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1 3075 小田原 雅己 ｵﾀﾞﾊﾗ ﾏｻﾐ 福岡県 北九州市 Ｅランナーズ 3:11:01
2 3354 石村 祐之 ｲｼﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 東京都 新宿区 南仙台走友会 3:11:59
3 3038 森山 美典 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 山形県 天童市 天童蔵増走遊会 3:19:42
4 3195 石川 次夫 ｲｼｶﾜ ﾂｷﾞｵ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 3:24:22
5 3211 武田 裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 名取市 3:26:14
6 3337 小熊 優 ｵｸﾞﾏ ﾏｻﾙ 秋田県 秋田市 上新城小学校 3:27:19
7 3370 前川 寿文 ﾏｴｶﾜ ﾄｼﾌﾞﾐ 岩手県 宮古市 宮古ＡＣ 3:27:24
8 3368 神谷 康夫 ｶﾐﾔ ﾔｽｵ 埼玉県 さいたま市 南中野クラブ 3:27:27
9 3210 三浦 洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 秋田県 秋田市 3:29:20
10 3025 菅原 弘行 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 花巻市 3:32:28
11 3135 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 3:32:51
12 3158 喜多 俊彦 ｷﾀ ﾄｼﾋｺ 三重県 四日市市 ＳＷＳＲＣ 3:33:26
13 3244 斎藤 玉生 ｻｲﾄｳ ﾀﾏｵ 宮城県 仙台市 農地中間管理機構 3:36:14
14 3330 冨田 健司 ﾄﾐﾀ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 タンポポＲＣ 3:38:34
15 3328 石野 豊 ｲｼﾉ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 3:39:28
16 3351 眞坂 利則 ﾏｻｶ ﾄｼﾉﾘ 秋田県 由利本荘市 鳥海走ろう会 3:41:28
17 3260 橋本 久 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 3:43:30
18 3178 宮崎 順一 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 埼玉県 川越市 まりおくらぶ 3:44:19
19 3054 春日 昭美 ｶｽｶﾞ ｱｷﾐ 秋田県 北秋田市 Ｋ ＳＲＣ 3:45:39
20 3230 齊藤 和雄 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 秋田県 大仙市 3:46:34
21 3374 飯田 博利 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛﾄｼ 福岡県 朝倉市 朝倉市杷木穂坂 3:47:45
22 3061 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 3:47:50
23 3113 辰巳野 雄次 ﾀﾂﾐﾉ ﾕｳｼﾞ 大阪府 藤井寺市 シードクリエイト 3:49:30
24 3262 澤石 辰雄 ｻﾜｲｼ ﾀﾂｵ 宮城県 仙台市 ときめきＲＵＮ仙台 3:49:43
25 3007 伊東 孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 3:49:44
26 3207 大川原 真澄 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｽﾐ 岩手県 滝沢市 3:50:04
27 3191 二瓶 日出夫 ﾆﾍｲ ﾋﾃﾞｵ 千葉県 船橋市 3:50:44
28 3020 北川 隆史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ 青森県 青森市 ランジョグ 3:50:51
29 3003 高橋 和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 奥州市 シオノギＯＢ 3:51:12
30 3249 小林 智 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ 東京都 町田市 サラダバーズ 3:52:24
31 3221 千葉 松夫 ﾁﾊﾞ ﾏﾂｵ 東京都 町田市 町田いだ天クラブ 3:52:28
32 3193 岡田 昭 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ 千葉県 野田市 3:53:20
33 3357 武田 啓孝 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｺｳ 岩手県 矢巾町 走る数学教師 3:54:26
34 3323 前尾 和彦 ﾏｴｵ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 相模原市 3:54:46
35 3238 中村 保一 ﾅｶﾑﾗ ﾎｲﾁ 神奈川県 横浜市 神奈川県立藤沢清流高校 3:54:55
36 3220 熊谷 光男 ｸﾏｶﾞｲ ﾐﾂｵ 岩手県 盛岡市 3:55:04
37 3117 佐藤 宏 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 千葉県 柏市 ウイングＡＣ 3:55:24
