
Print: 2019/05/26 13:52:11 1 / 4 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 県名 市区町村名 所属クラブ名 記 録

1 851 遠藤 富雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾐｵ 岩手県 雫石町 ＪＲ盛岡鉄道Ｓ 0:40:34
2 802 川野 千代人 ｶﾜﾉ ﾁﾖﾄ 岩手県 滝沢市 チヨトモクラブ 0:40:58
3 748 佐藤 昭宏 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:42:45
4 770 富谷 俊信 ﾄﾐﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 秋田県 横手市 大森町ＲＣ 0:42:48
5 751 瀧口 彰二 ﾀｷｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 宮城県 多賀城市 多賀城市 0:42:58
6 882 橋本 久 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:43:27
7 932 高瀬 文敏 ﾀｶｾ ﾌﾐﾄｼ 秋田県 潟上市 0:43:40
8 715 石川 次夫 ｲｼｶﾜ ﾂｷﾞｵ 岩手県 奥州市 0:43:44
9 903 伊藤 岳 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 オリンピア企画 0:43:51
10 782 浅利 誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ 岩手県 一関市 あさりちゃん２ 0:44:23
11 892 熱海 輝一 ｱﾂﾐ ｺｳｲﾁ 福島県 福島市 大萱荘 0:44:37
12 844 髙橋 実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 宮城県 栗原市 日通古川 0:44:41
13 885 高橋 充 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ 宮城県 仙台市 0:44:48
14 817 佐々木 順市 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 北上市 北上マスターズ 0:44:52
15 703 井山 利広 ｲﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 秋田県 秋田市 仁井田陸友会 0:45:21
16 754 貝山 信秀 ｶｲﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 宮城県 仙台市 石井ビル管理 0:45:37
17 727 菊田 和夫 ｷｸﾀ ｶｽﾞｵ 岩手県 一関市 いつくしランナ 0:45:41
18 774 大庭 春彦 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ 秋田県 横手市 ４月会 0:45:55
19 922 細川 幸宏 ﾎｿｶﾜ ﾕｷﾋﾛ 岩手県 一関市 狐禅寺ランナー 0:46:14
20 829 深谷 龍治 ﾌｶﾔ ﾘｭｳｼﾞ 秋田県 大仙市 大曲走友会 0:46:16
21 808 東 昇 ｱｽﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 大船渡市 大船渡 ＡＣ 0:46:38
22 831 菅原 直弥 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ 岩手県 一関市 0:47:23
23 744 鈴木 治 ｽｽﾞｷ ｵｻﾑ 宮城県 仙台市 ＭＰＲＣ 0:47:41
24 787 三浦 司 ﾐｳﾗ ﾂｶｻ 秋田県 秋田市 チームＡＣＲ 0:47:47
25 708 関本 進 ｾｷﾓﾄ ｽｽﾑ 岩手県 奥州市 江刺マスターズ 0:47:59
26 725 伊藤 守男 ｲﾄｳ ﾓﾘｵ 岩手県 北上市 北上ＲＣ 0:48:09
27 898 浅沼 順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 花巻市 大迫走友会 0:48:53
28 729 鹿野 八弥 ｶﾉ ﾊﾁﾔ 宮城県 東松島市 鳴瀬走ろう会 0:48:56
29 790 瀬戸 栄典 ｾﾄ ｴｲﾉﾘ 宮城県 登米市 チーム「夢」 0:49:12
30 722 加古 信夫 ｶｺ ﾉﾌﾞｵ 秋田県 仙北市 田沢湖走友会 0:49:13
31 778 淡路 次男 ｱﾜｼﾞ ﾂｷﾞｵ 秋田県 秋田市 0:49:18
32 716 千田 君男 ﾁﾀﾞ ｷﾐｵ 宮城県 登米市 あかり陸上部 0:49:19
33 824 佐藤 美津紀 ｻﾄｳ ﾐﾂｷ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:49:26
34 730 中里 薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ 岩手県 一関市 チームさわなり 0:49:32
35 805 柴田 誠一 ｼﾊﾞﾀ ｾｲｲﾁ 秋田県 北秋田市 0:49:46
36 920 菅原 弘明 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｱｷ 岩手県 奥州市 岩手ＬＳＣ 0:50:02
37 788 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 秋田県 横手市 （株）ヴァルモード 0:50:04
38 858 伊藤 智 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 岩手県 滝沢市 東亜電化 0:50:11
39 862 細川 広 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 宮城県 石巻市 0:50:13
