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1 2119 瀬川 翔太 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 1:14:31
2 2365 長野 志伸 ﾅｶﾞﾉ ｼﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 秋田大学 1:15:12
3 2279 菊池 翔 ｷｸﾁ ｼｮｳ 岩手県 遠野市 岩手自衛隊 1:16:37
4 2466 熊谷 修良 ｸﾏｶﾞｲ ﾉﾌﾞﾖｼ 宮城県 名取市 ちーむくま 1:20:15
5 2209 藤原 孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 1:21:06
6 2319 齊藤 創也 ｻｲﾄｳ ｿｳﾔ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:21:41
7 2420 渋谷 良平 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 盛岡消防本部 1:22:35
8 2142 今野 卓朗 ｺﾝﾉ ﾀｸﾛｳ 宮城県 仙台市 東北大学 1:24:39
9 2351 関 叙秋 ｾｷ ﾉﾌﾞｱｷ 埼玉県 桶川市 湘南ＲＣ 1:25:34
10 2501 加藤 英敏 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 秋田県 湯沢市 岩崎藩 1:26:19
11 2030 高橋 一城 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 岩手県 奥州市 1:26:26
12 2315 志和 芳郎 ｼﾜ ﾖｼﾛｳ 岩手県 二戸市 湯田歯科医院 1:26:59
13 2410 佐藤 宏美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 秋田県 羽後町 1:28:56
14 2088 菊地 国明 ｷｸﾁ ｸﾆｱｷ 岩手県 盛岡市 1:29:00
15 2465 田口 真之 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 秋田県 横手市 1:29:18
16 2386 小野寺 元気 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ 宮城県 気仙沼市 チーム気仙沼 1:29:35
17 2308 中舘 弥寿夫 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾔｽｵ 岩手県 盛岡市 風と青の美容室 1:29:52
18 2090 伊藤 正和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 秋田県 秋田市 1:30:11
19 2272 堀塲 崇徳 ﾎﾘﾊﾞ ﾀｶﾉﾘ 秋田県 秋田市 秋田大学 1:30:51
20 2098 奥山 陽太 ｵｸﾔﾏ ﾖｳﾀ 岩手県 盛岡市 1:31:07
21 2100 佐々木 研 ｻｻｷ ｹﾝ 秋田県 横手市 平鹿総合病院 1:31:37
22 2266 杉野 翔太 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ 千葉県 我孫子市 大曲 1:31:44
23 2448 高橋 健治 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ 岩手県 北上市 北上消防署 1:32:21
24 2296 鈴木 真輔 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ 秋田県 秋田市 1:32:33
25 2513 後藤 勝貴 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｷ 岩手県 金ｹ崎町 1:32:50
26 2154 池田 史仁 ｲｹﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 福島県 須賀川市 池田記念病院 1:34:00
27 2477 館岡 豊志 ﾀﾃｵｶ ﾄﾖｼ 秋田県 秋田市 ビーズＲＣ 1:34:06
28 2366 阿部 広利 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾄｼ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 1:34:34
29 2188 山影 智美 ﾔﾏｶｹﾞ ﾄﾓﾐ 岩手県 花巻市 もんてびあ 1:34:42
30 2309 萬木 義範 ﾕﾙｷﾞ ﾖｼﾉﾘ 北海道 札幌市 Ｒ２東北 1:35:06
31 2418 伊藤 貴将 ｲﾄｳ ﾀｶﾏｻ 岩手県 奥州市 チームわたぶち 1:35:12
32 2035 小原 雄史 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 岩手県 花巻市 フェニックスＣ 1:35:46
33 2402 齋藤 省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 宮城県 仙台市 たんぽぽＲＣ 1:36:14
34 2406 倉茂 誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 利府町 1:36:54
35 2151 井上 智明 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｱｷ 東京都 世田谷区 1:37:07
36 2169 小幡 良作 ｵﾊﾞﾀ ﾘｮｳｻｸ 山形県 山形市 1:37:12
37 2199 有賀 正彦 ｱﾘｶﾞ ﾏｻﾋｺ 北海道 札幌市 ＣＲ２北海道 1:37:31
38 2488 妹尾 聡 ｾﾉｵ ｻﾄｼ 埼玉県 さいたま市 1:37:44
39 2321 瀬川 浩幸 ｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 雫石町 1:38:33
40 2356 出雲 和樹 ｲｽﾞﾓ ｶｽﾞｷ 秋田県 大仙市 姫神ＲＣ 1:38:51
41 2312 久慈 匡 ｸｼﾞ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 仙台市 1:38:55
42 2350 鈴木 一浩 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 仙台市 1:39:35
43 2265 高橋 洋一 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ 山形県 天童市 1:40:12
44 2105 平 秀紀 ﾀｲﾗ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 1:40:14
45 2097 畠山 博也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ 岩手県 盛岡市 1:40:44
46 2326 森 健陽 ﾓﾘ ﾀｹﾊﾙ 岩手県 八幡平市 1:41:00
47 2341 熊谷 政利 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 1:41:16
48 2223 木船 剛 ｷﾌﾈ ﾂﾖｼ 岩手県 雫石町 シャテンズ 1:41:36
49 2227 石川 勝利 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 岩手県 一関市 1:41:46
50 2190 三浦 隆 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 1:41:50
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51 2219 佐藤 智明 ｻﾄｳ ﾄﾓｱｷ 秋田県 秋田市 1:42:17
