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1 5384 高橋 祥基 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 岩手県 奥州市 0:33:49
2 5469 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 山形県 山形市 0:33:59
3 5381 佐藤 祐次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 岩手県 金ｹ崎町 トヨタ自動車東日本 0:36:19
4 5304 本間 洋行 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 山形県 尾花沢市 霞城ＥＲＣ 0:36:56
5 5398 久保田 哲也 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂﾔ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:37:11
6 5440 安倍 義博 ｱﾝﾊﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 0:37:34
7 5310 石丸 秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 南三陸町 登米村田製作所 0:37:35
8 5388 小笠原 和裕 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 秋田県 にかほ市 本荘由利にかほ陸協 0:39:09
9 5412 小野寺 栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ 岩手県 奥州市 阿弖流為 0:39:40
10 5483 菱田 勝 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 船橋市 0:40:41
11 5396 宮崎 伸 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝ 岩手県 花巻市 イーエヌ大塚製薬ＲＣ 0:40:51
12 5309 糠森 邦寛 ﾇｶﾓﾘ ｸﾆﾋﾛ 岩手県 遠野市 遠野ＡＣ 0:41:08
13 5372 村井 正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ 岩手県 矢巾町 0:41:13
14 5421 高橋 宏輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 岩手県 北上市 ＲＵＮＪＯＧ 0:41:22
15 5435 山影 智美 ﾔﾏｶｹﾞ ﾄﾓﾐ 岩手県 花巻市 もんてびあ 0:41:49
16 5407 後藤 幸則 ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 岩手県 北上市 0:42:09
17 5353 後藤 哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ 岩手県 奥州市 奥州金ケ崎消防 0:42:19
18 5355 郷古 勝浩 ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 塩竈市 塩竈市役所 0:42:20
19 5453 菊地 哲也 ｷｸﾁ ﾃﾂﾔ 秋田県 秋田市 0:42:24
20 5430 小野寺 勝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ 岩手県 奥州市 0:43:09
21 5370 井川 豊 ｲｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 秋田県 横手市 Ｅ－ＮＥＸＣＯ 0:43:51
22 5305 遠藤 禎 ｴﾝﾄﾞｳ ﾃｲ 宮城県 仙台市 チームＭＯＭＯ 0:44:01
23 5413 村井 寛之 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 0:44:12
24 5406 鳥山 拓勇 ﾄﾘﾔﾏ ﾀｸｵ 岩手県 奥州市 0:44:15
25 5315 奥山 勇輝 ｵｸﾔﾏ ﾕｳｷ 宮城県 大崎市 0:44:32
26 5489 澤口 透 ｻﾜｸﾞﾁ ﾄｵﾙ 岩手県 八幡平市 0:44:41
27 5301 浅野 和久 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県 塩竈市 0:44:51
28 5459 藤村 尚志 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 緑ガッツ 0:44:52
29 5343 千葉 和宏 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 奥州市 前中ソフトボール部父母会 0:44:52
30 5431 今井 努 ｲﾏｲ ﾂﾄﾑ 秋田県 秋田市 0:44:53
31 5425 武藤 信生 ﾑﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 宮城県 柴田町 0:45:01
32 5344 熊谷 博紀 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 0:45:15
33 5481 西野 真一 ﾆｼﾉ ｼﾝｲﾁ 岩手県 滝沢市 0:46:17
34 5458 熊谷 久佳 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｻﾖｼ 岩手県 奥州市 水農稲穂クラブリターンズ 0:46:29
35 5340 満石 哲也 ﾐﾂｲｼ ﾃﾂﾔ 青森県 青森市 旭丘中 0:47:39
36 5320 釼吉 敏幸 ｹﾝﾖｼ ﾄｼﾕｷ 岩手県 北上市 ケンヨシクラブ 0:47:49
37 5399 小山 強 ｵﾔﾏ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 0:48:33
38 5358 佐藤 幸信 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾌﾞ 岩手県 北上市 イワフジ工業 0:48:47
39 5374 千葉 浩彦 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾋｺ 岩手県 奥州市 0:49:08
40 5467 西村 周太郎 ﾆｼﾑﾗ ｼｭｳﾀﾛｳ 岩手県 奥州市 株式会社キンレイ 0:49:21
