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1 660 安島 雄二 ｱｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 宮城県 多賀城市 仙塩利府病院 0:35:44
2 502 佐野 信幸 ｻﾉ ｼﾝｺｳ 秋田県 横手市 ヴァレオ 0:36:44
3 521 金沢 潔 ｶﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ 秋田県 秋田市 0:37:42
4 518 石川 一幸 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 山形県 山形市 山形市役所 0:38:38
5 507 佐藤 進 ｻﾄｳ ｽｽﾑ 秋田県 能代市 ＯＲＩＯＮ‐３ 0:38:47
6 523 菅原 喬 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:38:56
7 672 馬場 博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ 岩手県 北上市 0:39:01
8 551 千葉 薫 ﾁﾊﾞ ｶｵﾙ 秋田県 湯沢市 0:39:03
9 545 加賀谷 広孝 ｶｶﾞﾔ ﾋﾛﾀｶ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:39:11
10 533 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県 大仙市 チーム土手ラン 0:39:25
11 622 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 宮城県 塩竈市 仙台市ガス局 0:40:00
12 534 飯村 聡 ｲｲﾑﾗ ｻﾄｼ 東京都 調布市 東京陸協 0:41:20
13 666 荻野 一男 ｵｷﾞﾉ ﾖｼｵ 宮城県 仙台市 ＡＤ損保 0:41:32
14 546 千葉 雄樹 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ 岩手県 一関市 舞川小学校 0:41:36
15 632 鬼柳 広樹 ｵﾆﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:42:59
16 587 高橋 健也 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾔ 岩手県 北上市 デンソー岩手 0:43:47
17 670 久米 康之 ｸﾒ ﾔｽﾕｷ 秋田県 美郷町 サイクルベンガ 0:43:58
18 589 中村 剛裕 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 矢巾町 0:44:04
19 510 宮﨑 渉 ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 秋田県 にかほ市 0:44:11
20 543 赤平 一夫 ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｵ 秋田県 湯沢市 秋田県走友会 0:44:16
21 509 下村 豪 ｼﾓﾑﾗ ｺﾞｳ 秋田県 秋田市 0:44:51
22 659 下山 英男 ｼﾓﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 花巻市 0:45:15
23 508 楠田 和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 胆沢病院 0:45:29
24 645 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 秋田県 大仙市 0:45:41
25 677 加藤 明美 ｶﾄｳ ｱｹﾐ 秋田県 秋田市 0:45:42
26 636 鈴木 昭光 ｽｽﾞｷ ｱｷﾐﾂ 岩手県 北上市 0:45:44
27 620 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 岩手県 北上市 0:45:47
28 590 高橋 治彦 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 仙台市 0:45:59
29 612 多田 陽 ﾀﾀﾞ ｱｷﾗ 宮城県 栗原市 0:46:19
30 586 山崎 菊治 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｸｼﾞ 宮城県 石巻市 ひたかみＭＲＣ 0:46:20
31 662 阿部 浩樹 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 秋田県 秋田市 0:46:23
32 610 村上 満 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂﾙ 岩手県 奥州市 荻の窪＠走遊会 0:46:54
33 522 瀬川 昌也 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 秋田県 湯沢市 0:47:05
34 569 畠山 透 ﾊﾀﾔﾏ ﾄｵﾙ 宮城県 加美町 チームハタプロ 0:47:08
35 597 山田 壮史 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友会 0:47:17
36 604 佐川 茂浩 ｻｶﾞﾜ ｼｹﾞﾋﾛ 秋田県 横手市 0:47:30
37 512 出石 貞浩 ﾃﾞｲｼ ｻﾀﾞﾋﾛ 岩手県 盛岡市 0:47:33
