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1 5721 大田原 啓 ｵｵﾀﾜﾗ ｹｲ 栃木県 那須塩原市 銀河☆クラブ 0:38:51
2 5780 川野 千代人 ｶﾜﾉ ﾁﾖﾄ 岩手県 滝沢市 チヨトモクラブ 0:39:58
3 5787 安保 淳 ｱﾝﾎﾞ ｱﾂｼ 岩手県 盛岡市 チーム一葉 0:40:22
4 5750 関本 進 ｾｷﾓﾄ ｽｽﾑ 岩手県 奥州市 江刺マスターズ 0:41:28
5 5815 菊田 和夫 ｷｸﾀ ｶｽﾞｵ 岩手県 一関市 いつくしランナーズ 0:42:29
6 5775 佐藤 司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 岩手県 奥州市 0:43:12
7 5824 熊谷 一久 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県 仙台市 0:43:29
8 5705 千田 君男 ﾁﾀﾞ ｷﾐｵ 宮城県 登米市 0:44:44
9 5713 伊藤 守男 ｲﾄｳ ﾓﾘｵ 岩手県 北上市 北上ＲＣ 0:44:54
10 5804 井関 由紀夫 ｲｾｷ ﾕｷｵ 秋田県 大仙市 大曲走友会 0:45:04
11 5816 安倍 副 ｱﾝﾊﾞｲ ﾀｽｸ 岩手県 奥州市 マイペース 0:46:07
12 5781 太田 穣二 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ 岩手県 花巻市 花巻走友会 0:46:26
13 5766 中里 薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ 岩手県 一関市 チームさわなり 0:46:45
14 5709 佐藤 松男 ｻﾄｳ ﾏﾂｵ 岩手県 奥州市 0:46:46
15 5794 遠藤 力 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 岩手県 八幡平市 夜走会・八幡平２１ 0:47:11
16 5767 吉田 功 ﾖｼﾀﾞ ｲｻｵ 宮城県 仙台市 0:47:30
17 5825 齋藤 日出美 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ 岩手県 一関市 0:47:59
18 5728 佐藤 範久 ｻﾄｳ ﾉﾘﾋｻ 岩手県 奥州市 前沢南幼稚園 0:48:12
19 5745 三木 猛 ﾐｷ ﾀｹｼ 千葉県 千葉市 トーカロおやじ 0:48:18
20 5715 小竹 和雄 ｺﾀｹ ｶｽﾞｵ 岩手県 奥州市 姉体走友会 0:48:41
21 5735 浅利 博忠 ｱｻﾘ ﾋﾛﾀﾀﾞ 岩手県 遠野市 酔走楽ラン 0:48:44
22 5756 知見 篤 ﾁｹﾝ ｱﾂｼ 宮城県 石巻市 0:48:58
23 5779 菅原 芳和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｶｽﾞ 岩手県 花巻市 花巻走友会 0:49:09
24 5812 高橋 久祥 ﾀｶﾊｼ ｷｭｳｼｮｳ 岩手県 奥州市 0:49:16
25 5789 岩渕 啓一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｲﾁ 宮城県 栗原市 0:49:17
26 5770 八重樫 光徳 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂﾉﾘ 岩手県 花巻市 笹間クラブ 0:49:28
27 5771 伊藤 幹男 ｲﾄｳ ﾐｷｵ 岩手県 宮古市 0:49:37
28 5736 熊谷 義郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾛｳ 岩手県 一関市 一関楽走会 0:50:10
29 5718 細川 広 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 宮城県 石巻市 0:50:22
30 5732 渡辺 克芳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 0:50:29
31 5724 芳賀 力一 ﾊｶﾞ ﾘｷｲﾁ 岩手県 金ｹ崎町 高惣建設（株） 0:50:43
32 5792 佐藤 隆文 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 岩手県 一関市 獅子の会 0:50:53
33 5717 高橋 茂 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ 岩手県 北上市 南部電気工事（株） 0:51:21
34 5813 根岸 良実 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾐ 岩手県 奥州市 丸谷興務店株式会社 0:51:23
35 5810 阿部 和一 ｱﾍﾞ ﾜｲﾁ 岩手県 盛岡市 さんしょみその会 0:52:07
36 5821 後藤 洋一 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｲﾁ 宮城県 仙台市 0:52:09
37 5764 及川 長一 ｵｲｶﾜ ﾁｮｳｲﾁ 岩手県 奥州市 奥州遅走人 0:52:14
38 5790 吉岡 修二 ﾖｼｵｶ ｼｭｳｼﾞ 秋田県 湯沢市 えがおの丘ＣＴ 0:52:17
39 5720 佐藤 美津夫 ｻﾄｳ ﾐﾂｵ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 0:52:18
40 5755 高橋 正 ﾀｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 一関市 0:52:54
