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453 加藤　和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ  0:35:311 宮城県 栗原市

507 伊藤　淳 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:35:32ドリームアシストクラブ2 岩手県 大船渡市

484 本舘　正雄 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾏｻｵ  0:37:04笹間クラブ3 岩手県 花巻市

489 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  0:37:30走る家具屋ホルツ4 岩手県 盛岡市

451 馬場　博文 ﾊﾞﾊﾞ ﾋﾛﾌﾐ  0:38:155 岩手県 北上市

504 千葉　登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ  0:38:566 岩手県 陸前高田市

416 村上　正 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ  0:39:16岩手県庁走友会7 岩手県 紫波町

404 小西　勝吾 ｺﾆｼ ｼｮｳｺﾞ  0:39:528 岩手県 大船渡市

438 菊池　秀哉 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾔ  0:40:18のりりんクラブ9 岩手県 大船渡市

478 笹浦　勝明 ｻｻｳﾗ ﾏｻｱｷ  0:41:08Ｔ－ＳＡＳＡ10 宮城県 仙台市

445 工藤　智宏 ｸﾄﾞｳ ﾄﾓﾋﾛ  0:41:13青猫会ＲＣ11 岩手県 盛岡市

412 千葉　雄樹 ﾁﾊﾞ ﾕｳｷ  0:41:21舞川小学校12 岩手県 一関市

461 馬場　貴之 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶﾕｷ  0:41:40遠野ＡＣ13 岩手県 遠野市

450 多田　誠一 ﾀﾀﾞ ｾｲｲﾁ  0:42:1714 岩手県 盛岡市

455 阿部　努 ｱﾍﾞ ﾂﾄﾑ  0:42:5615 宮城県 登米市

447 楠田　和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ  0:43:02胆沢病院16 岩手県 奥州市

494 中館　崇裕 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾀｶﾋﾛ  0:43:08ＣＹ２ＥＭ17 岩手県 紫波町

492 佐藤　貴 ｻﾄｳ ﾀｶｼ  0:43:3818 岩手県 矢巾町

464 山下　浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ  0:43:5419 岩手県 盛岡市

473 千葉　彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ  0:44:09東北電ＩＨＭＣ20 岩手県 奥州市

452 松尾　健一 ﾏﾂｵ ｹﾝｲﾁ  0:44:36ＵＲ都市機構21 千葉県 船橋市

487 菊地　伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ  0:45:21塩釜ＦＭＣ22 宮城県 塩竈市

460 玉手　義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ  0:46:0223 岩手県 奥州市

476 木戸　直樹 ｷﾄﾞ ﾅｵｷ  0:46:36立て立つんだジョー24 宮城県 仙台市

446 柳　茂雄 ﾔﾅｷﾞ ｼｹﾞｵ  0:46:4225 岩手県 北上市

425 上山　義一 ｶﾐﾔﾏ ﾖｼｶｽﾞ  0:46:4326 岩手県 岩泉町

472 山崎　恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳ  0:46:55チーム味三昧27 岩手県 盛岡市

481 小野　綱行 ｵﾉ ﾂﾅﾕｷ  0:47:00北上中28 岩手県 花巻市

422 中瀬　浩幸 ﾅｶｾ ﾋﾛﾕｷ  0:47:0229 岩手県 一戸町

435 小野　賀男 ｵﾉ ﾖｼｵ  0:47:12三菱電機30 広島県 広島市

413 鈴木　秀行 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ  0:47:15千厩中学校ＲＣ31 岩手県 一関市

420 山崎　雅己 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾐ  0:47:1532 岩手県 大船渡市

436 熊谷　哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ  0:47:31チーム　テヅ33 岩手県 盛岡市

421 菊池　昌彦 ｷｸﾁ ﾏｻﾋｺ  0:47:3934 岩手県 奥州市

497 渡辺　善明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼｱｷ  0:47:5035 岩手県 大槌町

474 澤山　太 ｻﾜﾔﾏ ﾌﾄｼ  0:47:52走ＲＵＮ会36 岩手県 紫波町

486 尾上　浩 ｵﾉｳｴ ﾋﾛｼ  0:48:09太平洋セメント37 岩手県 大船渡市

443 関野　俊彦 ｾｷﾉ ﾄｼﾋｺ  0:48:1338 岩手県 盛岡市

423 髙橋　勝徳 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ  0:48:22上野法律ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校39 岩手県 盛岡市

415 高橋　辰也 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  0:48:27西和賀マスターズ40 岩手県 北上市

403 佐藤　福廣 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ  0:49:1041 岩手県 陸前高田市

509 千葉　春彦 ﾁﾊﾞ ﾊﾙﾋｺ  0:49:1442 岩手県 陸前高田市

418 上村　健 ｳｴﾑﾗ ｹﾝ  0:49:1543 岩手県 釜石市

503 中村　量哉 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ  0:49:16ＵＲ復興走り隊44 宮城県 気仙沼市

508 菅原　伸 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝ  0:50:1345 宮城県 登米市

480 髙橋　隆敏 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾄｼ  0:50:3946 岩手県 金ケ崎町

