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1 2359 安島 雄二 ｱｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 宮城県 多賀城市 仙塩総合病院 2:51:05
2 2008 江頭 徹 ｴｶﾞｼﾗ ﾄｵﾙ 福岡県 北九州市 Ｅランナーズ 2:54:31
3 2175 大内 重行 ｵｵｳﾁ ｼｹﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 ＳＵＮＢＵＲＮ 2:57:24
4 2242 安田 一征 ﾔｽﾀ ｶｽﾞﾕｷ 青森県 青森市 青森陸協 2:57:26
5 2487 立川 直孝 ﾀﾁｶﾜ ﾅｵﾀｶ 愛知県 犬山市 兼房株式会社 2:58:55
6 2016 金沢 潔 ｶﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ 秋田県 秋田市 仁井田陸友会 2:59:40
7 2635 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県 大仙市 チーム土手ラン 3:00:12
8 2603 林 伸安 ﾊﾔｼ ﾉﾌﾞﾔｽ 大阪府 豊中市 枚方マスターズ 3:02:20
9 2229 久保田 真広 ｸﾎﾞﾀ ﾏｻﾋﾛ 愛知県 名古屋市 愛知陸協 3:02:49
10 2022 平 連悦 ﾀｲﾗ ﾚﾝｲﾁ 青森県 階上町 希望の奏 3:03:14
11 2273 奥山 重昭 ｵｸﾔﾏ ｼｹﾞｱｷ 山形県 西川町 ＮＡＲＣ 3:06:58
12 2140 馬場 博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ 岩手県 北上市 3:07:23
13 2712 青木 巌 ｱｵｷ ｲﾜｵ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 3:08:14
14 2336 伊藤 紀之 ｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 秋田県 秋田市 ｔｅａｍＮＬＴ 3:10:12
15 2077 館岡 爾 ﾀﾃｵｶ ﾁｶｼ 秋田県 秋田市 3:10:53
16 2523 小園 守 ｺｿﾞﾉ ﾏﾓﾙ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 3:12:36
17 2129 吉澤 正光 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾐﾂ 栃木県 宇都宮市 3:14:21
18 2737 林 優樹 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 神奈川県 川崎市 ｅＡ東京 3:15:26
19 2151 丸山 忠緒 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 秋田県 大仙市 雄物川みよし薬局 3:16:09
20 2616 石澤 健 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 ハナヤマプロジェクト 3:17:35
21 2589 田原 芳幸 ﾀﾊﾗ ﾖｼﾕｷ 東京都 世田谷区 3:18:27
22 2244 本田 賢 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 福島県 郡山市 一関ヒロセ電機 3:18:35
23 2576 愛川 誠二 ｱｲｶﾜ ｾｲｼﾞ 神奈川県 横浜市 横浜ＡＣ 3:18:38
24 2538 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 岩手県 二戸市 二戸クリニック 3:19:20
25 2005 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 神奈川県 横浜市 3:20:11
26 2285 望月 賢一 ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市 3:20:39
27 2657 鈴木 秀樹 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 福島県 本宮市 リステル猪苗代ハーブ園 3:20:49
28 2526 中村 喜陽 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ 宮城県 仙台市 仙台ＫＨＫ 3:21:01
29 2262 椎名 康久 ｼｲﾅ ﾔｽﾋｻ 東京都 文京区 都立田無高校 3:21:01
30 2248 田上 修一 ﾀｶﾞﾐ ｼｭｳｲﾁ 徳島県 石井町 3:21:10
31 2305 金本 一弘 ｶﾅﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 登米市 迫リコーＲＣ 3:22:10
32 2109 三島 公人 ﾐｼﾏ ｷﾐﾋﾄ 東京都 国分寺市 三菱商事 3:22:52
33 2138 向井 靖明 ﾑｶｲ ﾉﾌﾞｱｷ 千葉県 柏市 千葉大学クラブ 3:23:18
34 2030 小野 浩彦 ｵﾉ ﾋﾛﾋｺ 宮城県 仙台市 ミヤギ生協 3:24:08
35 2179 伊藤 健太 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 宮城県 仙台市 伊藤医院（宮城県加美町） 3:24:52
36 2326 澤根 孝夫 ｻﾜﾈ ﾀｶｵ 静岡県 浜松市 ふじたや走遊会 3:24:56
37 2570 西村 新路 ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 東京都 葛飾区 千葉製粉ＲＣ 3:25:29
38 2802 上野 正紀 ｳｴﾉ ﾏｻｷ 東京都 港区 マイスター 3:26:58
39 2766 関口 景 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲ 宮城県 仙台市 仙台明走会 3:27:03
40 2426 阿部 祐三 ｱﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 岩手県 一関市 3:27:12
41 2072 中島 栄 ﾅｶｼﾞﾏ ｻｶｴ 群馬県 伊勢崎市 荒砥走友会 3:27:26
42 2157 鈴木 憲三 ｽｽﾞｷ ｹﾝｿﾞｳ 岩手県 北上市 食音遊研究所 3:27:28
43 2373 梅島 修 ｳﾒｼﾞﾏ ｵｻﾑ 東京都 目黒区 七夕会マラソン部 3:27:30
44 2451 菊地 十郎 ｷｸﾁ ｼﾞｭｳﾛｳ 岩手県 盛岡市 岩手めんこいテレビ 3:27:38
45 2398 宮城 一幸 ﾐﾔｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 大崎市 3:27:59
46 2130 窪田 賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 多摩川クラブ 3:28:08
47 2156 大沼 雅史 ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ 宮城県 仙台市 チームまちゃ 3:29:00
48 2630 粉川 幸司 ｺｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 東京都 目黒区 名走会 3:29:09
49 2088 山本 一宏 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県 三木市 北播磨 3:29:14
50 2190 赤川 博之 ｱｶｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 3:29:34
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51 2619 菅 一 ｽｶﾞ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 湯沢市 3:30:28
52 2384 横山 哲也 ﾖｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ 福島県 福島市 3:30:32
53 2575 岩本 守人 ｲﾜﾓﾄ ﾓﾘﾄ 大阪府 大阪市 3:30:55
54 2674 朝倉 雄大 ｱｻｸﾗ ﾀｹﾋﾛ 岩手県 奥州市 3:30:57
55 2184 松永 智仁 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄﾓﾋﾄ 宮城県 富谷市 3:31:15
56 2623 佐々木 敏 ｻｻｷ ｻﾄｼ 福島県 福島市 ササキｂｒｏｔｈｅｒｓ 3:31:24
57 2083 谷 昌一 ﾀﾆ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 文京区 3:32:03
58 2176 金野 正浩 ｺﾝﾉ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 北上市 東北電力ＩＨＭＣ 3:32:15
59 2563 中川 賢一 ﾅｶｶﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 岩手県 北上市 トヨタ東日本 3:32:33
60 2468 高橋 達 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 仙台紅谷 3:33:00
61 2515 千葉 登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 陸前高田市 ＴＲＡＣＫ ＴＯＫＹＯ 3:34:22
62 2765 齋藤 憲一 ｻｲﾄｳ ｹﾝｲﾁ 青森県 弘前市 絶倫魂 3:34:39
63 2470 豊宮 一哲 ﾄﾖﾐﾔ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 東松島市 門脇ＳＳＳ 3:35:06
64 2414 佐藤 敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 宮城県 仙台市 3:35:31
65 2518 松下 勝利 ﾏﾂｼﾀ ｶﾂﾄｼ 鹿児島県 霧島市 3:35:37
66 2792 久保田 純夫 ｸﾎﾞﾀ ｽﾐｵ 宮城県 仙台市 サスティナライフ森の家 3:35:43
67 2381 小林 敏郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｵ 東京都 新宿区 3:35:52
68 2067 鈴木 宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 宮城県 石巻市 ＴＥＬ宮城 3:36:13
69 2329 大石 晴史 ｵｵｲｼ ﾊﾙｼ 宮城県 仙台市 3:36:43
70 2556 水沼 和之 ﾐｽﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾕｷ 広島県 広島市 3:36:53
71 2276 鹿内 亘 ｼｶﾅｲ ﾜﾀﾙ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:37:07
72 2736 中村 恵一 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 3:37:11
73 2639 小笠原 朝隆 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾄﾓﾀｶ 東京都 目黒区 3:37:44
74 2131 間枝 武彦 ﾏｴﾀﾞ ﾀｹﾋｺ 宮城県 名取市 3:37:47
75 2543 山田 英彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞﾋｺ 神奈川県 藤沢市 3:38:18
