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1 3070 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 1:39:19
2 3147 小笠原 太一 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｲﾁ 青森県 八戸市 青森陸協 1:42:24
3 3062 三宅 陸斗 ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ 宮城県 仙台市 ユナイテッド 1:45:38
4 3091 金野 人史 ｷﾝﾉ ﾋﾄｼ 青森県 藤崎町 吉崎倶楽部 1:50:47
5 3054 木村 高雄 ｷﾑﾗ ﾀｶｵ 秋田県 八峰町 まるお製作所 1:50:55
6 3028 早坂 光司 ﾊﾔｻｶ ｺｳｼﾞ 宮城県 栗原市 石巻ＲＣ 1:51:37
7 3040 早川 薫 ﾊﾔｶﾜ ｶｵﾙ 青森県 八戸市 ＭＡＲＳ 1:53:46
8 3085 荒谷 義成 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 秋田県 湯沢市 広瀬川ＲＣ 1:54:14
9 3097 千葉 凌 ﾁﾊﾞ ｼﾉｸﾞ 岩手県 北上市 北上市陸協 1:54:45
10 3061 平櫛 哲 ﾋﾗｸﾞｼ ﾃﾂ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 1:56:21
11 3133 佐藤 俊 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 秋田県 秋田市 1:57:00
12 3017 柳村 武史 ﾔﾅｷﾞﾑﾗ ﾀｹｼ 岩手県 滝沢市 水土里ネット 1:57:53
13 3035 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ 山形県 大石田町 サクセス工業 1:58:50
14 3118 森林 純太 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾀ 秋田県 秋田市 ＴＥＡＭ Ｊ 1:59:10
15 3087 小野寺 憲一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 気仙沼市 2:00:40
16 3146 遠藤 庸佑 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 宮城県 大崎市 2:03:09
17 3104 伊藤 慶明 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 秋田県 秋田市 一つ森ＳＭＣ 2:03:15
18 3140 三上 圭祐 ﾐｶﾐ ｹｲｽｹ 秋田県 秋田市 秋田県立大学 2:04:11
19 3026 高橋 真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 2:05:51
20 3039 伊藤 剛 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 秋田県 三種町 2:05:54
21 3117 由利 保 ﾕﾘ ﾀﾓﾂ 岩手県 奥州市 奥州市陸協 2:07:00
22 3048 齋藤 省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 宮城県 仙台市 たんぽぽＲＣ 2:08:35
23 3127 三塚 彰 ﾐﾂﾂﾞｶ ｱｷﾗ 宮城県 富谷市 2:08:52
24 3012 宮崎 貴史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 岩手県 滝沢市 みたけの園 2:09:04
25 3007 内田 孝義 ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 宮城県 仙台市 2:09:13
26 3084 嶌田 大輔 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県 横手市 横手蘭走会 2:09:33
27 3162 高橋 良太朗 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 宮城県 仙台市 2:10:03
28 3154 盛田 浩明 ﾓﾘﾀ ﾋﾛｱｷ 岩手県 大船渡市 2:11:02
29 3131 川原 直之 ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 宮城県 仙台市 ＭＥＤＩＫＩＴ 2:11:32
30 3116 千葉 智幸 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 大和町 2:12:13
31 3016 鹿糠 広行 ｶﾇｶ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 岩泉町 下閉伊クラブ 2:12:51
32 3149 兎澤 一心 ﾄｻﾞﾜ ｶｽﾞﾓﾄ 秋田県 大館市 果実庵とざわ 2:13:11
33 3046 小岩 健作 ｺｲﾜ ｹﾝｻｸ 岩手県 一関市 2:13:24
34 3015 加藤 英敏 ｶﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 秋田県 湯沢市 湯沢雄勝陸協 2:13:34
35 3100 石川 博行 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 湯沢市 2:14:23
36 3082 菊池 友和 ｷｸﾁ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県 北上市 森山クラブ 2:15:02
37 3090 熊谷 卓朗 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾛｳ 秋田県 横手市 平鹿病院 2:16:21