40 890 佐々木 誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 宮城県 大崎市 アルプス陸上部 0:50:13
41 919 菅原 孝一 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 岩手県 一関市 一関楽走会 0:50:38
42 809 高橋 元 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 岩手県 北上市 はじめ整体院 0:50:39
43 761 八重樫 光徳 ﾔｴｶﾞｼ 岩手県 花巻市 笹間クラブ 0:50:50
44 906 釼吉 義男 ｹﾝﾖｼ ﾖｼｵ 岩手県 北上市 北上マスターズ 0:50:56
45 726 明石 峰雄 ｱｶｼ ﾐﾈｵ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 0:51:21
46 800 松井 新悦 ﾏﾂｲ ｼﾝｴﾂ 秋田県 横手市 0:51:31
47 762 伊藤 和博 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:51:38
48 897 五十嵐 茂信 ｲｶﾞﾗｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 岩手県 北上市 アイ・エス工業 0:51:43
49 877 二郷 順 ﾆｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県 大崎市 南郷ランラン 0:51:45
50 737 後藤 隆 ｺﾞﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 米里クラブ 0:52:00
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51 907 齋藤 幸一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 0:52:05
52 936 齋藤 日出美 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ 岩手県 一関市 0:52:09
53 863 中村 悟雄 ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｵ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:52:23
54 923 桑原 正治 ｸﾜﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 北上市 0:52:30
55 832 渡辺 裕一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 福島県 福島市 福島走ろう会 0:52:46
56 913 安彦 敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ 岩手県 一関市 紫波楽走会 0:52:59
57 738 村田 三男 ﾑﾗﾀ ﾐﾂｵ 秋田県 横手市 山内ランナーズ 0:53:28
58 735 小松 武 ｺﾏﾂ ﾀｹｼ 秋田県 秋田市 0:53:51
59 755 藤原 有造 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｿﾞｳ 岩手県 盛岡市 0:53:54
60 760 大伊 信幸 ｵｵｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 栗原市 南郷ランラン 0:54:04
61 777 松田 昭一 ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 秋田県 湯沢市 魁新聞湯沢店 0:54:09
62 739 佐々木 正彦 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 宮城県 美里町 ＭＰＲＣ 0:54:09
63 938 根岸 良実 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾐ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 0:54:11
64 781 成田 豊勝 ﾅﾘﾀ ﾄﾖｶﾂ 宮城県 石巻市 ＭＰＲＣ 0:54:18
65 701 菅原 芳和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｶｽﾞ 岩手県 花巻市 花巻走友会 0:54:28
66 752 松本 文雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ 秋田県 横手市 走汗酔横手 0:54:35
67 815 石川 光也 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ 岩手県 盛岡市 0:54:37
68 901 藤田 長悦 ﾌｼﾞﾀ ﾁｮｳｴﾂ 秋田県 横手市 0:54:44
69 917 金野 剛一 ｺﾝﾉ ｺﾞｳｲﾁ 岩手県 一関市 0:54:55
70 707 佐々木 信也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 岩手県 遠野市 0:55:02
71 820 髙松 博明 ﾀｶﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 岩手県 北上市 立花クラブ 0:55:05
72 825 片桐 勝栄 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾂｴｲ 秋田県 横手市 0:55:12
73 935 岩渕 誠一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｲﾁ 宮城県 栗原市 0:55:13
74 864 大野 安喜 ｵｵﾉ ﾔｽｷ 宮城県 東松島市 ＴＥＡＭ走り隊 0:55:23