38 3387 小林 卓 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 東京都 渋谷区 宇佐美ＲＣ 3:55:24
39 3175 仲田 勲生 ﾅｶﾀﾞ ｲｻｵ 宮城県 仙台市 米沢興譲教会 3:56:46
40 3099 塩山 司 ｼｵﾔﾏ ﾂｶｻ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 3:57:21
41 3192 庭瀬 幸二 ﾆﾜｾ ｺｳｼﾞ 青森県 八戸市 3:58:34
42 3227 讃岐 誠二 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ 岩手県 滝沢市 3:59:44
43 3343 安藤 稔 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 秋田県 横手市 4:00:47
44 3276 萬代 隆治 ﾊﾞﾝﾀﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ 福島県 いわき市 ドラゴンボール 4:00:49
45 3157 星加 昭悦 ﾎｼｶ ｼｮｳｴﾂ 東京都 清瀬市 4:01:05
46 3402 川村 栄雄 ｶﾜﾑﾗ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 盛岡市 滝沢市役所 4:01:16
47 3018 細井 浩二 ﾎｿｲ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 秋田中央水産 4:02:06
48 3344 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 秋田県走友会 4:02:11
49 3173 千葉 喜四郎 ﾁﾊﾞ ｷｼﾛｳ 岩手県 奥州市 前沢テニス 4:03:11
50 3298 合川 幹男 ｱｲｶﾜ ﾐｷｵ 岩手県 二戸市 二戸ゼミナール 4:04:31
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51 3096 手島 欣親 ﾃｼﾞﾏ ﾖｼﾁｶ 東京都 八王子市 4:05:21
52 3294 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 4:05:22
53 3251 千葉 淳 ﾁﾊﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 大崎市 石巻ＲＣ 4:06:14
54 3017 及川 茂行 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 天文台通りＲＣ 4:06:21
55 3093 石川 英行 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 アイベスト 4:06:36
56 3162 福田 雄二 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 福岡県 福岡市 4:06:48
57 3140 煙草 修行 ﾀﾊﾞｺ ﾅｵﾕｷ 兵庫県 伊丹市 ＲＣラスタ 4:08:19
58 3057 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 秋田県 潟上市 4:08:24
59 3198 原 敬作 ﾊﾗ ｹｲｻｸ 岡山県 岡山市 4:08:27
60 3219 齋藤 好則 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 仙台市 4:08:36
61 3185 蟹井 修三 ｶﾆｲ ｼｭｳｿﾞｳ 兵庫県 姫路市 拝啓 4:09:20
62 3190 佐藤 薫 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 岩手県 盛岡市 4:11:26
63 3331 前田 博之 ﾏｴﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 青森県 青森市 4:15:27
64 3183 小澤 清治 ｵｻﾞﾜ ｷﾖﾊﾙ 岩手県 雫石町 4:16:19
65 3394 菅原 孝一 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 岩手県 一関市 一関楽走会 4:16:25
66 3050 菅野 勝 ｶﾝﾉ ﾏｻﾙ 岩手県 奥州市 4:16:32
67 3239 浜野 美広 ﾊﾏﾉ ﾖｼﾋﾛ 東京都 日野市 サラダバーズ 4:16:35
68 3316 朝倉 克也 ｱｻｸﾗ ｶﾂﾔ 福島県 福島市 福島四季の里 4:16:48
69 3022 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 4:17:41
70 3232 熊谷 茂和 ｸﾏｶﾞｲ ｼｹﾞｶｽﾞ 岩手県 一関市 4:19:14
71 3340 淺木 宏光 ｱｻｷ ﾋﾛﾐﾂ 宮城県 仙台市 4:20:13
72 3166 佐藤 義昭 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 岩手県 岩手町 4:20:18
73 3107 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 4:21:21
74 3088 長代 建造 ﾁｮｳｼﾛ ｹﾝｿﾞｳ 岩手県 盛岡市 モーリオＦＩＮＦ 4:21:39
75 3101 和田 眞一 ﾜﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 4:23:27