38 648 畠山 敦 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 わかみ歯科ＲＣ 0:48:01
39 599 高橋 学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 一関市 0:48:29
40 560 加藤 友幸 ｶﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 秋田県 横手市 愛走会おもの川 0:48:34
41 564 角津田 昭久 ｶｸﾂﾀﾞ ｱｷﾋｻ 岩手県 北上市 0:48:44
42 538 宮川 徹 ﾐﾔｶﾜ ﾄｵﾙ 秋田県 横手市 大和自動車ＲＣ 0:48:45
43 669 小松 幸彦 ｺﾏﾂ ﾕｷﾋｺ 埼玉県 越谷市 島鳥 0:48:47
44 578 水戸 信博 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 角田市 消防団６２１ 0:49:03
45 576 大峠 進 ｵｵﾄｳｹﾞ ｽｽﾑ 岩手県 紫波町 0:49:45
46 581 小野寺 浩 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 宮城県 東松島市 0:50:03
47 557 塩田 卓 ｼｵﾀﾞ ﾀｸ 福島県 須賀川市 公立岩瀬病院 0:50:35
48 515 佐藤 武臣 ｻﾄｳ ﾀｹｵﾐ 宮城県 登米市 宮城加賀野ＲＣ 0:51:22
49 594 丹野 賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 東北電ＩＨＭＣ 0:51:27
50 520 梅津 巧 ｳﾒﾂ ｺｳ 岩手県 奥州市 0:51:34
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51 579 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 0:51:40
52 600 佐藤 哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 宮城県 白石市 0:51:54
53 542 長澤 昭 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾗ 秋田県 大仙市 0:52:15
54 642 加賀谷 卓 ｶｶﾞﾔ ﾀｶｼ 秋田県 秋田市 チーム・マロ 0:52:16
55 611 阿部 靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ 岩手県 花巻市 大迫走友会 0:52:39
56 657 本間 健一郎 ﾎﾝﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 0:52:43
57 601 川村 善彦 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 埼玉県 杉戸町 0:53:01
58 615 金野 裕司 ｺﾝﾉ ﾕｳｼﾞ 宮城県 仙台市 0:53:29
59 617 菅原 隆 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 宮城県 大崎市 ＴＥＡＭハロ 0:53:48
60 559 澤舘 忠良 ｻﾜﾀﾞﾃ ﾀﾀﾞﾖｼ 岩手県 北上市 ＩＨＭＣ東北電 0:54:00
61 572 阿部 文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県 仙台市 0:54:14
62 629 小野 健 ｵﾉ ｹﾝ 岩手県 花巻市 0:54:26
63 602 伏見 雅人 ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾄ 秋田県 秋田市 クラブＲ２東北 0:54:26
64 641 佐藤 和久 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 秋田県 秋田市 ねこすこ 0:54:27
65 501 高橋 朋彦 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋｺ 秋田県 羽後町 0:54:50
66 661 山本 由勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶﾂ 岩手県 八幡平市 安代鉄工所（有 0:55:09
67 562 及川 満伸 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 岩手県 陸前高田市 ＪＡおおふなと 0:55:13
68 654 小田島 光夫 ｺﾀﾞｼﾏ ﾐﾂｵ 宮城県 仙台市 仙台かんぽ 0:55:17
69 635 大森 卓也 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ 秋田県 横手市 秋田県走友会 0:55:31
70 655 高橋 喜弘 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 秋田県 由利本荘市 チーム土手ラン 0:55:32
71 527 佐藤 勇紀 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 岩手県 北上市 東北日発（株） 0:55:43
72 575 鷹木 樹一 ﾀｶｷﾞ ｷｲﾁ 宮城県 仙台市 0:55:52
73 561 白戸 隆洋 ｼﾛﾄ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 久慈市 白戸クリニック 0:56:21
74 634 守 勝行 ﾓﾘ ｶﾂﾕｷ 宮城県 仙台市 仙台市役所 0:56:30
