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1 3183 石川 次夫 ｲｼｶﾜ ﾂｷﾞｵ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 3:12:42
2 3100 武田 裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 名取市 3:17:30
3 3211 岡田 良一 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 千葉県 柏市 3:20:31
4 3229 冨田 健司 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 たんぽぽＲＣ 3:22:44
5 3267 花宮 久夫 ﾊﾅﾐﾔ ﾋｻｵ 大分県 大分市 はなみや接骨院 3:23:45
6 3225 白石 俊郎 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾛｳ 宮城県 仙台市 どん亀じいさん 3:27:20
7 3241 讃岐 誠二 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ 岩手県 滝沢市 巣子ランナー 3:28:25
8 3283 折田 陽四郎 ｵﾘﾀ ﾖｳｼﾛｳ 東京都 葛飾区 オリンクラブ 3:28:32
9 3263 鈴木 一郎 ｽｽﾞｷ ｲﾁﾛｳ 栃木県 鹿沼市 鹿沼市役所走友会 3:29:01
10 3155 三浦 洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 秋田県 秋田市 3:29:23
11 3103 高橋 和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 奥州市 シオノギ製薬 3:29:56
12 3072 大川原 真澄 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｽﾐ 岩手県 滝沢市 3:30:42
13 3254 菅原 弘行 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 花巻市 3:31:13
14 3066 佐藤 宏 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県 柏市 ウィングＡＣ 3:33:46
15 3160 石野 豊 ｲｼﾉ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 3:34:24
16 3039 菊地 敏男 ｷｸﾁ ﾄｼｵ 長野県 松川村 ポポロＡＣ 3:34:41
17 3138 下條 三男 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾐﾂｵ 宮城県 仙台市 ニューフレンド 3:36:37
18 3124 千葉 正二 ﾁﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 栃木県 下野市 古馬ちゃん！ 3:39:18
19 3063 大野 利之 ｵｵﾉ ﾄｼﾕｷ 宮城県 仙台市 仙台明走会 3:40:01
20 3084 佐藤 薫 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 岩手県 盛岡市 3:40:16
21 3117 杉村 久雄 ｽｷﾞﾑﾗ ﾋｻｵ 静岡県 藤枝市 エスアスリーツ 3:41:09
22 3129 庄子 米幸 ｼｮｳｼﾞ ﾖﾈﾕｷ 宮城県 仙台市 仙台ナイトランナーズ 3:43:28
23 3126 千葉 松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ 東京都 町田市 3:44:20
24 3089 五位渕 正一 ｺﾞｲﾌﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ 神奈川県 横浜市 ＬｉＳＡ遊走会 3:44:45
25 3321 千葉 淳 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 大崎市 石巻ＲＣ 3:46:21
26 3086 伊藤 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 秋田県 三種町 3:47:39
27 3278 中村 郁郎 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾛｳ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 3:47:50
28 3010 赤坂 裕司 ｱｶｻｶ ﾕｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 盛岡ヒールフリー 3:48:07
29 3289 太田 英一 ｵｵﾀ ｴｲｲﾁ 山形県 庄内町 3:48:24
30 3198 合川 幹男 ｱｲｶﾜ ﾐｷｵ 岩手県 二戸市 二戸ゼミナール 3:48:38
31 3062 奈良岡 文治 ﾅﾗｵｶ ﾌﾞﾝｼﾞ 埼玉県 川口市 刀水ＡＣ 3:49:34
32 3250 澤石 辰雄 ｻﾜｲｼ ﾀﾂｵ 宮城県 仙台市 ときめきＲＵＮ仙台 3:49:39
33 3149 飯田 和好 ｲｲﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 神奈川県 平塚市 フル百回楽走会 3:50:04
