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 マラソン男子50歳代
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2484 江頭　徹 ｴｶﾞｼﾗ ﾄｵﾙ  2:46:14Ｅランナーズ1 福岡県北九州市

2233 関島　桂 ｾｷｼﾞﾏ ｶﾂﾗ  2:48:40佐賀陸協2 福岡県宗像市

2516 千田　布美夫 ﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ  2:54:57チームアテルイ3 岩手県奥州市

2364 長坂　雅彦 ﾅｶﾞｻｶ ﾏｻﾋｺ  2:56:00長坂商店4 愛知県安城市

2438 大内　重行 ｵｵｳﾁ ｼｹﾞﾕｷ  2:58:47ＳＵＮＢＵＲＮ5 宮城県仙台市

2311 白川　敏行 ｼﾗｶﾜ ﾄｼﾕｷ  2:58:596 千葉県千葉市

2480 佐藤　健 ｻﾄｳ ｹﾝ  3:04:44二戸クリニック7 岩手県二戸市

2195 茂内　孝 ｼｹﾞﾅｲ ﾀｶｼ  3:04:558 秋田県秋田市

2492 中尾　孝昭 ﾅｶｵ ﾀｶｱｷ  3:06:36本城陸上クラブ9 福岡県北九州市

2285 馬場　博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ  3:09:4910 岩手県北上市

2414 菅原　勲 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ  3:11:18仙台ＳＭＣ11 宮城県仙台市

2291 松田　史 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐﾄ  3:11:5012 北海道共和町

2096 向井　靖明 ﾑｶｲ ﾉﾌﾞｱｷ  3:14:13千葉大学クラブ13 千葉県柏市

2396 吉田　実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ  3:14:3114 宮城県栗原市

2094 斎藤　祐一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ  3:15:2715 福島県会津若松市

2084 谷　昌一 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ  3:16:2116 東京都文京区

2116 宇城　満山 ｳｼﾞﾛ ﾏﾝｻﾝ  3:19:11エレクトロン17 東京都町田市

2640 小田原　雅己 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ  3:20:34Ｅランナーズ18 福岡県北九州市

2439 椎名　康久 ｼｲﾅ ﾔｽﾋｻ  3:20:41都立田無高校19 東京都文京区

2692 石川　次夫 ｲｼｶﾜ ﾂｷﾞｵ  3:21:46胆沢南走会20 岩手県奥州市

2298 中野　憲一 ﾅｶﾉ ｹﾝｲﾁ  3:22:15豊中市役所21 大阪府豊中市

2634 佐藤　好史 ｻﾄｳ ﾖｼﾌﾐ  3:25:07住吉台走友会22 宮城県仙台市

2130 佐々木　啓之 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ  3:25:30盛岡走友会23 岩手県盛岡市

2339 菊地　十郎 ｷｸﾁ ｼﾞｭｳﾛｳ  3:26:43めんこいテレビ24 岩手県盛岡市

2202 高尾　哲也 ﾀｶｵ ﾃﾂﾔ  3:27:26ＪＴＨ25 埼玉県新座市

2355 高橋　順一 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ  3:28:22横浜市陸協26 神奈川県横浜市

2548 久保　聡 ｸﾎﾞ ｻﾄｼ  3:29:00ＴＥＬ27 東京都西東京市

2155 小野　浩彦 ｵﾉ ﾋﾛﾋｺ  3:29:2228 宮城県仙台市

2728 大川原　真澄 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｽﾐ  3:29:5329 岩手県滝沢市

2165 大貫　智之 ｵｵﾇｷ ﾄﾓﾕｷ  3:30:41セイチーズ30 茨城県東海村

2349 駒谷　雅人 ｺﾏﾀﾞﾆ ﾏｻﾄ  3:30:53深川ランナーズ31 大阪府枚方市

2419 佐久間　賢志 ｻｸﾏ ｹﾝｼ  3:31:4132 千葉県袖ケ浦市

2437 溝呂木　徹 ﾐｿﾞﾛｷ ﾄｵﾙ  3:32:11日本証券業協会33 東京都八王子市

2469 楠田　和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ  3:32:21胆沢病院34 岩手県奥州市

2451 出　博之 ｲﾃﾞ ﾋﾛﾕｷ  3:32:3235 千葉県市川市

2405 多田　法夫 ﾀﾀﾞ ﾉﾘｵ  3:32:5636 秋田県秋田市

2227 新関　剛 ﾆｲｾﾞｷ ﾂﾖｼ  3:33:32福島県庁37 福島県福島市

2236 下鳥　隆男 ｼﾓﾄﾘ ﾀｶｵ  3:34:4038 神奈川県横浜市

2547 山口　正行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ  3:35:38盛岡走友会39 岩手県滝沢市

2526 木船　剛 ｷﾌﾈ ﾂﾖｼ  3:36:42ＳＹＡＴＥＮＺ40 岩手県雫石町

2295 秋本　泰明 ｱｷﾓﾄ ﾔｽｱｷ  3:36:53塩野義製薬41 岩手県北上市

2133 松永　智仁 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾄ  3:38:2742 宮城県富谷町

2260 吉田　正明 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｱｷ  3:38:30ＳＣＲＥＥＮ43 京都府京都市

2169 間枝　武彦 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾋｺ  3:38:3844 宮城県名取市

2525 本田　賢 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ  3:38:59一関ヒロセ電機45 福島県郡山市

2408 小田島　敏之 ｵﾀﾞｼﾏ ﾄｼﾕｷ  3:39:41岩手中部水道46 岩手県北上市

2257 関口　幸広 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾋﾛ  3:40:26多摩川クラブ47 神奈川県川崎市

2412 佐々木　重見 ｻｻｷ ｼｹﾞﾐ  3:40:4548 秋田県横手市

2476 菅原　靖男 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ  3:40:5249 山形県山形市

2517 若林　正寛 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ  3:41:03柏日体走友会50 千葉県柏市
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2472 武田　豊三 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾖﾐ  3:41:4851 宮城県仙台市

2230 成田　裕一郎 ﾅﾘﾀ ﾕｳｲﾁﾛｳ  3:42:37一つ森ＳＭＣ52 秋田県秋田市

2302 今泉　直幸 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅｵﾕｷ  3:42:44ＪＤＬ53 福島県郡山市

2635 斎藤　玉生 ｻｲﾄｳ ﾀﾏｵ  3:42:55南郷ランラン54 宮城県仙台市

2422 北田　哲夫 ｷﾀﾀﾞ ﾃﾂｵ  3:44:0255 東京都練馬区

2667 伊藤　岳 ｲﾄｳ ﾀｶｼ  3:45:22オリンピア企画56 岩手県盛岡市

2150 奥山　重昭 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ  3:45:47ＮＡＲＣ57 山形県西川町

2489 岸　栄史 ｷｼ ｴｲｼﾞ  3:46:0858 和歌山県和歌山市

2590 加藤　定好 ｶﾄｳ ｻﾀﾞﾖｼ  3:46:2359 愛知県岡崎市

2725 春日　昭美 ｶｽｶﾞ ｱｷﾐ  3:46:57花穂ＲＣ60 秋田県北秋田市

2218 宇治川　忠紀 ｳｼﾞｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾉﾘ  3:47:2061 千葉県市川市

2232 山路　博文 ﾔﾏｼﾞ ﾋﾛﾌﾐ  3:47:3262 広島県広島市

2357 佐藤　順一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ  3:47:3563 山形県鶴岡市

2485 小野寺　優幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｺｳ  3:48:3364 岩手県奥州市

