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1位 5002 今野 一平 ｺﾝﾉ ｲｯﾍﾟｲ おおさきＲＣ 宮城県 0:16:00

2位 5008 早坂 和也 ﾊﾔｻｶ ｶｽﾞﾔ 精工 宮城工場 宮城県 0:16:23

3位 5011 佐々木 佳祐 ｻｻｷ ｹｲｽｹ おおさきＲＣ 宮城県 0:16:23

4位 5009 三浦 浩人 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾄ あぶくまＡＣ 宮城県 0:16:29

5位 5010 及川 公章 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｱｷ トーニチ 福島県 0:16:37

6位 5024 安藤 亮 ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 仙台赤十字病院 宮城県 0:16:38

7位 5017 久冨 寿夫 ﾋｻﾄﾐ ﾄｼｵ キビタンＲＣ 福島県 0:16:47

8位 5004 塚原 史章 ﾂｶﾊﾗ ﾌﾐｱｷ 水曜ランでしょう 福島県 0:16:48

9位 5006 佐々木 健彦 ｻｻｷ ﾀｹﾋｺ 佐々木ウエス商会 宮城県 0:16:53

10位 5031 佐々木 玲 ｻｻｷ 宮城県 0:16:58

11位 5018 佐藤 啓輔 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 富谷高校 宮城県 0:17:07

12位 5015 石丸 秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ （株）登米村田製作所 宮城県 0:17:12

13位 5038 鈴木 春樹 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 東北学院榴ヶ岡高校 宮城県 0:17:35

14位 5028 丹波 祐人 ﾀﾝﾊﾞ ﾕｳﾄ 長町中学校 宮城県 0:17:51

15位 5016 佐藤 豊 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ チームプラマイゼロ！ 宮城県 0:17:52

16位 5033 近江 克也 ｵｵﾐ ｶﾂﾔ 宮城県 0:17:53

17位 5093 鈴木 道都 ｽｽﾞｷ ﾐﾁﾄ 宮城県 0:17:55

18位 5022 大内 利典 ｵｵｳﾁ ﾄｼﾉﾘ 明健小学校教員 福島県 0:17:55

19位 5032 石川 大揮 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 0:17:58

20位 5012 木村 紘貴 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 新地ランニングクラブ 福島県 0:18:03

21位 5040 小石沢 定則 ｺｲｼｻﾞﾜ ｻﾀﾞﾉﾘ フルール英二です 福島県 0:18:04

22位 5050 菅野 正直 ｶﾝﾉ ﾏｻﾅｵ サンヨー 宮城県 0:18:06

23位 5019 佐藤 新一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 秋田プラスチック 秋田県 0:18:12

24位 5048 庄子 敦博 ｼｮｳｼﾞ ｱﾂﾋﾛ 県二高 宮城県 0:18:16

25位 5047 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県 0:18:24

26位 5005 黒沢 諄 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｭﾝ 宮城県 0:18:50

27位 5055 町野 富彦 ﾏﾁﾉ ﾄﾐﾋｺ 宮城県 0:18:53

28位 5023 太田 陽太 ｵｵﾀ ﾖｳﾀ 宮城県 0:18:57

29位 5100 加藤 淳 ｶﾄｳ ﾏｺﾄ ステップスポーツ 宮城県 0:18:59

30位 5059 柴田 早実 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾐ ブルークラブ大崎 宮城県 0:19:00

31位 5043 斎藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 元自衛官 岩手県 0:19:01

32位 5029 齋藤 啓吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 仙台市役所 宮城県 0:19:04

33位 5064 滝口 俊浩 ﾀｷｸﾞﾁ ﾄｼﾋﾛ 埼玉県 0:19:05

34位 5070 綱 淳壱郎 ﾂﾅ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 福島県 0:19:11

35位 5062 浅利 知宏 ｱｻﾘ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 0:19:11

36位 5025 阿部 伸宏 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ ＦＴＲＣ 福島県 0:19:16

37位 5051 木田 和也 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 弘前公園ＲＣ 岩手県 0:19:18

38位 5058 難波 一洋 ﾅﾝﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 0:19:18

39位 5329 ファーブル ローラン ﾌｧｰﾌﾞﾙ ﾛｰﾗﾝ 宮城県 0:19:20

40位 5044 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 宮城県 0:19:21

41位 5045 酒井 剛 ｻｶｲ ﾂﾖｼ 福島県 0:19:26

42位 5060 高橋 真之 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 宮城県 0:19:29

43位 5034 岡本 尚樹 ｵｶﾓﾄ ﾅｵｷ おかもん 宮城県 0:19:32

44位 5101 猪鼻 修二 ｲﾉﾊﾅ ｼｭｳｼﾞ オトワーズ 宮城県 0:19:33

45位 5126 佐竹 涼介 ｻﾀｹ ﾘｮｳｽｹ 北杜防災 宮城県 0:19:35

46位 5071 高橋 真 ﾀｶﾊｼ ｼﾝ 福島県 0:19:38

47位 5042 齋藤 真彦 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ おおさきＲＣ 宮城県 0:19:41

48位 5037 奧村 高史 ｵｸﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ みやぎｔｆｃ 宮城県 0:19:42

49位 5072 小俣 邦生 ｵﾏﾀ ｸﾆｵ 東京都 0:19:43

50位 5078 髙橋 佳弘 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:19:44
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51位 5036 及川 眞輝 ｵｲｶﾜ ﾏｻｷ 宮城県 0:19:45

52位 5065 荒尾 圭唯 ｱﾗｵ ｶｲ 宮城県 0:19:46

53位 5099 川村 知行 ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 0:20:02

54位 5150 高階 智也 ﾀｶｶﾞｲ ﾄﾓﾔ 鉄建建設 宮城県 0:20:03

55位 5063 櫻庭 秋大 ｻｸﾗﾊﾞ ｱｷﾀﾞｲ むつ陸上クラブ 東京都 0:20:07

56位 5140 矢倉 三太朗 ﾔｸﾞﾗ ｻﾝﾀﾛｳ 仙台高専広瀬 宮城県 0:20:10

57位 5166 嶺岸 澄貴 ﾐﾈｷﾞｼ ｷﾖﾀｶ 宮城県 0:20:10

58位 5119 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ テクノスジャパン 宮城県 0:20:10

59位 5137 三浦 昭彦 ﾐｳﾗ ｱｷﾋｺ 桜坂ＲＣ 宮城県 0:20:15

60位 5066 高橋 正彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 宮城県 0:20:20

61位 5061 豊田 公次 ﾄﾖﾀﾞ ｺｳｼﾞ 七ヶ浜ランラン 宮城県 0:20:23

62位 5067 阿部 貴徳 ｱﾍﾞ ﾀｶﾉﾘ 宮城県 0:20:24

63位 5089 Ｓａｎｔｉａｇｏ Ｄｉｅｚ Ｄｏｎｏｓｏ 0:20:28

64位 5115 鈴木 正崇 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾀｶ 宮城県 0:20:29

65位 5103 能城 俊隆 ﾉｳｼﾞｮｳ ﾄｼﾀｶ ＡＤ 東京都 0:20:30

66位 5076 清水 佳樹 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｷ 宮城県 0:20:33

67位 5114 鈴木 隆 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ 寒河江市役所 山形県 0:20:34

68位 5146 佐藤 栄悦 ｻﾄｳ ｴｲｴﾂ 金井走ろう会 山形県 0:20:39

69位 5246 竹内 大裕 ﾀｹｳﾁ ﾀｲﾕｳ 宮城県 0:20:43

70位 5075 高根 修 ﾀｶﾈ ｵｻﾑ ＦＴＲＣ「山」 福島県 0:20:44

71位 5138 阿部 幹男 ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 宮城県 0:20:49

72位 5082 小番 健司 ｺﾂｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 宮城県 0:20:54

73位 5675 金子 優司 ｶﾈｺ ﾕｳｼﾞ いすゞライネックス 栃木県 0:20:54

74位 5152 佐藤 芳啓 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 宮城県 0:20:55

75位 5035 阿部 文洋 ｱﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ 宮城県 0:20:56

76位 5121 安部 貴博 ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 0:20:56

77位 5142 金井 仁一 ｶﾅｲ ｼﾞﾝｲﾁ 山形県 0:21:01

78位 5069 中尾 亘孝 ﾅｶｵ ﾉﾌﾞﾀｶ ＴＥＬ 宮城県 0:21:05

79位 5096 瀧内 義男 ﾀｷｳﾁ ﾖｼｵ とうほくしょ 青森県 0:21:05

80位 5136 吉田 英正 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞﾏｻ 多賀城走魂人 宮城県 0:21:07

81位 5054 佐竹 泰 ｻﾀｹ ﾔｽｼ ＨＲ 宮城県 0:21:08

82位 5147 丹野 賢一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 東北電力ＩＨＭＣ 宮城県 0:21:09

83位 5294 伊藤 謙治 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 宮城県 0:21:10

84位 5030 伊藤 晋也 ｲﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県 0:21:11

85位 5049 則武 浩司 ﾉﾘﾀｹ ｺｳｼﾞ ブルボンＲＣ 宮城県 0:21:18

86位 5106 君島 謙一 ｷﾐｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 仙台ワシントンホテル 宮城県 0:21:21

87位 5135 吉田 耕貴 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 宮城県 0:21:24

88位 5073 山田 裕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 宮城県 0:21:33

89位 5156 鈴木 賢 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾙ 株式会社菊新工務店 宮城県 0:21:33

90位 5293 平塚 龍輝 ﾋﾗﾂｶ ﾘｭｳｷ ＴＲＹＡ 宮城県 0:21:35

91位 5014 沼田 徳幸 ﾇﾏﾀ ﾉﾘﾕｷ Ｄペンギン 宮城県 0:21:35

92位 5021 上野 弘達 ｳｴﾉ ﾋﾛﾐﾁ 宮城県 0:21:35

93位 5124 成澤 徹 ﾅﾘｻﾜ ﾄｵﾙ 宮城県 0:21:36

94位 5865 柴田 樹 ｼﾊﾞﾀ ｲﾂｷ 宮城県 0:21:39

95位 5179 西村 康弘 ﾆｼﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 0:21:44

96位 5344 青木 裕二 ｱｵｷ ﾕｳｼﾞ 宮城県 0:21:45

97位 5646 三浦 竜次 ﾐｳﾗ ﾘｭｳｼﾞ 宮城県 0:21:47

98位 5133 佐藤 隆行 ｻﾄｳ ﾀｶﾕｷ 仙南広域 宮城県 0:21:47

99位 5168 豊原 之 ﾄﾖﾊﾗ ｲﾀﾙ 宮城県 0:21:48

100位 5159 石川 慎太郎 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ ＧＹＦ 宮城県 0:21:49
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101位 5085 黒田 太喜 ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｷ 宮城県 0:21:51

102位 5310 奥田 英輔 ｵｸﾀﾞ ｴｲｽｹ ＴＳＳ 宮城県 0:21:53

103位 5079 桂島 秀男 ｶﾂﾗｼﾏ ﾋﾃﾞｵ チームＡＫＲ 宮城県 0:21:54

104位 5145 松浦 淳一郎 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 仙台市役所 宮城県 0:21:54

105位 5134 田口 淳也 ﾀｸﾞﾁ ｱﾂﾔ 仙台食品 宮城県 0:21:55

106位 5237 須藤 和人 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾄ 宮城県 0:21:57

