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1 345 相澤 信也 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 宮城県 大崎市 ＹＫＫＡＰ東北 0:36:13
2 338 鈴木 浩一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ 宮城県 大崎市 風·虹·紅 0:36:34
3 375 小園 守 ｺｿﾞﾉ ﾏﾓﾙ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 0:37:14
4 342 木所 英昭 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 青森県 八戸市 水産研究所 0:37:17
5 318 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県 大仙市 チーム土手ラン 0:37:29
6 336 梅津 賢一 ｳﾒﾂ ｹﾝｲﾁ 秋田県 大仙市 エイブリック 0:37:58
7 334 菅井 正典 ｽｶﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 名取市 トーキン 0:38:17
8 404 伊藤 博幸 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 大仙市 西明寺中学校 0:38:20
9 320 佐藤 雅敬 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:39:15
10 316 大久保 彰二 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾂｸﾞ 宮城県 加美町 おおさきＲＣ 0:39:47
11 402 三井 隆弘 ﾐﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 滝沢市 0:40:09
12 400 鬼柳 広樹 ｵﾆﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:40:19
13 302 石川 一幸 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ 山形県 山形市 山形市役所ＡＣ 0:40:22
14 399 千葉 桂介 ﾁﾊﾞ ｹｲｽｹ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 0:40:37
15 389 黒澤 真孝 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾀｶ 秋田県 鹿角市 0:40:57
16 311 畠山 和佳美 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾜｶﾐ 宮城県 仙台市 0:43:18
17 387 加藤 昭人 ｶﾄｳ ｱｷﾋﾄ 岩手県 奥州市 シチズン奥州 0:43:21
18 417 松山 隆一 ﾏﾂﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 秋田県 由利本荘市 秋田ランナーズ 0:43:52
19 366 米沢 晃 ﾖﾈｻﾞﾜ ｱｷﾗ 秋田県 秋田市 0:44:34
20 323 山田 研 ﾔﾏﾀﾞ ｹﾝ 岩手県 住田町 住田町役場 0:45:25
21 413 千田 宏輝 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ 岩手県 一関市 0:46:30
22 349 清水 東吾 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｺﾞ 秋田県 秋田市 0:46:42
23 340 高橋 治彦 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 仙台市 宮城高教組 0:46:58
24 394 高橋 正治 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾊﾙ 岩手県 雫石町 ジャンプ部 0:47:07
25 313 赤平 一夫 ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｵ 秋田県 湯沢市 秋田県走友会 0:47:09
26 386 秋元 文男 ｱｷﾓﾄ ﾌﾐｵ 秋田県 秋田市 0:47:43
27 317 佐藤 健一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 岩手県 北上市 0:48:11
28 306 千田 英城 ﾁﾀﾞ ﾋﾃﾞｼﾛ 宮城県 栗原市 0:48:22
29 423 山本 正喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 秋田県 横手市 藤原楽走会 0:49:00
30 392 浅沼 慎 ｱｻﾇﾏ ｼﾝ 岩手県 盛岡市 0:49:41
31 370 柴田 眞悟 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 秋田県 横手市 ポプラーレ 0:49:48
32 369 菅原 一生 ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ 岩手県 滝沢市 0:50:02
33 356 角津田 昭久 ｶｸﾂﾀﾞ ｱｷﾋｻ 岩手県 北上市 0:50:05
34 314 梅川 洋 ｳﾒｶﾜ ﾋﾛｼ 岩手県 西和賀町 西和賀マスターズ 0:50:06
35 393 田中 正志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 岩手県 盛岡市 大槌走友会 0:50:11
36 325 志和 一実 ｼﾜ ｶｽﾞﾐ 岩手県 山田町 0:50:14
37 408 吉田 菊昌 ﾖｼﾀﾞ ｷｸﾏｻ 秋田県 秋田市 0:50:20
38 382 堀川 学 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 金ｹ崎町 Ｓｈｕｋｏ 0:51:25
39 324 畠山 敦 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 わかみ歯科ＲＣ 0:51:55
40 373 齋藤 仁 ｻｲﾄｳ ﾋﾄｼ 秋田県 由利本荘市 0:52:04
41 329 鈴木 均 ｽｽﾞｷ ﾋﾄｼ 宮城県 仙台市 ＷＤＣ 0:52:14
42 371 佐藤 和久 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋｻ 秋田県 秋田市 0:52:19
43 414 秋田 尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ 岩手県 盛岡市 0:52:20
44 407 小野寺 孝之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 宮城県 気仙沼市 チーム漁栄丸 0:52:20
45 322 阿部 文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県 仙台市 0:52:35
46 391 熊谷 浩二 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 0:52:36
47 390 氏家 俊樹 ｳｼﾞｲｴ ﾄｼｷ 宮城県 栗原市 宝来ランナーズ 0:53:06
48 410 横山 正則 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 美里町 0:53:22
49 381 熊谷 勝文 ｸﾏｶﾞｲ ｶﾂﾌﾐ 岩手県 奥州市 0:53:38
50 328 佐藤 博文 ｻﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 秋田県 大仙市 0:53:45