2075 佐藤　達彦 ｻﾄｳ ﾀﾂﾋｺ  3:48:3365 神奈川県川崎市

2700 石野　豊 ｲｼﾉ ﾕﾀｶ  3:49:10一つ森ＳＭＣ66 秋田県秋田市

2317 吉森　元彦 ﾖｼﾓﾘ ﾓﾄﾋｺ  3:49:3167 東京都練馬区

2142 浅川　進 ｱｻｶﾜ ｽｽﾑ  3:49:57ＫＴＡ68 岩手県北上市

2308 及川　仁一 ｵｲｶﾜ ｼﾞﾝｲﾁ  3:50:06森山クラブ69 岩手県金ケ崎町

2064 及川　一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ  3:50:21ウィルランズ70 宮城県登米市

2595 加藤　淳 ｶﾄｳ ｱﾂｼ  3:50:4571 兵庫県尼崎市

2282 及川　明宏 ｵｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ  3:50:5472 岩手県矢巾町

2639 城石　雅彦 ｼﾛｲｼ ﾏｻﾋｺ  3:51:09盛岡走友会73 岩手県盛岡市

2610 小笠原　広美 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾐ  3:51:15走れ！ター坊74 青森県十和田市

2648 金　和宏 ｺﾝ ｶｽﾞﾋﾛ  3:52:33仙台西勝山ラン75 宮城県仙台市

2007 神﨑　輝人 ｶﾝｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ  3:52:45ＢＯにする会76 東京都江戸川区

2500 近藤　基幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾓﾄﾕｷ  3:52:5577 神奈川県横浜市

2141 鍛冶谷　忠史 ｶｼﾞﾀﾆ ﾀﾀﾞｼ  3:53:0278 奈良県生駒市

2460 瀧島　規秀 ﾀｷｼﾏ ﾉﾘﾋﾃﾞ  3:53:0879 東京都練馬区

2577 佐々木　政明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ  3:53:16まくえか80 岩手県宮古市

2423 池田　和彦 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ  3:53:1881 東京都練馬区

2662 千葉　俊郎 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾛｳ  3:53:26ポポロ82 千葉県白井市

2454 本木　里志 ﾓﾄｷ ｻﾄｼ  3:53:40共立建設共走会83 宮城県大和町

2310 津田　雅彦 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋｺ  3:54:3384 岩手県盛岡市

2034 熊上　亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ  3:54:40チーム・テヅ85 岩手県大船渡市

2102 佐藤　英嗣 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ  3:55:02Ｊ・ダニエルズ86 宮城県仙台市

2184 川井　元晴 ｶﾜｲ ﾓﾄﾊﾙ  3:55:04山大病院陸上部87 山口県宇部市

2686 佐藤　薫 ｻﾄｳ ｶｵﾙ  3:55:0588 岩手県盛岡市

2366 小檜山　厚 ｺﾋﾞﾔﾏ ｱﾂｼ  3:55:0789 福島県郡山市

2343 渕向　淳也 ﾌﾁﾑｶｲ ｼﾞｭﾝﾔ  3:55:22アンバーＲＣ90 岩手県久慈市

2719 飯田　和好 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ  3:55:55フル百回楽走会91 神奈川県平塚市

2488 中川　誠 ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ  3:56:0892 新潟県新潟市

2219 大塚　誠 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ  3:56:29仙台ＲＣ93 宮城県仙台市

2726 吉野　英 ﾖｼﾉ ﾋｲﾃﾞ  3:57:00吉野医院94 千葉県市川市

2276 徳岡　亮 ﾄｸｵｶ ﾘｮｳ  3:57:0895 山形県米沢市

2189 高橋　秀司 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｼ  3:57:1396 山形県山形市

2693 冨田　健司 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ  3:57:15たんぽぽＲＣ97 宮城県仙台市

2352 船橋　正道 ﾌﾅﾊﾞｼ ﾏｻﾐﾁ  3:57:16埼玉県庁走友会98 埼玉県久喜市

2201 及川　崇 ｵｲｶﾜ ﾀｶｼ  3:57:1699 岩手県盛岡市

2495 武藤　清 ﾑﾄｳ ｷﾖｼ  3:57:26ブラザー工業100 三重県四日市
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2518 渡辺　紳一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ  3:57:26101 千葉県成田市

2105 早坂　篤 ﾊﾔｻｶ ｱﾂｼ  3:58:10仙台市立病院102 宮城県仙台市

2621 若林　正幸 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ  3:58:28103 兵庫県神戸市

2382 窪田　賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  3:58:32多摩川クラブ104 宮城県気仙沼市

2567 池田　勝弥 ｲｹﾀﾞ ｶﾂﾔ  3:58:53105 秋田県にかほ市

2346 白尾　大志 ｼﾗｵ ﾋﾛｼ  3:59:25106 栃木県壬生町

2101 山田　寛一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾝｲﾁﾛｳ  3:59:39ＭＵＭＳＰＢＳ107 東京都江東区

2139 藤井　祥敬 ﾌｼﾞｲ ﾖｼﾀｶ  4:00:00協和エクシオ108 宮城県仙台市

2215 LIN,HUAN-CHAU ﾘﾝ ﾌｱﾝﾁｬｳ  4:00:07109 台湾

2487 千葉　正道 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐﾁ  4:00:08ルネサンス仙台110 宮城県仙台市

2335 坂田　親史 ｻｶﾀ ﾁｶﾌﾐ  4:00:12弘前公園ＲＣ111 青森県藤崎町

2037 古厩　忠嗣 ﾌﾙﾏﾔ ﾀﾀﾞｼ  4:00:22大野田陸上部112 東京都武蔵野市

2337 安保　哲雄 ｱﾝﾎﾟ ﾃﾂｵ  4:00:23113 岩手県金ケ崎町

2490 浅野　和之 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾕｷ  4:00:26ルネサンス仙台114 宮城県仙台市

2322 田中　隆司 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ  4:01:49みたけクラブ115 岩手県盛岡市

2561 垰本　修 ﾀｵﾓﾄ ｵｻﾑ  4:03:07ランフレッチェ116 広島県坂町

2574 徳吉　英一郎 ﾄｸﾖｼ ｴｲｲﾁﾛｳ  4:05:06ＲｕｂｉａＲＣ117 岩手県遠野市

2132 高麗　孝好 ｺｳﾏ ﾀｶﾖｼ  4:05:28118 群馬県富岡市

2013 大内　功 ｵｵｳﾁ ﾂﾄﾑ  4:05:43119 岩手県奥州市

2315 小澤　真 ｵｻﾞﾜ ｼﾝ  4:05:44結城ＲＣ江刺120 岩手県奥州市

2462 福地　悟 ﾌｸﾁ ｻﾄﾙ  4:06:01121 岩手県北上市

2293 菊地　透 ｷｸﾁ ﾄｵﾙ  4:06:04トヨタ自動車122 愛知県豊田市

2047 成井　正浩 ﾅﾙｲ ﾏｻﾋﾛ  4:06:17123 茨城県日立市

2167 千葉　登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ  4:06:47124 岩手県陸前高田市

2240 高堀　克彦 ｺｳﾎﾞﾘ ｶﾂﾋｺ  4:07:17125 東京都八王子市

2254 松本　貴政 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾏｻ  4:07:31東北電子計算セ126 宮城県仙台市

2073 山本　一宏 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  4:08:27北播磨127 兵庫県三木市

2057 今井　晃 ｲﾏｲ ｱｷﾗ  4:08:46128 千葉県習志野市

2224 佐藤　福廣 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ  4:09:00陸前高田129 岩手県陸前高田市

2042 佐藤　博幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ  4:09:09八戸走ろう会130 青森県八戸市

2387 石井　義朋 ｲｼｲ ﾖｼﾄﾓ  4:09:27131 神奈川県横浜市

2585 金野　正浩 ｺﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ  4:09:59東北電ＩＨＭＣ132 岩手県北上市

