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1 665 千田 布美夫 ﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 0:37:24
2 535 佐野 信幸 ｻﾉ ｼﾝｺｳ 秋田県 横手市 横手市陸協 0:39:41
3 662 石岡 尊広 ｲｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 青森県 青森市 青森市役所 0:39:55
4 590 山田 孝志 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶｼ 福島県 伊達市 ふくしま持久力 0:40:13
5 562 千葉 薫 ﾁﾊﾞ ｶｵﾙ 秋田県 湯沢市 湯沢雄勝陸協 0:40:41
6 606 川野 千代人 ｶﾜﾉ ﾁﾖﾄ 岩手県 滝沢市 ちよトモくらぶ 0:42:55
7 518 髙橋 実 ﾀｶﾊｼ ﾐﾉﾙ 宮城県 栗原市 築館ＲＣ 0:42:57
8 502 佐藤 昭宏 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:43:44
9 503 瀧口 彰二 ﾀｷｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 宮城県 多賀城市 ２２ＲＯＢ 0:43:51
10 620 高橋 充 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ 宮城県 仙台市 0:43:54
11 671 阿部 武喜 ｱﾍﾞ ﾀｹｷ 青森県 弘前市 弘前公園ＲＣ 0:44:03
12 654 齋藤 祐二 ｻｲﾄｳ ﾕｳｼﾞ 岩手県 一関市 一関楽走会 0:44:09
13 519 菊田 和夫 ｷｸﾀ ｶｽﾞｵ 岩手県 一関市 いつくしランナ 0:44:29
14 624 梅津 巧 ｳﾒﾂ ｺｳ 岩手県 奥州市 0:44:46
15 646 北林 武彦 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋｺ 秋田県 大館市 ＪＲ大湊駅ＯＢ 0:45:28
16 549 佐藤 美津紀 ｻﾄｳ ﾐﾂｷ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:45:32
17 617 安部 公郎 ｱﾍﾞ ｺｳﾛｳ 岩手県 盛岡市 麦酒走友会 0:45:40
18 678 照井 義宣 ﾃﾙｲ ﾖｼﾉﾌﾞ 秋田県 美郷町 0:45:44
19 566 大庭 春彦 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ 秋田県 横手市 ４月会 0:45:45
20 564 山口 正行 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ 岩手県 滝沢市 盛岡走友会 0:46:14
21 640 佐藤 由秋 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 岩手県産 0:46:18
22 651 中村 剛裕 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 矢巾町 0:46:19
23 614 小原 史也 ｵﾊﾞﾗ ﾌﾐﾔ 岩手県 北上市 和賀クラブ 0:46:44
24 603 齋藤 日出美 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾐ 岩手県 一関市 0:47:17
25 525 保坂 典雄 ﾎｻｶ ﾉﾘｵ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:47:28
26 683 細井 浩二 ﾎｿｲ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 0:48:30
27 616 淡路 次男 ｱﾜｼﾞ ﾂｷﾞｵ 秋田県 秋田市 0:48:38
28 687 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 0:48:47
29 686 金野 忠善 ｺﾝﾉ ﾀﾀﾞﾖｼ 秋田県 能代市 共和オイル 0:49:02
30 578 三浦 司 ﾐｳﾗ ﾂｶｻ 秋田県 秋田市 チームＡＣＲ 0:49:25
31 509 佐々木 弘 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 宮城県 大崎市 大崎田尻倶楽部 0:49:29
32 643 矢作 一廣 ﾔﾊｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 仙台市 0:49:45
33 585 根 新栄 ｺﾝ ｼﾝｴｲ 秋田県 潟上市 0:49:51
34 685 伊東 孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 0:49:56
35 659 柿木 栄一 ｶｷｷ ｴｲｲﾁ 岩手県 雫石町 0:49:57
36 510 中里 薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ 岩手県 一関市 チームさわなり 0:49:59
37 547 井関 由紀夫 ｲｾｷ ﾕｷｵ 秋田県 大仙市 大曲走友会 0:50:10
38 670 柿沼 雅一 ｶｷﾇﾏ ﾏｻｲﾁ 宮城県 仙台市 0:50:24
39 522 赤坂 裕司 ｱｶｻｶ ﾕｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 岩手マスターズ 0:50:31
