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1 2112 小野 隼太 ｵﾉ ｼｭﾝﾀ 岩手県 金ｹ崎町 金ケ崎町陸協 1:12:02
2 2145 小野寺 昭 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ 岩手県 陸前高田市 1:12:21
3 2162 大友 理貴 ｵｵﾄﾓ ﾘｷ 宮城県 利府町 広瀬川ＲＣ 1:13:23
4 2280 武田 法應 ﾀｹﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ 岩手県 盛岡市 ゆる？ラン 1:14:15
5 2357 本城 蔵馬 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｸﾗﾏ 岩手県 北上市 トヨタ紡織東北 1:14:15
6 2345 岡元 竜祥 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾖｼ 宮城県 柴田町 1:15:04
7 2283 櫻田 浩章 ｻｸﾗﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 宮城県 富谷市 石巻ＲＣ 1:16:14
8 2279 佐藤 祐次 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 岩手県 金ｹ崎町 1:17:16
9 2110 佐々木 玲 ｻｻｷ ﾚｲ 宮城県 仙台市 広瀬川ＲＣ 1:17:56
10 2062 奥山 陽太 ｵｸﾔﾏ ﾖｳﾀ 岩手県 盛岡市 1:18:51
11 2217 小金渕 将 ｺｶﾞﾈﾌﾞﾁ ｼｮｳ 岩手県 盛岡市 1:19:24
12 2187 佐藤 裕志 ｻﾄｳ ﾕｳｼ 秋田県 湯沢市 1:20:58
13 2076 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 宮城県 仙台市 1:22:13
14 2258 熊谷 真吾 ｸﾏｶﾞｲ ｼﾝｺﾞ 宮城県 名取市 チームクマ 1:22:28
15 2096 阿部 匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 宮城県 仙台市 仙台市役所 1:23:16
16 2277 小野 貴 ｵﾉ ﾀｶｼ 宮城県 松島町 ＣＫＤ 1:24:08
17 2331 工藤 芳智 ｸﾄﾞｳ ﾖｼﾄﾓ 青森県 黒石市 あしたばの里 1:24:19
18 2155 池田 幸広 ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 岩手県 盛岡市 1:25:51
19 2146 佐藤 恭 ｻﾄｳ ｷｮｳ 岩手県 花巻市 1:26:10
20 2262 髙橋 時智 ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾉﾘ 岩手県 金ｹ崎町 鳥の海ＲＣ 1:26:16
21 2199 千葉 正洋 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 登米市 1:26:17
22 2307 上村 興一郎 ｳｴﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 宮城県 仙台市 サウルス仙台 1:26:22
23 2194 安原 駿平 ﾔｽﾊﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 秋田県 秋田市 あじわい山さん 1:27:00
24 2367 池田 幸男 ｲｹﾀﾞ ﾕｷｵ 秋田県 大仙市 モーレフクラブ 1:27:14
25 2072 安達 智洋 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 仙台市 1:27:34
26 2140 佐川 浩平 ｻｶﾞﾜ ｺｳﾍｲ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 1:27:53
27 2231 藤島 直仁 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅｵﾋﾄ 秋田県 能代市 能代厚生 1:27:55
28 2228 鈴木 真輔 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ 秋田県 秋田市 1:27:57
29 2103 齋藤 聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 宮城県 亘理町 1:28:11
30 2049 菊地 国明 ｷｸﾁ ｸﾆｱｷ 岩手県 盛岡市 1:29:02
31 2227 千葉 登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 陸前高田市 1:29:14
32 2070 菅野 良一 ｽｹﾞﾉ ﾘｮｳｲﾁ 福島県 本宮市 1:30:35
33 2064 赤平 航 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 秋田県 湯沢市 湯沢雄勝陸協 1:31:00
34 2207 小松 淳 ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 秋田県 由利本荘市 秋田新電元 1:31:12
35 2232 倉茂 誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 利府町 1:31:55
36 2237 下田 隆史 ｼﾓﾀﾞ ﾀｶｼ 宮城県 多賀城市 七十七銀行 1:31:58
37 2039 伊藤 正和 ｲﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 秋田県 秋田市 1:32:01
38 2361 田中 悟 ﾀﾅｶ ｻﾄﾙ 秋田県 大館市 1:33:22
39 2352 佐々木 祐太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 岩手県 奥州市 1:34:09
