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 04／１０ｋｍ 男子 ６０歳以上
市区町村県名

609 中野　茂樹 ﾅｶﾉ ｼｹﾞｷ  0:42:361 岩手県 久慈市

615 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:43:23あさりちゃん２号2 岩手県 一関市
656 今野　浩一 ｺﾝﾉ ｺｳｲﾁ  0:45:08由利本荘市3 岩手県 釜石市
632 深瀬　繁男 ﾌｶｾ ｼｹﾞｵ  0:45:24松島大観荘4 宮城県 東松島市
625 保原　幸夫 ﾎﾊﾞﾗ ｻﾁｵ  0:47:25ＲＵＮＷＥＢ5 千葉県 市原市
614 太田　穣二 ｵｵﾀ ｼﾞｮｳｼﾞ  0:47:29ＲＩＮＳランナーズ6 岩手県 花巻市

629 後藤　行男 ｺﾞﾄｳ ﾕｷｵ  0:48:01ＲＵＮＮＥＲＳ９の会7 宮城県 塩竈市
616 佐藤　謙一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  0:48:408 宮城県 登米市
603 永井　功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ  0:48:49大船渡碁石海岸ＲＣ9 岩手県 大船渡市
644 藤原　一男 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ  0:49:23グランディーズ10 宮城県 利府町
604 鈴木　確治 ｽｽﾞｷ ｶｸｼﾞ  0:50:0511 岩手県 盛岡市

630 浅利　博忠 ｱｻﾘ ﾋﾛﾀﾀﾞ  0:50:17酔走楽ラン12 岩手県 遠野市
654 高城　勝寿 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾄｼ  0:51:4013 岩手県 大船渡市
658 平山　好冨美 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ  0:52:2114 神奈川県 相模原市
640 渡辺　芳典 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾉﾘ  0:52:25ほ～てん15 宮城県 登米市
617 川村　信一 ｶﾜﾑﾗ ｼﾝｲﾁ  0:52:32川崎楽走会16 岩手県 一関市

612 佐藤　茂 ｻﾄｳ ｼｹﾞﾙ  0:52:3317 岩手県 花巻市
647 安彦　敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ  0:52:40紫波楽走会18 岩手県 一関市
622 芳賀　力一 ﾊｶﾞ ﾘｷｲﾁ  0:53:49タガソウケンセツ19 岩手県 金ケ崎町
634 柏崎　要治 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾖｳｼﾞ  0:53:5420 宮城県 多賀城市
624 渡辺　徹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｵﾙ  0:54:01ＭＰＲＣ仙台21 宮城県 仙台市

659 小田　敏行 ｵﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  0:54:11チームＳＧ22 東京都 世田谷区
645 片岡　満雄 ｶﾀｵｶ ﾐﾂｵ  0:54:15玉里公園ＲＣ23 茨城県 小美玉市
651 上ノ澤　正太郎 ｶﾐﾉｻﾜ ﾏｻﾀﾛｳ  0:56:00都南体育館24 岩手県 盛岡市
602 佐伯　実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ  0:56:18カッチンファミリー25 岩手県 一関市
642 鈴木　敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  0:56:38東北電力ＩＨＭＣ26 岩手県 矢巾町

637 高橋　量平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ  0:56:39岩手県庁走友ＯＢ会27 岩手県 盛岡市
650 鈴木　清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ  0:57:4228 岩手県 奥州市
655 河内　義幸 ｶﾜｳﾁ ﾖｼﾕｷ  0:57:54ＵＲ大船渡復興走り隊29 岩手県 大船渡市
611 木村　文男 ｷﾑﾗ ﾌﾐｵ  0:58:1230 愛知県 一宮市
601 金子　正志 ｶﾈｺ ﾏｻｼ  0:58:1831 岩手県 大船渡市

621 伊藤　喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ  0:58:3232 宮城県 気仙沼市
635 小板橋　芳宏 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾖｼﾋﾛ  0:59:0233 宮城県 仙台市
641 那須川　俊則 ﾅｽｶﾜ ﾄｼﾉﾘ  0:59:17いわてクラブ34 岩手県 奥州市
623 関　直 ｾｷ ﾅｵｼ  0:59:23高田松原35 岩手県 一関市
613 遠藤　修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ  1:00:09ＭｉｓＴ36 秋田県 横手市

610 高田　実 ﾀｶﾀﾞ ﾐﾉﾙ  1:00:35千葉真砂第一幼稚園37 千葉県 千葉市
631 岡崎　幸治 ｵｶｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  1:00:56県庁走友ＯＢ会38 岩手県 奥州市
619 菅沼　万造 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾝｿﾞｳ  1:01:2839 岩手県 北上市
646 植田　俊郎 ｳｴﾀ ﾄｼﾛｳ  1:03:09植田医院40 岩手県 大槌町
636 後藤　正 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ  1:03:2141 岩手県 奥州市

607 髙橋　政夫 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｵ  1:03:33チャレンジ６６42 岩手県 奥州市
657 村松　茂 ﾑﾗﾏﾂ ｼｹﾞﾙ  1:03:4143 岩手県 盛岡市
648 佐藤　善治郎 ｻﾄｳ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ  1:06:17モビリアクラブ44 岩手県 陸前高田市
620 渕向　昇 ﾌﾁﾑｶｲ ﾉﾎﾞﾙ  1:09:2645 岩手県 盛岡市
605 仙内　直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ  1:09:30花巻走友会46 岩手県 花巻市

653 工藤　和久 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋｻ  1:09:37ゾンビコブラ47 岩手県 宮古市
652 千葉　新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ  1:10:57二子小学校48 岩手県 北上市
633 川口　孝二 ｶﾜｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ  1:11:30ＡＶＲＣ小金井49 東京都 東久留米市
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