76 3164 古田 正治 ﾌﾙﾀ ﾏｻﾊﾙ 福岡県 福岡市 福岡市東区箱崎 4:23:41
77 3138 渡邉 不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 岩手県 盛岡市 日本ランニング協会 4:24:44
78 3152 葛西 宏一 ｶｻｲ ｺｳｲﾁ 福島県 福島市 福島銀行 4:25:05
79 3278 棟方 温志 ﾑﾅｶﾀ ｱﾂｼ 神奈川県 横浜市 日本化粧品関連会社自転車部 4:25:10
80 3326 今井 英夫 ｲﾏｲ ﾋﾃﾞｵ 群馬県 邑楽町 4:25:12
81 3121 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 4:25:29
82 3060 渡邉 勤 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾄﾑ 埼玉県 羽生市 ＷＡＴＡＫＩＮ 4:25:51
83 3021 野尻 隆 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ 秋田県 横手市 秋田県走友会 4:25:54
84 3069 遠藤 秀美 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾐ 岩手県 北上市 ５区盛り上げ隊 4:26:09
85 3125 橋本 文夫 ﾊｼﾓﾄ ﾌﾐｵ 埼玉県 所沢市 所沢走友会 4:26:37
86 3202 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 4:27:13
87 3100 中西 正巳 ﾅｶﾆｼ ﾏｻﾐ 奈良県 奈良市 4:27:14
88 3063 昆野 祐一 ｺﾝﾉ ﾕｳｲﾁ 岩手県 奥州市 米里駅伝部 4:27:30
89 3258 鈴木 栄 ｽｽﾞｷ ｻｶｴ 宮城県 仙台市 仙台住吉台走友会 4:28:07
90 3102 後藤 秋夫 ｺﾞﾄｳ ｱｷｵ 青森県 平川市 4:28:37
91 3103 井上 雄二 ｲﾉｳｴ ﾕｳｼﾞ 愛知県 犬山市 4:28:38
92 3304 千葉 仁一 ﾁﾊﾞ ｼﾞﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 4:28:45
93 3104 関山 秀雄 ｾｷﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 神奈川県 相模原市 Ｔ＆Ｒ．ＡＣ 4:29:00
94 3201 渡辺 彰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 東京都 世田谷区 4:29:11
95 3269 今井 信行 ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 山形県 酒田市 4:29:14
96 3076 赤坂 光広 ｱｶｻｶ ｺｳﾋﾛ 岩手県 紫波町 4:29:37
97 3350 細川 興一 ﾎｿｶﾜ ｺｳｲﾁ 青森県 十和田市 細川薬局 4:29:50
98 3016 鈴木 勇基 ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 岩手県 奥州市 あおば会計 4:30:02
99 3070 菊池 晃 ｷｸﾁ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 ＮＰＯ法人福寿 4:31:24
100 3324 菅野 登志博 ｽｶﾞﾉ ﾄｼﾋﾛ 山形県 天童市 4:31:29
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101 3282 高橋 幸世 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾖ 岩手県 北上市 クレソンダイニング 4:32:05
102 3280 角山 寿男 ｶﾄﾞﾔﾏ ﾄｼｵ 千葉県 印西市 白井ＪＣ 4:32:34
103 3303 神子素 豊明 ﾐｺｿ ﾄﾖｱｷ 東京都 杉並区 4:33:06
104 3045 柴田 英信 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 秋田県 大館市 ハートｔｏハート 4:34:18
105 3392 渡辺 憲男 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘｵ 東京都 葛飾区 4:34:39
106 3047 木村 隆政 ｷﾑﾗ ﾀｶﾏｻ 秋田県 大館市 鳳鳴スキーＯＢ 4:34:46
107 3001 佐々木 緑 ｻｻｷ ﾐﾄﾞﾘ 岩手県 宮古市 4:35:08
108 3216 岩城 均 ｲﾜｷ ﾋﾄｼ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:35:34
109 3322 川田 仁志 ｶﾜﾀ ﾋﾄｼ 岩手県 北上市 4:36:26
110 3297 三田 正 ﾐﾀ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 奥州市 4:36:35
111 3204 新出 和義 ｼﾝﾃﾞ ｶｽﾞﾖｼ 石川県 珠洲市 4:37:27
112 3223 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 4:38:04
113 3333 吉田 欣一 ﾖｼﾀﾞ ｷﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:38:10
114 3023 洞口 通 ﾎﾗｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 宮城県 七ヶ浜町 スチール 4:39:04
115 3209 鬼木 崇嗣 ｵﾆｷ ﾀｶﾂｸﾞ 東京都 世田谷区 東京陸連 4:39:05