40 2242 舘崎 孝史 ﾀﾃｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 岩手県 宮古市 1:34:14
41 2161 宇都宮 浩人 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾋﾛﾄ 岩手県 北上市 1:34:20
42 2230 江刺家 健 ｴｻｼｶ ｹﾝ 岩手県 北上市 1:34:30
43 2292 兜森 輝美 ｶﾌﾞﾄﾓﾘ ﾃﾙﾐ 秋田県 仙北市 田沢湖走ろう会 1:34:36
44 2159 安達 陽平 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 宮城県 仙台市 1:35:24
45 2061 池田 史仁 ｲｹﾀﾞ ﾌﾐﾋﾄ 福島県 須賀川市 1:35:26
46 2117 杉野 翔太 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ 秋田県 大仙市 1:35:51
47 2166 西野 真一 ﾆｼﾉ ｼﾝｲﾁ 岩手県 滝沢市 1:36:23
48 2356 楠田 和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 胆沢病院 1:36:57
49 2310 伊藤 清輝 ｲﾄｳ ｷﾖﾃﾙ 岩手県 盛岡市 1:37:26
50 2097 小原 雄史 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 岩手県 花巻市 花巻走友会 1:37:47
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51 2149 熊谷 政利 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾄｼ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 1:37:51
52 2050 村尾 隆介 ﾑﾗｵ ﾘｭｳｽｹ 東京都 新宿区 1:37:56
53 2334 三浦 祐弥 ﾐｳﾗ ﾕｳﾔ 秋田県 由利本荘市 1:38:02
54 2170 土田 潤 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 秋田県 羽後町 羽後町役場 1:38:07
55 2266 蜂谷 雅昭 ﾊﾁﾔ ﾏｻｱｷ 宮城県 東松島市 熱田自動車工業 1:38:28
56 2317 小熊 優 ｵｸﾞﾏ ﾏｻﾙ 秋田県 秋田市 上新城小学校 1:38:48
57 2241 飯塚 博巳 ｲｲﾂﾞｶ ﾋﾛﾐ 秋田県 秋田市 1:39:22
58 2057 菅 一 ｽｶﾞ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 湯沢市 1:39:25
59 2156 田崎 清俊 ﾀｻﾞｷ ｷﾖﾄｼ 秋田県 秋田市 スマイルＲＣ 1:39:29
60 2303 佐藤 光史 ｻﾄｳ ｺｳｼ 宮城県 登米市 1:39:44
61 2177 菊池 亮史 ｷｸﾁ ｱｷﾌﾐ 岩手県 花巻市 阪和工材（株） 1:40:04
62 2068 尾崎 龍平 ｵｻﾞｷ ﾘｭｳﾍｲ 宮城県 大崎市 1:40:17
63 2175 須藤 尚 ｽﾄｳ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 宮城広瀬高ＲＣ 1:40:24
64 2300 佐藤 直人 ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 宮城県 仙台市 たびぞく 1:40:25
65 2222 田上 恵太 ﾀｶﾞﾐ ｹｲﾀ 宮城県 仙台市 東北大学 1:40:31
66 2211 佐倉 祐 ｻｸﾗ ﾕｳ 岩手県 盛岡市 1:40:33
67 2365 橋場 健一 ﾊｼﾊﾞ ｹﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 1:40:35
68 2118 出雲 和樹 ｲｽﾞﾓ ｶｽﾞｷ 秋田県 大仙市 姫神ＲＣ 1:40:52
69 2142 佐々木 太一 ｻｻｷ ﾀｲﾁ 岩手県 盛岡市 岩手大学 1:41:13
70 2174 水戸 信幸 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 白石市 1:41:22
71 2256 笹村 慎也 ｻｻﾑﾗ ｼﾝﾔ 秋田県 秋田市 あシロート秋田 1:41:23
72 2350 小松 賢吾 ｺﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 秋田県 秋田市 1:41:28
73 2124 佐藤 聡太 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 秋田県 秋田市 1:41:32
74 2326 北詰 千秋 ｷﾀﾂﾞﾒ ﾁｱｷ 岩手県 盛岡市 ＴＥＬ東北 1:41:55
75 2364 佐々木 龍 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 奥州市 トヨタ東日本 1:42:05
76 2212 坂本 朝洸 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 羽後町 1:42:21
77 2288 能登屋 貴広 ﾉﾄﾔ ﾀｶﾋﾛ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 1:42:47
78 2274 工藤 正寛 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 青森県 弘前市 1:42:48
79 2184 武藤 猛 ﾑﾄｳ ﾀｹｼ 秋田県 美郷町 1:42:58
80 2066 柴田 直樹 ｼﾊﾞﾀ ﾅｵｷ 秋田県 秋田市 1:42:59
81 2052 餘目 勝次 ｱﾏﾙﾒ ｶﾂｼﾞ 岩手県 平泉町 ＬＵＡＮＡＲＣ 1:43:21
82 2152 戎 伸和 ｴﾋﾞｽ ﾉﾌﾞｶﾂ 岩手県 花巻市 1:43:22