107位 5170 中村 雅也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 東京都 0:21:57

108位 5056 有賀 正彦 ｱﾘｶﾞ ﾏｻﾋｺ ちんすこう 北海道 0:21:58

109位 5143 近江 隆浩 ｵｵﾐ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 0:21:59

110位 5352 土井 孝充 ﾄﾞｲ ﾀｶﾐﾂ チーム春八 宮城県 0:22:02

111位 5594 関 大地 ｾｷ ﾀﾞｲﾁ 宮城県 0:22:03

112位 5171 松田 裕輔 ﾏﾂﾀ ﾕｳｽｹ 宮城県 0:22:04

113位 5174 小川 賢二 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 東京国税局 東京都 0:22:06

114位 5153 佐々木 敏美 ｻｻｷ ﾄｼﾐ ＥＮＤＬＥＳＳ 福島県 0:22:07

115位 5091 田中 周治 ﾀﾅｶ ｼｭｳｼﾞ 宮城県 0:22:09

116位 5268 佐藤 由樹 ｻﾄｳ ﾕｳｷ サンガ 宮城県 0:22:09

117位 6050 古内 祐輔 ﾌﾙｳﾁ ﾕｳｽｹ 宮城県 0:22:09

118位 5176 鈴木 鋭二 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 産業技術総合センター 宮城県 0:22:15

119位 5090 佐藤 浩 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県 0:22:15

120位 5151 矢倉 貴 ﾔｸﾞﾗ ﾀｶｼ 東北電子計算センター 宮城県 0:22:15

121位 5083 鹿野 八弥 ｶﾉ ﾊﾁﾔ 鳴瀬走ろう会 宮城県 0:22:18

122位 5213 石井 淳 ｲｼｲ ｼﾞｭﾝ ランジョグ茨城 茨城県 0:22:21

123位 5308 河野 元紀 ｺｳﾉ ﾓﾄｷ ＭＲＴ 栃木県 0:22:21

124位 5116 太宰 あきら ﾀﾞｻﾞｲ ｱｷﾗ 宮城県 0:22:22

125位 5172 関根 清孝 ｾｷﾈ ｷﾖﾀｶ 三里塚マラソン競技部 茨城県 0:22:23

126位 5534 白鳥 俊 ｼﾗﾄﾘ ｼｭﾝ チー 宮城県 0:22:26

127位 5212 三上 友康 ﾐｶﾐ ﾄﾓﾔｽ 宮城県 0:22:28

128位 5189 林 和幸 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ ＪＡ福島電算センター 福島県 0:22:28

129位 5338 菅野 敏幸 ｽｶﾞﾉ ﾄｼﾕｷ 宮城県 0:22:32

130位 5175 菊地 吉典 ｷｸﾁ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 0:22:33

131位 5177 矢崎 輝雄 ﾔｻﾞｷ 泉ビレッジＪＣ 宮城県 0:22:34

132位 5377 川島 壮平 ｶﾜｼﾏ ｿｳﾍｲ 自営業 宮城県 0:22:35

133位 5200 髙橋 正顯 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 中山ＡＣ 宮城県 0:22:36

134位 5223 佐藤 雅之 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県 0:22:38

135位 5112 矢口 裕一 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛｶｽﾞ 株式会社 深松組 宮城県 0:22:38

136位 5722 小畑 敦史 ｵﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 宮城県 0:22:45

137位 5148 谷地 武 ﾔﾁ ﾀｹｼ 一代目ＭＳＢ 宮城県 0:22:47

138位 5129 風間 英樹 ｶｻﾞﾏ ﾋﾃﾞｷ ち～むシピン 神奈川県 0:22:51

139位 5158 鈴木 渉也 ｽｽﾞｷ 宮城県 0:22:55

140位 5550 齋藤 英紀 ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 0:22:55

141位 5486 中村 優也 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 宮城県 0:22:56

142位 5299 持木 直樹 ﾓﾁｷﾞ ﾅｵｷ 宮城県 0:22:56

143位 5327 渡邉 健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 宮城県 0:22:57

144位 5215 桑田 直明 ｸﾜﾀ ﾅｵｱｷ 東北大 宮城県 0:22:57

145位 5331 中村 翔 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 弘進ゴム株式会社 宮城県 0:22:59

146位 5162 広畑 俊弥 ﾋﾛﾊﾀ ｼｭﾝﾔ ＧＹＦ 宮城県 0:23:00

147位 5188 及川 満伸 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾉﾌﾞ ＪＡおおふなと 岩手県 0:23:01

148位 5186 寺長根 広将 ﾃﾗﾅｶﾞﾈ ﾋﾛﾕｷ 千葉県 0:23:04

149位 5277 武田 幹生 ﾀｹﾀﾞ ﾐｷｵ 宮城県 0:23:05

150位 5320 松澤 佳彦 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 宮城県 0:23:06
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151位 5462 林 光明 ﾊﾔｼ ﾐﾂｱｷ 陽光走ろう会 宮城県 0:23:12

152位 5204 佐々木 正尋 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 0:23:13

153位 5207 Ｗｉｌｌｉａｍ Ｄｕａｎｅ Ｍｅｄｌｉｃｏｔｔ 0:23:15

154位 5586 佐々木 元 ｻｻｷ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 0:23:17

155位 5716 猪内 太郎 ｼｼｳﾁ ﾀﾛｳ チーム南光台 宮城県 0:23:18

156位 6036 大島 進 ｵｵｼﾏ ｽｽﾑ 部品事業部 栃木県 0:23:18

157位 5198 阿部 太一 ｱﾍﾞ ﾀｲﾁ あいホーム 宮城県 0:23:19

158位 5077 山内 雅也 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻﾔ 白楊クラブ 宮城県 0:23:20

159位 5248 安達 慶洋 ｱﾀﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:23:24

160位 5214 佐藤 大地 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 仙台青陵 宮城県 0:23:25

161位 5330 沼倉 幸司 ﾇﾏｸﾗ ｺｳｼﾞ 南光台中学校 宮城県 0:23:26

162位 5575 高橋 昌宏 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ ＨＭ快走ＣＬＵＢ 宮城県 0:23:26

163位 5291 天野 通也 ｱﾏﾉ ﾐﾁﾔ 佐川急便 福島県 0:23:27

164位 5555 竹中 直 ﾀｹﾅｶ ﾅｵ 北海道 0:23:27

165位 5068 矢野 龍一 ﾔﾉ ﾘｮｳｲﾁ 宮城県 0:23:27

166位 5086 久光 聡志 ﾋｻﾐﾂ ｻﾄｼ 宮城県 0:23:27

167位 5855 安岡 照夫 ﾔｽｵｶ ﾃﾙｵ 宮城県 0:23:29

168位 5621 庵原 大輔 ｲﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 0:23:29

169位 5418 窪田 知也 ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾔ 宮城県 0:23:30

170位 5382 渡辺 宏一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 宮城県 0:23:31

171位 5196 千田 秋義 ﾁﾀﾞ ｱｷﾖｼ 神奈川県 0:23:32

172位 5498 蒔田 一男 ﾏｷﾀ ｶｽﾞｵ 宮城県 0:23:35

173位 5080 早坂 正人 ﾊﾔｻｶ ﾏｻﾄ サーフライダース 宮城県 0:23:35

174位 5180 久保 雅信 ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ メガロス鷺沼 神奈川県 0:23:35

175位 5284 塚原 利也 ﾂｶﾊﾗ ﾄｼﾔ 宮城県 0:23:35

176位 5667 相馬 裕樹 ｿｳﾏ ﾋﾛｷ いすゞライネックス 栃木県 0:23:37

177位 5314 菅野 清正 ｶﾝﾉ ｷﾖﾏｻ 宮城県 0:23:38

178位 5092 千葉 和也 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 二瓶お惣菜店陸上部 宮城県 0:23:39

179位 5280 本田 博志 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｼ かもつ 宮城県 0:23:40

180位 5197 中居 信浩 ﾅｶｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ プロジェクト旅がらす 宮城県 0:23:41

181位 5292 三上 義明 ﾐｶﾐ ﾖｼｱｷ 花巻走友会 岩手県 0:23:42

182位 5195 上原 一駿 ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾄｼ 宮城県 0:23:44

183位 5252 松野 将浩 ﾏﾂﾉ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 0:23:44

184位 5272 村上 陽太郎 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳﾀﾛｳ 宮城県 0:23:45

185位 5300 守屋 和徳 ﾓﾘﾔ ｶｽﾞﾉﾘ チーム ミウラ 宮城県 0:23:45

186位 5201 庄子 光志 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾂｼ 宮城県 0:23:46

187位 5183 米田 知史 ﾖﾈﾀﾞ ﾄﾓﾌﾐ 宮城県 0:23:47

188位 5687 川名 宗徳 ｶﾜﾅ ﾑﾈﾉﾘ 宮城県 0:23:51

189位 6116 松谷 静雄 ﾏﾂﾔ ｼｽﾞｵ 宮城県 0:23:54

190位 5181 戸澤 富美明 ﾄｻﾞﾜ ﾌﾐｱｷ Ａ＆ＡＭ ＲＣ 宮城県 0:23:55

191位 5574 今野 光輝 ｺﾝﾉ ﾐﾂﾃﾙ 福島県 0:23:56

192位 5097 岩渕 英喜 ｲﾜﾌﾞﾁ ｴｲｷ 函館公証人役場 北海道 0:23:56

193位 5552 堀川 大 ﾎﾘｶﾜ ﾀﾞｲ 岩手県 0:23:56

194位 5478 増田 栄二 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾃﾞｼﾞ ＴＥＡＭ２２９ 宮城県 0:23:57

195位 5288 舘下 圭 ﾀﾃｼﾀ ｹｲ 宮城県 0:24:01

196位 5307 渡邉 智法 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 0:24:01

197位 5182 寺長根 大輝 ﾃﾗﾅｶﾞﾈ ﾀﾞｲｷ 宮城県 0:24:02

198位 5057 丸山 一浩 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 多賀城市立山王小学校 宮城県 0:24:02

199位 6109 石垣 範和 ｲｼｶﾞｷ ﾉﾘｶｽﾞ 宮城県 0:24:03

200位 5161 寺長根 彰一 ﾃﾗﾅｶﾞﾈ ｼｮｳｲﾁ 東京都 0:24:04
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201位 5309 松井 智一 ﾏﾂｲ ﾄﾓｲﾁ 神奈川県 0:24:04

202位 5322 髙橋 盛 ﾀｶﾊｼ ｻｶﾘ 宮城県 0:24:06

203位 5651 小野寺 祐紀 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｷ 宮城県 0:24:06

204位 5221 笹森 貴之 ｻｻﾓﾘ ﾀｶﾕｷ 宮城県 0:24:07

205位 5191 中村 敏昭 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｱｷ ｃｌｕｂ４６８＋１ 宮城県 0:24:10

206位 5154 沼田 宗春 ﾇﾏﾀ ﾑﾈﾊﾙ ＳＡＣ 宮城県 0:24:11

207位 5440 佐藤 武志 ｻﾄｳ ﾀｹｼ 宮城県 0:24:15

208位 5414 伊藤 靖雄 ｲﾄｳ ﾔｽｵ 宮城県 0:24:16

209位 5332 木村 史崇 ｷﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 仙台西多賀病院 宮城県 0:24:16

210位 5165 太田 充 ｵｵﾀ ﾐﾂﾙ 宮城県 0:24:17

211位 5557 鈴 幸彦 ｽｽﾞ ﾕｷﾋｺ クラブＲ２東日本 宮城県 0:24:18

212位 5250 皆川 直康 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾔｽ 宮城県 0:24:18