116 3042 鴫原 謙二 ｼｷﾞﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 4:39:26
117 3058 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 秋田県 横手市 （株）ヴァルモード 4:40:03
118 3405 佐伯 実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ 岩手県 一関市 カッチンファミリー 4:40:11
119 3137 横田 敏昭 ﾖｺﾀ ﾄｼｱｷ 宮城県 仙台市 4:41:06
120 3293 狩野 由紀夫 ｶﾘﾉ ﾕｷｵ 岩手県 奥州市 4:41:37
121 3128 江良 謙次 ｴﾗ ｹﾝｼﾞ 山形県 山形市 江良歯科医院 4:42:29
122 3176 高橋 一男 ﾀｶﾊｼ ｲﾁｵ 岩手県 奥州市 4:42:43
123 3214 小沢 健 ｵｻﾞﾜ ｹﾝ 神奈川県 相模原市 4:42:43
124 3292 村上 秀一 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 岩手県 奥州市 東堀切ＲＣ 4:42:52
125 3123 佐藤 峯雄 ｻﾄｳ ﾐﾈｵ 福島県 本宮市 4:43:10
126 3083 亀井 博文 ｶﾒｲ ﾋﾛﾌﾐ 岩手県 奥州市 4:43:24
127 3013 齋藤 直樹 ｻｲﾄｳ ﾅｵｷ 宮城県 美里町 南郷ラン・ラン 4:44:06
128 3259 黒田 恒雄 ｸﾛﾀﾞ ﾂﾈｵ 東京都 板橋区 高島平走友会 4:44:39
129 3199 及川 睦夫 ｵｲｶﾜ ﾑﾂｲ 岩手県 奥州市 産業技術短期大学校水沢校 4:44:44
130 3396 河合 洋介 ｶﾜｲ ﾖｳｽｹ 宮城県 仙台市 風恋洞 4:45:55
131 3246 高橋 哲也 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂﾔ 東京都 台東区 中外製薬株式会社 4:45:55
132 3371 佐藤 勝雄 ｻﾄｳ ｶﾂｵ 栃木県 小山市 4:45:59
133 3393 伊藤 雅彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 福島県 いわき市 ＡＰＩＣ 4:46:05
134 3301 佐々木 昭悦 ｻｻｷ ｼｮｳｴﾂ 秋田県 能代市 4:46:20
135 3147 吉田 強 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 北上市 アイシン東北 4:47:16
136 3400 野澤 俊宏 ﾉｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ 北海道 七飯町 岩手大好きです 4:47:29
137 3151 吉村 文比古 ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾋｺ 神奈川県 相模原市 誠心学園 4:47:46
138 3110 庄子 英治 ｼｮｳｼﾞ ｴｲｼﾞ 宮城県 仙台市 4:48:12
139 3384 竹内 督晃 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｱｷ 埼玉県 草加市 4:48:26
140 3010 菅原 晃基 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｷ 岩手県 奥州市 4:48:37
141 3172 岩渕 誠一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｲﾁ 宮城県 栗原市 4:50:09
142 3257 加藤 正彦 ｶﾄｳ ﾏｻﾋｺ 東京都 練馬区 巴川製紙所 4:50:14
143 3081 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 4:50:32
144 3369 中目 弘一 ﾅｶﾉﾒ ｺｳｲﾁ 岩手県 奥州市 奥州市総合水沢病院 4:50:34
145 3288 三浦 清一 ﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ 宮城県 気仙沼市 気仙沼モーニングクラブ 4:50:36
146 3141 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 4:51:03
147 3213 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 4:51:36
148 3321 安藤 滋基 ｱﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｷ 大阪府 茨木市 4:51:40
149 3051 小野寺 寺仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ 岩手県 一関市 後藤工建（株） 4:51:56
150 3071 大井 信幸 ｵｵｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 栗原市 南郷ランラン 4:52:45
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151 3302 桑原 正治 ｸﾜﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 北上市 4:53:53
152 3153 宮林 克行 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 東京都 中央区 ＬＵＡＮＡ 4:54:26