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51 365 佐藤 正芳 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 宮城県 栗原市 ＪＡ新みやぎ 0:53:56
52 339 菊池 紀人 ｷｸﾁ ﾉﾘﾋﾄ 岩手県 奥州市 奥州前沢ＡＣ 0:54:05
53 337 小野寺 茂 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞﾙ 岩手県 一関市 0:54:20
54 352 日下 秀一 ｸｻｶ ｼｭｳｲﾁ 宮城県 東松島市 0:54:44
55 308 奥山 一博 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 秋田県 湯沢市 皆瀬郵便局 0:54:50
56 363 杉山 卓也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 秋田県 秋田市 0:55:22
57 327 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 宮城県 多賀城市 0:55:23
58 343 佐藤 一広 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 秋田県 秋田市 0:55:23
59 409 大志田 憲 ｵｵｼﾀﾞ ｹﾝ 岩手県 盛岡市 0:56:14
60 384 菊池 康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ 岩手県 住田町 0:56:15
61 396 清野 隆 ｾｲﾉ ﾀｶｼ 福島県 伊達市 0:56:19
62 383 三浦 孝洋 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 盛岡市 盛岡市上下水 0:56:33
63 377 稲葉 孝 ｲﾅﾊﾞ ﾀｶｼ 岩手県 金ｹ崎町 0:56:36
64 405 島田 秀昭 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県 多賀城市 0:56:51
65 360 武田 克彦 ﾀｹﾀﾞ ｶﾂﾋｺ 岩手県 雫石町 昭栄建設 0:56:56
66 309 安藤 敦 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 ＲＵＮＺ’Ｓ 0:57:03
67 364 澤栗 讓 ｻﾜｸﾘ ﾕｽﾞﾙ 宮城県 仙台市 0:57:39
68 374 草木 昭夫 ｸｻｷ ｱｷｵ 岩手県 宮古市 0:57:54
69 388 津田 政明 ﾂﾀﾞ ﾏｻｱｷ 宮城県 大河原町 チームまさやん 0:58:02
70 403 佐藤 高規 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 秋田県 横手市 0:58:05
71 421 小野 健 ｵﾉ ｹﾝ 岩手県 花巻市 0:58:14
72 312 久米 均 ｸﾒ ﾋﾄｼ 秋田県 秋田市 拳骨セピア 0:58:34
73 332 今野 英樹 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 北上市 0:58:38
74 418 角田 直樹 ｶｸﾀ ﾅｵｷ 岩手県 遠野市 遠野トライアス 0:59:04
75 372 田中 純一 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 0:59:05
76 333 高橋 昭宏 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 秋田県 横手市 横手蘭走会 0:59:14
77 326 千葉 昌典 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 仙台市 レジェラン台湾 0:59:25
78 335 照井 勝 ﾃﾙｲ ﾏｻﾙ 秋田県 湯沢市 0:59:51
79 361 菊池 賢 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 釜石市 釜石清掃企業 1:01:01
80 401 佐々木 勝弘 ｻｻｷ ｶﾂﾋﾛ 福島県 福島市 1:01:02
81 395 大野 佐知夫 ｵｵﾉ ｻﾁｵ 秋田県 羽後町 1:01:25
82 412 高橋 央 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 岩手県 北上市 1:02:16
83 346 菊池 浩 ｷｸﾁ ｺｳ 岩手県 北上市 1:03:13
84 424 栗田 茂幸 ｸﾘﾀ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 愛走高屋敷 1:03:46
85 385 加藤 誠 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 1:04:04
86 350 登内 芳也 ﾄﾉｳﾁ ﾖｼﾔ 岩手県 北上市 フロムゼロ 1:04:43
87 376 森 秀明 ﾓﾘ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県 石巻市 1:04:44
88 301 佐々木 徳一 ｻｻｷ ﾉﾘｶｽﾞ 宮城県 仙台市 1:04:48
89 331 金野 雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 岩手県 陸前高田市 いわてゆるラン 1:04:58
90 321 近藤 重樹 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞｷ 秋田県 秋田市 1:05:12
91 378 千田 智 ﾁﾀﾞ ｻﾄｼ 岩手県 奥州市 1:05:26
92 411 鹿野 純之介 ｶﾉ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 岩手県 盛岡市 1:07:32
93 330 正部家 信一 ｼｮｳﾌﾞｹ ｼﾝｲﾁ 岩手県 花巻市 1:07:34
94 304 藤原 公男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｷﾐｵ 岩手県 盛岡市 1:08:10
95 422 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 さっと会 1:08:21
96 367 白旗 健志 ｼﾗﾊﾀ ｹﾝｼﾞ 岩手県 盛岡市 1:08:24
97 351 高橋 雅則 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 北上市 チーム島鳥 1:08:25
98 359 奥津 彰 ｵｸﾂ ｱｷﾗ 宮城県 大崎市 1:08:38
99 341 山田 剛 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 秋田県 秋田市 1:09:23
100 416 佐藤 秀行 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 秋田県 横手市 スズケン 1:11:01
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101 379 白岩 邦夫 ｼﾗｲﾜ ｸﾆｵ 岩手県 遠野市 日鉄物流釜石 1:12:02
102 344 佐藤 稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 岩手県 北上市 ＤＴＦ 1:14:29
103 406 後藤 大 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲ 宮城県 塩竈市 1:15:17
104 353 大坂 隆 ｵｵｻｶ ﾀｶｼ 青森県 八戸市 1:17:09
105 303 熊谷 善弘 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 利府町 りふスポーツ 1:18:26
106 307 大槻 洋一 ｵｵﾂｷ ﾖｳｲﾁ 宮城県 仙台市 1:19:03
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