくん70 東京都練馬区

267 千葉　裕太 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ  3:28:09仙台市役所71 宮城県富谷町

317 三浦　頌太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ  3:28:37七時雨ＴＲＣ72 岩手県盛岡市

401 工藤　直樹 ｸﾄﾞｳ ﾅｵｷ  3:29:04ハニーグッド73 青森県弘前市

548 伊東　良剛 ｲﾄｳ ﾖｼﾀｶ  3:29:1874 宮城県仙台市

161 小松　照 ｺﾏﾂ ｱｷﾗ  3:29:24チーム小形75 山形県白鷹町

181 伊藤　啓 ｲﾄｳ ｻﾄｼ  3:29:45チームとんすけ76 宮城県仙台市

9 高橋　秀信 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ  3:29:50ＪＡいわて花巻77 岩手県花巻市

90 及川　和麻 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾏ  3:30:01トヨタ東日本78 岩手県奥州市

505 秋田　剛典 ｱｷﾀ ﾀｹﾉﾘ  3:30:40宮古ＡＣ79 岩手県盛岡市

53 本城　蔵馬 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｸﾗﾏ  3:31:5280 岩手県北上市

140 伊藤　良太 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ  3:32:52あシロート秋田81 秋田県秋田市

229 佐々木　俊彦 ｻｻｷ ﾄｼﾋｺ  3:33:1082 岩手県奥州市

306 工藤　恒生 ｸﾄﾞｳ ｺｳｾｲ  3:33:37Ａ病院83 青森県弘前市

407 佐々木　真純 ｻｻｷ ﾏｽﾐ  3:33:5584 岩手県盛岡市

513 山崎　幸一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ  3:34:01くらぶＳＯＲＡ85 岩手県奥州市

360 今野　卓朗 ｺﾝﾉ ﾀｸﾛｳ  3:34:07東北大学86 岩手県紫波町

546 清野　高志 ｾｲﾉ ﾀｶｼ  3:35:0887 東京都葛飾区

543 岩井　亮祐 ｲﾜｲ ﾘｮｳｽｹ  3:35:18酔走会大崎支部88 宮城県仙台市

524 木村　陽悦 ｷﾑﾗ ﾖｳｴﾂ  3:35:54チームハタプロ89 宮城県仙台市

56 金今　裕樹 ｶﾈｺﾝ ﾕｳｷ  3:36:2290 岩手県八幡平市

73 佐藤　圭 ｻﾄｳ ｹｲ  3:36:39佐野薬局91 秋田県秋田市

425 佐々木　公太 ｻｻｷ ｺｳﾀ  3:36:41横手市消防署92 秋田県横手市

195 懸田　正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ  3:37:25アテルイ93 岩手県奥州市

527 田中　悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ  3:38:1494 秋田県大館市

577 高橋　利彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ  3:38:19北上市陸協95 岩手県北上市

483 田崎　裕之 ﾀｻｷ ﾋﾛﾕｷ  3:38:2196 茨城県筑西市

168 宮守　信也 ﾐﾔﾓﾘ ｼﾝﾔ  3:38:4597 岩手県一関市

237 鈴木　亮祐 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ  3:39:0998 愛知県名古屋市

305 木田　和也 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  3:39:32弘前公園ＲＣ99 岩手県一関市

411 浅尾　昌彦 ｱｻｵ ﾏｻﾋｺ  3:39:39食堂味よし100 宮城県大崎市
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74 佐藤　雄基 ｻﾄｳ ﾕｳｷ  3:41:47101 岩手県奥州市

557 村上　清人 ﾑﾗｶﾐ ｷﾖﾄ  3:41:53102 宮城県仙台市

356 太田代　孝昭 ｵｵﾀｼﾛ ﾀｶｱｷ  3:42:34ＥＮ大塚製薬103 岩手県花巻市

393 大友　淳 ｵｵﾄﾓ ｼﾞｭﾝ  3:42:35104 神奈川県川崎市

6 宮崎　貴史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ  3:43:24みたけの園105 岩手県滝沢市

60 佐々木　駿 ｻｻｷ ｼｭﾝ  3:43:54106 青森県青森市

593 元村　誠士 ﾓﾄﾑﾗ ﾀｶﾉﾘ  3:44:13ＪＮＣ石油化学107 千葉県市原市

41 尾形　季彦 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾋｺ  3:45:05ＪＪＪＯＣ108 福島県郡山市

227 沼倉　光 ﾇﾏｸﾗ ﾋｶﾙ  3:45:20ウィルランズ109 宮城県登米市

297 菅原　佑 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｽｸ  3:45:35110 宮城県仙台市

484 畠山　誠 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｺﾄ  3:45:39下閉伊クラブ111 岩手県北上市

450 池田　明宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  3:46:04112 埼玉県桶川市

8 坪井　裕一 ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｲﾁ  3:46:15大生福祉会113 福島県福島市

574 高橋　香次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ  3:47:06114 神奈川県平塚市

131 谷地　良太 ﾔﾁ ﾘｮｳﾀ  3:47:43ＪＦ種市南115 岩手県洋野町

290 佐藤　悠司 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ  3:48:27ランデザイン116 東京都江東区