76 2413 津田 伸一 ﾂﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 盛岡市陸協 3:39:30
77 2366 木村 邦彦 ｷﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 福島県 伊達市 吾妻Ｒｕｎ所会 3:39:30
78 2341 山田 文則 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾉﾘ 岩手県 矢巾町 3:39:52
79 2374 猪俣 広志 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛｼ 岩手県 盛岡市 ランランラン 3:40:02
80 2654 佐藤 守 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ 岩手県 盛岡市 佐藤建設株式会社 3:40:19
81 2147 佐野 健司 ｻﾉ ｹﾝｼﾞ 秋田県 横手市 3:41:00
82 2660 佐々木 豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 岩手県 奥州市 ＮＴＴ東日本 3:41:53
83 2081 林 孝 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 宮城県 松島町 松島歓走会 3:42:21
84 2051 小野寺 優幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｺｳ 岩手県 奥州市 3:42:29
85 2402 石岡 尊広 ｲｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 青森県 青森市 青森市役所 3:42:33
86 2136 新美 善偉 ﾆｲﾐ ﾖｼﾋﾃﾞ 岐阜県 岐阜市 3:42:36
87 2417 後藤 志郎 ｺﾞﾄｳ ｼﾛｳ 岩手県 奥州市 3:42:37
88 2188 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:42:40
89 2436 佐藤 聡 ｻﾄｳ ｻﾄｼ 岩手県 大船渡市 3:42:54
90 2078 時田 和之 ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾕｷ 愛知県 名古屋市 走る！中小企業診断士 3:43:00
91 2795 望月 敏央 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾄｼﾋｻ 静岡県 浜松市 3:43:09
92 2212 橋本 洋右 ﾊｼﾓﾄ ﾖｳｽｹ 静岡県 静岡市 静岡陸協 3:43:12
93 2209 佐藤 顕一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 山形県 酒田市 アライドマテリアル 3:43:22
94 2353 神 辰也 ｼﾞﾝ ﾀﾂﾔ 青森県 藤崎町 神建業ＬＳＤ 3:43:38
95 2665 田野崎 真人 ﾀﾉｻｷ ﾏｻﾄ 青森県 八戸市 3:43:40
96 2222 佐藤 元康 ｻﾄｳ ﾓﾄﾔｽ 岩手県 盛岡市 3:43:51
97 2617 駒井 浩 ｺﾏｲ ﾋﾛｼ 北海道 札幌市 札幌陸協 3:44:24
98 2066 讃岐 秀人 ｻﾇｷ ﾋﾃﾞﾄ 宮城県 仙台市 3:44:57
99 2491 岩本 隆司 ｲﾜﾓﾄ ﾘｭｳｼﾞ 千葉県 千葉市 クラブＲ２東日本 3:45:07
100 2045 佐々木 健一 ｻｻｷ 宮城県 気仙沼市 3:46:06
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101 2808 松井 聡 ﾏﾂｲ ｻﾄｼ 東京都 世田谷区 味スタランナーズクラブ 3:46:18
102 2776 工藤 博幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 北秋田市 ＴＳＲＣ 3:46:26
103 2178 福地 悟 ﾌｸﾁ ｻﾄﾙ 岩手県 北上市 ランジョグ 3:46:30
104 2012 石丸 芳視 ｲｼﾏﾙ ﾖｼﾐ 東京都 日野市 3:46:31
105 2018 森山 美信 ﾓﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 山形県 天童市 天童蔵増走遊会 3:46:43
106 2165 栗原 博 ｸﾘﾊﾗ ﾋﾛｼ 東京都 武蔵野市 伊藤忠商事相互会陸上部 3:46:45
107 2442 飛内 伸一 ﾄﾋﾞﾅｲ ｼﾝｲﾁ 宮城県 気仙沼市 気仙沼信用金庫 3:46:53
108 2760 中関 勉 ﾅｶｾﾞｷ ﾂﾄﾑ 宮城県 仙台市 3:46:53
109 2769 清川 義彦 ｷﾖｶﾜ ﾖｼﾋｺ 岩手県 盛岡市 3:46:54
110 2061 神﨑 輝人 ｶﾝｻﾞｷ ﾃﾙﾋﾄ 東京都 江戸川区 ＢＯにする会 3:47:17
111 2171 加藤 義明 ｶﾄｳ ﾖｼｱｷ 宮城県 利府町 ランジョグ 3:47:30
112 2286 安保 哲雄 ｱﾝﾎﾟ ﾃﾂｵ 岩手県 金ｹ崎町 トヨタ東日本 3:47:33
113 2431 柳下 達也 ﾔﾅｼﾀ ﾀﾂﾔ 宮城県 富谷市 3:47:41
114 2611 村上 幸治 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 3:48:14
115 2609 蝦名 誠司 ｴﾋﾞﾅ ｾｲｼﾞ 福島県 白河市 まるや 3:48:17
116 2173 北田 哲夫 ｷﾀﾀﾞ ﾃﾂｵ 東京都 練馬区 3:48:26
117 2756 小山 薫 ｺﾔﾏ ｶｵﾙ 東京都 西東京市 埼玉医大総医セ 3:48:34
118 2418 武田 豊三 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾖﾐ 宮城県 仙台市 3:48:37
119 2516 鬼柳 広樹 ｵﾆﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 3:48:44
120 2343 高田 栄治 ﾀｶﾀﾞ ｴｲｼﾞ 宮城県 仙台市 キーコーヒー 3:49:03
121 2643 松田 直行 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 神奈川県 川崎市 3:49:33
122 2256 笹村 慎也 ｻｻﾑﾗ ｼﾝﾔ 秋田県 秋田市 あ！シロート秋田 3:49:42
123 2388 大里 衛知 ｵｵｻﾄ ｴｲﾁ 青森県 平川市 弘前公園ＲＣ 3:49:49
124 2196 鎌田 敦 ｶﾏﾀ ｱﾂｼ 岩手県 北上市 スリーエムジャパンプロダクツ 3:49:56
125 2721 櫛田 信博 ｸｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福島県 福島市 櫛田瓦店 3:50:08
126 2371 伊東 重豪 ｲﾄｳ ｼﾞｭｳｺﾞｳ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:50:52
127 2770 高木 宏寿 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾄｼ 静岡県 静岡市 らんひろ 3:50:55
128 2784 窪田 英紀 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 愛知県 名古屋市 ｅＡ愛知 3:50:57
129 2042 櫛引 誠 ｸｼﾋﾞｷ ﾏｺﾄ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 3:51:08
130 2060 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 岩手県 花巻市 3:51:31
131 2076 太田 伸広 ｵｵﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 東京都 北区 クラブＲ２東日本 3:51:47
132 2450 飯島 慎司 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾝｼﾞ 東京都 世田谷区 3:51:48
133 2493 佐々木 宏 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 東京都 墨田区 3:52:02
134 2063 高岸 雄一 ﾀｶｷﾞｼ ﾕｳｲﾁ 宮城県 仙台市 宮城陸協 3:52:12
135 2361 高橋 政行 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 宮城県 仙台市 チーム・タカマサ 3:52:20
136 2308 篠原 勝則 ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾉﾘ 大阪府 大阪市 3:52:21
137 2094 山崎 浩一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 岩手県 北上市 3:52:34
138 2578 福本 泰宏 ﾌｸﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 岩手県 盛岡市 シマヤ 3:52:47
139 2090 内形 伸吾 ｳﾁｶﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 東京都 江戸川区 3:52:55
140 2342 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 山形県 村山市 チーム本郷 3:53:03
141 2249 小田島 敏之 ｵﾀﾞｼﾏ ﾄｼﾕｷ 岩手県 北上市 岩手中部水道企業団 3:53:12
142 2473 千葉 紀章 ﾁﾊﾞ ﾉﾘｱｷ 秋田県 大仙市 3:53:38
143 2293 木下 一郎 ｷﾉｼﾀ ｲﾁﾛｳ 東京都 武蔵野市 3:53:41
144 2627 中村 修二 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ 青森県 三沢市 なかむら農園 3:53:50
145 2284 佐々木 龍 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 奥州市 トヨタ東日本 3:53:51
146 2542 鈴木 仁 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 岩手県 平泉町 ◆木楽々くらぶ◆ 3:53:58
147 2292 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 岩手県 北上市 3:54:19
148 2396 加藤 浩輔 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 東京都 世田谷区 3:54:22
149 2649 山崎 慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 宮城県 仙台市 管走会 3:54:45
150 2446 庄田 真人 ｼｮｳﾀﾞ ﾏｻﾄ 神奈川県 川崎市 3:54:51
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151 2805 安藤 雅也 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 埼玉県 上尾市 3:55:04
152 2394 原田 和幸 ﾊﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 秋田県 能代市 能代ＵＭＣＣ 3:55:16