75 915 高橋 義和 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶｽﾞ 秋田県 大仙市 0:55:26
76 786 生田 明 ｲｸﾀ ｱｷﾗ 秋田県 大仙市 大曲走友会 0:55:36
77 705 佐藤 茂 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ 岩手県 花巻市 0:55:37
78 873 伊藤 徳雄 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ 岩手県 奥州市 クリエイト 0:55:46
79 758 髙橋 守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 岩手県 紫波町 0:56:09
80 887 高橋 久祥 ﾀｶﾊｼ ｷｭｳｼｮｳ 岩手県 奥州市 0:56:17
81 818 村上 敦 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｼ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 0:56:21
82 884 小野寺 良信 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 岩手県 一関市 一関楽走会 0:56:32
83 838 及川 正之 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ケ尻走友会 0:56:42
84 810 佐々木 幸治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 宮城県 涌谷町 ＭＰＲＣ 0:56:56
85 741 今野 昌利 ｺﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 宮城県 石巻市 ザ・完走 0:57:18
86 841 杉本 一夫 ｽｷﾞﾓﾄ ｶｽﾞｵ 岩手県 盛岡市 ＪＲ東日本メカ 0:57:18
87 871 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 0:57:28
88 750 柴田 長市 ｼﾊﾞﾀ ﾁｮｳｲﾁ 秋田県 羽後町 新成走友会 0:57:38
89 910 島津 啓光 ｼﾏﾂﾞ ｹｲｺｳ 秋田県 横手市 株式会社嶋津 0:57:42
90 881 加賀 栄喜 ｶｶﾞ ｴｲｷ 秋田県 由利本荘市 0:57:48
91 717 佐藤 尚喜 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 秋田県 秋田市 環境管理ＲＣ 0:57:53
92 879 吉岡 修二 ﾖｼｵｶ ｼｭｳｼﾞ 秋田県 湯沢市 0:57:56
93 894 佐々木 雅伸 ｻｻｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 0:58:14
94 784 鍋谷 康彦 ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾔｽﾋｺ 宮城県 塩竈市 0:58:15
95 712 野家 数夫 ﾉｲｴ ｶｽﾞｵ 宮城県 登米市 登米百走会 0:58:24
96 933 阿部 和一 ｱﾍﾞ ﾜｲﾁ 岩手県 盛岡市 さんしょみそ 0:58:30
97 869 鈴木 温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 岩手県 奥州市 0:58:32
98 889 宮本 勝吉 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾂﾖｼ 岩手県 宮古市 宮本建築工房 0:58:34
99 767 正木 孝義 ﾏｻｷ ﾀｶﾖｼ 秋田県 秋田市 協和病院 0:58:41
100 854 小野寺 実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 0:58:51
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101 797 鈴木 富男 ｽｽﾞｷ ﾄﾐｵ 秋田県 湯沢市 すずきでんき 0:59:08
102 798 伊藤 清文 ｲﾄｳ ｷﾖﾌﾐ 宮城県 気仙沼市 0:59:30
103 793 高橋 敏 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 秋田県 横手市 走汗酔横手 0:59:35
104 719 石川 孝 ｲｼｶﾜ ﾀｶｼ 秋田県 横手市 走汗酔 横手 0:59:35
105 833 福王寺 文吉 ﾌｸｵｳｼﾞ ﾌﾞﾝｷﾁ 群馬県 太田市 日野ヒューテック 0:59:40
106 792 宇都宮 正孝 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｻﾀｶ 宮城県 石巻市 0:59:40
107 783 藤原 宗男 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾑﾈｵ 岩手県 西和賀町 西和賀消防団員 0:59:41
108 852 高橋 明彦 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋｺ 秋田県 秋田市 0:59:51
109 900 千葉 克己 ﾁﾊﾞ ｶﾂﾐ 秋田県 秋田市 四十雀ランナー 0:59:53
110 916 菅原 錦市 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾝｲﾁ 秋田県 大仙市 1:00:02
111 794 佐々木 美好 ｻｻｷ ﾐﾖｼ 岩手県 滝沢市 1:00:14
112 822 武田 利信 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 宮城県 仙台市 生涯青春倶楽部 1:00:24
113 895 平野 憲 ﾋﾗﾉ ｹﾝ 岩手県 北上市 1:00:25
