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1 467 小野寺 昭 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ 宮城県 気仙沼市 0:34:44
2 426 目移 和行 ﾒｳﾂﾘ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 雫石町 雫石町陸協 0:36:07
3 503 瀧川 哲也 ﾀｷｶﾜ ﾃﾂﾔ 岩手県 北上市 0:36:52
4 447 菅野 克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ 宮城県 仙台市 広瀬川ＲＣ 0:36:52
5 430 久保田 哲也 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂﾔ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:38:11
6 494 菊池 秀哉 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞﾔ 岩手県 大船渡市 のりりんクラブ 0:38:16
7 450 佐々木 潔 ｻｻｷ ｷﾖｼ 岩手県 花巻市 0:38:39
8 419 千葉 登 ﾁﾊﾞ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 陸前高田市 ＴＲＡＣＫＴＯＫＹＯ 0:38:48
9 489 松橋 尚之 ﾏﾂﾊｼ ﾅｵﾕｷ 青森県 青森市 青森方面隊 0:39:22
10 461 笹浦 勝明 ｻｻｳﾗ ﾏｻｱｷ 宮城県 仙台市 Ｔ－ＳＡＳＡ 0:39:43
11 425 廣内 慎一 ﾋﾛｳﾁ ｼﾝｲﾁ 茨城県 行方市 日立建機陸上部 0:39:52
12 429 村上 正 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 紫波町 岩手県庁走友会 0:41:03
13 409 村上 浩樹 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｷ 岩手県 大船渡市 0:41:04
14 444 猪俣 広志 ｲﾉﾏﾀ ﾋﾛｼ 岩手県 釜石市 ランランラン 0:41:48
15 509 佐藤 寛則 ｻﾄｳ ﾋﾛﾉﾘ 岩手県 花巻市 0:42:10
16 403 楠田 和幸 ｸｽﾀﾞ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 奥州市 胆沢病院 0:42:42
17 502 須藤 篤史 ｽﾄｳ ｱﾂｼ 宮城県 仙台市 みやぎ水産の日 0:42:54
18 454 千葉 彦一 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶﾂ 岩手県 奥州市 東北電ＩＨＭＣ 0:43:51
19 410 中村 剛裕 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 大船渡市 ハローワーク大船渡 0:44:20
20 501 阿部 努 ｱﾍﾞ ﾂﾄﾑ 宮城県 登米市 0:44:39
21 460 阿部 知広 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 一関市 チーム阿部家 0:45:13
22 441 菊地 伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 塩竈市 塩釜ＦＭＣ 0:45:45
23 483 佐々木 基 ｻｻｷ ﾓﾄｲ 岩手県 花巻市 中部病院 0:45:46
24 407 梅津 巧 ｳﾒﾂ ｺｳ 岩手県 奥州市 0:46:53
25 440 伊藤 満 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 岩手県 久慈市 アンバーＲＣ 0:47:01
26 456 関野 俊彦 ｾｷﾉ ﾄｼﾋｺ 岩手県 盛岡市 0:47:03
27 405 鈴木 秀行 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 一関市 千厩中学校ＲＣ 0:47:09
28 492 稲荷森 輝明 ｲﾅﾘﾓﾘ ﾃﾙｱｷ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友会 0:47:11
29 472 吉田 敦 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ 岩手県 宮古市 0:47:13
30 438 土屋 和隆 ﾂﾁﾔ ｶﾂﾞﾀｶ 宮城県 気仙沼市 宮城県庁 0:47:14
31 484 田沼 修 ﾀﾇﾏ ｵｻﾑ 宮城県 気仙沼市 清水建設（株） 0:47:17
32 433 浅沼 善智 ｱｻﾇﾏ ﾖｼﾄﾓ 岩手県 滝沢市 0:47:50
33 422 熊谷 和典 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾉﾘ 岩手県 大船渡市 岩手県庁走友会 0:47:55
34 452 阿部 哲男 ｱﾍﾞ ﾃﾂｵ 岩手県 花巻市 無所属 0:48:00
35 443 熊谷 哲也 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 岩手県 盛岡市 チーム テヅ 0:48:26
