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市区町村県名

509 佐藤　剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ  0:34:331 山形県 山形市 新

530 伊藤　淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:36:18ドリームアシストクラブ2 東京都 目黒区
455 菅野　克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ  0:36:49ガチリート倶楽部3 宮城県 仙台市
476 畠山　一則 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  0:37:15ネッパラン大館4 秋田県 大館市
511 千葉　義弘 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾋﾛ  0:37:47盛岡走友会5 岩手県 盛岡市
562 千田　布美夫 ﾁﾀﾞ ﾌﾐｵ  0:38:51ＴＥＡＭアテルイ6 岩手県 奥州市
524 中館　崇裕 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ  0:39:05ＣＹ２ＥＭ7 岩手県 紫波町
549 久保田　剛 ｸﾎﾞﾀ ﾀｹｼ  0:39:508 岩手県 北上市
412 村上　正 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ  0:40:01岩手県庁走友会9 岩手県 紫波町
561 馬場　博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ  0:40:0910 岩手県 北上市
547 丹野　竜也 ﾀﾝﾉ ﾀﾂﾔ  0:40:10七郷クリニック11 宮城県 名取市
538 千葉　幸広 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾋﾛ  0:40:3212 宮城県 登米市
503 笹浦　勝明 ｻｻｳﾗ ﾏｻｱｷ  0:40:44Ｔ－ＳＡＳＡ13 宮城県 仙台市
446 菊池　秀哉 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾔ  0:40:45のりりんクラブ14 岩手県 大船渡市
428 千葉　登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ  0:40:4915 岩手県 陸前高田市
429 村上　浩樹 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ  0:41:1616 岩手県 大船渡市
515 窪田　賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  0:41:52多摩川クラブ17 宮城県 気仙沼市
543 千葉　心一 ﾁﾊﾞ ｼﾝｲﾁ  0:41:5318 宮城県 栗原市
495 佐藤　敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ  0:42:3919 宮城県 仙台市
438 菅野　謙一 ｶﾝﾉ ｹﾝｲﾁ  0:43:04大船渡ＡＣ20 岩手県 大船渡市
445 和田　忠 ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  0:43:54芋達走友会21 青森県 おいらせ町
405 佐藤　福廣 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ  0:43:5922 岩手県 陸前高田市
508 伊藤　洋 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ  0:44:03宮古ＡＣ23 岩手県 宮古市
409 千葉　雄樹 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ  0:44:14舞川小学校24 岩手県 一関市
424 梅津　巧 ｳﾒﾂ ｺｳ  0:44:1425 岩手県 奥州市
420 高橋　和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ  0:44:26シオノギ製薬26 岩手県 奥州市
462 後藤　哲哉 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ  0:44:31奥州金ヶ崎消防27 岩手県 奥州市
485 多田　誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ  0:44:3428 岩手県 盛岡市
432 小田島　浩樹 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｷ  0:44:4329 岩手県 北上市
461 長尾　学 ﾅｶﾞｵ ﾏﾅﾌﾞ  0:44:4530 岩手県 大船渡市
564 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ  0:44:57テクノスジャパン31 宮城県 仙台市
516 村上　隆一 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｲﾁ  0:45:2832 宮城県 気仙沼市
504 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  0:45:42東北電力ＩＨＭＣ33 岩手県 奥州市
500 玉手　義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ  0:45:4334 岩手県 奥州市
406 熊谷　和典 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ  0:45:53岩手県立大学35 岩手県 盛岡市
415 本郷　憲一 ﾎﾝｺﾞｳ ｹﾝｲﾁ  0:46:02南仙台走友会36 宮城県 仙台市
448 藤澤　牧人 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｷﾄ  0:46:36岩手県庁走友会37 岩手県 盛岡市
494 横田　久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ  0:46:4138 宮城県 大和町
501 山下　浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ  0:46:4439 岩手県 盛岡市
426 森山　正博 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ  0:46:51富士森走友会40 岩手県 大槌町
486 菊地　伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:47:06塩釜ＦＭＣ41 宮城県 塩竈市
460 馬場　裕之 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:47:11ＲＣ成沢42 宮城県 仙台市
436 佐々木　新也 ｻｻｷ ｼﾝﾔ  0:47:1143 岩手県 陸前高田市
548 佐藤　貴 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  0:47:2844 岩手県 矢巾町
557 奥田　光樹 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ  0:47:45（株）いせかん45 宮城県 仙台市