75 558 秋山 興仁 ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県 栗原市 虎の穴 0:56:35
76 665 伊藤 善成 ｲﾄｳ ﾖｼﾅﾘ 三重県 四日市市 東芝メモリ 0:56:55
77 503 佐藤 博文 ｻﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 秋田県 大仙市 0:57:08
78 514 篠原 和彦 ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ 愛知県 稲沢市 江釣子管理ＯＢ 0:57:15
79 675 仙波 浩 ｾﾝﾊﾞ ﾋﾛｼ 宮城県 東松島市 0:57:18
80 621 高槁 康寿 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋｻ 岩手県 釜石市 0:57:39
81 603 吉崎 明人 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 0:57:49
82 556 天野 寿 ｱﾏﾉ ﾋｻｼ 秋田県 秋田市 0:58:12
83 608 辺見 努 ﾍﾝﾐ ﾂﾄﾑ 宮城県 仙台市 0:58:52
84 528 平塚 孝行 ﾋﾗﾂｶ ﾀｶﾕｷ 宮城県 東松島市 鳴瀬走ろう会 0:58:53
85 573 八重樫 潤 ﾔｴｶﾞｼ ｼﾞｭﾝ 岩手県 北上市 0:58:54
86 567 照井 勝 ﾃﾙｲ ﾏｻﾙ 秋田県 湯沢市 0:58:55
87 513 佐藤 正美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 岩手県 奥州市 第３回青年の船 1:00:03
88 663 高橋 敦 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ 宮城県 仙台市 むさしの楽走会 1:00:13
89 667 本郷 章浩 ﾎﾝｺﾞｳ ｱｷﾋﾛ 宮城県 多賀城市 1:00:22
90 549 名原 友勝 ﾅﾊﾗ ﾄﾓｶﾂ 岩手県 奥州市 南部電気工事（株） 1:00:43
91 526 石黒 隼人 ｲｼｸﾞﾛ ﾊﾔﾄ 秋田県 秋田市 1:00:51
92 674 安藤 和信 ｱﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾉﾌﾞ 岩手県 北上市 ＹＵＪＩ 1:01:23
93 535 小熊 啓富 ｵｸﾞﾏ ﾖｼﾄﾐ 秋田県 秋田市 八橋ＲＣ 1:01:41
94 583 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 秋田県 秋田市 1:01:50
95 505 村木 敏明 ﾑﾗｷ ﾄｼｱｷ 秋田県 鹿角市 1:01:57
96 605 髙橋 喜勝 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶﾂ 岩手県 盛岡市 産技短水沢校 1:01:57
97 625 荒井 祥一 ｱﾗｲ ｼｮｳｲﾁ 宮城県 仙台市 仙台脳外科ＣＬ 1:02:03
98 540 角田 直樹 ｶｸﾀ ﾅｵｷ 岩手県 遠野市 1:02:18
99 531 高橋 利明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 岩手県 北上市 1:02:19
100 553 阿部 克紀 ｱﾍﾞ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 北上市 北上信用金庫 1:03:04
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101 552 高橋 芳美 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾐ 秋田県 秋田市 れんけつ俱楽部 1:03:26
102 664 大西 一郎 ｵｵﾆｼ ｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 度々旅クラブ 1:04:06
103 547 髙橋 昭宏 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 秋田県 横手市 横手蘭走会 1:04:24
104 574 伊藤 孝秀 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 宮城県 亘理町 宮農 1:04:29
105 609 能登屋 学 ﾉﾄﾔ ﾏﾅﾌﾞ 秋田県 秋田市 1:04:34
106 570 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 1:04:37
107 563 岡本 康弘 ｵｶﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 兵庫県 神戸市 1:04:42
108 577 新井 裕介 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 宮城県 大崎市 1:04:57
109 618 藤原 和芳 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾖｼ 岩手県 雫石町 1:05:02
110 619 工藤 正樹 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ 秋田県 秋田市 ロミＲＣ 1:05:43
111 504 佐々木 芳範 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 大船渡市 サカサセナカ 1:05:48
112 541 宮 祝実 ﾐﾔ ｼｭｸﾐ 岩手県 滝沢市 1:06:10
