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1 3642 藤澤 哲雄 ﾌｼﾞｻﾜ ﾃﾂｵ 岩手県 盛岡市 3:46:51
2 3602 菊地 敏男 ｷｸﾁ ﾄｼｵ 長野県 松川村 水商走る友の会 3:57:35
3 3613 松好 定雄 ﾏﾂﾖｼ ｻﾀﾞｵ 宮城県 富谷市 Ｔｅａｍ通研 3:57:37
4 3683 松本 勝 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾙ 山口県 周南市 湯田歯科 4:01:10
5 3710 新関 徹 ﾆｲｾﾞｷ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 4:06:20
6 3663 本多 洋 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ 愛知県 幸田町 幸田走ろう会 4:07:33
7 3661 溝口 健一 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 さいたま市 4:14:55
8 3656 金 公四 ｺﾝ ｺｳｼ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 4:16:57
9 3711 宇山 喜久雄 ｳﾔﾏ ｷｸｵ 徳島県 徳島市 4:18:09
10 3657 小出 淳二 ｺｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｼﾞ 北海道 札幌市 4:18:59
11 3682 高安 宏征 ﾀｶﾔｽ ﾋﾛﾏｻ 茨城県 神栖市 フル百回楽走会 4:20:27
12 3693 松井 邦広 ﾏﾂｲ ｸﾆﾋﾛ 宮城県 仙台市 4:21:17
13 3614 大坪 章二 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｮｳｼﾞ 青森県 青森市 4:22:55
14 3664 高橋 幸之助 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾉｽｹ 東京都 羽村市 羽村健康クラブ 4:25:29
15 3665 小澤 周智 ｵｻﾞﾜ ｼｭｳﾁ 千葉県 佐倉市 インバソーユー 4:26:40
16 3625 貝森 征行 ｶｲﾓﾘ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 厚木市 東京消防ＯＢ会 4:31:28
17 3659 鳥居 英夫 ﾄﾘｲ ﾋﾃﾞｵ 愛知県 名古屋市 緑カメクラブ 4:32:01
18 3632 菅原 隆一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 一関市 後藤工建 4:35:54
19 3660 阿部 光世 ｱﾍﾞ ﾐﾂﾖ 青森県 青森市 4:36:23
20 3646 小田嶋 正雄 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻｵ 秋田県 大仙市 4:40:33
21 3706 田中 正道 ﾀﾅｶ ﾏｻﾐﾁ 大阪府 大阪市 ジョイフルラン 4:45:49
22 3610 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 大崎市 Ｔあさとあゆ 4:47:28
23 3629 小林 範雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｵ 秋田県 秋田市 柳林悠遊クラブ 4:49:07
24 3647 井川 勇 ｲｶﾜ ｲｻﾑ 秋田県 秋田市 4:50:52
25 3712 会田 悦捷 ｱｲﾀ ﾖｼｶﾂ 福島県 いわき市 いわき亜衣太 4:51:25
26 3702 梶 正彦 ｶｼﾞ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 鎌倉市 4:51:55
27 3611 岩田 輝昭 ｲﾜﾀ ﾃﾙｱｷ 山形県 山形市 霞城ＥＲＣ 4:53:22
28 3698 本吉 正 ﾓﾄﾖｼ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 石巻市 石巻タートルクラブ 4:55:22
29 3639 中島 慧 ﾅｶｼﾏ ｻﾄｼ 宮城県 柴田町 河北新報船岡販 4:56:06
30 3688 小林 修 ｺﾊﾞﾔｼ ｵｻﾑ 千葉県 市川市 4:56:13
31 3684 美和 新一 ﾐﾜ ｼﾝｲﾁ 東京都 千代田区 5:00:42
32 3603 川畑 秀男 ｶﾜﾊﾀ ﾋﾃﾞｵ 青森県 八戸市 はやて走友会 5:01:06
33 3615 阿部 六郎 ｱﾍﾞ ﾛｸﾛｳ 岩手県 滝沢市 フル百回楽走会 5:14:35
34 3697 小倉 忠博 ｵｸﾞﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 千葉県 柏市 ニッポンランナーズ柏 5:16:36
35 3691 長谷川 義矩 ﾊｾｶﾞﾜ ﾖｼﾉﾘ 埼玉県 さいたま市 フル百回楽走会 5:21:05
36 3601 小沼 繁 ｵﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 紫波町 5:24:33
37 3621 川澄 貢 ｶﾜｽﾐ ﾐﾂｸﾞ 千葉県 船橋市 5:25:04
38 3690 鈴木 直義 ｽｽﾞｷ ﾅｵﾖｼ 沖縄県 北谷町 5:26:02
39 3673 佐藤 隆志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 5:26:29
40 3703 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 5:29:37
41 3668 高橋 量平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友ＯＢ会 5:29:59
42 3605 小玉 紘策 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｻｸ 秋田県 秋田市 仁井田陸友会 5:30:01
43 3607 大賀 貞義 ｵｵｶﾞ ｻﾀﾞﾖｼ 福島県 相馬市 5:36:32
44 3637 佐々木 陽三 ｻｻｷ ﾖｳｿﾞｳ 岩手県 北上市 5:36:34
45 3623 丸田 鉄雄 ﾏﾙﾀ ﾃﾂｵ 秋田県 八峰町 5:39:21
46 3627 澤田 行一 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 5:40:34
47 3650 冨田 憲 ﾄﾐﾀ ｹﾝ 岩手県 奥州市 5:41:01
48 3638 菅原 靖博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ 青森県 むつ市 5:42:01
49 3675 今泉 邦治 ｲﾏｲｽﾞﾐ ｸﾆﾊﾙ 北海道 札幌市 5:42:23
50 3662 木村 茂 ｷﾑﾗ ｼｹﾞﾙ 岩手県 久慈市 老楽会 5:43:01