52 2302 井川 豊 ｲｶﾞﾜ ﾕﾀｶ 秋田県 横手市 Ｅ－ＮＥＸＣＯ 1:42:37
53 2291 及川 聖文 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾌﾐ 岩手県 金ｹ崎町 1:43:18
54 2433 安倍 輝 ｱﾝﾊﾞｲ ﾋｶﾙ 岩手県 北上市 西和賀消防署 1:43:54
55 2059 山﨑 浩行 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 西和賀町 錦秋湖走友会 1:43:57
56 2492 畠山 祥和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ 秋田県 秋田市 1:44:00
57 2166 北山 智行 ｷﾀﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 仙台市 1:44:16
58 2429 宇都宮 浩人 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 岩手県 北上市 1:44:21
59 2367 斉田 勝博 ｻｲﾀ ｶﾂﾋﾛ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:44:21
60 2479 加藤 哲朗 ｶﾄｳ ﾃﾂﾛｳ 福島県 郡山市 ＡＤ損保 1:45:15
61 2397 田村 健寿 ﾀﾑﾗ ﾀｹﾋｻ 秋田県 由利本荘市 1:45:17
62 2457 安藤 直樹 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 秋田県 羽後町 1:45:40
63 2362 瀧澤 賢彦 ﾀｷｻﾜ ﾏｻﾖｼ 岩手県 北上市 ケイスケホンダ 1:45:57
64 2428 千葉 彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ 岩手県 奥州市 東北電ＩＨＭＣ 1:46:08
65 2268 小野寺 雅也 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾔ 岩手県 一関市 1:46:16
66 2236 伊藤 征広 ｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 秋田県 大仙市 秋田ランナーズ 1:46:27
67 2252 平元 靖浩 ﾋﾗﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 青森県 三沢市 1:46:32
68 2009 菅原 英雄 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 秋田県 大仙市 チーム土手ラン 1:46:35
69 2390 本間 博幸 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 美郷町 1:46:35
70 2496 冨岡 周馬 ﾄﾐｵｶ ｼｭｳﾏ 秋田県 秋田市 1:46:52
71 2282 田中 隆司 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 みたけクラブ 1:46:57
72 2463 能登屋 貴広 ﾉﾄﾔ ﾀｶﾋﾛ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 1:47:22
73 2261 佐々木 朝男 ｻｻｷ ﾄﾓｵ 宮城県 色麻町 1:47:32
74 2163 森下 智陽 ﾓﾘｼﾀ ﾄﾓｱｷ 岩手県 盛岡市 1:47:38
75 2454 菅原 彰人 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾄ 岩手県 盛岡市 滝沢中央小学校 1:47:39
76 2437 大間々 真一 ｵｵﾏﾏ ｼﾝｲﾁ 岩手県 滝沢市 岩手医大救急 1:47:41
77 2108 畠山 和佳美 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜｶﾐ 宮城県 仙台市 1:47:52
78 2270 佐々木 章 ｻｻｷ ｱｷﾗ 岩手県 盛岡市 1:47:53
79 2336 三又 義訓 ﾐﾏﾀ ﾖｼｸﾆ 岩手県 盛岡市 1:47:59
80 2205 斉藤 洋 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県 西和賀町 気仙沼郵便局 1:48:12
81 2208 髙橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 秋田県 能代市 地球防衛軍能代 1:48:32
82 2024 横山 暁 ﾖｺﾔﾏ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 1:48:39
83 2245 佐藤 康次 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 岩手県 北上市 デンソー岩手 1:48:56
84 2082 高橋 慶彦 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋｺ 秋田県 秋田市 1:49:23
85 2281 瀬川 亮 ｾｶﾞﾜ ﾘｮｳ 岩手県 花巻市 1:49:25
86 2138 菅沼 敏幸 ｽｶﾞﾇﾏ ﾄｼﾕｷ 東京都 西東京市 1:49:31
87 2210 中村 郁郎 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾛｳ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:49:35
88 2275 菊地 博友 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄﾓ 岩手県 奥州市 1:49:36
89 2431 斉藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 岩手県 北上市 1:50:11
90 2447 高木 久也 ﾀｶｷﾞ ﾋｻﾔ 岩手県 北上市 ＪＸＰＴ 1:50:26
91 2376 餘目 勝次 ｱﾏﾙﾒ ｶﾂｼﾞ 岩手県 平泉町 平泉町 1:50:26
92 2068 佐藤 晶英 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 秋田県 秋田市 ｔｅａｍＮＬＴ 1:50:32
93 2147 合川 知貴 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾀｶ 岩手県 一関市 ＲＩＺＡＰ一関 1:51:02
94 2395 松井 優一 ﾏﾂｲ ﾕｳｲﾁ 秋田県 横手市 走風水流 1:51:05
95 2193 吉田 昌史 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ 岩手県 北上市 1:51:11
96 2201 佐藤 智紀 ｻﾄｳ ﾄﾓｷ 秋田県 羽後町 1:51:12
97 2124 釼吉 敏幸 ｹﾝﾖｼ ﾄｼﾕｷ 岩手県 北上市 北上市森林組合 1:51:25
98 2446 渡部 正弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 山形県 白鷹町 1:51:35
99 2106 川村 明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 岩手県 矢巾町 盛岡走友会 1:51:43
100 2181 永田 芳明 ﾅｶﾞﾀ ﾖｼｱｷ 秋田県 横手市 1:51:45
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101 2494 熊谷 仁志 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾄｼ 秋田県 秋田市 ＡＥＲ 1:51:47
102 2361 及川 正樹 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 岩手県 盛岡市 1:51:56
