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1 1721 長澤 晃也 ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾔ 岩手県 盛岡市 チームＲＩＫＵ 2:34:05
2 1118 山本 康剛 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 神奈川県 平塚市 平塚市陸上競技協会 2:35:00
3 1541 山中 裕司 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 春日部市 ＲＣへっぽこ 2:36:28
4 1629 山下 智弘 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ 京都府 京都市 2:38:00
5 1092 森友 徹 ﾓﾘﾄﾓ ﾄｵﾙ 山口県 下関市 三菱重工下関 2:41:49
6 1424 杉山 佑介 ｽｷﾞﾔﾏ ﾕｳｽｹ 愛知県 大府市 豊田自動織機 2:47:07
7 1162 尾崎 紀幸 ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 秋田県 鹿角市 大館北秋陸協 2:47:32
8 1188 吉村 賢一 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 2:48:11
9 1427 伊藤 淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 岩手県 大船渡市 ドリームアシストクラブ 2:48:52
10 1056 今井 竜 ｲﾏｲ ﾘｭｳ 宮城県 仙台市 吉成走友会 2:49:34
11 1180 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ 山形県 大石田町 サクセス工業 2:50:16
12 1116 本間 洋行 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 山形県 尾花沢市 霞城ＥＲＣ 2:50:50
13 1232 菊谷 賢 ｷｸﾔ ﾏｻﾙ 青森県 青森市 2:51:35
14 1187 村田 雅宏 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 奥州市 ＴＥＡＭアテルイ 2:51:42
15 1067 三浦 尚克 ﾐｳﾗ ﾅｵｶﾂ 福島県 相馬市 フローラＲＣ 2:52:10
16 1047 小島 泉 ｺｼﾞﾏ ｲｽﾞﾐ 栃木県 小山市 2:52:26
17 1450 大村 展弘 ｵｵﾑﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 文京区 礫川小学校ＲＣ 2:52:37
18 1485 紫 英人 ﾑﾗｻｷ ﾋﾃﾞﾄ 福井県 鯖江市 ともだち診療所 2:53:17
19 1036 水野 司 ﾐｽﾞﾉ ﾂｶｻ 福島県 須賀川市 ろくにぃ～ず。 2:53:54
20 1023 作山 裕亮 ｻｸﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 宮城県 仙台市 南仙台走友会 2:54:25
21 1300 金沢 潔 ｶﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ 秋田県 秋田市 2:54:26
22 1466 千葉 義弘 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:54:42
23 1389 唐津 雅則 ｶﾗﾂ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 盛岡市 スローペース 2:54:45
24 1168 飯田 恵夢 ｲｲﾀﾞ ﾒｸﾞﾑ 東京都 板橋区 東京弾き語り人 2:55:59
25 1588 高田 俊昭 ﾀｶﾀﾞ ﾄｼｱｷ 大阪府 河内長野市 スタッシュサポート 2:56:03
26 1599 太田 潤 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝ 福島県 いわき市 小名浜製錬 2:56:25
27 1173 関 叙秋 ｾｷ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 桶川市 湘南ＲＣ 2:56:29
28 1635 村地 哲徳 ﾑﾗﾁ ﾃﾂﾉﾘ 茨城県 つくばみらい市 2:56:46
29 1474 若山 謙一 ﾜｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 さいたま市 泣かなくていいのかな２５００ 2:56:57
30 1359 草間 大輔 ｸｻﾏ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県 潟上市 2:57:05
31 1486 桝本 和大 ﾏｽﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 盛岡市 ＣＩＡ 2:57:29
32 1121 小山内 健一 ｵｻﾅｲ ｹﾝｲﾁ 青森県 弘前市 2:57:40
33 1246 佐藤 一真 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾏ 秋田県 横手市 横手火脚隊 2:57:46
34 1113 佐藤 圭 ｻﾄｳ ｹｲ 群馬県 館林市 上州ＡＣ 2:57:59
35 1511 田村 直樹 ﾀﾑﾗ ﾅｵｷ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:58:36
36 1155 丹野 竜也 ﾀﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城県 名取市 七郷クリニック 2:58:38
37 1132 横濱 拓 ﾖｺﾊﾏ ﾋﾛｼ 青森県 五所川原市 浪Ｇ練習会 2:58:55
38 1682 野口 宏典 ﾉｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾘ 茨城県 つくば市 ｅＡ茨城 2:59:00
39 1088 工藤 宏征 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 富谷市 宮城陸協 2:59:19
40 1585 佐藤 雅敬 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:59:34
41 1462 佐々木 てる ｻｻｷ ﾃﾙ 青森県 青森市 青森公立大学 2:59:38
42 1515 小野寺 実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 3:03:17
43 1675 大石 広裕 ｵｵｲｼ ｺｵﾕｳ 岩手県 奥州市 3:03:35
44 1083 植田 誠 ｳｴﾀﾞ ﾏｺﾄ 長崎県 諫早市 3:04:18
45 1480 津田 茂 ﾂﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 福島県 郡山市 3:04:22
46 1141 早川 薫 ﾊﾔｶﾜ ｶｵﾙ 青森県 八戸市 3:06:29
47 1309 武本 博 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｼ 岩手県 釜石市 3:06:51
48 1692 宮田 浩明 ﾐﾔﾀ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 横浜市 3:07:17
49 1167 宮守 基光 ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ 岩手県 大船渡市 大船渡陸上倶楽部 3:07:56
50 1378 伊藤 慶明 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 秋田県 秋田市 3:08:09
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51 1617 河田 庸平 ｶﾜﾀ ﾖｳﾍｲ 京都府 向日市 京都城南診療所 3:09:06
52 1087 今松 知明 ｲﾏﾏﾂ ﾄﾓｱｷ 埼玉県 狭山市 3:09:13
53 1703 松本 日守 ﾏﾂﾓﾄ ﾏﾓﾙ 宮城県 七ヶ浜町 ＪＥＭＳ仙台 3:09:23
54 1123 石川 大五郎 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞﾛｳ 東京都 杉並区 3:09:40
55 1500 菊池 友和 ｷｸﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県 北上市 森山クラブ 3:11:00
56 1636 中村 貴之 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 新潟県 新潟市 3:11:17
57 1322 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 佐々木建材 3:11:35
58 1291 安倍 義博 ｱﾝﾊﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 3:11:44
59 1140 牧野 能士 ﾏｷﾉ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 ケーラボ 3:11:47
60 1215 竹中 広喜 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ 宮城県 仙台市 土地家屋調査士ＲＣ 3:12:13
61 1144 久家 千明 ｸｹﾞ ﾁｱｷ 福島県 会津美里町 3:12:17
62 1387 多田 興真 ﾀﾀﾞ ｵｷﾏｻ 東京都 世田谷区 東京陸協 3:12:29
63 1366 上山 誠 ｶﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ 岩手県 軽米町 軽米町陸協 3:12:47
64 1360 齋藤 浩平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 岩手県 滝沢市 3:12:51
65 1072 阿部 賢一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 山形県 三川町 ＲＣ三川激走隊。 3:13:22
66 1471 柳下 達也 ﾔﾅｼﾀ ﾀﾂﾔ 宮城県 富谷市 3:13:39
67 1468 加藤 孝一 ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ 神奈川県 秦野市 秦野運動公園ＡＣ 3:13:45
68 1209 若生 雅之 ﾜｺｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県 仙台市 長町倶楽部 3:13:49
69 1326 齋藤 省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 宮城県 仙台市 たんぽぽＲＣ 3:13:55
70 1444 高橋 香次 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 神奈川県 平塚市 3:14:04
71 1112 藤原 史門 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾌﾐｶﾄﾞ 青森県 十和田市 藤原内科 3:14:33
72 1028 丸岡 晃 ﾏﾙｵｶ ｱｷﾗ 青森県 三沢市 野辺地ＲＣ 3:14:34