41 5702 千葉 弘 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 千住電子工業 0:53:04
42 5793 小野寺 良信 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 岩手県 一関市 一関楽走会 0:53:05
43 5777 佐々木 清一 ｻｻｷ ｾｲｲﾁ 岩手県 奥州市 萱刈窪走友会 0:53:06
44 5811 大森 松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 花巻市 クロニクル花巻東高校 0:53:10
45 5784 細川 慎一 ﾎｿｶﾜ ｼﾝｲﾁ 岩手県 一関市 一関楽走会 0:53:26
46 5723 佐藤 清文 ｻﾄｳ ｷﾖﾌﾐ 岩手県 一関市 げいび観光センター 0:53:41
47 5788 小原 正春 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾊﾙ 岩手県 盛岡市 0:53:42
48 5726 齋藤 光雄 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ 岩手県 北上市 北上マスターズ 0:53:54
49 5765 田村 幹雄 ﾀﾑﾗ ﾐｷｵ 岩手県 滝沢市 ポランの広場 0:54:08
50 5719 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 岩手県 奥州市 サンエー 0:54:23
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51 5773 千田 広夫 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｵ 岩手県 奥州市 0:54:23
52 5795 大平 拓元 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 ｓｇ青樹会サンライフ 0:55:23
53 5737 清水 芳基 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾓﾄ 宮城県 名取市 お達者クラブ 0:55:25
54 5701 小田島 茂 ｵﾀﾞｼﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 北上市 0:55:33
55 5826 原 吉宏 ﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 栗原市 0:55:35
56 5799 小野寺 康 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔｽｼ 宮城県 仙台市 0:56:15
57 5753 小松 秀輝 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 山形県 新庄市 0:56:24
58 5725 脇山 康伸 ﾜｷﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 岩手県 遠野市 0:56:34
59 5808 吉田 一紀 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾄｼ 岩手県 奥州市 前沢いきスポＲＣ 0:56:34
60 5714 生田 明 ｲｸﾀ ｱｷﾗ 秋田県 大仙市 山形地裁鶴岡支 0:56:45
61 5704 小野寺 盛人 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾓﾘﾄ 岩手県 奥州市 0:56:53
62 5819 那須川 俊則 ﾅｽｶﾜ ﾄｼﾉﾘ 岩手県 奥州市 いわてクラブ 0:56:55
63 5734 若山 義典 ﾜｶﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 一関市 0:56:59
64 5706 昆野 清幸 ｺﾝﾉ ｾｲｺｳ 岩手県 奥州市 ゼッケンおじさん２００５ 0:57:02
65 5760 丸山 正実 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾐ 宮城県 多賀城市 走スラー 0:57:14
66 5801 及川 智 ｵｲｶﾜ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 城前シャベルズ 0:57:50
67 5809 小田島 伸 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾝ 岩手県 北上市 千葉匠建設 0:58:00
68 5740 髙橋 次雄 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾞｵ 岩手県 北上市 0:58:23
69 5769 元木 豊 ﾓﾄｷ ﾕﾀｶ 岩手県 奥州市 寺岡岩手製作所ＯＢ会 0:58:30
70 5741 渡辺 泰範 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾉﾘ 岩手県 金ｹ崎町 0:58:35
71 5716 渡辺 実雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂｵ 岩手県 奥州市 天乃屋せんべい 0:59:14
72 5744 高橋 敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ 岩手県 北上市 北上市役所 0:59:25
