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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 1051 鹿野 克夫 ｼｶﾉ ｶﾂｵ 福島県 福島市 福島走ろう会 0:45:37
2 1018 永井 功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ 岩手県 大船渡市 大船渡碁石海岸 0:47:07
3 1109 藤澤 哲雄 ﾌｼﾞｻﾜ ﾃﾂｵ 岩手県 盛岡市 0:48:16
4 1034 佐藤 松男 ｻﾄｳ ﾏﾂｵ 岩手県 奥州市 0:48:45
5 1002 大友 進 ｵｵﾄﾓ ｽｽﾑ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:48:50
6 1035 髙原 正 ﾀｶﾊﾗ ﾏｻｼ 秋田県 由利本荘市 髙原建設でゆっくり走る 0:49:29
7 1087 渡辺 徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 ＭＰＲＣ仙台 0:49:56
8 1086 金 公四 ｺﾝ ｺｳｼ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 0:50:41
9 1130 松谷 静雄 ﾏﾂﾔ ｼｽﾞｵ 宮城県 仙台市 アズマックス 0:51:45
10 1118 志田 博 ｼﾀﾞ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 0:51:57
11 1050 高橋 和夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 岩手県 八幡平市 八幡平市陸協 0:53:07
12 1077 長岡 直人 ﾅｶﾞｵｶ ﾅｵﾄ 岩手県 釜石市 釜石はせっぺす 0:54:31
13 1123 鈴木 清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 岩手県 奥州市 0:54:34
14 1094 伊藤 忠一 ｲﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 走好酒 0:54:43
15 1122 高橋 量平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:54:57
16 1006 菊池 年一 ｷｸﾁ ﾄｼｶｽﾞ 岩手県 宮古市 宮古健走会 0:54:59
17 1011 山崎 和男 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｵ 神奈川県 海老名市 海老名２０００ 0:55:24
18 1088 佐藤 清文 ｻﾄｳ ｷﾖﾌﾐ 岩手県 一関市 げいび観光センター 0:56:59
19 1016 髙橋 敏男 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 岩手県 北上市 0:57:29
20 1070 阿久津 文夫 ｱｸﾂ ﾌﾐｵ 岩手県 盛岡市 東水エンジニア 0:57:59
21 1001 佐藤 征治 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 宮城県 仙台市 中野栄ＲＣ 0:58:35
22 1063 赤塚 富治 ｱｶﾂｶ ﾄﾐｼﾞ 秋田県 秋田市 0:59:29
23 1085 髙橋 初雄 ﾀｶﾊｼ ﾊﾂｵ 秋田県 大仙市 0:59:46
24 1022 千葉 幹夫 ﾁﾊﾞ ﾐｷｵ 秋田県 湯沢市 1:00:01
25 1048 中村 鉄男 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂｵ 秋田県 秋田市 1:00:14
26 1043 齋藤 徹 ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ 秋田県 秋田市 1:00:26
27 1061 藤原 円治郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾝｼﾞﾛｳ 秋田県 横手市 平鹿総合病院 1:00:37
28 1042 黒木 恒夫 ｸﾛｷﾞ ﾂﾈｵ 福岡県 春日市 1:01:20
29 1026 佐藤 良吾 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺﾞ 宮城県 美里町 1:02:26
30 1093 木村 和一 ｷﾑﾗ ﾜｲﾁ 秋田県 大仙市 明大３８六三会 1:02:57
31 1028 澤田 行一 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:03:10
32 1067 岡 卓夫 ｵｶ ﾀｸｵ 秋田県 能代市 能代マラソン会 1:03:29
33 1115 伊藤 悦男 ｲﾄｳ ｴﾂｵ 宮城県 登米市 1:03:31
34 1113 佐々木 昇 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 盛岡市 1:04:11
35 1074 金野 実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ 岩手県 陸前高田市 アップル米崎 1:04:27
36 1031 浅沼 茂 ｱｻﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 花巻市 1:04:54
37 1081 斉藤 光男 ｻｲﾄｳ ﾐﾂｵ 岩手県 滝沢市 1:05:19
38 1095 佐藤 春雄 ｻﾄｳ ﾊﾙｵ 宮城県 加美町 1:05:32
39 1078 月泉 孝瑞 ﾂｷｲｽﾞﾐ ｺｳｽﾞｲ 秋田県 羽後町 秋田県走友会 1:06:17
40 1105 佐藤 孝雄 ｻﾄｳ ﾀｶｵ 岩手県 大船渡市 藤田屋陸上部 1:06:27
41 1041 高橋 憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ 岩手県 北上市 北上市体育協会 1:06:30
42 1027 榎本 康司 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽｼﾞ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 1:07:05
43 1075 大山 道昭 ｵｵﾔﾏ ﾐﾁｱｷ 秋田県 能代市 1:07:36
44 1124 菊地 克則 ｷｸﾁ ｶﾂﾉﾘ 神奈川県 横須賀市 1:07:41
45 1119 北村 勉 ｷﾀﾑﾗ ﾂﾄﾑ 岩手県 盛岡市 1:07:45
46 1103 須田 進 ｽﾀﾞ ｽｽﾑ 秋田県 にかほ市 1:07:48
47 1114 皆川 常雄 ﾐﾅｶﾜ ﾂﾈｵ 秋田県 横手市 雄物川迷走会 1:07:50
48 1008 横谷 明雄 ﾖｺﾔ ｱｷｵ 秋田県 秋田市 1:08:31
49 1080 澤口 四郎 ｻﾜｸﾞﾁ ｼﾛｳ 岩手県 八幡平市 八幡平市陸協 1:09:06
50 1091 山田 勲 ﾔﾏﾀﾞ ｲｻｵ 宮城県 大和町 黒川笑福楽走会 1:09:30
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51 1100 坂本 幸一 ｻｶﾓﾄ ｺｳｲﾁ 秋田県 仙北市 田沢湖走ろう会 1:09:34