103 2423 細川 翔平 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 1:51:59
104 2452 藤原 正吾 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｮｳｺﾞ 宮城県 利府町 1:52:00
105 2203 渋谷 融 ｼﾌﾞﾔ ﾄｵﾙ 宮城県 柴田町 白石ハウビング 1:52:31
106 2080 井関 由紀夫 ｲｾｷ ﾕｷｵ 秋田県 大仙市 大曲走友会 1:52:41
107 2269 増田 淳 ﾏｽﾀﾞ ｽﾅｵ 秋田県 由利本荘市 ＴＤＫ狂走会 1:52:43
108 2347 飯塚 博巳 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾐ 秋田県 秋田市 1:53:00
109 2187 斎藤 公男 ｻｲﾄｳ ｷﾐｵ 宮城県 仙台市 1:53:06
110 2453 佐藤 泰介 ｻﾄｳ ﾀｲｽｹ 山形県 酒田市 1:53:21
111 2314 佐々木 基 ｻｻｷ ﾓﾄｲ 岩手県 花巻市 中部病院 1:53:23
112 2146 土田 潤 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 秋田県 羽後町 羽後町役場 1:53:26
113 2354 嶋田 孝宏 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 一関市 東北ヤマックス 1:53:35
114 2381 武藤 信生 ﾑﾄｳ ﾉﾌﾞｵ 宮城県 柴田町 1:53:47
115 2249 稲荷森 輝明 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾃﾙｱｷ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友会 1:53:55
116 2462 西野 真一 ﾆｼﾉ ｼﾝｲﾁ 岩手県 滝沢市 1:53:55
117 2383 片柳 幹也 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾐｷﾔ 秋田県 秋田市 東北運輸 1:54:07
118 2071 市村 正雄 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻｵ 岩手県 葛巻町 葛巻走友クラブ 1:54:11
119 2392 高橋 貴幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 栃木県 宇都宮市 1:54:16
120 2235 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 1:54:32
121 2218 長崎 淳 ﾅｶﾞｻｷ ｼﾞｭﾝ 秋田県 横手市 ＭｉＳＴ 1:54:36
122 2164 菅野 将司 ｶﾝﾉ ﾏｻｼ 宮城県 仙台市 1:54:38
123 2167 三浦 博樹 ﾐｳﾗ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 1:54:52
124 2254 吉田 哲也 ﾖｼﾀﾞ ﾃﾂﾔ 秋田県 男鹿市 1:54:52
125 2396 本間 直人 ﾎﾝﾏ ﾅｵﾄ 秋田県 秋田市 秋田船川税関 1:54:55
126 2514 菅原 雄一郎 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 1:55:15
127 2195 上杉 卓 ｳｴｽｷﾞ ﾀｸ 岩手県 北上市 1:55:21
128 2174 有明 順 ｱﾘｱｹ ｼﾞｭﾝ 秋田県 秋田市 1:55:44
129 2248 荒 裕年 ｱﾗ ﾋﾛﾄｼ 宮城県 岩沼市 1:55:45
130 2283 加藤 光英 ｶﾄｳ ﾐﾂﾋﾃﾞ 秋田県 横手市 秋田県走友会 1:55:53
131 2478 畠山 俊行 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 岩手県 盛岡市 1:55:55
132 2485 佐藤 力 ｻﾄｳ ﾁｶﾗ 岩手県 一関市 岩手県立病院 1:56:14
133 2170 深澤 勇気 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ 秋田県 横手市 奥山ボーリング 1:56:20
134 2455 中嶋 翔平 ﾅｶｼﾏ ｼｮｳﾍｲ 秋田県 東成瀬村 鹿島建設 1:56:23
135 2104 高橋 武 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 岩手県 北上市 （株）小原建設 1:56:41
136 2250 須藤 勝哉 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 岩手県 北上市 須藤夫妻 1:56:46
137 2244 吉田 強 ﾖｼﾀﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 北上市 アイシン東北 1:57:04
138 2061 佐藤 実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 福島県 伊達市 梁川マラソンＣ 1:57:05
139 2144 丹野 定二 ﾀﾝﾉ ﾃｲｼﾞ 宮城県 塩竈市 1:57:10
140 2137 山田 研 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝ 岩手県 住田町 住田町役場 1:57:17
141 2259 藤村 浩隆 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾀｶ 岩手県 盛岡市 1:57:24
142 2438 大野 佐知夫 ｵｵﾉ ｻﾁｵ 秋田県 羽後町 1:57:34
143 2412 小野 文也 ｵﾉ ﾌﾐﾔ 宮城県 大崎市 アルプス電気 1:57:39
144 2237 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳ 秋田県 秋田市 1:57:51
145 2285 菊池 陵太 ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 岩手県 遠野市 1:58:04
146 2299 小椋 和也 ｵｸﾞﾗ ｶｽﾞﾔ 秋田県 横手市 ＴＯＭ 1:58:05
147 2352 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 1:58:28
148 2085 赤坂 光広 ｱｶｻｶ ｺｳﾋﾛ 岩手県 紫波町 1:58:34
149 2284 及川 央 ｵｲｶﾜ ﾋﾛ 岩手県 紫波町 修行走 1:59:00
150 2484 福田 亮一 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 1:59:05
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151 2378 上野 光久 ｳｴﾉ ﾐﾂﾋｻ 岩手県 盛岡市 1:59:27
152 2388 小野寺 晃 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ 岩手県 一関市 1:59:47
153 2407 近藤 秀博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾋﾛ 秋田県 秋田市 1:59:53
154 2031 野口 哲弥 ﾉｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 埼玉県 鴻巣市 2:00:03
155 2232 高村 和人 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岩手県 盛岡市 盛岡視覚支援 2:00:11
156 2322 加藤 満康 ｶﾄｳ ﾐﾁﾔｽ 岩手県 盛岡市 2:00:16