38 3056 熊谷 淳史 ｸﾏｶﾞｲ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 2:16:39
39 3106 平間 雄樹 ﾋﾗﾏ ﾕｳｷ 福島県 須賀川市 須賀川走友会 2:17:16
40 3032 澤藤 拓野 ｻﾜﾌｼﾞ ﾀｸﾔ 岩手県 盛岡市 2:18:57
41 3096 中塚 英慈 ﾅｶﾂｶ ｴｲｼﾞ 岩手県 盛岡市 2:19:42
42 3138 宮本 洋一 ﾐﾔﾓﾄ ﾖｳｲﾁ 宮城県 仙台市 2:20:16
43 3037 久保 万身 ｸﾎﾞ ｶｽﾞﾐ 岩手県 北上市 2:20:18
44 3141 下道 武尚 ｼﾀﾐﾁ ﾀｹﾋｻ 岩手県 盛岡市 2:20:38
45 3155 関 康春 ｾｷ ﾔｽﾊﾙ 山形県 小国町 2:20:41
46 3067 松本 文雄 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐｵ 岩手県 盛岡市 2:21:14
47 3114 三浦 洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 秋田県 秋田市 2:21:31
48 3057 金沢 潔 ｶﾈｻﾞﾜ ｷﾖｼ 秋田県 秋田市 仁井田陸友会 2:21:56
49 3066 三浦 淳 ﾐｳﾗ ｱﾂｼ 岩手県 盛岡市 2:22:02
50 3159 佐々木 義幸 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ 秋田県 秋田市 2:22:16
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51 3068 熊谷 健治 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 県北走漏貝 2:22:24
52 3063 花田 充 ﾊﾅﾀ ﾐﾂﾙ 秋田県 大館市 まるお製作所 2:22:39
53 3119 多田 誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ 岩手県 盛岡市 2:23:22
54 3027 冨岡 周馬 ﾄﾐｵｶ ｼｭｳﾏ 秋田県 秋田市 2:23:36
55 3093 山田 全史 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 宮城県 仙台市 ＫＳＯＵＫＡＩ 2:24:45
56 3079 藤原 一博 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 秋田県 大仙市 児桜町内会 2:24:47
57 3129 佐藤 好之 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 宮城県 仙台市 2:25:57
58 3132 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 岩手県 盛岡市 ベアレンＲＣ 2:25:58
59 3095 阿部 祐三 ｱﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 岩手県 一関市 いわて生協 2:26:13
60 3152 伊藤 岳 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 オリンピア企画 2:26:23
61 3115 鈴木 秀一郎 ｽｽﾞｷ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 宮城県 仙台市 2:26:55
62 3158 牧野 真二 ﾏｷﾉ ｼﾝｼﾞ 山形県 河北町 2:26:58
63 3069 斎藤 玉生 ｻｲﾄｳ ﾀﾏｵ 宮城県 仙台市 南郷ラン・ラン 2:27:03
64 3022 久保 剛 ｸﾎﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 クラブＲ２東北 2:27:20
65 3094 鈴木 圭吾 ｽｽﾞｷ ｹｲｺﾞ 秋田県 秋田市 やまだ 2:28:04
66 3086 木野 渉 ｷﾉ ﾜﾀﾙ 岩手県 北上市 北上市役所 2:28:07
67 3060 千葉 正幸 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 宮城県 仙台市 クッキーＭ 2:29:18
68 3145 河原 喜一 ｶﾜﾊﾗ ｷｲﾁ 岩手県 大船渡市 2:29:37
69 3038 伊藤 茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 秋田県 三種町 2:29:54
70 3033 熊谷 博紀 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 2:30:12
71 3160 春日 昭美 ｶｽｶﾞ ｱｷﾐ 秋田県 北秋田市 ＫＳＹＲＣ 2:30:35
72 3052 岡野 茂雄 ｵｶﾉ ｼｹﾞｵ 岩手県 大槌町 2:30:36
73 3064 市川 健 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 佐渡を走る会 2:32:12
74 3144 小野寺 毅 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 みちのくクボタ 2:33:38
75 3021 大橋 慶太郎 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 岩手県 久慈市 2:34:03
76 3089 上村 慎一郎 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮城県 仙台市 2:35:29
77 3049 加納 桂志 ｶﾉｳ ｶﾂｼ 秋田県 横手市 2:36:08
78 3009 茂木 博 ﾓﾃｷﾞ ﾋﾛｼ 秋田県 湯沢市 秋田県走友会 2:36:15
