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1 3075 井上 崇 ｲﾉｳｴ ﾀｶｼ 愛知県 名古屋市 1:49:56
2 3149 土井 健太郎 ﾄﾞｲ ｹﾝﾀﾛｳ 秋田県 秋田市 秋田県立大学 1:55:13
3 3116 荒谷 義成 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 宮城県 名取市 広瀬川ＲＣ 1:55:24
4 3057 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ 山形県 大石田町 サクセス工業 1:58:05
5 3068 塩野 史宏 ｼｵﾉ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県 仙台市 おおさきＲＣ 1:58:27
6 3193 下斗米 裕弥 ｼﾓﾄﾏｲ ﾕｳﾔ 岩手県 山田町 山田町役場 1:59:33
7 3161 箕田 英治 ﾐﾀ ｴｲｼﾞ 群馬県 太田市 スバルＲＣ 2:00:14
8 3122 吉田 幸志 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岩手県 滝沢市 チームいこい 2:01:01
9 3137 渡部 恭平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾍｲ 山形県 舟形町 最上広域消防 2:03:17
10 3147 三塚 彰 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｷﾗ 宮城県 富谷市 ＹＫＫＡＰ 2:05:29
11 3155 髙野 周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 秋田県 由利本荘市 由利本荘市役所 2:07:24
12 3062 鈴木 考 ｽｽﾞｷ ｺｳ 宮城県 仙台市 2:09:12
13 3091 佐藤 凌 ｻﾄｳ ｼﾉｸﾞ 岩手県 北上市 2:09:44
14 3196 池田 智樹 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 秋田県 大仙市 県南環境保全 2:09:50
15 3073 大友 理貴 ｵｵﾄﾓ ﾘｷ 宮城県 利府町 宮崎建設 2:10:52
16 3048 菅野 克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ 宮城県 仙台市 啄木クラブ 2:11:11
17 3207 佐々木 勝利 ｻｻｷ ｶﾂﾄｼ 岩手県 宮古市 湯ったり館ＲＣ 2:13:22
18 3021 大澤 誠志 ｵｵｻﾜ ｾｲｼ 秋田県 秋田市 2:14:17
19 3049 村上 康司 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 東北大病院呼内 2:15:00
20 3083 野村 顕弘 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 福島県 郡山市 三春町役場 2:15:52
21 3017 宮崎 貴史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 岩手県 滝沢市 みたけの園 2:16:58
22 3022 中山 昇一朗 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 岩手県 花巻市 2:17:05
23 3041 井上 宜久 ｲﾉｳｴ ﾉﾘﾋｻ 東京都 港区 東京陸協 2:17:56
24 3141 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県 栗原市 2:19:29
25 3191 佐藤 清仁 ｻﾄｳ ｷﾖﾋﾄ 秋田県 秋田市 2:19:48
26 3037 鹿糠 広行 ｶﾇｶ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 岩泉町 岩泉キノコ産業 2:20:04
27 3194 堀江 康弘 ﾎﾘｴ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 大衡村 2:20:11
28 3066 鈴木 啓二 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 岩手県 一関市 鈴木タイヤ 2:21:07
29 3090 菅原 靖男 ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ 山形県 山形市 パトラン山形 2:21:23
30 3131 徳永 創 ﾄｸﾅｶﾞ ﾊｼﾞﾒ 岩手県 一戸町 奥中山ＲＣ 2:21:49
31 3173 伊藤 慎二 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 岩手県 八幡平市 2:22:54
32 3120 小倉 淳志 ｵｸﾞﾗ ｱﾂｼ 滋賀県 大津市 すたふら 2:23:29
33 3124 高橋 宏輔 ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 岩手県 北上市 ランジョグ 2:23:35
34 3165 阿部 賢一 ｱﾍﾞ ｹﾝｲﾁ 山形県 三川町 三川激走隊。 2:25:43
35 3051 市川 健 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 佐渡を走る会 2:26:12
36 3054 吉田 達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 仙台市 みやきょうＲＣ 2:27:10
37 3098 藤井 健一 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁ 秋田県 横手市 無所属現 2:27:40
38 3113 多田 誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 2:27:44
39 3076 太田 邦明 ｵｵﾀ ｸﾆｱｷ 福島県 福島市 2:28:11
40 3180 笹村 司 ｻｻﾑﾗ ﾂｶｻ 秋田県 横手市 雄勝中央病院 2:28:42
41 3035 相馬 守 ｿｳﾏ ﾏﾓﾙ 山形県 庄内町 チーム石勝 2:30:01
42 3071 斎藤 玉生 ｻｲﾄｳ ﾀﾏｵ 宮城県 仙台市 農地集積バンク 2:30:10
43 3163 高橋 功児 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 2:30:51
44 3128 池田 雅之 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 秋田県 由利本荘市 チームマルヒロ 2:31:55
45 3204 斎藤 正大 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 仙台市 2:32:31
46 3140 塚崎 友三 ﾂｶｻﾞｷ ﾕｳｿﾞｳ 岩手県 盛岡市 2:33:42
47 3189 嶋田 洋 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 秋田県 大館市 甲斐ラブランズ 2:34:02
48 3055 澤藤 拓野 ｻﾜﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 岩手県 盛岡市 2:34:24
49 3092 久保 剛 ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 クラブＲ２東北 2:34:37
50 3133 小田 敏明 ｵﾀﾞ ﾄｼｱｷ 埼玉県 さいたま市 2:34:48
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51 3151 佐々木 剛 ｻｻｷ ﾀｹｼ 秋田県 大仙市 姫神ＲＣ 2:34:55
52 3007 森山 光晴 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾂﾊﾙ 山形県 天童市 天童蔵増走遊会 2:35:06