34 3076 小巻 伸一 ｺﾏｷ ｼﾝｲﾁ 兵庫県 西宮市 3:50:23
35 3054 橋本 文夫 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｵ 埼玉県 所沢市 所沢走友会 3:50:24
36 3074 むとう かずお ﾑﾄｳ ｶｽﾞｵ 東京都 国立市 3:52:07
37 3181 菅野 登志博 ｽｶﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 山形県 天童市 3:52:16
38 3067 及川 茂行 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 前沢小走友会 3:53:10
39 3248 齋藤 好則 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 仙台市 3:53:56
40 3314 岸 正弘 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 仙台市 新生防災設備 3:53:58
41 3139 吉野 英 ﾖｼﾉ ﾋｲﾃﾞ 千葉県 市川市 吉野医院 3:54:07
42 3095 小出 修資 ｺｲﾃﾞ ｼｭｳｽｹ 新潟県 新潟市 新潟ＳＲＣ 3:54:17
43 3171 関 和弘 ｾｷ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 八幡平市 ＲＡ＆ナック 3:54:37
44 3038 手島 欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ 東京都 八王子市 3:54:40
45 3178 熊谷 茂和 ｸﾏｶﾞｲ ｼｹﾞｶｽﾞ 岩手県 一関市 3:55:28
46 3304 河村 静男 ｶﾜﾑﾗ ｼｽﾞｵ 神奈川県 茅ヶ崎市 3:55:30
47 3020 昆野 祐一 ｺﾝﾉ ﾕｳｲﾁ 岩手県 奥州市 米里駅伝部 3:55:34
48 3134 斎藤 直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 宮城県 美里町 南郷ランラン 3:55:48
49 3318 川村 栄雄 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 盛岡市 滝沢市役所走ろう会 3:56:02
50 3197 中園 教一 ﾅｶｿﾞﾉ ｷｮｳｲﾁ 岩手県 花巻市 シオノギ製薬 3:56:08
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51 3182 仲田 勲生 ﾅｶﾀﾞ ｲｻｵ 宮城県 仙台市 米沢興譲教会 3:56:12
52 3042 伊東 孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 3:56:16
53 3092 宮崎 順一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 川越市 3:56:21
54 3159 山田 清司 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞ 東京都 清瀬市 3:56:26
55 3090 小澤 清治 ｵｻﾞﾜ ｷﾖﾊﾙ 岩手県 雫石町 3:56:49
56 3309 今井 信行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 山形県 酒田市 3:57:03
57 3255 大石 力蔵 ｵｵｲｼ ﾘｷｿﾞｳ 宮城県 美里町 南郷ラン・ラン 3:57:26
58 3192 松井 邦広 ﾏﾂｲ ｸﾆﾋﾛ 宮城県 仙台市 3:57:44
59 3023 菊地 敏郎 ｷｸﾁ ﾄｼﾛｳ 岩手県 奥州市 東堀切ＲＣ 3:57:51
60 3212 安藤 稔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 秋田県 横手市 3:58:02
61 3082 大坪 章二 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｮｳｼﾞ 青森県 青森市 3:58:05
62 3215 浅沼 順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 花巻市 大迫走友会 3:58:56
63 3259 山中 喜弘 ﾔﾏﾅｶ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 仙台市 3:59:29
64 3071 後藤 秋夫 ｺﾞﾄｳ ｱｷｵ 青森県 平川市 4:00:11
65 3217 八重樫 悟 ﾔｴｶﾞｼ ｻﾄﾙ 茨城県 守谷市 茨城マスターズ 4:01:45
66 3204 狩野 由紀夫 ｶﾘﾉ ﾕｷｵ 岩手県 奥州市 4:01:47
67 3184 鈴木 徹 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 東北大海洋生命 4:05:27
68 3223 鈴木 荘一郎 ｽｽﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 宮城県 仙台市 仙台住吉台走友会 4:05:39
69 3221 新出 和義 ｼﾝﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ 石川県 珠洲市 4:05:57