153 2291 白尾 大志 ｼﾗｵ ﾋﾛｼ 栃木県 壬生町 3:55:30
154 2612 松田 文明 ﾏﾂﾀﾞ ﾌﾐｱｷ 山形県 大江町 3:55:57
155 2734 有明 靖 ｱﾘｱｹ ﾔｽｼ 神奈川県 横浜市 プラチナ会男子や 3:56:40
156 2685 河越 雅弘 ｶﾜｺﾞｴ ﾏｻﾋﾛ 神奈川県 藤沢市 3:56:56
157 2299 泉谷 広 ｲｽﾞﾐﾔ ﾋﾛｼ 秋田県 北秋田市 3:56:58
158 2783 西村 明博 ﾆｼﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 宮城県 仙台市 Ｔｅａｍ芭蕉２４００ 3:57:05
159 2274 浅井 勝利 ｱｻｲ ｶﾂﾄｼ 埼玉県 川口市 3:57:09
160 2271 大友 淳 ｵｵﾄﾓ ｼﾞｭﾝ 宮城県 仙台市 五十人町おおとも内科 3:57:16
161 2733 臼杵 信也 ｳｽｷ ｼﾝﾔ 宮城県 岩沼市 3:57:32
162 2085 榎本 正 ｴﾉﾓﾄ ﾏｻｼ 東京都 豊島区 3:57:34
163 2135 駒込 邦彦 ｺﾏｺﾞﾒ ｸﾆﾋｺ 福島県 会津若松市 3:57:54
164 2322 及川 明宏 ｵｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ 岩手県 矢巾町 岩手県民オーケストラ 3:58:11
165 2252 栗山 真一 ｸﾘﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市 みずほ銀行個リテ部 3:58:16
166 2086 楢岡 祐一 ﾅﾗｵｶ ﾕｳｲﾁ 山形県 山形市 3:58:19
167 2309 中村 満男 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂｵ 宮城県 仙台市 仙台明走会 3:58:21
168 2228 千田 宏輝 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ 岩手県 一関市 ＲＵＮぼるぎ－に 3:58:28
169 2572 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 秋田県 大仙市 もるくす建築社 3:58:32
170 2207 山崎 孝 ﾔﾏｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市 3:58:36
171 2125 今泉 秀樹 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 仙台市 3:58:41
172 2102 宮崎 雅臣 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｵﾐ 和歌山県 和歌山市 西浜中学校 3:58:59
173 2656 西富 謙 ﾆｼﾄﾐ ｹﾝ 東京都 調布市 神泡プレモル最高 3:59:08
174 2226 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 常盤ＮＪＫ 3:59:16
175 2664 岡本 拓也 ｵｶﾓﾄ ﾀｸﾔ 栃木県 宇都宮市 3:59:31
176 2615 及川 一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ 宮城県 登米市 ＲＣ上品山 3:59:35
177 2554 小柳 明彦 ｺﾔﾅｷﾞ ｱｷﾋｺ 埼玉県 蕨市 3:59:35
178 2317 大内 健 ｵｵｳﾁ ｹﾝ 岩手県 宮古市 宮古健康倶楽部 3:59:47
179 2532 清水 孝行 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾕｷ 千葉県 柏市 4:00:00
180 2798 佐藤 卓 ｻﾄｳ ﾀｸ 宮城県 仙台市 多○元○研 4:00:52
181 2735 中川 英伸 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 福島県 南相馬市 あぶくま信用金庫 4:00:59
182 2144 大森 利 ｵｵﾓﾘ ｻﾄｼ 東京都 江東区 4:01:05
183 2742 佐々木 一浩 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 奥州市 ＪＡ岩手ふるさとＲＣ 4:01:05
184 2149 工藤 大輔 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 青森県 青森市 4:01:16
185 2772 杉田 賢造 ｽｷﾞﾀ ｹﾝｿﾞｳ 東京都 杉並区 ＫＥＮＺＯ 4:01:32
186 2235 小島 淳一 ｺｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 神奈川県 横浜市 4:01:34
187 2101 小花 克己 ｵﾊﾞﾅ ｶﾂﾐ 千葉県 船橋市 キヤノン 4:01:48
188 2497 菊地 和広 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 奥州市 胆沢西堀切ＲＣ 4:01:56
189 2498 菊池 充 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ 岩手県 奥州市 エクスプレスランナーズ 4:02:03
190 2032 打座 敦 ｳﾁｻﾞ ｱﾂｼ 宮城県 仙台市 北日本銀行 4:02:04
191 2166 本木 里志 ﾓﾄｷ ｻﾄｼ 宮城県 大和町 共立建設共走会 4:02:04
192 2335 村山 英則 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 秋田県 大仙市 4:02:07
193 2126 斉藤 栄司 ｻｲﾄｳ ｴｲｼﾞ 山形県 尾花沢市 尾花沢９条の会 4:02:24
194 2073 柚原 幸治 ﾕﾊﾗ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 4:02:35
195 2152 須藤 尚 ｽﾄｳ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 さくらＲＣ 4:02:37
196 2332 境 芳彦 ｻｶｲ ﾖｼﾋｺ 東京都 目黒区 4:02:53
197 2011 楠田 和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 胆沢病院 4:03:09
198 2645 小海途 聡 ｺｶﾞｲﾄ ｱｷﾗ 宮城県 女川町 女川町 4:03:13
199 2689 菅原 修一 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｭｳｲﾁ 宮城県 仙台市 ドコモＣＳ東北 4:05:11
200 2474 根本 賢一 ﾈﾓﾄ ｹﾝｲﾁ 千葉県 船橋市 4:05:14
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201 2647 清原 克己 ｷﾖﾊﾗ ｶﾂﾐ 岩手県 花巻市 ポカピョン 4:05:16
202 2043 石澤 充徳 ｲｼｻﾞﾜ ﾐﾂﾉﾘ 岩手県 奥州市 4:05:20
203 2710 大山 順一 ｵｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 愛知県 安城市 あるぱらんくらぶ 4:05:20
204 2186 枝松 郁雄 ｴﾀﾞﾏﾂ ｲｸｵ 山形県 山形市 ランジョグ東北 4:05:39
205 2303 佐藤 晋 ｻﾄｳ ｽｽﾑ 秋田県 大仙市 チーム土手ラン 4:05:49
206 2113 内海 栄広 ｳﾁﾐ ｴｲﾋﾛ 宮城県 七ヶ浜町 4:06:06
207 2108 大塚 誠 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 宮城県 仙台市 仙台ランナーズクラブ 4:06:24
208 2161 中森 英行 ﾅｶﾓﾘ ﾋﾃﾞﾕｷ 兵庫県 西宮市 福西鋳物 4:06:46
209 2547 本平 利幸 ﾓﾄﾋﾗ ﾄｼﾕｷ 青森県 青森市 ホゴちゃんサラちゃん 4:07:07
210 2711 高山 勝智 ﾀｶﾔﾏ ｶﾂﾉﾘ 静岡県 富士市 ＰＰＣＮＢＺ 4:07:14
211 2501 広川 靖洋 ﾋﾛｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 神奈川県 横須賀市 4:07:23
212 2013 佐々木 重見 ｻｻｷ ｼｹﾞﾐ 秋田県 横手市 4:07:29
213 2552 鈴木 徳一 ｽｽﾞｷ ﾄｸｲﾁ 岩手県 一関市 4:07:44
214 2139 山崎 健一 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 川崎市 4:07:52
215 2337 佐藤 由秋 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 岩手県産（株） 4:08:21
216 2559 須藤 裕之 ｽﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 福島県 郡山市 4:08:21
217 2582 近谷 利直 ｺﾝﾔ ﾄｼﾅｵ 岩手県 盛岡市 岩手日報ＲＣ 4:08:29
218 2065 菊地 寿 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 岩手県 北上市 ＴＡＣＴ 4:08:35
219 2750 山中 勝也 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾔ 富山県 富山市 富山大学職員 4:08:58
220 2057 住吉 隆広 ｽﾐﾖｼ ﾀｶﾋﾛ 福岡県 福岡市 4:09:22
221 2340 大園 敦司 ｵｵｿﾞﾉ ｱﾂｼ 東京都 青梅市 Ｒ×Ｌプラス 4:09:23
222 2720 里見 一彦 ｻﾄﾐ ｶｽﾞﾋｺ 埼玉県 所沢市 ｅＡ東京 4:09:54
223 2037 平 秀紀 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:11:25
224 2313 森本 純 ﾓﾘﾓﾄ ｼﾞｭﾝ 宮城県 富谷市 4:12:00
225 2738 高橋 秀司 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｼ 山形県 山形市 4:12:04
226 2172 中戸川 輝 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 4:12:12
227 2246 浅井 康 ｱｻｲ ﾔｽｼ 宮城県 仙台市 力メさんくらぶ 4:12:16
228 2103 田中 隆弘 ﾀﾅｶ ﾀｶﾋﾛ 滋賀県 大津市 4:12:18
229 2571 小笠原 秀樹 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾃﾞｷ 秋田県 秋田市 太陽産業 4:12:26
230 2527 菅原 清 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｼ 山形県 鶴岡市 4:12:30
231 2362 沢田 幸夫 ｻﾜﾀﾞ ﾕｷｵ 神奈川県 横浜市 4:12:45
232 2448 橋本 隆 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 世田谷区 4:12:49
233 2648 大西 正則 ｵｵﾆｼ ﾏｻﾉﾘ 埼玉県 伊奈町 4:12:57
234 2095 冨田 正和 ﾄﾐﾀ ﾏｻｶｽﾞ 東京都 江東区 江戸一ランナーズクラブ 4:13:12
235 2107 柴田 晶広 ｼﾊﾞﾀ ｱｷﾋﾛ 岩手県 宮古市 4:13:14