73 1117 杉 聖基 ｽｷﾞ ｾｲｷ 岩手県 盛岡市 トヨタ自動車東日本（株） 3:14:55
74 1459 浅沼 竜平 ｱｻﾇﾏ ﾘｭｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 3:15:57
75 1129 伊藤 亘 ｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 東京都 豊島区 3:18:07
76 1163 渡部 一志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｼ 秋田県 秋田市 3:18:17
77 1562 木下 巧 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾐ 大分県 中津市 3:18:22
78 1492 角田 実広 ﾂﾉﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ 大阪府 大阪市 3:18:42
79 1439 菅野 博章 ｶﾝﾉ ﾋﾛｱｷ 宮城県 仙台市 3:18:56
80 1356 米谷 康 ﾖﾈﾔ ｺｳ 宮城県 仙台市 3:18:58
81 1315 豊宮 一哲 ﾄﾖﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 東松島市 門脇ＳＳＳ 3:19:37
82 1568 相原 良次 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 宮城県 仙台市 仙台交通 3:19:49
83 1105 坂本 晃浩 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 東京都 三鷹市 3:20:25
84 1460 藤森 完一 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾝｲﾁ 宮城県 富谷市 フォレスト内科クリニック 3:20:28
85 1250 千田 栄幸 ﾁﾀﾞ ｴｲｺｳ 岩手県 奥州市 きらめき奥州ＲＣ 3:20:52
86 1647 富永 昌 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻｼ 福島県 福島市 3:21:15
87 1513 加藤 兵一郎 ｶﾄｳ ﾋｮｳｲﾁﾛｳ 宮城県 富谷市 加藤ゼミナール 3:21:25
88 1103 戸田 崇宗 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 山形県 米沢市 Ｔｅａｍ春 3:21:25
89 1722 松本 広毅 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 岩手県 盛岡市 岩手県学校生協 3:21:34
90 1522 齊藤 力矢 ｻｲﾄｳ ﾘｷﾔ 岩手県 盛岡市 3:21:47
91 1018 廣野 繁 ﾋﾛﾉ ｼｹﾞﾙ 宮城県 大和町 Ａｌｐｓ ＲＣ 3:22:18
92 1642 竹中 佳紀 ﾀｹﾅｶ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 大和町 チーム９０５ 3:22:24
93 1720 尾形 健 ｵｶﾞﾀ ﾀｹｼ 福島県 白河市 3:22:24
94 1269 千葉 龍 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳ 宮城県 仙台市 3:22:40
95 1581 吉田 晃一 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 岩手県陸協 3:23:16
96 1253 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県 大仙市 ＴＥＡＭ土手ラン 3:23:42
97 1377 上原 浩二 ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 奈良県 奈良市 奈良陸協 3:23:54
98 1381 九内 崇弘 ｸﾅｲ ﾀｶﾋﾛ 東京都 墨田区 ロケバス隊 3:24:00
99 1374 鈴木 慎 ｽｽﾞｷ ｼﾝ 岩手県 奥州市 ヨコミチＲＣ 3:24:22
100 1624 高橋 淳一郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 奈良県 奈良市 大阪府庁 3:24:41
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101 1030 及川 哲 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ 神奈川県 相模原市 ＣＲ２東日本 3:24:49
102 1297 菅野 卓思 ｶﾝﾉ ﾀｶｼ 岩手県 北上市 だんまや水産北上店 3:25:03
103 1055 元木 康人 ﾓﾄｷ ﾔｽﾄ 広島県 福山市 3:25:28
104 1032 土井 隆行 ﾄﾞｲ ﾀｶﾕｷ 東京都 北区 東京エレクトロン 3:25:37
105 1051 大滝 保 ｵｵﾀｷ ﾀﾓﾂ 山形県 鶴岡市 3:26:04
106 1213 鈴木 新司 ｽｽﾞｷ ｼﾝｼﾞ 東京都 葛飾区 絆わがやバニー 3:26:05
107 1226 津田 伸一 ﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 岩手陸協 3:26:06
108 1169 猪熊 正美 ｲﾉｸﾏ ﾏｻﾐ 神奈川県 厚木市 3:26:12
109 1430 小岩 健作 ｺｲﾜ ｹﾝｻｸ 岩手県 一関市 3:26:37
110 1017 長池 宏史 ﾅｶﾞｲｹﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 3:26:59
111 1210 大貫 敬嘉 ｵｵﾇｷ ﾀｶﾖｼ 秋田県 由利本荘市 あ！シロート秋田 3:27:15
112 1420 鈴木 卓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 秋田県 秋田市 秋田サブ４会 3:27:25
113 1577 浅野 和久 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県 塩竈市 3:27:33
114 1254 山崎 裕一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮城県 仙台市 蕃山ランナーズ 3:27:35
115 1186 佐藤 恭 ｻﾄｳ ｷｮｳ 岩手県 花巻市 3:27:36
116 1156 青木 光宏 ｱｵｷ ﾐﾂﾋﾛ 岩手県 奥州市 ＪＡ岩手ふるさとＲＣ 3:27:42
117 1034 中井 太郎 ﾅｶｲ ﾀﾛｳ 愛知県 名古屋市 名古屋大学 3:28:12
118 1574 津村 国義 ﾂﾑﾗ ｸﾆﾖｼ 滋賀県 湖南市 チームサンタ 3:28:16
119 1198 菅原 寿洋 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ 宮城県 仙台市 たんぽぽｒｃ 3:28:21
120 1179 久保 剛 ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 クラブＲ２東北 3:28:45
121 1461 川崎 史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 青森県 八戸市 3:28:48
122 1662 品川 竜生 ｼﾅｶﾞﾜ ﾀﾂｵ 大阪府 箕面市 チームＯＳＧ 3:28:49
123 1447 高橋 正敏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 青森県 三沢市 3:28:56
124 1715 河越 雅弘 ｶﾜｺﾞｴ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市 3:28:57
125 1303 多田 誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 3:28:59
126 1411 小野 達也 ｵﾉ ﾀﾂﾔ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:29:02
127 1417 磯野 茂 ｲｿﾉ ｼｹﾞﾙ 埼玉県 川口市 ＳＯＮ埼玉川口 3:29:08
128 1533 菅原 憲哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔ 岩手県 金ｹ崎町 県南広域振興局 3:29:49
129 1159 齊藤 真一郎 ｻｲﾄｳ ｼﾝｲﾁﾛｳ 秋田県 秋田市 3:30:09
130 1171 中田 大介 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ 青森県 青森市 ｎｍｇ 3:30:12
131 1044 石川 寿則 ｲｼｶﾜ ﾄｼﾉﾘ 宮城県 利府町 3:30:14
132 1115 村中 利成 ﾑﾗﾅｶ ﾄｼﾅﾘ 宮城県 仙台市 3:30:26
133 1308 門林 弘樹 ﾓﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 大阪府 河内長野市 ＲｕｎＺＡＰ 3:30:27
134 1265 高橋 利彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ 岩手県 北上市 3:30:37
135 1578 伊藤 慎二 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 岩手県 八幡平市 3:30:59
136 1120 高島 恵輔 ﾀｶｼﾏ ｹｲｽｹ 岩手県 盛岡市 玉山走友会 3:31:21
137 1004 大和 吉郎 ﾔﾏﾄ ﾖｼﾛｳ 岩手県 一関市 県立磐井病院 3:31:36
138 1403 井上 雄一 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 山形県 天童市 東海林建設 3:32:03
139 1680 瀧川 哲也 ﾀｷｶﾜ ﾃﾂﾔ 岩手県 北上市 3:32:08
140 1560 上園 一知 ｳｴｿﾞﾉ ｶｽﾞﾄﾓ 千葉県 流山市 3:32:11
141 1694 太田 邦明 ｵｵﾀ ｸﾆｱｷ 福島県 福島市 3:32:16
142 1178 宮城 一幸 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 大崎市 3:32:23
143 1490 青木 宗寛 ｱｵｷ ﾑﾈﾋﾛ 東京都 大田区 Ｔ－ＳＥＲＶ 3:33:33
144 1681 石山 幸二 ｲｼﾔﾏ ｺｳｼﾞ 新潟県 新潟市 3:33:39
145 1456 佐々木 則夫 ｻｻｷ ﾉﾘｵ 秋田県 由利本荘市 3:33:48
146 1099 西藤 直哉 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ 兵庫県 神戸市 チーム肉 3:34:06
147 1020 讃岐 秀人 ｻﾇｷ ﾋﾃﾞﾄ 宮城県 仙台市 ＮＤＡ＃３５ 3:34:14
148 1093 半澤 秀一 ﾊﾝｻﾞﾜ ｼｭｳｲﾁ 東京都 調布市 3:35:09
149 1371 谷 征章 ﾀﾆ ﾏｻｱｷ 福岡県 福岡市 3:35:38
150 1648 久慈 匡 ｸｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 仙台市 東日本セキスイ商事 3:36:06
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151 1631 小林 昌典 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 福島県 郡山市 まるコクラブ 3:36:21
