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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 市区町村県名 所属クラブ名 記 録

1 5234 加藤 和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 栗原市 0:17:16
2 5223 田中 寛人 ﾀﾅｶ ﾉﾘﾋﾄ 宮城県 塩竈市 0:17:25
3 5243 早田 洋平 ﾊﾔﾀ ﾖｳﾍｲ 福島県 相馬市 相馬市役所 0:17:27
4 5245 石丸 秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 南三陸町 ウィルランズ 0:17:34
5 5238 小野寺 栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ 岩手県 奥州市 あんばい 0:17:37
6 5252 多田 広樹 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 遠野市 0:17:41
7 5230 阿部 広美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 岩手県 奥州市 0:17:49
8 5224 菊池 知之 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:17:58
9 5233 嶋 兼一 ｼﾏ ｹﾝｲﾁ 宮城県 栗原市 ウィルランズ 0:17:59
10 5228 阿部 裕樹 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 宮城県 仙台市 宮城県庁 0:18:02
11 5227 宮守 基光 ﾐﾔﾓﾘ ﾓﾄﾐﾂ 岩手県 大船渡市 大船渡陸上倶楽部 0:18:08
12 5253 鈴木 研一郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝｲﾁﾛｳ 宮城県 気仙沼市 0:18:13
13 5244 若山 謙一 ﾜｶﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 埼玉県 さいたま市 大船渡旋風２ 0:18:34
14 5215 笹山 明 ｻｻﾔﾏ ｱｷﾗ 岩手県 花巻市 笹間クラブ 0:18:41
15 5236 村井 正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ 岩手県 矢巾町 0:19:00
16 5248 由利 保 ﾕﾘ ﾀﾓﾂ 岩手県 奥州市 奥州市陸協 0:19:02
17 5222 及川 一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ 宮城県 登米市 ウィルランズ 0:20:23
18 5231 山下 浩樹 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 0:20:26
19 5205 佐藤 福廣 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 岩手県 陸前高田市 0:20:30
20 5218 大和田 忠行 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 岩手県 大船渡市 大船渡ＡＣ 0:20:37
21 5232 山崎 菊治 ﾔﾏｻﾞｷ ｷｸｼﾞ 宮城県 石巻市 ひたかみＭＲＣ 0:20:45
22 5207 峯田 貴博 ﾐﾈﾀ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 石巻市 0:21:42
23 5240 佐々木 修 ｻｻｷ ｵｻﾑ 岩手県 大船渡市 0:21:45
24 5235 奥田 光樹 ｵｸﾀﾞ ｺｳｷ 宮城県 仙台市 （株）いせかん 0:23:12
25 5254 菅原 健 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 宮城県 大崎市 0:23:27
26 5208 近江 隆浩 ｵｵﾐ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 柴田町 0:23:56
27 5226 小田島 和幸 ｵﾀﾞｼﾞﾏ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 北上市 0:24:26
28 5206 村上 晃一 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｲﾁ 静岡県 浜松市 0:24:33
29 5201 中居 信浩 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 仙台市 プロジェクト旅がらす 0:24:41
30 5251 阿部 正行 ｱﾍﾞ ﾏｻﾕｷ 宮城県 南三陸町 0:24:44
31 5237 小泉 祥二 ｺｲｽﾞﾐ ｼｮｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 修行走 0:24:45
32 5204 近江 勝 ｵｵﾐ ﾏｻﾙ 岩手県 大船渡市 0:24:50
33 5239 藤巻 和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 角田市 0:25:14
34 5203 菊池 智彦 ｷｸﾁ ﾄﾓﾋｺ 宮城県 仙台市 東急建設（株） 0:26:30
35 5241 澤口 敦 ｻﾜｸﾞﾁ ｱﾂｼ 岩手県 花巻市 0:26:30
36 5216 佐藤 徳夫 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 岩手県 大船渡市 0:27:01
37 5209 佐藤 光徳 ｻﾄｳ ﾐﾂﾉﾘ 岩手県 一関市 0:27:50
38 5256 大宮 勝正 ｵｵﾐﾔ ｶﾂﾏｻ 宮城県 仙台市 0:28:23
39 5213 山本 勉 ﾔﾏﾓﾄ ﾂﾄﾑ 岩手県 盛岡市 0:28:42
40 5211 佐々木 春草 ｻｻｷ ｼｭﾝｿｳ 岩手県 大船渡市 東急大船渡ＪＶ 0:28:57
41 5221 渋谷 嘉一 ｼﾌﾞﾔ ﾖｼｶｽﾞ 神奈川県 茅ヶ崎市 0:30:17
42 5242 篠原 清則 ｼﾉﾊﾗ ｷﾖﾉﾘ 茨城県 稲敷市 0:31:02
43 5217 松田 賢 ﾏﾂﾀﾞ ｹﾝ 岩手県 大船渡市 0:31:26
44 5250 中村 眞司 ﾅｶﾑﾗ ｼﾝｼﾞ 宮城県 気仙沼市 南郷２０１ 0:32:23
45 5220 工藤 憲一 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 宮城県 気仙沼市 ＹＡ７ 0:34:06
46 5212 齋藤 真徳 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 大船渡市 東急大船渡ＪＶ 0:35:29
47 5257 古関 健 ｺｾｷ ﾀｹｼ 東京都 国立市 東急建設 0:35:31
48 5229 細田 力 ﾎｿﾀﾞ ﾁｶﾗ 宮城県 富谷市 0:38:06
49 5247 中山 智靖 ﾅｶﾔﾏ ﾉﾘﾔｽ 東京都 足立区 東急建設株式会社 0:39:14
50 5246 丸岡 丸 ﾏﾙｵｶ ﾏﾙ 岩手県 盛岡市 東急建設 0:39:38
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51 5219 髙橋 道行 ﾀｶﾊｼ ﾐﾁﾕｷ 岩手県 北上市 0:40:54