40 501 武田 清 ﾀｹﾀﾞ ｷﾖｼ 秋田県 大仙市 大曲農協ＯＢ 0:50:48
41 526 松井 新悦 ﾏﾂｲ ｼﾝｴﾂ 秋田県 横手市 ＮＡＡクラブ 0:50:50
42 581 加藤 達也 ｶﾄｳ ﾀﾂﾔ 秋田県 横手市 （株）ヴァルモード 0:50:51
43 657 八重樫 充寛 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂﾋﾛ 岩手県 花巻市 花巻走友会 0:50:56
44 672 西川 幸一 ﾆｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 青森県 青森市 0:51:07
45 505 高橋 朋彦 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋｺ 秋田県 羽後町 0:51:11
46 532 髙橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 地球防衛軍能代 0:51:20
47 533 鹿野 八弥 ｶﾉ ﾊﾁﾔ 宮城県 東松島市 鳴瀬走ろう会 0:51:23
48 515 八重樫 光徳 ﾔｴｶﾞｼ ﾐﾂﾉﾘ 岩手県 花巻市 笹間クラブ 0:51:32
49 598 佐藤 康夫 ｻﾄｳ ﾔｽｵ 岩手県 北上市 ＷＤＣ 0:51:50
50 608 細川 広 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 宮城県 石巻市 0:52:12
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51 565 瀬川 昌也 ｾｶﾞﾜ ﾏｻﾔ 秋田県 湯沢市 0:52:19
52 530 小野寺 晃 ｵﾉﾃﾞﾗ 岩手県 一関市 0:52:53
53 636 庄司 勝彦 ｼｮｳｼﾞ ｶﾂﾋｺ 宮城県 石巻市 0:52:55
54 679 枝 幸基 ｴﾀﾞ ﾖｼｷ 宮城県 仙台市 0:52:59
55 618 根岸 良実 ﾈｷﾞｼ ﾖｼﾐ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 0:53:17
56 552 生田 明 ｲｸﾀ ｱｷﾗ 秋田県 大仙市 0:53:24
57 521 齋藤 幸一 ｻｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 0:53:29
58 516 亀井 博文 ｶﾒｲ ﾋﾛﾌﾐ 岩手県 奥州市 0:53:34
59 577 高橋 茂 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾙ 岩手県 北上市 南部電気工事 0:53:39
60 597 渋谷 道明 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾁｱｷ 秋田県 横手市 0:53:55
61 586 加賀谷 卓 ｶｶﾞﾔ ﾀｶｼ 秋田県 秋田市 0:54:12
62 648 遠藤 力 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁｶﾗ 岩手県 八幡平市 八幡平市 0:54:24
63 675 及川 正之 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 0:54:54
64 540 村田 三男 ﾑﾗﾀ ﾐﾂｵ 秋田県 横手市 山内クラブ 0:55:02
65 684 北嶋 司 ｷﾀｼﾏ ﾂｶｻ 岩手県 盛岡市 0:55:09
66 647 土屋 厚 ﾂﾁﾔ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 0:55:17
67 573 石川 光也 ｲｼｶﾜ ﾐﾂﾔ 岩手県 盛岡市 0:55:27
68 627 小成 良二 ｺﾅﾘ ﾘｮｳｼﾞ 岩手県 宮古市 風を抜け倶楽部 0:55:34
69 656 工藤 政志 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｼ 青森県 黒石市 （有）工藤建設 0:55:42
70 601 神原 邦男 ｶﾝﾊﾞﾗ ｸﾆｵ 秋田県 横手市 横手蘭走会 0:55:54
71 550 千田 君男 ﾁﾀﾞ ｷﾐｵ 宮城県 登米市 灯里陸上部 0:56:00
72 674 佐藤 宏和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 0:56:16
73 592 伊藤 徳雄 ｲﾄｳ ﾉﾘｵ 岩手県 奥州市 クリエイト 0:56:34
74 682 斉藤 哲也 ｻｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 秋田県 秋田市 0:56:37
75 531 渡部 重義 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｹﾞﾖｼ 宮城県 仙台市 0:56:42
76 652 大谷地 一夫 ｵｵﾔﾁ ｶｽﾞｵ 岩手県 雫石町 くどモク走友会 0:56:45
77 633 佐藤 秀一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 宮城県 仙台市 0:56:55
78 599 佐々浪 貴之 ｻｻﾅﾐ ﾀｶﾕｷ 岩手県 盛岡市 0:57:16
79 511 今野 昌利 ｺﾝﾉ ﾏｻﾄｼ 宮城県 石巻市 ザ・完走 0:57:18
80 513 佐々木 正彦 ｻｻｷ ﾏｻﾋｺ 宮城県 美里町 ＭＰＲＣ 0:57:50