213位 5337 小野寺 柊斗 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳﾄ 宮城県 0:24:19

214位 5475 河野 久夫 ｶﾜﾉ ﾋｻｵ 宮城県 0:24:19

215位 5229 吉岡 章夫 ﾖｼｵｶ ｱｷｵ あいホーム 宮城県 0:24:19

216位 5353 東海林 忠雄 ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾀﾀﾞｵ 宮城県 0:24:24

217位 5184 高橋 雄一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 宮城県 0:24:24

218位 5269 トムリンソン ジェフリー ﾄﾑﾘﾝｿﾝ ｼﾞｪﾌﾘｰ 宮城県 0:24:25

219位 5348 千葉 貴文 ﾁﾊﾞ ﾀｶﾌﾐ 宮城県 0:24:26

220位 6154 鈴木 富雄 ｽｽﾞｷ ﾄﾐｵ 仙台大学同窓会 宮城県 0:24:27

221位 5366 吉川 恭洋晶 ｷｯｶﾜ ｷﾖｱｷ 宮城県 0:24:29

222位 5355 沖田 周介 ｵｷﾀ ｼｭｳｽｹ 宮城県 0:24:30

223位 5155 菊池 寿徳 ｷｸﾁ ＧＳエアサ 茨城県 0:24:31

224位 5652 佐藤 和孝 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾀｶ 福島県 0:24:33

225位 5390 安田 浩一 ﾔｽﾀﾞ ｺｳｲﾁ 光合金製作所 宮城県 0:24:36

226位 5744 中山 真人 ﾅｶﾔﾏ ﾏｺﾄ 宮城県 0:24:42

227位 5679 岸 和夫 ｷｼ ｶｽﾞｵ 福島県 0:24:43

228位 5233 三浦 和範 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 0:24:44

229位 5340 浅野 隆志 ｱｻﾉ ﾀｶｼ 宮城県 0:24:45

230位 5087 對馬 孝昭 ﾂｼﾏ ﾀｶｱｷ 宮城県 0:24:46

231位 5125 佐藤 和宏 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ ニューフレンドＲＣ 宮城県 0:24:48

232位 5371 鈴木 清一 ｽｽﾞｷ ｾｲｲﾁ 岩手県 0:24:49

233位 5930 桐畑 和弘 ｷﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 0:24:51

234位 5084 泉澤 純哉 ｲｽﾞﾐｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城県 0:24:52

235位 5349 内海 義一 ｳﾂﾐ ﾖｼｶｽﾞ 宮城県 0:24:52

236位 5692 佐藤 伸幸 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞﾕｷ ＹＡＮＭＡＲ 宮城県 0:24:56

237位 5271 水野 英一 ﾐｽﾞﾉ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 福島県 0:24:56

238位 5982 福島 慎一 ﾌｸｼﾏ ｼﾝｲﾁ 埼玉県 0:24:57

239位 5311 佐藤 好哉 ｻﾄｳ ﾖｼﾔ 藤崎ＲＣ 宮城県 0:24:57

240位 6018 加藤 一路 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾐﾁ 岐阜県 0:24:57

241位 5638 庄子 拡 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛﾑ 宮城県 0:24:57

242位 5529 阿南 陽二 ｱﾅﾐ ﾖｳｼﾞ 宮城県 0:24:58

243位 5700 小畑 英 ｵﾊﾞﾀ ｻﾄﾙ 宮城県 0:24:58

244位 5733 大橋 義明 ｵｵﾊｼ ﾖｼｱｷ 埼玉県 0:24:58

245位 5401 団 伊久雄 ﾀﾞﾝ ｲｸｵ 岩手県 0:24:59

246位 5227 畠山 秋弘 ﾊﾀｹﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 畠山工業 宮城県 0:24:59

247位 5350 安住 俊哉 ﾔｽｽﾞﾐ ﾄｼﾔ 宮城県 0:25:01

248位 5603 橋本 卓也 ﾊｼﾓﾄ ﾀｸﾔ 仙台市役所 宮城県 0:25:01

249位 5386 伊藤 健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ 宮城県 0:25:02

250位 5232 佐藤 晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ あいホーム 宮城県 0:25:03
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251位 5715 深澤 健二 ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 宮城県 0:25:04

252位 5278 熊坂 香輝 ｸﾏｻｶ ｺｳｷ 宮城県 0:25:04

253位 5260 高橋 識至 ﾀｶﾊｼ ﾂﾈﾕｷ 宮城県 0:25:05

254位 5795 佐藤 光和 ｻﾄｳ ﾐﾂｶｽﾞ 仙台ジョギング 宮城県 0:25:08

255位 5507 木村 健一 ｷﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 0:25:10

256位 5297 竹川 訓由 ﾀｹｶﾜ ｸﾆﾕｷ 宮城県 0:25:11

257位 5139 小川 瑠樹也 ｵｶﾞﾜ ﾙｷﾔ 宮城県 0:25:12

258位 5413 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ 宮城県 0:25:12

259位 5102 松岡 孝 ﾏﾂｵｶ ﾀｶｼ 宮城県 0:25:13

260位 5236 鈴木 良介 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 宮城県 0:25:14

261位 5704 引地 実 ﾋｷﾁ ﾐﾉﾙ 宮城県 0:25:15

262位 5393 家田 久一郎 ｲｴﾀﾞ ｷｭｳｲﾁﾛｳ 宮城県 0:25:16

263位 5370 早坂 晃 ﾊﾔｻｶ ｱｷﾗ 不二サッシ東北 宮城県 0:25:17

264位 5419 細川 歩 ﾎｿｶﾜ ｱﾕﾑ 宮城県 0:25:19

265位 5257 太田 章寛 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:25:19

266位 5315 高橋 秀典 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 0:25:20

267位 5662 大宮 幸男 ｵｵﾐﾔ ﾕｷｵ 竹川 宮城県 0:25:21

268位 5566 東 力 ｱｽﾞﾏ ﾁｶﾗ 宮城県 0:25:22

269位 5813 川島 邦弘 ｶﾜｼﾏ ｸﾆﾋﾛ 株式会社東北紙業 宮城県 0:25:23

270位 5463 近江 晃歩 ｵｵﾐ ｱｷﾎ 宮城県 0:25:23

271位 5339 大山 悟 ｵｵﾔﾏ ｻﾄﾙ 小籠包 宮城県 0:25:25

272位 5363 玉谷 有平 ﾀﾏﾀﾆ ﾕｳﾍｲ 仙台新撰落語会 宮城県 0:25:26

273位 5702 三浦 北斗 ﾐｳﾗ ﾎｸﾄ 東北大学 宮城県 0:25:27

274位 5354 遠藤 幸太郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 宮城県 0:25:30

275位 5612 佐々木 慎弥 ｻｻｷ ｼﾝﾔ 宮城県 0:25:30

276位 5192 渡辺 健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 宮城県 0:25:30

277位 5376 蔦屋 紀幸 ﾂﾀﾔ ﾉﾘﾕｷ 宮城県 0:25:31

278位 5275 高山 佑介 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｽｹ 山形県 0:25:32

279位 5618 東出 剛也 ﾋｶﾞｼﾃﾞ ﾀｹﾔ 金沢村田製作所 宮城県 0:25:34

280位 5206 市川 雅章 ｲﾁｶﾜ ﾏｻｱｷ 宮城県 0:25:36

281位 5095 柴 吉彦 ｼﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 西松ＲＣ 福島県 0:25:37

282位 5243 木村 満 ｷﾑﾗ ﾐﾂﾙ 宮城県 0:25:38

283位 5379 佐々木 広志 ｻｻｷ ﾋﾛｼ 宮城県 0:25:38

284位 5312 クロッカー ジュリアン ｸﾛｯｶｰ ｼﾞｭﾘｱﾝ ＮＰＯ ＭＩＳＯ 宮城県 0:25:39

285位 5861 菊地 幸一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:25:39

286位 5904 布田 涼一 ﾌﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ 宮城県 0:25:41

287位 5341 鈴木 和磨 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞﾏ 宮城県 0:25:42

288位 5254 山口 裕 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 宮城県 0:25:44

289位 5392 青木 真大 ｱｵｷ ﾏｻﾋﾛ イー・ジェー・アール 宮城県 0:25:44

290位 5295 志賀 裕太 ｼｶﾞ ﾕｳﾀ 仙台市 宮城県 0:25:44

291位 5745 平出 敬信 ﾋﾗﾃﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 大成建設 宮城県 0:25:45

292位 5282 大松 広房 ｵｵﾏﾂ ﾋﾛﾌｻ チーム赤虫 山形県 0:25:45

293位 5380 伊藤 耕 ｲﾄｳ ｺｳ あいホーム 宮城県 0:25:46

294位 5160 大内 翔太 ｵｵｳﾁ ｼｮｳﾀ 宮城県 0:25:46

295位 5981 清水 大 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲ 宮城県 0:25:47

296位 5187 梅津 明広 ｳﾒﾂ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:25:47

297位 5144 今野 哲男 ｺﾝﾉ ﾃﾂｵ 宮城県 0:25:48

298位 5724 越後 俊雄 ｴﾁｺﾞ ﾄｼｵ 宮城県 0:25:49

299位 5648 中舘 亮宣 ﾅｶﾀﾞﾃ ｱｷﾉﾌﾞ 丸幸自動車工業 宮城県 0:25:49

300位 5543 清水 勇司 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県 0:25:51
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301位 5216 大野 哲也 ｵｵﾉ ﾃﾂﾔ 宮城県 0:25:52

302位 5405 岸波 正弘 ｷｼﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ 福島県 0:25:53

303位 5217 箱崎 昌敏 ﾊｺｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ ランニングベア 福島県 0:25:55

304位 5530 神宮 大輔 ｼﾞﾝｸﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 0:25:55

305位 5588 右田 良介 ﾐｷﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 宮城県 0:25:56

306位 5357 亀谷 貴弘 ｶﾒﾔ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 0:25:57

307位 5532 舟山 徹 ﾌﾅﾔﾏ ﾄｵﾙ チーム ミウ 宮城県 0:25:57

308位 5230 伊藤 崇 ｲﾄｳ ﾀｶｼ あいホーム 宮城県 0:25:57

309位 5553 長谷川 浩司 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 愛知県 0:25:59

310位 5597 ルロフゼン マルセル ﾙﾛﾌｾﾞﾝ ﾏﾙｾﾙ 宮城県 0:25:59

311位 5846 福田 千春 ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾙ 宮城県 0:26:05

312位 5661 池田 章人 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾄ 宮城県 0:26:05

313位 5193 成瀬 啓 ﾅﾙｾ ｹｲ 宮城県 0:26:06

314位 5487 支倉 貴央 ﾊｾｸﾗ ﾀｶｵ 宮城県 0:26:08

315位 5173 多田 健児 ﾀﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 仙台市八幡体振 宮城県 0:26:09

316位 5362 古川 栄治 ﾌﾙｶﾜ ｴｲｼﾞ 宮城県 0:26:09

317位 5517 葛西 怜 ｶｻｲ ﾚﾝ 宮城県 0:26:10

318位 5369 白鳥 富雄 ｼﾗﾄﾘ ﾄﾐｵ 榴ヶ岡ラン 宮城県 0:26:11

319位 6122 荒川 真味 ｱﾗｶﾜ ﾏｻﾐ 岩手県 0:26:11

320位 5027 新沼 勝利 ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ 岩手県 0:26:11