152 1003 鈴木 裕二 ｽｽﾞｷ ﾕｳｼﾞ 岩手県 一関市 センジュＲＣ 3:36:26
153 1614 野田 敬弘 ﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 盛岡市 肉体べんじょ派 3:36:45
154 1566 大葉 純也 ｵｵﾊﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 山形県 山形市 3:36:47
155 1262 大滝 学 ｵｵﾀｷ ﾏﾅﾌﾞ 茨城県 水戸市 ＲＵＮＳ 3:37:01
156 1224 山下 浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 3:37:04
157 1228 佐藤 敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 宮城県 仙台市 3:37:04
158 1613 佐藤 和也 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾔ 福島県 湯川村 3:37:07
159 1402 只野 則彦 ﾀﾀﾞﾉ ﾉﾘﾋｺ 福島県 相馬市 福島県薬剤師会 3:37:34
160 1489 横山 健吾 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 岩手県 北上市 3:37:47
161 1446 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 秋田県 にかほ市 3:37:49
162 1698 小鹿野 正人 ｵｶﾞﾉ ﾏｻﾄ 埼玉県 日高市 3:38:00
163 1380 昆野 哲志 ｺﾝﾉ ﾉﾘﾕｷ 岩手県 盛岡市 3:38:18
164 1296 田中 賢二 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ 福島県 二本松市 3:38:26
165 1151 斎藤 喜弘 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 青森県 青森市 浪岡クラブ 3:38:47
166 1320 梅津 宏 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 宮城県 東松島市 3:39:51
167 1191 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 青森県 青森市 3:39:57
168 1610 守光 博史 ﾓﾘﾐﾂ ﾋﾛｼ 愛知県 一宮市 萩原萬葉 3:39:57
169 1045 成田 泉 ﾅﾘﾀ ｲｽﾞﾐ 青森県 藤崎町 弘前公園ＲＣ 3:41:11
170 1550 小川 丈晴 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾊﾙ 岩手県 奥州市 アテルイ 3:41:24
171 1449 辻 修一 ﾂｼﾞ ｼｭｳｲﾁ 栃木県 足利市 パトラン栃木 3:41:30
172 1487 佐藤 正行 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県 富谷市 3:41:33
173 1482 佐藤 顕一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 山形県 酒田市 アライドマテリアル 3:41:42
174 1286 玉手 義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ 岩手県 奥州市 3:41:51
175 1604 高橋 圭祐 ﾀｶﾊｼ ｹｲｽｹ 岩手県 盛岡市 岩手日報ＲＣ 3:41:59
176 1058 羽根川 航 ﾊﾈｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 青森県 弘前市 アセットクルー 3:42:00
177 1695 長谷川 竜介 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ 神奈川県 大和市 3:42:21
178 1172 水戸 信幸 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 白石市 3:42:32
179 1584 伊藤 貴之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 秋田県 大館市 二井田走友会 3:42:34
180 1237 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 岩手県 一関市 関東化成工業（株）岩手工場 3:43:21
181 1453 新井 晃 ｱﾗｲ ｱｷﾗ 東京都 板橋区 3:43:31
182 1351 河合 貴之 ｶﾜｲ ﾀｶﾕｷ 岩手県 北上市 3:43:41
183 1192 末松 克輝 ｽｴﾏﾂ ｶﾂｷ 千葉県 船橋市 古河電工駅伝部 3:43:54
184 1248 中下 太 ﾅｶｼﾀ ﾌﾄｼ 鹿児島県 鹿児島市 3:43:58
185 1016 入倉 康裕 ｲﾘｸﾗ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 相模原市 3:44:05
186 1526 坂本 岳雄 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｵ 岩手県 盛岡市 （株）石井組 3:44:16
187 1519 阿部 寛之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 3:44:31
188 1183 黒田 良平 ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 宮城県 仙台市 仙台走爽会 3:44:32
189 1154 菅原 誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 3:45:30
190 1395 石澤 正樹 ｲｼｻﾞﾜ ﾏｻｷ 秋田県 湯沢市 3:45:40
191 1396 高谷 貴公 ﾀｶﾔ ﾀｶﾄﾓ 宮城県 仙台市 3:45:51
192 1203 中野渡 大三 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ﾀﾞｲｿﾞｳ 東京都 町田市 3:46:04
193 1517 三上 昇勝 ﾐｶﾐ ﾉﾘｶﾂ 岩手県 岩泉町 3:46:23
194 1723 岩城 大士 ｲﾜｷ ﾋﾛｼ 大阪府 門真市 3:46:29
195 1464 八重樫 正臣 ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻｵﾐ 岩手県 北上市 3:47:29
196 1260 菅原 茂幸 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 北上市 第一開明 3:47:35
197 1362 野田 寛大 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾄﾓ 岩手県 盛岡市 3:48:01
198 1089 佐藤 信哉 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 東京都 中野区 3:48:06
199 1596 馬場 裕之 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 ＲＣ成沢 3:48:08
200 1316 佐々木 正規 ｻｻｷ ﾏｻｷ 岩手県 北上市 熊ちゃんズＺ 3:48:20
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201 1422 山瀬 善明 ﾔﾏｾ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 3:48:22
202 1693 早坂 孝治 ﾊﾔｻｶ ﾀｶﾊﾙ 東京都 江戸川区 3:48:47
203 1014 瀧澤 誠 ﾀｷｻﾜ ﾏｺﾄ 岩手県 一戸町 3:48:57
204 1107 川原田 正典 ｶﾜﾗﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ 青森県 田舎館村 弘前公園ＲＣ 3:49:03
205 1696 安田 純 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 神奈川県 川崎市 ホノルル会 3:49:16
206 1176 菊地 伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 塩竈市 塩釜ＦＭＣ 3:49:28
207 1685 丸山 浩平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 東京都 日野市 3:49:32
208 1628 穐元 義則 ｱｷﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ 青森県 八戸市 3:49:35
209 1001 及川 光一 ｵｲｶﾜ ｺｳｲﾁ 岩手県 一関市 千住電子工業 3:49:54
210 1174 菅野 光博 ｶﾝﾉ ﾐﾂﾋﾛ 岩手県 奥州市 3:50:07
211 1713 小宮山 正規 ｺﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 神奈川県 平塚市 千里ランラン 3:50:19
212 1027 田口 琢也 ﾀｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 東京都 東村山市 3:50:19
213 1678 多田 雅美 ﾀﾀﾞ ﾏｻﾐ 岩手県 盛岡市 3:50:36
214 1166 及川 寛人 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ 岩手県 花巻市 3:50:52
215 1575 五十嵐 栄一 ｲｶﾞﾗｼ ｴｲｲﾁ 福島県 矢吹町 矢吹町社協 3:51:19
216 1261 伊東 範光 ｲﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 秋田県 北秋田市 3:51:25
217 1652 伊藤 宏良 ｲﾄｳ ﾋﾛﾖｼ 秋田県 仙北市 角館笑走会 3:51:27
218 1602 浅井 正義 ｱｻｲ ﾏｻﾖｼ 青森県 青森市 えんみゅう 3:51:45
219 1529 渡辺 健志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 3:51:47
220 1335 阿部 知博 ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 宮城県 松島町 森のクマさん 3:52:22
221 1236 佐藤 永純 ｻﾄｳ ﾋｻﾖｼ 岩手県 奥州市 羽田走友会 3:52:33
222 1637 山崎 務 ﾔﾏｻﾞｷ ﾂﾄﾑ 宮城県 仙台市 3:52:41
223 1664 田鎖 智也 ﾀｸｻﾘ ﾄﾓﾔ 岩手県 北上市 3:53:00
224 1412 石澤 充徳 ｲｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾉﾘ 岩手県 奥州市 3:53:08
225 1428 齋藤 たくみ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 秋田県 大館市 大館北秋田陸協 3:53:27
226 1096 本舘 良信 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾖｼﾉﾌﾞ 岩手県 花巻市 3:53:33