41 5352 伊藤 将光 ｲﾄｳ ﾏｻﾐﾂ 岩手県 北上市 0:49:33
42 5452 飯田 恭介 ｲｲﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 秋田県 秋田市 明治安田生命 秋田支社 0:49:39
43 5306 菊池 隆行 ｷｸﾁ ﾀｶﾕｷ 岩手県 陸前高田市 赤崎中学校 0:50:04
44 5393 戌亥 健太郎 ｲﾇｲ ｹﾝﾀﾛｳ 神奈川県 川崎市 エヌエヌ生命保険 0:50:06
45 5439 小島 博 ｵｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 岩手県 一関市 幡ヶ谷再生大学陸上部 0:50:09
46 5338 畠山 大和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 青森県 八戸市 0:50:26
47 5449 昆野 智 ｺﾝﾉ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 0:50:35
48 5473 三上 真矢 ﾐｶﾐ ｼﾝﾔ 宮城県 大崎市 0:50:41
49 5461 村上 和志 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞｼ 岩手県 奥州市 0:50:42
50 5312 牧野 祐平 ﾏｷﾉ ﾕｳﾍｲ 岩手県 奥州市 0:50:43
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51 5339 菅野 知也 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾔ 茨城県 日立市 0:50:48
52 5415 内舘 保明 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾔｽｱｷ 岩手県 花巻市 釜石トライアスロン 0:50:50
53 5470 角舘 正志 ｶｸﾀﾞﾃ ﾏｻｼ 岩手県 花巻市 0:50:58
54 5460 黒沢 祐午 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｺﾞ 宮城県 仙台市 0:51:05
55 5351 小泉 祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 修行走 0:51:09
56 5463 浅沼 和彦 ｱｻﾇﾏ ｶｽﾞﾋｺ 岩手県 北上市 0:51:21
57 5479 多田 幸悦 ﾀﾀﾞ ｺｳｴﾂ 岩手県 遠野市 チーム石上 0:51:45
58 5342 中川 直之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 岩手県 宮古市 サークルきょうたくＲＣ 0:51:48
59 5371 小野寺 淳 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 徳岡クラブ 0:51:50
60 5394 菊池 良 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 米里駅伝 0:51:58
61 5314 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 0:52:17
62 5444 佐藤 康伸 ｻﾄｳ ﾔｽﾉﾌﾞ 岩手県 花巻市 0:52:18
63 5354 竹原 明 ﾀｹﾊﾗ ｱｷﾗ 岩手県 盛岡市 0:52:31
64 5417 佐藤 哲 ｻﾄｳ ｻﾄﾙ 山形県 酒田市 0:52:47
65 5357 小野寺 寿 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋｻｼ 岩手県 奥州市 0:53:18
66 5345 及川 憲太郎 ｵｲｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 岩手県 奥州市 0:53:30
67 5363 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 宮城県 多賀城市 0:53:50
68 5475 伊藤 俊一 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 七十七銀行 0:53:55
69 5386 佐川 正幸 ｻｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 宮城県 仙台市 ＮＥＣソリューションイノベータ 0:54:05
70 5318 菊池 秀行 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 盛岡市 0:54:15
71 5361 岩渕 正彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾏｻﾋｺ 岩手県 奥州市 0:54:27
72 5456 松尾 岳穂 ﾏﾂｵ ﾀｹｵ 岩手県 盛岡市 0:54:36
73 5373 大石 一暁 ｵｵｲｼ ｶｽﾞｱｷ 岩手県 盛岡市 0:54:59
74 5478 昆野 知幸 ｺﾝﾉ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 遠野市 チーム石上 0:55:09
75 5369 下田 隆史 ｼﾓﾀﾞ ﾀｶｼ 宮城県 多賀城市 七十七銀行 0:55:16
76 5385 荒木 武 ｱﾗｷ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 0:55:40
77 5332 吉田 聡 ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 岩手県 陸前高田市 東亜リース（株） 0:55:45
78 5391 菅原 和也 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾔ 岩手県 奥州市 サンリード東北株式会社 0:55:47
79 5465 日向 満 ﾋﾅﾀ ﾐﾂﾙ 岩手県 盛岡市 0:55:52
80 5317 後藤 官 ｺﾞﾄｳ ﾂｶｻ 岩手県 奥州市 ＴＭＪ水沢工場 0:56:24
81 5377 蜂谷 悠介 ﾊﾁﾔ ﾕｳｽｹ 岩手県 一関市 株式会社京屋染物店 0:57:01
82 5486 千葉 健作 ﾁﾊﾞ ｹﾝｻｸ 岩手県 奥州市 0:57:28
83 5482 小関 哲也 ｺｾｷ ﾃﾂﾔ 岩手県 金ｹ崎町 東北マツダ 0:57:44
84 5400 大友 孝博 ｵｵﾄﾓ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 大崎市 0:57:53