70 3096 三村 進 ﾐﾑﾗ ｽｽﾑ 東京都 小平市 新宿ＪＣ 4:06:19
71 3004 野尻 隆 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ 秋田県 横手市 秋田県走友会 4:06:35
72 3312 淺木 宏光 ｱｻｷ ﾋﾛﾐﾂ 宮城県 仙台市 4:06:55
73 3232 岩城 均 ｲﾜｷ ﾋﾄｼ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:07:25
74 3127 塩山 司 ｼｵﾔﾏ ﾂｶｻ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 4:07:54
75 3299 小西 誠 ｺﾆｼ ﾏｺﾄ 三重県 尾鷲市 4:08:21
76 3087 鈴木 栄 ｽｽﾞｷ ｻｶｴ 宮城県 仙台市 仙台住吉台走友会 4:08:34
77 3015 福田 久 ﾌｸﾀﾞ ﾋｻｼ 青森県 青森市 青森市浜館ＲＣ 4:08:52
78 3029 吉田 武弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 岩手県 一関市 花泉らんらん 4:09:53
79 3317 加藤 正敏 ｶﾄｳ ﾏｻﾄｼ 山梨県 甲府市 ゼロ５５ 4:10:05
80 3194 市村 正明 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻｱｷ 青森県 おいらせ町 はやて走ろう会 4:12:28
81 3153 前田 博之 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 青森県 青森市 4:13:27
82 3310 菅原 孝一 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 岩手県 一関市 一関楽走会 4:13:39
83 3094 木村 隆政 ｷﾑﾗ ﾀｶﾏｻ 秋田県 大館市 鳳鳴スキーＯＢ会 4:13:54
84 3226 赤坂 光広 ｱｶｻｶ ｺｳﾋﾛ 岩手県 紫波町 4:13:58
85 3119 渡邉 不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 岩手県 盛岡市 しゃべらん 4:15:31
86 3265 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 秋田県 横手市 4:16:32
87 3305 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 岩手県 盛岡市 黒石野町内会 4:17:15
88 3270 朝倉 克也 ｱｻｸﾗ ｶﾂﾔ 福島県 福島市 福島四季の里 4:17:47
89 3135 大伊 信幸 ｵｵｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 栗原市 南郷ランラン 4:18:05
90 3333 田中 雅之 ﾀﾅｶ ﾏｻﾕｷ 東京都 府中市 トライデアＡＳ 4:19:06
91 3287 清水 壽 ｼﾐｽﾞ ﾋｻｼ 東京都 東大和市 玉川上水ランナーズクラブ 4:20:38
92 3110 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 4:20:41
93 3239 菅野 賢治 ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 4:21:15
94 3203 吉田 欣一 ﾖｼﾀﾞ ｷﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:21:20
95 3269 丸山 雄吉 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷﾁ 岩手県 花巻市 花巻走友会 4:22:47
96 3131 佐々木 緑 ｻｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 岩手県 宮古市 4:23:11
97 3319 佐藤 壽 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 岩手県 一関市 4:23:30
98 3031 豊島 保雄 ﾄﾖｼﾏ ﾔｽｵ 千葉県 千葉市 市川市陸協 4:23:50
99 3137 吉田 強 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 北上市 アイシン東北 4:23:52
100 3295 永長 亥佐夫 ﾅｶﾞｵｻ ｲｻｵ 東京都 三鷹市 花王 4:24:11
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101 3152 菅野 勝 ｶﾝﾉ ﾏｻﾙ 岩手県 奥州市 4:24:42
102 3193 小林 誠一 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｲﾁ 山形県 寒河江市 4:24:42
103 3097 佐藤 勝雄 ｻﾄｳ ｶﾂｵ 栃木県 小山市 4:25:12
104 3199 川田 仁志 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 岩手県 北上市 4:25:54
105 3064 豊川 和夫 ﾄﾖｶﾜ ｶｽﾞｵ 宮城県 仙台市 4:25:58