386 柿崎　文哉 ｶｷｻﾞｷ ﾌﾐﾔ  3:48:27117 秋田県横手市

142 太田　幸啓 ｵｵﾀ ﾕｷﾋﾛ  3:48:33せんだんの里118 宮城県仙台市

122 柿沼　友行 ｶｷﾇﾏ ﾄﾓﾕｷ  3:48:55ＪＦＥ千コ技119 千葉県千葉市

604 土屋　匠 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ  3:49:02七時雨ＴＲＣ120 岩手県滝沢市

65 久本　真大 ﾋｻﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  3:49:51宮城県森連121 宮城県大崎市

607 小野寺　宣人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾋﾄ  3:50:29チームアテルイ122 岩手県奥州市

467 西巻　聖 ﾆｼﾏｷ ｻﾄｼ  3:51:02123 青森県五所川原市

274 大山　翔吾 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ  3:51:03一ツ森ＳＭＣ124 岩手県盛岡市

110 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  3:51:04125 岩手県奥州市

536 児玉　勝 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾙ  3:51:08あシロート秋田126 秋田県秋田市

268 松峯　弘 ﾏﾂﾐﾈ ﾋﾛﾑ  3:51:17高田の超特急127 岩手県金ケ崎町

595 高橋　勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ  3:51:20128 千葉県木更津市

532 及川　和也 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾔ  3:52:06129 岩手県奥州市

266 中村　健太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ  3:52:09130 岩手県盛岡市

257 天野　直哉 ｱﾏﾉ ﾅｵﾔ  3:52:23131 宮城県仙台市

561 阿部　浩治 ｱﾍﾞ ｺｳｼﾞ  3:52:29132 岩手県奥州市

599 小林　由典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾉﾘ  3:52:39133 長野県長野市

404 片山　等 ｶﾀﾔﾏ ﾋﾄｼ  3:52:45都立鹿本学園134 東京都江戸川区

567 宮脇　克明 ﾐﾔﾜｷ ｶﾂｱｷ  3:52:53135 兵庫県神戸市

405 関口　巧治 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ  3:52:57アンバーＲＣ136 岩手県久慈市

81 堀越　建生 ﾎﾘｺｼ ﾀﾃｵ  3:54:20137 埼玉県熊谷市

366 酒井　隆至 ｻｶｲ ﾀｶｼ  3:54:34138 東京都文京区

175 遠藤　祐貴 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｷ  3:54:56森山クラブ139 岩手県奥州市

96 安原　駿平 ﾔｽﾊﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ  3:55:26仙北地域振興局140 秋田県大仙市

584 菊池　友和 ｷｸﾁ ﾄﾓｶｽﾞ  3:55:28森山クラブ141 岩手県北上市

521 柴田　晃司 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ  3:55:28142 岩手県盛岡市

236 佐藤　正佳 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ  3:56:18宮古ロートルズ143 岩手県宮古市

545 佐藤　史明 ｻﾄｳ ﾌﾐｱｷ  3:56:31144 秋田県にかほ市

474 山田　高太郎 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ  3:57:14たんぽぽＲＣ145 宮城県仙台市

518 石黒　尚人 ｲｼｸﾞﾛ ﾅｵﾄ  3:57:19ＪＲＣ146 山形県南陽市

390 後藤　和哉 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾔ  3:57:21ＭＲＣ147 青森県弘前市

368 菊地　健太郎 ｷｸﾁ ｹﾝﾀﾛｳ  3:57:22江刺ＲＣ148 岩手県奥州市

155 大塚　稔 ｵｵﾂｶ ﾐﾉﾙ  3:57:31149 群馬県太田市

250 藤野　赳至 ﾌｼﾞﾉ ﾀｹｼ  3:57:32150 東京都品川区
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285 千葉　竜一 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ  3:57:35トヨタ紡織東北151 宮城県色麻町

316 鈴木　正礼 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ  3:57:37152 岩手県奥州市

226 鳴海　昭紀 ﾅﾙﾐ ｱｷﾉﾘ  3:57:39チームアテルイ153 岩手県奥州市

609 伊藤　貴之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ  3:57:54二井田走友会154 秋田県大館市

350 及川　裕司 ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ  3:57:56155 岩手県花巻市

601 高橋　圭祐 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ  3:57:58岩手日報社156 岩手県盛岡市

67 阿部　裕 ｱﾍﾞ ﾕｳ  3:58:10空自三沢157 青森県三沢市

559 新田　正治 ﾆｯﾀ ｼｮｳｼﾞ  3:58:15158 宮城県塩竈市

476 高橋　顕太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ  3:58:51159 岩手県奥州市

313 矢吹　裕一 ﾔﾌﾞｷ ﾕｳｲﾁ  3:59:02160 宮城県仙台市

265 小松　和智 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾄﾓ  3:59:50161 岩手県奥州市

443 永井　歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ  4:00:01162 秋田県秋田市

324 多井中　一憲 ﾀｲﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ  4:00:09らんちゃんぷる163 兵庫県宝塚市

133 浜島　真二郎 ﾊﾏｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞﾛｳ  4:00:21弘前公園ＲＣ164 兵庫県姫路市

154 髙橋　裕輔 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ  4:00:38165 岩手県奥州市

397 根市　昇 ﾈｲﾁ ﾉﾎﾞﾙ  4:03:51166 岩手県宮古市

146 小林　泰則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ  4:04:19167 岩手県花巻市

485 今野　貴寛 ｺﾝﾉ ﾀｶﾋﾛ  4:05:46リバーサイド168 宮城県栗原市

292 森岡　高史 ﾓﾘｵｶ ﾀｶｼ  4:06:06169 東京都葛飾区

228 高橋　隼 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ  4:06:08170 岩手県金ケ崎町