483 庄子　裕之 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾕｷ  0:47:52ｅＡ東北46 岩手県 一関市
477 山崎　恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ  0:47:53チーム味三昧47 岩手県 盛岡市
422 小野寺　秀夫 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾋﾃﾞｵ  0:47:53イオンＳＣ水沢桜屋敷店48 岩手県 奥州市
525 秋田　尚士 ｱｷﾀ ﾋｻｼ  0:47:5749 岩手県 盛岡市
418 齊藤　隆廣 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ  0:48:06ｍｏｎｍｏｎ’ｓ50 岩手県 北上市
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552 浅沼　順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:48:14大迫走友会51 岩手県 花巻市
512 稲荷森　輝明 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾃﾙｱｷ  0:48:17岩手県庁走友会52 岩手県 盛岡市
522 鈴木　昭光 ｽｽﾞｷ ｱｷﾐﾂ  0:48:3253 岩手県 北上市
507 関野　俊彦 ｾｷﾉ ﾄｼﾋｺ  0:48:4154 岩手県 盛岡市
414 川村　明宏 ｶﾜﾑﾗ ｱｷﾋﾛ  0:48:49石鳥谷郵便局55 岩手県 矢巾町
497 臼澤　務 ｳｽｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ  0:49:0256 岩手県 雫石町
442 上村　健 ｳｴﾑﾗ ｹﾝ  0:49:0657 岩手県 釜石市
482 小海途　聡 ｺｶﾞｲﾄ ｱｷﾗ  0:49:07女川町58 宮城県 女川町
498 中村　博信 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ  0:49:1059 神奈川県 横浜市
449 横山　孝行 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ  0:49:11ｍｏｎｍｏｎ’ｓ60 岩手県 花巻市
440 菊池　充 ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ  0:49:1261 岩手県 奥州市
468 阿部　英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ  0:49:15修行走62 岩手県 盛岡市
425 中村　和男 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ  0:49:19下り坂４６63 宮城県 気仙沼市
471 堀川　学 ﾎﾘｶﾜ ﾏﾅﾌﾞ  0:49:34Ｓｈｕｋｏ64 岩手県 金ケ崎町
487 齋藤　俊 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ  0:49:3965 岩手県 陸前高田市
454 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ  0:49:4366 岩手県 陸前高田市
514 久保田　仁恒 ｸﾎﾞﾀ ｼﾞﾝｺｳ  0:49:48チームテヅ67 秋田県 仙北市
423 熊谷　哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ  0:49:49チーム　テヅ68 岩手県 盛岡市
529 柿沼　雅一 ｶｷﾇﾏ ﾏｻｲﾁ  0:50:04宮城県利府中学校ＲＣ69 宮城県 仙台市
475 渡邉　輝彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙﾋｺ  0:50:13Ｓｏｉ◆Ｇａａ70 新潟県 新潟市
421 尾上　浩 ｵﾉｳｴ ﾋﾛｼ  0:50:2371 岩手県 大船渡市
544 渡辺　厚志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂｼ  0:50:54江刺西風72 岩手県 奥州市
542 引屋敷　努 ﾋｷﾔｼｷ ﾂﾄﾑ  0:51:0373 岩手県 盛岡市
489 髙橋　隆敏 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ  0:51:2474 岩手県 金ケ崎町
554 齊藤　重貴 ｻｲﾄｳ ｼｹﾞﾀｶ  0:51:51齊藤はりきゅう整骨院75 岩手県 北上市
479 西條　正好 ｻｲｼﾞｮｳ ﾏｻﾖｼ  0:51:5476 埼玉県 羽生市
403 高橋　辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  0:52:11西和賀マスターズ77 岩手県 北上市
456 藤巻　和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ  0:52:4478 宮城県 角田市
555 佐藤　琢麻 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ  0:52:4579 秋田県 秋田市
540 佐藤　真也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ  0:53:3280 岩手県 平泉町
470 高橋　繁秋 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞｱｷ  0:53:44花泉らんらん81 岩手県 一関市
410 阿部　由貴 ｱﾍﾞ ﾕﾀｶ  0:53:51真壁病院82 宮城県 塩釜市
437 佐々木　一仁 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾄ  0:54:02東急大船渡ＪＶ83 岩手県 大船渡市
465 丹野　賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ  0:54:09東北電力ＩＨＭＣ84 宮城県 仙台市
452 阿部　昌弘 ｱﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ  0:54:2985 宮城県 石巻市
491 高橋　学 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ  0:54:2986 岩手県 一関市
517 平野　太基 ﾋﾗﾉ ﾀｲｷ  0:54:3787 岩手県 北上市
439 高橋　敏昭 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ  0:54:4588 岩手県 釜石市
474 小泉　祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ  0:55:05修行走89 岩手県 盛岡市
427 山口　太門 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ  0:55:12株式会社佐賀組90 岩手県 大船渡市
518 多田　浩則 ﾀﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ  0:55:1491 岩手県 釜石市
402 阿部　哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ  0:55:16ＨＩＺ92 岩手県 北上市
457 吉永　旭 ﾖｼﾅｶﾞ ｱｷﾗ  0:55:31東急建設93 神奈川県 川崎市