2597 篠坂　透 ｼﾉｻｶ ﾄｵﾙ  4:10:17損調仙台133 宮城県仙台市

2425 鹿内　亘 ｼｶﾅｲ ﾜﾀﾙ  4:10:37弘前公園ＲＣ134 青森県弘前市

2268 伊東　重豪 ｲﾄｳ ｼﾞｭｳｺﾞｳ  4:10:50弘前公園ＲＣ135 青森県弘前市

2265 佐川　貢 ｻｶﾞﾜ ｺｳ  4:11:00■木楽々くらぶ136 岩手県平泉町

2491 小原　力 ｵﾊﾞﾗ ﾁｶﾗ  4:11:51江刺タイヤ走137 岩手県奥州市

2247 熊谷　勝文 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾌﾐ  4:12:19138 岩手県奥州市

2021 鈴木　勇基 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ  4:12:28あおば会計139 岩手県奥州市

2098 福原　洋介 ﾌｸﾊﾗ ﾖｳｽｹ  4:12:28ＴＤＫ140 千葉県松戸市

2228 千田　宏輝 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ  4:13:29ＲＵＮぼるぎ－141 岩手県一関市

2603 能勢　敏明 ﾉｾ ﾄｼｱｷ  4:13:35秋田県大ランズ142 秋田県由利本荘市

2660 村上　光夫 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｵ  4:13:47仙台明走会143 宮城県白石市

2652 玉沢　誠 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾏｺﾄ  4:13:57アンバーＲＣ144 岩手県久慈市

2714 高橋　和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ  4:13:58シオノギ製薬145 岩手県奥州市

2365 佐々木　豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ  4:14:10ＮＴＴ東日本146 岩手県奥州市

2447 後藤　志郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ  4:14:45147 岩手県奥州市

2694 渡辺　修 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｻﾑ  4:15:53148 福島県須賀川市

2545 阿部　武喜 ｱﾍﾞ ﾀｹｷ  4:15:57弘前公園ＲＣ149 青森県弘前市

2249 太田原　康成 ｵｵﾀﾜﾗ ﾔｽﾅﾘ  4:16:37能代厚生医療セ150 秋田県能代市
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2628 内ケ崎　進 ｳﾁｶﾞｻｷ ｽｽﾑ  4:17:13チームハタプロ151 宮城県松島町

2710 北川　隆史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ  4:17:27北川歯科152 青森県青森市

2389 高久　裕敏 ﾀｶｸ ﾋﾛﾄｼ  4:17:29太陽クロス153 山形県米沢市

2465 田浦　将 ﾀｳﾗ ｽｽﾑ  4:17:57渋民クラブ154 岩手県滝沢市

2332 菊地　和広 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ  4:18:31西堀切体協155 岩手県奥州市

2377 斉藤　正男 ｻｲﾄｳ ﾏｻｵ  4:18:38ニコンＳＪＣ156 神奈川県横浜市

2176 山田　文彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ  4:19:00チーム山田157 福島県福島市

2231 佐藤　元康 ｻﾄｳ ﾓﾄﾔｽ  4:19:11158 岩手県盛岡市

2186 杉田　正文 ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾌﾐ  4:19:12159 大阪府大阪市

2536 山崎　恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ  4:20:01チーム味三昧160 岩手県盛岡市

2188 佐藤　浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ  4:20:24161 岩手県奥州市

2168 三浦　斉 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ  4:20:42フリーソイル162 岩手県盛岡市

2463 鈴木　弘二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ  4:20:49あさひなサブ４163 宮城県大和町

2624 佐藤　利彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ  4:21:05ＡＬＰＨＡ164 神奈川県横浜市

2099 越後谷　優 ｴﾁｺﾞﾔ ﾕｳ  4:21:51165 秋田県秋田市

2440 三宅　文彦 ﾐﾔｹ ﾌﾐﾋｺ  4:22:03166 兵庫県尼崎市

2238 榎本　正 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻｼ  4:22:41167 東京都豊島区

2006 菊地　潤 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ  4:22:52デンソー岩手168 岩手県奥州市

2354 常楽寺　寛 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞ ﾋﾛｼ  4:23:20169 大阪府茨木市

2539 佐藤　廉 ｻﾄｳ ﾚﾝ  4:23:27クラブらんらん170 宮城県仙台市

2183 中村　信行 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ  4:23:41171 千葉県松戸市

2328 谷地　利悦 ﾔﾁ ﾄｼｴﾂ  4:24:15アンバー＆水協172 岩手県久慈市

2418 川原　恒太郎 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ  4:24:30卯の木走ラン173 岩手県北上市

2210 吉村　智治 ﾖｼﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ  4:24:33174 青森県三沢市

2303 若林　宇興 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｳｺｳ  4:24:33仙台明走会175 宮城県仙台市

2683 荒川　聡仁 ｱﾗｶﾜ ﾄｼﾋﾄ  4:25:09176 神奈川県横浜市

2578 伊藤　茂巳 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾐ  4:25:09177 岩手県花巻市

2149 長崎　淳 ﾅｶﾞｻｷ ｼﾞｭﾝ  4:25:13ＭｉＳＴ178 秋田県横手市

2430 加藤　博文 ｶﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ  4:25:16安来）麦ラン会179 島根県安来市

2331 中村　健治 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  4:25:58180 宮城県仙台市

2289 林　秀治 ﾊﾔｼ ｼｭｳｼﾞ  4:26:01東久留米走友会181 東京都東久留米市

2383 鴨田　邦昭 ｶﾓﾀ ｸﾆｱｷ  4:26:15チームＫＭＹＮ182 山形県大江町

2655 村上　秀一 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  4:26:46ＮＯＳＡＩ岩手183 岩手県奥州市

2633 安岡　昌彦 ﾔｽｵｶ ﾏｻﾋｺ  4:27:04プーマＲＣ184 東京都港区

2032 菅原　晃基 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｷ  4:27:28185 岩手県奥州市

2097 熊谷　仁志 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾄｼ  4:27:47ＡＥＲ186 秋田県秋田市

2061 小沼　博之 ｺﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ  4:27:56巧成建設（株）187 宮城県富谷町

2078 和田　聖哉 ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾔ  4:28:32まひろや尚188 東京都足立区

2138 首藤　進 ｼｭﾄｳ ｽｽﾑ  4:28:58アストラゼネカ189 岩手県盛岡市

2158 佐藤　賢 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  4:29:28190 宮城県大和町

2074 住友　大輔 ｽﾐﾄﾓ ﾀﾞｲｽｹ  4:29:45191 千葉県袖ケ浦市

2702 手島　欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ  4:29:58チームみんみん192 東京都八王子市

2290 一澤　克好 ｲﾁｻﾜ ｶﾂﾖｼ  4:30:04193 神奈川県横浜市

2431 伊藤　洋 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ  4:30:18宮古ＡＣ194 岩手県宮古市

2159 高橋　知好 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾖｼ  4:30:26チームテルサ195 山形県山形市

2199 柳　茂雄 ﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞｵ  4:31:21196 岩手県北上市

2065 斎藤　克司 ｻｲﾄｳ ｶﾂｼ  4:31:59本荘第一病院197 秋田県由利本荘市

2001 大黒　聡 ﾀﾞｲｺｸ ｻﾄｼ  4:32:12チーム土手ラン198 秋田県大仙市

2274 石川　征宏 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾛ  4:32:38ＴＥＡＭ通研199 宮城県仙台市

2559 願法　勉 ｶﾞﾝﾎﾟｳ ﾂﾄﾑ  4:32:42ＭｉＳＴ200 秋田県横手市
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2055 半田　圭一 ﾊﾝﾀﾞ ｹｲｲﾁ  4:32:58201 群馬県太田市

2549 芳野　友之 ﾖｼﾉ ﾄﾓﾕｷ  4:33:40ウォリアーズ202 福岡県福岡市

2076 大西　正則 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾉﾘ  4:33:49203 埼玉県伊奈町