494 佐藤　竜介 ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ  4:06:25フリーデン171 岩手県一関市

544 菊池　裕 ｷｸﾁ ﾕﾀｶ  4:07:10七時雨ＴＲＣ172 岩手県紫波町

523 古澤　英生 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾃﾞｵ  4:07:18173 宮崎県西米良村

17 滝村　和貴 ﾀｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ  4:07:36174 岩手県盛岡市

45 高橋　尚宏 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋﾛ  4:07:41ＨＯＰＰＥＲＳ175 岩手県盛岡市

451 小野寺　毅 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ  4:07:53徳岡クラブ176 岩手県奥州市

363 千葉　正洋 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ  4:08:12177 宮城県登米市

431 及川　聖文 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾌﾐ  4:08:30奥州病院178 岩手県金ケ崎町

1 岩本　裕 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ  4:08:42ともわの179 秋田県秋田市

293 三河　賢文 ﾐｶﾜ ﾏｻﾌﾐ  4:10:03180 東京都葛飾区

20 上山　友裕 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ  4:10:36軽米町陸協181 岩手県軽米町

193 本間　実 ﾎﾝﾏ ﾏｺﾄ  4:10:54182 京都府京都市

566 辻　浩平 ﾂｼﾞ ｺｳﾍｲ  4:11:34183 岩手県盛岡市

95 葛西　優輔 ｶｻｲ ﾕｳｽｹ  4:11:47184 東京都新宿区

335 石塚　修 ｲｼﾂﾞｶ ｵｻﾑ  4:11:47185 宮城県仙台市

216 工藤　淳一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:11:51186 宮城県仙台市

240 齋藤　利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ  4:12:03187 宮城県仙台市

251 竹内　豊 ﾀｹｳﾁ ﾕﾀｶ  4:13:04188 宮城県仙台市

342 小原　紀明 ｵﾊﾞﾗ ﾉﾘｱｷ  4:13:48中部水道企業団189 岩手県花巻市

249 三浦　晃一 ﾐｳﾗ ｺｳｲﾁ  4:14:14テクノス（株）190 愛知県豊橋市

29 村田　青葉 ﾑﾗﾀ ｱｵﾊﾞ  4:14:30せのび191 岩手県盛岡市

459 千葉　俊 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝ  4:15:42アツクルボーイ192 岩手県紫波町

495 安部　正教 ｱﾝﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ  4:15:55193 岩手県奥州市

448 寺島　英基 ﾃﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｷ  4:16:28194 東京都大田区

220 高橋　大樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ  4:16:32195 岩手県奥州市

369 佐々木　忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ  4:16:52196 岩手県北上市

352 堀内　信博 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ  4:16:58197 宮城県仙台市

437 久保　裕史 ｸﾎﾞ ﾋﾛｼ  4:17:05198 新潟県見附市

517 伊藤　憲和 ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ  4:17:20闘魂戦士199 山形県尾花沢市

458 荒屋敷　幸路 ｱﾗﾔｼｷ ｺｳｼﾞ  4:17:32200 岩手県盛岡市
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614 野崎　史明 ﾉｻﾞｷ ﾌﾐｱｷ  4:17:43201 東京都台東区

511 熊下　智章 ｸﾏｼﾀ ﾄﾓｱｷ  4:19:53202 宮城県仙台市

417 高橋　新太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ  4:20:38毒ガス☆あわわ203 宮城県仙台市

603 遠藤　健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ  4:21:10ＴＥＡＭ漢塾204 秋田県にかほ市

30 佐藤　陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ  4:22:13宮古ＡＣ205 宮城県仙台市

572 齋藤　大輔 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  4:22:14206 秋田県秋田市

612 上野　暁 ｳｴﾉ ｻﾄｼ  4:22:26森のくまさん207 宮城県仙台市

7 宝代地　真司 ﾎｳﾀﾞｲｼﾞ ｼﾝｼﾞ  4:23:12宮古健康倶楽部208 岩手県宮古市

63 田辺　敏輝 ﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ  4:23:49209 東京都世田谷区

471 長沼　良輔 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ  4:24:04栃内第二病院210 岩手県滝沢市

26 安松　陸史 ﾔｽﾏﾂ ﾘｸｼ  4:24:34かわて211 宮城県仙台市

460 加納　桂志 ｶﾉｳ ｶﾂｼ  4:24:49212 秋田県横手市

379 北林　広大 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ  4:25:12213 秋田県北秋田市

153 山崎　好聡 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｻﾄ  4:25:43秋田市陸協214 秋田県秋田市

197 津田　豪 ﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ  4:26:18215 宮城県多賀城市

472 能登　薫 ﾉﾄ ｶｵﾙ  4:26:26216 秋田県横手市

326 佐々木　一樹 ｻｻｷ ｶｽﾞｷ  4:26:30ベアレン陸上部217 岩手県盛岡市

33 比企野　創典 ﾋｷﾉ ｿｳｽｹ  4:26:34石川食堂陸上部218 岩手県盛岡市

223 石川　悟 ｲｼｶﾜ ｻﾄﾙ  4:26:35219 神奈川県川崎市

426 三浦　健護 ﾐｳﾗ ｹﾝｺﾞ  4:27:50220 秋田県男鹿市

395 高崎　壽博 ﾀｶｻｷ ﾄｼﾋﾛ  4:28:09221 宮城県大崎市

330 澤藤　元哉 ｻﾜﾌｼﾞ ｹﾞﾝﾔ  4:28:34222 宮城県仙台市

385 篠原　健司 ｼﾉﾊﾗ ｹﾝｼﾞ  4:29:20223 岩手県北上市

199 大村　毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ  4:29:22イワセキ（株）224 岩手県奥州市