236 2071 吉澤 正昭 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 岩手県 北上市 府中の風 4:13:26
237 2588 沢田石 保 ｻﾜﾀｲｼ ﾀﾓﾂ 秋田県 秋田市 4:13:31
238 2551 吉原 光麿 ﾖｼﾊﾗ ﾐﾂﾏﾛ 宮城県 仙台市 4:13:33
239 2463 永澤 亮 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾗ 秋田県 大仙市 テクノスクールＲＣ 4:13:38
240 2393 伊藤 守 ｲﾄｳ ﾏﾓﾙ 神奈川県 横浜市 横浜市陸協 4:13:43
241 2522 武藤 啓 ﾑﾄｳ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 4:13:58
242 2432 筒井 玄一郎 ﾂﾂｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 奥州市 4:14:04
243 2218 川田 泰之 ｶﾜﾀﾞ ﾔｽﾕｷ 千葉県 木更津市 4:14:08
244 2707 松戸 隆直 ﾏﾂﾄﾞ ﾀｶﾅｵ 千葉県 野田市 4:14:19
245 2420 今野 篤 ｺﾝﾉ ｱﾂｼ 宮城県 仙台市 チームＴＤＴ 4:14:28
246 2709 宮田 利明 ﾐﾔﾀ ﾄｼｱｷ 大阪府 大阪市 4:14:37
247 2540 堀下 信也 ﾎﾘｼﾀ ｼﾝﾔ 熊本県 熊本市 4:14:37
248 2034 伊藤 洋 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県 宮古市 宮古ＡＣ 4:15:23
249 2597 小関 章 ｺｾｷ ｱｷﾗ 宮城県 塩竈市 4:15:27
250 2263 菅原 誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 4:15:33
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251 2480 中井 賀雄 ﾅｶｲ ﾖｼｵ 奈良県 河合町 4:15:34
252 2316 津田 雅彦 ﾂﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 岩手県 盛岡市 4:15:39
253 2696 曵地 邦幸 ﾋｷﾁ ｸﾆﾕｷ 岩手県 花巻市 ０２２２３２５２－５９１２４ 4:15:59
254 2549 田鎖 昭彦 ﾀｸｻﾘ ｱｷﾋｺ 岩手県 滝沢市 4:16:02
255 2593 高梨 真彰 ﾀｶﾅｼ ﾏｻｱｷ 愛知県 知立市 4:16:18
256 2507 田中 直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ 福島県 伊達市 伊達な建築研究所 4:16:30
257 2759 伊藤 統夫 ｲﾄｳ ﾂﾈｵ 秋田県 秋田市 ヒッポマラソン部 4:17:43
258 2672 麻山 聡 ｱｻﾔﾏ ｻﾄｼ 宮城県 仙台市 アルプスアルパイン 4:17:50
259 2223 高橋 弘寿 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｽﾐ 岩手県 一関市 4:17:52
260 2671 千葉 春彦 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ 岩手県 陸前高田市 4:18:03
261 2411 菅原 義智 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼﾄﾓ 東京都 世田谷区 4:18:05
262 2387 松本 智幸 ﾏﾂﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 福島県 いわき市 楢葉町役場 4:18:29
263 2297 大峠 進 ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ 岩手県 紫波町 4:18:50
264 2462 藤原 英俊 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞﾄｼ 青森県 藤崎町 ◆◆◆夢所属◆◆◆ 4:19:01
265 2434 及川 春弘 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 4:19:11
266 2368 上野 武夫 ｳｴﾉ ﾀｹｵ 岩手県 大槌町 4:19:19
267 2684 昆 隆一 ｺﾝ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 北上市 4:19:27
268 2580 高橋 幸宏 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾋﾛ 宮城県 石巻市 宮城県 4:19:43
269 2530 千葉 彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ 岩手県 奥州市 東北電ＩＨＭＣ 4:19:52
270 2344 武者 文幸 ﾑｼｬ ﾌﾐﾕｷ 宮城県 仙台市 4:20:06
271 2601 佐川 貢 ｻｶﾞﾜ ｺｳ 岩手県 平泉町 ■木楽々くらぶ 4:20:10
272 2347 佐藤 博彦 ｻﾄｳ ﾋﾛﾋｺ 宮城県 仙台市 4:20:19
273 2590 渋谷 融 ｼﾌﾞﾔ ﾄｵﾙ 宮城県 柴田町 （株）白石ハウビング 4:20:21
274 2681 河田 謙一 ｶﾜﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 神奈川県 相模原市 4:20:22
275 2651 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 世田谷区 4:20:30
276 2232 若杉 明史 ﾜｶｽｷﾞ ｱｶｼ 東京都 江戸川区 4:21:06
277 2713 鈴木 昇 ｽｽﾞｷ ﾉﾎﾞﾙ 山形県 河北町 カホクチャレンジャー 4:21:11
278 2701 古田 則人 ﾌﾙﾀ ﾀｹﾋﾄ 千葉県 白井市 チームパンチョ 4:21:26
279 2272 小林 幹也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷﾔ 埼玉県 戸田市 4:21:34
280 2351 大関 洋 ｵｵｾﾞｷ ﾋﾛｼ 福島県 会津若松市 ホシザキ 4:21:42
281 2675 福田 豊 ﾌｸﾀ ﾕﾀｶ 千葉県 柏市 4:22:00
282 2488 大間 知行 ｵｵﾏ ﾄﾓﾕｷ 青森県 六戸町 日本原燃 4:22:08
283 2024 髙橋 勝幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 宮城県 栗原市 ＴＭあさとあゆ 4:22:09
284 2350 山田 文彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾌﾐﾋｺ 福島県 福島市 チーム山田 4:22:23
285 2424 尾形 幸彦 ｵｶﾞﾀ ﾕｷﾋｺ 宮城県 仙台市 4:22:39
286 2002 三浦 由隆 ﾐｳﾗ 岩手県 八幡平市 岩手中央青果 4:23:19
287 2279 藤澤 秀一 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾕｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:23:25
288 2001 阿部 健 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 仙台小林製薬 4:23:35
289 2715 大根田 俊治 ｵｵﾈﾀﾞ ｼｭﾝｼﾞ 福島県 白河市 住友ゴム白河 4:23:37
290 2796 奥山 厚 ｵｸﾔﾏ ｱﾂｼ 秋田県 横手市 市立横手病院 4:23:44
291 2058 冨士盛 博 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｼ 神奈川県 川崎市 4:23:45
292 2531 岡田 広治 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼﾞ 福島県 福島市 4:23:46
293 2211 畠山 透 ﾊﾀﾔﾏ ﾄｵﾙ 宮城県 加美町 チームハタプロ 4:23:56
294 2703 藤田 剛 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾖｼ 青森県 今別町 ＢＣサプライズ 4:24:06
295 2583 新福 悦郎 ｼﾝﾌﾟｸ ｴﾂﾛｳ 宮城県 石巻市 石巻専修大学 4:24:06
296 2562 金子 和弘 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 北上市 4:24:08
297 2026 鈴木 剛 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 山形県 酒田市 4:24:32
298 2031 横田 積 ﾖｺﾀ ﾂﾓﾙ 福島県 郡山市 ナリタフクシカイ 4:24:33
299 2015 千葉 雄樹 ﾁﾊﾞ 岩手県 一関市 4:24:36
300 2698 寺崎 孝光 ﾃﾗｻｷ ﾀｶﾐﾂ 青森県 弘前市 4:24:46
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301 2290 堀川 浩二 ﾎﾘｶﾜ ｺｳｼﾞ 青森県 弘前市 4:24:54
302 2265 篠坂 透 ｼﾉｻｶ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 損調仙台 4:24:57
303 2133 片岡 康 ｶﾀｵｶ ﾔｽｼ 宮城県 富谷市 バイタルＭＥ 4:25:15
304 2650 斎藤 克司 ｻｲﾄｳ ｶﾂｼ 秋田県 由利本荘市 本荘第一病院 4:25:42
305 2364 佐々木 実 ｻｻｷ ﾐﾉﾙ 東京都 大田区 4:25:48
306 2269 加藤 昭人 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾄ 岩手県 奥州市 シチズンスポーツ奥州 4:25:48
307 2123 佐野 望 ｻﾉ ﾉｿﾞﾑ 千葉県 印西市 セノー株式会社 4:25:56
308 2600 斉藤 洋 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 気仙沼郵便局 4:26:04
309 2592 後藤 慎治 ｺﾞﾄｳ ｼﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 4:26:43
310 2691 泉谷 孝司 ｲｽﾞﾀﾆ ﾀｶｼ 東京都 足立区 4:26:55
311 2204 西 美生 ﾆｼ ﾖｼｵ 神奈川県 川崎市 ランジョグ 4:27:24
312 2155 郷右近 隆也 ｺﾞｳｺﾝ ﾀｶﾔ 東京都 品川区 4:27:32
313 2633 千葉 治彦 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 仙台市 サウスランナーズ 4:27:34
314 2678 安藤 裕之 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 愛知県 名古屋市 4:28:00
315 2740 鶴岡 伸彦 ﾂﾙｵｶ ﾉﾌﾞﾋｺ 千葉県 木更津市 4:28:23
316 2673 千葉 良 ﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 4:28:41
317 2237 花岡 慎 ﾊﾅｵｶ ﾏｺﾄ 東京都 品川区 4:28:55