106 3252 野舘 忠治 ﾉﾀﾞﾃ ﾀﾀﾞﾊﾙ 岩手県 盛岡市 株式会社エンデバー 4:26:14
107 3282 五十嵐 宏治 ｲｶﾞﾗｼ ｺｳｼﾞ 福島県 福島市 チームにゃんすけ 4:26:29
108 3296 安永 洋 ﾔｽﾅｶﾞ ﾋﾛｼ 埼玉県 さいたま市 アーバン春野 4:26:35
109 3220 佐藤 峯雄 ｻﾄｳ ﾐﾈｵ 福島県 本宮市 もとみやＲＣ 4:27:19
110 3107 高橋 一男 ﾀｶﾊｼ ｲﾁｵ 岩手県 奥州市 4:27:26
111 3173 佐伯 実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ 岩手県 一関市 カッチンファミリー 4:27:35
112 3324 細川 興一 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁ 青森県 十和田市 細川薬局 4:27:52
113 3236 槐 俊彦 ｴﾝｼﾞｭ ﾄｼﾋｺ 神奈川県 横浜市 4:28:13
114 3264 矢越 隆博 ﾔｺﾞｼ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 横浜市 4:28:26
115 3273 遠藤 秀美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾐ 岩手県 北上市 プロワーカー 4:28:26
116 3308 金井 出 ｶﾅｲ ｲｽﾞﾙ 神奈川県 南足柄市 金太郎ＲＣ 4:28:29
117 3104 近藤 啓一 ｺﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 神奈川県 横浜市 4:29:00
118 3275 庄子 英治 ｼｮｳｼﾞ ｴｲｼﾞ 宮城県 仙台市 4:30:20
119 3176 洞口 通 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 宮城県 七ヶ浜町 4:30:52
120 3285 尾形 敏弘 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾋﾛ 宮城県 東松島市 川前四番友の会 4:32:23
121 3032 小田嶋 政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ 岩手県 北上市 北上桜ペアー 4:33:15
122 3026 藤村 正男 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 岩手県 八幡平市 4:33:17
123 3151 今井 英夫 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 邑楽町 4:35:00
124 3224 菅原 弘明 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 岩手県 奥州市 岩手郵便局 4:35:19
125 3132 田口 智司 ﾀｸﾞﾁ ｻﾄｼ 埼玉県 白岡市 まりおくらぶ 4:35:36
126 3073 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ 茨城県 龍ｹ崎市 胆沢区出身 4:35:44
127 3158 林 信行 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 茨城県 牛久市 牛久走友会 4:35:48
128 3201 及川 正之 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 4:35:51
129 3170 永井 功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ 岩手県 大船渡市 大船渡碁石海岸ＲＣ 4:36:49
130 3196 芳門 重信 ﾖｼｶﾄﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 岩手県 八幡平市 八幡平市 4:36:57
131 3207 石川 英行 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 4:37:34
132 3099 菊池 登 ｷｸﾁ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 八幡平市 盛岡走友会 4:38:00
133 3148 大金 典夫 ｵｵｶﾞﾈ ﾐﾁｵ 栃木県 那珂川町 馬頭広重クラブ 4:38:26
134 3251 平澤 和則 ﾋﾗｻﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 岩手県 一関市 一関楽走会 4:39:15
135 3030 及川 憲貞 ｵｲｶﾜ ﾉﾘｻﾀﾞ 岩手県 滝沢市 4:40:04
136 3044 福山 泰夫 ﾌｸﾔﾏ ﾔｽｵ 埼玉県 加須市 たぬきＦＳ 4:40:59
137 3307 石川 桃三 ｲｼｶﾜ ﾄｳｿﾞｳ 福島県 いわき市 4:41:09
138 3311 千田 秀夫 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 小金井市 千田税理士事務所 4:41:26
139 3200 大河原 徹夫 ｵｵｶﾜﾗ ﾃﾂｵ 神奈川県 藤沢市 境川ＲＣ 4:42:27