81 635 工藤 克也 ｸﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 秋田県 能代市 0:57:55
82 551 小松 武 ｺﾏﾂ ﾀｹｼ 秋田県 秋田市 0:57:58
83 681 三浦 雅人 ﾐｳﾗ ﾏｻﾄ 秋田県 秋田市 ＡＡＢランナー 0:58:03
84 570 伊藤 修 ｲﾄｳ ｵｻﾑ 秋田県 秋田市 0:58:19
85 660 村井 繁 ﾑﾗｲ ｼｹﾞﾙ 秋田県 八郎潟町 白神俱楽部 0:58:30
86 569 正木 孝義 ﾏｻｷ ﾀｶﾖｼ 秋田県 秋田市 ヨコモリノオカ 0:58:51
87 504 村上 敦 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｼ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 0:59:08
88 661 佐々木 晴孝 ｻｻｷ ｾｲｺｳ 秋田県 横手市 走汗酔横手 0:59:25
89 507 平塚 孝行 ﾋﾗﾂｶ ﾀｶﾕｷ 宮城県 東松島市 鳴瀬走ろう会 0:59:27
90 567 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 0:59:30
91 528 髙橋 守 ﾀｶﾊｼ ﾏﾓﾙ 岩手県 紫波町 1:00:06
92 591 鈴木 一史 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼ 岩手県 盛岡市 県南レジェラン 1:00:13
93 631 中山 三樹男 ﾅｶﾔﾏ ﾐｷｵ 宮城県 仙台市 1:00:15
94 653 山本 由勝 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼｶﾂ 岩手県 八幡平市 株）安代鉄工所 1:00:16
95 580 桑原 正治 ｸﾜﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 北上市 1:00:21
96 663 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 宮城県 石巻市 1:00:28
97 560 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 1:00:50
98 520 内ヶ崎 進 ｳﾁｶﾞｻｷ ｽｽﾑ 宮城県 松島町 チームハタプロ 1:01:11
99 607 久保田 精治 ｸﾎﾞﾀ ｾｲｼﾞ 岩手県 盛岡市 1:01:24
100 668 菊池 浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ 岩手県 北上市 1:01:33
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101 645 大和田 勝裕 ｵｵﾜﾀﾞ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 仙台市 1:01:34
102 538 吉井 照勝 ﾖｼｲ ﾃﾙｶﾂ 秋田県 由利本荘市 本荘走友の会 1:01:35
103 610 佐藤 武臣 ｻﾄｳ ﾀｹｵﾐ 宮城県 登米市 加賀野走遊会 1:01:37
104 517 鍋谷 康彦 ﾅﾍﾞﾀﾆ ﾔｽﾋｺ 宮城県 1:01:43
105 537 一井 朗 ｲﾁｲ ｱｷﾗ 岩手県 盛岡市 1:01:52
106 593 名原 友勝 ﾅﾊﾗ ﾄﾓｶﾂ 岩手県 奥州市 南部電気工事 1:02:02
107 605 石郷岡 信行 ｲｼｺﾞｳｵｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県 盛岡市 1:02:21
108 568 本間 一成 ﾎﾝﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 秋田県 秋田市 1:02:25
109 649 佐藤 久 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 宮城県 仙台市 1:02:29
110 523 宇都宮 正孝 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾏｻﾀｶ 宮城県 石巻市 1:02:30
111 604 志和 宏敏 ｼﾜ ﾋﾛﾄｼ 岩手県 西和賀町 湯田歯科医院 1:02:50
112 554 武田 利信 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾉﾌﾞ 宮城県 仙台市 生涯青春俱楽部 1:02:52
113 512 滝沢 昌志 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻｼ 秋田県 秋田市 丸果秋田県青果 1:03:20
114 557 藤原 直英 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾋﾃﾞ 岩手県 北上市 チーム鎌倉 1:03:30
115 676 松高 正俊 ﾏﾂﾀｶ ﾏｻﾄｼ 岩手県 住田町 ＳＪＨクラブ 1:03:59
116 664 藤原 幸治 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 予防医学協会 1:04:02
117 680 小野寺 仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ 岩手県 滝沢市 1:04:23
118 558 佐藤 恒夫 ｻﾄｳ ﾂﾈｵ 秋田県 横手市 1:04:32