227 1069 福土 裕一 ﾌｸﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 宮城県 大崎市 デカウサギ 3:54:03
228 1278 佐藤 寛則 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 岩手県 花巻市 3:54:25
229 1400 藤沢 節 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 3:54:59
230 1142 及川 史人 ｵｲｶﾜ ﾌﾐﾄ 岩手県 花巻市 ３Ｎリレーション 3:55:33
231 1057 柴田 晶広 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 岩手県 宮古市 3:55:53
232 1687 山崎 憲 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝ 秋田県 大仙市 3:56:14
233 1587 尾池 知信 ｵｲｹ ﾄﾓﾉﾌﾞ 宮城県 仙台市 センコー 3:56:15
234 1435 吉田 光男 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｵ 東京都 大田区 3:56:17
235 1185 佐々木 修 ｻｻｷ ｵｻﾑ 岩手県 大船渡市 3:56:35
236 1329 佐藤 紀世彦 ｻﾄｳ ｷﾖﾋｺ 岩手県 盛岡市 チームテヅ 3:56:39
237 1706 松浦 武 ﾏﾂｳﾗ ﾀｹｼ 東京都 練馬区 3:56:53
238 1294 佐藤 力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 岩手県 一関市 南光ＪＣ 3:56:58
239 1035 柚原 幸治 ﾕﾊﾗ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 3:57:01
240 1152 合田 啓一郎 ｺﾞｳﾀﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ 東京都 豊島区 3:57:02
241 1539 阿部 哲弥 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 宮城県 涌谷町 涌谷クラブ 3:57:03
242 1293 森本 純 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 宮城県 富谷市 3:57:30
243 1540 坂井 良治 ｻｶｲ ﾘｮｳｼﾞ 埼玉県 志木市 3:57:32
244 1082 木村 義克 ｷﾑﾗ ﾖｼｶﾂ 東京都 世田谷区 3:57:37
245 1667 菊地 雅文 ｷｸﾁ ﾏｻﾌﾐ 福島県 いわき市 3:57:38
246 1673 茂木 智宏 ﾓﾃｷﾞ ﾄﾓﾋﾛ 千葉県 佐倉市 3:57:58
247 1593 高橋 康雄 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ 宮城県 加美町 チームＫＹ 3:57:59
248 1043 北田 孝幸 ｷﾀﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 宮城県 仙台市 吉成走友会 3:58:26
249 1653 足立 一之 ｱﾀﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 東京都 西東京市 3:58:33
250 1298 大関 洋 ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛｼ 福島県 会津若松市 ホシザキ 3:58:43
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251 1165 佐々木 龍 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 奥州市 トヨタ東日本 3:58:54
252 1457 土橋 賢一 ﾄﾞﾊﾞｼ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 川崎市 金吾堂製菓 3:58:58
253 1689 高橋 清人 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾄ 岩手県 盛岡市 3:59:02
254 1161 佐藤 陽彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 仙台市 3:59:07
255 1438 熊谷 哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 岩手県 盛岡市 チーム テヅ 3:59:17
256 1333 小野寺 晶樹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｷ 岩手県 二戸市 3:59:22
257 1535 寺島 秀一 ﾃﾗｼﾏ ｼｭｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市 パナソニック 3:59:34
258 1660 藤田 敬太郎 ﾌｼﾞﾀ ｹｲﾀﾛｳ 京都府 宇治市 3:59:42
259 1299 三浦 庸平 ﾐｳﾗ ﾖｳﾍｲ 秋田県 男鹿市 ＮＰＲＣ 3:59:53
260 1126 大内 明 ｵｵｳﾁ ｱｷﾗ 宮城県 亘理町 3:59:56
261 1245 吉田 昭文 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾌﾐ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:59:56
262 1104 明松 誠一郎 ｱｹﾏﾂ ｾｲｲﾁﾛｳ 岩手県 釜石市 4:00:04
263 1098 佐々木 新也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 岩手県 陸前高田市 4:00:20
264 1654 阿部 邦昭 ｱﾍﾞ ｸﾆｱｷ 神奈川県 海老名市 4:00:32
265 1348 柴田 直鋭 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 秋田県 大仙市 4:00:38
266 1193 伊藤 直樹 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 岩手県 奥州市 美山病院 4:00:38
267 1611 佐藤 直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 福島県 福島市 二日町マラソンＴ 4:00:48
268 1361 工藤 英一 ｸﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:01:28
269 1544 小関 宏明 ｺｾｷ ﾋﾛｱｷ 山形県 山形市 4:02:19
270 1418 重松 貴志 ｼｹﾞﾏﾂ ﾀｶｼ 神奈川県 秦野市 ＲＵＮツバッ！ 4:02:45
271 1658 米田 克己 ﾏｲﾀ ｶﾂﾐ 岩手県 盛岡市 4:03:07
272 1401 金指 努 ｶﾅｻｼ ﾂﾄﾑ 茨城県 牛久市 4:03:27
273 1208 中塚 真也 ﾅｶﾂｶ ｼﾝﾔ 茨城県 日立市 ＲＵＮＳ 4:03:45
274 1128 佐々木 崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 青森県 青森市 ＭＳＣ 4:04:06
275 1370 鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 山形県 酒田市 4:04:19
276 1292 筒井 玄一郎 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 奥州市 4:04:37
277 1164 山下 卓郎 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾛｳ 福岡県 大牟田市 超速卍固めＺ 4:04:42
278 1580 須川 公大 ｽｶﾜ ｷﾐﾋﾛ 岩手県 花巻市 4:05:14
279 1059 佐々木 直行 ｻｻｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 4:05:30
280 1707 渋谷 圭三 ｼﾌﾞﾔ ｹｲｿﾞｳ 宮城県 仙台市 4:05:33
281 1097 長津 卓馬 ﾅｶﾞﾂ ﾀｸﾏ 青森県 おいらせ町 原燃陸上部 4:05:45
282 1240 高橋 琢也 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 江刺愛宕小学校 4:05:48
283 1122 千葉 元規 ﾁﾊﾞ ﾓﾄｷ 秋田県 秋田市 4:06:04
284 1312 渡邊 仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ 岩手県 奥州市 4:06:16
285 1106 高田 智広 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 仙台市 4:06:25
286 1495 清家 智明 ｾｲｹ ﾄﾓｱｷ 東京都 小金井市 ねこまどタマ 4:06:28
287 1189 山本 睦夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾑﾂｵ 宮城県 名取市 4:06:42
288 1345 三角 修司 ﾐｽﾐ ｼｭｳｼﾞ 東京都 足立区 4:07:01
289 1571 溝井 啓光 ﾐｿﾞｲ ﾋﾛﾐﾂ 宮城県 仙台市 ＯＴＩＴ仙台 4:07:21
290 1119 小澤 了 ｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 岩手県 奥州市 4:07:23
291 1046 佐藤 宏行 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 管走会 4:08:31
292 1062 佐藤 茂利 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾄｼ 岩手県 奥州市 4:08:32
293 1138 伊澤 晋治 ｲｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 青森県 青森市 ＩＲＣ 4:08:36
294 1127 小笠原 健二 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 岩手県 盛岡市 4:09:13
295 1133 青木 克典 ｱｵｷ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 奥州市 4:09:50
296 1609 藤田 康宏 ﾌｼﾞﾀ ﾔｽﾋﾛ 秋田県 秋田市 4:10:00
297 1475 三浦 学 ﾐｳﾗ ﾏﾅﾌﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市 ＡＧＣセイミケミカル 4:10:25
298 1277 川端 明義 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷﾖｼ 岩手県 遠野市 遠野木材加工事業協同組合 4:10:29
299 1509 宮本 敏秋 ﾐﾔﾓﾄ ﾄｼｱｷ 宮城県 亘理町 メメちゃんパパ 4:11:18
300 1336 小原 隆雅 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾏｻ 岩手県 北上市 4:11:25