140 3231 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 秋田県 秋田市 保健事業団ＲＣ 4:43:00
141 3047 小沢 健 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川県 相模原市 4:43:07
142 3111 渡邉 一生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 福島県 郡山市 常葉ランナーズ 4:43:19
143 3292 諏訪部 哲司 ｽﾜﾍﾞ ﾃﾂｼﾞ 宮城県 仙台市 4:43:38
144 3108 櫻井 仁悦 ｻｸﾗｲ ｼﾞﾝｴﾂ 宮城県 仙台市 4:44:08
145 3133 大西 正宏 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 大阪府 島本町 大和田小学校 4:44:39
146 3326 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 千葉県 松戸市 ＲＵＮ好房 4:46:27
147 3053 柴田 英信 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 秋田県 大館市 4:46:38
148 3024 花田 長藏 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ 岩手県 北上市 花長クラブ 4:47:11
149 3034 小野寺 実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:47:23
150 3141 柴田 秀一 ｼﾊﾞﾀ ｼｭｳｲﾁ 岩手県 一戸町 カシオペアＲＣ 4:47:41
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151 3147 館山 政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ 福島県 いわき市 走れ！ペンギン 4:48:01
152 3260 田中 吉孝 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 山形県 山形市 4:48:24
153 3049 西澤 裕司 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ 新潟県 新潟市 4:48:34
154 3279 岩渕 誠一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｲﾁ 宮城県 栗原市 4:49:06
155 3070 山本 俊雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｵ 岩手県 滝沢市 滝沢市民 4:49:18
156 3266 佐々木 康二 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 4:49:23
157 3091 亀井 涼一 ｶﾒｲ ﾘﾖｳｲﾁ 岩手県 奥州市 前沢いきスポ 4:50:00
158 3115 能代 博巳 ﾉｼﾛ ﾋﾛﾐ 青森県 むつ市 4:50:14
159 3056 及川 恒 ｵｲｶﾜ ｺｳ 岩手県 奥州市 4:50:36
160 3202 坂本 晋 ｻｶﾓﾄ ｽｽﾑ 岩手県 大船渡市 大船渡市ヨット協会 4:51:07
161 3101 佐藤 達夫 ｻﾄｳ ﾀﾂｵ 宮城県 仙台市 サテライト大和 4:51:34
162 3098 福田 米治 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾈﾊﾙ 神奈川県 横浜市 4:52:20
163 3306 鷹觜 徹 ﾀｶﾉﾊｼ ﾄｵﾙ 岩手県 盛岡市 4:52:59
164 3330 佐藤 憲二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 4:53:16
165 3179 佐々木 秀善 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾖｼ 宮城県 大崎市 フジタ走らん会！ 4:53:24
166 3065 芳賀 高昭 ﾊｶﾞ ﾀｶｱｷ 岩手県 北上市 ケー・アイ・ケー 4:54:36
167 3052 大橋 孝行 ｵｵﾊｼ ﾀｶﾕｷ 東京都 三鷹市 都立秋川高校マラソン同好会 4:55:02
168 3001 菅原 晃基 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｷ 岩手県 奥州市 4:55:10
169 3011 藤原 広志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 ヤックコーＲＣ 4:55:40
170 3166 阿部 俊和 ｱﾍﾞ ﾄｼｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 国保金ケ崎診療所 4:55:46
171 3234 杉田 直実 ｽｷﾞﾀ ﾅｵﾐ 東京都 国分寺市 関専１０Ｅ 4:55:51
172 3106 佐々木 春雄 ｻｻｷ ﾊﾙｵ 岩手県 岩手町 4:55:54
173 3051 荒川 勉 ｱﾗｶﾜ ﾂﾄﾑ 神奈川県 横浜市 4:55:57
174 3277 相澤 洋一 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ 宮城県 大崎市 Ｔｅａｍ通研 4:56:37