321位 5399 池野 誠司 ｲｹﾉ ｾｲｼﾞ 宮城県 0:26:12

322位 5622 山岡 周 ﾔﾏｵｶ ｼｭｳ ｉｃｆｃｒｃ 宮城県 0:26:12

323位 5247 吉田 和樹 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 宮城県 0:26:14

324位 5164 遠藤 辰徳 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾂﾉﾘ おおさきＲＣ 宮城県 0:26:15

325位 6153 山田 大進 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾐﾁ 仙台大学同窓会 宮城県 0:26:15

326位 5208 山本 正明 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｱｷ 宮城県 0:26:15

327位 5847 大川 雅史 ｵｵｶﾜ ﾏｻｼ 宮城県 0:26:16

328位 5519 米田 一也 ﾖﾈﾀ ｶｽﾞﾔ 宮城県 0:26:17

329位 5346 青山 周 ｱｵﾔﾏ ﾁｶｼ 宮城県 0:26:18

330位 6166 濱野 哲明 ﾊﾏﾉ ﾉﾘｱｷ 古川ラグビースクール 宮城県 0:26:19

331位 5477 我妻 徹 ｱｶﾞﾂﾏ ﾄｵﾙ 宮城県 0:26:19

332位 5378 石川 伸 ｲｼｶﾜ ｼﾝ チームあゆか 宮城県 0:26:19

333位 6071 鹿野 宏和 ｼｶﾉ ﾋﾛｶｽﾞ 宮城県 0:26:20

334位 5469 和田 正史 ﾜﾀﾞ ﾏｻｼ 宮城県 0:26:22

335位 5202 宍戸 邦雄 ｼｼﾄﾞ ｸﾆｵ 宮城県 0:26:24

336位 5584 本田 浩一 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｲﾁ ヤマホンクラブ 埼玉県 0:26:24

337位 5123 成田 修司 ﾅﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 宮城県 0:26:25

338位 5267 林 哲汰 ﾊﾔｼ ﾃﾂﾀ いすゞライネックス 東京都 0:26:25

339位 5735 遊佐 泰輝 ﾕｻ ﾀｲｷ 宮城県 0:26:25

340位 6164 細屋 陽平 ﾎｿﾔ ﾖｳﾍｲ 宮城県 0:26:26

341位 5199 八木 裕樹 ﾔｷﾞ ﾋﾛｷ あいホーム 宮城県 0:26:26

342位 5285 井上 英明 ｲﾉｳｴ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県 0:26:26

343位 5572 山本 信一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ 宮城県 0:26:27

344位 5333 竹田 昭人 ﾀｹﾀﾞ ｱｷﾋﾄ ＩＳｚ ＬＩＮＥＸ 神奈川県 0:26:27

345位 5727 櫻庭 宏輔 ｻｸﾗﾊﾞ ｺｳｽｹ いすゞライネックス 東京都 0:26:28

346位 5395 鈴木 芳見 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾐ 宮城県 0:26:29

347位 5698 濵中 順一 ﾊﾏﾅｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 0:26:29

348位 5131 鹿野 浩 ｶﾉ ﾋﾛｼ 宮城県 0:26:30

349位 5149 原品 勝二 ﾊﾗｼﾅ ｶﾂｼﾞ タカラ米穀株式会社 宮城県 0:26:32

350位 5495 吉澤 俊幸 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 宮城県 0:26:34
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351位 5606 伊藤 康博 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ トータルタートルズ 宮城県 0:26:34

352位 5712 佐藤 栄徳 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 鉄建東北 宮城県 0:26:37

353位 5319 下村 和茂 ｼﾓﾑﾗ ｶｽﾞｼｹﾞ 宮城県 0:26:38

354位 5261 松田 英樹 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 0:26:38

355位 5558 田野 眞志 ﾀﾉ ﾏｻｼ 宮城県 0:26:38

356位 5360 幡野 正仁 ﾊﾀﾉ ﾏｻﾋﾄ 東京都 0:26:41

357位 5906 藤沢 謙太郎 ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城県 0:26:42

358位 5482 種市 幸雄 ﾀﾈｲﾁ ﾕｷｵ 宮城県 0:26:42

359位 5368 杉山 英雄 ｽｷﾞﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ エムエムブリッジ 宮城県 0:26:43

360位 6059 四海 達也 ｼｶｲ ﾀﾂﾔ 宮城県 0:26:44

361位 5485 工藤 伸一 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｲﾁ 宮城県 0:26:44

362位 5347 布田 雄一 ﾌﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 第一化成株式会社 栃木県 0:26:46

363位 5118 阿部 和彦 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 0:26:47

364位 5468 高松 健治 ﾀｶﾏﾂ ｹﾝｼﾞ 宮城県 0:26:48

365位 5489 児島 和正 ｺｼﾞﾏ ｶｽﾞﾏｻ 宮城県 0:26:49

366位 5241 伊藤 純 ｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 仙台大学５０ｔｈ 宮城県 0:26:50

367位 5578 渡邊 和紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ ＳＡＮ－ＥＩ 宮城県 0:26:51

368位 5263 鈴木 雅則 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 0:26:51

369位 5737 亀井 和貴 ｶﾒｲ ｶｽﾞｷ 宮城県 0:26:52

370位 5710 西野 誠 ﾆｼﾉ ﾏｺﾄ クリエイトワークス 京都府 0:26:55

371位 5843 小川 健太郎 ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ ＦＲＢＳ＋Ｒ 宮城県 0:26:56

372位 5428 南 雄人 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾄ 岩手県 0:26:57

373位 5235 齋藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 宮城県 0:26:58

374位 5907 佐藤 弾 ｻﾄｳ ﾀﾞﾝ 宮城県 0:27:06

375位 5242 竹内 克之 ﾀｹｳﾁ ｶﾂﾕｷ 宮城県 0:27:08

376位 5590 藤満 利英 ﾌｼﾞﾐﾂ ﾄｼﾋﾃﾞ 神奈川県 0:27:09

377位 5209 和田 豊 ﾜﾀﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 0:27:09

378位 5635 菊地 章浩 ｷｸﾁ ﾕｷﾋﾛ アイセイ薬局 神奈川県 0:27:09

379位 5585 工藤 茂雄 ｸﾄﾞｳ ｼｹﾞｵ ｓｋ建築 秋田県 0:27:09

380位 5643 佐久間 俊介 ｻｸﾏ ｼｭﾝｽｹ 長南町役場 千葉県 0:27:11

381位 5420 新本 起也 ｱﾗﾓﾄ ﾀﾂﾔ ＴＹＲＨＫ 宮城県 0:27:11

382位 5780 斎藤 逸伸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾉﾌﾞ きょうどう舎 宮城県 0:27:11

383位 5426 白椛 正美 ｼﾗｶﾊﾞ ﾏｻﾐ 岩手県 0:27:14

384位 5471 山下 光 ﾔﾏｼﾀ ﾋｶﾙ 宮城県 0:27:14

385位 5562 山本 久夫 ﾔﾏﾓﾄ ﾋｻｵ カトー精工 宮城県 0:27:15

386位 5403 荒田 博幸 ｱﾗﾀ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 0:27:17

387位 5385 村川 定義 ﾑﾗｶﾜ ｻﾀﾞﾖｼ 山元ＲＣ 宮城県 0:27:17

388位 5669 國分 康晴 ｺｸﾌﾞﾝ ﾔｽﾊﾙ 宮城県 0:27:18

389位 5422 三井 悦弘 ﾐﾂｲ ｴﾂﾋﾛ 宮城県 0:27:19

390位 5492 三浦 繁典 ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾉﾘ 宮城県 0:27:23

391位 5666 桑原 新吾 ｸﾜﾊﾗ ｼﾝｺﾞ ＦＣＲＣ 宮城県 0:27:24

392位 5141 相原 圭介 ｱｲﾊﾗ ｹｲｽｹ 山形県 0:27:25

393位 5439 大嶋 孝尚 ｵｵｼﾏ ﾀｶﾅｵ 宮城県 0:27:26

394位 5219 陶山 健司 ｽﾔﾏ ｹﾝｼﾞ 小泉ＳＲＣ 宮城県 0:27:26

395位 5234 鹿野 竜太 ｶﾉ ﾘｮｳﾀ 宮城県 0:27:26

396位 5483 鈴木 信 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ 宮城県 0:27:26

397位 5245 赤井田 均 ｱｶｲﾀﾞ ﾋﾄｼ 宮城県 0:27:28

398位 5697 伏貫 亮 ﾌｼﾇｷ ﾘｮｳ いすゞライネックス 福岡県 0:27:28

399位 5388 真木 洋介 ﾏｷ ﾖｳｽｹ 小籠包 宮城県 0:27:29

400位 5342 及川 充 ｵｲｶﾜ ﾐﾂﾙ チ－ム夢 宮城県 0:27:30
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401位 5664 山本 浩司 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｼ ライフ・マネジメント 宮城県 0:27:30

402位 5924 三ケ田 智 ﾐｶﾀﾞ ｻﾄｼ 宮城県 0:27:30

403位 5104 坂倉 正行 ｻｶｸﾗ ﾏｻﾕｷ 宮城県 0:27:31

404位 5559 佐藤 明生 ｻﾄｳ ｱｷｵ 宮城県 0:27:31

405位 5443 稲見 清和 ｲﾅﾐ ｷﾖｶｽﾞ 宮城県 0:27:31

406位 5709 菊地 智邦 ｷｸﾁ ﾄﾓｸﾆ 宮城県 0:27:31

407位 5404 笹 日出秋 ｻｻ ﾋﾃﾞｱｷ 青森県 0:27:32

408位 5444 石田 益弘 ｲｼﾀﾞ ﾏｽﾋﾛ 株式会社コスモテック 宮城県 0:27:32

409位 5301 大森 清視 ｵｵﾓﾘ ｷﾖｼ 宮城県 0:27:34

410位 5836 雪谷 尚史 ﾕｷﾀﾆ ﾋｻｼ 三井住友海上 宮城県 0:27:35

411位 5323 草野 雅人 ｸｻﾉ ﾏｻﾋﾄ 福島県 0:27:35

412位 5417 松﨑 岳 ﾏﾂｻﾞｷ ﾀｶｼ 宮城県 0:27:36

413位 5447 中嶋 敬 ﾅｶｼﾏ ﾀｶｼ 宮城県 0:27:37

414位 5434 大友 豪 ｵｵﾄﾓ ﾂﾖｼ 宮城県 0:27:38

415位 5387 手嶋 恭一 ﾃｼﾏ ｷｮｳｲﾁ 宮城県 0:27:39

416位 5287 渋谷 稔 ｼﾌﾞﾔ ﾐﾉﾙ 株式会社渋谷建設 宮城県 0:27:40

417位 5789 ＩＫＨＷＡＮＤＡ ＦＵＡＤ ｲﾌﾜﾝﾀﾞ ﾌｱﾄﾞ 東北大学 宮城県 0:27:40

418位 5365 菅原 栄夫 ｽｶﾞﾜﾗ ｴｲﾌ みなみかた 宮城県 0:27:42

419位 5373 松井 隆弘 ﾏﾂｲ ﾀｶﾋﾛ ＹＴ 宮城県 0:27:44

420位 5613 芦生 雅人 ｱｼｵｲ ﾏｻﾄ 宮城県 0:27:45

421位 5480 合野口 敏 ｱｲﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 宮城県 0:27:46