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301 1331 会田 英嗣 ｱｲﾀ ﾋﾃﾞﾂｸﾞ 宮城県 仙台市 ＭＩＫＡＮ 4:11:57
302 1079 鈴木 雅孝 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ 岩手県 奥州市 4:11:58
303 1649 三浦 健宏 ﾐｳﾗ ﾀｹﾋﾛ 宮城県 仙台市 4:12:00
304 1431 大塚 太郎 ｵｵﾂｶ ﾀﾛｳ 宮城県 仙台市 4:12:07
305 1510 菅原 淳 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 江刺ＭＪクラブ 4:12:39
306 1002 川村 明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 岩手県 矢巾町 日本郵便・花巻 4:12:47
307 1091 津内口 昌紀 ﾂﾅｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ 岩手県 久慈市 4:13:07
308 1537 岩城 政信 ｲﾜｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 岩手県 奥州市 シオノギ走遊会 4:13:20
309 1255 上原 将文 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾌﾐ 岩手県 盛岡市 4:13:20
310 1194 畠山 大和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 青森県 八戸市 4:13:49
311 1234 及川 正樹 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 岩手県 盛岡市 4:13:50
312 1110 駒野 真司 ｺﾏﾉ ｼﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 4:14:40
313 1498 千葉 寿人 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋﾄ 岩手県 滝沢市 4:14:45
314 1073 田村 純 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ 愛知県 名古屋市 ゾエティス 4:14:53
315 1479 吉田 英亮 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 秋田県 能代市 4:15:15
316 1518 佐藤 暢昭 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 福島県 福島市 チームリーブル 4:15:47
317 1426 八木原 潔 ﾔｷﾞﾊﾗ ｷﾖｼ 埼玉県 熊谷市 さくらウィング 4:16:02
318 1451 郷右近 隆也 ｺﾞｳｺﾝ ﾀｶﾔ 東京都 品川区 4:16:09
319 1536 田高 経洋 ﾀｺｳ ﾂﾈﾋﾛ 岩手県 盛岡市 ゼットン 4:16:12
320 1086 対馬 純一 ﾂｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 青森県 黒石市 ＨＲＣ 4:16:17
321 1111 阿部 総雄 ｱﾍﾞ ﾌｻｵ 秋田県 湯沢市 4:16:28
322 1640 今野 篤 ｺﾝﾉ ｱﾂｼ 宮城県 仙台市 チームＴＤＴ 4:16:31
323 1419 下田 謙二 ｼﾓﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 建設技術研究所 4:16:42
324 1437 佐藤 正寛 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 北上市 4:16:54
325 1697 古橋 由崇 ﾌﾙﾊｼ ﾖｼﾀｶ 埼玉県 春日部市 Ｓ＆Ｂスパイス 4:16:55
326 1182 二川 暢之 ﾌﾀｶﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 徳島県 徳島市 4:17:01
327 1274 小野寺 剛史 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 岩手県 盛岡市 4:17:01
328 1623 谷地舘 勝 ﾔﾁﾀﾞﾃ ﾏｻﾙ 岩手県 盛岡市 紫波町役場 4:17:23
329 1019 高岸 雄一 ﾀｶｷﾞｼﾕｳｲﾁ 宮城県 仙台市 宮城陸協 4:17:23
330 1311 上野 暁 ｳｴﾉ ｻﾄｼ 宮城県 仙台市 森のくまさん 4:17:41
331 1484 今城 則昭 ｲﾏｼﾞｮｳ ﾉﾘｱｷ 岡山県 岡山市 4:17:55
332 1563 勝又 俊英 ｶﾂﾏﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 福島県 いわき市 4:17:57
333 1247 綿引 智亮 ﾜﾀﾋｷ ﾄﾓｱｷ 岩手県 金ｹ崎町 4:18:03
334 1352 樋口 修一 ﾋｸﾞﾁ ｼｭｳｲﾁ 千葉県 船橋市 4:18:06
335 1616 宮本 岳 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市 4:18:48
336 1195 三浦 博樹 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 4:18:59
337 1557 進藤 秋博 ｼﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 東京都 文京区 夜回走遊会 4:19:00
338 1288 藤井 祐介 ﾌｼﾞｲ ﾕｳｽｹ 宮城県 仙台市 4:19:02
339 1310 加藤 輝紀 ｶﾄｳ ﾃﾙｷ 山形県 酒田市 アライドマテリアル 4:19:27
340 1543 保坂 英治 ﾎｻｶ ﾋﾃﾞﾊﾙ 岩手県 滝沢市 居酒屋だいえん 4:19:29
341 1516 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 4:20:28
342 1545 石崎 高臣 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｵﾐ 岩手県 盛岡市 4:20:31
343 1619 齋藤 雄一 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 宮城県 村田町 株式会社斎藤内装 4:20:50
344 1340 小関 正一 ｺｾｷ ｾｲｲﾁ 福島県 相馬市 4:21:28
345 1258 小林 忠和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 秋田県 五城目町 4:22:10
346 1275 姉帯 豊 ｱﾈﾀｲ ﾕﾀｶ 岩手県 矢巾町 4:22:14
347 1033 畑中 淳也 ﾊﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝﾔ 山形県 山形市 4:22:32
348 1307 近藤 秀二 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｼﾞ 埼玉県 志木市 4:22:53
349 1328 引屋敷 努 ﾋｷﾔｼｷ ﾂﾄﾑ 岩手県 盛岡市 4:23:16
350 1719 高橋 康宏 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ 東京都 品川区 ＳＴ 4:23:25
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351 1317 千葉 修 ﾁﾊﾞ ｵｻﾑ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:23:39
352 1207 蜂谷 勝広 ﾊﾁﾔ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 大崎市 4:23:52
353 1302 菊池 充 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ 岩手県 奥州市 百練面子 4:23:58
354 1157 阿部 義広 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 富谷市 リヴァイ班 4:24:33
355 1591 相馬 彰 ｿｳﾏ ｱｷﾗ 青森県 平川市 4:24:35
356 1676 千田 克彦 ﾁﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 岩手県 盛岡市 4:25:12
357 1321 佐藤 慶仁 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾄ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:25:12
358 1711 阿部 由貴 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 塩竈市 真壁病院 4:25:36
359 1276 高橋 裕之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 大崎市 高章工営 4:25:54
360 1313 丸山 智由 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 東京都 杉並区 マラソン経済研究所 4:26:15
361 1425 阿部 瑞男 ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｵ 岩手県 盛岡市 アズビル金門 4:26:18
362 1491 松井 順也 ﾏﾂｲ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城県 仙台市 4:26:39
363 1007 岩渕 眞二 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 岩手県 一関市 4:27:19
364 1712 北野 慎容 ｷﾀﾉ ｼﾝﾖｳ 宮城県 仙台市 三テク 4:27:23
365 1160 近藤 英幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 横浜市 昭和電工走友会 4:27:25
366 1301 土橋 和仁 ﾄﾞﾊﾞｼ ｶｽﾞﾋﾄ 宮城県 仙台市 4:27:32
367 1702 阿部 廣幸 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 奥州市 熊ちゃんズ 4:27:57
368 1013 菊地 和志 ｷｸﾁ 宮城県 岩沼市 4:28:00
369 1211 石川 貴志 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 栃木県 佐野市 4:28:01
370 1688 阿部 安浩 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 岩手県 紫波町 4:28:15
371 1646 中村 和晃 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 新潟県 新潟市 4:28:28
372 1222 沢里 友好 ｻﾜｻﾄ ﾕｳｺｳ 岩手県 奥州市 総合型真城体育協会 4:28:31