2510 打座　敦 ｳﾁｻﾞ ｱﾂｼ  4:33:55北日本銀行204 岩手県盛岡市

2342 西村　明博 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  4:33:58ＡｚｕＣｌｕｂ205 宮城県仙台市

2483 中澤　正博 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ  4:34:03206 福岡県福岡市

2129 袴田　泰広 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  4:34:19207 東京都三鷹市

2177 青木　裕幸 ｱｵｷ ﾋﾛﾕｷ  4:34:24208 埼玉県さいたま市

2593 阿部　浩平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ  4:34:50ネイチャーＰ風209 岩手県奥州市

2126 渡辺　得治郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｸｼﾞﾛｳ  4:34:54210 愛知県清須市

2325 千葉　敏行 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾕｷ  4:35:03アップルちば211 岩手県奥州市

2327 阿武　辰朗 ｱﾝﾉ ﾀﾂｵ  4:35:09うぉんばっと212 静岡県伊東市

2306 山田　文則 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ  4:35:13213 岩手県矢巾町

2212 遠藤　光徳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾂﾉﾘ  4:36:07214 宮城県東松島市

2552 高橋　繁秋 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｱｷ  4:36:36花泉らんらん215 岩手県一関市

2080 ボーデン　マット ﾎﾞｰﾃﾞﾝ ﾏｯﾄ  4:37:02216 東京都目黒区

2351 岡　裕人 ｵｶ ﾋﾛﾄ  4:37:12217 栃木県日光市

2482 水野　秀明 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｱｷ  4:37:20川崎重工業218 兵庫県西宮市

2673 佐藤　孝志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  4:37:47ダイジョブ219 秋田県にかほ市

2171 菅野　祐一 ｽｶﾞﾉ ﾕｳｲﾁ  4:37:50ＷＡＧＡＹＡ絆220 埼玉県越谷市

2535 成田　俊介 ﾅﾘﾀ ｼｭﾝｽｹ  4:38:21弘前公園ＲＣ221 青森県弘前市

2301 加藤　利和 ｶﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ  4:38:30気分走快222 山形県飯豊町

2602 細川　哲男 ﾎｿｶﾜ ﾃﾂｵ  4:38:59223 神奈川県葉山町

2136 山崎　賢次郎 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ  4:39:35224 兵庫県養父市

2619 渋谷　融 ｼﾌﾞﾔ ﾄｵﾙ  4:39:39白石ハウビング225 宮城県柴田町

2703 加藤　雅啓 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  4:39:43226 岩手県奥州市

2182 佐藤　公彦 ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ  4:39:47持田製薬（株）227 宮城県仙台市

2280 東海林　亙 ｼｮｳｼﾞ ﾜﾀﾙ  4:39:57228 宮城県仙台市

2043 辻本　和文 ﾂｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞﾌﾐ  4:40:06原子力機構229 茨城県東海村

2444 戸田　弘 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｼ  4:40:29ランチュウ軍団230 兵庫県尼崎市

2397 佐々木　宏 ｻｻｷ ﾋﾛｼ  4:40:46水沢体育会231 岩手県奥州市

2283 斉藤　弘 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ  4:40:49232 東京都北区

2059 内形　伸吾 ｳﾁｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ  4:41:02233 東京都江戸川区

2122 葛西　昭仁 ｶｻｲ ｱｷﾋﾄ  4:41:08弘前公園ＲＣ234 青森県藤崎町

2424 手嶋　通晴 ﾃｼﾏ ﾐﾁﾊﾙ  4:41:20235 東京都世田谷区

2085 渡辺　映基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｷ  4:41:42柴田さくら236 宮城県柴田町

2565 永澤　亮 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾗ  4:42:03テクノＲＣ237 秋田県大仙市

2340 竹渕　勝美 ﾀｹﾌﾞﾁ ｶﾂﾐ  4:42:04ｚｉｐｐｙ238 東京都東久留米市

2220 永田　善郎 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼﾛｳ  4:42:21239 東京都世田谷区

2100 藤野　悟 ﾌｼﾞﾉ ｻﾄﾙ  4:42:38240 岩手県一関市

2369 千葉　正数 ﾁﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ  4:42:43仙台市役所241 宮城県仙台市

2350 楢岡　祐一 ﾅﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ  4:42:55242 山形県山形市

2026 長谷川　巨 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｼ  4:43:55アミーゴ243 福島県福島市

2259 藤澤　秀一 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾕｳｲﾁ  4:43:58244 岩手県盛岡市

2273 鈴木　寿教 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾉﾘ  4:43:59245 岩手県奥州市

2241 吉田　正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  4:44:17ＪＥＥＰ246 岩手県盛岡市

2392 及川　春弘 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ  4:44:27三ヶ尻走友会247 岩手県金ケ崎町

2229 内部　茂 ｳﾁﾍﾞ ｼｹﾞﾙ  4:44:30248 大阪府茨木市

2555 今泉　秀樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ  4:45:13249 宮城県仙台市

2294 上野　武夫 ｳｴﾉ ﾀｹｵ  4:45:14250 岩手県大槌町
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2429 中田　洋明 ﾅｶﾀ ﾋﾛｱｷ  4:45:28251 岩手県盛岡市

2606 山岸　初男 ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾂｵ  4:45:31252 岩手県滝沢市

2208 高橋　純 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ  4:45:44253 東京都八王子市

2321 梶田　耕司 ｶｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ  4:45:58こうはんＲＣ254 東京都大田区

2529 小笠原　秀樹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ  4:46:18太陽産業255 秋田県秋田市

2353 千葉　良久 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋｻ  4:46:48256 宮城県仙台市

2324 鈴木　宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ  4:46:51ＴＥＬ257 宮城県石巻市

2359 取嶌　一樹 ﾄﾘｼﾏ ｶｽﾞｷ  4:47:41チームまえけん258 愛知県名古屋市

2466 畠山　透 ﾊﾀﾔﾏ ﾄｵﾙ  4:48:13チームハタプロ259 宮城県加美町

2386 木本　豊 ｷﾓﾄ ﾕﾀｶ  4:48:17260 埼玉県羽生市

2504 小林　国昭 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆｱｷ  4:48:17261 山形県山形市

2398 江口　正人 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾄ  4:48:19262 山形県山形市

2499 高野　毅 ﾀｶﾉ ﾀｹｼ  4:48:55263 北海道札幌市

2604 清水　博孝 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾀｶ  4:48:58264 神奈川県川崎市

2363 吉田　敦 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ  4:48:59265 岩手県盛岡市

2134 山田　博文 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾌﾞﾐ  4:49:12266 東京都荒川区

2011 阿部　哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ  4:49:17ＨＩＺ267 岩手県北上市

2600 畠山　知己 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾐ  4:49:28いわて清流268 岩手県遠野市

2077 山本　成希 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞｷ  4:49:38269 宮城県仙台市

2372 藤野　政弘 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ  4:49:44270 宮城県仙台市

2119 設楽　義行 ｼﾀﾗ ﾖｼﾕｷ  4:49:58ＷＡＧＡＹＡ271 東京都江戸川区

2062 菊地　寿 ｷｸﾁ ﾋｻｼ  4:50:09南部達人隊272 岩手県北上市

2170 中村　直樹 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ  4:50:13■チームＮ■273 千葉県市川市

2527 駒込　邦彦 ｺﾏｺﾞﾒ ｸﾆﾋｺ  4:50:42ＦＦＥ274 福島県会津若松市

2333 小林　達広 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾋﾛ  4:50:47275 岩手県宮古市

2018 和賀　竜彦 ﾜｶﾞ ﾀﾂﾋｺ  4:50:54いわて生協276 岩手県一関市

2017 阿部　健 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ  4:50:59仙台小林製薬277 宮城県仙台市