555 及川　悠平 ｵｲｶﾜ ﾕｳﾍｲ  4:29:40225 神奈川県横浜市

506 富田　真次 ﾄﾐﾀ ｼﾝｼﾞ  4:29:52226 東京都板橋区

275 齊藤　豊 ｻｲﾄｳ ﾕﾀｶ  4:30:12弘前公園ＲＣ227 岩手県盛岡市

455 佐藤　広一 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  4:30:49228 岩手県奥州市

280 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ  4:30:52航走の会229 岩手県北上市

398 佐藤　智 ｻﾄｳ ﾄﾓ  4:31:09神町ＳＤＦ230 山形県天童市

606 小瀬川　正尚 ｺｾｶﾞﾜ ﾏｻﾅｵ  4:31:51ＦＤＨ231 岩手県花巻市

276 佐々木　智洋 ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ  4:32:18232 青森県青森市

553 北山　智行 ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ  4:32:53233 岩手県盛岡市

507 坂谷　志史 ｻｶﾀﾆ ﾕｷﾋﾄ  4:32:53234 埼玉県狭山市

619 小原　隆雅 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾏｻ  4:33:16235 岩手県北上市

75 藤原　拓椰 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ  4:33:54236 岩手県一関市

139 酒井　陵吾 ｻｶｲ ﾘｮｳｺﾞ  4:34:15237 福井県福井市

427 佐藤　謙悟 ｻﾄｳ ｹﾝｺﾞ  4:34:36本荘第一病院238 秋田県由利本荘市

344 藤本　浩之 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  4:34:41239 山梨県忍野村

163 嶺岸　拓真 ﾐﾈｷﾞｼ ﾀｸﾏ  4:35:07240 宮城県大崎市

125 相原　尚也 ｱｲﾊﾗ ﾅｵﾔ  4:35:27241 愛知県大府市

605 水澤　真也 ﾐｽﾞｻﾜ ｼﾝﾔ  4:35:31242 宮城県仙台市

294 村松　健 ﾑﾗﾏﾂ ｹﾝ  4:36:42243 埼玉県越谷市

447 川口　将男 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｵ  4:36:44ＴＭＥＪ大衡244 宮城県大和町

446 矢川　智人 ﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾋﾄ  4:37:06日本コムシス245 宮城県仙台市

416 浅沼　充志 ｱｻﾇﾏ ｱﾂｼ  4:37:22花巻病院246 岩手県花巻市

115 岩渕　健志 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｹｼ  4:37:25247 岩手県奥州市

529 齋藤　純 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  4:38:14ワールド設備248 岩手県奥州市

311 佐々木　純也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ  4:38:20249 秋田県横手市

537 菅原　孝弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ  4:38:48奥州きらめき250 岩手県奥州市
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623 中道　崇 ﾅｶﾐﾁ ﾀｶｼ  4:39:55251 宮城県仙台市

575 阿部　良之助 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾉｽｹ  4:40:32サルースＲＣ252 秋田県秋田市

388 小野寺　秋悦 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳｴﾂ  4:40:34253 岩手県一関市

496 桜井　陽祐 ｻｸﾗｲ ﾖｳｽｹ  4:41:03ＹＭＣ254 愛知県刈谷市

148 及川　聡介 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾕｷ  4:41:30ＫＴＡ255 岩手県北上市

43 下村　秀斗 ｼﾓﾑﾗ ｼｭｳﾄ  4:41:37256 茨城県守谷市

198 坪谷　大祐 ﾂﾎﾞﾔ ﾀﾞｲｽｹ  4:41:47仙台ｓｊｃ257 宮城県仙台市

598 藤沢　節 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ  4:41:57258 岩手県盛岡市

321 笹崎　敏正 ｻｻｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ  4:42:54259 東京都大田区

334 保坂　雅俊 ﾎｻｶ ﾏｻﾄｼ  4:43:00ほこももＲＴ260 秋田県秋田市

502 中嶌　真治 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ  4:43:20261 宮城県石巻市

36 渡辺　駿 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ  4:44:00渡辺研262 宮城県仙台市

332 寺田　真雄人 ﾃﾗﾀﾞ ﾏｵﾄ  4:44:05263 滋賀県守山市

215 加藤　亮 ｶﾄｳ ﾘｮｳ  4:44:50264 神奈川県川崎市

382 戸田　和博 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  4:44:59岩手トヨタ265 岩手県北上市

533 菅原　嘉宗 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋﾛ  4:45:01266 茨城県鹿嶋市

515 瀧塚　智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ  4:45:03やながわ267 岩手県奥州市

31 佐藤　太陽 ｻﾄｳ ﾀｲﾖｳ  4:45:07ＪＡ共済268 岩手県盛岡市

387 渡部　悟 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄﾙ  4:45:44269 宮城県富谷町

183 大内　尊文 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾌﾐ  4:45:47270 岩手県奥州市