546 松田　基 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｲ  0:55:58ねこの染物屋94 岩手県 盛岡市
505 盛合　秀輝 ﾓﾘｱｲ ﾋﾃﾞｷ  0:56:12ＩＨＭＣ95 岩手県 盛岡市
539 田口　正樹 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ  0:56:3996 宮城県 仙台市
472 佐々木　喜之 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ  0:56:4297 岩手県 住田町
493 菊田　清貴 ｷｸﾀ ｷﾖﾀｶ  0:57:03日野トラ98 東京都 日野市
478 菊池　浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ  0:57:20システムベース99 岩手県 北上市
558 高橋　寿 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ  0:57:34ＨＲＡ100 岩手県 紫波町
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527 金子　浩志 ｶﾈｺ ﾋﾛｼ  0:57:48101 愛知県 蟹江町
431 熊上　亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ  0:57:55チーム・テヅ102 岩手県 大船渡市
521 田村　純 ﾀﾑﾗ ｼﾞｭﾝ  0:58:21ゾエティス103 愛知県 名古屋市
435 照井　秀浩 ﾃﾙｲ ﾋﾃﾞﾋﾛ  0:58:42大船渡ＡＣ104 岩手県 大船渡市
430 金野　道程 ｷﾝﾉ ﾐﾁﾉﾘ  0:58:45ラン・ドリームス105 岩手県 大船渡市
488 大橋　泉之 ｵｵﾊｼ ﾐﾂﾕｷ  0:58:55106 東京都 小平市
484 松本　守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ  0:59:08107 岩手県 一関市
417 平川　潤一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:59:55東急建設株式会社108 宮城県 仙台市
467 阿部　勝彦 ｱﾍﾞ ｶﾂﾋｺ  1:00:02サンタモニカ109 岩手県 平泉町
447 川村　輝雄 ｶﾜﾑﾗ ﾃﾙｵ  1:00:07110 岩手県 北上市
481 菅沢　徹 ｽｶﾞｻﾜ ﾄｵﾙ  1:00:35111 宮城県 仙台市
550 小野　実 ｵﾉ ﾐﾉﾙ  1:00:59112 宮城県 仙台市
473 所　祐之 ﾄｺﾛ ﾋﾛﾕｷ  1:01:00藤沢市113 神奈川県 大和市
416 菊池　達也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ  1:01:09岩手県庁走友会114 岩手県 滝沢市
463 奥田　正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:01:23仙台小林製薬ＲＣ115 宮城県 美里町
556 奥　秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ  1:01:31116 岩手県 盛岡市
551 軽部　哲男 ｶﾙﾍﾞ ﾃﾂｵ  1:02:02117 埼玉県 さいたま市
434 臼井　進也 ｳｽｲ  1:02:53118 岩手県 陸前高田市
536 久野　貴史 ﾋｻﾉ ﾀｶﾌﾐ  1:03:00119 千葉県 船橋市
534 小林　昌樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ  1:03:15株式会社久留米梱包運輸120 福島県 郡山市
458 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  1:03:24121 岩手県 盛岡市
433 菊地　公明 ｷｸﾁ ｷﾐｱｷ  1:03:48122 岩手県 釜石市
453 菊池　洋 ｷｸﾁ ﾋﾛｼ  1:03:58ひめかみ病院123 岩手県 滝沢市
533 菊池　康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ  1:04:01124 岩手県 住田町
553 小林　健 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ  1:04:11125 岩手県 奥州市
444 佐藤　登 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ  1:04:38126 岩手県 陸前高田市
411 金野　雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ  1:04:40モビリアクラブ２０１７127 岩手県 陸前高田市
499 綱田　利勝 ﾂﾅﾀ ﾄｼｶﾂ  1:05:20東北田村工機128 宮城県 大崎市
408 吉田　圧務 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ  1:05:51129 岩手県 宮古市
404 堀江　研二 ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ  1:06:21栗橋郵便局130 埼玉県 加須市
541 熊谷　嘉啓 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋﾛ  1:06:26131 岩手県 一関市
532 藤澤　宏光 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾐﾂ  1:06:50チームテヅ132 岩手県 盛岡市
537 佐藤　実 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ  1:06:58走る蕎麦屋133 岩手県 北上市
563 池田　浩幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  1:07:13134 宮城県 多賀城市
535 伊藤　正昭 ｲﾄｳ ﾏｻｱｷ  1:07:35四和会135 宮城県 柴田町
480 高野　勝則 ﾀｶﾉ ｶﾂﾉﾘ  1:08:12136 岩手県 一関市
450 駒場　隆行 ｺﾏﾊﾞ ﾀｶﾕｷ  1:08:15笹間クラブ137 岩手県 花巻市
492 一関　克己 ｲﾁﾉｾｷ ｶﾂﾐ  1:09:04すっとぎＲＣ138 岩手県 宮古市
441 吉原　武志 ﾖｼﾊﾗ ﾀｹｼ  1:09:17三陸ジオパーク139 岩手県 盛岡市
519 角掛　博之 ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ  1:09:43ランナーポン吉140 岩手県 盛岡市
559 後藤　慶太 ｺﾞﾄｳ ｹｲﾀ  1:10:42141 宮城県 仙台市
413 佐々木　芳範 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  1:14:48新聞掲載を望まない142 岩手県 大船渡市
464 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ  1:14:48目指せホノルル143 岩手県 花巻市
490 竹花　浩二 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｼﾞ  1:15:37144 岩手県 金ケ崎町
523 大場　勝拡 ｵｵﾊﾞ ｶﾂﾋﾛ  1:17:46ケーヒン145 宮城県 利府町
506 三浦　慎也 ﾐｳﾗ ｼﾝﾔ  1:18:43146 埼玉県 川口市
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