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1 5607 畠山 一則 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 秋田県 大館市 大館消防署 0:37:04
2 5627 菅原 勲 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 0:37:39
3 5660 黒澤 真孝 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾀｶ 秋田県 鹿角市 0:39:19
4 5510 及川 仁一 ｵｲｶﾜ ｼﾞﾝｲﾁ 岩手県 金ｹ崎町 森山クラブ 0:39:52
5 5542 町野 富彦 ﾏﾁﾉ ﾄﾐﾋｺ 宮城県 仙台市 東北電力 0:40:15
6 5584 村上 浩樹 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ 岩手県 大船渡市 チーム佳恋 0:40:54
7 5579 佐藤 定美 ｻﾄｳ ｻﾀﾞﾐ 岩手県 一関市 Ｒｕｎぼるぎーに 0:41:49
8 5568 木村 慎次 ｷﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 秋田県 横手市 0:42:03
9 5641 佐野 公則 ｻﾉ ｷﾐﾉﾘ 秋田県 横手市 横手市陸協 0:42:16
10 5645 高橋 健也 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾔ 岩手県 北上市 デンソー岩手 0:42:17
11 5634 小山 修 ｵﾔﾏ ｵｻﾑ 宮城県 涌谷町 0:43:15
12 5531 佐藤 則文 ｻﾄｳ ﾉﾘﾌﾐ 岩手県 奥州市 荻の窪走遊会 0:43:26
13 5516 吉田 透 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ 岩手県 金ｹ崎町 0:43:30
14 5650 中村 剛裕 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 矢巾町 0:44:14
15 5684 山田 壮史 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友会 0:44:32
16 5552 佐々木 健 ｻｻｷ ｹﾝ 秋田県 由利本荘市 秋田新電元 0:44:37
17 5651 瀬戸 正岐 ｾﾄ ﾏｻｷ 宮城県 仙台市 チームＳＥＴＯＭＡＮ 0:45:45
18 5671 阿部 知広 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 一関市 チーム阿部家 0:45:59
19 5667 遠畑 聡樹 ﾄｵﾊﾀ ﾄｼｷ 岩手県 盛岡市 0:46:19
20 5563 山崎 恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 チーム味三昧 0:46:22
21 5553 村上 満 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ 岩手県 奥州市 荻の窪＠走遊会 0:46:28
22 5515 千田 宗 ﾁﾀﾞ ﾂｶｻ 岩手県 奥州市 0:46:50
23 5519 瀨川 昌也 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 秋田県 湯沢市 0:46:57
24 5603 星野 智昭 ﾎｼﾉ ﾄﾓｱｷ 岩手県 盛岡市 東北電力 0:46:57
25 5532 佐藤 友亮 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ 岩手県 北上市 0:47:18
26 5512 小野寺 勝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ 岩手県 奥州市 0:47:19
27 5649 荻田 幸一 ｵｷﾞﾀ ｺｳｲﾁ 宮城県 仙台市 トヨタ東日本【大和工場】 0:47:26
28 5610 角津田 昭久 ｶｸﾂﾀﾞ ｱｷﾋｻ 岩手県 北上市 0:47:30
29 5644 荒川 一也 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾔ 宮城県 美里町 0:47:37
30 5508 菊池 昌彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ 岩手県 奥州市 0:47:59
31 5597 及川 政信 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 岩手県 奥州市 0:49:01
32 5534 大石 広幸 ｵｵｲｼ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 奥州市 トヨタ東日本 0:49:23
33 5556 西村 勇人 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾔﾄ 福島県 西郷村 富岡町楽走部 0:49:37
34 5602 髙橋 保 ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾂ 岩手県 奥州市 城山工業株式会社 0:49:38
35 5546 小成 良二 ｺﾅﾘ ﾘｮｳｼﾞ 岩手県 宮古市 風を抜け倶楽部 0:49:43
36 5582 阿部 文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県 仙台市 0:49:45
37 5581 田中 寿 ﾀﾅｶ ﾋｻｼ 岩手県 滝沢市 ＴｈｉｎｋＴｒｅｅ 0:49:53
38 5502 及川 満伸 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 岩手県 陸前高田市 0:50:01
39 5601 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 岩手県 北上市 クラシタス 0:50:01
40 5639 佐藤 良延 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 0:50:06