2344 高梨　真彰 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ  4:51:01278 愛知県知立市

2120 千葉　崇 ﾁﾊﾞ ﾀｶｼ  4:51:09Ｉｎａｚｕｍａ279 秋田県秋田市

2115 村井　直志 ﾑﾗｲ ﾀﾀﾞｼ  4:51:28価値創造機構280 千葉県君津市

2691 江口　裕 ｴｸﾞﾁ ﾕﾀｶ  4:51:45チーム１００281 福岡県福岡市

2131 佐藤　光信 ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾌﾞ  4:52:03282 福岡県筑後市

2022 高橋　茂男 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｵ  4:52:26東綱スチール283 岩手県北上市

2713 津谷　義仁 ﾂﾔ ﾖｼﾋﾄ  4:52:38284 秋田県大館市

2162 大坂　越郎 ｵｵｻｶ ｴﾂﾛｳ  4:52:40中野小学校285 岩手県盛岡市

2558 奥田　光樹 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ  4:53:13（株）いせかん286 宮城県仙台市

2194 菱沼　明 ﾋｼﾇﾏ ｱｷﾗ  4:53:33287 宮城県仙台市

2654 広瀬　清一 ﾋﾛｾ ｾｲｲﾁ  4:53:48288 東京都立川市

2187 川原崎　景一 ｶﾜﾊﾗｻﾞｷ ｹｲｲﾁ  4:53:57フル百回楽走会289 滋賀県近江八幡市

2088 野沢　真 ﾉｻﾞﾜ ﾏｺﾄ  4:54:10草加走ろう会290 埼玉県草加市

2403 遠藤　章 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ  4:54:26291 宮城県気仙沼市

2672 佐々木　秀樹 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ  4:54:41292 山形県酒田市

2669 石井　洋樹 ｲｼｲ ﾖｳｼﾞｭ  4:54:45あさかＨＰ293 福島県田村市

2671 草柳　彰利 ｸｻﾔﾅｷﾞ ｱｷﾄｼ  4:54:51秦野市獣医師会294 神奈川県秦野市

2326 堀川　学 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ  4:55:09Ｓｈｕｋｏ295 岩手県金ケ崎町

2160 高橋　一智 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄﾓ  4:55:16296 宮城県東松島市

2446 鈴木　昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ  4:55:21河北駅伝Ｂ297 山形県河北町

2407 熊谷　昭 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ  4:55:47298 宮城県仙台市

2384 佐藤　賢二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  4:56:04299 愛知県北名古屋市

2242 荒木　宏之 ｱﾗｷ ﾋﾛﾕｷ  4:56:07ＳＷＡＣ300 埼玉県蕨市
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2089 安原　健 ﾔｽﾊﾗ ｹﾝ  4:56:17301 岩手県北上市

2721 櫻井　仁悦 ｻｸﾗｲ ｼﾞﾝｴﾂ  4:56:19302 宮城県仙台市

2038 遠藤　健児 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ  4:56:38303 東京都荒川区

2190 白畑　勇 ｼﾗﾊﾀ ｲｻﾐ  4:56:39304 岩手県盛岡市

2378 安田　智 ﾔｽﾀﾞ ｻﾄｼ  4:56:40305 東京都港区

2519 工藤　浩敬 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ  4:56:59306 青森県南部町

2432 須藤　尚 ｽﾄｳ ﾀｶｼ  4:56:59307 宮城県仙台市

2087 中村　満男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ  4:57:20308 宮城県仙台市

2261 舛田　征宏 ﾏｽﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ  4:57:31南海ＲＣ309 和歌山県和歌山市

2330 泉谷　卓哉 ｲｽﾞﾐﾔ ﾀｸﾔ  4:57:55藤崎かけっこＣ310 青森県藤崎町

2200 野中　尚之 ﾉﾅｶ ﾅｵﾕｷ  4:57:59311 岩手県盛岡市

2452 金田一　文隆 ｷﾝﾀﾞｲﾁ ﾌﾐﾀｶ  4:58:07312 岩手県遠野市

2515 坂井　章 ｻｶｲ ｱｷﾗ  4:58:15313 東京都北区

2304 岩崎　聡 ｲﾜｻｷ ｻﾄｼ  4:58:31314 青森県青森市

2534 斎田　勲 ｻｲﾀ ｲｻｵ  4:58:37315 宮城県仙台市

2676 佐々木　正光 ｻｻｷ ﾏｻﾐﾂ  4:58:44316 神奈川県横浜市

2540 北上　明 ｷﾀｶﾐ ｱｷﾗ  4:59:06317 岩手県岩手町

2562 吉沢　正昭 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ  4:59:20府中の風318 岩手県北上市

2528 葛西　誠 ｶｻｲ ﾏｺﾄ  4:59:42三戸陸協319 青森県三戸町

2434 土平　誠司 ﾂﾁﾋﾗ ｾｲｼﾞ  4:59:46リスペクト仙台320 宮城県大和町

2664 野村　昌弘 ﾉﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ  4:59:59321 宮城県富谷町

2051 小原　理 ｵﾊﾞﾗ ﾜﾀﾙ  5:00:02弘前公園ＲＣ322 青森県弘前市

2008 信田　悦夫 ｼﾝﾀ ｴﾂｵ  5:00:14323 岩手県奥州市

2679 小野寺　秀夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ  5:00:34イオン水沢324 岩手県奥州市

2486 熊沢　誠智 ｸﾏｻﾞﾜ ｾｲﾁ  5:00:44動楽らんなあず325 青森県深浦町

2092 戸田　吉一 ﾄﾀﾞ ﾖｼｶｽﾞ  5:01:06326 宮城県仙台市

2618 勝股　肇彦 ｶﾂﾏﾀ ﾄｼﾋｺ  5:01:12327 岩手県一関市

2509 久保田　仁恒 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾝｺｳ  5:01:21チームテヅ328 秋田県仙北市

2458 佐々木　一浩 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ  5:02:08ＪＡふるさと329 岩手県奥州市

2651 高橋　幸世 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾖ  5:02:27北上市役所330 岩手県北上市

2533 福原　正三 ﾌｸﾊﾗ ｼｮｳｿﾞｳ  5:03:03川越ＯＬＣ331 埼玉県川越市

2413 鈴木　卓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ  5:03:12水沢ＴＳＣ332 岩手県奥州市

2599 佐藤　由秋 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ  5:03:39333 岩手県盛岡市

2388 高橋　俊郎 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾛｳ  5:03:55いしこし334 宮城県登米市

2127 高橋　潤 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ  5:04:29置賜総合病院335 山形県山形市

2148 吉田　成一 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ  5:04:48千住スプリンク336 岩手県一関市

2522 沢田　幸夫 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷｵ  5:05:24337 神奈川県横浜市

2627 高橋　幹男 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｵ  5:05:30338 秋田県秋田市

2688 加藤　達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ  5:05:46339 秋田県横手市

2524 鈴木　善明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ  5:06:36340 岩手県紫波町

2173 藤原　弘樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ  5:07:11藤原楽走会341 秋田県横手市

2348 佐藤　聡 ｻﾄｳ ｻﾄｼ  5:07:32七時雨ＴＲＣ342 岩手県大船渡市

2028 髙橋　直彦 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋｺ  5:08:00神宮寺嶽クラブ343 秋田県大仙市

2435 阿部　裕一 ｱﾍﾞ ﾕｳｲﾁ  5:08:27344 宮城県仙台市

2416 加藤　昭人 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾄ  5:08:48水沢ＵＦＣ345 岩手県奥州市