422位 6062 安倍 徹 ﾄｵﾙ ｱﾍﾞ 宮城県 0:27:46

423位 5678 末宗 栄治 ｽｴﾑﾈ ｴｲｼﾞ 埼玉県 0:27:47

424位 5324 吉田 浩二 ﾖｼﾀﾞ ｺｳｼﾞ 宮城県 0:27:47

425位 5445 羽田 俊一 ﾊﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県 0:27:49

426位 5713 今野 幸男 ｺﾝﾉ ﾕｷｵ 宮城県 0:27:51

427位 5270 結城 宏之 ﾕｳｷ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 0:27:52

428位 5336 佐藤 雄一 ｻﾄｳ ﾕｳｲﾁ 宮城県 0:27:55

429位 6114 斎藤 篤 ｻｲﾄｳ ｱﾂｼ ＧＯＧＯ丸幸 宮城県 0:27:56

430位 6129 工藤 孝 ｸﾄﾞｳ ﾀｶｼ 岩手県 0:27:56

431位 6123 藤原 裕治 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｼﾞ 岩手県 0:27:57

432位 5642 早坂 豪博 ﾊﾔｻｶ ﾀｹﾋﾛ ＧＦＣ 宮城県 0:27:58

433位 5110 大葉 寛晃 ｵｵﾊﾞ ﾋﾛｱｷ 宮城県 0:27:58

434位 5224 相原 健 ｱｲﾊﾗ ﾀｹｼ 宮城県 0:27:58

435位 5644 松川 哲也 ﾏﾂｶﾜ ﾃﾂﾔ ｅｄｓｐ走る部 宮城県 0:27:58

436位 5394 富田 光博 ﾄﾐﾀ ﾐﾂﾋﾛ 山形県 0:27:59

437位 5573 山形 慎一 ﾔﾏｶﾞﾀ ｼﾝｲﾁ 小籠包 宮城県 0:28:00

438位 5367 工藤 哲也 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ 宮城県 0:28:04

439位 5302 猪狩 充 ｲｶﾞﾘ ﾐﾂﾙ いすゞライネックス 神奈川県 0:28:04

440位 5547 阿部 慎司 ｱﾍﾞ ｼﾝｼﾞ 宮城県 0:28:04

441位 5653 石岡 修 ｲｼｵｶ ｵｻﾑ チームプラマイゼロ 宮城県 0:28:04

442位 5238 赤坂 哲也 ｱｶｻｶ ﾃﾂﾔ ミヤテレマラソン部 宮城県 0:28:04

443位 5375 小原 孝一 ｵﾊﾞﾗ ｺｳｲﾁ ＵＣＡＧ０９ 宮城県 0:28:05

444位 5391 浦田 顕理 ｳﾗﾀ ｱｷﾘ 宮城県 0:28:06

445位 5249 伊藤 昌史 ｲﾄｳ ﾏｻｼ きょうどう舎 宮城県 0:28:06

446位 5523 桃野 雅志 ﾓﾓﾉ ﾏｻｼ 宮城県 0:28:08

447位 5647 鎌田 大輝 ｶﾏﾀ ﾋﾛｷ 宮城県 0:28:09

448位 5634 角田 透 ﾂﾉﾀﾞ ﾄｵﾙ ｔｅａｍＴ 宮城県 0:28:10

449位 6077 関下 哲夫 ｾｷｼﾀ ﾃﾂｵ 宮城県 0:28:10

450位 5528 菅野 義幸 ｶﾝﾉ ﾖｼﾕｷ きょうどう舎 宮城県 0:28:11
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451位 5901 小野 剛 ｵﾉ ﾂﾖｼ 宮城県 0:28:13

452位 5220 狩野 成彦 ｶﾉ ｾｲﾋｺ ニユーフレンドＲＣ 宮城県 0:28:15

453位 5384 吉見 光宣 ｷﾁﾐ ﾐﾂﾉﾘ 宮城県 0:28:16

454位 5351 廣澤 幹夫 ﾋﾛｻﾜ ﾐｷｵ ＥＮＬ 宮城県 0:28:16

455位 6167 及川 聡 ｵｲｶﾜ ｻﾄﾙ 宮城県 0:28:16

456位 6089 黒澤 仁 ｸﾛｻﾜ ﾋﾄｼ 宮城県 0:28:18

457位 5421 佐藤 敏光 ｻﾄｳ ﾄｼﾐﾂ セブンビーチ 宮城県 0:28:20

458位 5359 髙世 諒太 ﾀｶｾ ﾘｮｳﾀ 宮城県 0:28:21

459位 6080 星 和行 ﾎｼ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 0:28:23

460位 5684 佐藤 崇一 ｻﾄｳ ｿｳｲﾁ チームやまと 宮城県 0:28:24

461位 6016 鈴木 義直 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾅｵ 宮城県 0:28:24

462位 5899 ＤＯＲＡＩ ＡＲＵＮＫＵＭＡＲ 0:28:24

463位 5409 川杉 英生 ｶﾜｽｷﾞ ﾋﾃﾞｷ 川英織物 東京都 0:28:27

464位 5563 八巻 淳一 ﾔﾏｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ ＳＥＶｅｎＲＣ 宮城県 0:28:27

465位 5833 大黒谷 俊知 ﾀﾞｲｺｸﾔ ﾀｶﾄ 宮城県 0:28:28

466位 5239 千葉 哲男 ﾁﾊﾞ ﾃﾂｵ 丸幸自動車 宮城県 0:28:29

467位 5605 金野 光悦 ｺﾝﾉ ｺｳｴﾂ 宮城県 0:28:31

468位 5496 古川 義人 ﾌﾙｶﾜ ﾖｼﾄ 宮城県 0:28:31

469位 5583 星 恭平 ﾎｼ ｷｮｳﾍｲ 長南町役場 千葉県 0:28:33

470位 5513 大野 渉 ｵｵﾉ ﾜﾀﾙ 宮城県 0:28:34

471位 6083 中島 雅昭 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｱｷ イーデザイン損保 宮城県 0:28:36

472位 5577 山野邉 聡 ﾔﾏﾉﾍﾞ ｻﾄｼ 五城保育園 宮城県 0:28:38

473位 5105 飯野 和英 ｲｲﾉ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 仙フィル 宮城県 0:28:38

474位 5654 齋藤 龍二 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 宮城県 0:28:38

475位 5205 村山 治 ﾑﾗﾔﾏ ｵｻﾑ 宮城県 0:28:39

476位 5682 大屋敷 浩明 ｵｵﾔｼｷ ﾋﾛｱｷ おやしきＤＣ 秋田県 0:28:39

477位 5484 米島 良一 ﾖﾈｼﾏ ﾘｮｳｲﾁ 宮城県 0:28:40

478位 5945 村上 四郎 ﾑﾗｶﾐ ｼﾛｳ 岩手県 0:28:40

479位 5975 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 宮城県 0:28:42

480位 5450 中村 剛 ﾅｶﾑﾗ 宮城県 0:28:43

481位 6104 前田 健二郎 ﾏｴﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 宮城県 0:28:43

482位 5456 加藤 慶実 ｶﾄｳ ﾖｼﾐ 宮城県 0:28:44

483位 5306 小森 幸男 ｺﾓﾘ ﾕｷｵ 医療法人雄心会 宮城県 0:28:46

484位 5432 早坂 純 ﾊﾔｻｶ ｼﾞｭﾝ パーフェクトスマイル 宮城県 0:28:46

485位 6064 岩渕 尚大 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾅｵﾋﾛ 宮城県 0:28:46

486位 5512 上野 俊祐 ｳｴﾉ ｼｭﾝｽｹ 宮城県 0:28:46

487位 5548 柏木 淳 ｶｼﾜｷﾞ ｱﾂｼ 宮城県 0:28:46

488位 5632 小田桐 俊治 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｼｭﾝｼﾞ 宮城県 0:28:47

489位 5873 吉田 馨 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾙ 宮城県 0:28:48

490位 5569 鈴木 昭夫 ｽｽﾞｷ ｱｷｵ 伊達路を走ろう会 福島県 0:28:48

491位 5431 三浦 浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 宮城県 0:28:49

492位 6118 森本 浩一 ﾓﾘﾓﾄ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:28:50

493位 5408 齋藤 孝治 ｻｲﾄｳ ｺｳｼﾞ 宮城県 0:28:51

494位 5509 野呂 直弘 ﾉﾛ ﾅｵﾋﾛ 宮城県 0:28:52

495位 5185 斉藤 好宏 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:28:52

496位 5286 石垣 和暁 ｲｼｶﾞｷ ｶｽﾞｱｷ 宮城県 0:28:53

497位 5231 駒井 孝之 ｺﾏｲ ﾀｶﾕｷ あいホーム 宮城県 0:28:53

498位 5672 近藤 康雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ 山形大学 山形県 0:28:54

499位 5536 臼倉 聡 ｳｽｸﾗ ｻﾄｼ 宮城県 0:28:54

500位 5458 八巻 儀 ﾔﾏｷ ﾖｼﾐ 宮城県 0:28:55
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501位 5460 青木 三郎 ｱｵｷ ｻﾌﾞﾛｳ 宮城県 0:28:58

502位 5318 川口 順弘 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:28:59

503位 5412 大学 寛定 ﾀﾞｲｶﾞｸ ﾋﾛｻﾀﾞ きょうどう舎 宮城県 0:29:01

504位 5541 村井 裕 ﾑﾗｲ ﾕﾀｶ 宮城県 0:29:01

505位 5007 菅原 城司 ｽｶﾞﾜﾗ ｾｲｼﾞ 東仙ランニング倶楽部 宮城県 0:29:01

506位 5690 小坂 祐司 ｺｻｶ ﾕｳｼﾞ 宮城県 0:29:02

507位 5741 佐藤 優平 ｻﾄｳ ﾕｳﾍｲ 宮城県 0:29:02

508位 5515 笠井 俊仁 ｶｻｲ ﾄｼﾋﾄ 宮城県 0:29:04

509位 5402 笹森 慎司 ｻｻﾓﾘ ｼﾝｼﾞ ハイグランドクラブ 宮城県 0:29:04

510位 5728 遠藤 伸幸 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 0:29:06

511位 5841 三河 賢太郎 ﾐｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城県 0:29:07

512位 5427 澤田 定秀 ｻﾜﾀﾞ ｻﾀﾞﾋﾃﾞ 宮城県 0:29:08

513位 5081 熊谷 正毅 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ 埼玉県 0:29:10

514位 5913 千田 高秀 ﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 岩手県 0:29:11

515位 5467 加藤 隆光 ｶﾄｳ ﾘｭｳｺｳ 宮城県 0:29:11

516位 6092 篠原 崇志 ｼﾉﾊﾗ ﾀｶｼ 宮城県 0:29:14

517位 5600 金子 明生 ｶﾈｺ ｱｷｵ 宮城県 0:29:15

518位 5731 奥山 純平 ｵｸﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 日本連続端子 山形県 0:29:15

519位 5580 小島 英弥夫 ｵｼﾞﾏ ｴﾐｵ ＭＤＷ 宮城県 0:29:16

520位 5013 高橋 信也 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾔ 宮城県 0:29:16