175 3083 池田 俊博 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ 長崎県 佐々町 ＳＲＦ．ＪＣ 4:57:26
176 3238 佐藤 潔 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 宮城県 仙台市 河北建設 4:57:39
177 3213 片倉 和夫 ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞｵ 千葉県 野田市 野田スワローズ 4:58:21
178 3323 谷口 寿憲 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾄｼﾉﾘ 大阪府 高槻市 4:59:12
179 3005 佐藤 宗博 ｻﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ 宮城県 松島町 松島歓走会 4:59:42
180 3025 佐々木 政実 ｻｻｷ ﾏｻﾐ 岩手県 滝沢市 スマイルラン 5:00:31
181 3008 佐藤 敏彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ 岩手県 盛岡市 5:00:39
182 3190 沢 雅明 ｻﾜ ﾏｻｱｷ 東京都 江東区 新日鉄住金エンジ 5:00:58
183 3280 米山 三好 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾖｼ 神奈川県 川崎市 5:01:21
184 3300 鈴木 政吉 ｽｽﾞｷ ﾏｻｷﾁ 宮城県 仙台市 5:03:34
185 3167 長岡 義弘 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾋﾛ 山形県 大江町 5:03:41
186 3145 橋本 俊憲 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 岩手県 一関市 イオンＡＤ 5:04:07
187 3261 神永 一男 ｶﾐﾅｶﾞ ｶｽﾞｵ 茨城県 北茨城市 北茨城マイペス 5:04:11
188 3162 鳥谷部 勲 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｲｻｵ 青森県 五戸町 5:04:33
189 3022 前田 一之 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岐阜県 多治見市 5:04:57
190 3061 菊池 範生 ｷｸﾁ ﾉﾘｵ 福島県 伊達市 ふれあいの郷だて 5:05:09
191 3140 佐藤 將 ｻﾄｳ ｼｮｳ 東京都 世田谷区 5:05:11
192 3206 河野 通明 ｺｳﾉ ﾐﾁｱｷ 東京都 三鷹市 5:07:35
193 3327 佐藤 文円 ｻﾄｳ ﾌﾐﾏﾙ 岩手県 盛岡市 5:08:44
194 3144 鹿子木 勝博 ｶﾅｺｷﾞ ｶﾂﾋﾛ 福島県 南相馬市 福島県相双農林 5:08:45
195 3068 山崎 武彦 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｹﾋｺ 宮城県 塩竈市 松島海岸診療所 5:09:43
196 3157 藤原 一男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ 宮城県 利府町 グランディーズ 5:10:19
197 3018 須田 紀夫 ｽﾀﾞ ﾉﾘｵ 秋田県 秋田市 5:10:23
198 3028 日暮 薫 ﾋｸﾞﾚ ｶｵﾙ 岩手県 盛岡市 5:12:22
199 3128 高橋 健次郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 岩手県 奥州市 けんや＆ゆきえ 5:12:34
200 3174 藤原 稔 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐﾉﾙ 千葉県 市川市 5:13:01
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201 3291 安彦 敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ 岩手県 一関市 紫波楽走会 5:13:06
202 3165 石川 光也 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ 岩手県 盛岡市 エルタス 5:14:41
203 3120 本島 道夫 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾐﾁｵ 栃木県 足利市 アンタレス 5:14:46
204 3228 田邉 昇 ﾀﾅﾍﾞ ﾉﾎﾞﾙ 大阪府 大阪市 5:16:18
205 3078 高橋 量平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 5:17:04
206 3035 遠藤 敏夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 岩手県 盛岡市 5:17:26
207 3172 星 正 ﾎｼ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 七ヶ浜町 アクアリーナＲＣ 5:18:10