318 2569 佐藤 福廣 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 岩手県 陸前高田市 陸前高田 4:28:57
319 2718 佐藤 広威 ｻﾄｳ ﾋﾛｲ 福島県 白河市 4:29:04
320 2596 三浦 斉 ﾐｳﾗ ﾋﾄｼ 岩手県 盛岡市 ＦＲＥＥＳＯＩＬ 4:29:05
321 2025 伊藤 光世 ｲﾄｳ ﾐﾂﾄｼ 岩手県 奥州市 配達戦隊 4:29:40
322 2261 前田 俊一 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 ＡＣ奥州 4:29:53
323 2010 白畑 勇 ｼﾗﾊﾀ ｲｻﾐ 岩手県 盛岡市 4:30:10
324 2421 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 東北電ＩＨＭＣ 4:30:57
325 2621 佐藤 哲哉 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 宮城県 仙台市 4:31:50
326 2117 松井 督卓 ﾏﾂｲ ﾏｻﾀｶ 愛知県 豊川市 走る中小企業診断士の会 4:32:17
327 2719 秋田 尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ 岩手県 盛岡市 4:32:46
328 2096 熊谷 浩三 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｿﾞｳ 山形県 山形市 4:32:54
329 2465 小保内 大輔 ｵﾎﾞﾅｲ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 盛岡市 盛岡水産 4:32:55
330 2258 高橋 繁秋 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｱｷ 岩手県 一関市 花泉らんらん 4:33:07
331 2782 庄子 克実 ｼｮｳｼﾞ ｶﾂﾐ 宮城県 仙台市 4:33:08
332 2158 小日向 毅 ｺﾋﾅﾀ ﾂﾖｼ 宮城県 仙台市 4:33:38
333 2330 山岸 初男 ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾂｵ 岩手県 滝沢市 4:34:17
334 2134 及川 博 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 コックレア 4:34:22
335 2331 佐々木 誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 4:34:37
336 2732 小俣 勝男 ｵﾏﾀ ｶﾂｵ 神奈川県 茅ヶ崎市 4:35:30
337 2437 吉田 敦 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 岩手県 宮古市 4:35:31
338 2686 渡辺 久徳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾉﾘ 宮城県 名取市 ＴｅａｍＨＡＮＡ 4:35:57
339 2726 坂内 広文 ﾊﾞﾝﾅｲ ﾋﾛﾌﾐ 東京都 墨田区 4:36:15
340 2382 安田 宝悦 ﾔｽﾀﾞ ﾎｳｴﾂ 秋田県 潟上市 4:36:21
341 2282 安原 健 ﾔｽﾊﾗ ｹﾝ 岩手県 北上市 4:36:48
342 2023 出石 貞浩 ﾃﾞｲｼ ｻﾀﾞﾋﾛ 岩手県 盛岡市 4:36:59
343 2233 佐藤 守 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ 岩手県 盛岡市 4:37:00
344 2187 増井 正幸 ﾏｽｲ ﾏｻﾕｷ 千葉県 千葉市 4:37:48
345 2247 松本 誓一 ﾏﾂﾓﾄ ｾｲｲﾁ 埼玉県 鶴ヶ島市 4:37:58
346 2524 間杉 淳一 ﾏｽｷﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 秋田県 秋田市 ＧＩＲＩＧＩＲＩＢ 4:38:03
347 2510 田上 茂 ﾀﾉｳｴ ｼｹﾞﾙ 宮城県 仙台市 4:38:08
348 2714 中野 義明 ﾅｶﾉ ﾖｼｱｷ 岩手県 北上市 4:38:28
349 2346 高橋 茂 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ 岩手県 奥州市 きらめき奥州 4:38:42
350 2694 小倉 厚也 ｵｸﾞﾗ ｱﾂﾔ 大阪府 高槻市 4:39:00
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351 2629 伊藤 直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 秋田県 由利本荘市 4:39:12
352 3713 佐藤 慶市 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 青森県 弘前市 ＨＲＣ 4:39:22
353 2459 出村 伸 ﾃﾞﾑﾗ ｼﾝ 宮城県 仙台市 4:40:00
354 2399 及川 高夫 ｵｲｶﾜ ﾀｶｵ 岩手県 一関市 さんしょ味噌の会 4:40:23
355 2334 脇山 拓 ﾜｷﾔﾏ ﾀｸ 山形県 鶴岡市 4:40:30
356 2205 今泉 直幸 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾅｵﾕｷ 福島県 郡山市 ＪＤＬ 4:40:31
357 2195 菊地 利勝 ｷｸﾁ ﾄｼｶﾂ 栃木県 さくら市 チームナカオ 4:40:46
358 2539 谷口 典史 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾌﾐ 新潟県 新潟市 4:40:47
359 2724 目黒 健彦 ﾒｸﾞﾛ ﾀｹﾋｺ 宮城県 仙台市 4:41:44
360 2287 佐藤 直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 東京都 江東区 4:41:45
361 2676 遠藤 章 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 岩手県 奥州市 4:41:52
362 2680 鈴木 寿教 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾉﾘ 岩手県 奥州市 4:42:39
363 2323 伊藤 通伸 ｲﾄｳ ﾐﾁﾉﾌﾞ 静岡県 浜松市 ふじたや走遊会 4:42:39
364 2727 佐藤 仁志 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 宮城県 仙台市 4:42:53
365 2495 椎原 佳郎 ｼｲﾊﾗ ﾖｼﾛｳ 埼玉県 北本市 4:43:17
366 2775 川村 文明 ｶﾜﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 岩手県 盛岡市 ＩＣＳ－ＲＣ 4:43:31
367 2328 鈴木 善明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 岩手県 紫波町 4:43:46
368 2036 田浦 将 ﾀｳﾗ ｽｽﾑ 岩手県 滝沢市 渋民クラブ 4:43:58
369 2763 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 岩手県 北上市 ＫＴＡ 4:44:00
370 2202 谷口 純司 ﾀﾆｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝｼﾞ 兵庫県 三田市 4:44:03
371 2550 武藤 敏文 ﾑﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 秋田県 仙北市 西木走遊会 4:44:11
372 2706 宮﨑 秀和 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 千葉県 四街道市 千葉 4:44:24
373 2499 菱沼 明 ﾋｼﾇﾏ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 4:44:32
374 2604 原 保男 ﾊﾗ ﾔｽｵ 福島県 郡山市 4:45:16
375 2453 白石 泰男 ｼﾗｲｼ ﾔｽｵ 岩手県 滝沢市 4:45:17
376 2145 馬場 則夫 ﾊﾞﾊﾞ ﾉﾘｵ 岩手県 金ｹ崎町 ＴＥＬＲＣ 4:45:25
377 2116 塩沢 修 ｼｵｻﾞﾜ ｵｻﾑ 宮城県 仙台市 クラブＲ２東北 4:45:35
378 2739 石山 裕章 ｲｼﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 愛知県 名古屋市 4:45:40
379 2500 馬場 裕之 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 ＲＣ成沢 4:46:21
380 2300 伊藤 郁彰 ｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 岩手県 盛岡市 4:46:44
381 2409 枝元 良広 ｴﾀﾞﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 東京都 新宿区 4:46:53
382 2168 小松代 和行 ｺﾏﾂｼﾛ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 ３４３号線ランナー 4:47:10
383 2243 春日部 弘志 ｶｽｶﾍﾞ ﾋﾛｼ 福島県 福島市 4:47:39
384 2804 千葉 秀行 ﾁﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 多賀城市 管走会 4:48:08
385 2412 阿部 浩平 ｱﾍﾞ ｺｳﾍｲ 岩手県 奥州市 峠 4:48:14
386 2614 渡辺 理雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾁｵ 岩手県 盛岡市 4:48:20
387 2054 関根 渉 ｾｷﾈ ﾜﾀﾙ 宮城県 柴田町 4:48:42
388 2315 林 啓 ﾊﾔｼ ｹｲ 埼玉県 和光市 4:48:43
389 2788 柏葉 匡寛 ｶｼﾜﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 鹿児島県 鹿児島市 4:48:44
390 2584 田頭 章継 ﾀｶﾞｼﾗ ｱｷﾂｸﾞ 群馬県 高崎市 4:49:10
391 2099 横井 敬 ﾖｺｲ ﾀｶｼ 愛知県 小牧市 第一物産株式会社 4:49:15
392 2358 菊地 潤 ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 デンソー岩手 4:49:27
393 2794 及川 清 ｵｲｶﾜ ｷﾖｼ 岩手県 奥州市 4:49:35
394 2118 藤野 政弘 ﾌｼﾞﾉ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 仙台市 4:50:59
395 2565 泉山 大介 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 盛岡市 4:51:42
396 2458 附田 勇 ﾂｸﾀﾞ ｲｻﾑ 青森県 三沢市 三沢フル空手 4:52:09
397 2778 早坂 浩 ﾊﾔｻｶ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 仙台市役所陸上競技部 4:52:11
