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1 3629 古川 良孝 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾀｶ 福島県 郡山市 郡山健走会 3:27:25
2 3686 山田 健一 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 滋賀県 長浜市 3:38:29
3 3603 松好 定雄 ﾏﾂﾖｼ ｻﾀﾞｵ 宮城県 富谷市 Ｔｅａｍ通研 3:50:02
4 3680 田中 利夫 ﾀﾅｶ ﾄｼｵ 大阪府 貝塚市 貝塚走ろう会 4:00:23
5 3619 菅原 隆一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 一関市 後藤工建（株） 4:08:14
6 3634 高畠 誠 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾏｺﾄ 北海道 鹿部町 途夢走爺 4:16:17
7 3667 海津 和明 ｶｲﾂﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 大田区 世田谷ランナーズクラブ 4:19:05
8 3649 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 大崎市 チームあさとあゆ 4:20:23
9 3668 齊藤 泰雄 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 静岡県 裾野市 4:22:53
10 3636 阿部 光世 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾖ 青森県 青森市 4:23:35
11 3638 岩田 輝昭 ｲﾜﾀ ﾃﾙｱｷ 山形県 山形市 霞城ＥＲＣ 4:30:46
12 3641 秋元 幸則 ｱｷﾓﾄ ﾕｷﾉﾘ 東京都 東久留米市 4:37:01
13 3653 斉藤 光一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 青森県 むつ市 4:38:51
14 3602 阿部 六郎 ｱﾍﾞ ﾛｸﾛｳ 岩手県 滝沢市 4:39:59
15 3609 船木 眞一郎 ﾌﾅｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 宮古市 4:42:56
16 3604 田口 進 ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾑ 秋田県 秋田市 笑顔でゴール？ 4:45:13
17 3665 武内 孝昭 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｱｷ 東京都 大田区 4:48:04
18 3646 小森谷 芳喜 ｺﾓﾘﾔ ﾖｼｷ 東京都 日野市 4:48:28
19 3612 花上 明男 ﾊﾅｳｴ ｱｷｵ 神奈川県 横浜市 4:52:42
20 3616 畠山 耕志 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｼ 岩手県 花巻市 4:58:04
21 3674 川畑 秀夫 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ 青森県 八戸市 はやて走友会 4:58:06
22 3651 高橋 剛 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 埼玉県 東松山市 東松山陸友会 5:02:21
23 3639 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 泉パークメイツ 5:03:27
24 3643 木村 茂 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 岩手県 久慈市 老楽会 5:03:58
25 3628 中野 豊 ﾅｶﾉ ﾕﾀｶ 京都府 京都市 5:04:27
26 3669 佐藤 隆志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 5:05:15
27 3673 乾 政義 ｲﾇｲ ﾏｻﾖｼ 東京都 練馬区 5:05:56
28 3676 丸田 鉄雄 ﾏﾙﾀ ﾃﾂｵ 秋田県 八峰町 5:06:14
29 3605 川越 啓一 ｶﾜｺﾞｴ ｹｲｲﾁ 秋田県 横手市 雄物川迷走会 5:06:34
30 3645 三条 雅英 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾏｻﾋﾃﾞ 宮城県 気仙沼市 気仙沼モーニング 5:08:08
31 3608 及川 幸夫 ｵｲｶﾜ ﾕｷｵ 群馬県 伊勢崎市 群馬悠々楽走会 5:10:59
32 3655 山本 則行 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ 静岡県 磐田市 5:13:21
33 3657 松枝 四郎 ﾏﾂｴﾀﾞ ｼﾛｳ 宮城県 仙台市 好走楽走気分走 5:14:09
