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1 5640 畠山 一則 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 秋田県 大館市 大館市消防本部 0:36:11
2 5519 小野寺 憲一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 気仙沼市 気仙沼市役所 0:37:15
3 5616 森山 光昭 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 福島県 郡山市 0:37:32
4 5542 小澤 真 ｵｻﾞﾜ ｼﾝ 岩手県 奥州市 結城ＲＣ江刺 0:37:53
5 5581 菅原 勲 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 0:37:57
6 5564 館岡 爾 ﾀﾃｵｶ ﾁｶｼ 秋田県 秋田市 0:38:45
7 5510 吉田 透 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 岩手県 金ｹ崎町 0:39:20
8 5562 佐藤 定美 ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾐ 岩手県 一関市 ＲＵＮぼるぎ～に 0:39:32
9 5567 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県 栗原市 0:39:34
10 5579 及川 仁一 ｵｲｶﾜ ｼﾞﾝｲﾁ 岩手県 金ｹ崎町 森山クラブ 0:39:46
11 5512 佐藤 則文 ｻﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ 岩手県 奥州市 0:40:05
12 5523 芳賀 英明 ﾊｶﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県 奥州市 0:40:06
13 5535 伊藤 裕治 ｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 埼玉県 戸田市 トラック野郎ＡＣ 0:40:54
14 5594 磯野 公男 ｲｿﾉ ｷﾐｵ 千葉県 野田市 シーフィールズ 0:43:07
15 5517 中村 一孝 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾀｶ 埼玉県 川口市 0:43:46
16 5630 阿部 知広 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 一関市 凌和電子 0:44:27
17 5532 及川 政信 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 岩手県 奥州市 0:44:30
18 5578 瀬川 昌也 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 秋田県 湯沢市 0:44:47
19 5556 西村 勇人 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 福島県 西郷村 富岡町楽走部 0:44:59
20 5506 千田 宗 ﾁﾀﾞ ﾂｶｻ 岩手県 奥州市 0:45:13
21 5593 山崎 恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 チーム味三昧 0:45:25
22 5613 菊地 満 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ 岩手県 奥州市 0:45:37
23 5534 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 秋田県 大仙市 0:45:52
24 5553 星野 智昭 ﾎｼﾉ ﾄﾓｱｷ 岩手県 盛岡市 0:46:02
25 5544 久保 達二 ｸﾎﾞ ﾀﾂｼﾞ 青森県 十和田市 0:46:09
26 5592 おのでら まさる ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ 福島県 会津若松市 富士通会津 0:46:17
27 5617 小山 修 ｵﾔﾏ ｵｻﾑ 宮城県 涌谷町 0:46:45
28 5589 梅津 巧 ｳﾒﾂ ｺｳ 岩手県 奥州市 0:46:51
29 5602 荻田 幸一 ｵｷﾞﾀ ｺｳｲﾁ 宮城県 仙台市 トヨタ東日本大和 0:48:06
30 5547 峠舘 幹治 ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ｶﾝｼﾞ 岩手県 奥州市 トヨタ東日本 0:48:16
31 5620 田中 寿 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 岩手県 滝沢市 シンクツリー 0:48:33
32 5583 村上 満 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ 岩手県 奥州市 荻之窪 0:48:59
33 5624 小田島 和幸 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 北上市 0:49:57
34 5539 千葉 弘行 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市 0:50:20
35 5516 村上 隆志 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 0:50:20
36 5590 石田 春雄 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｵ 秋田県 大館市 0:50:27
37 5622 高橋 秀喜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 金ｹ崎町 ケセラセラン 0:50:55
38 5507 佐々木 洸一 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ 宮城県 登米市 いしこし 0:51:00