373 1730 畑中 英明 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｱｷ 神奈川県 鎌倉市 4:28:44
374 1528 女鹿 剛 ﾒｶﾞ ﾀｹｼ 岩手県 盛岡市 4:28:54
375 1558 千田 寛彰 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 宮城県 仙台市 ハンサムバナナ 4:29:08
376 1281 齊藤 祐士 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼ 宮城県 仙台市 新潟ファンラン 4:29:24
377 1423 氏家 紘也 ｳｼﾞｲｴ ｺｳﾔ 宮城県 岩沼市 4:29:43
378 1621 斉藤 渉 ｻｲﾄｳ ﾜﾀﾙ 青森県 弘前市 4:29:51
379 1339 廣瀬 匡司 ﾋﾛｾ ﾏｻｼ 岩手県 盛岡市 4:29:58
380 1170 佐藤 貴士 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 秋田県 仙北市 4:30:18
381 1025 中野 博之 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 北上市 4:31:03
382 1564 澤山 太 ｻﾜﾔﾏ ﾌﾄｼ 岩手県 紫波町 走ＲＵＮ会 4:31:25
383 1350 田口 正樹 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ 宮城県 仙台市 4:31:51
384 1280 鳥居 信 ﾄﾘｲ ｼﾝ 岩手県 盛岡市 ゴジラ 4:32:09
385 1066 永野 宏信 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 宮城県 仙台市 4:32:21
386 1555 田村 浩 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ 岩手県 滝沢市 4:33:57
387 1090 岩淵 利幸 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾄｼﾕｷ 岩手県 奥州市 4:34:09
388 1021 山澤 陽平 ﾔﾏｻﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 宮城県 仙台市 緑龍会 4:34:12
389 1063 浅理 誠幸 ｱｻﾘ ｾｲｺｳ 秋田県 横手市 4:34:25
390 1548 伊藤 智浩 ｲﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 奥州市 4:34:50
391 1436 仙田 正博 ｾﾝﾀ ﾏｻﾋﾛ 福島県 会津若松市 竹田綜合病院 4:35:00
392 1319 石田 正秀 ｲｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 宮城県 仙台市 八戸火力発電Ｇ 4:35:07
393 1666 遠藤 修 ｴﾝﾄﾞｳ ｵｻﾑ 宮城県 仙台市 一中競走部 4:35:35
394 1061 小松代 和行 ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 （株）タカシュウ 4:35:59
395 1040 小山 淳 ｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 宮城県 気仙沼市 4:36:12
396 1177 藤巻 和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 角田市 4:36:53
397 1075 中臺 良明 ﾅｶﾀﾞｲ ﾖｼｱｷ 千葉県 船橋市 4:37:19
398 1153 鈴木 道夫 ｽｽﾞｷ ﾐﾁｵ 岩手県 奥州市 （株）村上商会 4:37:30
399 1384 阿部 有二 ｱﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 岩手県 一関市 脇田郷クラブ 4:37:34
400 1404 安孫子 剛 ｱﾋﾞｺ ﾂﾖｼ 宮城県 大崎市 より、そう、ちから。 4:38:47
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401 1392 三浦 幸紀 ﾐｳﾗ ｺｳｷ 山形県 酒田市 劇団ふたり 4:38:57
402 1346 齋藤 俊 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 岩手県 陸前高田市 熊谷精肉店 4:38:59
403 1369 倉田 和則 ｸﾗﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 秋田県 大仙市 4:39:00
404 1638 只野 正博 ﾀﾀﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ 東京都 葛飾区 4:39:04
405 1204 下斗米 恭典 ｼﾓﾄﾏｲ ﾔｽﾉﾘ 青森県 十和田市 4:39:47
406 1413 菅野 稔 ｽｶﾞﾉ ﾐﾉﾙ 神奈川県 横須賀市 4:41:23
407 1330 日野澤 真 ﾋﾉｻﾜ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 4:41:24
408 1324 イズ守 裕二 ｲｽﾞﾓﾘ ﾕｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 4:41:24
409 1070 鈴木 紀章 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 東京都 足立区 ＲＣ虹 4:41:33
410 1342 佐々木 智 ｻｻｷ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 奥州金ケ崎消防 4:41:34
411 1601 伊藤 有恒 ｲﾄｳ ﾕｳｺｳ 福島県 郡山市 パナソニック 4:41:43
412 1131 佐々木 潤 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 秋田県 湯沢市 4:42:14
413 1363 佐々木 広治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 4:42:16
414 1365 大槻 志門 ｵｵﾂｷ ｼﾓﾝ 宮城県 仙台市 ＴＥＡＭ２２９ 4:42:22
415 1671 阿部 陽一 ｱﾍﾞ ﾖｳｲﾁ 宮城県 栗原市 4:42:25
416 1532 小澤 明 ｵｻﾞﾜ ｱｷﾗ 岩手県 奥州市 4:42:37
417 1054 横井 敬 ﾖｺｲ ﾀｶｼ 愛知県 小牧市 第一物産株式会社 4:42:41
418 1502 加藤 宙 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 山形県 酒田市 4:42:42
419 1556 吉澤 友晴 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓﾊﾙ 岩手県 盛岡市 ＬＲＣ 4:43:08
420 1407 千田 忠芳 ﾁﾀﾞ ﾀﾀﾞﾖｼ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:43:23
421 1531 鈴木 拓 ｽｽﾞｷ ﾀｸ 宮城県 仙台市 4:43:26
422 1690 紺野 良平 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾍｲ 宮城県 仙台市 タカラスタンダード仙台 4:43:36
423 1433 松舘 孝 ﾏﾂﾀﾞﾃ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 焼鳥松っちゃん 4:44:24
424 1590 伊藤 進也 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 4:44:27
425 1523 早坂 慶一郎 ﾊﾔｻｶ ｹｲｲﾁﾛｳ 岩手県 奥州市 きらめき奥州ＲＣ 4:44:34
426 1220 佐藤 卓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 岩手県 一関市 4:44:44
427 1239 白川 武俊 ｼﾗｶﾜ ﾀｹﾄｼ 宮城県 仙台市 ｍｅｉｊｉ 4:44:46
428 1242 八重柏 孝規 ﾔｴｶﾞｼﾜ ｺｳｷ 岩手県 奥州市 4:44:47
429 1718 奥山 雅史 ｵｸﾔﾏ ﾏｻﾌﾐ 岩手県 花巻市 花巻ＹＥＧ 4:45:03
430 1512 高橋 寿 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ 岩手県 紫波町 ＨＲＡ 4:45:32
431 1415 阿部 祥一 ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 山形県 酒田市 4:45:32
432 1221 福永 典之 ﾌｸﾅｶﾞ ﾉﾘﾕｷ 岩手県 山田町 リスペクト 4:45:43
433 1114 畠山 大 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾞｲ 岩手県 花巻市 岩手トヨタ北上店 4:46:26
434 1078 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 岩手県 矢巾町 4:47:28
435 1052 今井 泉 ｲﾏｲ ｲｽﾞﾐ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 4:48:02
436 1137 鈴木 仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 岩手県 平泉町 ◆木楽々くらぶ 4:48:02
437 1124 阿部 広美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 岩手県 奥州市 4:48:25
438 1665 伊藤 直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 秋田県 由利本荘市 4:49:01
439 1659 舩越 亘 ﾌﾅｺｼ ﾜﾀﾙ 岩手県 矢巾町 4:49:07
440 1071 飛田 豪 ﾄﾋﾞﾀ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 飛田歯科医院 4:49:21
441 1149 奥田 正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 美里町 仙台小林製薬ＲＣ 4:49:27
442 1327 小宮 源樹 ｺﾐﾔ ﾓﾄｷ 宮城県 富谷市 ヤンセンファーマ 4:49:56
443 1478 小笠原 武志 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｹｼ 岩手県 盛岡市 4:50:28
444 1375 佐々木 光二 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 4:50:39
445 1542 長澤 竜也 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀﾂﾔ 岩手県 滝沢市 居酒屋だいえん 4:51:19
446 1024 中谷 宗徳 ﾅｶﾔ ﾑﾈﾉﾘ 山梨県 笛吹市 4:51:23
447 1503 佐野 泰 ｻﾉ ﾔｽｼ 宮城県 仙台市 4:51:28
448 1586 小松 和美 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾐ 秋田県 由利本荘市 4:52:08