36 511 菅原 政弘 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 一関市 0:48:28
37 513 角舘 正志 ｶｸﾀﾞﾃ ﾏｻｼ 岩手県 花巻市 0:48:42
38 477 山崎 雅己 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾐ 岩手県 大船渡市 0:49:01
39 468 千葉 尊 ﾁﾊﾞ ｿﾝ 岩手県 一関市 サンタモニカ 0:49:19
40 517 内村 直也 ｳﾁﾑﾗ ﾅｵﾔ 岩手県 一関市 フリーデン 0:49:41
41 515 久我 高虎 ｸｶﾞ ﾀｶﾄﾗ 岩手県 陸前高田市 十勝技術開発（株） 0:49:52
42 463 飯田 恭介 ｲｲﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 秋田県 秋田市 明治安田生命 秋田支社 0:49:54
43 442 阿部 英明 ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県 盛岡市 修行走 0:50:04
44 500 熊谷 浩二 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 0:50:09
45 473 志和 一実 ｼﾜ ｶｽﾞﾐ 岩手県 山田町 0:50:14
46 516 林 宏也 ﾊﾔｼ ｺｳﾔ 宮城県 登米市 0:50:15
47 514 重良 素史 ｼﾞｭｳﾛｳ ﾓﾄｼ 岩手県 一関市 フリーデン 0:50:26
48 490 佐藤 真也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 岩手県 平泉町 0:50:28
49 505 梶原 晃 ｶｼﾞﾜﾗ ｱｷﾗ 宮城県 石巻市 虎の穴 0:50:34
50 481 村上 雅昭 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ 岩手県 陸前高田市 0:51:01
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51 455 及川 俊宏 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾋﾛ 宮城県 富谷市 0:51:13
52 507 鈴木 康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ 宮城県 塩竈市 ロク 0:52:00
53 436 今野 道行 ｺﾝﾉ ﾐﾁﾕｷ 岩手県 奥州市 0:52:11
54 495 澤舘 忠良 ｻﾜﾀﾞﾃ ﾀﾀﾞﾖｼ 岩手県 北上市 東北電ＩＨＭＣ 0:53:01
55 462 廣瀬 匡司 ﾋﾛｾ ﾏｻｼ 岩手県 盛岡市 0:53:09
56 479 伊東 芳弘 ｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 北上市 岩手中部水道企業団 0:53:13
57 466 小野 明則 ｵﾉ ｱｷﾉﾘ 岩手県 一関市 0:53:13
58 486 武田 俊介 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩手県 大船渡市 ＴＤＣ 0:53:16
59 418 金野 敬之 ｷﾝﾉ ﾀｶﾕｷ 岩手県 大船渡市 0:53:37
60 424 菅野 拓哉 ｶﾝﾉ ﾀｸﾔ 宮城県 気仙沼市 気仙沼市役所 0:53:50
61 413 加藤 純 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝ 福島県 会津若松市 国土開発工業 0:54:20
62 508 藤川 治 ﾌｼﾞｶﾜ ｵｻﾑ 岩手県 盛岡市 盛岡甘熟会 0:54:50
63 431 小成 良二 ｺﾅﾘ ﾘｮｳｼﾞ 岩手県 宮古市 風を抜け倶楽部 0:54:54
64 401 山口 太門 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾓﾝ 岩手県 大船渡市 株式会社 佐賀組 0:54:57
65 464 林 謙志 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾞ 岩手県 矢巾町 林会計事務所 0:55:09
66 488 猿橋 正晃 ｻﾙﾊｼ ﾏｻｱｷ 兵庫県 西宮市 0:55:27
67 439 山田 拓也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 岩手県 北上市 0:55:39
68 510 佐々木 勉 ｻｻｷ ﾂﾄﾑ 岩手県 陸前高田市 0:55:44
69 469 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 宮城県 多賀城市 ノル松 0:55:45
70 449 山田 壮史 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 岩手県庁走友会 0:55:58
71 496 中川 直之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 岩手県 宮古市 サークルきょうたくＲＣ 0:55:58