39 5597 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 岩手県 北上市 クラシタス株式会社 0:51:08
40 5574 佐藤 敏幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 岩手県 奥州市 0:51:14
41 5637 高橋 勝徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 盛岡市 上野法律ビジネス専門学校 0:51:27
42 5559 馬場 則夫 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｵ 岩手県 金ｹ崎町 ＴＥＬＲＣ 0:51:41
43 5538 佐々木 健 ｻｻｷ ｹﾝ 秋田県 由利本荘市 秋田新電元 0:51:43
44 5609 小原 優 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾙ 岩手県 奥州市 0:52:03
45 5550 千葉 正孝 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 岩手県 奥州市 水沢自動車学校 0:52:07
46 5524 伊豆倉 正 ｲｽﾞｸﾗ ﾀﾀﾞｼ 山形県 山形市 0:52:16
47 5615 岡 昌紀 ｵｶ ﾖｼﾉﾘ 山形県 山形市 新菱東北 0:52:20
48 5604 岩田 知樹 ｲﾜﾀ ﾄﾓｷ 岩手県 宮古市 0:52:40
49 5528 阿部 潤 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 富谷市 0:52:47
50 5568 田代 由起夫 ﾀｼﾛ ﾕｷｵ 宮城県 石巻市 0:53:08
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51 5610 小原 秀幸 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 ＴＥＬ 0:53:20
52 5628 須藤 政行 ｽﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県 大河原町 0:53:22
53 5606 高橋 伸和 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 岩手県 北上市 もとＺＡＰ 0:53:27
54 5598 小野寺 正浩 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 平泉町 0:53:46
55 5627 金子 和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 北上市 0:53:47
56 5603 千葉 尊 ﾁﾊﾞ ｿﾝ 岩手県 一関市 サンタモニカ 0:54:00
57 5541 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 小平市 0:54:22
58 5521 鈴木 賢治 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 岩手県 奥州市 0:54:34
59 5591 菅原 栄夫 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲﾌ 宮城県 登米市 みなみかた 0:55:19
60 5587 願法 啓一 ｶﾞﾝﾎﾟｳ ｹｲｲﾁ 宮城県 仙台市 ※※ 願法寺 0:55:36
61 5588 遠藤 守 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾓﾙ 青森県 八戸市 0:55:40
62 5571 大山 好彦 ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾋｺ 岩手県 奥州市 0:55:44
63 5629 及川 雄 ｵｲｶﾜ ﾕｳ 岩手県 奥州市 藤里鉄馬倶楽部 0:55:50
64 5518 阿部 勝彦 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 岩手県 平泉町 サンタモニカ 0:55:57
65 5608 黒澤 弘 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ 京都府 亀岡市 0:56:05
66 5514 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 川崎市 0:56:08
67 5533 鈴木 保則 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 岩手県 一関市 花泉らんらん 0:56:19
68 5505 坂井 勝弘 ｻｶｲ ｶﾂﾋﾛ 岩手県 花巻市 0:56:43
69 5570 倉成 幸彦 ｸﾗﾅﾘ ﾕｷﾋｺ 岩手県 奥州市 0:56:49
70 5551 鈴木 三徹 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾄ 岩手県 奥州市 0:57:00
71 5558 陳 進志 ﾁﾝ ｼﾝｼ 宮城県 仙台市 仙台視覚障害 0:57:10
72 5635 昆野 博幸 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 気仙沼市 0:57:20
73 5545 米澤 正己 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｻﾐ 神奈川県 川崎市 0:57:24
74 5543 菊池 洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 岩手県 滝沢市 ひめかみ病院 0:57:26
75 5634 木村 靖和 ｷﾑﾗ ﾔｽｶｽﾞ 秋田県 大仙市 木村内科医院 0:57:39
76 5530 本間 剛英 ﾎﾝﾏ ﾀｹﾋﾃﾞ 岩手県 滝沢市 盛岡市上下水道局 0:57:39
77 5560 金野 雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 岩手県 陸前高田市 キモちＥ．ＲＣ 0:57:45
78 5554 菅野 俊彦 ｶﾝﾉ ﾄｼﾋｺ 岩手県 北上市 東京エレクトロン 0:57:46
79 5645 飯島 正人 ｲｲｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 東京都 小平市 0:57:54