157 2222 佐藤 光正 ｻﾄｳ ﾐﾂﾏｻ 秋田県 秋田市 2:00:24
158 2158 鈴木 秀行 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 一関市 千厩中学校ＲＣ 2:00:30
159 2264 小原 学 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 北上市 北上市役所 2:01:02
160 2290 武者 文幸 ﾑｼｬ ﾌﾐﾕｷ 宮城県 仙台市 2:01:07
161 2450 下間 直人 ｼﾓﾏ ﾅｵﾄ 秋田県 秋田市 走快ブラザーズ 2:01:18
162 2160 高橋 周一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ 岩手県 北上市 北上地区消防 2:01:23
163 2382 佐々木 宏幸 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 秋田市 2:01:25
164 2189 渡邉 不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 岩手県 盛岡市 日本ランニング 2:01:31
165 2102 長澤 洋悦 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｳｴﾂ 秋田県 秋田市 ＪＡなまはげ 2:01:37
166 2211 柳 茂雄 ﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞｵ 岩手県 北上市 2:01:49
167 2157 高橋 綾 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 秋田県 横手市 桜会 2:01:57
168 2297 強田 健治 ｷｮｳﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 大阪府 大阪市 2:02:02
169 2089 長谷川 正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:02:07
170 2220 畠山 健 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｹｼ 秋田県 秋田市 2:02:11
171 2331 平野 明紀 ﾋﾗﾉ ｱｷﾉﾘ 岩手県 北上市 北上市議会 2:02:15
172 2049 佐々木 秀樹 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ 山形県 酒田市 2:02:19
173 2353 松田 伸彦 ﾏﾂﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 三重県 多気町 三重マスターズ 2:02:26
174 2370 泉 正嘉 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾖｼ 秋田県 秋田市 2:02:35
175 2495 長岡 聡太 ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ 岩手県 盛岡市 2:02:40
176 2507 小野寺 伸幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県 陸前高田市 2:02:48
177 2389 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 宮城県 塩竈市 ロク 2:02:54
178 2021 菊池 隆 ｷｸﾁ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 2:03:09
179 2149 田口 大志 ﾀｸﾞﾁ ﾓﾄｼ 東京都 豊島区 2:03:16
180 2011 佐々木 政夫 ｻｻｷ ﾏｻｵ 宮城県 角田市 チーム北斗 2:03:27
181 2358 小笠原 謙 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾝ 岩手県 北上市 2:03:27
182 2387 三河 智 ﾐｶﾜ ｻﾄｼ 岩手県 雫石町 2:03:40
183 2233 小泉 祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 修行走 2:03:56
184 2026 小野寺 勉 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾂﾄﾑ 埼玉県 北本市 2:03:59
185 2476 佐藤 裕大 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 岩手県 紫波町 2:04:29
186 2213 佐藤 功一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 秋田県 秋田市 2:04:37
187 2323 大塚 守男 ｵｵﾂｶ ﾓﾘｵ 岩手県 北上市 新穀町 2:04:41
188 2128 菅原 高 ｽｶﾞﾊﾗ ﾀｶｼ 岩手県 北上市 北上信金ＲＣ 2:04:41
189 2333 相浦 雄一 ｱｲｳﾗ ﾕｳｲﾁ 宮城県 東松島市 鳴瀬走ろう会 2:04:59
190 2451 木村 太郎 ｷﾑﾗ ﾀﾛｳ 秋田県 秋田市 かつひＲＵＮ 2:05:07
191 2125 髙橋 勝徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 盛岡市 上野法律 2:05:21
192 2093 小幡谷 秀美 ｵﾊﾞﾀﾔ ﾋﾃﾞﾐ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:05:25
193 2215 山崎 信幸 ﾔﾏｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 2:05:26
194 2216 佐藤 香夫 ｻﾄｳ ｺｳﾌ 宮城県 仙台市 2:05:28
195 2111 近藤 博 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 岩手県 花巻市 2:05:29
196 2040 田堰 弘樹 ﾀｾｷ ﾋﾛｷ 秋田県 秋田市 2:05:40
197 2311 大山 佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 岩手県 北上市 航走の会 2:05:46
198 2077 伝 直栄 ﾃﾞﾝ ﾅｵｴｲ 埼玉県 朝霞市 2:05:49
199 2508 溝井 啓光 ﾐｿﾞｲ ﾋﾛﾐﾂ 宮城県 仙台市 2:05:52
200 2073 稲葉 利美 ｲﾅﾊﾞ ﾄｼﾐ 秋田県 秋田市 2:05:53
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201 2156 佐藤 研二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ 山形県 酒田市 ベイシティ 2:06:04
202 2115 小川 陽一郎 ｵｶﾞﾜ ﾖｳｲﾁﾛｳ 岩手県 雫石町 2:06:07
203 2145 竹村 勉 ﾀｹﾑﾗ ﾂﾄﾑ 秋田県 秋田市 ＮＴＴ東日本 2:06:08
204 2504 通清水 晃 ﾄｵﾘｼﾐｽﾞ ｱｷﾗ 東京都 日野市 2:06:09
205 2303 太田 及自 ｵｵﾀ ｷｭｳｼﾞ 山形県 天童市 2:06:32
206 2274 石橋 聡 ｲｼﾊﾞｼ ｻﾄｼ 秋田県 横手市 2:06:38
207 2468 杉山 里空 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 岩手県 滝沢市 盛岡大学陸上部 2:06:40
208 2394 加藤 勇幸 ｶﾄｳ ﾕｳｺｳ 秋田県 横手市 2:06:44
209 2084 吉井 照勝 ﾖｼｲ ﾃﾙｶﾂ 秋田県 由利本荘市 ゆっくり走る会 2:06:44