83 2321 及川 明宏 ｵｲｶﾜ ｱｷﾋﾛ 岩手県 矢巾町 1:43:33
84 2246 熊谷 孝之 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ 秋田県 大仙市 秋田県走友会 1:43:41
85 2360 三浦 浩康 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾔｽ 青森県 八戸市 八戸江陽ＣＬ 1:43:44
86 2089 高橋 綾 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 秋田県 横手市 1:43:49
87 2048 佐藤 晶英 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾃﾞ 秋田県 秋田市 ＴｅａｍＮＬＴ 1:44:09
88 2071 鈴木 秀行 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 一関市 ハピピピＲＣ 1:44:23
89 2304 遠藤 辰徳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾉﾘ 宮城県 富谷市 とちの木ＲＣ 1:44:26
90 2353 金子 圭汰 ｶﾈｺ ｹｲﾀ 山形県 酒田市 1:44:27
91 2218 森 宏樹 ﾓﾘ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 ＮＡＯＪＩＡＣ 1:44:30
92 2204 伊藤 秀典 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 山形県 寒河江市 パトラン山形 1:44:34
93 2087 佐々木 誠 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 1:44:43
94 2208 松風 裕太 ﾏﾂｶｾﾞ ﾕｳﾀ 宮城県 石巻市 角友会 1:44:55
95 2257 丸山 忠緒 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 秋田県 大仙市 雄物川みよし 1:45:03
96 2248 伊藤 正彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 宮城県 仙台市 1:45:44
97 2069 安達 智之 ｱﾀﾞﾁ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 仙台市 ７７ＭＣ 1:45:47
98 2260 餘目 崇史 ｱﾏﾙﾒ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 1:46:04
99 2136 村山 英則 ﾑﾗﾔﾏ ﾋﾃﾞﾉﾘ 秋田県 大仙市 1:46:19
100 2099 菊地 和広 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 奥州市 1:46:20
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101 2289 佐藤 寛則 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 岩手県 花巻市 1:46:32
102 2358 山田 龍 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 岩手県 盛岡市 1:46:35
103 2129 三浦 昭彦 ﾐｳﾗ ｱｷﾋｺ 宮城県 石巻市 石巻桜坂ＲＣ 1:46:43
104 2287 岩住 正明 ｲﾜｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 宮城県 美里町 1:46:49
105 2119 大友 昌樹 ｵｵﾄﾓ ﾏｻｷ 秋田県 横手市 1:47:24
106 2073 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 1:47:25
107 2116 帖佐 尚友 ﾁｮｳｻ ﾅｵﾄﾓ 宮城県 気仙沼市 チームやわらぎ 1:47:29
108 2339 鈴木 庸久 ｽｽﾞｷ ﾂﾈﾋｻ 秋田県 由利本荘市 1:47:32
109 2291 小浜 博 ｺﾊﾏ ﾋﾛｼ 宮城県 多賀城市 1:47:39
110 2084 藤田 準三 ﾌｼﾞﾀ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 秋田県 秋田市 1:47:42
111 2369 伊奈 慎介 ｲﾅ ｼﾝｽｹ 秋田県 秋田市 1:47:46
112 2366 佐々木 孝浩 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 盛岡市 ＩＧＣ 1:47:55
113 2322 大間 知行 ｵｵﾏ ﾄﾓﾕｷ 青森県 六戸町 1:48:06
114 2008 折居 康伸 ｵﾘｲ ﾔｽﾉﾌﾞ 岩手県 花巻市 1:48:10
115 2337 熊谷 哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 岩手県 盛岡市 チームテヅ 1:48:25
116 2035 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 1:48:26
117 2320 鈴木 隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 山形県 寒河江市 1:48:28
118 2078 伊藤 和紀 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 花巻市 1:48:32
119 2240 福士 満郎 ﾌｸｼ ﾐﾂｵ 岩手県 奥州市 桜屋敷 1:48:34
120 2305 小野寺 大和 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ 岩手県 一関市 1:48:39
