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1 795 武田 裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 名取市 0:41:38
2 758 富谷 俊信 ﾄﾐﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ 秋田県 横手市 大森町ＲＣ 0:45:14
3 783 阿部 幹男 ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 宮城県 石巻市 石巻 0:45:46
4 759 鹿野 克夫 ｼｶﾉ ｶﾂｵ 福島県 福島市 福島走ろう会 0:47:02
5 722 東 昇 ｱｽﾞﾏ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 大船渡市 大船渡ＡＣ 0:48:50
6 792 小松 啓治 ｺﾏﾂ ｹｲｼﾞ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:49:12
7 732 磯崎 信一 ｲｿｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 岩手県 洋野町 洋野町 0:49:14
8 724 佐藤 松男 ｻﾄｳ ﾏﾂｵ 岩手県 奥州市 0:49:48
9 734 伊藤 守男 ｲﾄｳ ﾓﾘｵ 岩手県 北上市 北上ＲＣ 0:50:17
10 709 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 0:51:46
11 768 深谷 龍治 ﾌｶﾔ ﾘｭｳｼﾞ 秋田県 大仙市 大曲走友会 0:52:00
12 743 杉田 一夫 ｽｷﾞﾀ ｶｽﾞｵ 青森県 青森市 0:52:09
13 714 明石 峰雄 ｱｶｼ ﾐﾈｵ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 0:52:29
14 787 高橋 量平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:52:35
15 703 永井 功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ 岩手県 大船渡市 碁石海岸ＲＣ 0:52:43
16 715 渡辺 徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 県警ＭＰＲＣ 0:53:15
17 735 大友 敏正 ｵｵﾄﾓ ﾄｼﾏｻ 宮城県 美里町 南郷ラン・ラン 0:54:03
18 808 菊地 孝二 ｷｸﾁ ｺｳｼﾞ 岩手県 一関市 0:54:20
19 782 三浦 清一 ﾐｳﾗ ｾｲｲﾁ 宮城県 気仙沼市 気仙沼モーニン 0:54:22
20 764 伊藤 幹男 ｲﾄｳ ﾐｷｵ 岩手県 宮古市 宮古楽走クラブ 0:55:00
21 778 丹野 定二 ﾀﾝﾉ ﾃｲｼﾞ 宮城県 塩竈市 0:55:15
22 745 千葉 精司 ﾁﾊﾞ ｾｲｼﾞ 岩手県 陸前高田市 0:55:19
23 779 菅原 芳和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾖｼｶｽﾞ 岩手県 花巻市 花巻走友会 0:55:28
24 810 高橋 久祥 ﾀｶﾊｼ ｷｭｳｼｮｳ 岩手県 奥州市 0:55:31
25 744 髙橋 元 ﾀｶﾊｼ ﾊｼﾞﾒ 岩手県 北上市 はじめ整体院 0:55:51
26 814 渡辺 裕一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｲﾁ 福島県 福島市 福島走ろう会 0:57:00
27 796 出川 富男 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾄﾐｵ 宮城県 岩沼市 岩沼ランクラブ 0:57:02
28 702 遠藤 信義 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾖｼ 岩手県 矢巾町 岩手秋田県人会 0:57:15
29 780 村野 秀雄 ﾑﾗﾉ ﾋﾃﾞｵ 岩手県 一関市 気分走快 0:57:19
30 736 大森 松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 花巻市 クロニクル花東 0:57:52
31 728 千葉 幹夫 ﾁﾊﾞ ﾐｷｵ 秋田県 湯沢市 0:58:24
32 761 伊藤 清文 ｲﾄｳ ｷﾖﾌﾐ 宮城県 気仙沼市 0:58:27
33 788 花田 長蔵 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ 岩手県 北上市 花長クラブ 0:58:52
34 706 佐藤 清文 ｻﾄｳ ｷﾖﾌﾐ 岩手県 一関市 0:59:43
35 763 齊藤 雄太郎 ｻｲﾄｳ 秋田県 横手市 よこてシティ 0:59:50
36 817 小野寺 実 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾐﾉﾙ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 1:00:17
37 798 阿部 良治 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ 宮城県 仙台市 走ろう会 1:00:33
38 701 竹内 英 ﾀｹｳﾁ ｽｸﾞﾙ 秋田県 横手市 1:01:05
39 786 橋本 俊憲 ﾊｼﾓﾄ ﾄｼﾉﾘ 岩手県 一関市 1:01:10
40 708 佐藤 征治 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 宮城県 仙台市 栄ランナーズ 1:01:19
41 767 佐藤 忠一 ｻﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ 宮城県 大崎市 1:01:23
42 760 髙橋 敏男 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｵ 岩手県 北上市 1:01:52
43 773 藤原 有造 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｿﾞｳ 岩手県 盛岡市 1:02:20
44 752 松島 哲夫 ﾏﾂｼﾏ ﾃﾂｵ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:02:20
45 805 水井 稔 ﾐｽﾞｲ ﾐﾉﾙ 宮城県 仙台市 1:02:41
46 755 髙橋 和夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 岩手県 八幡平市 1:02:54
47 793 大野 安喜 ｵｵﾉ ﾔｽｷ 宮城県 東松島市 1:03:04
48 730 佐藤 良吾 ｻﾄｳ ﾘｮｳｺﾞ 宮城県 美里町 1:03:05
49 705 佐々木 操 ｻｻｷ ﾐｻｵ 秋田県 横手市 1:03:16
50 815 中嶋 喜代博 ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾖﾋﾛ 秋田県 大仙市 1:04:11