2543 佐藤　功 ｻﾄｳ ｲｻｵ  5:09:09ＡｚｕＣｌｕｂ346 宮城県仙台市

2143 尾形　幸彦 ｵｶﾞﾀ ﾕｷﾋｺ  5:09:20仙台明走会347 宮城県仙台市

2542 石崎　照海 ｲｼｻﾞｷ ﾃﾙﾐ  5:09:28348 茨城県つくば市

2626 小泉　信和 ｺｲｽﾞﾐ ﾉﾌﾞｶｽﾞ  5:09:38■ＴＥＬＲＣ■349 山梨県北杜市

2471 中山　明広 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾋﾛ  5:10:00かすみ走ＲＵＮ350 東京都世田谷区
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2277 及川　豪 ｵｲｶﾜ ｺﾞｳ  5:10:06藤里木工所351 岩手県奥州市

2568 菅原　敏幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾕｷ  5:10:13菅原マジック352 宮城県仙台市

2196 遠藤　幸輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾃﾙ  5:10:35エンドラン353 岩手県金ケ崎町

2095 齋藤　真治 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ  5:10:50日立京専２９期354 茨城県日立市

2145 後藤　広徳 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ  5:11:20355 福島県桑折町

2107 大峠　進 ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ  5:11:38356 岩手県紫波町

2341 及川　信一 ｵｲｶﾜ ｼﾝｲﾁ  5:11:55ドコモ光357 宮城県仙台市

2678 二郷　順 ﾆｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ  5:12:16第一貨物358 宮城県大崎市

2716 佐藤　直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ  5:12:29359 宮城県仙台市

2004 熊上　亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ  5:12:56チーム・テヅ360 岩手県大船渡市

2191 高橋　茂 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ  5:12:57きらめき奥州361 岩手県奥州市

2106 山口　誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｺﾄ  5:13:16ハイブリッド362 福井県福井市

2512 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  5:13:35東北電ＩＨＭＣ363 岩手県奥州市

2426 川村　文明 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｱｷ  5:14:13ＩＣＳ－ＲＣ364 岩手県盛岡市

2601 大場　將 ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾙ  5:14:28セキみちのく365 宮城県名取市

2641 曽根　昌行 ｿﾈ ﾏｻﾕｷ  5:15:19ＳＷＳ東日本366 岩手県一関市

2698 堂北　忍 ﾄﾞｳｷﾀ ｼﾉﾌﾞ  5:15:38367 秋田県秋田市

2319 枝松　郁雄 ｴﾀﾞﾏﾂ ｲｸｵ  5:15:52山形銀行368 山形県山形市

2448 澤口　光宏 ｻﾜｸﾞﾁ ﾐﾂﾋﾛ  5:15:54あたらしや369 徳島県徳島市

2093 石橋　裕三 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｿﾞｳ  5:15:57370 宮城県仙台市

2588 鈴木　知夫 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｵ  5:16:09ランナーズＳ371 埼玉県蕨市

2502 菊池　俊彦 ｷｸﾁ ﾄｼﾋｺ  5:16:12菊池クリニック372 岩手県遠野市

2711 和田　政男 ﾜﾀﾞ ﾏｻｵ  5:16:15江釣子中学校373 岩手県北上市

2560 鈴木　裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ  5:16:50アクアリーナ374 宮城県七ヶ浜町

2442 佐々木　義則 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  5:17:15サーモン皆勤375 岩手県宮古市

2607 戸塚　滋 ﾄﾂｶ ｼｹﾞﾙ  5:17:31ＳＮＲ376 宮城県仙台市

2644 工藤　将貴 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾀｶ  5:17:32エスジェーシー377 宮城県仙台市

2659 千葉　喜四郎 ﾁﾊﾞ ｷｼﾛｳ  5:18:06タカシュウ378 岩手県奥州市

2720 宮崎　順一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  5:18:17379 埼玉県川越市

2053 松本　真一 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾝｲﾁ  5:18:22380 岩手県盛岡市

2181 一関　克己 ｲﾁﾉｾｷ ｶﾂﾐ  5:18:58すっとぎＲＣ381 岩手県宮古市

2629 小原　正基 ｺﾊﾗ ﾏｻｷ  5:19:06382 大阪府大阪市

2622 田中　孝 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ  5:19:10チーム口走383 秋田県大館市

2044 宋　成烈 ｿﾝ ｿﾝﾘｮﾙ  5:19:21384 福岡県福岡市

2631 SHIH,WEN-TSUNG ｼｰ ｳｴﾝｯｵｰﾝ  5:19:28385 台湾

2356 菊池　勝也 ｷｸﾁ ｶﾂﾔ  5:19:36勝也会386 宮城県仙台市

2411 伊藤　勝利 ｲﾄｳ ｶﾂﾄｼ  5:19:41387 宮城県名取市

2091 木村　充博 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ  5:19:44汗濁大学388 和歌山県和歌山市

2030 佐々木　剛 ｻｻｷ ﾂﾖｼ  5:19:49盛岡走友会389 岩手県盛岡市

2178 平　連悦 ﾀｲﾗ ﾚﾝｲﾁ  5:20:24希望の奏390 青森県階上町

2299 平野　康二 ﾋﾗﾉ ｺｳｼﾞ  5:20:56ｅＡ東北391 宮城県仙台市

2124 大江　孝一 ｵｵｴ ｺｳｲﾁ  5:21:33鳴子温泉392 宮城県大崎市

2163 佐々木　教雄 ｻｻｷ ﾉﾘｵ  5:21:51393 宮城県仙台市

2206 籾山　弘己 ﾓﾐﾔﾏ ﾋﾛﾐ  5:21:53航空自衛隊三沢394 青森県三沢市

2374 野上　茂義 ﾉｶﾞﾐ ｼｹﾞﾖｼ  5:22:13弘前公園ＲＣ395 青森県中泊町

2401 中村　秀一 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ  5:22:57血液センター396 岩手県矢巾町

2256 前川　秀則 ﾏｴｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ  5:23:40397 岩手県紫波町

2288 石橋　俊宏 ｲｼﾊﾞｼ ﾄｼﾋﾛ  5:23:45398 千葉県成田市

2449 佐々木　清 ｻｻｷ ｷﾖｼ  5:24:36399 岩手県奥州市

2161 藤原　仁志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ  5:24:40400 秋田県潟上市
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2153 菊池　紀人 ｷｸﾁ ﾉﾘﾋﾄ  5:25:12奥州前沢ＡＣ401 岩手県奥州市

2217 橘　宏実 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾐ  5:25:23街ランナーズ402 岩手県金ケ崎町

2532 安田　宝悦 ﾔｽﾀﾞ ﾎｳｴﾂ  5:25:34403 秋田県潟上市

2263 JEN,YU-HSIANG ｩﾚﾝ ﾕｲｼｱｰﾝ  5:25:54404 台湾

2338 及川　茂夫 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞｵ  5:26:28405 岩手県盛岡市

2175 荒木　利幸 ｱﾗｷ ﾄｼﾕｷ  5:26:35406 宮城県仙台市

2681 阿部　俊和 ｱﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ  5:26:48金ケ崎診療所407 岩手県盛岡市

2715 近江谷　明文 ｵｵﾐﾔ ｱｷﾌﾐ  5:26:55408 神奈川県川崎市

2689 芳賀　高昭 ﾊｶﾞ ﾀｶｱｷ  5:26:57ケーアイケー409 岩手県北上市

2615 佐藤　秀雄 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ  5:27:25盛岡走友会410 岩手県盛岡市

2632 成田　正志 ﾅﾘﾀ ﾏｻｼ  5:27:48411 青森県弘前市

2493 三上　幸雄 ﾐｶﾐ ﾕｷｵ  5:28:07津軽路ＡＣ412 青森県平川市

2135 千田　浩 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ  5:28:10413 岩手県盛岡市

