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 04／10km 男子 60歳以上 00:41:38大会記録：

市区町村県名

614 富谷　俊信 ﾄﾐﾔ ﾄｼﾉﾌﾞ  0:41:09大森町ＲＣ1 秋田県 横手市 新

636 永井　恒 ﾅｶﾞｲ ﾋｻｼ  0:41:572 静岡県 浜松市
660 瀧口　彰二 ﾀｷｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ  0:42:36塩釜市立病院3 宮城県 多賀城市
616 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:44:09あさりちゃん２号4 岩手県 一関市
656 讃岐　誠二 ｻﾇｷ ｾｲｼﾞ  0:45:505 岩手県 滝沢市
653 齊藤　和雄 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ  0:46:066 秋田県 大仙市
648 丸山　雄吉 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷﾁ  0:47:02岩手河川国道7 岩手県 花巻市
642 及川　茂行 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ  0:47:09前沢小走友会8 岩手県 奥州市
607 伊藤　和博 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ  0:48:29盛岡走友会マルハＲＣ9 岩手県 盛岡市
627 小松　啓治 ｺﾏﾂ ｹｲｼﾞ  0:49:13盛岡市社会福祉事業団10 岩手県 盛岡市
655 佐藤　忠治 ｻﾄｳ ﾁｭｳｼﾞ  0:49:29東北電気保安協会11 岩手県 盛岡市
612 小野寺　仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾄｼ  0:50:38後藤工建(株)12 岩手県 一関市
629 安彦　敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ  0:50:56紫波楽走会13 岩手県 一関市
619 中里　薫 ﾅｶｻﾄ ｶｵﾙ  0:51:26チームさわなり14 岩手県 一関市
618 佐藤　謙一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ  0:51:3515 宮城県 登米市
639 佐々木　緑 ｻｻｷ ﾐﾄﾞﾘ  0:53:3016 岩手県 宮古市
661 藤戸　一栄 ﾌｼﾞﾄ ｶｽﾞｴｲ  0:54:33西和賀マスターズ17 岩手県 西和賀町
617 菊池　忠男 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｵ  0:54:4218 岩手県 釜石市
606 野家　数夫 ﾉｲｴ ｶｽﾞｵ  0:54:52登米百走会19 宮城県 登米市
604 佐伯　実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ  0:55:26カッチンファミリー20 岩手県 一関市
646 飯塚　恒生 ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾈｵ  0:55:28東急建設21 神奈川県 横浜市
659 小田嶋　政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ  0:55:49北上桜ペアー22 岩手県 北上市
641 藤本　力 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾁｶﾗ  0:56:09建設リスク23 岩手県 釜石市
637 大森　松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ  0:56:33クロニクル花巻東高校24 岩手県 花巻市
632 花田　長藏 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ  0:56:38花長クラブ25 岩手県 北上市
635 鈴木　清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ  0:56:5526 岩手県 奥州市
602 永井　功 ﾅｶﾞｲ ｲｻｵ  0:56:59大船渡碁石海岸ＲＣ27 岩手県 大船渡市
633 鈴木　敏之 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾕｷ  0:57:55東北電力ＩＨＭＣ28 岩手県 矢巾町
634 植田　俊郎 ｳｴﾀ ﾄｼﾛｳ  0:58:26植田医院29 岩手県 大槌町
609 高橋　憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ  0:58:3830 岩手県 北上市
631 佐々木　道雄 ｻｻｷ ﾐﾁｵ  0:59:02岩小ランクラブ31 岩手県 奥州市
611 後藤　正 ｺﾞﾄｳ ﾀﾀﾞｼ  0:59:3032 岩手県 奥州市
603 遠藤　修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ  0:59:41ＭｉｓＴ33 秋田県 横手市
613 伊藤　喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ  1:00:1034 宮城県 気仙沼市
625 菅沼　万造 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾝｿﾞｳ  1:02:0235 岩手県 北上市
620 天貝　安男 ｱﾏｶﾞｲ ﾔｽｵ  1:04:5236 千葉県 我孫子市
654 脇田　孝夫 ﾜｷﾀ ﾀｶｵ  1:04:55花巻走友会37 岩手県 花巻市
640 佐藤　良二 ｻﾄｳ ﾘｮｳｼﾞ  1:05:3038 岩手県 奥州市
623 西條　正夫 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻｵ  1:07:2939 岩手県 陸前高田市
610 本城　忠光 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾀﾀﾞﾐﾂ  1:08:06ひめかみ病院40 岩手県 盛岡市
601 仙内　直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ  1:10:00花巻走友会41 岩手県 花巻市
649 千葉　新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ  1:11:2342 岩手県 北上市
630 三光楼　隆雄 ｻﾝｺｳﾛｳ ﾀｶｵ  1:13:5243 岩手県 釜石市
651 菅野　光昭 ｶﾝﾉ ﾐﾂｱｷ  1:19:53千田工務店44 岩手県 北上市
615 藤澤　善孝 ﾌｼﾞｻﾜ ﾖｼﾀｶ  1:20:36盛岡走友会45 岩手県 盛岡市
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