34 3677 和田 哲之 ﾜﾀﾞ ﾃﾂﾕｷ 北海道 函館市 秀学セミナー＠函館 5:14:10
35 3607 大賀 貞義 ｵｵｶﾞ ｻﾀﾞﾖｼ 福島県 相馬市 5:15:36
36 3650 神代 啓 ｼﾞﾝﾀﾞｲ ｱｷﾗ 三重県 四日市市 5:21:30
37 3672 荒谷 英治 ｱﾗﾔ ｴｲｼﾞ 宮城県 仙台市 住吉台走友会 5:21:48
38 3620 小沼 繁 ｵﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 紫波町 5:23:55
39 3670 高野 博 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 茨城県 つくば市 フル百回楽走会 5:26:09
40 3661 鈴木 勇悦 ｽｽﾞｷ ﾕｳｴﾂ 宮城県 仙台市 Ｊ．Ｊ．Ｃ 5:26:14
41 3623 菅原 政栄 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｴｲ 宮城県 仙台市 南仙台走友会 5:27:50
42 3640 武田 正司 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 宮城県 大崎市 チームあさとあゆ 5:30:06
43 3662 佐々木 陽三 ｻｻｷ ﾖｳｿﾞｳ 岩手県 北上市 5:30:15
44 3611 高橋 武夫 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 岩手県 花巻市 花巻走友会 5:39:51
45 3633 藤井 進 ﾌｼﾞｲ ｽｽﾑ 長野県 松本市 5:40:00
46 3614 桜井 正康 ｻｸﾗｲ ﾏｻﾔｽ 宮城県 美里町 5:40:11
47 3610 月泉 孝瑞 ﾂｷｲｽﾞﾐ ｺｳｽﾞｲ 秋田県 羽後町 秋田県走友会 5:42:34
48 3675 竹浪 清春 ﾀｹﾅﾐ ｷﾖﾊﾙ 岩手県 盛岡市 5:50:32
49 3685 柳沼 忠明 ﾔｷﾞﾇﾏ ﾀﾀﾞｱｷ 福島県 郡山市 たちばなＳＣ 5:52:04
50 3658 鈴木 堯博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 三鷹市 フル百回楽走会 5:52:12
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51 3625 菅原 勝美 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾐ 岩手県 奥州市 水沢愛走会 5:52:46
52 3652 柴本 繁昭 ｼﾊﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 静岡県 磐田市 磐田マイペース 5:53:23
53 3656 旗本 和正 ﾊﾀﾓﾄ ｶｽﾞﾏｻ 静岡県 静岡市 5:55:03
54 3663 渡辺 義博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 北上市 日三鉄工株式会社 5:57:17
55 3613 山田 英忠 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾀﾀﾞ 高知県 北川村 高知家爺ＰＯＰ 5:57:48
56 3617 秋田 正典 ｱｷﾀ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 狭山市 5:59:42
57 3671 鈴木 壽雄 ｽｽﾞｷ ﾄｼｵ 岩手県 奥州市 6:02:37
58 3618 佐藤 輝夫 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 秋田県 秋田市 秋田県走友会 6:06:21
59 3615 浅沼 善治 ｱｻﾇﾏ ｾﾞﾝｼﾞ 岩手県 一関市 一関楽走会 6:08:01
60 3630 槙 肇 ﾏｷ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 仙台市 6:12:12
61 3684 小野寺 政雄 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｵ 岩手県 西和賀町 6:13:39
62 3687 山田 信 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 仙台市 6:15:24
63 3648 井上 博之 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 松島町 松島歓走会 6:16:30
64 3635 山本 民夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾐｵ 兵庫県 神戸市 烏原ファンラン 6:22:00
65 3654 川瀬 浩一 ｶﾜｾ ｺｳｲﾁ 大阪府 高槻市 ランナーズ９の会 6:22:21
66 3606 小田島 康彦 ｵﾀﾞｼﾏ ﾔｽﾋｺ 岩手県 盛岡市 フル百回楽走会 6:23:10
67 3642 長山 国隆 ﾅｶﾞﾔﾏ ｸﾆﾀｶ 宮城県 気仙沼市 気仙沼モーニングクラブ 6:25:14
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