449 1527 田村 勝則 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 奥州市 タイヤの生内 4:52:14
450 1029 熊澤 康幸 ｸﾏｻﾞﾜ ﾔｽﾕｷ 大阪府 大阪市 4:52:21
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451 1206 橘 勇司 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳｼﾞ 青森県 八戸市 4:52:48
452 1705 佐々木 健 ｻｻｷ ﾀｹｼ 千葉県 千葉市 4:53:04
453 1379 柴 恭一 ｼﾊﾞ ｷｮｳｲﾁ 東京都 板橋区 4:53:11
454 1011 佐々木 満 ｻｻｷ ﾐﾂﾙ 宮城県 仙台市 東亜リース（株） 4:53:16
455 1726 浅沼 忍 ｱｻﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 岩手県 滝沢市 アツクルボーイズ 4:53:44
456 1670 近谷 洋一 ｺﾝﾔ ﾖｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:53:55
457 1493 平野 孝太郎 ﾋﾗﾉ ｺｳﾀﾛｳ 千葉県 長南町 4:54:04
458 1729 岩淵 純 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 宮城県 仙台市 4:54:27
459 1290 中村 賢 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 青森県 八戸市 4:54:46
460 1704 福田 亮一 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:54:55
461 1181 服部 達哉 ﾊｯﾄﾘ ﾀﾂﾔ 東京都 練馬区 4:55:04
462 1612 千田 滋 ﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 岩手県 奥州市 4:55:28
463 1068 千葉 正美 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐ 岩手県 奥州市 第一物産株式会社 4:55:40
464 1633 村澤 誠 ﾑﾗｻﾜ ﾏｺﾄ 青森県 三沢市 プラネット 4:56:05
465 1130 小澤 邦嘉 ｵｻﾞﾜ ｸﾆﾖｼ 宮城県 仙台市 4:56:12
466 1230 佐野 岳 ｻﾉ ｶﾞｸ 岩手県 盛岡市 4:56:14
467 1229 上村 琢朗 ｳｴﾑﾗ ﾀｸﾛｳ 岩手県 盛岡市 4:56:20
468 1394 斉藤 昌之 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 山形県 山形市 山形大学快汗会 4:56:28
469 1158 帖佐 尚友 ﾁｮｳｻ ﾅｵﾄﾓ 宮城県 気仙沼市 チームやわらぎ 4:57:28
470 1643 山本 高雪 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 岩手県 北上市 4:57:39
471 1270 佐藤 一範 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 青森県 八戸市 八戸赤十字病院 4:57:50
472 1622 大沼 慎也 ｵｵﾇﾏ ｼﾝﾔ 東京都 墨田区 慶大陸上同好会 4:58:11
473 1306 冨山 次郎 ﾄﾐﾔﾏ ｼﾞﾛｳ 東京都 多摩市 ＴＥＲ 4:58:15
474 1264 草木 昭夫 ｸｻｷ ｱｷｵ 岩手県 宮古市 4:58:21
475 1525 松本 守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ 岩手県 一関市 4:58:25
476 1520 今野 守 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ 山形県 山形市 上を向いて走ろうかい 4:59:12
477 1279 松村 一能 ﾏﾂﾑﾗ ｶｽﾞﾖｼ 秋田県 秋田市 4:59:27
478 1727 松岡 広信 ﾏﾂｵｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ 岩手県 滝沢市 マツオカ 5:01:08
479 1699 鎌田 昭義 ｶﾏﾀﾞ ｱｷﾖｼ 秋田県 にかほ市 5:02:24
480 1524 金田 真樹 ｶﾈﾀﾞ ﾏｻｷ 岩手県 盛岡市 焼鳥松っちゃん 5:03:03
481 1388 植村 典五 ｳｴﾑﾗ ﾉﾘｲﾂ 青森県 八戸市 5:03:07
482 1337 岡部 秀一 ｵｶﾍﾞ ｼｭｳｲﾁ 大阪府 豊中市 5:03:20
483 1257 三ノ宮 龍央 ｻﾝﾉﾐﾔ ﾀﾂﾋﾛ 岩手県 奥州市 5:03:52
484 1026 鐸木 三郎 ｽｽﾞｷ ｻﾌﾞﾛｳ 大阪府 大阪市 5:05:13
485 1595 青木 拓 ｱｵｷ ﾀｸ 東京都 台東区 発気揚々 5:07:47
486 1094 多田 康一 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ 岩手県 北上市 岩手トヨタ水沢店 5:08:00
487 1332 小谷 康慈 ｺﾀﾆ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 5:08:19
488 1314 成田 英一 ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 岩手県 奥州市 若柳クラブ 5:08:46
489 1143 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ 岩手県 花巻市 星新也友の会 5:09:05
490 1592 佐藤 昇 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 福島県 いわき市 5:09:35
491 1463 齊藤 治 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 秋田県 湯沢市 姉崎商運（株） 5:10:52
492 1364 佐藤 勇輝 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 秋田県 にかほ市 5:11:15
493 1668 芦野 徳亮 ｱｼﾉ ﾉﾘｱｷ 秋田県 横手市 5:11:36
494 1101 竹内 康智 ﾀｹｳﾁ ﾔｽﾄﾓ 奈良県 生駒市 5:11:38
495 1147 佐藤 輝生 ｻﾄｳ ﾃﾙｷ 宮城県 仙台市 5:12:22
496 1725 白戸 大輔 ｼﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 北上市 5:13:05
497 1368 橘山 義孝 ｷﾂﾔﾏ ﾖｼﾀｶ 岩手県 奥州市 5:13:14
498 1184 川崎 浩司 ｶﾜｻｷ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 りらいぶ 5:13:28
499 1546 大矢 剛 ｵｵﾔ ﾂﾖｼ 福島県 郡山市 5:14:41
500 1334 里澤 久男 ｻﾄｻﾞﾜ ﾋｻｵ 岩手県 奥州市 5:14:57
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501 1287 岩崎 耕二 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 5:15:11
502 1448 髙橋 克徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 宮城県 塩竈市 （株）白寿殿 5:16:55
503 1701 高橋 達也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 岩手県 花巻市 チーム無所属 5:17:09
504 1252 高橋 寿和 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｶｽﾞ 岩手県 奥州市 ＩＮＣＴ ＯＢ 5:17:48
505 1272 高橋 力 ﾀｶﾊｼ ﾁｶﾗ 岩手県 奥州市 5:18:07
506 1202 菊地 剛志 ｷｸﾁ ﾀｹｼ 千葉県 松戸市 ＷＡＧＡＹＡ 5:18:17
507 1679 貝田 信洋 ｶｲﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 秋田県 秋田市 5:18:54
508 1263 高橋 功 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ 岩手県 奥州市 5:19:14
509 1008 小野寺 一也 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 岩手県 奥州市 ｍｏｎｍｏｎｓ 5:19:36
510 1607 山本 克己 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾐ 岩手県 盛岡市 5:19:52
511 1608 高橋 晃 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 宮城県 多賀城市 山﨑建設 5:20:12
512 1217 金田 一則 ｶﾈﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 埼玉県 狭山市 5:21:45
513 1620 葛根田 哲也 ｶｯｺﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ 宮城県 仙台市 仙台明走会 5:22:26
514 1108 水野 優 ﾐｽﾞﾉ ﾏｻﾙ 長野県 松本市 5:24:56
515 1354 尾崎 玲 ｵｻﾞｷ ｱｷﾗ 岩手県 奥州市 東水沢訪問看護ステーション 5:25:46
516 1200 松尾 良輔 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｽｹ 山形県 山形市 株式会社ＫＤＤＩエボルバ 5:27:36
517 1145 高橋 勉 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 宮城県 仙台市 5:27:57
518 1012 大谷 直輝 ｵｵﾀﾆ ﾅｵｷ 宮城県 仙台市 5:28:33
519 1081 長内 恒輝 ｵｻﾅｲ ｺｳｷ 岩手県 滝沢市 5:28:46
520 1634 佐藤 政幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 岩手県 一関市 桜走会 5:28:50
521 1410 渡辺 徳司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 岩手県 北上市 ガリガリどろん 5:29:32
522 1010 伊藤 久一 ｲﾄｳ ｷｭｳｲﾁ 宮城県 岩沼市 5:30:19
523 1672 千葉 健作 ﾁﾊﾞ ｹﾝｻｸ 岩手県 奥州市 5:31:24
524 1065 大山 輝 ｵｵﾔﾏ ｱｷﾗ 岩手県 奥州市 デジアイズ 5:31:44
525 1383 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 宮城県 東松島市 5:32:41
526 1603 佐藤 純 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 すずらん 5:32:54
