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3669 古川　良孝 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾀｶ  3:29:23郡山健走会1 福島県郡山市

3649 井上　實 ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ  3:30:49武蔵ＵＭＣ2 埼玉県入間市

3665 中田　征男 ﾅｶﾀ ﾏｻｵ  3:35:333 北海道恵庭市

3655 小金　啓志 ｺｶﾞﾈ ﾋﾛｼ  3:44:58橋本走友会4 神奈川県川崎市

3609 松好　定雄 ﾏﾂﾖｼ  4:12:37Ｔｅａｍ通研5 宮城県富谷市

3670 高畠　誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ  4:18:05途夢走爺6 神奈川県横浜市

3674 鈴木　勝利 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ  4:24:18那須ジョガーズ7 栃木県那須塩原市

3664 玉寄　兼勝 ﾀﾏﾖｾ ｹﾝｼｮｳ  4:28:368 沖縄県浦添市

3637 齊藤　泰雄 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ  4:33:299 静岡県裾野市

3652 直井　昇 ﾅｵｲ ﾉﾎﾞﾙ  4:44:43フル百回楽走会10 香川県丸亀市

3640 小野寺　毅 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ  4:51:34東京陸協11 青森県八戸市

3647 小川　俊次 ｵｶﾞﾜ ｼｭﾝｼﾞ  4:52:34我孫子走友会12 千葉県我孫子市

3683 小林　修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ  4:56:0113 千葉県市川市

3632 井川　勇 ｲｶﾜ ｲｻﾑ  4:56:0614 秋田県秋田市

3622 大賀　貞義 ｵｵｶﾞ ｻﾀﾞﾖｼ  4:57:4715 福島県相馬市

3618 阿部　六郎 ｱﾍﾞ ﾛｸﾛｳ  4:58:21フル百回楽走会16 岩手県滝沢市

3660 柏崎　要治 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾖｳｼﾞ  5:06:5517 宮城県多賀城市

3646 斉藤　光一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ  5:13:5318 青森県むつ市

3699 小川　貞夫 ｵｶﾞﾜ ｻﾀﾞｵ  5:14:09白井陸友会19 千葉県鎌ヶ谷市

3650 飯田　幹夫 ｲｲﾀﾞ ﾐｷｵ  5:15:57牛久走友会20 茨城県つくば市

3658 吉田　源市 ﾖｼﾀﾞ ｹﾞﾝｲﾁ  5:18:3821 福岡県那珂川町

3692 守　信夫 ﾓﾘ ﾉﾌﾞｵ  5:33:18南仙台走友会22 宮城県仙台市

3603 小沼　繁 ｵﾇﾏ ｼｹﾞﾙ  5:37:4223 岩手県紫波町

3633 畠山　耕志 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｼ  5:42:4324 岩手県花巻市

3636 青木　憲一 ｱｵｷ ｹﾝｲﾁ  5:43:34札幌ペンタスロ25 北海道札幌市

3610 佐藤　文政 ｻﾄｳ ﾌﾐﾏｻ  5:47:58チームさわなり26 岩手県平泉町

3644 尾崎　康弘 ｵｻﾞｷ ﾔｽﾋﾛ  5:51:0727 千葉県佐倉市

3626 鈴木　康史 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾌﾞ  5:52:03フル百回楽走会28 埼玉県久喜市

3668 金子　信一 ｶﾈｺ ｼﾝｲﾁ  5:52:1129 宮城県仙台市

3641 中道　敏夫 ﾅｶﾐﾁ ﾄｼｵ  5:53:06はやて走友会30 青森県八戸市

3642 佐藤　隆志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  5:55:26盛岡走友会31 岩手県盛岡市

3678 高橋　敏男 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ  5:56:3832 岩手県北上市

3621 菅原　勝美 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾐ  5:57:34水沢愛走会33 岩手県奥州市

3675 鈴木　拓治 ｽｽﾞｷ ﾀｸｼﾞ  5:59:1634 千葉県千葉市

3679 岩田　輝昭 ｲﾜﾀ ﾃﾙｱｷ  5:59:49霞城ＥＲＣ35 山形県山形市

3613 門馬　貞治 ﾓﾝﾏ ﾃｲｼﾞ  6:00:45仙台南光台ＭＣ36 宮城県仙台市

3651 井上　博之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ  6:03:05松島歓走会37 宮城県松島町

3606 月泉　孝瑞 ﾂｷｲｽﾞﾐ ｺｳｽﾞｲ  6:05:14秋田県走友会38 秋田県羽後町

3697 鈴木　昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ  6:07:12泉ハークメイツ39 宮城県仙台市

3620 菊池　茂 ｷｸﾁ ｼｹﾞﾙ  6:09:51宮野木セキシー40 千葉県千葉市

3625 小林　範雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ  6:11:45柳林悠遊クラブ41 秋田県秋田市

3634 高橋　武夫 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ  6:12:27花巻走友会42 岩手県花巻市

3673 八巻　正利 ﾔﾏｷ ﾏｻﾄｼ  6:14:2043 宮城県仙台市

3605 佐藤　輝夫 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ  6:16:44秋田県走友会44 秋田県秋田市

3682 松枝　四郎 ﾏﾂｴﾀﾞ ｼﾛｳ  6:19:37好走楽走気分走45 宮城県仙台市

3628 石井　英和 ｲｼｲ  6:20:19おほもと46 宮城県多賀城市

3672 大谷　和夫 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞｵ  6:21:09芦田川ＲＣ47 広島県福山市

3662 蝦名　正幸 ｴﾋﾞﾅ ﾏｻﾕｷ  6:22:3848 青森県平内町

3686 秋山　圭二 ｱｷﾔﾏ ｹｲｼﾞ  6:24:49フル百回楽走会49 宮城県仙台市

3663 竹浪　清春 ﾀｹﾅﾐ ｷﾖﾊﾙ  6:25:3150 岩手県盛岡市
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3635 塚澤　勝喜 ﾂｶｻﾞﾜ ｶﾂﾖｼ  6:25:58花巻走友会51 岩手県花巻市

3676 平田　宗一郎 ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ  6:27:5752 大阪府寝屋川市

3619 北林　正利 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄｼ  6:32:25無53 奈良県奈良市

3666 渡辺　義博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ  6:33:27日三鉄工株式会54 岩手県北上市

3616 桜井　正康 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾔｽ  6:41:1855 宮城県美里町
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