153 3263 小林 鐵美 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾐ 秋田県 大館市 4:54:57
154 3233 宮本 茂 ﾐﾔﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 東京都 八王子市 サラダバーズ 4:55:16
155 3355 小松原 公一 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾐｶｽﾞ 東京都 葛飾区 ＲＵＳＨＥＲＳ 4:55:20
156 3024 土屋 博明 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｱｷ 山形県 天童市 天童蔵増走遊会 4:55:21
157 3391 鈴木 孝悦 ｽｽﾞｷ ｺｳｴﾂ 秋田県 美郷町 六郷丸ＲＣ 4:55:27
158 3203 渡邉 一生 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 福島県 郡山市 ときわランナーズ 4:55:59
159 3146 三浦 初男 ﾐｳﾗ ﾊﾂｵ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤクラブ 4:55:59
160 3187 佐々木 春雄 ｻｻｷ ﾊﾙｵ 岩手県 岩手町 4:56:29
161 3174 山田 道夫 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾁｵ 山形県 山形市 4:57:41
162 3065 藤村 正男 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 岩手県 八幡平市 4:57:56
163 3062 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 4:58:30
164 3311 小俣 由喜雄 ｵﾏﾀ ﾕｷｵ 宮城県 東松島市 藤野整形外科 4:59:09
165 3067 菅野 賢治 ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 4:59:17
166 3334 菅原 弘明 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 岩手県 奥州市 岩手局 4:59:37
167 3237 安藤 格 ｱﾝﾄﾞｳ ｲﾀﾙ 東京都 世田谷区 4:59:41
168 3247 布田 栄 ﾌﾀﾞ ｻｶｴ 宮城県 岩沼市 岩沼らんクラブ 5:00:22
169 3362 清野 俊昭 ｾｲﾉ ﾄｼｱｷ 山形県 天童市 5:01:30
170 3012 菊池 俊行 ｷｸﾁ ﾄｼﾕｷ 宮城県 仙台市 東北農政局 5:02:14
171 3030 須田 紀夫 ｽﾀﾞ ﾉﾘｵ 秋田県 秋田市 5:02:23
172 3014 鈴木 温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 岩手県 奥州市 5:03:24
173 3188 北村 清 ｷﾀﾑﾗ ｷﾖｼ 宮城県 仙台市 シーズ杜の都 5:03:43
174 3312 古積 信之 ｺﾂﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 5:04:58
175 3136 杉澤 法明 ｽｷﾞｻﾜ ﾉﾘｱｷ 埼玉県 越谷市 5:06:55
176 3044 小野寺 実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 5:07:01
177 3320 芳門 重信 ﾖｼｶﾄﾞ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 岩手県 八幡平市 5:08:10
178 3339 佐藤 修 ｻﾄｳ ｵｻﾑ 岩手県 盛岡市 黒石野町内会 5:10:06
179 3144 亀井 涼一 ｶﾒｲ ﾘﾖｳｲﾁ 岩手県 奥州市 前沢いきスポＲＣ 5:10:19
180 3341 鷹觜 徹 ﾀｶﾉﾊｼ ﾄｵﾙ 岩手県 盛岡市 5:11:12
181 3349 佐々木 康二 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 5:11:28
182 3145 伊藤 徳雄 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ 岩手県 奥州市 5:12:03
183 3281 岩田 仁 ｲﾜﾀ ﾋﾄｼ 東京都 中野区 おーい！たまらん 5:12:35
184 3116 佐藤 敬治 ｻﾄｳ ｹｲｼﾞ 群馬県 桐生市 5:14:29
185 3295 湊屋 淳 ﾐﾅﾄﾔ ｼﾞｭﾝ 秋田県 北秋田市 5:14:44
186 3052 鈴木 辰彦 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾋｺ 岩手県 奥州市 5:14:58
187 3073 大浦 豊 ｵｵｳﾗ ﾕﾀｶ 北海道 札幌市 5:15:44
188 3074 遠藤 敏夫 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 岩手県 盛岡市 5:16:25
189 3231 石井 洋樹 ｲｼｲ ﾖｳｼﾞｭ 福島県 田村市 あさかＨＰ 5:16:28
190 3161 及川 恒 ｵｲｶﾜ ｺｳ 岩手県 奥州市 5:18:04
191 3336 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 5:18:09
192 3055 久保田 精治 ｸﾎﾞﾀ ｾｲｼﾞ 岩手県 盛岡市 5:19:19
