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501 伊藤　淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:35:48ドリームアシストクラブ1 東京都 目黒区

472 畠山　一則 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  0:36:04大館市2 秋田県 大館市
487 菅野　克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ  0:36:43広瀬川ＲＣ3 宮城県 仙台市
455 斎藤　和也 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ  0:37:064 宮城県 仙台市
415 太野　豊 ﾌﾄﾉ ﾕﾀｶ  0:38:02岩手戦車5 岩手県 滝沢市
450 小野寺　勝彦 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶﾂﾋｺ  0:38:27北上　割烹　鎌倉6 岩手県 北上市

492 神久保　貴幸 ｼﾞﾝｸﾎﾞ ﾀｶﾕｷ  0:39:437 岩手県 滝沢市
457 木野　渉 ｷﾉ ﾜﾀﾙ  0:40:57北上市役所8 岩手県 北上市
478 佐藤　敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ  0:41:099 宮城県 仙台市
402 村上　浩樹 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ  0:41:32岩手陸協10 岩手県 大船渡市
416 千葉　雄樹 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ  0:42:0511 岩手県 一関市

406 翁長　昌章 ｵﾅｶﾞ ﾏｻｱｷ  0:42:0712 岩手県 宮古市
420 及川　一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ  0:42:43タケルＲＣ13 宮城県 登米市
452 白木　哲也 ｼﾛｷ ﾃﾂﾔ  0:42:45ＡＤ損保14 岩手県 釜石市
491 鈴木　慎 ｽｽﾞｷ ｼﾝ  0:43:00水沢南小学校15 岩手県 奥州市
401 千葉　登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ  0:43:1816 岩手県 陸前高田市

456 佐々木　孝仁 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ  0:43:4617 岩手県 北上市
493 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  0:44:01東北電ＩＨＭＣ18 岩手県 奥州市
436 藤野　光明 ﾌｼﾞﾉ ﾐﾂｱｷ  0:44:0519 岩手県 一関市
445 窪田　賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  0:44:24多摩川クラブ20 神奈川県 川崎市
502 鈴木　憲三 ｽｽﾞｷ ｹﾝｿﾞｳ  0:44:25食音遊研究所21 岩手県 北上市

520 菅原　憲哉 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾘﾔ  0:44:38県南広域振興局ランナーズ22 岩手県 金ケ崎町
515 石川　純也 ｲｼｶﾜ ｼﾞｭﾝﾔ  0:44:43静岡走ろう会23 静岡県 静岡市
528 村上　隆一 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｲﾁ  0:44:5224 宮城県 気仙沼市
475 梅嵜　篤史 ｳﾒｻﾞｷ ｱﾂｼ  0:45:1225 神奈川県 秦野市
549 女鹿　剛 ﾒｶﾞ ﾀｹｼ  0:45:51緑ガッツ26 岩手県 盛岡市

479 和田　忠 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:46:0027 青森県 おいらせ町
544 千田　宏輝 ﾁﾀﾞ ｺｳｷ  0:46:1328 岩手県 一関市
519 石井　宏治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ  0:46:25ＴＥＡＭ男樹29 秋田県 大仙市
518 秋田　尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ  0:46:2730 岩手県 盛岡市
480 阿部　英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:46:33修行走31 岩手県 盛岡市

538 高橋　秀一 ﾀｶﾊｼ ｼｭｳｲﾁ  0:46:3732 岩手県 北上市
460 橋本　賢二 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  0:46:4833 神奈川県 藤沢市
477 庄子　裕之 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:47:20ｅＡ東北34 岩手県 一関市
470 田中　隆司 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｼﾞ  0:47:27大船渡土木センター35 岩手県 盛岡市
411 平野　勝久 ﾋﾗﾉ ｶﾂﾋｻ  0:47:3136 岩手県 盛岡市

534 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ  0:47:4237 岩手県 陸前高田市
426 小野寺　秀夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ  0:47:45一関市立達古袋中ＯＢ38 岩手県 奥州市
539 小松　幸彦 ｺﾏﾂ ﾕｷﾋｺ  0:47:5139 埼玉県 越谷市
467 堀川　学 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ  0:47:55Ｓｈｕｋｏ40 岩手県 金ケ崎町
505 佐藤　幸則 ｻﾄｳ ﾕｷﾉﾘ  0:48:0341 岩手県 北上市

533 臼澤　務 ｳｽｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ  0:48:0742 岩手県 雫石町
531 小田　誠 ｵﾀﾞ ﾏｺﾄ  0:48:0843 岩手県 宮古市
449 秋沢　貴雄 ｱｷｻﾞﾜ ﾀｶｵ  0:48:31埼玉ふじみ野市44 埼玉県 ふじみ野市
530 千田　国秀 ﾁﾀﾞ ｸﾆﾋﾃﾞ  0:48:3445 岩手県 北上市
507 山下　浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ  0:48:3746 岩手県 盛岡市