52 1025 打矢 弘一 ｳﾁﾔ ﾋﾛｶｽﾞ 秋田県 秋田市 1:10:32
53 1096 太田 繁三 ｵｵﾀ ｼｹﾞﾐ 宮城県 角田市 角田市走ろう会 1:11:20
54 1024 岩崎 寿 ｲﾜｻｷ ﾋｻｼ 宮城県 美里町 1:11:44
55 1036 鎌田 金男 ｶﾏﾀﾞ ｶﾈｵ 秋田県 秋田市 1:12:34
56 1107 我妻 忠 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 仙台市 仙台福室走友会 1:13:38
57 1004 仙内 直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ 岩手県 花巻市 花巻走友会 1:13:41
58 1089 加賀谷 清克 ｶｶﾞﾔ ｷﾖｶﾂ 秋田県 秋田市 1:13:49
59 1079 及川 紀 ｵｲｶﾜ ｵｻﾑ 岩手県 金ｹ崎町 三ケ尻走友会 1:14:02
60 1012 庄司 雅夫 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｵ 宮城県 名取市 1:14:02
61 1104 高橋 勉 ﾀｶﾊｼ ﾍﾞﾝ 岩手県 滝沢市 ゆっくりベン 1:14:04
62 1066 佐藤 俊幸 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 埼玉県 坂戸市 笑顔でゴール！！ 1:14:30
63 1056 藤村 誠一 ﾌｼﾞﾑﾗ ｾｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 1:14:34
64 1014 鈴木 和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ 岩手県 一関市 1:14:39
65 1076 梅崎 幸男 ｳﾒｻﾞｷ ﾕｷｵ 秋田県 秋田市 ももさだ走友会 1:15:09
66 1090 古舘 正敏 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾏｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 きたぎん走友会 1:16:10
67 1007 柴田 正美 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾐ 秋田県 横手市 1:16:28
68 1092 加藤 春男 ｶﾄｳ ﾊﾙｵ 秋田県 大仙市 大曲走友会 1:16:36
69 1052 鈴木 博 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 秋田県 横手市 横手市民ランナー 1:17:10
70 1054 木村 洋一 ｷﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 宮城県 石巻市 石巻タートルＣ 1:17:13
71 1032 開保津 龍史 ｶｲﾎﾂ ﾘｭｳｼ 宮城県 大崎市 1:17:49
72 1005 武藤 健二 ﾑﾄｳ ｹﾝｼﾞ 秋田県 横手市 1:18:01
73 1072 大谷 一男 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞｵ 宮城県 涌谷町 湧谷マラソン 1:18:55
74 1023 岡本 幸治 ｵｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 1:19:54
75 1125 渡部 俊夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ 秋田県 湯沢市 東松沢ＪＣ 1:20:36
76 1120 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 岩手県 一関市 1:20:58
77 1010 佐藤 久雄 ｻﾄｳ ﾋｻｵ 宮城県 仙台市 1:21:55
78 1020 紺野 卓男 ｺﾝﾉ ﾀｸｵ 福島県 福島市 福島走ろう会 1:22:37
79 1099 千葉 正雄 ﾁﾊﾞ ﾏｻｵ 岩手県 大船渡市 大船渡走友会 1:23:34
80 1046 川村 侔 ｶﾜﾑﾗ ﾂﾄﾑ 宮城県 仙台市 1:23:36
81 1021 星野 道男 ﾎｼﾉ ﾐﾁｵ 埼玉県 宮代町 ＩＢＪ 1:23:39
82 1029 千葉 秀雄 ﾁﾊﾞ ﾋﾃﾞｵ 宮城県 富谷市 泉パークメイツ 1:23:46
83 1039 髙橋 崇雄 ﾀｶﾊｼ ﾀｶｵ 岩手県 西和賀町 1:25:16
84 1111 髙橋 弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:25:39
85 1009 薄木 成也 ｳｽｷ ｾｲﾔ 宮城県 柴田町 1:26:06
86 1053 小松田 正友 ｺﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾄﾓ 秋田県 横手市 （株）平和自動車 1:26:07
87 1015 石川 欽一 ｲｼｶﾜ ｷﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 仙台北自動車学校 1:26:12
88 1058 髙橋 周作 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｻｸ 岩手県 西和賀町 西和賀マスターズ 1:26:36
89 1065 佐藤 紀雄 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 宮城県 多賀城市 仙樽会 1:27:27
90 1112 津田 良信 ﾂﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 神奈川県 横浜市 1:27:50
91 1082 佐藤 伸二 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 宮城県 塩竈市 1:28:54
92 1129 高橋 幸治 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 岩手県 西和賀町 小専商店 1:30:43
93 1083 髙橋 忠徳 ﾀｶﾊｼ ﾁｭｳﾄｸ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:30:45
94 1117 斉藤 信広 ｻｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岩手県 滝沢市 1:31:13
95 1017 平野 勝三 ﾋﾗﾉ ｼｮｳｿﾞｳ 宮城県 仙台市 1:32:22
96 1044 吉田 徳三郎 ﾖｼﾀﾞ ﾄｸｻﾌﾞﾛｳ 宮城県 仙台市 フレンドリー 1:34:00
97 1110 草彅 雷一 ｸｻﾅｷﾞ ﾗｲｲﾁ 秋田県 大仙市 大曲走友会 1:35:17
98 1106 小幡 慶夫 ｵﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 宮城県 多賀城市 1:36:05
99 1127 佐藤 司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 宮城県 仙台市 1:38:22
100 1073 藤原 旭 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 岩手県 一関市 1:45:35