547 中野　絢士 ﾅｶﾉ ｹﾝｼﾞ  4:46:21丸大食品271 岩手県花巻市

261 菊池　光秋 ｷｸﾁ ﾐﾂｱｷ  4:47:21272 岩手県北上市

32 木村　尚貴 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ  4:47:55岩手トヨペット273 岩手県盛岡市

510 新沼　勝利 ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ  4:48:18274 岩手県大船渡市

149 目時　大 ﾒﾄｷ ﾀﾞｲ  4:48:43岩手日報ＲＣ275 岩手県盛岡市

325 梅津　正輝 ｳﾒﾂ ﾏｻｷ  4:48:55276 宮城県仙台市

381 平山　和也 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ  4:50:41ニプロＡＣ277 秋田県大館市

256 菅原　伸弥 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ  4:50:56亀田総合病院278 千葉県鴨川市

19 伊藤　望 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ  4:51:37岩手大学279 岩手県盛岡市

176 菊池　武人 ｷｸﾁ ﾀｹﾄ  4:51:41280 岩手県一関市

72 狩野　裕介 ｶﾉｳ ﾕｳｽｹ  4:51:41281 東京都足立区

383 遠藤　幸司 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｼﾞ  4:51:47282 宮城県美里町

563 斉藤　宏樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ  4:51:51283 山形県酒田市

592 沢里　友好 ｻﾜｻﾄ ﾕｳｺｳ  4:51:55284 岩手県奥州市

187 渡辺　大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲ  4:52:05285 秋田県由利本荘市

205 菊池　貴重 ｷｸﾁ ﾀｶｼｹﾞ  4:52:12岩手トヨタ286 岩手県奥州市

348 佐藤　悠樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ  4:53:19パル激走部287 岩手県北上市

209 蝦名　宏哉 ｴﾋﾞﾅ ﾋﾛﾔ  4:54:02288 東京都中央区

469 木村　研 ｷﾑﾗ ｹﾝ  4:54:03289 山形県山形市

301 八重樫　栄 ﾔｴｶﾞｼ ｻｶｴ  4:54:23290 岩手県北上市

618 千田　寛彰 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  4:54:32ハンサムバナナ291 宮城県仙台市

422 我妻　友和 ｱｶﾞﾂﾏ ﾄﾓｶｽﾞ  4:54:34292 福島県福島市

327 高橋　博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ  4:54:55293 岩手県奥州市

625 市川　孝 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｼ  4:54:57ＴＥＬＲＣ294 宮城県大和町

127 服部　晃大 ﾊｯﾄﾘ ｱｷﾋﾛ  4:55:48295 宮城県仙台市

392 生内　郁聖 ｵﾎﾞﾅｲ ｶｾｲ  4:56:14296 岩手県紫波町

454 山崎　利栄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼｼｹﾞ  4:56:34297 宮城県仙台市

47 塩見　大樹 ｼｵﾐ ﾀｲｷ  4:56:46かわて298 宮城県仙台市

462 渋田　健司 ｼﾌﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  4:56:58299 岩手県矢巾町

120 小原　央幸 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾕｷ  4:57:26300 岩手県盛岡市
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219 千葉　晃文 ﾁﾊﾞ ｱｷﾌﾐ  4:57:27東日本興業301 宮城県仙台市

408 山崎　和将 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ  4:57:45302 岩手県釜石市

3 小野寺　一也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ  4:58:00ｍｏｎｍｏｎｓ303 岩手県奥州市

76 小畑　祐介 ｵﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ  4:58:20じゃじゃじゃ304 岩手県盛岡市

166 浜根　悠輔 ﾊﾏﾈ ﾕｳｽｹ  4:58:28ＪＲ西日本305 大阪府吹田市

338 小野寺　徹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｵﾙ  4:58:51デジアイズ306 岩手県奥州市

481 遠藤　大輔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ  4:59:18307 宮城県仙台市

289 永野　宏和 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｶｽﾞ  5:00:00ベアレン陸上部308 岩手県盛岡市

42 赤澤　弾 ｱｶｻﾞﾜ ﾀﾞﾝ  5:00:01渡辺研309 宮城県仙台市

587 坂下　一善 ｻｶｼﾀ ｶｽﾞﾖｼ  5:00:05三報社310 千葉県市川市

206 佐々木　文人 ｻｻｷ ﾌﾐﾄ  5:00:23ＴＫＫ311 神奈川県茅ヶ崎市

269 木村　怜 ｷﾑﾗ ﾚｲ  5:01:05ＴＥＡＭ小田島312 岩手県奥州市

499 斎藤　利一 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ  5:01:59がれ～ぢ松山313 山形県酒田市

135 佐々木　貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ  5:02:01314 岩手県滝沢市

512 吉田　健 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ  5:02:15315 岩手県久慈市

365 工藤　岬 ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ  5:02:21二井田走友会316 秋田県大館市

445 小野寺　豊 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾀｶ  5:02:27317 宮城県栗原市

520 金田　真太郎 ｶﾈﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ  5:03:01318 岩手県一関市

270 田中　真太郎 ﾀﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ  5:04:11アルプス電気319 宮城県大崎市

556 吉田　真慈 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  5:04:15320 岩手県盛岡市

27 斎藤　大暉 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ  5:04:39東北大学321 宮城県仙台市

157 渡邉　明珠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾒｲｼｭ  5:04:54322 岩手県花巻市