2553 最上　伸司 ﾓｶﾞﾐ ｼﾝｼﾞ  5:28:22チキンクラブ414 秋田県秋田市

2154 後藤　真澄 ｺﾞﾄｳ ﾏｽﾑ  5:28:41キーウイ415 神奈川県横浜市

2234 高橋　優 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ  5:28:49416 宮城県大崎市

2546 三浦　隆 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ  5:30:00417 宮城県仙台市

2415 山本　直樹 ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ  5:31:05418 愛知県阿久比町

2164 鈴木　一生 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ  5:31:26419 東京都葛飾区

2508 和泉　正之 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾕｷ  5:32:12シャア専用秋田420 秋田県横手市

2381 佐々木　政宏 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ  5:32:21421 岩手県盛岡市

2225 武者　光明 ﾑｼｬ ﾐﾂｱｷ  5:33:23422 宮城県仙台市

2433 高橋　康明 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｱｷ  5:34:26423 宮城県仙台市

2269 末延　寿朗 ｽｴﾉﾌﾞ ﾋｻｵ  5:35:02マークロジック424 東京都練馬区

2039 菊地　雄二 ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞ  5:35:16岩手工組425 岩手県奥州市

2582 TSENG,YUNG-WEI ﾂｵﾝ ﾖｰﾝｳｴｲ  5:35:29426 台湾

2110 大多和　利彦 ｵｵﾀﾜ ﾄｼﾋｺ  5:35:37427 東京都新宿区

2636 中目　弘一 ﾅｶﾉﾒ ｺｳｲﾁ  5:35:53428 岩手県奥州市

2292 洞口　宗彦 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾑﾈﾋｺ  5:36:13429 宮城県仙台市

2222 佐藤　和浩 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  5:36:13430 岩手県奥州市

2531 佐川　茂浩 ｻｶﾞﾜ ｼｹﾞﾋﾛ  5:36:17431 秋田県横手市

2056 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ  5:36:23432 秋田県大仙市

2237 澤舘　忠良 ｻﾜﾀﾞﾃ ﾀﾀﾞﾖｼ  5:36:42433 岩手県北上市

2113 斉藤　道幸 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾕｷ  5:37:32434 岩手県釜石市

2653 橋本　和広 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ  5:39:14古川プー君435 宮城県大崎市

2048 豊田　範幸 ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ  5:39:28ジャパン建材436 秋田県秋田市

2307 伴野　勉 ﾄﾓﾉ ﾂﾄﾑ  5:39:34437 東京都杉並区

2046 及川　孝行 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾕｷ  5:39:51438 岩手県花巻市

2498 築山　裕治 ﾂｷﾔﾏ ﾕｳｼﾞ  5:40:27ＴＤモバイル439 埼玉県春日部市

2205 斉藤　栄 ｻｲﾄｳ ｻｶｴ  5:41:15440 岩手県北上市

2666 高木　文男 ﾀｶｷﾞ ﾌﾐｵ  5:41:19441 岩手県奥州市

2665 阿部　吉明 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ  5:42:29力メさんクラブ442 宮城県仙台市

2701 小林　寿 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ  5:42:53ＮＯＳＡＩ秋田443 秋田県大仙市

2501 島田　成志 ｼﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ  5:44:00444 千葉県習志野市

2121 森　健次朗 ﾓﾘ ｹﾝｼﾞﾛｳ  5:44:00445 東京都新宿区

2320 渡辺　久徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾉﾘ  5:44:18ム446 宮城県名取市

2016 安倍　貴広 ｱﾝﾊﾞｲ ﾀｶﾋﾛ  5:45:23キモちＥ．ＲＣ447 山形県山形市

2402 晴山　俊 ﾊﾚﾔﾏ ｼｭﾝ  5:45:28祥雲448 岩手県盛岡市

2117 大森　利 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ  5:45:36449 東京都江東区

2072 倉地　和久 ｸﾗﾁ ｶｽﾞﾋｻ  5:45:46スズケン450 福島県福島市
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2556 古田　則人 ﾌﾙﾀ ﾀｹﾋﾄ  5:45:51451 千葉県白井市

2496 田村　文明 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｱｷ  5:45:56452 岩手県矢巾町

2209 保坂　保 ﾎｻｶ ﾀﾓﾂ  5:46:49453 神奈川県横浜市

2255 渡邊　幸夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷｵ  5:47:34ランチュウ軍団454 大阪府泉佐野市

2537 植木　薫 ｳｴｷ ｶｵﾙ  5:48:01455 宮城県白石市

2082 工藤　政利 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄｼ  5:48:14吉野石膏456 岩手県盛岡市

2390 古木　隆幸 ﾌﾙｷ ﾀｶﾕｷ  5:48:15チーム黒霧457 宮城県仙台市

2706 平間　育男 ﾍｲﾏ ｲｸｵ  5:48:19快老苑金ヶ崎458 岩手県金ケ崎町

2197 成田　博 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｼ  5:48:31459 青森県青森市

2035 米倉　文男 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｵ  5:48:52ＮＴＴ東－東北460 岩手県奥州市

2513 吉田　克樹 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂｷ  5:49:30ポリプラ461 東京都品川区

2002 鈴木　隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  5:49:54462 岩手県奥州市

2551 佐々木　憲美 ｻｻｷ ﾉﾘﾐ  5:50:33ネイチャーＰ風463 岩手県奥州市

2287 夏目　俊 ﾅﾂﾒ ｻﾄｼ  5:50:49464 岩手県盛岡市

2246 川名　真司 ｶﾜﾅ ｼﾝｼﾞ  5:52:05465 宮城県仙台市

2505 松尾　兼幸 ﾏﾂｵ ｶﾈﾕｷ  5:52:21466 宮城県仙台市

2596 芦立　義嗣 ｱｼﾀﾞﾃ ﾖｼﾂｸﾞ  5:52:33キウイ467 神奈川県横浜市

2611 淡路　定明 ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ  5:52:48468 岩手県釜石市

2436 五島　一浩 ｺﾞｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  5:53:10469 広島県庄原市

2443 菊池　和志 ｷｸﾁ ｶｽﾞｼ  5:53:23巖きたかみ470 岩手県金ケ崎町

2305 中村　滋 ﾅｶﾑﾗ ｼｹﾞﾙ  5:53:24ＪＢ471 東京都新宿区

2566 遠藤　智幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾕｷ  5:53:37本所クラブ472 埼玉県川口市

2313 上村　謙一郎 ｳｴﾑﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ  5:53:55りらいぶ473 宮城県仙台市

2717 松ケ根　典雄 ﾏﾂｶﾞﾈ ﾉﾘｵ  5:54:00大崎市役所474 宮城県大崎市

2541 加覧　光次郎 ｶﾞﾗﾝ ﾐﾂｼﾞﾛｳ  5:54:08深大寺走友会475 東京都調布市

2379 伊藤　伸一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ  5:54:18ＳＴＫＳ476 秋田県秋田市

2041 西　美生 ﾆｼ ﾖｼｵ  5:54:23477 宮城県仙台市

2345 相川　知之 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾕｷ  5:55:07478 千葉県船橋市

2203 八重樫　潤 ﾔｴｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ  5:55:46479 岩手県北上市

2275 山田　昭彦 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾋｺ  5:55:46秋田480 秋田県秋田市

2409 坂本　忠 ｻｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ  5:55:58ＭＡＥＭＵＫＩ481 和歌山県みなべ町

2049 千田　徳也 ﾁﾀﾞ ﾄｸﾔ  5:57:38一関清明482 岩手県奥州市

2712 鳥谷部　勲 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｲｻｵ  5:57:58483 青森県五戸町