113 637 吉田 登 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ 秋田県 大仙市 東北環境管理 1:06:13
114 548 佐藤 亙 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 秋田県 大仙市 ＳＹＡＴＥＮＺ 1:06:27
115 623 藤原 幸治 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 予防医学協会 1:06:35
116 671 荻原 巧 ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 秋田県 秋田市 1:07:06
117 571 斎藤 広彦 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾋｺ 秋田県 秋田市 ファルトレク秋 1:07:24
118 616 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼ 岩手県 奥州市 県南レジェラン 1:07:27
119 668 髙橋 洋文 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾌﾞﾐ 岩手県 花巻市 Ｕ２ 1:08:34
120 606 亀沢 勉 ｶﾒｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ 秋田県 横手市 1:08:50
121 516 加藤 誠 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 1:08:53
122 656 淡路 武夫 ｱﾜｼﾞ ﾀｹｵ 岩手県 盛岡市 1:09:09
123 506 松橋 広 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛｼ 岩手県 北上市 1:09:30
124 628 最上 伸司 ﾓｶﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 秋田県 秋田市 チキンクラブ 1:10:17
125 650 髙橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 岩手県 北上市 西和賀消防署 1:10:20
126 607 冨手 孝志 ﾄﾐﾃ ﾀｶｼ 岩手県 花巻市 花巻走友会 1:10:31
127 673 及川 正勝 ｵｲｶﾜ ﾏｻｶﾂ 岩手県 奥州市 パワー・ブレン 1:10:59
128 593 熊谷 聡 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄｼ 秋田県 由利本荘市 1:11:01
129 614 角掛 博之 ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 ランナーポン吉 1:11:48
130 529 加賀谷 久昭 ｶｶﾞﾔ ﾋｻｱｷ 秋田県 秋田市 1:11:59
131 592 佐藤 稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 岩手県 北上市 1:13:13
132 537 佐々木 政昭 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 岩手県 一関市 1:13:30
133 554 大友 博之 ｵｵﾄﾓ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 仙台市水道局 1:14:58
134 676 佐々木 長栄 ｻｻｷ ﾁｮｳｴｲ 岩手県 西和賀町 1:14:59
135 644 只野 太一 ﾀﾀﾞﾉ ﾀｲｲﾁ 岩手県 奥州市 北北東の風 1:15:13
136 652 山形 徹 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 1:15:22
137 596 小松 吉信 ｺﾏﾂ ﾖｼﾉﾌﾞ 秋田県 横手市 1:15:56
138 627 高橋 毅 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 1:17:09
139 595 大宮 明 ｵｵﾐﾔ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 エームサービス 1:17:48
140 536 菅原 浩 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 岩手県 滝沢市 やまびこ 1:18:51
141 598 工藤 実 ｸﾄﾞｳ ﾐﾉﾙ 岩手県 矢巾町 ＩＨＯＳＲＣ 1:20:01
142 631 庄子 錦一郎 ｼｮｳｼﾞ ｷﾝｲﾁﾛｳ 宮城県 大崎市 管走会 1:20:05
143 517 髙橋 輝彦 ﾀｶﾊｼ ﾃﾙﾋｺ 岩手県 西和賀町 セイスイエン 1:20:48
144 550 栗谷 紀夫 ｸﾘﾔ ﾉﾘｵ 岩手県 西和賀町 栗谷ＳＣ 1:21:26
145 582 高橋 勇 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ 岩手県 北上市 システムベース 1:24:49
146 555 熊谷 善弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 利府町 仙台市水道局 1:26:42
147 544 佐々木 等 ｻｻｷ ﾋﾄｼ 岩手県 金ｹ崎町 1:26:49
148 519 佐藤 敦士 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 岩手県 西和賀町 1:29:46
149 530 千葉 範昭 ﾁﾊﾞ ﾉﾘｱｷ 岩手県 奥州市 1:31:32