114 830 加藤 亮治 ｶﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ 宮城県 涌谷町 仙台北自 1:00:30
115 868 谷藤 吉時 ﾀﾆﾌｼﾞ ﾖｼﾄｷ 青森県 青森市 ＡＫＧＣ 1:00:42
116 733 加藤 公緑 ｶﾄｳ ｺｳﾛｸ 秋田県 由利本荘市 チームＩ＆花火 1:00:55
117 743 遠藤 修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ 秋田県 横手市 ＭｉＳＴ 1:00:59
118 909 本望 昌二 ﾎﾝﾓｳ ｼｮｳｼﾞ 宮城県 名取市 1:01:16
119 925 菊地 則好 ｷｸﾁ ﾉﾘﾖｼ 岩手県 奥州市 向山ラン 1:01:49
120 905 泉山 吉明 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾖｼｱｷ 秋田県 秋田市 1:01:53
121 926 松田 健一 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝｲﾁ 秋田県 湯沢市 1:02:01
122 929 三浦 彦輝 ﾐｳﾗ ﾋｺﾃﾙ 岩手県 八幡平市 1:02:05
123 789 菊地 一彦 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋｺ 岩手県 盛岡市 1:02:17
124 807 佐原 重雄 ｻﾜﾗ ｼｹﾞｵ 秋田県 大仙市 大曲走友会 1:02:23
125 796 髙橋 次雄 ﾀｶﾊｼ ﾂｷﾞｵ 岩手県 北上市 1:02:41
126 883 竹内 英 ﾀｹｳﾁ ｽｸﾞﾙ 秋田県 横手市 1:02:44
127 732 佐々木 清一 ｻｻｷ ｾｲｲﾁ 岩手県 奥州市 萱刈窪走友会 1:02:51
128 826 須藤 篤 ｽﾄｳ ｱﾂｼ 宮城県 登米市 1:03:00
129 853 紺野 文敏 ｺﾝﾉ ﾌﾐﾄｼ 宮城県 富谷市 泉パークメイツ 1:03:01
130 843 戸田 一夫 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｵ 秋田県 横手市 横手卸センター 1:03:04
131 834 高橋 三男 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂｵ 秋田県 秋田市 れんけつ俱楽部 1:03:11
132 779 高橋 寛 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 秋田県 湯沢市 1:03:52
133 847 川井 好男 ｶﾜｲ ﾖｼｵ 岩手県 盛岡市 1:04:20
134 740 志和 宏敏 ｼﾜ ﾋﾛﾄｼ 岩手県 西和賀町 湯田歯科医院 1:04:46
135 728 高橋 茂 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ 岩手県 北上市 南部電気工事（株） 1:05:08
136 806 佐藤 恒夫 ｻﾄｳ ﾂﾈｵ 秋田県 横手市 1:05:24
137 775 星 正 ﾎｼ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 七ヶ浜町 アクアリーナＲＣ 1:05:28
138 769 佐藤 宏司 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 秋田県 横手市 1:05:29
139 731 大平 拓元 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 1:06:07
140 908 小原 浩 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛｼ 岩手県 北上市 1:06:13
141 803 本城 忠光 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾀﾞﾐﾂ 岩手県 盛岡市 ひめかみ病院 1:06:20
142 709 鳴海 豊 ﾅﾙﾐ ﾕﾀｶ 青森県 青森市 1:06:24
143 928 及川 義明 ｵｲｶﾜ ﾖｼｱｷ 岩手県 北上市 北上市役所 1:06:30
144 870 高橋 敏彦 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋｺ 岩手県 北上市 北上市役所 1:06:46
145 886 佐々木 繁樹 ｻｻｷ ｼｹﾞｷ 秋田県 秋田市 お先にどうぞ 1:07:13
146 874 佐々木 淳夫 ｻｻｷ ｱﾂｵ 宮城県 塩竈市 アクアリーナ 1:07:14
147 814 菅原 清 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｼ 岩手県 奥州市 水沢信用金庫 1:07:36
148 811 郡山 孝幸 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 宮城県 仙台市 仙台大学 1:07:37
149 914 藤戸 一栄 ﾌｼﾞﾄ ｶｽﾞｴｲ 岩手県 西和賀町 錦秋湖走友会 1:07:51
150 711 佐々木 操 ｻｻｷ ﾐｻｵ 秋田県 横手市 ＺＯＲＣ 1:07:54
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151 736 白石 和幸 ｼﾗｲｼ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 岩沼市 1:08:21
152 823 吉田 吉明 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:08:27
153 902 西村 誠 ﾆｼﾑﾗ ﾏｺﾄ 山形県 酒田市 世界楽走会 1:08:32
154 720 福田 一 ﾌｸﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 岩手県 盛岡市 1:09:07