398 2239 鴫原 信夫 ｼｷﾞﾊﾗ ﾉﾌﾞｵ 福島県 伊達市 小手走行部 4:52:16
399 2283 中村 政則 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 東京都 墨田区 大手町１ＳＴ 4:53:07
400 2132 奈良 昌樹 ﾅﾗ ﾏｻｷ 秋田県 大館市 4:53:11
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401 2791 畠山 悟 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾄﾙ 宮城県 仙台市 4:53:21
402 2599 齋藤 敏彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 宮城県 多賀城市 ＺＺ ＴＯＰ 4:55:22
403 2745 千田 浩 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｼ 岩手県 盛岡市 4:56:25
404 2666 平田 俊二 ﾋﾗﾀ ｼｭﾝｼﾞ 沖縄県 名護市 日本国土開発 4:56:33
405 2137 野口 尚則 ﾉｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 仙台市 シーズ杜の都 4:56:48
406 2365 田中 孝 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 秋田県 大館市 チーム口走 大館 4:56:53
407 2240 加藤 芳実 ｶﾄｳ ﾖｼﾐ 宮城県 仙台市 東北電力ＩＨＭＣ 4:56:55
408 2003 小笠原 広美 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛﾐ 青森県 十和田市 走れ！ター坊 4:57:41
409 2092 秋山 興仁 ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県 栗原市 虎の穴 4:57:54
410 2264 大向 達也 ｵｵﾑｶｲ ﾀﾂﾔ 岩手県 滝沢市 にいや整骨院ＲＣ 4:58:34
411 2410 針生 善章 ﾊﾘｭｳ ﾖｼｱｷ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 4:58:36
412 2268 伊澤 正行 ｲｻﾜ ﾏｻﾕｷ 宮城県 仙台市 4:58:46
413 2492 小坪 圭光 ｺﾂﾎﾞ ｹｲｺｳ 宮城県 大和町 リズミカルＰＫＣ 4:58:46
414 2768 菅 翼 ｶﾝ ﾂﾖｼ 山形県 最上町 4:58:47
415 2220 川邊 健康 ｶﾜﾍﾞ ﾀｹﾔｽ 岩手県 北上市 4:59:13
416 2052 稲次 光昭 ｲﾅﾂｷﾞ ﾐﾂｱｷ 岩手県 宮古市 チームいなじ 4:59:33
417 2485 小西 将人 ｺﾆｼ ﾏｻﾄ 秋田県 大仙市 4:59:44
418 2637 菊池 勝也 ｷｸﾁ ｶﾂﾔ 宮城県 仙台市 勝也会 4:59:52
419 2577 熊谷 孝 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶｼ 宮城県 塩竈市 4:59:54
420 2260 川田 雅彦 ｶﾜﾀ ﾏｻﾋｺ 神奈川県 相模原市 5:00:45
421 2307 上野 光久 ｳｴﾉ ﾐﾂﾋｻ 岩手県 盛岡市 5:00:48
422 2744 小澤 慶一 ｵｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 5:01:08
423 2662 古瀬 正文 ﾌﾙｾ ﾏｻﾌﾐ 秋田県 秋田市 サルースＲＣ 5:01:12
424 2490 橘 宏実 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾛﾐ 岩手県 金ｹ崎町 街ランナーズ 5:01:49
425 2048 髙橋 直彦 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾋｺ 秋田県 大仙市 神宮寺嶽クラブ 5:01:51
426 2192 氏家 宏 ｳｼﾞｲｴ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 5:02:10
427 2349 平川 金男 ﾋﾗｶﾜ ｶﾈｵ 秋田県 秋田市 5:02:36
428 2457 玉尾 宜之 ﾀﾏｵ ﾖｼﾕｷ 東京都 中野区 お～い！ たま乱！ 5:02:42
429 2494 坂本 信夫 ｻｶﾓﾄ ﾉﾌﾞｵ 埼玉県 戸田市 5:02:43
430 2259 豊田 範幸 ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ 秋田県 秋田市 チーム東北 5:03:00
431 2167 田代 由起夫 ﾀｼﾛ ﾕｷｵ 宮城県 石巻市 5:03:09
432 2558 髙橋 昇 ﾀｶﾊｼ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 一関市 5:03:12
433 2407 佐藤 淳一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 5:04:34
434 2122 工藤 浩敬 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾀｶ 青森県 南部町 5:04:55
435 2405 栗山 保 ｸﾘﾔﾏ ﾀﾓﾂ 秋田県 秋田市 わかみ歯科ＲＣ 5:04:58
436 2314 高原 一公 ﾀｶﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 兵庫県 西宮市 Ｒ×Ｌプラス 5:05:07
437 2519 米塚 正人 ﾖﾈﾂﾞｶ ﾏｻﾄ 青森県 青森市 5:05:10
438 2545 菅原 哲哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ 東京都 杉並区 5:05:28
439 2544 坂口 次郎 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾞﾛｳ 埼玉県 上尾市 5:07:01
440 2227 中村 聡一 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｲﾁ 福島県 白河市 白河厚生 5:07:10
441 2716 矢内 博之 ﾔﾅｲ ﾋﾛﾕｷ 鹿児島県 薩摩川内市 5:07:39
442 2251 田ノ上 彰 ﾀﾉｳｴ ｱｷﾗ 岩手県 二戸市 軽米町陸協 5:07:42
443 2695 川名 真司 ｶﾜﾅ ｼﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 5:07:43
444 2064 菊池 賢哉 ｷｸﾁ ｹﾝﾔ 岩手県 奥州市 5:08:24
445 2780 工藤 英一 ｸﾄﾞｳ ｴｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 5:08:29
446 2755 奥田 光樹 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ 宮城県 仙台市 （株）いせかん 5:09:06
447 2688 横山 光広 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾂﾋﾛ 宮城県 仙台市 管走会 5:09:30
448 2722 富樫 博之 ﾄｶﾞｼ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 能代市 5:09:47
449 2397 櫻庭 秀見 ｻｸﾗﾊﾞ ﾋﾃﾞﾐ 秋田県 潟上市 5:11:04
450 2355 最上 伸司 ﾓｶﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 秋田県 秋田市 チキンクラブ 5:11:05
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451 2496 菅原 隆平 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳﾍｲ 宮城県 仙台市 東北ＭＥＴＩ 5:11:06
452 2452 加藤 正己 ｶﾄｳ ﾏｻﾐ 秋田県 男鹿市 加藤建設 5:11:09
453 2679 大澤 英昭 ｵｵｻﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 福島県 福島市 5:11:22
454 2502 久世 淳 ｸｾﾞ ｱﾂｼ 山形県 山形市 5:11:44
455 2215 武石 知英 ﾀｹｲｼ ﾁｴｲ 秋田県 北秋田市 5:11:56
456 2169 小山 正範 ｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 盛岡市 5:12:16
457 2230 田中 潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 岡山県 総社市 アクアプランニング岡山 5:13:15
458 2606 高橋 幹雄 ﾀｶﾊｼ ﾐｷｵ 福島県 福島市 5:13:50
459 2774 千葉 正数 ﾁﾊﾞ ﾏｻｶｽﾞ 宮城県 仙台市 仙台市役所陸上競技部 5:13:55
460 2333 有賀 久哲 ｱﾘｶﾞ ﾋｻﾉﾘ 岩手県 盛岡市 5:14:15
461 2514 横田 久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ 宮城県 大和町 日総工産 5:14:16
462 2677 千葉 敏行 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾕｷ 岩手県 奥州市 アップルちば陸上部 5:14:26
463 2104 松本 康孝 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾀｶ 兵庫県 尼崎市 5:14:38
464 2513 今西 良多 ｲﾏﾆｼ ﾘｮｳﾀ 岩手県 盛岡市 5:14:42
465 2568 及川 茂夫 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞｵ 岩手県 盛岡市 5:15:02
466 2486 弥栄 昭仁 ﾐｴ ｱｷﾋﾄ 東京都 北区 5:15:04
467 2278 成田 博 ﾅﾘﾀ ﾋﾛｼ 青森県 青森市 5:15:37
468 2456 田村 文明 ﾀﾑﾗ ﾌﾐｱｷ 岩手県 矢巾町 5:15:49
469 2525 松岡 徹 ﾏﾂｵｶ ﾄｵﾙ 群馬県 伊勢崎市 ぱん太郎クラブ 5:15:51
470 2692 藤原 公男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾐｵ 岩手県 盛岡市 銀河いわて鉄人会 5:16:39
471 2439 近藤 大輔 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 仙台市 5:16:43
472 2047 壬生 政美 ﾐﾌﾞ ﾏｻﾐ 青森県 八戸市 5:17:47
473 2033 小野寺 琢哉 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾔ 岩手県 盛岡市 盛岡市 5:18:00
474 2294 澤舘 忠良 ｻﾜﾀﾞﾃ ﾀﾀﾞﾖｼ 岩手県 北上市 東北電ＩＨＭＣ 5:18:22
475 2640 橋川 雅英 ﾊｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩手県 盛岡市 5:19:45
476 2372 高橋 康明 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｱｷ 宮城県 仙台市 5:20:01