193 3053 小野寺 秀夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 奥州市 イオンＳＣ水沢 5:19:31
194 3389 稲葉 克典 ｲﾅﾊﾞ ｶﾂﾉﾘ 奈良県 田原本町 5:20:08
195 3114 岩本 一彦 ｲﾜﾓﾄ ｶｽﾞﾋｺ 神奈川県 横浜市 5:20:16
196 3308 塩田 稔 ｼｵﾀﾞ ﾐﾉﾙ 埼玉県 深谷市 楽喜走会 5:20:27
197 3168 横山 透 ﾖｺﾔﾏ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 5:20:53
198 3127 能代 博巳 ﾉｼﾛ ﾋﾛﾐ 青森県 むつ市 5:21:01
199 3111 鳥谷部 勲 ﾄﾘﾔﾍﾞ ｲｻｵ 青森県 五戸町 5:22:00
200 3241 沢 雅明 ｻﾜ ﾏｻｱｷ 北海道 函館市 健脚研究会 5:22:07
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201 3365 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 5:22:15
202 3031 金子 修一 ｶﾈｺ ｼｭｳｲﾁ 岩手県 北上市 5:22:15
203 3056 林 康夫 ﾊﾔｼ ﾔｽｵ 秋田県 秋田市 5:22:32
204 3286 金澤 英人 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 福島県 北塩原村 アルビン 5:22:45
205 3404 千田 秀夫 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 東京都 小金井市 千田秀夫税理士事務所 5:23:06
206 3181 安孫子 芳美 ｱﾋﾞｺ ﾖｼﾐ 宮城県 仙台市 お先にどうぞ 5:23:13
207 3167 宮崎 秀 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｭｳ 東京都 武蔵野市 5:23:27
208 3139 西 裕二 ﾆｼ ﾕｳｼﾞ 愛知県 稲沢市 走る！中小企業診断士 5:24:10
209 3315 生井 代次 ﾅﾏｲ ﾀﾞｲｼﾞ 栃木県 栃木市 5:24:16
210 3385 西田 孝之 ﾆｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ 愛知県 新城市 ネッツトヨタ愛知 5:24:41
211 3097 木下 準一 ｷﾉｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ 石川県 津幡町 ななこ２５ 5:26:15
212 3318 佐藤 敏彦 ｻﾄｳ ﾄｼﾋｺ 岩手県 盛岡市 5:26:15
213 3171 日野 隆之 ﾋﾉ ﾀｶﾕｷ 福岡県 中間市 5:26:15
214 3235 金子 敏明 ｶﾈｺ ﾄｼｱｷ 岩手県 盛岡市 いわて生協 5:26:26
215 3361 池田 正明 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｱｷ 宮城県 岩沼市 ハナトピア 5:26:30
216 3064 米倉 文男 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｵ 岩手県 奥州市 ＮＴＴ東‐東北 5:26:38
217 3194 佐藤 良平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 青森県 八戸市 ウイング八戸 5:27:28
218 3279 河野 通明 ｺｳﾉ ﾐﾁｱｷ 東京都 三鷹市 5:27:55
219 3122 及川 正之 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ケ尻走友会 5:28:34
220 3048 中嶋 喜代博 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖﾋﾛ 秋田県 大仙市 5:28:49
221 3256 村下 博史 ﾑﾗｼﾀ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 5:28:50
222 3381 伊藤 俊信 ｲﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 5:29:10
223 3243 崎山 喜哲 ｻｷﾔﾏ ﾖｼﾃﾂ 沖縄県 豊見城市 5:31:01
224 3242 長坂 成則 ﾅｶﾞｻｶ ｼｹﾞﾉﾘ 神奈川県 茅ヶ崎市 5:31:35
225 3200 田中 吉孝 ﾀﾅｶ ﾖｼﾀｶ 山形県 山形市 5:31:38
226 3006 日暮 薫 ﾋｸﾞﾚ ｶｵﾙ 岩手県 盛岡市 5:32:14
227 3066 小田島 茂 ｵﾀﾞｼﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 北上市 ベルフ北上 5:32:23
228 3283 安彦 敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ 岩手県 一関市 紫波楽走会 5:33:32
229 3346 加藤 民幸 ｶﾄｳ ﾀﾐﾕｷ 東京都 西東京市 5:36:41
230 3291 山野 隆美 ﾔﾏﾉ ﾀｶﾖｼ 埼玉県 川口市 5:37:03
231 3115 佐藤 將 ｻﾄｳ ｼｮｳ 東京都 世田谷区 5:37:50
232 3092 石井 貢 ｲｼｲ ﾐﾂｸﾞ 宮城県 名取市 住友建機販売（株） 5:37:51
233 3224 尾形 敏行 ｵｶﾞﾀ ﾄｼﾕｷ 山形県 米沢市 パトラン山形 5:38:03
234 3360 中村 寿文 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾌﾐ 沖縄県 南風原町 はりゅう走友会 5:38:29
