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5231 千葉　敦司 ﾁﾊﾞ ｱﾂｼ  0:16:30大船渡陸上倶楽部1 岩手県 大船渡市

5237 宮守　基光 ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ  0:17:49大船渡陸上倶楽部2 岩手県 大船渡市
5234 後藤　哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ  0:19:24奥州消防3 岩手県 奥州市
5229 五木田　浩信 ｺﾞｷﾀ ﾋﾛﾉﾌﾞ  0:19:25ランナーズ山武4 岩手県 大船渡市
5249 針生　善章 ﾊﾘｭｳ ﾖｼｱｷ  0:19:34コナミ北上5 岩手県 北上市
5245 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:19:546 岩手県 盛岡市

5211 小野　正昭 ｵﾉ ﾏｻｱｷ  0:20:057 青森県 深浦町
5224 大和田　忠行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ  0:20:28大船渡温泉8 岩手県 大船渡市
5254 小原　隆弘 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:20:39Ｒｕｎ遊会9 岩手県 花巻市
5244 佐藤　正行 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ  0:20:5610 宮城県 富谷町
5250 加藤　慶司 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ  0:20:58上田おやじの会11 岩手県 盛岡市

5210 佐々木　幸一郎 ｻｻｷ ｺｳｲﾁﾛｳ  0:21:05宮古エキデンクラブ12 岩手県 宮古市
5222 柳瀬　直哉 ﾔﾅｾ ﾅｵﾔ  0:21:0513 岩手県 大船渡市
5243 渡辺　厚志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ  0:21:23伊手西風14 岩手県 奥州市
5256 横谷　哲禎 ﾖｺﾔ ｱｷﾖｼ  0:21:2815 岩手県 盛岡市
5247 渡邊　仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ  0:21:29江刺西風16 岩手県 奥州市

5239 坂本　玄 ｻｶﾓﾄ ｱｷﾗ  0:21:5417 岩手県 大船渡市
5260 小野寺　誠 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ  0:22:09パルコホーム18 岩手県 奥州市
5208 鈴木　弘 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ  0:22:10ラン・ドリームス19 岩手県 大船渡市
5253 杉村　国良 ｽｷﾞﾑﾗ ｸﾆﾖｼ  0:22:31Ｒｕｎ遊会20 岩手県 花巻市
5215 菊池　隆行 ｷｸﾁ ﾀｶﾕｷ  0:22:48大船渡中学校21 岩手県 陸前高田市

5228 朝比奈　聡 ｱｻﾋﾅ ｻﾄｼ  0:22:5922 岩手県 大船渡市
5238 平野　信二 ﾋﾗﾉ ｼﾝｼﾞ  0:23:0023 岩手県 矢巾町
5257 柴田　雅之 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾕｷ  0:23:10永徳寺クラブ24 岩手県 金ケ崎町
5263 大谷　信一 ｵｵﾀﾆ ｼﾝｲﾁ  0:23:2025 宮城県 石巻市
5216 田村　敏彦 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ  0:23:2826 岩手県 陸前高田市

5213 髙橋　尚文 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾌﾐ  0:23:31北上市役所27 岩手県 北上市
5206 仲本　治 ﾅｶﾓﾄ ｵｻﾑ  0:23:47東急大船渡ＪＶ28 岩手県 大船渡市
5264 伊藤　定博 ｲﾄｳ ｻﾀﾞﾋﾛ  0:24:1029 岩手県 北上市
5225 佐藤　登 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ  0:24:4430 岩手県 陸前高田市
5227 村上　直輝 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｷ  0:25:1131 岩手県 大船渡市

5265 光澤　博 ｺｳｻﾜ ﾋﾛｼ  0:26:11ウィルランズ32 宮城県 登米市
5235 伊藤　雅美 ｲﾄｳ ﾏｻﾐ  0:26:3533 宮城県 仙台市
5232 今関　正典 ｲﾏｾﾞｷ ﾏｻﾉﾘ  0:26:49ランナーズ山武34 千葉県 山武市
5241 佐藤　朋亨 ｻﾄｳ ﾄﾓﾐﾂ  0:27:03時習館35 岩手県 大船渡市
5214 村上　晃一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ  0:27:0436 静岡県 浜松市

5207 池田　澄人 ｲｹﾀﾞ ｽﾐﾄ  0:27:05東急大船渡ＪＶ37 岩手県 大船渡市
5212 菊池　智彦 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋｺ  0:27:11東急建設（株）38 宮城県 仙台市
5203 森本　幸宏 ﾓﾘﾓﾄ ﾕｷﾋﾛ  0:27:22東急大船渡ＪＶ39 岩手県 大船渡市
5220 吉原　武志 ﾖｼﾊﾗ ﾀｹｼ  0:27:52三陸ジオパークくらぶ40 岩手県 盛岡市
5217 中野　実 ﾅｶﾉ ﾐﾉﾙ  0:27:54東急建設（株）41 宮城県 仙台市

5259 北川　慎一 ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ  0:28:2342 埼玉県 本庄市
5271 黒澤　弘 ｸﾛｻﾜ ﾋﾛｼ  0:28:3043 京都府 亀岡市
5240 鈴木　慎太郎 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ  0:29:09ランナーズさんむ44 千葉県 山武市
5269 岩井　健 ｲﾜｲ ｹﾝ  0:29:1445 東京都 町田市
5209 千葉　博世 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾄｼ  0:29:56ラン・ドリームス46 岩手県 大船渡市

5223 大槻　康幸 ｵｵﾂｷ ﾔｽﾕｷ  0:31:18大船渡水産振興センター47 岩手県 大船渡市
5201 及川　雅行 ｵｲｶﾜ ﾏｻﾕｷ  0:32:22菱和建設（株）盛川作業所48 岩手県 奥州市
5266 丸岡　丸 ﾏﾙｵｶ ﾏﾙ  0:33:04東急建設49 岩手県 盛岡市
5202 下谷　徳明 ｼﾀﾔ ﾉﾘｱｷ  0:33:06東急越喜来小学校ＪＶ50 岩手県 大船渡市
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5205 佐々木　正勝 ｻｻｷ ﾏｻｶﾂ  0:33:27東急大船渡ＪＶ51 岩手県 大船渡市

5255 三浦　まもる ﾐｳﾗ ﾏﾓﾙ  0:34:0052 岩手県 奥州市
5270 石倉　武幸 ｲｼｸﾗ ﾀｹﾕｷ  0:35:59東急建設株式会社53 宮城県 仙台市
5204 齋藤　眞徳 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ  0:36:12東急大船渡ＪＶ54 岩手県 大船渡市
5268 中山　智靖 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾔｽ  0:38:58東急建設株式会社55 東京都 足立区
5262 松田　正徳 ﾏﾂﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  0:40:06三陸復興応援団きたかみ56 岩手県 北上市

5219 角掛　博之 ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ  0:42:34ランナーポン吉57 岩手県 盛岡市
5261 高橋　俊哉 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ  0:44:5158 埼玉県 朝霞市
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