477 2658 遠藤 豊 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 神奈川県 横浜市 闘魂友の会 5:21:09
478 2634 遠藤 幸輝 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｷﾃﾙ 岩手県 金ｹ崎町 エンドーラン 5:21:19
479 2626 柿本 章博 ｶｷﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 石川県 金沢市 5:21:34
480 2771 高宗 正弘 ﾀｶｿｳ ﾏｻﾋﾛ 兵庫県 西宮市 5:22:06
481 2093 中川 隆司 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｶｼ 北海道 函館市 函館（株）カネキ中川青果 5:22:34
482 2628 松村 裕幸 ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 キヤノンＭＪ 5:22:53
483 2182 大江 靖之 ｵｵｴ ﾔｽﾕｷ 東京都 練馬区 5:22:56
484 2441 山村 勉 ﾔﾏﾑﾗ ﾂﾄﾑ 岩手県 盛岡市 ランランランの会 5:23:45
485 2620 晴山 俊 ﾊﾚﾔﾏ ｼｭﾝ 岩手県 盛岡市 5:24:18
486 2210 中川 聡 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 岩手県 一関市 中川商店 5:24:23
487 2444 目黒 進一 ﾒｸﾞﾛ ｼﾝｲﾁ 神奈川県 鎌倉市 5:24:45
488 2521 千田 淳一 ﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 5:25:00
489 2541 高橋 武寛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾑﾈ 宮城県 多賀城市 5:25:11
490 2214 斎藤 秀樹 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 奥州市 5:26:32
491 2799 佐々木 錬 ｻｻｷ ﾚﾝ 秋田県 由利本荘市 5:27:02
492 2638 東海林 亙 ｼｮｳｼﾞ ﾜﾀﾙ 宮城県 仙台市 5:27:44
493 2754 浅沼 善智 ｱｻﾇﾏ ﾖｼﾄﾓ 岩手県 滝沢市 5:27:51
494 2489 竹花 浩二 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｼﾞ 岩手県 金ｹ崎町 5:28:07
495 2277 久保田 仁恒 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾝｺｳ 秋田県 仙北市 チームテヅ 5:28:16
496 2443 大久保 隆文 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶﾌﾐ 青森県 階上町 5:28:18
497 2267 河村 富男 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾐｵ 岩手県 盛岡市 トークネット 5:28:21
498 2392 梅澤 岩雄 ｳﾒｻﾞﾜ ｲﾜｵ 岩手県 一関市 星和工業 5:28:36
499 2390 中島 邦雄 ﾅｶｼﾞﾏ ｸﾆｵ 宮城県 名取市 富士電機 5:28:38
500 2508 立島 稔 ﾀﾂｼﾏ ﾐﾉﾙ 埼玉県 所沢市 5:28:55
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501 2594 大谷 一 ｵｵﾀﾆ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 秋田市 東北電力 5:28:55
502 2040 桜庭 修 ｻｸﾗﾊﾞ ｵｻﾑ 岩手県 奥州市 北日本銀行 5:28:57
503 2280 豊田 一穂 ﾄﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾎ 東京都 杉並区 西田ＦＣ 5:29:19
504 2773 船山 昌樹 ﾌﾅﾔﾏ ﾏｻｷ 宮城県 仙台市 5:29:22
505 2075 田中 修 ﾀﾅｶ ｵｻﾑ 東京都 文京区 5:29:33
506 2146 佐藤 勇輝 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 秋田県 にかほ市 5:29:45
507 2423 藤本 浩章 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛｱｷ 宮城県 大崎市 5:29:59
508 2377 千葉 繁 ﾁﾊﾞ ｼｹﾞﾙ 岩手県 奥州市 火乃Ｒａｎｇｅｒ 5:31:25
509 2504 岩淵 健二 ｲﾜﾌﾞﾁ ｹﾝｼﾞ 岩手県 奥州市 株式会社ピーアイティー 5:31:30
510 2289 井上 都之 ｲﾉｳｴ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 岩手県立大学 5:31:34
511 2119 和泉 正之 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾕｷ 秋田県 横手市 シャア専用秋田 5:31:35
512 2143 藤田 耕司 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 東京都 新宿区 5:31:44
513 2610 佐藤 一広 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 秋田県 秋田市 5:32:03
514 2779 熊谷 憲一 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 川口市 5:32:33
515 2693 花輪 裕光 ﾊﾅﾜ ﾕｳｺｳ 埼玉県 吉川市 5:32:49
516 2391 森久保 泰弘 ﾓﾘｸﾎﾞ ﾔｽﾋﾛ 埼玉県 さいたま市 日本出版販売 5:32:55
517 2631 川又 哲也 ｶﾜﾏﾀ ﾃﾂﾔ 宮城県 仙台市 5:33:29
518 2781 斉藤 仁 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 北海道 札幌市 さいとう歯科室 5:33:30
519 2479 加藤 文明 ｶﾄｳ ﾌﾐｱｷ 岩手県 盛岡市 5:33:43
520 2752 三浦 徹 ﾐｳﾗ ﾄｵﾙ 新潟県 燕市 5:33:55
521 2641 佐々木 政宏 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 盛岡市 5:34:10
522 2598 佐藤 恭史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 宮城県 仙台市 5:34:22
523 2812 末永 明徳 ｽｴﾅｶﾞ ｱｷﾉﾘ 千葉県 八千代市 ＴＯＫＵＳＡＮ 5:34:35
524 2625 石森 克也 ｲｼﾓﾘ ｶﾂﾔ 岩手県 花巻市 5:34:55
525 2567 淡路 定明 ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ 岩手県 釜石市 5:35:10
526 2477 佐藤 佐一 ｻﾄｳ ｻｲﾁ 東京都 中野区 まるぶん 5:36:26
527 2181 楠原 浩之 ｸｽﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 福岡市 さくら病院 5:36:31
528 2296 丹野 賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 東北電力ＩＨＭＣ 5:36:31
529 2189 斉藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 秋田県 秋田市 5:36:31
530 2777 尾留川 善弘 ﾋﾞﾙｶﾜ ﾖｼﾋﾛ 秋田県 大仙市 5:37:09
531 2758 青木 裕士 ｱｵｷ ﾕｳｼﾞ 茨城県 つくばみらい市 5:37:10
532 2201 向井田 英明 ﾑｶｲﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 青森県 八戸市 5:37:28
533 2019 坂本 公児 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 さかもと整形外 5:37:33
534 2306 及川 崇 ｵｲｶﾜ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 5:38:42
535 2339 馬場 成幸 ﾊﾞﾊﾞ ｼｹﾞﾕｷ 奈良県 高取町 5:39:36
536 2661 三浦 隆 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 5:39:43
537 2400 熊谷 智徳 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓﾐﾁ 岩手県 滝沢市 5:39:50
538 2124 小澤 敏康 ｵｻﾞﾜ ﾄｼﾔｽ 愛知県 刈谷市 5:40:19
539 2564 外山 久典 ﾄﾔﾏ ﾋｻﾉﾘ 岩手県 奥州市 5:40:22
540 2055 安倍 貴広 ｱﾝﾊﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 山形県 山形市 キモちＥ、ＲＣ 5:40:25
541 2378 谷地 弘幸 ﾔﾁ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 奥州市 5:41:23
542 2464 菊地 雄二 ｷｸﾁ ﾕｳｼﾞ 岩手県 奥州市 岩手生コン工業組合 5:41:29
543 2141 松浦 英樹 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 仙台市 富沢連れランナーズ 5:42:05
544 2027 作山 聖志 ｻｸﾔﾏ ｾｲｼ 岩手県 盛岡市 ももぐみ 5:42:28
545 2416 矢野 久光 ﾔﾉ ﾋｻﾐﾂ 青森県 青森市 5:42:39
546 2622 舘 智由起 ﾀﾁ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 仙台市 5:42:42
547 2062 石直 康之 ｲｼｼﾞｷ ﾔｽﾕｷ 岩手県 釜石市 5:42:55
548 2762 齋藤 弘幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 青森県 田舎館村 青森鉄人会 5:42:58
549 2298 岩崎 幸次郎 ｲﾜｻｷ ｺｳｼﾞﾛｳ 山形県 鶴岡市 庄内ゆるＲＵＮ 5:44:18
550 2111 菊池 浩 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 岩手県 盛岡市 東北電ＩＨＭＣ 5:44:24
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551 2110 佐々木 清 ｻｻｷ ｷﾖｼ 岩手県 奥州市 5:44:57
552 2548 八重樫 義勝 ﾔｴｶﾞｼ ﾖｼｶﾂ 岩手県 北上市 ケミコンＬＲＣ 5:45:47
553 2079 菊田 孝宏 ｷｸﾀ ﾀｶﾋﾛ 東京都 板橋区 5:46:39
554 2467 大西 信哉 ｵｵﾆｼ ｼﾝﾔ 秋田県 大仙市 5:46:42
555 2723 小山 佳信 ｵﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 岩手県 一関市 5:47:13