85 5485 菊地 暁 ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 宮城県 仙台市 0:58:03
86 5477 伊藤 信也 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 0:58:05
87 5329 松田 明憲 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾉﾘ 宮城県 仙台市 東亜リース（株） 0:58:21
88 5375 金澤 史記 ｶﾅｻﾞﾜ ﾌﾐﾉﾘ 岩手県 奥州市 北上市役所 0:58:23
89 5427 黒澤 哲也 ｸﾛｻﾜ ﾃﾂﾔ 秋田県 仙北市 黒沢企画 0:58:39
90 5362 木村 紀郁 ｷﾑﾗ ﾉﾘﾌﾐ 宮城県 名取市 0:58:41
91 5409 辻 清樹 ﾂｼﾞ ｾｲｷ 岩手県 奥州市 インターワイヤード 0:58:49
92 5356 山口 貴司 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 0:58:49
93 5447 久慈 康浩 ｸｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 岩手県 盛岡市 醗酵クラブ 0:59:02
94 5387 佐々木 勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 岩手県 陸前高田市 0:59:18
95 5347 菊地 秀二 ｷｸﾁ ｼｭｳｼﾞ 岩手県 奥州市 株式会社野口 0:59:34
96 5468 千葉 寛晃 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 宮城県 仙台市 0:59:44
97 5434 千葉 克圭 ﾁﾊﾞ ｶﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 0:59:56
98 5442 奥田 大輔 ｵｸﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 神奈川県 横浜市 1:00:09
99 5466 若生 美徳 ﾜｺｳ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 仙台市 宮城野クラブ 1:00:14
100 5416 米谷 裕幸 ﾏｲﾔ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 富谷市 東北田村工機 1:00:19
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101 5457 佐々木 潤 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 岩手県 北上市 1:00:34
102 5380 小岩 健祐 ｺｲﾜ ｹﾝﾕｳ 岩手県 盛岡市 1:00:41
103 5411 高橋 光 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手県 北上市 1:00:59
104 5319 河野 然志 ｶﾜﾉ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 北上市 1:01:16
105 5389 本城 秀吾 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｼｭｳｺﾞ 岩手県 奥州市 水沢テレビ株式会社 1:01:24
106 5311 小野寺 直見 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾅｵﾐ 岩手県 奥州市 1:01:39
107 5462 菊池 晃一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ 岩手県 花巻市 1:01:56
108 5390 小井田 進 ｺｲﾀﾞ ｽｽﾑ 岩手県 一戸町 1:02:22
109 5367 菊地 篤史 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 岩手県 奥州市 1:02:40
110 5451 砂金 裕二 ｲｻｺ ﾕｳｼﾞ 宮城県 仙台市 1:02:49
111 5326 星宮 司 ﾎｼﾉﾐﾔ ﾂｶｻ 秋田県 秋田市 東亜リース（株） 1:04:05
112 5395 鈴木 輝夫 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｵ 千葉県 千葉市 1:04:37
113 5348 大坂 和信 ｵｵｻｶ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 岩手県 陸前高田市 1:04:51
114 5302 畠山 鉄男 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾃﾂｵ 岩手県 奥州市 1:05:06
115 5346 千田 芳久 ﾁﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 岩手県 矢巾町 1:06:20
116 5336 佐々木 慎太郎 ｻｻｷｼﾝﾀﾛｳ 秋田県 由利本荘市 東亜リース（株） 1:06:32
117 5423 河野 和彦 ｶﾜﾉ ｶｽﾞﾋｺ 岩手県 奥州市 Ｂ２００ 1:06:42
118 5376 小岩 正博 ｺｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 一関市 ＲＵＮぼるぎーに 1:07:21
119 5397 伊藤 健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 1:07:23
120 5441 千葉 篤 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ 岩手県 奥州市 株式会社北日本銀行 1:07:30
121 5321 前川 鉄男 ﾏｴｶﾜ ﾃﾂｵ 岩手県 宮古市 東亜リース（株） 1:07:31
122 5337 二上 正義 ﾆｶﾐ ﾏｻﾖｼ 宮城県 仙台市 1:07:59
123 5487 成田 和広 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 仙台市 1:08:13
124 5333 山田 伸 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝ 秋田県 潟上市 東亜リース（株） 1:08:27
125 5401 利部 哲 ｶｶﾞﾌﾞ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 1:08:49