500 竹田　武 ﾀｹﾀﾞ ﾀｹｼ  0:51:13太平洋エンジニアリング47 東京都 江戸川区

493 吉永　旭 ﾖｼﾅｶﾞ ｱｷﾗ  0:51:39東急建設48 神奈川県 川崎市

429 笹山　明 ｻｻﾔﾏ ｱｷﾗ  0:51:46笹間クラブ49 岩手県 花巻市

449 松本　守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ  0:51:5050 岩手県 一関市
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483 及川　俊宏 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾋﾛ  0:52:1551 宮城県 富谷市

454 斉藤　光弘 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ  0:52:36結城運輸倉庫52 宮城県 仙台市

505 千葉　恒雄 ﾁﾊﾞ ﾂﾈｵ  0:52:38ほやのくんせい愛好会53 岩手県 奥州市

471 中山　裕文 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾌﾐ  0:52:5054 岩手県 盛岡市

431 村上　雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ  0:53:0355 岩手県 陸前高田市

506 羽根田　祥 ﾊﾈﾀﾞ ｼｮｳ  0:53:3656 宮城県 仙台市

495 岩間　規高 ｲﾜﾏ ﾉﾘﾀｶ  0:53:5257 岩手県 釜石市

459 高橋　邦男 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｵ  0:54:0358 宮城県 仙台市

428 佐々木　圭 ｻｻｷ ｹｲ  0:54:12ささき自動車59 岩手県 盛岡市

456 菊池　賢 ｷｸﾁ ｻﾄｼ  0:54:39釜石清掃企業60 岩手県 釜石市

499 高橋　寿 ﾀｶﾊｼ ﾋｻｼ  0:55:05ＨＲＡ61 岩手県 紫波町

502 大友　健一郎 ｵｵﾄﾓ ｹﾝｲﾁﾛｳ  0:55:08黒潮魂陸連62 岩手県 大船渡市

496 細田　勝也 ﾎｿﾀﾞ ｶﾂﾔ  0:55:3863 岩手県 盛岡市

427 金野　道程 ｷﾝﾉ ﾐﾁﾉﾘ  0:55:41ラン・ドリームス64 岩手県 大船渡市

417 阿部　哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ  0:55:51ゼロプラス東日本65 岩手県 北上市

424 佐藤　登 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ  0:56:29黒潮魂陸連66 岩手県 陸前高田市

470 菊池　康勝 ｷｸﾁ ﾔｽｶﾂ  0:56:3767 岩手県 住田町

498 松永　時男 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｷｵ  0:57:0968 東京都 練馬区

488 山田　一郎 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾁﾛｳ  0:57:16リズＰＫＣ２69 宮城県 富谷市

485 臼井　進也 ｳｽｲ ｼﾝﾔ  0:57:1770 岩手県 陸前高田市

434 三浦　正史 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ  0:57:3271 岩手県 矢巾町

475 小坪　圭光 ｺﾂﾎﾞ ｹｲｺｳ  0:57:37リズミカルＰＫＣ72 宮城県 大和町

430 柳谷　信吾 ﾔﾅｷﾞﾔ ｼﾝｺﾞ  0:57:41宙詠みサークル　朔73 岩手県 大船渡市

440 所　祐之 ﾄｺﾛ ﾋﾛﾕｷ  0:57:42藤沢市74 神奈川県 大和市

468 高橋　邦由 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾖｼ  0:57:4975 宮城県 気仙沼市

419 平川　潤一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:58:05東急建設株式会社76 宮城県 仙台市

467 小野　実 ｵﾉ ﾐﾉﾙ  0:58:14八木山77 宮城県 仙台市

479 長畑　滋彦 ﾅｶﾞﾊﾀ ｼｹﾞﾋｺ  0:59:1078 岩手県 北上市

465 佐々木　喜之 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ  0:59:2179 岩手県 住田町

426 駒場　隆行 ｺﾏﾊﾞ ﾀｶﾕｷ  0:59:3880 岩手県 花巻市

411 吉田　圧務 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ  0:59:4881 岩手県 宮古市

409 金野　雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ  1:00:26モビリアクラブ82 岩手県 陸前高田市

432 中川　直之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ  1:00:37サークルきょうたくＲＣ83 岩手県 宮古市

462 星川　一之 ﾎｼｶﾜ ｶｽﾞﾕｷ  1:01:5184 岩手県 花巻市

463 竹花　浩二 ﾀｹﾊﾅ ｺｳｼﾞ  1:02:1885 岩手県 金ケ崎町

442 塩崎　健司 ｼｵｻﾞｷ ｹﾝｼﾞ  1:02:18気仙沼市86 宮城県 気仙沼市

458 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  1:03:3487 岩手県 盛岡市

437 鈴木　健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ  1:04:49目指せホノルル東和温泉88 岩手県 花巻市

457 細田　力 ﾎｿﾀﾞ ﾁｶﾗ  1:05:0089 宮城県 富谷市

410 佐々木　芳範 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  1:05:09背中さかさマン90 岩手県 大船渡市

408 堀江　研二 ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ  1:06:20久喜郵便局91 埼玉県 加須市

466 角掛　博之 ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ  1:06:52ランナーポン吉92 岩手県 盛岡市
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