41 5505 只野 利一 ﾀﾀﾞﾉ ﾄｼｶｽﾞ 宮城県 仙台市 南仙台走友会 0:50:07
42 5596 松岡 憲史 ﾏﾂｵｶ ｹﾝｼﾞ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友会 0:50:10
43 5550 村上 隆志 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 0:50:17
44 5513 千葉 昇 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 一関市 花泉らんらん 0:50:20
45 5554 福士 満郎 ﾌｸｼ ﾐﾂｵ 岩手県 奥州市 0:50:30
46 5626 小田島 雄 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳ 岩手県 紫波町 衣川小学校 0:50:33
47 5506 菊地 満 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ 岩手県 奥州市 菊地左官工業 0:50:40
48 5588 峠舘 幹治 ﾄｳｹﾞﾀﾞﾃ ｶﾝｼﾞ 岩手県 奥州市 0:50:43
49 5631 千田 弘治 ﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岩手県 北上市 0:50:49
50 5680 石川 力行 ｲｼｶﾜ ﾘｷﾕｷ 岩手県 盛岡市 0:50:59
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51 5637 小野 健 ｵﾉ ｹﾝ 岩手県 花巻市 0:51:27
52 5533 菊地 正行 ｷｸﾁ ﾏｻﾕｷ 岩手県 奥州市 奥州アスリート 0:51:28
53 5583 佐藤 秀栄 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ 岩手県 一関市 花泉らんらん 0:52:03
54 5590 八重樫 紀男 ﾔｴｶﾞｼ ﾉﾘｵ 岩手県 奥州市 0:52:30
55 5619 佐藤 敏幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 岩手県 奥州市 0:52:40
56 5659 矢野 正 ﾔﾉ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 登米市 とめレク協会 0:52:45
57 5666 菅原 一幸 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 東京エレクトロン 0:53:00
58 5517 梅津 巧 ｳﾒﾂ ｺｳ 岩手県 奥州市 0:53:00
59 5633 熊谷 義郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾛｳ 岩手県 奥州市 大井電気 0:53:07
60 5524 髙橋 勝徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 盛岡市 上野法律専門学校 0:53:08
61 5560 播磨 克浩 ﾊﾘﾏ ｶﾂﾋﾛ 岩手県 滝沢市 0:53:13
62 5683 阿部 孝昭 ｱﾍﾞ ﾀｶｱｷ 宮城県 仙台市 0:53:21
63 5687 三上 義明 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ 岩手県 花巻市 花巻走友会 0:53:30
64 5541 阿部 潤 ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 富谷市 阿部ゼミガッツ 0:53:42
65 5578 渡辺 淳 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ 東京都 小平市 0:53:44
66 5638 象坪 久太朗 ｿﾞｳﾂﾎﾞ ｷｭｳﾀﾛｳ 岩手県 遠野市 0:53:50
67 5575 千葉 弘行 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市 0:54:21
68 5656 鈴木 安信 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾌﾞ 神奈川県 横浜市 ｅＡ東京 0:54:25
69 5692 小野寺 哲志 ｵﾉﾃﾞﾗ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 0:54:33
70 5630 高橋 秀喜 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 金ｹ崎町 金消２０５ 0:54:34
71 5691 大野 佐知夫 ｵｵﾉ ｻﾁｵ 秋田県 羽後町 0:54:56
72 5642 千葉 正孝 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 岩手県 奥州市 水沢自動車学校 0:54:57
73 5604 及川 浩純 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｽﾞﾐ 岩手県 盛岡市 前沢高校 0:54:58
74 5605 小原 秀幸 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 ＴＥＬ 0:55:05
75 5586 菅原 栄夫 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲﾌ 宮城県 登米市 ランジョグ 0:55:11
76 5522 小野寺 正浩 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 平泉町 0:55:13
77 5672 佐藤 宏和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 0:55:19
78 5636 田母神 敏男 ﾀﾓｶﾞﾐ ﾄｼｵ 福島県 郡山市 0:55:22
79 5615 村上 栄光 ﾑﾗｶﾐ ｴｲｺｳ 東京都 青梅市 0:55:30