88 関根　涼 ｾｷﾈ ﾘｮｳ  5:05:07及源鋳造323 岩手県奥州市

248 杉澤　千寿 ｽｷﾞｻﾜ ﾁﾋﾛ  5:07:44走れる会？324 青森県南部町

358 松井　貴 ﾏﾂｲ ﾀｶｼ  5:08:19盛岡市325 岩手県盛岡市

357 加賀谷　大樹 ｶｶﾞﾔ ﾀﾞｲｷ  5:08:23326 秋田県大館市

616 姉帯　豊 ｱﾈﾀｲ ﾕﾀｶ  5:09:47327 岩手県矢巾町

341 松崎　功 ﾏﾂｻﾞｷ ｲｻｵ  5:10:15関東化学328 岩手県奥州市

579 佐藤　誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ  5:11:06白石蔵王企画329 宮城県白石市

104 相澤　亨 ｱｲｻﾞﾜ ﾄｵﾙ  5:11:11330 宮城県岩沼市

367 木村　勇輝 ｷﾑﾗ ﾕｳｷ  5:11:36331 岩手県一関市

400 原田　敬良 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾖｼ  5:11:45332 岩手県奥州市

224 下村　亮 ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳ  5:11:48333 埼玉県川越市

333 村上　奏 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾙ  5:11:55334 岩手県奥州市

497 橋本　浩一 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ  5:12:35335 宮城県涌谷町

463 阿部　譲 ｱﾍﾞ ﾕｽﾞﾙ  5:12:36336 岩手県矢巾町

272 池内　希 ｲｹｳﾁ ﾉｿﾞﾐ  5:12:53337 東京都練馬区

489 村上　伸哉 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ  5:13:28奥州市役所338 岩手県奥州市

282 吉田　知史 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ  5:13:40339 埼玉県さいたま市

13 平栗　悠揮 ﾋﾗｸﾞﾘ ﾕｳｷ  5:13:42340 神奈川県横浜市

347 安澤　淳 ｱﾝｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ  5:14:00341 山口県防府市

241 菊地　伸良 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ  5:14:03塩野義製薬342 岩手県奥州市

432 田口　洋 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｼ  5:14:24北上製紙ＡＣ343 岩手県金ケ崎町

375 小野　和徳 ｵﾉ ｶｽﾞﾉﾘ  5:15:11344 宮城県仙台市

204 根田　拓 ﾈﾀﾞ ﾋﾗｸ  5:15:13根田　拓345 岩手県盛岡市

97 平原　崇吉 ﾋﾗﾊﾗ ﾀｶﾖｼ  5:15:16346 岩手県盛岡市

468 深谷　大輔 ﾌｶﾔ ﾀﾞｲｽｹ  5:15:47347 岩手県奥州市

569 上杉　篤志 ｳｴｽｷﾞ ｱﾂｼ  5:15:48平尾病院348 奈良県桜井市

232 藤原　万寿 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋｻ  5:16:16349 岩手県盛岡市

259 佐藤　嘉信 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ  5:17:58350 岩手県奥州市
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353 千葉　達也 ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾔ  5:18:54グレープシステ351 岩手県矢巾町

309 山口　優人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ  5:18:58岩手日報ＲＣ352 岩手県盛岡市

568 野村　建 ﾉﾑﾗ ﾀｹﾙ  5:20:39353 東京都品川区

214 高橋　大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ  5:20:45航走の会354 岩手県花巻市

222 満園　亮太 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾘｮｳﾀ  5:21:22355 宮城県仙台市

4 高橋　友貴 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ  5:22:06356 岩手県花巻市

252 冨澤　洋介 ﾄﾐｻﾜ ﾖｳｽｹ  5:22:37357 東京都江戸川区

588 出口　淳一 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ  5:23:13絆ＷＡＧＡＹＡ358 千葉県市川市

600 北田　孝幸 ｷﾀﾀﾞ ﾀｶﾕｷ  5:23:33吉成走友会359 宮城県仙台市

59 村上　央樹 ﾑﾗｶﾐ ｵｳｷ  5:23:54ＨＲＳ360 岩手県一関市

488 長倉　隆志 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ  5:24:17361 山形県金山町

203 峠　典孝 ﾄｳｹﾞ ﾉﾘﾀｶ  5:25:18362 神奈川県川崎市

177 壽　達也 ｺﾄﾌﾞｷ ﾀﾂﾔ  5:26:14363 岩手県盛岡市

622 箱石　基 ﾊｺｲｼ ﾓﾄｲ  5:26:19ハンサムバナナ364 岩手県盛岡市

626 前川　靖展 ﾏｴｶﾜ ﾔｽﾉﾌﾞ  5:26:25ＫＰＲＣ365 岩手県釜石市

21 道下　明賢 ﾐﾁｼﾀ ｱｷﾄｼ  5:26:33岩手トヨペット366 岩手県普代村

202 田中　格 ﾀﾅｶ ｲﾀﾙ  5:27:13367 宮城県仙台市

611 川戸　正人 ｶﾜﾄ ﾏｻﾄ  5:27:32368 岩手県洋野町

123 砂村　勇太 ｽﾅﾑﾗ ﾕｳﾀ  5:27:52三井物産（株）369 東京都江東区

150 藤田　卓 ﾌｼﾞﾀ ﾀｸ  5:27:58二井田走友会370 秋田県大館市

402 深萱　正剛 ﾌｶｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ  5:29:03スヌ大371 愛知県名古屋市