121 2024 櫻井 勇 ｻｸﾗｲ ｲｻﾑ 秋田県 秋田市 1:48:52
122 2074 佐々木 辰也 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 岩手県 宮古市 1:48:59
123 2168 佐藤 修一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 秋田県 湯沢市 1:49:00
124 2340 斎藤 公男 ｻｲﾄｳ ｷﾐｵ 宮城県 仙台市 1:49:28
125 2185 川村 伸一 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｲﾁ 岩手県 宮古市 1:49:31
126 2139 小野寺 雅也 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾔ 岩手県 一関市 1:49:36
127 2343 矢吹 義雄 ﾔﾌﾞｷ ﾖｼｵ 福島県 田村市 1:49:58
128 2314 花田 一馬 ﾊﾅﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 宮城県 仙台市 1:50:03
129 2344 土田 達朗 ﾂﾁﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ 山形県 中山町 1:50:24
130 2363 高橋 正章 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 宮城県 東松島市 佐藤工業 1:50:34
131 2263 大間々 真一 ｵｵﾏﾏ ｼﾝｲﾁ 岩手県 滝沢市 岩手医大 1:50:37
132 2265 佐藤 努 ｻﾄｳ ﾂﾄﾑ 岩手県 矢巾町 1:50:37
133 2236 千田 正信 ﾁﾀﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ 岩手県 奥州市 岩手生工研 1:50:50
134 2294 柿沼 誉 ｶｷﾇﾏ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 1:50:53
135 2286 神田 真介 ｶﾝﾀﾞ ｼﾝｽｹ 宮城県 仙台市 日本放送協会 1:50:57
136 2026 高橋 武 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ 岩手県 北上市 1:51:01
137 2126 阿部 昌弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 石巻市 1:51:07
138 2088 中居 秀峰 ﾅｶｲ ｼｭｳﾎｳ 岩手県 紫波町 1:51:07
139 2293 原田 聡司 ﾊﾗﾀ ｻﾄｼ 秋田県 秋田市 秋田県庁 1:51:08
140 2261 鳥居 信 ﾄﾘｲ ｼﾝ 岩手県 盛岡市 タイガー 1:51:08
141 2169 菅原 孝一 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳｲﾁ 岩手県 一関市 一関楽走会 1:51:12
142 2348 平野 勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ 岩手県 盛岡市 1:51:36
143 2025 都鳥 政広 ﾄﾄﾞﾘ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 北上市 鬼柳走友会 1:51:38
144 2033 鈴木 栄 ｽｽﾞｷ ｻｶｴ 宮城県 仙台市 仙台住友台走友 1:51:46
145 2058 笹渕 裕樹 ｻｻﾌﾞﾁ ﾕｳｷ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 1:51:53
146 2167 三浦 悟 ﾐｳﾗ ｻﾄﾙ 宮城県 利府町 伊藤園 1:51:58
147 2181 小野寺 洋 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 1:52:02
148 2368 伊東 範光 ｲﾄｳ ﾉﾘﾐﾂ 秋田県 北秋田市 1:52:06
149 2180 阿部 守克 ｱﾍﾞ ﾓﾘｶﾂ 宮城県 東松島市 たんぽぽ 1:52:07
150 2163 有明 順 ｱﾘｱｹ ｼﾞｭﾝ 秋田県 秋田市 1:52:08
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151 2108 及川 満伸 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ 岩手県 陸前高田市 1:52:11
152 2182 船山 昌樹 ﾌﾅﾔﾏ ﾏｻｷ 宮城県 仙台市 1:52:26
153 2375 藤澤 秀一 ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾕｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 1:52:38
154 2002 貝山 信秀 ｶｲﾔﾏ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ 宮城県 仙台市 ニューフレンド 1:53:03
155 2264 稲荷森 輝明 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾃﾙｱｷ 岩手県 盛岡市 1:53:13
156 2195 畠山 俊行 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄｼﾕｷ 岩手県 盛岡市 1:53:20
157 2134 伊藤 勝也 ｲﾄｳ ｶﾂﾔ 岩手県 花巻市 1:53:29
158 2315 高橋 和夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 岩手県 北上市 1:53:34
159 2374 千葉 仁 ﾁﾊﾞ ﾋﾄｼ 岩手県 盛岡市 1:53:44