119 629 及川 雄 ｵｲｶﾜ ﾕｳ 岩手県 奥州市 藤里木工 1:05:00
120 641 沼田 秀夫 ﾇﾏﾀ ﾋﾃﾞｵ 宮城県 仙台市 ＡＮＡクラブ 1:05:10
121 588 守 勝行 ﾓﾘ ｶﾂﾕｷ 宮城県 仙台市 1:05:14
122 621 西村 満則 ﾆｼﾑﾗ ﾐﾂﾉﾘ 岩手県 花巻市 1:05:45
123 583 高橋 明彦 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋｺ 秋田県 秋田市 1:05:46
124 623 義明 及川 ﾖｼｱｷ ｵｲｶﾜ 岩手県 北上市 北上市役所 1:05:49
125 602 鈴木 温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 岩手県 奥州市 1:06:03
126 615 三宅 靖 ﾐﾔｹ ﾔｽｼ 岩手県 北上市 都タクシー 1:06:22
127 600 村上 智志 ﾑﾗｶﾐ ｻﾄｼ 宮城県 白石市 1:06:41
128 613 渡邊 明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 宮城県 多賀城市 1:06:49
129 622 岡崎 幸治 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:06:59
130 595 千葉 新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ 岩手県 北上市 カケッコーズ 1:07:09
131 584 柿崎 肇 ｶｷｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 横手市 西和賀町役場 1:07:14
132 514 伊藤 圭一 ｲﾄｳ ｹｲｲﾁ 宮城県 大崎市 1:07:40
133 556 鎌倉 勤 ｶﾏｸﾗ ﾂﾄﾑ 岩手県 北上市 チーム鎌倉 1:08:16
134 582 伊藤 寿 ｲﾄｳ ﾋﾄｼ 秋田県 秋田市 セントラル秋田 1:08:32
135 673 佐々木 輝一 ｻｻｷ ﾃﾙｶｽﾞ 秋田県 横手市 1:08:39
136 563 佐々木 篤 ｻｻｷ ｱﾂｼ 岩手県 滝沢市 1:08:39
137 574 小熊 啓富 ｵｸﾞﾏ ﾖｼﾄﾐ 秋田県 秋田市 チームＹＳ 1:09:26
138 508 中嶋 勝司 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾂｼ 岩手県 北上市 1:09:41
139 637 佐藤 一夫 ｻﾄｳ ｶｽﾞｵ 秋田県 秋田市 1:09:42
140 541 福田 一 ﾌｸﾀﾞ ﾊｼﾞﾒ 岩手県 盛岡市 1:09:47
141 561 菅原 清 ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｼ 岩手県 奥州市 1:10:45
142 527 川井 好男 ｶﾜｲ ﾖｼｵ 岩手県 盛岡市 1:11:39
143 642 細野 昭広 ﾎｿﾉ ｱｷﾋﾛ 岩手県 北上市 1:11:53
144 669 川添 隆司 ｶﾜｿﾞｴ ﾀｶｼ 福島県 伊達市 1:11:56
145 553 佐藤 吉朗 ｻﾄｳ ｷﾁﾛｳ 秋田県 横手市 そうあいクラブ 1:12:35
146 628 伊藤 孝秀 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾃﾞ 宮城県 亘理町 宮農 1:13:22
147 644 高橋 辰雄 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂｵ 宮城県 仙台市 仙台走ろう会 1:13:25
148 534 大久保 哲郎 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾂﾛｳ 宮城県 大郷町 1:15:57
149 630 佐々木 淳夫 ｻｻｷ ｱﾂｵ 宮城県 塩竈市 1:16:54
150 688 高橋 宏司 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 秋田県 横手市 Ｋ＆Ｍ建築設計 1:17:44

2022年5月29日

大会記録： 0:36:03
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151 596 石岡 知憲 ｲｼｵｶ ﾄﾓﾉﾘ 秋田県 湯沢市 1:17:57
152 626 冨手 孝志 ﾄﾐﾃ ﾀｶｼ 岩手県 花巻市 花巻走友会 1:18:06
153 609 菅野 光昭 ｶﾝﾉ ﾐﾂｱｷ 岩手県 北上市 千田工務店 1:19:44
154 506 鈴木 一成 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮城県 仙台市 仙台トライＡＣ 1:21:38
155 667 吉岡 修二 ﾖｼｵｶ ｼｭｳｼﾞ 秋田県 湯沢市 堤防ランナーず 1:21:48
156 539 藤本 啓二 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｼﾞ 岩手県 紫波町 1:21:56
157 655 佐々木 幸博 ｻｻｷ ﾕｷﾋﾛ 秋田県 秋田市 1:25:05
158 639 高橋 光春 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ 宮城県 柴田町 虹色楽園隊 1:29:08
159 572 林 朗 ﾊﾔｼ ｱｷﾗ 岩手県 宮古市 西和賀大好き！ 1:40:14
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大会記録： 0:36:03