210 2427 菅野 賢治 ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 2:06:48
211 2103 菅 保弘 ｽｶﾞ ﾔｽﾋﾛ 秋田県 湯沢市 2:06:52
212 2206 佐合 肇 ｻｺﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 神奈川県 藤沢市 2:07:02
213 2301 奈良 悟 ﾅﾗ ｻﾄﾙ 東京都 小平市 2:07:11
214 2497 田口 睦 ﾀｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 北海道 旭川市 １０５ＦＨＸＣ 2:07:21
215 2020 藤田 準三 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 秋田県 秋田市 れんけつ倶楽部 2:07:28
216 2007 熊上 亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ 岩手県 大船渡市 チーム・テヅ 2:07:38
217 2003 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 宮城県 栗原市 2:08:03
218 2221 菊池 勝也 ｷｸﾁ ｶﾂﾔ 宮城県 仙台市 勝也会 2:08:04
219 2443 高橋 典男 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 岩手県 北上市 高橋歯科 2:08:13
220 2413 津田 政明 ﾂﾀﾞ ﾏｻｱｷ 宮城県 大河原町 チームまさやん 2:08:14
221 2141 三浦 初男 ﾐｳﾗ ﾊﾂｵ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:08:14
222 2053 沼倉 信幸 ﾇﾏｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 登米市 三光化成 2:08:17
223 2300 菅野 良寛 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 大船渡市 チーム豊島建設 2:08:38
224 2001 山本 行雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷｵ 秋田県 湯沢市 ＮＫランナーズ 2:08:45
225 2242 佐藤 幸貴 ｻﾄｳ ｺｳｷ 宮城県 登米市 チームマーテル 2:09:02
226 2286 吉田 良 ﾖｼﾀﾞ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 2:09:21
227 2338 後藤 優太 ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾀ 秋田県 秋田市 株式会社サノ 2:09:31
228 2004 平塚 広春 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾊﾙ 秋田県 横手市 ＴＯＭ 2:09:32
229 2320 三上 英明 ﾐｶﾐ ﾋﾃﾞｱｷ 埼玉県 さいたま市 埼玉陸協 2:09:36
230 2051 小沼 繁 ｵﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 紫波町 2:09:46
231 2295 高橋 吉輝 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾃﾙ 岩手県 花巻市 花もく 2:09:53
232 2171 中川 聡 ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 岩手県 一関市 中川商店 2:10:09
233 2267 村田 和也 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 岩手県 盛岡市 2:10:36
234 2226 渡辺 一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｲﾁﾛｳ 宮城県 角田市 のろまなカメ 2:10:40
235 2511 高川 忠幸 ﾀｶｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ 秋田県 大仙市 2:10:45
236 2500 鈴木 達也 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 宮城県 利府町 2:10:46
237 2121 小林 勲 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｻｵ 岩手県 八幡平市 2:11:02
238 2422 平岡 雄哉 ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾔ 秋田県 秋田市 秋田回生会病院 2:11:02
239 2022 浅賀 洋之 ｱｻｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 ＴＢＣジョガー 2:11:04
240 2161 石塚 誠 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 2:11:07
241 2055 高橋 辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 岩手県 北上市 西和賀マスターズ 2:11:15
242 2506 千代 雅和 ﾁﾖ ﾏｻｶｽﾞ 秋田県 仙北市 2:11:17
243 2034 平野 勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ 岩手県 盛岡市 2:11:21
244 2348 小松 学 ｺﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 盛岡市 2:11:21
245 2316 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 2:11:24
246 2117 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 秋田県 秋田市 2:11:25
247 2464 林 謙志 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 岩手県 矢巾町 林会計事務所 2:11:41
248 2099 笹渕 裕樹 ｻｻﾌﾞﾁ ﾕｳｷ 秋田県 秋田市 （株）寺岡システム 2:11:46
249 2400 吉田 直矢 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岩手県 奥州市 ジャースティス 2:11:53
250 2502 近藤 祥彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋｺ 岩手県 盛岡市 2:12:24
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251 2179 藤原 優真 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳﾏ 岩手県 北上市 北上信用金庫 2:12:26
252 2033 髙橋 勝幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 宮城県 栗原市 あさとあゆ 2:12:32
253 2317 萩原 潤 ﾊｷﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝ 秋田県 東成瀬村 2:12:51
254 2307 陳岡 勝彦 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ｶﾂﾋｺ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:12:58