160 2013 佐藤 亙 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 秋田県 大仙市 ｓｙａｔｅｎｚ 1:53:45
161 2093 大泉 公司 ｵｵｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ 宮城県 村田町 1:53:52
162 2200 大森 範孝 ｵｵﾓﾘ ﾉﾘﾀｶ 秋田県 秋田市 ＩＮＡＺＵＭＡ 1:54:11
163 2233 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 1:54:15
164 2244 佐藤 香夫 ｻﾄｳ ｺｳﾌ 宮城県 仙台市 1:54:17
165 2269 津内口 昌紀 ﾂﾅｲｸﾞﾁ ﾏｻｷ 岩手県 久慈市 1:54:20
166 2183 戸嶋 藤典 ﾄｼﾏ ﾌｼﾞﾉﾘ 秋田県 大仙市 1:54:30
167 2313 畠山 健 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｹｼ 秋田県 秋田市 1:54:40
168 2083 福岡 彰 ﾌｸｵｶ ｱｷﾗ 秋田県 大館市 ぎにゅう特戦隊 1:54:47
169 2158 鈴木 卓也 ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 1:54:57
170 2328 澤石 辰雄 ｻﾜｲｼ ﾀﾂｵ 宮城県 仙台市 ときめきＲ仙台 1:54:58
171 2214 多田 和希 ﾀﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩手県 花巻市 1:55:05
172 2160 高橋 章 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 仙台市交通局 1:55:06
173 2216 細越 昭弘 ﾎｿｺﾞｼ ｱｷﾋﾛ 岩手県 宮古市 1:55:07
174 2085 中川 直之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 岩手県 宮古市 きょうたくＲＣ 1:55:09
175 2341 渋谷 政男 ｼﾌﾞﾔ ﾏｻｵ 山形県 中山町 1:55:15
176 2308 氏家 修 ｳｼﾞｲｴ ｵｻﾑ 岩手県 一関市 1:55:16
177 2210 鈴木 厚 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 1:55:38
178 2179 植野 歩未 ｳｴﾉ ｱﾕﾐ 岩手県 盛岡市 1:56:15
179 2018 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 1:56:18
180 2009 水野 幸一 ﾐｽﾞﾉ ｺｳｲﾁ 秋田県 秋田市 秋田県立大学 1:56:20
181 2193 小松 学 ｺﾏﾂ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 盛岡市 1:56:34
182 2123 及川 英俊 ｵｲｶﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 岩手県 盛岡市 1:56:41
183 2015 藤原 広志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 ヤックコーＲＣ 1:56:43
184 2267 畠山 透 ﾊﾀﾔﾏ ﾄｵﾙ 宮城県 加美町 チームハタプロ 1:56:47
185 2189 能勢 敏明 ﾉｾ ﾄｼｱｷ 秋田県 にかほ市 1:56:51
186 2027 小野寺 仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ 岩手県 一関市 後藤工建（株） 1:57:16
187 2252 中村 洋 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 岩手県 盛岡市 1:57:24
188 2221 石塚 誠 ｲｼﾂﾞｶ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 1:57:29
189 2154 武部 厚 ﾀｹﾍﾞ ｱﾂｼ 秋田県 大仙市 1:57:46
190 2342 長谷川 敬 ﾊｾｶﾞﾜ ｹｲ 宮城県 栗原市 長谷川新聞店 1:57:59
191 2171 佐々木 宏幸 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 秋田市 1:58:22
192 2135 成田 尚志 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 1:58:47
193 2128 渋谷 融 ｼﾌﾞﾔ ﾄｵﾙ 宮城県 柴田町 白石ハウビング 1:59:02
194 2120 伊藤 勝 ｲﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県 仙台市 愛子観光 1:59:49
195 2178 亀井 凉一 ｶﾒｲ ﾘｮｳｲﾁ 岩手県 奥州市 前沢いきスポ 1:59:52
196 2022 市村 正雄 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻｵ 岩手県 葛巻町 葛巻走友クラブ 2:00:06
197 2109 照井 和也 ﾃﾙｲ ｶｽﾞﾔ 岩手県 盛岡市 2:00:39
198 2215 畠山 大和 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾀｶ 岩手県 紫波町 2:00:50
199 2209 山本 高雪 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾕｷ 岩手県 北上市 チーム山 2:00:53
200 2172 浅沼 充志 ｱｻﾇﾏ ｱﾂｼ 岩手県 花巻市 2:01:15
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201 2370 小野 寿朗 ｵﾉ ｼﾞｭﾛｳ 宮城県 仙台市 2:01:45