79 3023 小山 淳 ｵﾔﾏ ｼﾞｭﾝ 宮城県 気仙沼市 2:36:15
80 3010 千葉 新平 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 岩手県 田野畑村 2:37:49
81 3151 高橋 清人 ﾀｶﾊｼ ｷﾖﾄ 岩手県 盛岡市 2:38:00
82 3081 永井 歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ 秋田県 秋田市 ＫＫＲＣ 2:38:08
83 3110 熊谷 栄幸 ｸﾏｶﾞｲ ｴｲｺｳ 秋田県 大仙市 体脂肪減らし隊 2:38:49
84 3025 菅木 聖憲 ｽｶﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県 北上市 2:38:53
85 3041 菅原 浩樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 秋田県 秋田市 2:39:16
86 3136 青木 克典 ｱｵｷ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 奥州市 2:39:45
87 3073 新沼 勝利 ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ 岩手県 大船渡市 2:40:02
88 3029 青田 直広 ｱｵﾀ ﾅｵﾋﾛ 宮城県 仙台市 南材おやじ 2:40:09
89 3020 鹿糠 雄二 ｶﾇｶ ﾕｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 オーミ塗装工業 2:41:05
90 3034 吉田 正 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 盛岡市 銀河鉄人会 2:41:26
91 3125 遠藤 悠 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｶ 秋田県 由利本荘市 2:41:48
92 3134 畑中 秀徳 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岩手県 盛岡市 2:42:07
93 3042 菅原 誠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 2:42:08
94 3137 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ 宮城県 仙台市 ＷｉｎｄＲｕｎ 2:42:10
95 3078 高槁 康雄 ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ 宮城県 岩沼市 岩沼ランクラブ 2:42:39
96 3044 桑田 成司 ｸﾜﾀ ｾｲｼﾞ 宮城県 仙台市 マラソン部会 2:42:43
97 3139 工藤 進作 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ 岩手県 盛岡市 2:43:28
98 3148 浅野 繁夫 ｱｻﾉ ｼｹﾞｵ 秋田県 五城目町 2:44:13
99 3036 古舘 王士 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｷﾐｵ 岩手県 大槌町 2:44:49
100 3123 永坂 洋男 ｴｲｻｶ ﾋﾛｵ 秋田県 北秋田市 2:44:50
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101 3113 山口 篤 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱﾂｼ 宮城県 登米市 2:45:10
102 3120 高橋 博昭 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｱｷ 岩手県 北上市 2:45:36
103 3135 三田 正 ﾐﾀ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 奥州市 米里駅伝クラブ 2:45:37
104 3112 斉藤 洋 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県 西和賀町 日本郵便東北 2:47:06
105 3014 曳地 邦幸 ﾋｷﾁ ｸﾆﾕｷ 岩手県 花巻市 ３５５／１１３ 2:47:25
106 3005 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 2:48:21
107 3130 石澤 武見 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｹﾐ 岩手県 花巻市 2:49:34
108 3107 高橋 俊 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 岩手県 北上市 2:50:19
109 3071 田中 健太郎 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 2:52:07
110 3098 田浦 将 ﾀｳﾗ ｽｽﾑ 岩手県 滝沢市 好摩クラブ 2:52:48
111 3004 菅原 隆一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 一関市 後藤工建（株） 2:53:26
112 3076 菊地 伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 塩竈市 塩釜ＦＭＣ 2:54:35
113 3058 小松 聡 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 宮城県 名取市 2:55:05
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