132 渡辺　健太郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ  5:29:56372 岩手県大槌町

58 菅野　理 ｶﾝﾉ ﾏｺﾄ  5:30:01373 北海道札幌市

66 大澤　竜 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳ  5:30:18デジアイズ374 岩手県奥州市

449 中川　新也 ﾅｶｶﾞﾜ ｼﾝﾔ  5:30:21星友の会375 岩手県北上市

211 永野　裕之 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾕｷ  5:30:45376 青森県三沢市

85 倉成　智久 ｸﾗﾅﾘ ﾄﾓﾋｻ  5:30:46377 東京都渋谷区

15 田口　諒人 ﾀｸﾞﾁ ﾘｮｳﾄ  5:31:19金吾堂378 栃木県佐野市

143 須藤　勝哉 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ  5:32:01北上マラソン部379 岩手県北上市

298 高橋　卓也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ  5:32:38ヨコミチＲＣ380 秋田県美郷町

421 畠山　紳護 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｺﾞ  5:32:52381 宮城県仙台市

179 岡部　豪 ｵｶﾍﾞ ｺﾞｳ  5:32:59382 秋田県男鹿市

504 浜田　達也 ﾊﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ  5:33:26383 岩手県北上市

24 佐藤　和 ｻﾄｳ ｶｽﾞ  5:34:44384 岩手県盛岡市

254 渡邉　保 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾓﾂ  5:34:59シオノギ走遊会385 岩手県北上市

328 堂前　享保 ﾄﾞｳﾏｴ ﾀｶﾔｽ  5:35:21386 福島県いわき市

212 小川　浩正 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ  5:35:30387 埼玉県志木市

424 山崎　誉幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾕｷ  5:35:39388 青森県八戸市

329 山路　雄太 ﾔﾏｼﾞ ﾕｳﾀ  5:36:33389 東京都中央区

627 大槻　志門 ｵｵﾂｷ ｼﾓﾝ  5:37:10ＴＥＡＭ２２９390 宮城県仙台市

345 新井　徹平 ｱﾗｲ ﾃｯﾍﾟｲ  5:37:42391 東京都渋谷区

399 佐藤　俊男 ｻﾄｳ ﾄｼｵ  5:37:42岩手日報392 岩手県盛岡市

340 村上　達郎 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾛｳ  5:39:04393 宮城県多賀城市

109 新田　浩平 ﾆｯﾀ ｺｳﾍｲ  5:41:01394 岩手県金ケ崎町

286 千葉　裕輔 ﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ  5:42:12395 岩手県一関市

361 柴田　繁和 ｼﾊﾞﾀ ﾄｼｶｽﾞ  5:42:41ＮＡＲＣ396 岩手県一戸町

213 小松　勇太 ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ  5:43:50397 岩手県盛岡市

230 藤村　司 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾂｶｻ  5:43:51藤村398 岩手県盛岡市

44 中澤　真幸 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ  5:44:26世嬉の一酒造399 岩手県一関市

576 近谷　洋一 ｺﾝﾔ ﾖｳｲﾁ  5:44:29400 岩手県盛岡市
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158 澤田　裕幸 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  5:44:55401 宮城県大和町

54 平田　一真 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾏ  5:45:14渡辺研402 宮城県仙台市

596 佐藤　卓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ  5:45:23403 岩手県一関市

487 三上　知良 ﾐｶﾐ ﾄﾓﾖｼ  5:45:56404 宮城県仙台市

418 八重樫　裕一 ﾔｴｶﾞｼ ﾕｳｲﾁ  5:46:28405 岩手県北上市

55 戸花　善紀 ﾄﾊﾅ ﾖｼｷ  5:46:51鳴門教育大学406 徳島県鳴門市

93 高橋　祐太郎 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀﾛｳ  5:46:58志津川造船407 宮城県南三陸町

580 管野　雄介 ｶﾝﾉ ﾕｳｽｹ  5:47:01北日本地産408 岩手県盛岡市

479 勝部　祐也 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ  5:47:16県南広域振興局409 岩手県一関市

238 青木　和人 ｱｵｷ ｶﾂﾞﾄ  5:48:05410 宮城県仙台市

304 豊田　圭一郎 ﾄﾖﾀ ｹｲｲﾁﾛｳ  5:48:08居酒屋だいえん411 岩手県滝沢市

457 高橋　勝也 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ  5:48:25ランジョグ412 福島県伊達市

482 岩渕　達彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ  5:49:01413 岩手県奥州市

98 福田　俊輔 ﾌｸﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ  5:49:13大塚製薬414 青森県青森市

130 和田　崇志 ﾜﾀﾞ ﾀｶｼ  5:49:25ＫＲＣ415 岩手県花巻市

78 鈴木　将智 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄﾓ  5:49:55ＹＢＤ416 宮城県仙台市

287 西巻　智仁 ﾆｼﾏｷ ﾄﾓﾋﾄ  5:50:34417 青森県弘前市

364 片貝　将人 ｶﾀｶｲ ﾏｻﾄ  5:51:19418 群馬県前橋市

167 葛西　佑哉 ｶｻｲ ﾕｳﾔ  5:51:41419 千葉県千葉市

415 小林　龍之 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾕｷ  5:51:56つどいの家420 宮城県仙台市

470 千田　智哉 ﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ  5:52:08チーム鎌倉421 岩手県北上市