202 2243 高橋 壮一郎 ﾀｶﾊｼ ｿｳｲﾁﾛｳ 宮城県 多賀城市 2:01:54
203 2347 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 秋田県 由利本荘市 秋田市 2:02:00
204 2355 齊藤 善光 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 青森県 青森市 ネッシー研究会 2:02:07
205 2245 鈴木 誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 宮城県 栗原市 2:02:24
206 2247 小山 光雄 ｵﾔﾏ ﾐﾂｵ 宮城県 富谷市 2:02:29
207 2278 佐伯 輝彦 ｻｴｷ ﾃﾙﾋｺ 宮城県 亘理町 アーキサポータ 2:02:30
208 2354 館山 政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ 秋田県 秋田市 走れ！ペンギン 2:02:35
209 2007 大槻 千春 ｵｵﾂｷ ﾁﾊﾙ 宮城県 仙台市 2:02:40
210 2111 堂前 勇悟 ﾄﾞｳｾﾞﾝ ﾕｳｺﾞ 岩手県 雫石町 2:02:56
211 2054 小幡谷 秀美 ｵﾊﾞﾀﾔ ﾋﾃﾞﾐ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:02:56
212 2143 髙橋 勝幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 宮城県 栗原市 あさとあゆ 2:03:00
213 2309 小林 隆 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 塩釜宝生会 2:03:44
214 2165 湊屋 淳 ﾐﾅﾄﾔ ｼﾞｭﾝ 秋田県 北秋田市 2:03:46
215 2323 古積 信之 ｺﾂﾞﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 2:03:55
216 2298 小松 大介 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 花巻市 2:03:59
217 2324 日向 満 ﾋﾅﾀ ﾐﾂﾙ 岩手県 盛岡市 2:04:05
218 2316 陳岡 勝彦 ｼﾞﾝｶﾞｵｶ ｶﾂﾋｺ 岩手県 盛岡市 2:04:08
219 2095 佐々木 浩平 ｻｻｷ ｺｳﾍｲ 秋田県 羽後町 羽後町役場 2:04:26
220 2036 五十嵐 竹雄 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｵ 秋田県 横手市 2:04:44
221 2259 熊谷 浩 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾛｼ 宮城県 名取市 チームクマ 2:05:05
222 2115 船木 元 ﾌﾅｷ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 潟上市 2:05:16
223 2188 阿部 宏見 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 秋田県 湯沢市 阿部健吉商店 2:05:31
224 2176 細川 慎一 ﾎｿｶﾜ ｼﾝｲﾁ 岩手県 一関市 一関楽走会 2:05:44
225 2330 谷口 昌央 ﾀﾆｸﾞﾁ ｱｷｵ 岩手県 一関市 2:05:49
226 2302 佐々木 康二 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 2:05:55
227 2251 千田 弘治 ﾁﾀﾞ ｺｳｼﾞ 岩手県 北上市 2:06:21
228 2296 小林 淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城県 仙台市 2:06:27
229 2253 小原 学 ｵﾊﾞﾗ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 北上市 2:06:44
230 2235 高橋 幸世 ﾀｶﾊｼ ﾕｷﾖ 岩手県 北上市 チーム鎌倉 2:06:44
231 2053 佐藤 一彦 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 大崎市 Ｔあさとあゆ 2:07:13
232 2276 高村 和人 ﾀｶﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 岩手県 盛岡市 ハナチャン 2:07:28
233 2101 武者 文幸 ﾑｼｬ ﾌﾐﾕｷ 宮城県 仙台市 2:07:32
234 2045 鈴木 智大 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 花巻市 2:07:33
235 2157 塩沢 修 ｼｵｻﾞﾜ ｵｻﾑ 宮城県 仙台市 クラブＲ２東北 2:07:38
236 2125 伊藤 和生 ｲﾄｳ ｶｽﾞｵ 宮城県 仙台市 大崎市民病院 2:07:43
237 2192 佐合 肇 ｻｺﾞｳ ﾊｼﾞﾒ 青森県 八戸市 2:07:51
238 2056 藤本 徹 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾄｵﾙ 岩手県 北上市 北上 小原建設 2:07:54
239 2043 大塚 守男 ｵｵﾂｶ ﾓﾘｵ 岩手県 北上市 2:08:07
240 2327 竹川 訓由 ﾀｹｶﾜ ｸﾆﾕｷ 宮城県 仙台市 2:08:23
241 2319 齊藤 貴徳 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 青森県 弘前市 2:08:25
242 2004 井川 勇 ｲｶﾜ ｲｻﾑ 秋田県 秋田市 2:08:26
243 2202 吉田 真彦 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 岩手県 花巻市 2:08:36