73 5791 小野寺 進 ｵﾉﾃﾞﾗ ｽｽﾑ 岩手県 奥州市 ＲＵＮＴＡＲＯＵ 0:59:30
74 5748 遠藤 修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ 秋田県 横手市 ＭｉＳＴ 1:00:04
75 5707 久保田 幸吉 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷﾁ 福島県 三春町 北会津ＲＣ 1:00:25
76 5822 川井 好男 ｶﾜｲ ﾖｼｵ 岩手県 盛岡市 1:00:32
77 5772 千葉 秋男 ﾁﾊﾞ ｱｷｵ 岩手県 奥州市 1:00:41
78 5729 菅沼 万造 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾝｿﾞｳ 岩手県 北上市 1:00:58
79 5827 前田 道則 ﾏｴﾀﾞ ﾐﾁﾉﾘ 秋田県 潟上市 走らん会 1:01:20
80 5752 遠藤 康幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾕｷ 宮城県 登米市 1:01:33
81 5814 外村 道夫 ｿﾄﾑﾗ ﾐﾁｵ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:01:49
82 5774 菅原 庄郎 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳﾛｳ 岩手県 奥州市 姉体地区センター 1:02:01
83 5757 石川 武光 ｲｼｶﾜ ﾀｹﾐﾂ 岩手県 奥州市 きらめき奥州 1:02:16
84 5798 深瀬 繁男 ﾌｶｾ ｼｹﾞｵ 宮城県 東松島市 まつかんクラブ 1:03:50
85 5743 千葉 茂 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 岩手県 奥州市 1:05:09
86 5805 佐藤 忠 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 奥州市 1:05:28
87 5759 菅原 健悦 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｴﾂ 宮城県 仙台市 1:05:30
88 5727 小野 明啓 ｵﾉ ｱｷﾋﾛ 岩手県 一関市 東山かけっこ 1:05:41
89 5746 千葉 力 ﾁﾊﾞ ﾁｶﾗ 岩手県 一関市 チームスエヒロ 1:06:38
90 5742 千葉 稔 ﾁﾊﾞ ﾐﾉﾙ 岩手県 奥州市 ゆっくり走ろう会 1:07:00
91 5739 石沢 健治 ｲｼｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 無し 1:07:23
92 5711 佐藤 正幸 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 岩手県 奥州市 岩手慶友会 1:08:00
93 5828 佐藤 豊 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 岩手県 奥州市 1:08:10
94 5762 佐々木 公 ｻｻｷ ｺｳ 岩手県 奥州市 橋本友の会 1:08:14
95 5783 小林 光春 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂﾊﾙ 岩手県 奥州市 1:08:52
96 5763 菊池 恒夫 ｷｸﾁ ﾂﾈｵ 岩手県 奥州市 水農夢走会 1:09:00
97 5797 加藤 浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 かとう園芸ＳＰ 1:10:35
98 5806 高橋 浩 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 西風 1:11:14
99 5786 小原 敏勝 ｵﾊﾞﾗ ﾄｼｶﾂ 岩手県 遠野市 チーム石上 1:11:18
100 5751 菅原 達郎 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾂﾛｳ 岩手県 奥州市 えさしクリーンパーク 1:12:37

平成30年5月20日



2018/05/20 13:58:57 3 / 3 ページ Official Timer & Result By ISTS

101 5768 藤村 昭彦 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾋｺ 岩手県 一関市 チームロハス 1:12:48
102 5778 佐藤 千幸 ｻﾄｳ ﾁﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 1:13:26
103 5758 小野寺 茂男 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞｵ 岩手県 奥州市 1:13:47
104 5829 岩渕 孝雄 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｶｵ 岩手県 奥州市 1:13:56
105 5802 池田 秀 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾙ 秋田県 にかほ市 1:14:20
106 5782 鈴木 盛吾 ｽｽﾞｷ ｾｲｺﾞ 宮城県 仙台市 1:18:28
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