80 5673 菅原 一生 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ 岩手県 滝沢市 0:55:52
81 5511 菅原 文彦 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐﾋｺ 岩手県 奥州市 奥州市立前沢小 0:56:05
82 5562 頓宮 英樹 ﾄﾝﾐﾔ ﾋﾃﾞｷ 東京都 世田谷区 0:56:29
83 5544 阿部 勝彦 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋｺ 岩手県 平泉町 サンタモニカ 0:56:40
84 5574 阿部 靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ 岩手県 花巻市 大迫走遊会 0:56:55
85 5617 森 学 ﾓﾘ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 紫波町 0:56:55
86 5529 髙橋 保志 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｼ 秋田県 横手市 0:57:11
87 5614 木村 靖和 ｷﾑﾗ ﾔｽｶｽﾞ 秋田県 大仙市 0:57:14
88 5643 佐藤 純一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 気仙沼市 0:57:28
89 5572 工藤 隆 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ 岩手県 北上市 サトー 0:57:38
90 5648 石澤 紀雄 ｲｼｻﾞﾜ ﾉﾘｵ 山形県 寒河江市 0:57:47
91 5609 吉崎 明人 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 県南レジェンドランナーズ 0:57:54
92 5625 菅野 俊彦 ｶﾝﾉ ﾄｼﾋｺ 岩手県 北上市 東京エレクトロン 0:58:17
93 5549 昆野 博幸 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 気仙沼市 0:58:32
94 5677 伊藤 敏 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 岩手銀行 0:58:34
95 5621 菊池 康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ 岩手県 住田町 0:58:53
96 5571 鈴木 保則 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾉﾘ 岩手県 一関市 花泉らんらん 0:58:57
97 5647 米田 剛史 ﾏｲﾀ ﾀｹｼ 岩手県 一関市 0:58:58
98 5686 鈴木 幸男 ｽｽﾞｷ ﾕｷｵ 岩手県 遠野市 遠野トライアスロン 0:59:12
99 5618 鈴木 三徹 ｽｽﾞｷ ﾐﾂﾄ 岩手県 奥州市 0:59:19
100 5539 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 神奈川県 川崎市 0:59:27
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101 5561 髙橋 宏和 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県 花巻市 0:59:29
102 5663 鈴木 好幸 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ 岩手県 奥州市 大桜、ＲＣ 0:59:51
103 5592 阿部 芳昭 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ 岩手県 奥州市 0:59:59
104 5611 佐々木 功 ｻｻｷ ｲｻｵ 岩手県 一関市 1:00:03
105 5503 坂井 勝弘 ｻｶｲ ｶﾂﾋﾛ 岩手県 花巻市 1:00:03
106 5576 安藤 昭浩 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋﾛ 宮城県 仙台市 1:01:09
107 5654 高橋 守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 岩手県 北上市 1:02:06
108 5629 新井 裕介 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 宮城県 大崎市 1:02:24
109 5600 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 岩手県 奥州市 1:02:44
110 5678 佐々木 隆 ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手県 遠野市 チーム石上 1:02:55
111 5694 中村 智 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 盛岡市 1:02:58
112 5594 菅原 光男 ｽｶﾞﾜﾗ ﾐﾂｵ 岩手県 一関市 1:03:04
113 5599 金野 雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 岩手県 陸前高田市 キモちＥ．ＲＣ 1:03:24
114 5523 三浦 智之 ﾐｳﾗ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 富谷市 1:03:27
115 5573 我妻 建史 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 東北大学 1:03:32
116 5635 佐藤 祐市 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 岩手県 奥州市 1:03:43
117 5640 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼ 岩手県 奥州市 県南レジェンドランナーズ 1:03:44