255 2401 伊藤 猛 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 岩手県 北上市 2:13:03
256 2368 細川 慎一 ﾎｿｶﾜ ｼﾝｲﾁ 岩手県 一関市 一関楽走会 2:13:13
257 2441 柴田 孝幸 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 秋田県 秋田市 北都銀行 2:13:17
258 2012 大森 松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 花巻市 クロニクル花東 2:13:24
259 2335 松坂 俊明 ﾏﾂｻﾞｶ ﾄｼｱｷ 岩手県 盛岡市 2:13:32
260 2440 細井 慶彦 ﾎｿｲ ﾖｼﾋｺ 千葉県 習志野市 谷津干潟倶楽部 2:13:39
261 2162 川端 健 ｶﾜﾊﾞﾀ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 バッテングラブ 2:13:44
262 2120 近藤 正彦 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 岩手県 北上市 （株）近藤設備 2:13:48
263 2225 高橋 秀到 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 秋田県 秋田市 2:13:50
264 2403 佐藤 武士 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 岩手県 北上市 2:13:53
265 2060 溝渕 郁夫 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｲｸｵ 岩手県 西和賀町 2:14:01
266 2481 地主 俊和 ｼﾞﾇｼ ﾄｼｶｽﾞ 岩手県 北上市 西和賀消防署 2:14:02
267 2184 佐藤 敏幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 岩手県 奥州市 2:14:09
268 2198 平地 勝悦 ﾋﾗﾁ ｼｮｳｴﾂ 宮城県 東松島市 モアイクラブ 2:14:10
269 2251 久保 嘉一 ｸﾎﾞ ﾖｼｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 2:14:15
270 2041 大賀 貞義 ｵｵｶﾞ ｻﾀﾞﾖｼ 福島県 相馬市 2:14:28
271 2076 佐藤 光二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 2:15:45
272 2155 矢野 正 ﾔﾉ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 登米市 とめレク協会 2:15:48
273 2493 上野 栄久 ｳｴﾉ ｴｲｷｭｳ 宮城県 登米市 2:15:54
274 2079 伊藤 喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ 宮城県 気仙沼市 2:15:55
275 2243 小西 将人 ｺﾆｼ ﾏｻﾄ 秋田県 大仙市 2:16:03
276 2332 伊藤 勝也 ｲﾄｳ ｶﾂﾔ 岩手県 花巻市 2:16:04
277 2015 小野寺 久行 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋｻﾕｷ 宮城県 仙台市 ホノルルマラソン走ろう会 2:16:15
278 2200 赤坂 拓郎 ｱｶｻｶ ﾀｸﾛｳ 岩手県 西和賀町 マタギ見習い 2:16:41
279 2346 関田 慶徳 ｾｷﾀ ｹｲﾄｸ 秋田県 秋田市 あシロート秋田 2:16:46
280 2212 林本 慎 ﾊﾔｼﾓﾄ ﾏｺﾄ 岩手県 滝沢市 2:16:52
281 2516 岡田 重男 ｵｶﾀﾞ ｼｹﾞｵ 宮城県 大河原町 カンソーズ 2:16:55
282 2486 森元 正之 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾕｷｲ 秋田県 大仙市 2:17:02
283 2509 池田 幸男 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｵ 秋田県 大仙市 2:17:22
284 2109 柳澤 峰夫 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾈｵ 岩手県 北上市 ＡＴＩ 2:17:36
285 2006 入澤 武義 ｲﾘｻﾜ ﾀｹﾖｼ 秋田県 秋田市 2:17:57
286 2324 川守 健士 ｶﾜﾓﾘ ｹﾝｼﾞ 岩手県 盛岡市 2:18:01
287 2357 武藤 守 ﾑﾄｳ ﾏﾓﾙ 宮城県 仙台市 にしきや 2:18:54
288 2393 佐々木 壮美 ｻｻｷ ﾀｹﾖｼ 秋田県 由利本荘市 本荘第一ＨＰ 2:18:57
289 2019 菊地 政伸 ｷｸﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ 秋田県 横手市 Ｍ．Ｊ．Ｑ．Ｃ 2:19:06
290 2273 泉 純一 ｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 秋田県 横手市 横手病院 2:19:10
291 2134 山内 正和 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 秋田県 湯沢市 2:19:12
292 2176 小野 哲 ｵﾉ ｻﾄｼ 秋田県 秋田市 2:19:13
293 2139 千葉 樹 ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾙ 青森県 八戸市 2:19:16
294 2329 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 花巻市 航走の会 2:19:22
295 2083 小林 冬樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾕｷ 岩手県 西和賀町 湯田牛乳公社 2:19:24
296 2005 富樫 均 ﾄｶﾞｼ ﾋﾄｼ 宮城県 仙台市 ＮＴＴ宮城走友 2:19:27
297 2027 佐々木 勝弘 ｻｻｷ ｶﾂﾋﾛ 秋田県 秋田市 秋田地方法務局 2:19:42
298 2018 花田 長藏 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ 岩手県 北上市 花長クラブ 2:19:44
299 2239 主藤 正晃 ｼｭﾄｳ ﾏｻﾃﾙ 宮城県 登米市 チームマーテル 2:19:50
300 2112 久米 均 ｸﾒ ﾋﾄｼ 秋田県 秋田市 拳骨せぴあ 2:19:51
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301 2013 千葉 秀幸 ﾁﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 北上市 メサイア 2:19:52
302 2430 小野寺 洋 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 2:20:05
303 2069 伊藤 秀範 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岩手県 北上市 美童 2:20:09
304 2380 長谷川 武美 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｹﾐ 秋田県 横手市 ＴＤＫ 2:20:19
305 2094 鈴木 智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 花巻市 2:20:47