239 立野　生麻 ﾀﾂﾉ ｲｸﾏ  5:52:23422 岩手県奥州市

300 畑中　秀徳 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ  5:52:48423 岩手県盛岡市

440 吉見　慎介 ﾖｼﾐ ｼﾝｽｹ  5:52:56胆沢南走会424 岩手県奥州市

102 荻原　皓太 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀ  5:54:30425 岩手県盛岡市

509 伊藤　拓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ  5:54:40ホシザキ426 福島県喜多方市

516 藤原　芳輝 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼｷ  5:54:40秋田ＬＳＤ427 秋田県秋田市

281 古賀　多聞 ｺｶﾞ ﾀﾓﾝ  5:54:42428 岩手県盛岡市

246 石井　雅鋭 ｲｼｲ ﾏｻﾄｼ  5:54:42ＪＸＰＴ429 岩手県奥州市

141 市橋　翔 ｲﾁﾊｼ ｼｮｳ  5:56:21インタークロス430 新潟県佐渡市

247 野舘　敬直 ﾉﾀﾞﾃ ﾖｼﾀﾀﾞ  5:57:18431 岩手県盛岡市

106 中村　圭貴 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ  6:01:05432 岩手県奥州市

174 阿部　佑斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ  6:01:26433 岩手県奥州市

377 碓田　憲司 ｳｽﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  6:01:57434 東京都世田谷区

103 高橋　智史 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ  6:02:14胆沢やまゆり会435 岩手県奥州市

508 稲葉　秀行 ｲﾅﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ  6:04:00436 東京都江戸川区

319 高橋　洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ  6:05:05437 岩手県花巻市

260 及川　浩章 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｱｷ  6:06:16ＴＭＥＪ438 岩手県北上市

271 大橋　一貴 ｵｵﾊｼ ｶｽﾞｷ  6:06:22439 東京都江戸川区

137 伊藤　慧祐 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ  6:06:27440 岩手県一関市

308 伊藤　雅人 ｲﾄｳ ﾏｻﾄ  6:08:39441 岩手県盛岡市

307 山路　弘樹 ﾔﾏｼﾞ ｺｳｷ  6:09:28442 岩手県奥州市

48 長澤　誠 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｺﾄ  6:10:19岩手日報ＲＣ443 岩手県盛岡市

526 菊地　高規 ｷｸﾁ ﾀｶﾉﾘ  6:12:28444 岩手県奥州市

194 矢内　彰雄 ﾔﾅｲ ｱｷｵ  6:12:33445 新潟県上越市

310 八重樫　慎之介 ﾔｴｶﾞｼ ｼﾝﾉｽｹ  6:12:47岩手日報社446 岩手県奥州市

126 千田　紘也 ﾁﾀﾞ ｺｳﾔ  6:13:09デジアイズ447 岩手県奥州市

522 高橋　宏幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ  6:14:29448 岩手県奥州市

208 菊池　勝典 ｷｸﾁ ｶﾂﾉﾘ  6:17:58449 岩手県釜石市

456 佐藤　健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ  6:18:08450 宮城県栗原市
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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39歳以下

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

182 久保　啓太郎 ｸﾎﾞ ｹｲﾀﾛｳ  6:18:47451 東京都文京区

419 那知上　貴士 ﾅﾁｶﾞﾐ ﾀｶｼ  6:22:03ダイプラ陸上部452 神奈川県横浜市

429 岩渕　弘治 ｲﾜﾌﾞﾁ ｺｳｼﾞ  6:24:51古寺研究会453 静岡県三島市

296 村上　由 ﾑﾗｶﾐ ﾄｵﾙ  6:26:07454 岩手県奥州市

152 石黒　恭史 ｲｼｸﾛ ﾀｶｼ  6:28:13455 宮城県大崎市

314 千葉　勝衡 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｺｳ  6:29:26456 岩手県金ケ崎町

107 古舘　功平 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳﾍｲ  6:30:34457 岩手県奥州市

531 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ  6:30:49458 岩手県花巻市

480 吉田　篤史 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ  6:30:55チームいこい459 岩手県盛岡市

349 三浦　健太郎 ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  6:31:34460 岩手県盛岡市

581 高橋　直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ  6:31:50461 秋田県美郷町

478 工藤　昌宏 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ  6:32:08462 岩手県奥州市

303 水津　優 ｽｲﾂ ﾕﾀｶ  6:34:07桂月堂463 宮城県仙台市

121 堀江　大輔 ﾎﾘｴ ﾀﾞｲｽｹ  6:34:07464 宮城県仙台市

540 大内　昌也 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾔ  6:34:13465 福島県郡山市

391 田中　功一 ﾀﾅｶ ｺｳｲﾁ  6:37:02466 岩手県盛岡市

519 主濱　健弘 ｼｭﾊﾏ ﾀｹﾋﾛ  6:38:26岩手トヨペット467 岩手県盛岡市

541 菊地　邦春 ｷｸﾁ ｸﾆﾊﾙ  6:48:59北上郵便局468 岩手県奥州市

68 進藤　裕明 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ  6:49:06469 秋田県男鹿市

410 高橋　優介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ  6:49:49470 岩手県北上市

189 山田　康弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  6:50:50科研製薬（株）471 岩手県盛岡市

452 香川　貴之 ｶｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ  6:51:29ファイザー472 青森県青森市

362 鈴木　政寿 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ  6:51:50きらめき奥州473 岩手県奥州市
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