521位 5449 小林 仁 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 宮城県 0:29:16

522位 6140 奥村 央二郎 ｵｸﾑﾗ ｵｳｼﾞﾛｳ きょうどう舎 宮城県 0:29:17

523位 5520 三浦 辰 ﾐｳﾗ ｼﾝ アウトドア同好会 宮城県 0:29:19

524位 5966 古澤 覚 ﾌﾙｻﾜ ｻﾄﾙ 宮城県 0:29:19

525位 5416 成澤 嘉孝 ﾅﾘｻﾜ ﾖｼﾀｶ 秋田県 0:29:19

526位 5971 佐々木 敏 ｻｻｷ ｻﾄｼ 岩手県 0:29:20

527位 5821 富田 真人 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾄ ケーズクラブ 宮城県 0:29:20

528位 6124 藤原 直生 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 岩手県 0:29:21

529位 6090 熊谷 雅美 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾐ 宮城県 0:29:21

530位 5582 村上 崇智 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄﾓ ホワイトタイガー 宮城県 0:29:22

531位 5601 堀籠 康夫 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾔｽｵ 蕃美ＲＣ 宮城県 0:29:23

532位 5670 山田 全耕 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾔｽ ＨＫＺ 宮城県 0:29:23

533位 5880 桃井 栄太 ﾓﾓｲ ｴｲﾀ 宮城県 0:29:23

534位 5757 高橋 優介 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｽｹ 宮城県 0:29:24

535位 5595 種市 比登志 ﾀﾈｲﾁ ﾋﾄｼ （株）ＴＫＣ 宮城県 0:29:24

536位 5500 千色 五月 ﾁｲﾛ ｻﾂｷ 宮城県 0:29:25

537位 5640 米澤 寿徳 ﾖﾈｻﾜ ﾋｻﾉﾘ 宮城県 0:29:25

538位 5258 坂本 悟 ｻｶﾓﾄ ｻﾄｼ 宮城県 0:29:27

539位 5719 前川 彰男 ﾏｴｶﾜ ｱｷｵ 宮城県 0:29:28

540位 5437 岡 雄二 ｵｶ ﾕｳｼﾞ ＵＣＡＧ０９ 宮城県 0:29:29

541位 6009 舘田 久美仁 ﾀﾃﾀﾞ ｸﾐﾋﾄ ＮＴＴ－Ｆ 宮城県 0:29:29

542位 5980 渡辺 朋幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ 株式会社明治 宮城県 0:29:30

543位 5911 永瀬 充宏 ﾅｶﾞｾ ﾐﾂﾋﾛ 栃木県 0:29:31

544位 5358 山口 次郎 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾞﾛｳ 山形県 0:29:33

545位 5514 駒井 祥憲 ｺﾏｲ ﾖｼﾉﾘ 宮城県 0:29:34

546位 6011 金内 誠 ｶﾅｳﾁ ﾏｺﾄ 宮城大学 宮城県 0:29:36

547位 5589 中島 祐助 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ クラブらんらん 宮城県 0:29:37

548位 5516 長谷川 航 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 宮城県 0:29:37

549位 5694 佐藤 晶仁 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾄ 宮城県 0:29:38

550位 5544 三宅 俊光 ﾐﾔｹ ﾄｼﾐﾂ 宮城県 0:29:40
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551位 5429 林 邦充 ﾊﾔｼ ｸﾆﾐﾂ 東京都 0:29:40

552位 5581 佐藤 高志 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 東京サラヤ 宮城県 0:29:44

553位 5912 関川 洋平 ｾｷｶﾞﾜ ﾖｳﾍｲ 宮城県 0:29:44

554位 5410 成田 隆 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ チーム どりんぴん 宮城県 0:29:44

555位 6054 山中 大輔 ﾔﾏﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 0:29:44

556位 5898 Ｚａｎｅ Ｍａｒｔｉｎ Ｌｌｅｗｅｌｌｙｎ Ｃｌｉｆｆｏｒｄ 0:29:44

557位 5623 佐伯 拓治 ｻｴｷ ﾀｸｼﾞ 宮城県 0:29:49

558位 5993 畠山 太陽 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲﾖｳ ＧＦＣ 宮城県 0:29:49

559位 5343 園元 道浩 ｿﾉﾓﾄ ﾐﾁﾋﾛ 宮城県 0:29:51

560位 5533 佐藤 嘉規 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ チーム 宮城県 0:29:51

561位 5645 伊藤 竜司 ｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ＧＦＣ 宮城県 0:29:53

562位 5767 関原 健 ｾｷﾊﾗ ｹﾝ 宮城県 0:29:55

563位 6128 荒屋 勝 ｱﾗﾔ ﾏｻﾙ 岩手県 0:30:01

564位 5169 五十嵐 和広 ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾋﾛ うさぎとかめ 福島県 0:30:06

565位 5740 鈴木 俊平 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 遠小ＲＣ 宮城県 0:30:07

566位 5596 佐竹 祥宏 ｻﾀｹ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:30:08

567位 5505 田口 明宏 ﾀｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:30:12

568位 5587 遊佐 博明 ﾕｻ ﾋﾛｱｷ ５９６３ 宮城県 0:30:13

569位 6133 伊藤 徹 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ 宮城県 0:30:14

570位 5411 阿部 卓 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 宮城県 0:30:15

571位 5265 伊藤 智文 ｲﾄｳ ﾄﾓﾌﾐ 宮城県 0:30:17

572位 5535 堀口 暢一 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾉﾌﾞｶｽﾞ 宮城県 0:30:19

573位 5501 薮田 英輝 ﾔﾌﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 0:30:21

574位 5438 小熊 孝一 ｺｸﾞﾏ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:30:21

575位 6161 佐藤 久典 ｻﾄｳ ﾋｻﾉﾘ ＮＴＴドコモ 宮城県 0:30:21

576位 5564 神山 義信 ｺｳﾔﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 宮城県 0:30:22

577位 5619 芦田 竜将 ｱｼﾀﾞ ﾀﾂﾏｻ 神奈川県 0:30:22

578位 6030 加藤 亮太 ｶﾄｳ ﾘｮｳﾀ 宮城県 0:30:23

579位 5937 橋本 信行 ﾊｼﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 0:30:23

580位 5608 齋 恒夫 ｻｲ ﾂﾈｵ 仙台市 宮城県 0:30:24

581位 5656 鎌田 稔 ｶﾏﾀ ﾐﾉﾙ 宮城県 0:30:25

582位 5470 三浦 光雄 ﾐｳﾗ ﾃﾙｵ 宮城県 0:30:25

583位 5113 澤田 博昭 ｻﾜﾀ ﾋﾛｱｷ 宮城県 0:30:26

584位 5840 狩野 徳広 ｶﾘﾉ ﾄｸﾋﾛ 宮城県 0:30:27

585位 5655 山田 強 ﾔﾏﾀﾞ ﾂﾖｼ （有）タイヤプロ東北 宮城県 0:30:30

586位 5627 佐竹 学 ｻﾀｹ ﾏﾅﾌﾞ クリニックラポール 宮城県 0:30:30

587位 5361 庄子 泰行 ｼｮｳｼﾞ ﾔｽﾕｷ ＴＥＡＭカツ 宮城県 0:30:31

588位 5436 天野 直樹 ｱﾏﾉ ﾅｵｷ 宮城県 0:30:32

589位 5693 宮城 直也 ﾐﾔｷﾞ ﾅｵﾔ 宮城県 0:30:33

590位 5657 溝渕 雅貴 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾏｻｷ 宮城県 0:30:33

591位 5499 二宮 誠 ﾆﾉﾐﾔ ﾏｺﾄ 宮城県 0:30:34

592位 5290 高石 慎也 ﾀｶｲｼ ｼﾝﾔ 宮城県 0:30:37

593位 5732 宇都宮 茂樹 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｹﾞｷ 宮城県 0:30:38

594位 5592 鈴木 省三 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｿﾞｳ 仙台大学 宮城県 0:30:39

595位 5328 渡部 遼太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 宮城県 0:30:40

596位 5591 斉藤 亨 ｻｲﾄｳ ﾄｵﾙ シンコールＲＣ 宮城県 0:30:41

597位 5568 関口 洋一 ｾｷｸﾞﾁ ﾖｳｲﾁ 宮城県 0:30:41

598位 5969 相澤 史朗 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾛｳ 宮城県土地開発公社 宮城県 0:30:41

599位 5423 加藤 眞一 ｶﾄｳ ｼﾝｲﾁ さっと会 宮城県 0:30:42

600位 5400 高橋 保光 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾐﾂ 宮城県 0:30:45



2017/05/24 18:01:20 13 / 20 ページ Official Timer & Result By RECS

601位 5298 小野 勝一郎 ｵﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ コープ東北 宮城県 0:30:46

602位 5190 佐藤 敏 ｻﾄｳ ｻﾄｼ 宮城県 0:30:47

603位 5128 畠山 哲也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾃﾂﾔ 宮城県 0:30:48

604位 5730 郷家 尚歩人 ｺﾞｳｹ ﾅｵﾄ 株式会社ミセスハート 宮城県 0:30:48

605位 5335 神田 航希 ｶﾝﾀﾞ ｺｳｷ ＴＲＢＬＧＹ 宮城県 0:30:49

606位 5542 小松 優 ｺﾏﾂ ﾏｻﾙ 宮城県 0:30:49

607位 5882 日野 直樹 ﾋﾉ ﾅｵｷ 宮城県 0:30:49

608位 6110 木稲 佑生 ｺﾉﾐ ﾕｳｷ ＴＲＢＬＧＹ 兵庫県 0:30:49

609位 5834 鳥山 啓裕 ﾄﾘﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 0:30:50

610位 6051 小野寺 賢一 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 0:30:50

611位 5947 石田 貴彦 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋｺ ＧＦＣ 宮城県 0:30:52

612位 5407 高橋 邦昌 ﾀｶﾊｼ ｸﾆｱｷ 宮城県 0:30:53

613位 5383 山崎 藤太郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾀﾛｳ ＵＣＡＧ０９ 宮城県 0:30:55

614位 6126 石井 茂 ｲｼｲ ｼｹﾞﾙ 岩手県 0:30:57

615位 6149 小槌 優介 ｺﾂﾞﾁ ﾕｳｽｹ 宮城県 0:30:57

616位 5611 沼田 周一 ﾇﾏﾀ ｼｭｳｲﾁ 安田病院 宮城県 0:30:57

617位 5933 古川 昌治 ﾌﾙｶﾜ ｼｮｳｼﾞ フジタ走らん会 宮城県 0:30:59

618位 5753 中川 直之 ﾅｶｶﾞﾜ ﾅｵﾕｷ きょうたく 岩手県 0:31:01

619位 5857 浅野 正志 ｱｻﾉ ﾏｻｼ 仙台高砂走友会 宮城県 0:31:01

620位 5554 永谷 利行 ﾅｶﾞﾀﾆ ﾄｼﾕｷ 湖心亭 秋田県 0:31:01

621位 5522 小野 哲男 ｵﾉ ﾃﾂｵ 宮城県 0:31:02

622位 5545 金井 一馬 ｶﾅｲ ｶｽﾞﾏ 千葉県 0:31:02

623位 5461 阿部 孝夫 ｱﾍﾞ ﾀｶｵ 福島荒井完走会 福島県 0:31:03

624位 5455 木村 春陽 ｷﾑﾗ ｼｭﾝﾖｳ 青森県 0:31:04

625位 5262 佐藤 輝吉 ｻﾄｳ ﾃﾙﾖｼ 御恥走 宮城県 0:31:07

626位 5396 本田 貴裕 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ＳＵＢＡＲＵ 東京都 0:31:08