2019年5月19日



2019/05/19 16:27:05 2 / 2 ページ Official Timer & Result By ISTS

51 3612 横田 哲男 ﾖｺﾀ ﾃﾂｵ 東京都 福生市 福生ＲＣ 5:47:31
52 3679 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 泉パークメイツ 5:47:45
53 3626 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 5:48:27
54 3630 小関 俐 ｺｾｷ ｻﾄｼ 神奈川県 大和市 ＪＣ大和泉の森 5:50:43
55 3708 宮池 克人 ﾐﾔｲｹ ﾖｼﾋﾄ 愛知県 東浦町 中日本高速道路 5:52:33
56 3628 高橋 武夫 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｵ 岩手県 花巻市 花巻走友会 5:56:15
57 3622 高橋 静雄 ﾀｶﾊｼ ｼｽﾞｵ 徳島県 徳島市 5:56:48
58 3633 武田 正司 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 宮城県 大崎市 Ｔあさとあゆ 5:59:18
59 3687 金澤 賢治 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 宮城県 大和町 泉パークメイツ 6:01:15
60 3617 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 6:03:17
61 3681 澤飯 一郎 ｻﾜｲ ｲﾁﾛｳ 石川県 金沢市 ホクモウ 6:03:26
62 3670 鈴木 昌男 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ 東京都 北区 千代田走友会 6:04:23
63 3618 斎藤 敏 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 宮城県 仙台市 6:07:25
64 3677 原野 幸男 ﾊﾗﾉ ﾕｷｵ 埼玉県 所沢市 フル百回楽走会 6:09:12
65 3640 竹浪 清春 ﾀｹﾅﾐ ｷﾖﾊﾙ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 6:09:51
66 3648 森 敏夫 ﾓﾘ ﾄｼｵ 岩手県 盛岡市 6:11:03
67 3680 高崎 幸恵 ﾀｶｻｷ ﾕｷｴ 秋田県 八峰町 八峰小糠森汗走会 6:15:41
68 3620 長山 国隆 ﾅｶﾞﾔﾏ ｸﾆﾀｶ 宮城県 気仙沼市 カオダイ０ロハス 6:17:48
69 3701 林崎 英一 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 山形県 山形市 6:19:25
70 3606 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 6:19:27
71 3667 槙 肇 ﾏｷ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 仙台市 6:20:45
72 3619 安藤 肇 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 千葉県 茂原市 ＹＲＣ 6:21:05
73 3635 佐藤 輝夫 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ 秋田県 秋田市 秋田県走友会 6:22:15
74 3678 二宮 俊雄 ﾆﾉﾐﾔ ﾄｼｵ 東京都 武蔵村山市 6:23:40
75 3608 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 6:24:26
76 3644 菅原 勝美 ｽｶﾞﾜﾗ ｶﾂﾐ 岩手県 奥州市 水沢愛走会 6:24:43
77 3666 岩崎 良雄 ｲﾜｻｷ ﾖｼｵ 神奈川県 海老名市 6:27:18
78 3649 加藤 浩道 ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 北海道 札幌市 走る脱原発くん 6:32:04
79 3643 竹内 義明 ﾀｹｳﾁ ﾖｼｱｷ 山形県 酒田市 ヤマガタマスターズ 6:33:54
80 3696 松尾 正幸 ﾏﾂｵ ﾏｻﾕｷ 千葉県 習志野市 6:34:49

2019年5月19日