244 2082 太田 司 ｵｵﾀ ﾂｶｻ 宮城県 大崎市 わんや産婦人科 2:08:44
245 2017 佐々木 政夫 ｻｻｷ ﾏｻｵ 宮城県 角田市 チーム北斗 2:08:48
246 2080 奥島 繁 ｵｸｼﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 北上市 2:08:53
247 2032 佐藤 圭 ｻﾄｳ ｹｲ 岩手県 花巻市 2:09:03
248 2295 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 秋田県 秋田市 2:09:12
249 2031 小幡谷 明 ｵﾊﾞﾀﾔ ｱｷﾗ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 2:09:25
250 2127 藤巻 和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 角田市 2:09:39
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251 2098 澤山 太 ｻﾜﾔﾏ ﾌﾄｼ 岩手県 紫波町 2:09:50
252 2285 久保田 仁恒 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾝｺｳ 秋田県 仙北市 チームテヅ 2:10:01
253 2130 髙橋 喜勝 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｶﾂ 岩手県 盛岡市 県オイルターミ 2:10:22
254 2092 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 山形県 鶴岡市 2:10:34
255 2223 熊谷 義郎 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾛｳ 岩手県 奥州市 2:10:35
256 2306 星野 明彦 ﾎｼﾉ ｱｷﾋｺ 岩手県 北上市 2:10:48
257 2029 吉田 武弘 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 岩手県 一関市 花泉らんらん 2:11:02
258 2067 池田 幸 ｲｹﾀﾞ ﾐﾕｷ 福島県 郡山市 郡山健走会 2:11:26
259 2042 山内 正和 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 秋田県 湯沢市 2:11:34
260 2040 溝渕 郁夫 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ｲｸｵ 岩手県 西和賀町 2:11:58
261 2224 久保 嘉一 ｸﾎﾞ ﾖｼｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 2:12:11
262 2079 佐藤 勇太 ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 秋田県 羽後町 2:12:27
263 2301 黒沢 清哉 ｸﾛｻﾜ ｾｲﾔ 岩手県 盛岡市 2:13:24
264 2106 秋山 興仁 ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県 栗原市 虎の穴 2:13:27
265 2213 佐々木 淳 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 宮城県 多賀城市 2:13:39
266 2133 吉田 希望 ﾖｼﾀﾞ ｷﾎﾞｳ 秋田県 大館市 2:13:41
267 2239 増山 定 ﾏｽﾔﾏ ｻﾀﾞﾑ 宮城県 仙台市 よしだ眼科ＣＬ 2:13:41
268 2333 田中 幸夫 ﾀﾅｶ ﾕｷｵ 青森県 八戸市 2:13:44
269 2005 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 2:13:58
270 2205 米倉 文男 ﾖﾈｸﾗ ﾌﾐｵ 岩手県 奥州市 ＮＴＴ東ー岩手 2:14:15
271 2226 吉崎 明人 ﾖｼｻﾞｷ ﾄﾓｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 2:14:16
272 2325 村上 幸男 ﾑﾗｶﾐ ｻﾁｵ 岩手県 奥州市 2:14:56
273 2284 柏葉 義彦 ｶｼﾜﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 岩手県 北上市 2:15:33
274 2016 菅野 賢治 ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 2:16:46
275 2041 関田 慶徳 ｾｷﾀ ｹｲﾄｸ 秋田県 秋田市 2:16:55
276 2121 柴田 剛 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞｳ 岩手県 北上市 北上ＪＲＣ 2:17:00
277 2020 浅賀 洋之 ｱｻｶﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 仙台市 ｔｂｃジョガー 2:17:53
278 2254 勝又 至 ｶﾂﾏﾀ ｲﾀﾙ 宮城県 石巻市 土手ラン友の会 2:18:09
279 2197 小室 拓也 ｺﾑﾛ ﾀｸﾔ 宮城県 白石市 パトラン宮城 2:18:17
280 2141 沼倉 信幸 ﾇﾏｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 登米市 2:18:24
281 2086 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 岩手県 大船渡市 目指せホノルル 2:18:50
282 2094 渡邉 不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 岩手県 八幡平市 しゃべらん 2:19:11
