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629 佐々木　功 ｻｻｷ ｲｻｵ  0:41:36青山走ろう会1 岩手県 盛岡市

624 浅利　誠司 ｱｻﾘ ｾｲｼﾞ  0:43:17あさりちゃん２号2 岩手県 一関市

611 高橋　和博 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ  0:43:22シオノギ製薬3 岩手県 奥州市

602 及川　茂行 ｵｲｶﾜ ｼｹﾞﾕｷ  0:44:17水沢小走友会4 岩手県 奥州市

642 関本　進 ｾｷﾓﾄ ｽｽﾑ  0:44:44江刺マスターズ5 岩手県 奥州市

610 菊田　和夫 ｷｸﾀ ｶｽﾞｵ  0:44:47いつくしランナーズ6 岩手県 一関市

615 大和田　昭彦 ｵｵﾜﾀﾞ ｱｷﾋｺ  0:45:03八幡平市走友会7 岩手県 八幡平市

644 高橋　真人 ﾀｶﾊｼ ﾏﾋﾄ  0:45:258 岩手県 花巻市

635 浅沼　順一 ｱｻﾇﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:46:07大迫走友会9 岩手県 花巻市

617 小原　史也 ｵﾊﾞﾗ ﾌﾐﾔ  0:46:12松謡会10 岩手県 北上市

605 森山　正博 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ  0:48:44富士森走友会11 岩手県 大槌町

632 田村　敏彦 ﾀﾑﾗ ﾄｼﾋｺ  0:48:59スマイルラン12 岩手県 陸前高田市

633 細川　広 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ  0:49:4613 宮城県 石巻市

637 高城　勝寿 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾄｼ  0:49:4814 岩手県 大船渡市

650 安彦　敏郎 ｱﾋﾞｺ ﾄｼﾛｳ  0:50:16紫波楽走会15 岩手県 一関市

631 平山　好冨美 ﾋﾗﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ  0:51:1416 神奈川県 相模原市

626 菅原　隆一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾘｭｳｲﾁ  0:51:32後藤工建（株）17 岩手県 一関市

616 伊藤　喜多男 ｲﾄｳ ｷﾀｵ  0:51:4018 宮城県 気仙沼市

645 渡邉　不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ  0:51:46しゃべらん19 岩手県 盛岡市

613 花田　長藏 ﾊﾅﾀﾞ ﾁｮｳｿﾞｳ  0:52:36花長クラブ20 岩手県 北上市

621 小田嶋　政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ  0:52:46北上桜ペアー21 岩手県 北上市

648 南部　修 ﾅﾝﾌﾞ ｵｻﾑ  0:52:51塩釜22 宮城県 利府町

604 佐伯　実 ｻｴｷ ﾐﾉﾙ  0:53:18カッチンファミリ23 岩手県 一関市

606 菊池　忠男 ｷｸﾁ ﾀﾀﾞｵ  0:53:4324 岩手県 釜石市

618 小野寺　良信 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ  0:53:50一関楽走会（修紅短大）25 岩手県 一関市

603 大森　松司 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳｼﾞ  0:54:13クロニクル花巻東高校26 岩手県 花巻市

638 高橋　量平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾍｲ  0:54:17盛岡走友会27 岩手県 盛岡市

601 熊上　亮 ｸﾏｶﾐ ﾘｮｳ  0:54:42チーム・テヅ28 岩手県 大船渡市

627 小野寺　政市 ｵﾉﾃﾞﾗ ｾｲｲﾁ  0:54:5429 岩手県 遠野市

612 高橋　憲郎 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｵ  0:55:39北上市体育協会30 岩手県 北上市

643 河内　義幸 ｶﾜｳﾁ ﾖｼﾕｷ  0:56:18ＵＲ大船渡　復興走り隊31 岩手県 大船渡市

640 飯塚　恒生 ｲｲﾂﾞｶ ﾂﾈｵ  0:57:04東急建設32 神奈川県 横浜市

607 遠藤　修一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ  0:57:15ＭｉｓＴ33 秋田県 横手市

636 小岩　久夫 ｺｲﾜ ﾋｻｵ  0:57:4634 京都府 京都市

614 佐々木　綠 ｻｻｷ ﾐﾄﾞﾘ  0:58:1535 岩手県 宮古市

628 川井　好男 ｶﾜｲ ﾖｼｵ  1:00:1036 岩手県 盛岡市

649 善方　均 ｾﾞﾝﾎﾟｳ ﾋﾄｼ  1:01:27三鐵倶楽部綾里驛37 福島県 須賀川市

641 中嶋　長藏 ﾅｶｼﾏ ﾁｮｳｿﾞｳ  1:01:55笑福楽走会38 宮城県 仙台市

620 菅沼　万造 ｽｶﾞﾇﾏ ﾏﾝｿﾞｳ  1:03:0039 岩手県 北上市

639 佐藤　善治郎 ｻﾄｳ ｾﾞﾝｼﾞﾛｳ  1:04:31モビリアクラブ40 岩手県 陸前高田市

630 関　直 ｾｷ ﾅｵｼ  1:04:38高田松原41 岩手県 一関市

608 仙内　直衛 ｾﾝﾅｲ ﾅｵｴ  1:04:52花巻走友会42 岩手県 花巻市

647 千葉　新也 ﾁﾊﾞ ｼﾝﾔ  1:06:27うえの町カケッコーズ43 岩手県 北上市

625 三光楼　隆雄 ｻﾝｺｳﾛｳ ﾀｶｵ  1:06:4944 岩手県 釜石市

619 渕向　昇 ﾌﾁﾑｶｲ ﾉﾎﾞﾙ  1:08:5145 岩手県 盛岡市

609 大内　政照 ｵｵｳﾁ ﾏｻﾃﾙ  1:09:44大内ファミリーズ46 岩手県 平泉町
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