2029 白瀨　久聖 ｼﾛｾ ｷｭｳｼｮｳ  5:58:52津軽ニコニコ走484 青森県つがる市

2570 神崎　良一 ｶﾝｻﾞｷ ﾘｮｳｲﾁ  5:58:53酒のかんりょう485 岩手県一関市

2580 加藤　毅 ｶﾄｳ ﾀｹｼ  5:58:56486 栃木県さくら市

2581 齊藤　貴徳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ  5:59:03個人487 青森県弘前市

2623 向井田　英明 ﾑｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  5:59:04488 青森県八戸市

2066 藤高　勝己 ﾌｼﾞﾀｶ ｶﾂﾐ  5:59:23日本工営ＲＣ489 宮城県仙台市

2441 西條　芳文 ｻｲｼﾞｮｳ ﾖｼﾌﾐ  5:59:53490 宮城県仙台市

2086 阿部　修二 ｱﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ  5:59:58チーム相去491 岩手県北上市

2009 桜庭　修 ｻｸﾗﾊﾞ ｵｻﾑ  6:00:10492 岩手県奥州市

2250 佐々木　和弘 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ  6:02:46493 岩手県滝沢市

2279 加賀　稔 ｶｶﾞ ﾐﾉﾙ  6:03:18ちゃーりーず494 岩手県花巻市

2594 小山　康久 ｺﾔﾏ ﾔｽﾋｻ  6:06:19やまねこファミ495 岩手県奥州市

2267 中居　勝則 ﾅｶｲ ｶﾂﾉﾘ  6:06:26496 岩手県宮古市

2015 小山　明彦 ｵﾔﾏ ｱｷﾋｺ  6:07:44497 岩手県一関市

2468 本間　一成 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾅﾘ  6:08:57秋田マラトン会498 秋田県秋田市

2657 黒川　新二 ｸﾛｶﾜ ｼﾝｼﾞ  6:09:38チームくろＱ499 埼玉県川口市

2506 井上　弘樹 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｷ  6:10:18チームいこい500 岩手県盛岡市

Print : 2017/05/22 9:41:07 34 / 88 ページ Official Timer & Result By ISTS



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50歳代

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

2477 松田　俊哉 ﾏﾂﾀﾞ ﾄｼﾔ  6:10:54501 東京都武蔵野市

2375 佐藤　淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ  6:10:56502 千葉県習志野市

2563 品川　浩司 ｼﾅｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  6:11:17株式会社森組503 大阪府堺市

2690 渡辺　司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂｶｻ  6:11:21ＮＯＳＡＩ秋田504 秋田県秋田市

2457 松原　希 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾉｿﾞﾑ  6:12:37505 岩手県遠野市

2253 国広　貴朗 ｸﾆﾋﾛ ﾀｶｵ  6:12:56ぴんきたよ506 千葉県千葉市

2314 荒巻　敏秀 ｱﾗﾏｷ ﾄｼﾋﾃﾞ  6:13:45クボタ507 千葉県我孫子市

2334 千田　淳一 ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  6:13:50まごころ病院508 岩手県奥州市

2309 大向　達也 ｵｵﾑｶｲ ﾀﾂﾔ  6:14:05509 岩手県滝沢市

2252 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ  6:14:11510 岩手県陸前高田市

2003 菊池　俊行 ｷｸﾁ ﾄｼﾕｷ  6:14:23東北農政局511 宮城県仙台市

2675 是澤　嘉昭 ｺﾚｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ  6:15:16512 奈良県奈良市

2658 中川　治 ﾅｶｶﾞﾜ ｵｻﾑ  6:16:16ＯＳＡＭ513 埼玉県さいたま市

2020 小原　博生 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｵ  6:16:43さんしょみその会514 岩手県北上市

2638 小俣　由喜雄 ｵﾏﾀ ﾕｷｵ  6:16:45藤野整形515 宮城県東松島市

2613 佐々木　武彦 ｻｻｷ ﾀｹﾋｺ  6:17:19仙台走人516 宮城県仙台市

2156 木村　範男 ｷﾑﾗ ﾉﾘｵ  6:17:40ブリヂストンＳ517 宮城県仙台市

2579 坂本　公児 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ  6:18:13さかもと整形外518 岩手県盛岡市

2625 佐々木　克也 ｻｻｷ ｶﾂﾔ  6:19:22亀レーシング519 秋田県由利本荘市

2427 齋藤　修 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ  6:20:04ただいま520 山梨県忍野村

2587 加藤　正一 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ  6:20:59大成有楽不動産521 宮城県仙台市

2554 本田　恒一郎 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ  6:21:30ＹＨＣ仙台522 宮城県仙台市

2464 及川　雄 ｵｲｶﾜ ﾕｳ  6:23:15藤里木工倶楽部523 岩手県奥州市

2112 千田　貴浩 ﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  6:24:34ランナーズ、Ｓ524 東京都昭島市

2111 佐藤　友身 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ  6:25:01525 岩手県北上市

2723 原崎　幸義 ﾊﾗｻｷ ﾕｷﾖｼ  6:25:24526 群馬県高崎市

2647 泉　和久 ｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾋｻ  6:25:34527 大阪府大阪市

2071 根津　直大 ﾈﾂ ﾅｵﾋﾛ  6:25:36528 千葉県一宮町

2027 伊藤　寿 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ  6:25:39セントラル秋田529 秋田県秋田市

2520 菊田　孝宏 ｷｸﾀ ﾀｶﾋﾛ  6:26:09530 東京都板橋区

2296 伊藤　正博 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ  6:26:20まごころ病院531 岩手県北上市

2589 佐藤　卓 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  6:27:01532 岩手県盛岡市

2270 渡辺　勝大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾋﾛ  6:27:10ＴＥＬＲＣ533 神奈川県相模原市

2696 山中　隆一 ﾔﾏﾅｶ ﾘｭｳｲﾁ  6:27:16534 愛知県名古屋市

2391 北條　京 ﾎｳｼﾞｮｳ ﾐｻﾄ  6:28:33535 岩手県紫波町

2248 永徳　市朗 ｴｲﾄｸ ｲﾁﾛｳ  6:30:02カランクルン536 兵庫県神戸市

2385 堀　直博 ﾎﾘ ﾅｵﾋﾛ  6:31:24537 岐阜県岐阜市

2300 佐々木　洋日児 ｻｻｷ ﾋﾛﾋｺ  6:32:03（株）東洋工機538 岩手県奥州市

2336 中條　龍一 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ﾘｭｳｲﾁ  6:32:43539 青森県弘前市

2649 渡邊　任 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ  6:35:19リスペクト仙台540 宮城県柴田町

2708 矢内　泉 ﾔﾅｲ ｲｽﾞﾐ  6:37:25岩手土木センタ541 岩手県盛岡市

2494 菊池　英岳 ｷｸﾁ ｴｲｶﾞｸ  6:38:19中部病院542 岩手県奥州市

2699 平野　憲 ﾋﾗﾉ ｹﾝ  6:38:22543 岩手県北上市

2221 岡崎　浩二 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  6:39:07544 宮城県仙台市

2329 菅原　賢治 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ  6:39:11545 宮城県登米市

2114 熊谷　智徳 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾐﾁ  6:39:22546 岩手県滝沢市

2070 登内　芳也 ﾄﾉｳﾁ ﾖｼﾔ  6:40:08547 岩手県北上市

2207 李国本　修慈 ﾘｸﾆﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ  6:40:42しぇあーど548 兵庫県伊丹市

2174 白木　哲也 ｼﾛｷ ﾃﾂﾔ  6:41:23549 岩手県釜石市

2067 岸田　真一 ｷｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  6:43:39豊間根中学校550 岩手県奥州市
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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50歳代

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

2459 久慈　清治 ｸｼﾞ ｾｲｼﾞ  6:45:27551 岩手県久慈市

2358 千田　智 ﾁﾀﾞ ｻﾄｼ  6:48:41552 岩手県奥州市
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