527 1259 佐藤 英人 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ 宮城県 仙台市 5:32:57
528 1630 只野 俊一 ﾀﾀﾞﾉ ｼﾝｲﾁ 宮城県 富谷市 セコム 5:35:03
529 1570 齋藤 勝裕 ｻｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 岩手県 釜石市 湯～あ～る 5:35:30
530 1472 永井 淳 ﾅｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ 岩手県 盛岡市 5:35:31
531 1488 梅村 景太 ｳﾒﾑﾗ ｹｲﾀ 岩手県 盛岡市 5:36:06
532 1473 田中 純一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 5:36:45
533 1282 塩井 義裕 ｼｵｲ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 紫波町 花巻温泉病院 5:37:21
534 1397 井手 孝高 ｲﾃﾞ ﾖｼﾀｶ 東京都 青梅市 5:39:36
535 1700 田村 孝二 ﾀﾑﾗ ｺｳｼﾞ 山形県 天童市 ＷＫ４８ 5:39:43
536 1355 菊池 賢 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 釜石市 釜石清掃企業 5:40:02
537 1728 伊藤 哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 東京都 北区 5:41:09
538 1709 今野 昭一 ｺﾝﾉ ｼｮｳｲﾁ 福島県 新地町 5:41:13
539 1481 安部 清貴 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 宮城県 仙台市 ランパス 5:41:39
540 1022 小林 健 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 5:42:06
541 1256 熊谷 裕喜 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ 岩手県 奥州市 ふるさとＲＣ 5:43:32
542 1386 箱石 基 ﾊｺｲｼ ﾓﾄｲ 岩手県 盛岡市 ハンサムバナナ 5:45:12
543 1432 柴田 拡 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾛｼ 岩手県 花巻市 チーム無所属 5:45:15
544 1216 古舘 貴光 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｶﾐﾂ 岩手県 盛岡市 5:45:59
545 1657 岩舘 秀明 ｲﾜﾀﾞﾃ ｼｭｳﾒｲ 岩手県 盛岡市 5:46:26
546 1135 丸山 進一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 5:46:39
547 1691 海老原 長征 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾅｶﾞﾏｻ 埼玉県 狭山市 5:46:58
548 1409 谷口 昌央 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｵ 岩手県 一関市 5:47:04
549 1717 田中 諭 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 東京都 府中市 5:47:57
550 1100 成田 頼大 ﾅﾘﾀ ﾖﾘﾋﾛ 岩手県 一関市 一関楽走会 5:48:16
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551 1150 佐々木 淳司 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ 山形県 新庄市 新庄市役所 5:49:09
552 1538 佐藤 敏夫 ｻﾄｳ ﾄｼｵ 宮城県 仙台市 5:49:20
553 1343 及川 憲一 ｵｲｶﾜ ｹﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 5:51:31
554 1573 高橋 邦由 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾖｼ 宮城県 気仙沼市 5:51:57
555 1483 陳 嘉文 ﾁﾝ ｶﾌﾞﾝ 兵庫県 神戸市 5:52:10
556 1249 米谷 裕幸 ﾏｲﾔ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 富谷市 東北田村工機 5:52:13
557 1077 鈴木 英司 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 埼玉県 川口市 サンアメニティ 5:52:43
558 1605 鈴木 慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 秋田県 大仙市 ペアーレ大仙 5:53:12
559 1476 東 力 ﾋｶﾞｼ ﾁｶﾗ 岩手県 矢巾町 岩手トヨペット 5:54:06
560 1241 男乕 春喜 ｵﾉﾄﾗ ﾊﾙｷ 宮城県 多賀城市 5:55:26
561 1109 金 純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 5:55:41
562 1547 後藤 享敬 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 秋田県 秋田市 （株）ムトウ 5:56:04
563 1567 中山 貴史 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 5:56:32
564 1218 千田 俊輔 ﾁﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩手県 奥州市 えさしアップルズ 5:58:07
565 1429 梅原 健治 ｳﾒﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 岩手県 奥州市 5:58:35
566 1190 塙 伸比古 ﾊﾅﾜ ﾉﾌﾞﾋｺ 岩手県 盛岡市 6:01:33
567 1136 千葉 哲也 ﾁﾊﾞ ﾃﾂﾔ 岩手県 奥州市 6:02:41
568 1382 菊田 哲 ｷｸﾀ ｻﾄﾙ 岩手県 盛岡市 岩手県中小企業家同友会 6:05:07
569 1042 澤口 巧也 ｻﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 岩手県 盛岡市 雪印メグミルク 6:05:39
570 1041 米田 実法 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾘ 大阪府 茨木市 ふくにし 6:06:02
571 1053 高橋 直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ 秋田県 美郷町 6:06:43
572 1565 市川 直樹 ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ 岩手県 一関市 一関郵便局 6:08:29
573 1445 矢神 寿一 ﾔｶﾞﾐ ﾄｼｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 6:09:09
574 1347 千葉 繁 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 岩手県 奥州市 6:09:32
575 1477 鈴木 伸章 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞｱｷ 岩手県 花巻市 6:10:23
576 1005 髙橋 忠浩 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ 岩手県 一関市 6:12:02
577 1148 小野 道也 ｵﾉ ﾐﾁﾔ 東京都 杉並区 チームＮＲ 6:12:12
578 1597 安 優一 ﾔｽ ﾕｳｲﾁ 東京都 大田区 6:12:51
579 1414 高橋 英樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 一関市 6:15:39
580 1201 小原 修一 ｵﾊﾞﾗ ｼｭｳｲﾁ 岩手県 北上市 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 6:17:01
581 1467 釜田 卓也 ｶﾏﾀ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 株式会社エイアンドティー 6:17:12
582 1353 椎場 裕 ｼｲﾊﾞ ﾕｳ 千葉県 佐倉市 6:19:15
583 1344 佐藤 康之 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ 岩手県 奥州市 6:19:17
584 1244 阿部 幹夫 ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 岩手県 奥州市 6:19:41
585 1530 川端 清人 ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾖﾄ 岩手県 大船渡市 6:22:03
586 1615 西川 博之 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 北日本銀行 6:22:22
587 1009 百足 公仁 ﾑｶﾃﾞ ｷﾐﾋﾄ 宮城県 仙台市 6:22:43
588 1372 小成 洋 ｺﾅﾘ ﾋﾛｼ 岩手県 山田町 こなり電気陸上部 6:22:47
589 1238 島崎 純平 ｼﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 福島県 郡山市 6:23:26
590 1408 一家 正直 ｲｯｶ ﾏｻﾅｵ 東京都 大田区 ＰＲＯＧＲＡＦ 6:24:35
591 1050 武田 隆信 ﾀｹﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 6:25:20
592 1651 鹿野 竜太 ｶﾉ ﾘｮｳﾀ 宮城県 仙台市 6:26:14
593 1223 佐藤 啓 ｻﾄｳ ｹｲ 岩手県 盛岡市 6:26:51
594 1039 高田 一正 ﾀｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ 宮城県 石巻市 石巻市役所 6:29:56
595 1146 清水 徹也 ｼﾐｽﾞ ﾃﾂﾔ 埼玉県 長瀞町 姫まるさくらＲＣ 6:32:00
596 1405 稲垣 耕平 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳﾍｲ 宮城県 仙台市 6:36:29
597 1644 菅原 繁樹 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞｷ 岩手県 盛岡市 ボーキ佐藤株式会社盛岡支店 6:37:12
598 1499 髙橋 章 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 6:38:55
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