2022年5月29日

大会記録： 0:38:38



第42回河北新報錦秋湖マラソン

１０ｋｍ男子７０歳以上

Print: 2022/05/29 13:56:47 2 / 2 ページ Official Timer & Result By ISTS

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

51 799 金澤 賢治 ｶﾅｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 宮城県 大和町 泉パークメイツ 1:04:38
52 737 澤田 行一 ｻﾜﾀﾞ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:04:42
53 746 藤原 円治郎 ﾌｼﾞﾜﾗ ｴﾝｼﾞﾛｳ 秋田県 横手市 1:05:02
54 710 佐々木 幸治 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 宮城県 涌谷町 ＭＰＲＣ 1:05:32
55 771 立花 辰雄 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾂｵ 岩手県 盛岡市 1:05:35
56 749 紺野 文敏 ｺﾝﾉ ﾌﾐﾄｼ 宮城県 富谷市 泉パークメイツ 1:06:06
57 813 守 信夫 ﾓﾘ ﾉﾌﾞｵ 宮城県 仙台市 南仙台走友会 1:07:21
58 716 山村 悦夫 ﾔﾏﾑﾗ ｴﾂｵ 宮城県 歩く鉄人の会 1:07:24
59 794 高橋 健一 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 1:07:39
60 801 石川 志朗 ｲｼｶﾜ ｼﾛｳ 秋田県 秋田市 セントラル秋田 1:08:55
61 769 榎本 康司 ｴﾉﾓﾄ ﾔｽｼﾞ 秋田県 秋田市 秋田一ツ森ＲＣ 1:09:20
62 718 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 1:09:56
63 762 佐々木 陽三 ｻｻｷ ﾖｳｿﾞｳ 岩手県 北上市 1:10:18
64 725 佐藤 春雄 ｻﾄｳ ﾊﾙｵ 宮城県 加美町 1:11:18
65 802 千葉 幸徳 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾉﾘ 宮城県 仙台市 ランアローン 1:11:32
66 756 外村 道夫 ｿﾄﾑﾗ ﾐﾁｵ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:11:43
67 727 柳村 好見 ﾔﾅｷﾞﾑﾗ ﾖｼﾐ 岩手県 滝沢市 まだまだ走る 1:12:06
68 797 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 泉パークメイツ 1:12:22
69 806 大山 養一 ｵｵﾔﾏ ﾖｳｲﾁ 宮城県 仙台市 1:12:41
70 803 布田 忠平 ﾌﾀﾞ ﾁｭｳﾍｲ 宮城県 仙台市 仙台走ろう会 1:13:25
71 790 伊藤 悦男 ｲﾄｳ ｴﾂｵ 宮城県 登米市 1:13:33
72 742 星 正 ﾎｼ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 七ヶ浜町 ＡＲＣ 1:14:26
73 816 上ノ澤 正太郎 ｶﾐﾉｻﾜ ﾏｻﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 岩泉丑寅会 1:15:23
74 751 太田 博康 ｵｵﾀ ﾋﾛﾔｽ 宮城県 多賀城市 1:15:30
75 807 吉田 吉明 ﾖｼﾀﾞ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 1:16:14
76 774 小野寺 政雄 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｵ 岩手県 西和賀町 1:16:24
77 717 岩崎 寿 ｲﾜｻｷ ﾋｻｼ 宮城県 美里町 1:16:46
78 747 川越 啓一 ｶﾜｺﾞｴ ｹｲｲﾁ 秋田県 横手市 1:18:32
79 765 木村 洋一 ｷﾑﾗ ﾖｳｲﾁ 宮城県 石巻市 石巻タートルＣ 1:20:24
80 719 鎌田 金男 ｶﾏﾀﾞ ｶﾈｵ 秋田県 秋田市 1:20:30
81 754 森岡 陽一 ﾓﾘｵｶ ﾖｳｲﾁ 岩手県 奥州市 1:21:40
82 804 南部 修 ﾅﾝﾌﾞ ｵｻﾑ 宮城県 利府町 塩釜 1:22:04
83 713 岡本 幸治 ｵｶﾓﾄ 宮城県 仙台市 仙台ＳＭＣ 1:23:00
84 776 佐々木 昇 ｻｻｷ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 盛岡市 1:23:28
85 731 金 登美一 ｺﾝ ﾄﾐｶｽﾞ 秋田県 秋田市 1:23:43
86 753 加藤 春男 ｶﾄｳ ﾊﾙｵ 秋田県 大仙市 大曲走友会 1:23:51
87 738 遠藤 利雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼｵ 宮城県 栗原市 1:24:26
88 785 佐藤 千幸 ｻﾄｳ ﾁﾕｷ 岩手県 金ｹ崎町 三ヶ尻走友会 1:24:26
89 775 髙橋 弘 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 岩手県 奥州市 奥州水沢愛走会 1:24:49
90 711 仙内 直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ 岩手県 花巻市 花巻走友会 1:25:10
91 789 野尻 隆 ﾉｼﾞﾘ ﾀｶｼ 秋田県 横手市 秋田県走友会 1:25:41
92 750 紺野 卓男 ｺﾝﾉ ﾀｸｵ 福島県 福島市 福島県北陸協 1:25:49
93 704 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 1:26:39
94 721 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 1:28:50
95 770 斎藤 重勝 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞｶﾂ 秋田県 横手市 走汗酔横手 1:29:23
96 733 佐藤 久雄 ｻﾄｳ ﾋｻｵ 宮城県 仙台市 1:30:16
97 757 草彅 雷一 ｸｻﾅｷﾞ ﾗｲｲﾁ 秋田県 大仙市 大曲走友会 1:34:45
98 766 川村 侔 ｶﾜﾑﾗ ﾂﾄﾑ 宮城県 仙台市 1:37:29
99 748 小林 昭三 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｿﾞｳ 岩手県 滝沢市 1:41:35
100 720 斉藤 元 ｻｲﾄｳ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 仙台市 仙台トラクラブ 1:51:51
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