627位 5782 片桐 靖雄 ｶﾀｷﾞﾘ ﾔｽｵ 宮城県 0:31:11

628位 6021 本郷 潤 ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞｭﾝ アウトドア同好会 宮城県 0:31:11

629位 5304 山田 義明 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｱｷ 宮城県 0:31:11

630位 6058 岡島 史幸 ｵｶｼﾞﾏ ﾌﾐﾕｷ 宮城県 0:31:13

631位 5526 松田 明広 ﾏﾂﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:31:14

632位 5325 佐藤 文仁 ｻﾄｳ ﾌﾐﾋﾄ ２３１０ＲＣ 宮城県 0:31:14

633位 5473 山形 政義 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾏｻﾖｼ ゆめの会 宮城県 0:31:14

634位 5800 佐藤 和人 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾄ 宮城県 0:31:15

635位 5406 水野 拓郎 ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾛｳ あいホーム 宮城県 0:31:16

636位 6113 岩井 敏彦 ｲﾜｲ 宮城県 0:31:17

637位 5259 齋藤 剛 ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ 宮城県 0:31:17

638位 5650 本多 宏己 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾛｷ 宮城県 0:31:17

639位 5791 渡邊 智明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 兵庫県 0:31:17

640位 5792 神原 克浩 ｶﾝﾊﾞﾗ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 0:31:18

641位 5874 葛野 正彦 ｸｽﾞﾉ ﾏｻﾋｺ 宮城県 0:31:18

642位 5668 門脇 真二 ｶﾄﾞﾜｷ ｼﾝｼﾞ 涌谷町国保病院 宮城県 0:31:19

643位 6100 畠山 貴裕 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 0:31:19

644位 5663 秋元 秀仁 ｱｷﾓﾄ ﾋﾃﾞﾋﾄ 東京国税局 東京都 0:31:20

645位 6155 下堂前 孝士 ｼﾓﾄﾞｳﾏｴ ﾀｶｼ 仙台大学同窓会 宮城県 0:31:23

646位 5822 夏原 一貴 ﾅﾂﾊﾗ ｶｽﾞﾀｶ 宮城県 0:31:24

647位 6147 岩田 賢 ｲﾜﾀ ﾏｻﾙ 宮城県 0:31:24

648位 5926 齋藤 雄介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 宮城県 0:31:25

649位 5424 志和 宏敏 ｼﾜ ﾋﾛﾄｼ 岩手県 0:31:25

650位 5766 奥田 誠 ｵｸﾀﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 0:31:25
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651位 6120 及川 進 ｵｲｶﾜ ｽｽﾑ 岩手県 0:31:26

652位 5441 犬飼 大介 ｲﾇｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 0:31:27

653位 5871 石森 亮喜 ｲｼﾓﾘ ｶﾂﾞｷ 宮城県 0:31:27

654位 5743 我妻 芳郎 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾛｳ 宮城県 0:31:28

655位 5759 阿部 昭廣 ｱﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:31:33

656位 6088 西沢 澄博 ﾆｼｻﾞﾜ ｷﾖﾋﾛ 宮城県 0:31:33

657位 6079 齋藤 敏彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 宮城県 0:31:33

658位 5785 山本 治雄 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｵ 宮城県 0:31:36

659位 5905 玉渕 勇樹 ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾕｳｷ 宮城県 0:31:36

660位 5508 石岡 雅之 ｲｼｵｶ ﾏｻﾕｷ 宮城県 0:31:38

661位 5849 佐藤 晃 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 宮城県 0:31:38

662位 5389 小川 幸一 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:31:39

663位 5676 小俣 亮二 ｵﾏﾀ ﾘｮｳｼﾞ 東京都 0:31:39

664位 5521 平塚 大輔 ﾋﾗﾂｶ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 0:31:40

665位 6159 山田 広之 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ ＮＴＴドコモ 宮城県 0:31:40

666位 5502 荒関 佑紀 ｱﾗｾﾞｷ ﾕｳｷ 宮城県 0:31:42

667位 5617 民部田 清春 ﾐﾌﾞﾀ ｷﾖﾊﾙ 日立製作所 宮城県 0:31:43

668位 6017 岡崎 壽範 ｵｶｻﾞｷ ﾄｼﾉﾘ ｍｂｓ ＺＥＲＯ 宮城県 0:31:43

669位 6044 林 栄樹 ﾊﾔｼ ｴｲｼﾞｭ 宮城県 0:31:44

670位 5671 安保 美行 ｱﾝﾎﾞ ﾖｼﾕｷ 秋田県 0:31:45

671位 5685 高橋 明 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 宮城県 0:31:45

672位 6033 寺岡 国彦 ﾃﾗｵｶ ｸﾆﾋｺ いすずライネックス 栃木県 0:31:46

673位 5960 清水 義弘 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾋﾛ ゆりが丘 宮城県 0:31:52

674位 5579 氏家 芳彦 ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾋｺ 涌谷町 宮城県 0:31:52

675位 5673 太田 佳貴 ｵｵﾀ ﾖｼﾀｶ ＴＢＣビジョン 宮城県 0:31:53

676位 5430 高橋 洋一郎 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｲﾁﾛｳ ディーネット株式会社 宮城県 0:31:53

677位 5787 Ｈｕａｎｇ Ｃｈｉｎｇ Ｙｉ 0:31:53

678位 5474 新井 幸助 ｱﾗｲ ｺｳｽｹ さこう 宮城県 0:31:54

679位 6098 柏 尚登 ｶｼﾜ ﾅｵﾄ 宮城県 0:31:55

680位 5793 園田 誠行 ｿﾉﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ いすゞライネックス 東京都 0:31:57

681位 6148 最上 昇 ﾓｶﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ 宮城県 0:31:58

682位 5962 佐藤 一徳 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 0:31:58

683位 5225 蜂谷 善彦 ﾊﾁﾔ ﾖｼﾋｺ 宮城県 0:31:59

684位 5819 弓座 裕之 ﾕﾐｻﾞ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 栃木県 0:32:00

685位 6072 田端 拓也 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 宮城県 0:32:00

686位 5870 佐藤 樹 ｻﾄｳ ﾀﾂﾙ 宮城県 0:32:01

687位 5749 今野 安夫 ｺﾝﾉ ﾔｽｵ 宮城県 0:32:03

688位 5824 日塔 光一 ﾆｯﾄｳ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:32:03

689位 5633 佐藤 恵洋 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 仙台市健康福祉事業団 宮城県 0:32:04

690位 5984 佐藤 慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県 0:32:06

691位 5442 藤原 真吾 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 秋田県 0:32:06

692位 5130 渡邊 聖 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲ 東京都 0:32:07

693位 5538 菊地 昭義 ｷｸﾁ ｱｷﾖｼ 宮城県 0:32:08

694位 5747 齋藤 孝吉 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾖｼ 宮城県 0:32:09

695位 5805 岩崎 秀康 ｲﾜｻｷ ﾋﾃﾞﾔｽ 大崎市民病院 宮城県 0:32:09

696位 5765 藤原 宏実 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛﾐ 宮城県 0:32:09

697位 5525 浅野 實 ｱｻﾉ ﾐﾉﾙ 管走会 宮城県 0:32:10

698位 6057 伊藤 日出男 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 宮城県 0:32:11

699位 5811 菅野 秀洋 ｽｶﾞﾉ ﾋﾃﾞﾋﾛ 宮城県 0:32:12

700位 5832 伊藤 久司 ｲﾄｳ ｷｭｳｼﾞ 宮城県 0:32:13
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701位 5425 菊池 堅修 ｷｸﾁ ｹﾝｼｭｳ 仙台西多賀病院 宮城県 0:32:16

702位 6130 山田 信一 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 宮城県 0:32:16

703位 5681 菱谷 和文 ﾋｼﾔ ｶｽﾞﾌﾐ 宮城県 0:32:16

704位 6137 保志 則行 ﾎｼ ﾉﾘﾕｷ 宮城県 0:32:17

705位 5825 佐藤 章弘 ｻﾄｳ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:32:18

706位 5705 岩澤 康之 ｲﾜｻﾜ ﾔｽﾕｷ 宮城県 0:32:18

707位 5465 飛田 秀雄 ﾄﾋﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ ＳＹＣーＴＲＹ 宮城県 0:32:19

708位 5976 佐藤 大飛 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 宮城県 0:32:20

709位 6127 菊池 伸弥 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾔｽ 岩手県 0:32:21

710位 5797 小野 憲幸 ｵﾉ ﾉﾘﾕｷ 夜考虫。 宮城県 0:32:22

711位 5688 佐藤 雄慎 ｻﾄｳ ｶﾂﾉﾘ 宮城県 0:32:25

712位 5944 永沼 健二 ﾅｶﾞﾇﾏ ｹﾝｼﾞ 宮城県 0:32:25

713位 5466 前田 俊一 ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 阿部和工務店 宮城県 0:32:26

714位 5711 木須 健一 ｷｽ ｹﾝｲﾁ きょうどう舎 宮城県 0:32:27

715位 5974 遠藤 賢一 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁ 宮城県 0:32:28

716位 5823 柏木 聡史 ｶｼﾜｷﾞ ｻﾄｼ 宮城県 0:32:30

717位 6135 工藤 寿則 ｸﾄﾞｳ ﾄｼﾉﾘ 宮城県 0:32:30

718位 5968 池田 裕人 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾄ 宮城県 0:32:36

719位 5609 鈴木 武之 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾕｷ 福島県 0:32:37

720位 5772 武藤 章 ﾑﾄｳ 宮城県 0:32:38

721位 5868 八巻 陽一 ﾔﾏｷ ﾖｳｲﾁ チームＳＨＯ 宮城県 0:32:41

722位 5459 佐藤 隆 ｻﾄｳ ﾀｶｼ ＪＦ仙台泉 宮城県 0:32:41

723位 5316 田中 正典 ﾀﾅｶ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 0:32:42

724位 5628 庄司 太一 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲﾁ 宮城県 0:32:46

725位 6047 藤本 真哉 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 宮城県 0:32:49

726位 5764 高橋 和夫 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｵ 東京都 0:32:50

727位 5527 高橋 功 ﾀｶﾊｼ ｲｻｵ 宮城県 0:32:53

728位 5511 斉藤 慶輔 ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 宮城県 0:32:54

729位 5987 相澤 洋一 ｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ Ｗｈｉｔｅｔｉｇｅｒ 宮城県 0:32:55

730位 5433 小山 創 ｺﾔﾏ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 0:32:55

731位 5491 遠藤 雅治 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 宮城県 0:32:56

732位 5576 遠藤 武志 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 宮城県 0:32:56

733位 5228 今野 勝夫 ｺﾝﾉ ｶﾂｵ 宮城県 0:32:59

734位 5494 佐々木 純 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ 宮城県 0:32:59

735位 5452 河村 守雄 ｶﾜﾑﾗ ﾓﾘｵ 宮城県 0:33:01

736位 5570 三宅 元樹 ﾐﾔｹ ﾓﾄｷ 宮城県 0:33:02

737位 5919 名幸 芳徳 ﾅｺｳ ﾖｼﾉﾘ 仙台大学５０ｔｈ 沖縄県 0:33:07

738位 5748 千葉 洋司 ﾁﾊﾞ ﾖｳｼﾞ チームどりんぴん 宮城県 0:33:08

739位 5593 鴇田 力康 ﾄｷﾀ ﾘｷﾔｽ 宮城県 0:33:11

740位 5490 青柳 康洋 ｱｵﾔｷﾞ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 0:33:12