235 3332 阿部 隆一 ｱﾍﾞ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 一関市 5:38:41
236 3310 清水 隆夫 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｵ 埼玉県 深谷市 楽喜走会 5:39:48
237 3090 石川 公紀 ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 岩手県 奥州市 江刺愛宕 5:40:10
238 3366 堀江 一利 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾄｼ 岩手県 滝沢市 大﨑ＲＣ 5:41:59
239 3034 岩井 敏彦 ｲﾜｲ ﾄｼﾋｺ 宮城県 利府町 ＷＩＮＤＲＵＮ 5:42:19
240 3284 阿部 徹 ｱﾍﾞ ﾄｵﾙ 岩手県 奥州市 胆沢土橋クラブ 5:42:29
241 3082 星 庄次 ﾎｼ ｼｮｳｼﾞ 宮城県 美里町 ＪＯＹＦＩＴ 5:42:32
242 3036 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 5:42:56
243 3129 菅原 錦市 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾝｲﾁ 秋田県 大仙市 5:43:25
244 3112 福田 米治 ﾌｸﾀﾞ ﾖﾈﾊﾙ 神奈川県 横浜市 5:44:13
245 3180 竹内 浩一 ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 神奈川県 藤沢市 ＳＯＮＰＯ 5:44:48
246 3126 安倍 静雄 ｱﾝﾊﾞｲ ｼｽﾞｵ 岩手県 奥州市 焼石山麓ファミ 5:45:45
247 3367 佐々木 道雄 ｻｻｷ ﾐﾁｵ 岩手県 奥州市 八幼クラブ 5:46:57
248 3290 武藤 章 ﾑﾄｳ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 5:48:14
249 3106 矢部 多加夫 ﾔﾍﾞ ﾀｶｵ 東京都 文京区 5:48:32
250 3236 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 5:48:39
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251 3131 菊池 範生 ｷｸﾁ ﾉﾘｵ 福島県 伊達市 ふれあいの郷だて 5:48:58
252 3352 山内 穂 ﾔﾏｳﾁ ﾐﾉﾙ 秋田県 横手市 ナシ 5:49:56
253 3364 井上 雅雄 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ 大阪府 枚方市 寝屋川高校 5:50:54
254 3265 岩渕 啓一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｹｲｲﾁ 宮城県 栗原市 5:51:36
255 3225 嶋田 雅人 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ 秋田県 三種町 5:53:00
256 3306 佐藤 潔 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 宮城県 仙台市 河北建設 5:54:10
257 3373 深澤 泰郎 ﾌｶｻﾜ ﾔｽｵ 大阪府 吹田市 5:54:40
258 3089 川村 信一 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 岩手県 一関市 一関川崎楽走会 5:54:42
259 3040 吉田 吉明 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 5:54:42
260 3028 村上 敦 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｼ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 5:54:46
261 3397 佐藤 壽 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 岩手県 一関市 5:57:05
262 3329 串田 俊明 ｸｼﾀﾞ ﾄｼｱｷ 千葉県 野田市 清水公園ＲＣ 5:57:29
263 3356 栗城 善七 ｸﾘｷ ｾﾞﾝｼﾁ 福島県 三島町 5:58:00
264 3240 相沢 優 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 宮城県 仙台市 ＳＺＰ 5:59:54
265 3170 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 6:00:21
266 3254 山田 繁一 ﾔﾏﾀﾞ ｼｹﾞｶｽﾞ 富山県 富山市 6:00:28
267 3299 佐藤 行雄 ｻﾄｳ ﾕｷｵ 東京都 板橋区 高島平走友会 6:01:03
268 3087 西野 豊 ﾆｼﾉ ﾕﾀｶ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 6:01:34
269 3255 吉宮 徹 ﾖｼﾐﾔ ﾄｵﾙ 神奈川県 横浜市 みなとみらいナイトラン 6:01:37
270 3358 高泉 徳生 ﾀｶｲｽﾞﾐ ﾉﾘｵ 秋田県 秋田市 6:02:19
271 3134 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 6:02:56