155 839 齋藤 光雄 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ 岩手県 北上市 北上マスターズ 1:09:11
156 924 佐々木 剛 ｻｻｷ ﾂﾖｼ 秋田県 横手市 つよぽんクラブ 1:09:53
157 812 千田 敏正 ﾁﾀﾞ ﾄｼﾏｻ 岩手県 一関市 1:10:09
158 772 六鎗 養治 ﾑﾔﾘ ﾖｳｼﾞ 秋田県 羽後町 羽後元西ＲＣ 1:10:17
159 704 山村 悦夫 ﾔﾏﾑﾗ ｴﾂｵ 宮城県 塩竈市 歩く鉄人の会 1:11:36
160 927 滝沢 昌志 ﾀｷｻﾜ ﾏｻｼ 秋田県 秋田市 能登谷整形外科 1:11:54
161 842 菅沼 万造 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾝｿﾞｳ 岩手県 北上市 1:12:01
162 837 大久保 哲郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾂﾛｳ 宮城県 大郷町 1:12:40
163 713 太田 博康 ｵｵﾀ ﾋﾛﾔｽ 宮城県 多賀城市 1:12:53
164 766 髙橋 貞美 ﾀｶﾊｼ ｻﾀﾞﾐ 東京都 江戸川区 特人厚社福事 1:12:55
165 706 野尻 隆 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ 秋田県 横手市 秋田県走友会 1:13:48
166 930 松本 勝司 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾂｼ 岩手県 滝沢市 ベルヴェーレ里 1:13:50
167 934 佐藤 一夫 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ 秋田県 秋田市 1:13:57
168 742 千葉 新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 岩手県 北上市 川尻ランランＣ 1:14:40
169 835 石川 信一 ｲｼｶﾜ ｼﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 1:14:45
170 911 沼田 秀夫 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ 宮城県 仙台市 ＴＢクラブ 1:15:08
171 848 下斗米 光昭 ｼﾓﾄﾏｲ 岩手県 九戸村 1:15:09
172 918 高橋 孝昭 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｱｷ 岩手県 滝沢市 坂井ｒｃ 1:15:24
173 867 船越 洋一 ﾌﾅｺｼ ﾖｳｲﾁ 兵庫県 三田市 1:15:41
174 724 大友 敏正 ｵｵﾄﾓ 宮城県 美里町 南郷ラン・ラン 1:15:58
175 763 佐々木 正人 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾄ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:16:33
176 785 髙橋 廣雄 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｵ 宮城県 仙台市 南中山ＳＰＣ 1:17:32
177 888 石岡 知憲 ｲｼｵｶ ﾄﾓﾉﾘ 秋田県 湯沢市 1:18:07
178 904 齊藤 知弥 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 秋田県 秋田市 1:19:31
179 746 大槻 輝雄 ｵｵﾂｷ ﾃﾙｵ 宮城県 角田市 角田走ろう会 1:20:20
180 828 佐々木 篤 ｻｻｷ ｱﾂｼ 岩手県 滝沢市 1:21:21
181 931 高橋 利夫 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 秋田県 美郷町 1:22:08
182 860 菅野 光昭 ｶﾝﾉ ﾐﾂｱｷ 岩手県 北上市 千田工務店 1:24:02
183 764 中川 光衛 ﾅｶｶﾞﾜ ﾐﾂｴｲ 福島県 福島市 南向台走ろう会 1:24:10
184 845 林 朗 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ 岩手県 宮古市 今年も二日酔い 1:24:10
185 857 藤本 啓二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ 岩手県 紫波町 1:24:29
186 865 本間 哲也 ﾎﾝﾏ ﾃﾂﾔ 山形県 山形市 1:24:47
187 836 高橋 宏司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 秋田県 横手市 Ｋ＆Ｍ建築設計 1:25:00
188 765 藤澤 善孝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:26:18
189 850 千葉 健一 ﾁﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 岩手県 一関市 盲人マラソン協 1:26:23
190 840 豊巻 隆之 ﾄﾖﾏｷ ﾀｶﾕｷ 秋田県 秋田市 1:27:27
191 855 細井 洋行 ﾎｿｲ ﾖｳｺｳ 岩手県 西和賀町 錦秋湖走友会 1:28:54
192 821 齊藤 善一 ｻｲﾄｳ ｾﾞﾝｲﾁ 秋田県 羽後町 新成走友会 1:28:55
193 893 岩渕 光男 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾐﾂｵ 宮城県 仙台市 1:29:09
194 939 菅原 正功 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｮｳｺｳ 宮城県 仙台市 1:37:04
195 749 横山 信夫 ﾖｺﾔﾏ ﾉﾌﾞｵ 宮城県 気仙沼市 2:16:41