208 3114 田中 渉 ﾀﾅｶ ﾜﾀﾙ 千葉県 四街道市 四街道Ｒ＆Ｗ 5:18:46
209 3169 及川 睦夫 ｵｲｶﾜ ﾑﾂｲ 岩手県 奥州市 5:21:15
210 3016 小島 潤 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 横浜市 ゼオン鉄人会 5:21:16
211 3329 櫻田 祐司 ｻｸﾗﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県 仙台市 5:21:59
212 3328 蓮見 謙司 ﾊｽﾐ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 さいたま市 日医ジョガーズ 5:23:08
213 3281 塚田 英一 ﾂｶﾀﾞ ｴｲｲﾁ 宮城県 仙台市 5:24:02
214 3136 小山内 崇峰 ｵｻﾅｲ ﾀｶｵ 千葉県 松戸市 小山内氏 5:24:33
215 3014 金子 修一 ｶﾈｺ ｼｭｳｲﾁ 岩手県 北上市 5:24:45
216 3209 佐藤 伸征 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県 北上市 5:24:46
217 3002 後藤 隆 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 米里駅伝クラブ 5:25:04
218 3112 伊藤 徳雄 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ 岩手県 奥州市 大井電気ＲＣやまびこ会 5:26:22
219 3237 槙枝 毅 ﾏｷｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 東京都 葛飾区 5:26:58
220 3245 梅崎 宝 ｳﾒｻﾞｷ ﾀｶﾗ 東京都 杉並区 5:27:00
221 3007 高辻 正行 ﾀｶﾂｼﾞ ﾏｻﾕｷ 宮城県 多賀城市 5:27:18
222 3146 吉田 吉明 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 5:27:45
223 3271 古積 信之 ｺﾂﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 5:28:41
224 3191 阿部 隆一 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 一関市 5:29:04
225 3045 立花 正 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 岩手町 5:29:29
226 3290 中村 和之 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾕｷ 秋田県 秋田市 フィデアカード 5:32:32
227 3077 米沢 茂行 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 5:33:04
228 3050 宮林 克行 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 東京都 千代田区 ＴＥＲ 5:33:34
229 3130 鈴木 温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 岩手県 奥州市 三栄電機 5:33:40
230 3214 鈴木 敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 岩手県 矢巾町 東北電力ＩＨＭＣ 5:34:23
231 3116 岡崎 幸治 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 岩手県庁走友ＯＢ会 5:34:54
232 3036 百塚 為靖 ﾋｬｸﾂﾞｶ ﾀﾒﾔｽ 東京都 町田市 5:36:06
233 3142 立花 勉 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾂﾄﾑ 岩手県 遠野市 5:36:13
234 3055 斎田 輝政 ｻｲﾀﾞ ﾃﾙﾏｻ 愛知県 常滑市 5:36:43
235 3302 安保 広士 ｱﾝﾎﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 盛岡市 5:37:12
236 3048 中西 延幸 ﾅｶﾆｼ ﾉﾌﾞﾕｷ 三重県 大台町 5:38:20
237 3268 小綿 利憲 ｺﾜﾀ ﾄｼﾉﾘ 岩手県 滝沢市 5:39:30
238 3113 小松原 公一 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾐｶｽﾞ 東京都 練馬区 ラッシャーズＯＢ 5:40:06
239 3105 金子 正典 ｶﾈｺ ﾏｻﾉﾘ 神奈川県 横浜市 フル百回楽走会 5:41:10
240 3247 仁平 克義 ﾆﾍｲ ｶﾂﾖｼ 宮城県 仙台市 明走会 5:42:24
241 3080 高橋 秀一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ 山形県 高畠町 ひろすけ会 5:44:00
242 3154 西野 豊 ﾆｼﾉ ﾕﾀｶ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 5:44:46