495 関野　俊彦 ｾｷﾉ ﾄｼﾋｺ  0:48:5447 岩手県 盛岡市
509 細川　幸夫 ﾎｿｶﾜ ｻﾁｵ  0:49:1348 岩手県 盛岡市
417 山田　悟 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾄﾙ  0:49:2449 岩手県 大船渡市
500 阿部　由貴 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ  0:49:2950 宮城県 塩竈市
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433 佐々木　修 ｻｻｷ ｵｻﾑ  0:49:3251 岩手県 大船渡市

529 藤田　智昭 ﾌｼﾞﾀ ﾄﾓｱｷ  0:49:32森賀建設走務部52 愛媛県 新居浜市
535 齊藤　重貴 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾀｶ  0:49:4253 岩手県 北上市
536 本間　健一郎 ﾎﾝﾏ ｹﾝｲﾁﾛｳ  0:50:1854 岩手県 盛岡市
541 小野寺　政ニ ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｼﾞ  0:50:18ＡＩＸランニングクラブ55 宮城県 仙台市
409 菊池　充 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ  0:50:21チャローズ56 岩手県 奥州市

413 髙橋　隆敏 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ  0:50:2457 岩手県 金ケ崎町
432 上村　健 ｳｴﾑﾗ ｹﾝ  0:50:3258 岩手県 釜石市
462 田中　里興 ﾀﾅｶ ｻﾄｷ  0:50:3359 岩手県 盛岡市
474 齊藤　俊満 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾐﾂ  0:50:39かもめの玉子チーム襷60 岩手県 大船渡市
506 長坂　洋 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾛｼ  0:51:0561 岩手県 洋野町

407 佐々木　一仁 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ  0:51:10東急大船渡ＪＶ62 岩手県 大船渡市
421 山屋　福実 ﾔﾏﾔ ﾌｸﾐ  0:51:4663 岩手県 遠野市
442 村上　信彦 ﾑﾗｶﾐ ﾉﾌﾞﾋｺ  0:51:4864 青森県 西目屋村
532 菅原　直樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵｷ  0:52:2065 山形県 山形市
418 伊藤　良一 ｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ  0:52:4866 岩手県 宮古市

504 廣瀬　匡司 ﾋﾛｾ ﾏｻｼ  0:53:17佐々宗67 岩手県 盛岡市
428 熊谷　和典 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ  0:53:35岩手県立大学事務局68 岩手県 盛岡市
555 山口　太門 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ  0:53:5269 岩手県 大船渡市
448 矢野　正 ﾔﾉ ﾀﾀﾞｼ  0:53:55とめレク協会70 宮城県 登米市
499 高橋　昌宏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ  0:53:56ＨＭ快走ＣＬＵＢ71 宮城県 仙台市

405 藤原　智 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ  0:54:00東急越喜来小学校ＪＶ72 岩手県 大船渡市
513 布田　学 ﾇﾉﾀ ﾏﾅﾌﾞ  0:54:1673 岩手県 盛岡市
465 中居　勝則 ﾅｶｲ ｶﾂﾉﾘ  0:54:5974 岩手県 宮古市
516 奥田　正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:55:26仙台小林製薬75 宮城県 美里町
543 石川　均 ｲｼｶﾜ ﾋﾄｼ  0:55:2976 岩手県 奥州市

443 大友　健一郎 ｵｵﾄﾓ ｹﾝｲﾁﾛｳ  0:55:3077 岩手県 大船渡市
482 石井　良信 ｲｼｲ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:55:30こころのケアセンター78 岩手県 宮古市
512 佐々木　政宏 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ  0:55:4179 岩手県 盛岡市
427 佐々木　英貴 ｻｻｷ ﾋﾃﾞﾀｶ  0:56:0580 岩手県 北上市
542 多田　康一 ﾀﾀﾞ ｺｳｲﾁ  0:56:14岩手トヨタ水沢81 岩手県 北上市

441 熊上　亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ  0:56:20チーム・テヅ82 岩手県 大船渡市
514 田上　和弘 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾋﾛ  0:56:25ランナーズさんむ83 千葉県 八街市
459 太田　亘 ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ  0:56:3184 岩手県 盛岡市
553 尾上　浩 ｵﾉｳｴ ﾋﾛｼ  0:56:3385 岩手県 大船渡市
429 笹山　昭二 ｻｻﾔﾏ ｼｮｳｼﾞ  0:56:46和賀陸上クラブ86 岩手県 北上市

438 菅野　良寛 ｶﾝﾉ ﾖｼﾋﾛ  0:56:4887 岩手県 大船渡市
458 白井　晋太郎 ｼﾗｲ ｼﾝﾀﾛｳ  0:57:2588 山形県 東根市
524 鈴木　弘文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ  0:57:4089 岩手県 盛岡市
526 菊池　浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ  0:58:14システムベース90 岩手県 北上市
422 岩井　飛雄 ｲﾜｲ ﾀｶｵ  0:58:22ＦｒｏｍＦｕｊｉｓａｗａ91 岩手県 大船渡市

