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1 5901 鹿野 克夫 ｼｶﾉ ｶﾂｵ 福島県 福島市 福島走ろう会 0:45:24
2 5926 永井 功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ 岩手県 大船渡市 大船渡碁石海岸 0:45:52
3 5922 佐藤 松男 ｻﾄｳ ﾏﾂｵ 岩手県 奥州市 0:47:29
4 5959 三浦 節雄 ﾐｳﾗ ｾﾂｵ 岩手県 一関市 山古沢走友会 0:49:09
5 5905 志田 博 ｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 0:49:14
6 5902 岩渕 吉郎 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｼﾛｳ 岩手県 一関市 一関楽走会 0:49:16
7 5942 小野 弘志 ｵﾉ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 0:49:53
8 5957 畠山 真佐実 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾐ 岩手県 一関市 0:50:23
9 5929 長岡 直人 ﾅｶﾞｵｶ ﾅｵﾄ 岩手県 釜石市 釜石はせっぺす 0:50:57
10 5955 高橋 和夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 岩手県 八幡平市 八幡平市陸協 0:51:25
11 5948 藤沢 清志 ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｼ 岩手県 奥州市 ラージクラブ 0:51:34
12 5904 遠藤 信義 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 岩手県 矢巾町 岩手秋田県人会 0:53:35
13 5969 鈴木 清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 岩手県 奥州市 0:54:17
14 5913 髙槻 讓 ﾀｶﾂｷ ﾕｽﾞﾙ 岩手県 奥州市 マラソン楽し会 0:54:30
15 5918 佐藤 清文 ｻﾄｳ ｷﾖﾌﾐ 岩手県 一関市 0:55:16
16 5919 元木 豊 ﾓﾄｷ ﾕﾀｶ 岩手県 奥州市 寺岡岩手ＯＢ会 0:56:18
17 5950 佐々木 昇 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 盛岡市 0:56:47
18 5920 千田 侑一 ﾁﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 岩手県 奥州市 羽田走友会 0:56:54
19 5910 後藤 喜美男 ｺﾞﾄｳ ｷﾐｵ 岩手県 奥州市 0:57:21
20 5951 千葉 幸雄 ﾁﾊﾞ ﾕｷｵ 岩手県 奥州市 前沢いきスポ 0:58:47
21 5921 梅澤 正 ｳﾒｻﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 宮古市 0:58:50
22 5906 金野 実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ 岩手県 陸前高田市 アップル米崎 0:58:55
23 5924 鈴木 貞雄 ｽｽﾞｷ ｻﾀﾞｵ 岩手県 奥州市 地中海クラブ 0:59:33
24 5947 釼吉 敏 ｹﾝﾖｼ ｻﾄｼ 岩手県 北上市 北上マスターズ 0:59:57
25 5968 小泉 洋 ｺｲｽﾞﾐ ﾋﾛｼ 岩手県 盛岡市 1:00:34
26 5977 吉田 正行 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 山形県 山形市 美結・結衣クラブ 1:00:53
27 5932 菅原 嘉久 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾋｻ 岩手県 奥州市 1:01:59
28 5975 高橋 憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 岩手県 北上市 北上市体育協会 1:02:25
29 5971 阿部 忠 ｱﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 奥州市 1:02:26
30 5934 佐藤 春雄 ｻﾄｳ ﾊﾙｵ 宮城県 加美町 1:02:43
31 5938 小野寺 由治 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼｼﾞ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:02:48
32 5960 大庭 公春 ｵｵﾊﾞ ｷﾐﾊﾙ 福岡県 北九州市 1:03:03
33 5953 菅野 孝二 ｶﾝﾉ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:03:09
34 5958 脇山 康伸 ﾜｷﾔﾏ ﾔｽﾉﾌﾞ 岩手県 遠野市 1:03:24
35 5940 斉藤 光男 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ 岩手県 滝沢市 1:03:45
36 5908 佐々木 政明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 岩手県 奥州市 ランナ 1:04:07
37 5946 小原 幸夫 ｵﾊﾞﾗ ﾕｷｵ 岩手県 一関市 一関市東山ＲＣ 1:04:28
38 5961 高橋 三郎 ﾀｶﾊｼ ｻﾌﾞﾛｳ 埼玉県 川口市 1:04:45
39 5944 塚澤 勝喜 ﾂｶｻﾞﾜ ｶﾂﾖｼ 岩手県 花巻市 花巻走友会 1:06:05
40 5941 小野寺 東洋 ｵﾉﾃﾞﾗ 岩手県 奥州市 1:06:10
41 5928 及川 正賢 ｵｲｶﾜ ｾｲｹﾝ 岩手県 奥州市 岩手ランナーおじさん 1:06:24
42 5935 安彦 強 ｱﾋﾞｺ ﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:08:13
43 5936 吉田 峯男 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾈｵ 岩手県 一関市 1:08:49
44 5974 利部 哲也 ｶｶﾞﾌﾞ ﾃﾂﾔ 岩手県 盛岡市 1:08:49
45 5925 横山 充 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾙ 福島県 伊達市 サンフラワーズ 1:09:12
46 5943 藤井 範雄 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ 岩手県 盛岡市 盛岡ドリーム 1:09:15
47 5966 森 二十男 ﾓﾘ ﾊﾀｵ 新潟県 新潟市 チームＴ＆Ｍ 1:09:53
48 5914 紺野 卓男 ｺﾝﾉ ﾀｸｵ 福島県 福島市 福島走ろう会 1:10:16
49 5931 及川 紀 ｵｲｶﾜ ｵｻﾑ 岩手県 金ｹ崎町 三ケ尻走友会 1:10:53
50 5915 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島県 福島市 福島荒井完走会 1:11:36

2019年5月19日



2019/05/19 11:30:05 2 / 2 ページ Official Timer & Result By ISTS

51 5973 新井 弘美 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 宮城県 利府町 1:12:28
52 5972 五十嵐 章 ｲｶﾞﾗｼ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 仙台中山台 1:13:11
53 5907 仙内 直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ 岩手県 花巻市 花巻走友会 1:13:35
54 5976 宇夫方 兼治 ｳﾌﾞｶﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 多摩市 下北沢 1:15:13
55 5916 千葉 秀雄 ﾁﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ 宮城県 富谷市 泉パークメイツ 1:16:32
56 5937 千田 義治 ﾁﾀﾞ ﾖｼｼﾞ 岩手県 奥州市 1:17:29
57 5903 小野寺 茂男 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞｵ 岩手県 奥州市 1:17:31
58 5964 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 岩手県 一関市 1:18:32
59 5917 飛田 利夫 ﾋﾀﾞ ﾄｼｵ 岩手県 盛岡市 中津川愛走会 1:18:45
60 5962 西田 和美 ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ 福岡県 北九州市 1:19:53
61 5954 千葉 正雄 ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ 岩手県 大船渡市 1:20:16
62 5956 髙橋 弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:20:45
63 5949 開保津 龍史 ｶｲﾎﾂ ﾘｭｳｼﾞ 宮城県 大崎市 1:21:10
64 5909 髙橋 忠徳 ﾀｶﾊｼ ﾁｭｳﾄｸ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:21:26
65 5978 高橋 和生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 岩手県 奥州市 1:25:53
66 5933 菊地 長平 ｷｸﾁ ﾁｮｳﾍｲ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:30:45
67 5927 菅 良弘 ｽｶﾞ ﾖｼﾋﾛ 秋田県 湯沢市 1:30:58
68 5963 花田 正廣 ﾊﾅﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 福岡県 北九州市 北九州ＵＲＣ 1:37:54
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