118 5566 一関 克己 ｲﾁﾉｾｷ ｶﾂﾐ 岩手県 宮古市 すっとぎＲＣ 1:03:44
119 5593 倉成 幸彦 ｸﾗﾅﾘ ﾕｷﾋｺ 岩手県 奥州市 1:03:53
120 5664 村上 幸男 ﾑﾗｶﾐ ｻﾁｵ 岩手県 奥州市 荻の窪走遊会 1:04:09
121 5565 佐藤 敏由喜 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 岩手県 奥州市 1:04:17
122 5685 阿部 博文 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 秋田県 由利本荘市 1:04:24
123 5655 寒河江 克昌 ｻｶﾞｴ ｶﾂﾏｻ 埼玉県 さいたま市 1:04:36
124 5595 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 岩手県 奥州市 東京エレクトロン 1:04:43
125 5613 安倍 良博 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 松島町 1:05:21
126 5567 菊池 洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ 岩手県 滝沢市 ひめかみ病院 1:05:34
127 5528 達下 泰文 ﾀﾃｼﾀ ﾔｽﾌﾐ 岩手県 奥州市 学校生協 1:05:36
128 5681 伊藤 正博 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 北上市 まごころ病院 1:05:38
129 5695 田高 茂 ﾀｺｳ ｼｹﾞﾙ 宮城県 仙台市 1:05:47
130 5658 大山 吉弘 ｵｵﾔﾏ ﾖｼﾋﾛ 青森県 八戸市 1:06:05
131 5661 白椛 正美 ｼﾗｶﾊﾞ ﾏｻﾐ 岩手県 盛岡市 1:06:28
132 5676 大川 文俊 ｵｵｶﾜ ﾌﾐﾄｼ 岩手県 盛岡市 共和コンＲＣ 1:06:32
133 5564 野村 進 ﾉﾑﾗ ｽｽﾑ 山形県 山形市 1:06:37
134 5555 原田 成一郎 ﾊﾗﾀﾞ ｾｲｲﾁﾛ 山形県 上山市 1:06:55
135 5518 沼山 晃久 ﾇﾏﾔﾏ ｱｷﾋｻ 岩手県 奥州市 1:07:17
136 5675 渡辺 昭夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷｵ 岩手県 盛岡市 1:08:23
137 5646 高橋 清人 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾄ 岩手県 奥州市 1:08:54
138 5504 阿部 哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 岩手県 北上市 ゼロ 1:09:15
139 5570 島田 成志 ｼﾏﾀﾞ ｼｹﾞﾕｷ 千葉県 習志野市 1:09:22
140 5616 高杉 和郎 ﾀｶｽｷﾞ ｶｽﾞｵ 宮城県 仙台市 1:09:36
141 5527 大石 孝 ｵｵｲｼ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 ミチノク走友会 1:09:58
142 5662 及川 雄 ｵｲｶﾜ ﾕｳ 岩手県 奥州市 藤里木工鉄馬倶楽部 1:10:09
143 5665 堀野 正芳 ﾎﾘﾉ ﾏｻﾖｼ 宮城県 石巻市 1:10:23
144 5587 只野 太一 ﾀﾀﾞﾉ ﾀｲｲﾁ 岩手県 奥州市 北北東の風 1:10:32
145 5653 細田 力 ﾎｿﾀﾞ ﾁｶﾗ 宮城県 富谷市 1:11:11
146 5624 佐々木 洋日児 ｻｻｷ ﾋﾛﾋｺ 岩手県 奥州市 株式会社東洋工機 1:11:26
147 5652 佐藤 由則 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 大船渡市 1:11:38
148 5669 浅野 正樹 ｱｻﾉ ﾏｻｷ 秋田県 にかほ市 1:11:50
149 5657 佐藤 秀 ｻﾄｳ ｼｭｳ 岩手県 奥州市 1:11:57
150 5577 熊谷 嘉啓 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 一関市 1:12:12
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151 5509 小西 力 ｺﾆｼ ﾁｶﾗ 秋田県 横手市 1:14:35
152 5538 佐藤 昭 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 秋田県 大仙市 東亜リース（株） 1:14:59
153 5591 高島 三津夫 ﾀｶｼﾏ ﾐﾂｵ 東京都 杉並区 1:15:00
154 5628 高橋 浩喜 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 岩手県 盛岡市 1:17:09
155 5580 高橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 1:18:35
156 5536 大内 勝郎 ｵｵｳﾁ ｶﾂﾛｳ 岩手県 平泉町 1:18:52
157 5693 金野 邦彦 ｺﾝﾉ ｸﾆﾋｺ 岩手県 一関市 1:19:58
158 5606 佐々木 清文 ｻｻｷ ｷﾖﾌﾐ 岩手県 奥州市 インターワイヤード 1:22:29
159 5620 村山 隆 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 1:23:19
160 5623 後藤 均 ｺﾞﾄｳ ﾋﾄｼ 岩手県 花巻市 1:24:33
161 5559 古屋 明久 ﾌﾙﾔ ｱｷﾋｻ 静岡県 熱海市 1:27:44
162 5514 須藤 昌之 ｽﾄｳ ﾏｻﾕｷ 岩手県 一関市 東里工業（株） 1:28:20
163 5569 菅野 英樹 ｶﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 一関市 1:28:20
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