283 2147 大久保 文彦 ｵｵｸﾎﾞ ﾌﾐﾋｺ 青森県 八戸市 はやて走友会 2:19:32
284 2011 大賀 貞義 ｵｵｶﾞ ｻﾀﾞﾖｼ 福島県 相馬市 2:19:59
285 2132 千葉 樹 ﾁﾊﾞ ﾀﾂﾙ 岩手県 金ｹ崎町 デジアイズ 2:20:26
286 2299 橋本 遼 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 岩手県 雫石町 2:20:31
287 2091 上原 隆士 ｳｴﾊﾗ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 損保ジャパン 2:20:46
288 2234 原田 守 ﾊﾗﾀ ﾏﾓﾙ 秋田県 羽後町 2:21:05
289 2371 大坪 章二 ｵｵﾂﾎﾞ ｼｮｳｼﾞ 青森県 青森市 古希倶楽部 2:21:23
290 2318 大宮 幸男 ｵｵﾐﾔ ﾕｷｵ 宮城県 仙台市 2:21:30
291 2014 菊地 政伸 ｷｸﾁ ﾏｻﾉﾌﾞ 秋田県 横手市 Ｍ・Ｇ・Ｑ・Ｃ 2:21:37
292 2030 伊藤 秀範 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岩手県 北上市 美童 2:21:54
293 2349 川村 明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 岩手県 矢巾町 盛岡走友会 2:23:11
294 2150 高橋 秀到 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 秋田県 秋田市 2:23:43
295 2003 小野寺 久行 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋｻﾕｷ 宮城県 仙台市 ホノルル走ろう会 2:24:28
296 2198 本郷 章浩 ﾎﾝｺﾞｳ ｱｷﾋﾛ 宮城県 多賀城市 2:24:30
297 2044 最上 伸司 ﾓｶﾞﾐ ｼﾝｼﾞ 秋田県 秋田市 チキンクラブ 2:24:52
298 2019 小嶋 毅 ｵｼﾞﾏ ﾂﾖｼ 宮城県 石巻市 ＦＣＲＣ 2:25:05
299 2281 船野 伸司 ﾌﾅﾉ ｼﾝｼﾞ 宮城県 富谷市 チーム損保 2:25:14
300 2297 玉懸 彰 ﾀﾏｶｹ ｱｷﾗ 青森県 十和田市 2:25:15
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301 2081 藤原 真吾 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 秋田県 羽後町 2:25:16
302 2219 佐藤 実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 岩手県 北上市 走る蕎麦屋 2:26:11
303 2272 宮川 翔平 ﾐﾔｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 岩手県 花巻市 2:26:48
304 2137 南幅 浩一 ﾐﾅﾐﾊﾊﾞ ｺｳｲﾁ 岩手県 矢巾町 南矢幅ＡＣ 2:27:02
305 2104 豊田 範幸 ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ 秋田県 秋田市 チーム東北 2:27:28
306 2311 三浦 彦輝 ﾐｳﾗ ﾋｺﾃﾙ 岩手県 八幡平市 2:27:47
307 2338 高橋 博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 奥州市 2:27:59
308 2046 齊藤 重信 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 Ａ．Ｔ．Ｍ＋Ｓ 2:29:10
309 2001 小沼 繁 ｵﾇﾏ ｼｹﾞﾙ 岩手県 紫波町 2:30:34
310 2065 熊谷 賢 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝ 岩手県 盛岡市 秋田賢人会 2:30:50
311 2077 赤坂 光広 ｱｶｻｶ ｺｳﾋﾛ 岩手県 紫波町 2:33:06
312 2268 竹花 浩二 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 2:36:54
313 2336 坂本 公児 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 さかもと整形 2:39:53
314 2131 深田 悦康 ﾌｶﾀﾞ ﾖｼﾔｽ 福島県 いわき市 2:43:09
315 2051 佐藤 光二 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 2:44:04
316 2273 藤原 行雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｷｵ 岩手県 矢巾町 2:49:33
317 2021 竹浪 清春 ﾀｹﾅﾐ ｷﾖﾊﾙ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:50:16
318 2023 十文字 忠雄 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞ ﾀﾀﾞｵ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 2:50:17
319 2063 田口 正 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 秋田県 秋田市 秋田 白洋 2:54:20
320 2220 渡辺 義博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 北上市 日三鉄工株式会 2:55:28
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