306 2246 勝又 秀幸 ｶﾂﾏﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 石巻市 カツマタウンユ 2:21:07
307 2058 水野 幸一 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｲﾁ 秋田県 秋田市 秋田県立大学 2:21:26
308 2417 小原 眞哉 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 岩手県 花巻市 2:21:29
309 2289 加藤 文明 ｶﾄｳ ﾌﾐｱｷ 岩手県 盛岡市 2:21:30
310 2230 冨岡 寿教 ﾄﾐｵｶ ﾄｼﾉﾘ 秋田県 横手市 2:21:59
311 2143 村井 繁 ﾑﾗｲ ｼｹﾞﾙ 秋田県 八郎潟町 白神俱楽部 2:22:07
312 2512 高橋 知之 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ 秋田県 横手市 2:22:39
313 2424 堀 光弘 ﾎﾘ ﾐﾂﾋﾛ 秋田県 潟上市 2:22:42
314 2328 久保市 豪 ｸﾎﾞｲﾁ ｺﾞｳ 秋田県 横手市 2:22:53
315 2360 小山 正範 ｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 盛岡市 2:23:10
316 2101 竹浪 清春 ﾀｹﾅﾐ ｷﾖﾊﾙ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:23:21
317 2122 平 雄悦 ﾀｲﾗ ﾕｳｴﾂ 宮城県 石巻市 石巻タートルク 2:23:21
318 2498 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 山形県 鶴岡市 2:23:44
319 2415 羽根田 祥 ﾊﾈﾀﾞ ｼｮｳ 宮城県 仙台市 2:23:52
320 2444 木戸 直樹 ｷﾄﾞ ﾅｵｷ 宮城県 仙台市 立つんだジョー 2:23:54
321 2334 皆川 直康 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾔｽ 宮城県 仙台市 2:24:14
322 2065 齊藤 昌宏 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 秋田県 秋田市 2:24:20
323 2133 池田 幸 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕｷ 福島県 郡山市 2:24:22
324 2116 佐藤 圭 ｻﾄｳ ｹｲ 岩手県 花巻市 ウイルビー 2:24:24
325 2475 山田 拓也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 岩手県 北上市 2:24:30
326 2126 太田 幸徳 ｵｵﾀ ﾕｷﾉﾘ 秋田県 横手市 大森町健康の丘 2:24:36
327 2480 加藤 勝広 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 岩手県 奥州市 2:24:49
328 2214 千田 恵介 ﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 岩手県 奥州市 美山病院 2:24:54
329 2425 菅野 大作 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｻｸ 岩手県 奥州市 江東クラブ 2:24:55
330 2409 佐伯 輝彦 ｻｴｷ ﾃﾙﾋｺ 宮城県 亘理町 アーキサポータ 2:25:01
331 2461 金森 弘賢 ｶﾅﾓﾘ ﾋﾛｻﾄ 宮城県 仙台市 テイタン 2:25:08
332 2048 藤原 公男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾐｵ 岩手県 盛岡市 銀河岩手鉄人会 2:25:12
333 2023 髙橋 政文 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾌﾐ 神奈川県 横須賀市 ドンガメ 2:25:33
334 2159 小岩 久夫 ｺｲﾜ ﾋｻｵ 京都府 京都市 2:25:36
335 2467 熊谷 浩 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ 宮城県 名取市 ちーむくま 2:25:53
336 2342 前川 秀則 ﾏｴｶﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岩手県 紫波町 2:26:05
337 2491 髙橋 俊紀 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 岩手県 盛岡市 プルデンシャル 2:26:09
338 2419 瀬川 喜弘 ｾｶﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 北上市 スリーエム 2:26:13
339 2240 須藤 勇 ｽﾄｳ ﾀｹｼ 宮城県 登米市 チームマーテル 2:26:18
340 2014 高木 正美 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾐ 東京都 日野市 2:26:26
341 2063 佐藤 忠一 ｻﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ 宮城県 大崎市 2:26:33
342 2459 菊池 俊彦 ｷｸﾁ ﾄｼﾋｺ 岩手県 遠野市 遠野倶楽部 2:26:48
343 2399 小野寺 芳彦 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾋｺ 岩手県 北上市 コナミ北上 2:27:08
344 2228 中務 秀雄 ﾅｶﾂｶｻ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 久慈市 2:27:21
345 2129 木内 雄之 ｷﾉｳﾁ ｶﾂﾕｷ 秋田県 由利本荘市 猿倉人形芝居 2:27:24
346 2384 宮原 和久 ﾐﾔﾊﾗ ｶｽﾞﾋｻ 岩手県 盛岡市 ＬＩＸＩＬ 2:27:26
347 2369 石川 志朗 ｲｼｶﾜ ｼﾛｳ 秋田県 秋田市 セントラル秋田 2:27:28
348 2054 松本 浩一 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｲﾁ 宮城県 村田町 2:28:04
349 2375 大山 忠博 ｵｵﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ 宮城県 仙台市 2:28:08
350 2330 谷口 昌央 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｵ 岩手県 一関市 2:28:32
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351 2416 千田 智哉 ﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 岩手県 北上市 千田工業 2:28:38
352 2110 野呂田 勇夫 ﾉﾛﾀ ｲｻｵ 秋田県 能代市 能代マラソン会 2:28:47
353 2343 高橋 一孝 ﾀｶﾊｼ ｲｯｺｳ 宮城県 多賀城市 2:28:54
354 2037 大和谷 剛 ﾔﾏﾄﾔ ﾂﾖｼ 秋田県 湯沢市 2:29:31
355 2192 西村 満則 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ 岩手県 花巻市 2:29:37
356 2050 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 2:29:49
357 2025 小原 博生 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｵ 岩手県 北上市 さんしょみその会 2:29:50