556 2757 高橋 央 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 岩手県 北上市 5:48:10
557 2311 中井 正人 ﾅｶｲ ﾏｻﾋﾄ 東京都 板橋区 5:48:36
558 2537 竹本 泰司 ﾀｹﾓﾄ ﾔｽｼ 福島県 相馬市 共和溶構 5:48:37
559 2219 桃田 康二郎 ﾓﾓﾀ ｺｳｼﾞﾛｳ 宮城県 七ヶ浜町 5:48:43
560 2747 山上 佳範 ﾔﾏｶﾐ ﾖｼﾉﾘ 長崎県 長崎市 ＲＣあいの里 5:48:48
561 2068 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 5:51:58
562 2529 浜登 寿雄 ﾊﾏﾄ ﾄｼｵ 岩手県 釜石市 5:52:08
563 2241 菅原 賢治 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 宮城県 登米市 5:52:19
564 2602 岩舘 秀明 ｲﾜﾀﾞﾃ ｼｭｳﾒｲ 岩手県 盛岡市 アツクルボーイズ 5:52:39
565 2199 千田 徳也 ﾁﾀﾞ ﾄｸﾔ 岩手県 奥州市 5:52:57
566 2325 佐藤 康之 ｻﾄｳ ﾔｽﾕｷ 岩手県 奥州市 5:53:09
567 2481 中野 裕晃 ﾅｶﾉ ﾕｳｺｳ 岩手県 盛岡市 5:53:20
568 2050 及川 智 ｵｲｶﾜ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 愛宕マラソン部 5:53:29
569 2566 赤沼 幸浩 ｱｶﾇﾏ ﾕｷﾋﾛ 岩手県 盛岡市 雪印メグミルク 5:53:50
570 2191 加藤 修 ｶﾄｳ ｵｻﾑ 宮城県 亘理町 宮城ニコンＰ 5:53:58
571 2035 鎌田 正三 ｶﾏﾀ ｼｮｳｿﾞｳ 宮城県 岩沼市 5:54:19
572 2415 照井 宗克 ﾃﾙｲ ｶｽﾞﾖｼ 岩手県 北上市 5:54:56
573 2509 吉田 成一 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｲﾁ 岩手県 一関市 千住スプリンクラー（株） 5:55:07
574 2761 郡 晴雅 ｺｵﾘ ﾊﾙﾏｻ 宮城県 仙台市 5:55:17
575 2148 佐藤 武浩 ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 岩手県 一関市 関龍会 5:55:23
576 2245 菅原 恒久 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾈﾋｻ 岩手県 奥州市 5:56:03
577 2091 正木 篤志 ﾏｻｷ ｱﾂｼ 愛知県 名古屋市 横浜金沢走友会 5:56:14
578 2041 川原 恒太郎 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾀﾛ 岩手県 北上市 釜石商工高校 5:56:24
579 2028 佐藤 実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 岩手県 北上市 走る蕎麦屋 5:56:25
580 2236 柳原 英克 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｶﾂ 宮城県 仙台市 5:56:26
581 2357 末延 寿朗 ｽｴﾉﾌﾞ ﾋｻｵ 東京都 練馬区 ソフトウェアＡＧ 5:56:47
582 2266 佐藤 友身 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐ 岩手県 北上市 5:56:58
583 3714 前田 敏雄 ﾏｴﾀ ﾄｼｵ 青森県 青森市 5:57:00
584 2460 菊池 英岳 ｷｸﾁ ｴｲｶﾞｸ 岩手県 奥州市 胆沢病院 5:57:22
585 2482 鈴木 浩行 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 昭和土木設計 5:57:22
586 2375 小原 輝司 ｵﾊﾞﾗ ﾃﾙｼ 岩手県 盛岡市 5:57:57
587 2180 山西 雅洋 ﾔﾏﾆｼ ﾏｻﾋﾛ 京都府 京都市 5:58:05
588 2534 大瀧 博司 ｵｵﾀｷ ﾋﾛｼ 宮城県 多賀城市 5:58:13
589 2216 淡路 武夫 ｱﾜｼﾞ ﾀｹｵ 秋田県 秋田市 5:58:22
590 2197 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 5:59:12
591 2380 工藤 敏彰 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｱｷ 青森県 弘前市 工藤長栄畳店 6:02:04
592 2106 古木 隆幸 ﾌﾙｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県 仙台市 チーム黒霧 6:02:11
593 2483 中田 一哉 ﾅｶﾀ ｶｽﾞﾔ 広島県 広島市 6:02:52
594 2520 千田 智 ﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 6:03:36
595 2160 橋本 恒宏 ﾊｼﾓﾄ ﾂﾈﾋﾛ 宮城県 気仙沼市 気仙沼モーニングクラブ 6:05:44
596 2098 三浦 克史 ﾐｳﾗ ｶﾂｼ 宮城県 仙台市 チームギア仙台 6:05:59
597 2312 渡邊 明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 宮城県 多賀城市 6:07:33
598 2555 菅原 文憲 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐﾉﾘ 岩手県 北上市 6:09:35
599 2203 増田 真也 ﾏｽﾀﾞ ｼﾝﾔ 神奈川県 川崎市 6:09:39
600 2471 藤原 務 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾂﾄﾑ 東京都 羽村市 6:10:05
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601 2743 小林 稔 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ 神奈川県 海老名市 6:10:42
602 2700 高橋 浩義 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾖｼ 山形県 山形市 6:10:51
603 2153 薄田 頼弘 ｽｽｷﾀﾞ ﾖﾘﾋﾛ 宮城県 仙台市 6:13:11
604 2127 小宮山 正規 ｺﾐﾔﾏ ﾏｻｷ 神奈川県 平塚市 千里ランラン 6:13:43
605 2512 田村 寛 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 宮城県 仙台市 6:13:52
606 2183 田村 隆 ﾀﾑﾗ ﾀｶｼ 埼玉県 川越市 脱加齢種くらぶ 6:13:57
607 2517 大谷地 一夫 ｵｵﾔﾁ ｶｽﾞｵ 岩手県 雫石町 くどモク走友会 6:15:50
608 2363 後藤 光晴 ｺﾞﾄｳ ﾐﾂﾊﾙ 茨城県 水戸市 宮城ニコンＰ 6:15:54
609 2469 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 6:17:22
610 2447 本橋 昭人 ﾓﾄﾊｼ ｱｷﾋﾄ 山形県 寒河江市 マイヨジョーヌ 6:17:39
611 2587 岡部 哲郎 ｵｶﾍﾞ ﾃﾂﾛｳ 神奈川県 藤沢市 6:17:40
612 2301 盛合 秀輝 ﾓﾘｱｲ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 盛岡市 ＩＨＭＣ 6:17:45
613 2074 佐藤 稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 岩手県 北上市 6:18:39
614 2449 神田 裕樹 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 宮城県 富谷市 松五 6:19:22
615 2667 佐藤 和久 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 岩手県 盛岡市 6:20:10
616 2408 副島 一也 ｿｴｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 東京都 千代田区 6:22:23
617 2115 齋藤 淳二 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ 群馬県 甘楽町 6:22:37
618 2386 北村 晋逸 ｷﾀﾑﾗ ｼﾝｲﾂ 北海道 旭川市 名寄市立病院 6:23:02
619 2120 畠山 浩禎 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾖｼ 岩手県 紫波町 6:26:31
620 2607 渡辺 雅也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾔ 岩手県 盛岡市 6:27:31
621 2224 斉藤 浩 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県 花巻市 6:29:20
622 2206 皆木 敏弘 ﾐﾅｷﾞ ﾄｼﾋﾛ 大阪府 堺市 侍ハードラー 6:30:45
623 2150 藤高 勝己 ﾌｼﾞﾀｶ ｶﾂﾐ 宮城県 仙台市 仙台明走会 6:32:45
624 2536 菅野 章 ｶﾝﾉ ｱｷﾗ 岩手県 紫波町 6:33:04
625 2385 西川 博之 ﾆｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 二日町マラソン部 6:35:11
626 2811 横山 利明 ﾖｺﾔﾏ ﾄｼｱｷ 山形県 米沢市 6:36:42
627 2038 栗田 茂幸 ｸﾘﾀ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 胆江楽走部 6:37:17
628 2164 黒田 洋正 ｸﾛﾀﾞ ﾋﾛﾏｻ 愛媛県 松山市 いろえんぴつ 6:38:19
629 2170 名取 孝 ﾅﾄﾘ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 6:39:19
630 2659 田中 成明 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｱｷ 東京都 墨田区 ＪＯＬＦ 6:40:52
631 2250 菊池 昌之 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 岩手県 花巻市 6:41:39
632 2535 山田 徹 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｵﾙ 東京都 品川区 6:43:36
633 2574 佐々浪 貴之 ｻｻﾅﾐ ﾀｶﾕｷ 岩手県 盛岡市 6:45:11
634 2503 千田 貴浩 ﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 東京都 昭島市 ランナーズ．Ｓ 6:46:40
635 2401 河村 正 ｶﾜﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 神奈川県 川崎市 神奈川百合丘高校 6:49:06
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