80 5576 澤口 卓 ｻﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾙ 岩手県 盛岡市 盛岡センタ 0:57:57
81 5633 石直 康之 ｲｼｼﾞｷ ﾔｽﾕｷ 岩手県 釜石市 0:57:57
82 5600 砂子田 雅文 ｲｻｺﾞﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 岩手県 奥州市 0:57:59
83 5625 平田 六之助 ﾋﾗﾀ ﾛｸﾉｽｹ 岩手県 盛岡市 東北電力ＩＨＭＣ 0:58:10
84 5596 阿部 芳昭 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ 岩手県 奥州市 0:58:12
85 5636 菊池 康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ 岩手県 住田町 0:58:17
86 5595 鈴木 美克 ｽｽﾞｷ ﾖｼｶｽﾞ 秋田県 湯沢市 チーム７５ 0:58:21
87 5569 横田 久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ 宮城県 大和町 日総工産 0:58:21
88 5509 千田 敏正 ﾁﾀﾞ ﾄｼﾏｻ 岩手県 一関市 0:58:43
89 5580 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手県 遠野市 チーム石上 0:59:19
90 5561 安藤 広直 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾅｵ 岩手県 奥州市 北日本銀行 0:59:33
91 5515 北田 朋好 ｷﾀﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ 岩手県 盛岡市 0:59:55
92 5549 白石 泰男 ｼﾗｲｼ ﾔｽｵ 岩手県 滝沢市 株式会社デジアイズ 1:00:13
93 5638 高橋 守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 岩手県 北上市 1:00:13
94 5536 若松 孝志 ﾜｶﾏﾂ ﾀｶｼ 岩手県 一関市 一関市 1:00:16
95 5607 平山 悟 ﾋﾗﾔﾏ ｻﾄﾙ 秋田県 湯沢市 1:00:19
96 5631 菅原 正弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 奥州市 ぽんたガンバレ 1:00:20
97 5511 市村 富雄 ｲﾁﾑﾗ ﾄﾐｵ 福島県 伊達市 男伊達にゃんこ 1:00:22
98 5612 高橋 鉄 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂ 岩手県 北上市 Ｒｕｎ・喰・Ｗａｎ！ 1:00:26
99 5586 倉内 道人 ｸﾗｳﾁ ﾐﾁﾋﾄ 岩手県 盛岡市 宮古健康倶楽部 1:00:27
100 5537 須藤 昌之 ｽﾄｳ ﾏｻﾕｷ 岩手県 一関市 株式会社デジアイズ 1:00:33
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101 5611 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 岩手県 奥州市 1:00:43
102 5548 一関 克己 ｲﾁﾉｾｷ ｶﾂﾐ 岩手県 宮古市 すっとぎＲＣ 1:01:22
103 5601 工藤 正樹 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ 秋田県 秋田市 ロミＲＣ 1:01:36
104 5529 沼山 晃久 ﾇﾏﾔﾏ ｱｷﾋｻ 岩手県 奥州市 1:01:55
105 5540 野村 進 ﾉﾑﾗ ｽｽﾑ 山形県 山形市 1:02:01
106 5508 佐々木 政昭 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 岩手県 一関市 1:02:34
107 5626 角津田 昭久 ｶｸﾂﾀﾞ ｱｷﾋｻ 岩手県 北上市 1:02:41
108 5621 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼ 岩手県 奥州市 県南広域振興局 1:03:05
109 5555 村上 幸男 ﾑﾗｶﾐ ｻﾁｵ 岩手県 奥州市 1:03:10
110 5531 原田 成一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛ 山形県 上山市 1:03:31
111 5504 大石 孝 ｵｵｲｼ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 ミチノク走友会 1:04:01
112 5639 伊藤 敏 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 岩手銀行水沢支店 1:04:18
113 5614 佐藤 義行 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 岩手県 一関市 1:04:23
114 5582 塚本 忠 ﾂｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ 東京都 文京区 日医ジョガーズ 1:04:34
115 5513 達下 泰文 ﾀﾃｼﾀ ﾔｽﾌﾐ 岩手県 奥州市 学生協 1:10:50
116 5552 後藤 均 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 岩手県 花巻市 岩蹴会 1:13:48
117 5575 布川 好一 ﾇﾉｶﾜ ﾖｼｶｽﾞ 東京都 杉並区 1:14:44
118 5573 古屋 明久 ﾌﾙﾔ ｱｷﾋｻ 静岡県 熱海市 1:19:32
119 5642 佐々木 剛 ｻｻｷ ﾀｹｼ 岩手県 盛岡市 1:22:48
120 5577 高橋 勝彦 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾋｺ 岩手県 奥州市 1:24:22
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