358 2371 蒲沢 義博 ｶﾞﾏｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 八幡平市 盛岡走友会 2:29:55
359 2257 金 純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 アイシーエス 2:29:56
360 2178 白鳥 秀典 ｼﾛﾄﾘ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 栗原市 タカカツ走友会 2:29:57
361 2327 名須川 久昭 ﾅｽｶﾜ ﾋｻｱｷ 岩手県 北上市 2:30:34
362 2114 大泉 裕一 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾕｳｲﾁ 秋田県 秋田市 向山ＲＣ 2:30:40
363 2294 蝦名 直規 ｴﾋﾞﾅ ﾅｵｷ 宮城県 仙台市 ＹＯＳＳＹ＇Ｓ 2:30:40
364 2168 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 岩手県 花巻市 目指せホノルル 2:30:42
365 2165 川和田 幸司 ｶﾜﾜﾀﾞ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 2:30:46
366 2344 阿部 修二 ｱﾍﾞ ｼｭｳｼﾞ 岩手県 北上市 チーム相去 2:31:27
367 2337 田中 和則 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾉﾘ 岩手県 盛岡市 三田農林 2:32:14
368 2503 高橋 守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 岩手県 盛岡市 2:32:25
369 2391 菊池 喜彦 ｷｸﾁ ﾖｼﾋｺ 岩手県 遠野市 2:32:26
370 2062 村上 純一 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝｲﾁ 青森県 弘前市 ＲＣ－ＨＯＮＯ 2:32:28
371 2067 小幡谷 明 ｵﾊﾞﾀﾔ ｱｷﾗ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:32:53
372 2092 畠山 耕志 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｼ 岩手県 花巻市 2:32:55
373 2310 藤本 崇 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｶｼ 岩手県 北上市 2:33:30
374 2339 千葉 敬 ﾁﾊﾞ ｹｲ 岩手県 盛岡市 2:33:33
375 2150 櫻井 仁悦 ｻｸﾗｲ ｼﾞﾝｴﾂ 宮城県 仙台市 2:34:24
376 2278 加藤 正勝 ｶﾄｳ ﾏｻｶﾂ 宮城県 仙台市 スローランナー 2:35:46
377 2045 米澤 清 ﾖﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ 岩手県 雫石町 2:37:26
378 2086 梅川 洋 ｳﾒｶﾜ ﾋﾛｼ 岩手県 西和賀町 西和賀ランナー 2:37:54
379 2028 佐藤 正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ 東京都 豊島区 2:38:26
380 2325 中嶋 長藏 ﾅｶｼﾏ ﾁｮｳｿﾞｳ 宮城県 仙台市 笑福楽走会 2:39:14
381 2363 笹野 健司 ｻｻﾉ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 2:39:23
382 2470 齋藤 友和 ｻｲﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ 青森県 弘前市 齋藤自動車 2:39:30
383 2032 小田島 利昭 ｵﾀﾞｼﾏ ﾄｼｱｷ 岩手県 北上市 2:39:35
384 2271 高橋 洋一 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁ 宮城県 七ヶ浜町 2:39:44
385 2183 葛根田 哲也 ｶｯｺﾝﾀﾞ ﾃﾂﾔ 宮城県 仙台市 仙台明走会 2:40:44
386 2229 菊池 達也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ 岩手県 滝沢市 岩手県庁走友会 2:41:00
387 2426 岡田 稔 ｵｶﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県 松島町 2:41:14
388 2256 佐々木 信明 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｱｷ 岩手県 北上市 メイホール 2:42:00
389 2075 池田 敏隆 ｲｹﾀﾞ ﾄｼﾀｶ 秋田県 由利本荘市 2:42:20
390 2042 千葉 久信 ﾁﾊﾞ ﾋｻﾉﾌﾞ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 2:42:52
391 2277 稲葉 孝 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 岩手県 金ｹ崎町 2:43:41
392 2081 進道 朝春 ｼﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾊﾙ 岩手県 盛岡市 2:43:50
393 2231 川田 智広 ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 大仙市 2:44:14
394 2185 横山 理一郎 ﾖｺﾔﾏ ﾘｲﾁﾛｳ 東京都 北区 2:44:16
395 2043 小田嶋 正雄 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻｵ 秋田県 大仙市 2:44:45
396 2364 高橋 鉄 ﾀｶﾊｼ ﾃﾂ 岩手県 北上市 2:44:50
397 2153 橋本 吉彦 ﾊｼﾓﾄ ﾖｼﾋｺ 岩手県 盛岡市 2:45:38
398 2057 大内 政照 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾃﾙ 岩手県 平泉町 大内ファミリー 2:45:50
399 2456 瀬戸 紘 ｾﾄ ﾋﾛｼ 岩手県 北上市 北上市役所 2:46:46
400 2135 美濃 隆宏 ﾐﾉ ﾀｶﾋﾛ 秋田県 秋田市 ＮＴＴ走友会 2:47:33
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401 2152 土門 修 ﾄﾞﾓﾝ ｼｭｳ 山形県 酒田市 南遊佐Ｒｓ 2:47:36
402 2262 外村 道夫 ｿﾄﾑﾗ ﾐﾁｵ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:48:27
403 2458 吉田 陵司 ﾖｼﾀﾞ ﾘﾖｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:48:39
404 2064 齊藤 重信 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 Ａ。Ｔ。Ｍ＋Ｓ 2:49:00
405 2010 渡辺 義博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 北上市 日三鉄工（株） 2:49:04
406 2445 吉田 一哉 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岩手県 盛岡市 2:49:30
407 2434 渥美 博充 ｱﾂﾐ ﾋﾛﾐﾁ 神奈川県 相模原市 相模原古淵 2:49:43