72 476 菊池 浩光 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐﾂ 岩手県 北上市 システムベース 0:56:03
73 520 ヤナギヤ シンゴ ﾔﾅｷﾞﾔ ｼﾝｺﾞ 岩手県 大船渡市 宙詠みサークル朔 0:56:22
74 482 猪股 和浩 ｲﾉﾏﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 岩沼市 七転八起 0:56:30
75 470 秋山 興仁 ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 宮城県 栗原市 虎の穴 0:57:10
76 474 横山 正則 ﾖｺﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 美里町 0:57:14
77 421 岩間 健 ｲﾜﾏ ﾀｹｼ 岩手県 宮古市 宮古市役所ＳＲ 0:57:31
78 504 三浦 正史 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 岩手県 矢巾町 0:58:00
79 414 小野 実 ｵﾉ ﾐﾉﾙ 宮城県 仙台市 0:58:06
80 446 金野 善友 ｺﾝﾉ ﾖｼﾄﾓ 岩手県 一関市 後藤工建株式会社 0:58:24
81 428 松本 守仁 ﾏﾂﾓﾄ ﾓﾘﾋﾄ 岩手県 一関市 0:58:26
82 458 佐々木 喜之 ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ 岩手県 住田町 住田町役場 0:58:56
83 457 越後谷 透 ｴﾁｺﾞﾔ ﾄｵﾙ 岩手県 盛岡市 0:58:59
84 432 小坪 圭光 ｺﾂﾎﾞ ｹｲｺｳ 宮城県 大和町 リズミカルＰＫＣ 0:59:17
85 420 小濱 健 ｺﾊﾏ ｹﾝ 岩手県 大船渡市 0:59:24
86 445 松永 時男 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｷｵ 東京都 練馬区 0:59:25
87 512 菊池 賢 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 釜石市 釜石清掃企業 0:59:28
88 451 山添 英順 ﾔﾏｿﾞｴ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 Ｎ大倶楽部 0:59:53
89 465 吉永 旭 ﾖｼﾅｶﾞ ｱｷﾗ 神奈川県 川崎市 東急建設（株） 0:59:57
90 448 所 祐之 ﾄｺﾛ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 大和市 藤沢市 1:00:08
91 522 米森 茂博 ﾖﾈﾓﾘ ｼｹﾞﾋﾛ 福島県 郡山市 1:00:51
92 415 佐藤 真 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 岩手県 大船渡市 1:01:14
93 412 平川 潤一 ﾋﾗｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 東急建設（株） 1:01:59
94 493 平田 六之助 ﾋﾗﾀ ﾛｸﾉｽｹ 岩手県 盛岡市 ＩＨＭＣ 1:02:22
95 453 金 純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 1:02:28
96 417 佐藤 登 ｻﾄｳ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 陸前高田市 黒潮魂陸連 1:03:32
97 487 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ｹﾝ 岩手県 一関市 目指せホノルル東和温泉 1:04:00
98 408 吉田 圧務 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂﾑ 岩手県 宮古市 1:04:39
99 478 鈴木 強史 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 岩手県 大船渡市 1:04:58
100 435 淡路 武夫 ｱﾜｼﾞ ﾀｹｵ 岩手県 盛岡市 1:05:54
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101 404 堀江 研二 ﾎﾘｴ ｹﾝｼﾞ 埼玉県 加須市 久喜郵便局 1:06:34
102 437 角掛 博之 ﾂﾉｶｹ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 ランナーポン吉 1:06:55
103 471 登内 芳也 ﾄﾉｳﾁ ﾖｼﾔ 岩手県 北上市 祭り法人射的 1:08:51
104 521 神山 浩樹 ｶﾐﾔﾏ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 1:11:01
105 406 阿部 哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 岩手県 北上市 1:12:28
106 506 川端 清人 ｶﾜﾊﾞﾀ ｷﾖﾄ 岩手県 大船渡市 1:14:11
107 423 鈴木 聡 ｽｽﾞｷ ｻﾄｼ 岩手県 大船渡市 DNF