53 3186 松本 文雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ 岩手県 盛岡市 の 2:35:26
54 3206 高橋 雄二 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 岩手県 花巻市 2:35:51
55 3096 伊藤 正彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 宮城県 仙台市 2:35:57
56 3009 伊藤 幸一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 秋田県 由利本荘市 2:36:31
57 3012 伊東 範光 ｲﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 秋田県 北秋田市 2:36:54
58 3176 鎌田 恵司 ｶﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 秋田県 秋田市 ＫＫＲＣ 2:36:56
59 3043 浅野 和久 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ 宮城県 塩竈市 2:36:59
60 3056 宮守 信也 ﾐﾔﾓﾘ ｼﾝﾔ 岩手県 一戸町 ＭｏＡ 2:37:04
61 3069 照井 英彦 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾋｺ 岩手県 遠野市 2:37:49
62 3179 水戸 敏光 ﾐﾄ ﾄｼﾐﾂ 宮城県 角田市 2:38:39
63 3169 中沢 智哉 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 宮城県 登米市 石巻ＲＣ 2:38:56
64 3024 藤村 泰樹 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾔｽｷ 青森県 東北町 2:39:03
65 3200 西條 基 ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄｲ 宮城県 登米市 2:39:12
66 3002 岩本 裕 ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 八橋ＦＣ 2:39:34
67 3039 千葉 新平 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 岩手県 田野畑村 2:39:36
68 3070 佐々木 政明 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 岩手県 宮古市 まくえか 2:39:57
69 3106 西村 康人 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾋﾄ 岩手県 盛岡市 2:40:22
70 3027 小武方 健一 ｺﾌﾞｶﾀ ｹﾝｲﾁ 岩手県 八幡平市 修行走 2:41:05
71 3026 西里 昌恭 ﾆｼｻﾞﾄ ﾏｻﾀｶ 京都府 京都市 2:42:18
72 3047 宮本 光良 ﾐﾔﾓﾄ ﾐﾂﾖｼ 大阪府 池田市 レッドスニーカ 2:42:25
73 3164 丹野 博 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｼ 福島県 福島市 福島県立医大 2:42:34
74 3135 坂口 秀治 ｻｶｸﾞﾁ ｼｭｳｼﾞ 宮城県 石巻市 2:42:35
75 3185 新川 竜也 ｼﾝｶﾜ ﾀﾂﾔ 宮城県 仙台市 2:42:39
76 3182 早野 洋平 ﾊﾔﾉ ﾖｳﾍｲ 岩手県 花巻市 ＫＨＡＣ 2:42:42
77 3148 和賀 雅人 ﾜｶﾞ ﾏｻﾄ 秋田県 横手市 Ｐｅｒｍｉｌ 2:42:53
78 3130 佐々木 孝浩 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 盛岡市 岩手銀行 2:42:55
79 3190 佐藤 大助 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 山形県 新庄市 2:43:07
80 3171 上平 博之 ｶﾐﾋﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 東北容器工業 2:43:14
81 3044 菅原 武 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 岩手県 一関市 2:43:15
82 3104 後藤 幸則 ｺﾞﾄｳ ﾕｷﾉﾘ 岩手県 北上市 2:43:16
83 3050 千葉 晃文 ﾁﾊﾞ ｱｷﾌﾐ 宮城県 仙台市 限界突破 2:43:21
84 3079 大川原 真澄 ｵｵｶﾜﾗ ﾏｽﾐ 岩手県 滝沢市 2:43:50
85 3045 鈴木 秀一郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 宮城県 仙台市 2:44:00
86 3102 阿部 正芳 ｱﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 2:44:27
87 3181 永島 真 ﾅｶﾞｼﾏ ｼﾝ 宮城県 登米市 登米市役所 2:44:28
88 3203 白田 仁 ｼﾗﾀ ｼﾞﾝ 宮城県 仙台市 2:44:32
89 3078 菊地 伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 塩竈市 塩釜ＦＭＣ 2:44:36
90 3119 伊藤 太士 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 岩手県 北上市 北上上野ＦＣ 2:44:46
91 3058 菅原 誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 2:47:09
92 3107 川端 明義 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱｷﾖｼ 岩手県 遠野市 遠野木材加工 2:47:47
93 3132 及川 秀明 ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県 北上市 大槌走友会 2:48:07
94 3139 宇佐美 利幸 ｳｻﾐ ﾄｼﾕｷ 秋田県 秋田市 泉南ＲＣ 2:48:40
95 3065 福田 茂 ﾌｸﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 岩手県 盛岡市 2:48:54
96 3036 小野寺 茂 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 岩手県 一関市 2:49:06
97 3101 上村 慎一郎 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮城県 仙台市 金城重機 2:49:25
98 3093 森 宏樹 ﾓﾘ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 ＮＡＯＪＩＡＣ 2:49:43
99 3114 江口 明男 ｴｸﾞﾁ ｱｷｵ 宮城県 仙台市 仙台長町ＧＦ 2:50:04
100 3154 小原 隆雅 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾏｻ 岩手県 北上市 2:50:19
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101 3020 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 2:52:01
102 3059 青田 直広 ｱｵﾀ ﾅｵﾋﾛ 宮城県 仙台市 南材おやじ 2:52:05
103 3152 齋藤 拓 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 チームさ＠ 2:52:13