476 高橋　基浩 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾋﾛ  0:58:35ＷＡＤＯ楽走会92 岩手県 花巻市
554 山作　政之 ﾔﾏｻｸ ﾏｻﾕｷ  0:58:4293 東京都 荒川区
439 髙橋　勝徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ  0:59:03上野法律ビジネス専門学校94 岩手県 盛岡市
468 吉田　勝幸 ﾖｼﾀﾞ ｶﾂﾕｷ  0:59:05モビリアクラブ95 岩手県 陸前高田市
527 柴田　幸範 ｼﾊﾞﾀ ﾕｷﾉﾘ  0:59:1196 宮城県 仙台市

444 栁谷　信吾 ﾔﾅｷﾞﾔ ｼﾝｺﾞ  0:59:38サンマチ実行委員会97 岩手県 大船渡市
551 高島　潤 ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾝ  0:59:5498 岩手県 北上市
552 勝部　隆太郎 ｶﾂﾍﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ  1:00:1499 岩手県 盛岡市
434 菊地　一彦 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋｺ  1:00:31100 岩手県 盛岡市
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547 高野　勝則 ﾀｶﾉ ｶﾂﾉﾘ  1:00:50101 岩手県 一関市

464 菊池　達也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ  1:01:25岩手県庁走友会102 岩手県 滝沢市
425 阿部　哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ  1:01:34ＨＩＺ103 岩手県 北上市
483 菊池　宣広 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ  1:01:56104 岩手県 滝沢市
424 臼井　進也 ｳｽｲ ｼﾝﾔ  1:02:08105 岩手県 陸前高田市
511 小林　昌樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ  1:02:27久留米梱包運輸陸上部106 福島県 郡山市

497 佐々木　喜之 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ  1:02:38107 岩手県 住田町
451 渋谷　嘉一 ｼﾌﾞﾔ ﾖｼｶｽﾞ  1:02:47相模原市108 神奈川県 茅ヶ崎市
437 川村　輝雄 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙｵ  1:03:27109 岩手県 北上市
473 淡路　定明 ｱﾜｼﾞ ｻﾀﾞｱｷ  1:03:30110 岩手県 釜石市
517 阿部　靖 ｱﾍﾞ ﾔｽｼ  1:03:31大迫走友会111 岩手県 花巻市

490 平出　博男 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾋﾛｵ  1:04:02ランナーズ山武112 千葉県 山武市
435 菊池　憲司 ｷｸﾁ ｹﾝｼﾞ  1:04:09113 岩手県 八幡平市
447 奥　秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ  1:04:17城西中学校教員114 岩手県 盛岡市
548 平田　六之助 ﾋﾗﾀ ﾛｸﾉｽｹ  1:04:49東北電力ＩＨＭＣ115 岩手県 盛岡市
510 高橋　賢 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ  1:05:01116 岩手県 北上市

540 菊池　康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ  1:05:07117 岩手県 住田町
408 金野　道程 ｷﾝﾉ ﾐﾁﾉﾘ  1:05:14ラン・ドリームス118 岩手県 大船渡市
412 堀江　研二 ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ  1:05:36栗橋郵便局119 埼玉県 加須市
525 丸田　博 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｼ  1:05:42三愛学舎ＰＴＡ120 岩手県 滝沢市
496 晴山　俊 ﾊﾚﾔﾏ ｼｭﾝ  1:05:44祥雲121 岩手県 盛岡市

419 佐々木　芳範 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  1:06:01非活動営利法人ＮＯＰ東海122 岩手県 大船渡市
522 菊池　洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ  1:06:04ひめかみ病院123 岩手県 滝沢市
503 寺田　光宏 ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ  1:06:26東急建設124 神奈川県 川崎市
537 佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ  1:06:37走る蕎麦屋125 岩手県 北上市
431 菊地　公明 ｷｸﾁ ｷﾐｱｷ  1:06:52126 岩手県 釜石市

494 紺野　真 ｺﾝﾉ ﾏｺﾄ  1:07:03127 岩手県 滝沢市
414 金野　雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ  1:07:40モビリアクラブ128 岩手県 陸前高田市
550 星野　王貴 ﾎｼﾉ ｷﾐﾀｶ  1:07:41白根ジョギングクラブ129 新潟県 新潟市
486 西谷内　文一 ﾆｼﾔｳﾁ ﾌﾐｶｽﾞ  1:07:56赤レンガ走友会130 岩手県 山田町
469 新沼　晃 ﾆｲﾇﾏ ｱｷﾗ  1:08:00にいぬＭＡＸ131 宮城県 仙台市

556 北濱　哲 ｷﾀﾊﾏ ｻﾄｼ  1:08:23絆ファウンデーション132 東京都 港区
423 吉田　圧務 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ  1:09:04あんちゃん133 岩手県 宮古市
481 田中　公雄 ﾀﾅｶ ｷﾐｵ  1:09:21134 東京都 江戸川区
523 菅原　文憲 ｽｶﾞﾜﾗ ﾌﾐﾉﾘ  1:15:28135 岩手県 北上市
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