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00:16:24大会記録：

市区町村県名

5220 千葉　敦司 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ  0:16:40大船渡陸上倶楽部1 岩手県大船渡市

5241 鬼柳　広樹 ｵﾆﾔﾅｷﾞ ﾋﾛｷ  0:18:25花巻ＡＣ2 岩手県花巻市

5255 小田　倫義 ｵﾀﾞ ﾄﾓﾖｼ  0:18:343 岩手県雫石町

5207 菊池　健一 ｷｸﾁ ｹﾝｲﾁ  0:19:13ﾁｰﾑ大吾郎4 岩手県遠野市

5249 村井　正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ  0:19:165 岩手県矢巾町

5214 後藤　春彦 ｺﾞﾄｳ ﾊﾙﾋｺ  0:19:21TEAM4CARD6 山形県天童市

5251 針生　善章 ﾊﾘｭｳ ﾖｼｱｷ  0:19:25コナミスポーツ北上7 岩手県北上市

5234 及川　一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ  0:19:28ウィルランズ8 宮城県登米市

5216 大和田　忠行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:19:31大船渡温泉9 岩手県大船渡市

5212 菅原　直弥 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵﾔ  0:19:3810 岩手県一関市

5250 菊池　弘幸 ｷｸﾁ ﾋﾛﾕｷ  0:20:0211 岩手県遠野市

5206 小野　正昭 ｵﾉ ﾏｻｱｷ  0:20:2612 青森県深浦町

5232 麓　道弘 ﾌﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ  0:20:28大船渡AC13 岩手県大船渡市

5235 八木沼　誠一 ﾔｷﾞﾇﾏ ｾｲｲﾁ  0:20:3114 岩手県盛岡市

5208 照井　英彦 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾋｺ  0:21:2815 岩手県遠野市

5210 佐々木　幸一郎 ｻｻｷ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:22:01宮古ｴｷﾃﾞﾝｸﾗﾌﾞ16 岩手県宮古市

5205 鈴木　弘 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ  0:22:10ﾗﾝ･ﾄﾞﾘｰﾑｽ17 岩手県大船渡市

5244 坂本　玄 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ  0:22:4318 岩手県大船渡市

5226 悦淵　智 ｲﾜｲﾌﾞﾁ ｻﾄｼ  0:22:5119 岩手県遠野市

5242 山田　壮史 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ  0:23:17陸前高田市役所20 岩手県陸前高田市

5254 南部　昌也 ﾅﾝﾌﾞ ﾏｻﾔ  0:23:3921 東京都杉並区

5233 深津　章 ﾌｶﾂ ｱｷﾗ  0:23:55あっくんず22 群馬県吉岡町

5237 及川　正勝 ｵｲｶﾜ ﾏｻｶﾂ  0:24:36株式会社ﾊﾟﾜｰ・ﾌﾞﾚﾝ23 岩手県奥州市

5224 仲本　治 ﾅｶﾓﾄ ｵｻﾑ  0:24:45東急大船渡JV24 岩手県大船渡市

5218 村上　晃一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ  0:25:0725 岩手県大船渡市

5253 藤巻　和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ  0:25:1126 宮城県角田市

5209 仁田　雅彦 ﾆﾀ ﾏｻﾋｺ  0:25:12大船渡AC27 岩手県大船渡市

5246 丸山　一浩 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  0:25:17多賀城市立山王小学校28 宮城県仙台市

5231 相澤　和浩 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  0:25:31黒川陸上ｸﾗﾌﾞ29 宮城県大和町

5229 鈴木　良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ  0:25:33東急建設(株)30 東京都北区

5215 出羽　伸弘 ﾃﾞﾜ ﾉﾌﾞﾋﾛ  0:26:5531 岩手県大船渡市

5217 鈴木　康永 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾅｶﾞ  0:26:5932 静岡県浜松市

5238 柴田　剛 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞｳ  0:27:07北上ＪＲＣ33 岩手県北上市

5225 大槻　康幸 ｵｵﾂｷ ﾔｽﾕｷ  0:27:18大船渡水産振興ｾﾝﾀｰ34 岩手県大船渡市

5236 丹野　高雄 ﾀﾝﾉ ﾀｶｵ  0:27:25宮城工業35 宮城県仙台市

5221 河合　弘秀 ｶﾜｲ ﾋﾛﾋﾃﾞ  0:28:0136 岩手県大船渡市

5222 森本　幸宏 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ  0:28:03東急大船渡JV37 岩手県大船渡市

5211 中野　実 ﾅｶﾉ ﾐﾉﾙ  0:28:04東急建設株式会社38 宮城県仙台市

5248 佐々木　俊幸 ｻｻｷ ﾄｼﾕｷ  0:28:4339 岩手県盛岡市

5247 國島　正弘 ｸﾆｼﾏ ﾏｻﾋﾛ  0:28:4740 神奈川県相模原市

5202 西久保　貴司 ﾆｼｸﾎﾞ ﾀｶｼ  0:30:5641 岩手県大船渡市

5204 千葉　博世 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄｼ  0:31:34ﾗﾝ･ﾄﾞﾘｰﾑｽ42 岩手県大船渡市

5245 足利　直哉 ｱｼｶｶﾞ ﾅｵﾔ  0:31:4343 秋田県秋田市

5243 大野　満 ｵｵﾉ ﾐﾂﾙ  0:32:5644 岩手県釜石市

5228 丸岡　丸 ﾏﾙｵｶ ﾏﾙ  0:33:22東急建設(株)45 岩手県盛岡市

5252 千葉　新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ  0:33:29二子カケッコーズ46 岩手県北上市

5230 海老原　俊騎 ｴﾋﾞﾊﾗ ﾄｼﾉﾘ  0:33:3147 岩手県大船渡市

5223 齋藤　眞徳 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ  0:33:57東急大船渡JV48 岩手県大船渡市

5258 宮川　隼人 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ  0:36:26吉本ﾅｼｮﾅﾙDreams49 岩手県大船渡市

5203 中川　博志 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  0:39:4550 岩手県大船渡市
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5213 武田　信治 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  0:49:0851 山形県天童市
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