126 5419 阿部 洋 ｱﾍﾞ ﾖｳ 岩手県 奥州市 1:08:54
127 5378 及川 済 ｵｲｶﾜ ﾜﾀﾙ 岩手県 北上市 株式会社アルプス技研 1:09:06
128 5414 鈴木 純一 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 1:09:13
129 5433 高橋 豊 ﾀｶﾊｼ ﾕﾀｶ 福島県 相馬市 1:09:17
130 5405 沢田 雅則 ｻﾜﾀ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 秋田市 1:09:24
131 5410 小林 隆行 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾕｷ 岩手県 奥州市 インターワイヤード 1:09:52
132 5448 菊池 大樹 ｷｸﾁ ﾀﾞｲｷ 岩手県 奥州市 1:10:10
133 5480 多田 順也 ﾀﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 岩手県 遠野市 チーム石上 1:10:23
134 5382 藤田 栄貴 ﾌｼﾞﾀ ｴｲｷ 岩手県 奥州市 1:10:26
135 5446 佐藤 友幸 ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 奥州市 1:10:32
136 5360 小林 誠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 1:10:33
137 5327 中川 晴考 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅﾘﾀｶ 秋田県 大仙市 東亜リース（株） 1:11:19
138 5349 田名部 尚人 ﾀﾅﾌﾞ ﾅｵﾄ 宮城県 仙台市 1:11:38
139 5474 瀧澤 洋 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 岩手県 一関市 愛勝会 1:11:57
140 5408 永澤 茂幸 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 1:12:15
141 5308 三浦 龍二 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ 岩手県 奥州市 1:12:15
142 5438 佐々木 達也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 岩手県 奥州市 1:12:19
143 5422 三浦 貴洋 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 一関市 1:12:33
144 5334 菊地 浩一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 1:13:30
145 5316 梅原 伸幸 ｳﾒﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 1:14:11
146 5341 後藤 大 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲ 宮城県 塩竈市 1:14:41
147 5454 遠藤 直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 宮城県 多賀城市 松島海岸診療所 1:15:32
148 5328 藤村 渉 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾜﾀﾙ 秋田県 大仙市 東亜リース（株） 1:15:51
149 5476 武田 敏 ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｼ 福島県 福島市 1:16:00
150 5432 及川 孝之 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾕｷ 岩手県 奥州市 1:16:35
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151 5307 郷右近 新平 ｺﾞｳｺﾝ ｼﾝﾍﾟｲ 岩手県 奥州市 1:16:38
152 5366 鈴木 公一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 1:18:15
153 5418 佐藤 俊介 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 岩手県 奥州市 1:18:20
154 5364 高橋 仁志 ﾀｶﾊｼ ﾋﾄｼ 宮城県 石巻市 1:18:25
155 5403 及川 正太郎 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾀﾛｳ 宮城県 仙台市 1:18:53
156 5335 古谷 嘉和 ﾌﾙﾔ ﾖｼｶｽﾞ 秋田県 仙北市 東亜リース（株） 1:21:36
157 5331 千葉 善博 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 1:21:36
158 5322 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手県 大船渡市 東亜リース（株） 1:26:32
159 5404 工藤 憲一 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 宮城県 気仙沼市 ＹＡ７ 1:26:39
160 5325 畠山 拓充 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｸﾐﾂ 秋田県 横手市 東亜リース（株） 1:29:36
161 5472 高橋 純 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 エンドー工業 1:32:53
162 5471 千葉 昌浩 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 奥州市 エンドー工業 1:32:53
163 5402 斎藤 達夫 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｵ 宮城県 角田市 ニューフレンド 1:34:22
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