243 3156 土岐 政彰 ﾄｷ ﾏｻｱｷ 岩手県 一関市 世嬉の一酒造 5:45:56
244 3060 渡邊 誠 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｺﾄ 岩手県 奥州市 5:46:54
245 3003 紺野 敏郎 ｺﾝﾉ ﾄｼﾛｳ 岩手県 奥州市 5:48:00
246 3121 瀬谷 正男 ｾﾔ ﾏｻｵ 茨城県 ひたちなか市 フル百回楽走会 5:48:20
247 3075 丸山 隆 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｼ 栃木県 宇都宮市 5:49:31
248 3175 十文字 忠雄 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾀﾀﾞｵ 岩手県 盛岡市 5:50:32
249 3027 伊藤 喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ 宮城県 気仙沼市 5:51:08
250 3168 土屋 鑑三 ﾂﾁﾔ ｶﾝｿﾞｳ 岐阜県 瑞浪市 土屋歯科ＲＣ 5:52:05

平成30年5月20日



2018/05/20 16:38:01 6 / 6 ページ Official Timer & Result By ISTS

251 3019 佐藤 勝美 ｻﾄｳ ｶﾂﾐ 秋田県 秋田市 5:52:14
252 3079 飯島 二郎 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞﾛｳ 岩手県 盛岡市 チーム沼宮内 5:52:51
253 3313 浜口 謙介 ﾊﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 宮城県 仙台市 5:54:11
254 3331 三浦 彦輝 ﾐｳﾗ ﾋｺﾃﾙ 岩手県 八幡平市 5:54:17
255 3088 九嶋 忠則 ｸｼﾏ ﾀﾀﾞﾉﾘ 宮城県 仙台市 5:54:46
256 3298 森 敏夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 岩手県 盛岡市 自営業 5:56:25
257 3230 吉田 陵司 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾖｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 5:57:37
258 3233 櫻井 巖 ｻｸﾗｲ ｲﾜｵ 山形県 山形市 チームテルサ 5:58:14
259 3325 高橋 盛夫 ﾀｶﾊｼ ﾓﾘｵ 千葉県 千葉市 5:59:50
260 3012 佐藤 悟 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 岩手県 奥州市 6:03:01
261 3272 星 庄次 ﾎｼ ｼｮｳｼﾞ 宮城県 美里町 協業組合美里 6:03:21
262 3249 後藤 正 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 奥州市 6:05:25
263 3262 川口 徹男 ｶﾜｸﾞﾁ ﾃﾂｵ 秋田県 男鹿市 こもれび 6:05:45
264 3288 草野 成夫 ｸｻﾉ ﾅﾘｵ 福岡県 筑紫野市 6:07:27
265 3316 藤井 俊秀 ﾌｼﾞｲ ﾄｼﾋﾃﾞ 兵庫県 神戸市 シモヤマテ 6:09:33
266 3058 木村 重雄 ｷﾑﾗ ｼｹﾞｵ 茨城県 常陸大宮市 6:11:31
267 3188 菊地 辰吉 ｷｸﾁ ﾀﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 6:11:36
268 3037 吉田 弘人 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岩手県 奥州市 6:13:10
269 3218 渡部 憲治 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 岩手県 北上市 6:14:20
270 3187 清野 正俊 ｾｲﾉ ﾏｻﾄｼ 山形県 寒河江市 6:14:59
271 3123 野宮 英二 ﾉﾐﾔ ｴｲｼﾞ 青森県 板柳町 板柳ランニングクラブ 6:16:48
272 3293 岩井 敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ 宮城県 利府町 ＳＺＰ ＳＰＯＲＴＳ 6:18:17
273 3205 大川 宏喜 ｵｵｶﾜ ﾋﾛｷ 山形県 鶴岡市 クラブ二輪倶 6:18:44
274 3125 岩片 進 ｲﾜｶﾀ ｽｽﾑ 神奈川県 横浜市 茶々丸クラブ 6:18:54
275 3057 千田 健 ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 シャア専用 6:19:15
276 3040 宮武 壽 ﾐﾔﾀｹ ﾋｻｼ 北海道 函館市 函館走ろう会 6:25:36
277 3017 豊嶋 辰喜 ﾄﾖｼﾏ ﾀﾂﾉﾌﾞ 宮城県 仙台市 6:25:44
278 3216 及川 孝彦 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾋｺ 岩手県 奥州市 6:28:44
279 3102 半田 郁夫 ﾊﾝﾀﾞ ｲｸｵ 宮城県 白石市 6:29:37
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