272 3305 正岡 義也 ﾏｻｵｶ ﾖｼﾔ 神奈川県 茅ヶ崎市 ＮＡＳドラえもん 6:03:21
273 3080 松原 保 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾓﾂ 埼玉県 上尾市 せなゆずクラブ 6:04:30
274 3401 中村 稔 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾉﾙ 新潟県 新潟市 チーム堀川 6:06:00
275 3327 佐藤 清人 ｻﾄｳ ｷﾖﾄ 宮城県 仙台市 6:06:02
276 3118 今井 賀昭 ｲﾏｲ ﾖｼｱｷ 宮城県 亘理町 6:06:44
277 3226 田中 康夫 ﾀﾅｶ ﾔｽｵ 静岡県 磐田市 ＴＥＡＭ４７ 6:06:54
278 3261 游 金章 ﾖｳ ｼﾞﾝﾁﾞｬﾝ 東京都 中野区 6:07:27
279 3319 牧野 千春 ﾏｷﾉ ﾁﾊﾙ 東京都 足立区 三菱ＵＦＪ銀行 6:07:45
280 3317 鈴木 敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ 岩手県 矢巾町 東北電力ＩＨＭＣ 6:08:02
281 3098 九嶋 忠則 ｸｼﾏ ﾀﾀﾞﾉﾘ 宮城県 仙台市 6:09:35
282 3347 十文字 忠雄 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾀﾀﾞｵ 岩手県 盛岡市 6:09:51
283 3155 高橋 秀一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ 山形県 高畠町 ひろすけヤンチャーズ 6:10:45
284 3270 長岡 義弘 ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾋﾛ 山形県 大江町 6:11:48
285 3229 菅原 章 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 6:13:56
286 3084 佐藤 勝美 ｻﾄｳ ｶﾂﾐ 秋田県 秋田市 アシローアキタ 6:15:40
287 3372 土岐 政彰 ﾄｷ ﾏｻｱｷ 岩手県 一関市 世嬉の一酒造株式会社 6:15:47
288 3027 紺野 敏郎 ｺﾝﾉ ﾄｼﾛｳ 岩手県 奥州市 6:16:27
289 3287 菊地 辰吉 ｷｸﾁ ﾀﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 6:17:09
290 3325 渡部 憲治 ﾜﾀﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 岩手県 北上市 6:18:05
291 3296 後藤 正 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 奥州市 6:18:27
292 3377 長谷川 福夫 ﾊｾｶﾞﾜ ﾌｸｵ 新潟県 三条市 6:19:05
293 3160 櫻井 巖 ｻｸﾗｲ ｲﾜｵ 山形県 山形市 チームテルサ 6:19:10
294 3182 府川 仁哉 ﾌｶﾜ ﾋﾄｼ 神奈川県 横浜市 6:20:51
295 3313 仲野 繁俊 ﾅｶﾉ ｼｹﾞﾄｼ 宮城県 富谷市 連坊小路小 6:21:23
296 3094 栗島 憲一 ｸﾘｼﾏ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 相模原市 6:21:25
297 3252 加藤 賢一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 山形県 米沢市 6:22:06
298 3095 吉田 弘人 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岩手県 奥州市 6:23:50
299 3250 杉本 繁昭 ｽｷﾞﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ 茨城県 取手市 6:24:25
300 3077 佐々木 充 ｻｻｷ ﾐﾂﾙ 岩手県 盛岡市 6:24:57
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301 3218 鹿野 善勝 ｶﾉ ﾖｼｶﾂ 宮城県 塩竈市 塩釜ＦＭＣ 6:25:07
302 3398 野村 正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 山田町 6:29:07
303 3267 千田 稔 ﾁﾀﾞ ﾐﾉﾙ 岩手県 北上市 日高見工務店 6:29:42
304 3002 千田 健 ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 シャア専用 6:32:44
305 3086 鈴木 義則 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾘ 秋田県 秋田市 秋田県走友会 6:33:10
306 3133 千葉 幸徳 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 宮城県 仙台市 ランアローン 6:34:14
307 3273 中村 治之 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾕｷ 神奈川県 横浜市 6:36:23
308 3300 館山 政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ 福島県 いわき市 走れ！ペンギン 6:39:41
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