741位 5885 北郷 穣 ﾎｸｺﾞｳ ﾕｽﾞﾙ 宮城県 0:33:12

742位 5624 佐渡 遼 ｻﾄﾞ ﾊﾙｶ いすゞライネックス 神奈川県 0:33:13

743位 5894 南條 智哉 ﾅﾝｼﾞｮｳ ﾄﾓﾔ きょうどう舎 宮城県 0:33:13

744位 5736 千葉 賢和 ﾁﾊﾞ ﾖｼｶｽﾞ 宮城県 0:33:14

745位 6014 岡野 薫 ｵｶﾉ ｶｵﾙ 宮城県 0:33:14

746位 5796 小島 久義 ｺｼﾞﾏ ﾋｻﾖｼ 宮城県 0:33:22

747位 5754 伊藤 正一 ｲﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 山形県 0:33:24

748位 5910 三浦 卓朗 ﾐｳﾗ ﾀｸﾛｳ 宮城県 0:33:25

749位 5908 玉井 徹 ﾀﾏｲ ﾄｵﾙ 埼玉県 0:33:26

750位 5970 タタル ヘンリ ﾀﾀﾙ ﾍﾝﾘ 宮城県 0:33:26
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751位 5763 稲村 拓哉 ｲﾅﾑﾗ ﾀｸﾔ Ｖ仙台・市民後援会 宮城県 0:33:26

752位 5718 高橋 輝美夫 ﾀｶﾊｼ ｷﾐｵ 遠刈田小学校 宮城県 0:33:28

753位 5872 小野 知広 ｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 0:33:29

754位 6091 鈴木 義広 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:33:29

755位 6134 鈴木 太家留 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾙ 宮城県 0:33:32

756位 6055 山本 景壽 ﾔﾏﾓﾄ ｶｹﾞﾋｻ 栃木県 0:33:34

757位 5539 平田 翔也 ﾋﾗﾀ ｼｮｳﾔ 宮城県 0:33:35

758位 5783 猪狩 起太雄 ｲｶﾞﾘ ｷﾀｵ 宮城県 0:33:39

759位 5537 大谷 秀樹 ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｷ 兵庫県 0:33:41

760位 5877 塩谷 竜彦 ｼｵﾔ ﾀﾂﾋｺ 宮城県 0:33:45

761位 6001 櫻井 光 ｻｸﾗｲ ﾋｶﾙ 東京都 0:33:45

762位 5827 伊藤 敦 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 宮城県 0:33:48

763位 5630 今野 清勝 ｺﾝﾉ ｷﾖｶﾂ 今野家畜診療所 宮城県 0:33:48

764位 5774 大町 哲也 ｵｵﾏﾁ ﾃﾂﾔ 宮城県 0:33:50

765位 6132 松浦 仁 ﾏﾂｳﾗ ﾋﾄｼ 山形県 0:33:50

766位 5990 川本 徳行 ｶﾜﾓﾄ ﾉﾘﾕｷ アイセイ薬局 岩手県 0:33:51

767位 5762 後藤 了三 ｺﾞﾄｳ ﾘｮｳｿﾞｳ グランディーズ 宮城県 0:33:54

768位 5867 津田 勇 ﾂﾀﾞ ｲｻﾐ 宮城県 0:33:55

769位 6096 丸子 孝一 ﾏﾙｺ ｺｳｲﾁ ＮＥＰ 宮城県 0:34:00

770位 5448 結城 晋 ﾕｳｷ ｽｽﾑ 宮城県 0:34:03

771位 5812 川崎 智和 ｶﾜｻｷ ﾄﾓｶｽﾞ ランベックス 宮城県 0:34:03

772位 5524 菅田 宏史 ｽｶﾞﾀ ﾋﾛｼ 新潟県 0:34:04

773位 5883 渡辺 伸晃 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾌﾞｱｷ 宮城県 0:34:04

774位 5451 丹野 修 ﾀﾝﾉ ｵｻﾑ 宮城県 0:34:07

775位 5992 武藤 広明 ﾑﾄｳ ﾋﾛｱｷ 神奈川県 0:34:08

776位 5510 三浦 健二 ﾐｳﾗ ｹﾝｼﾞ 宮城県 0:34:12

777位 5964 山田 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 千葉県 0:34:12

778位 5838 阿部 義一 ｱﾍﾞ ﾖｼｶｽﾞ 宮城県 0:34:12

779位 5876 中野 真治 ﾅｶﾉ ｼﾝｼﾞ 宮城県 0:34:13

780位 6144 田中 憲嗣 ﾀﾅｶ ｹﾝｼﾞ ＮＥＸＣＯ東日本 宮城県 0:34:18

781位 5955 小森 正彦 ｺﾓﾘ ﾏｻﾋｺ ＧＦＣ 宮城県 0:34:22

782位 5801 石井 智夫 ｲｼｲ ﾄﾓｵ 宮城県 0:34:23

783位 6061 今野 善浩 ｺﾝﾉ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:34:25

784位 6160 堀口 崇 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ ＮＴＴドコモ 宮城県 0:34:25

785位 5649 高畠 信敬 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 0:34:26

786位 5798 遠藤 英典 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ ＹＫＫ ＡＰ 宮城県 0:34:27

787位 6082 国安 治 ｸﾆﾔｽ ｵｻﾑ 宮城県 0:34:27

788位 5809 小野 吉弘 ｵﾉ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 0:34:28

789位 5820 菊地 明信 ｷｸﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 宮城県 0:34:29

790位 5088 大高 勝美 ｵｵﾀｶ ｶﾂﾐ 宮城県 0:34:32

791位 5472 遠藤 明 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ チームリバー 宮城県 0:34:35

792位 6139 門間 裕貴 ﾓﾝﾏ ﾕｳｷ きょうどう舎 宮城県 0:34:37

793位 5518 葛西 和彦 ｶｻｲ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 0:34:38

794位 5851 堀越 清治 ﾎﾘｺｼ ｾｲｼﾞ 宮城県 0:34:38

795位 6156 Ｊａｓｏｎ Ｄｏｒｎｂａｃｋ ｼﾞｪｲｿﾝ･ﾄﾞｰﾝﾊﾞｯｸ 0:34:42

796位 5972 石垣 凱士 ｲｼｶﾞｷ ｶｲﾄ いすゞライネックス 神奈川県 0:34:46

797位 5751 住吉 洋平 ｽﾐﾖｼ ﾖｳﾍｲ あいホーム 宮城県 0:34:49

798位 6040 高橋 克治 ﾀｶﾊｼ ｶﾂｼﾞ 宮城県 0:34:51

799位 5928 町田 学 ﾏﾁﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ いすゞライネックス 栃木県 0:34:52

800位 5777 遠藤 武 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ きょうどう舎 宮城県 0:34:53
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801位 6150 齋藤 文昭 ｻｲﾄｳ ﾌﾐｱｷ 宮城県 0:34:56

802位 5610 佐藤 栄心 ｻﾄｳ ｴｲｼﾝ 宮城県 0:34:57

803位 6157 Ｍａｒｋ Ｗ． Ｂｅｒｒｙ ﾏｰｸ･ﾍﾞﾘｰ 0:35:01

804位 5726 中山 優来 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 福島県 0:35:02

805位 5844 柿崎 雄太 ｶｷｻﾞｷ ﾕｳﾀ ＭＳＫ 秋田県 0:35:02

806位 6070 樋口 じゅん ﾋｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 宮城県 0:35:03

807位 5778 鹿野 正行 ｼｶﾉ ﾏｻﾕｷ きょうどう舎 宮城県 0:35:06

808位 5497 阿部 博康 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾔｽ 宮城県 0:35:06

809位 5274 遠藤 信行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾕｷ チャライオン 宮城県 0:35:07

810位 6074 菅原 隆之 ｽｶﾞﾜﾗ 仙台大学５０ｔｈ 神奈川県 0:35:09

811位 6013 三上 真 ﾐｶﾐ ﾏｺﾄ 宮城県 0:35:10

812位 5708 駒木根 知幸 ｺﾏｷﾞﾈ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 0:35:11

813位 5556 平井 敏治 ﾋﾗｲ ﾄｼﾊﾙ 宮城県 0:35:11

814位 6101 菅沼 邦洋 ｽｶﾞﾇﾏ ｸﾆﾋﾛ 成幸利根 宮城県 0:35:11

815位 5817 宮本 悠弥 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾔ 栃木県 0:35:11

816位 6086 髙橋 信博 ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 0:35:12

817位 6002 郷 治夫 ｺﾞｳ ﾊﾙｵ 宮城県 0:35:12

818位 5806 渡邊 光博 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ 男道倶楽部 宮城県 0:35:15

819位 6093 高城 修一 ﾀｶｷﾞ ｼｭｳｲﾁ 宮城県 0:35:17

820位 5951 高橋 康彦 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋｺ ＧＦＣ 宮城県 0:35:19

821位 6035 相原 学 ｱｲﾊﾗ ﾏﾅﾌﾞ Ｔｅａｍ ５７ 宮城県 0:35:20

822位 5760 小野 和彦 ｵﾉ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 0:35:27

823位 5808 伊藤 実 ｲﾄｳ ﾐﾉﾙ 宮城県 0:35:29

824位 6046 川下 政寿 ｶﾜｼﾀ ﾏｻﾄｼ アイセイ薬局 宮城県 0:35:32

825位 6131 佐藤 司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 宮城県 0:35:33

826位 6006 清水川 正光 ｼﾐｽﾞｶﾜ ﾏｻﾐﾂ 山田マラソン部 宮城県 0:35:34

827位 5986 金谷 友宜 ｶﾅﾔ ﾄﾓﾖｼ 明電太田 群馬県 0:35:38

828位 5790 小路丸 高広 ｺｳｼﾞﾏﾙ ﾀｶﾋﾛ いすゞライネックス 北海道 0:35:41

829位 5925 永田 宏治 ﾅｶﾞﾀ ｺｳｼﾞ 宮城県 0:35:41

830位 5779 斎藤 敏男 ｻｲﾄｳ ﾄｼｵ きょうどう舎 宮城県 0:35:42

831位 5902 遠藤 由太 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾄ 宮城県 0:35:43

832位 5859 小西 理 ｺﾆｼ ｵｻﾑ メルテック 宮城県 0:35:46

833位 6048 庄子 保 ｼｮｳｼﾞ ﾀﾓﾂ 山形県 0:35:48

834位 5850 星 益道 ﾎｼ ﾏｽﾐﾁ 塩竈ＡＭＣ 宮城県 0:35:49

835位 6010 中村 和彦 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 0:35:49

836位 5915 岡田 立 ｵｶﾀﾞ ﾀﾂ 仙台大学５０ｔｈ 愛知県 0:35:49

837位 6138 大槻 輝雄 ｵｵﾂｷ ﾃﾙｵ 角田走ろう会 宮城県 0:35:50

838位 5531 高橋 智文 ﾀｶﾊｼ 宮城県 0:35:51

839位 5776 須藤 弘一 ｽﾄｳ ｺｳｲﾁ あやしラン 宮城県 0:35:55

840位 5567 阿部 茂樹 ｱﾍﾞ ｼｹﾞｷ 宮城県 0:35:56

841位 5695 中村 和也 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾔ 宮城県 0:35:58

842位 5794 若佐 健児 ﾜｶｻ ｹﾝｼﾞ 宮城県 0:35:58

843位 5768 高橋 正義 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 宮城県 0:36:07

844位 6158 安部 成司 ｱﾍﾞ ｾｲｼﾞ ＮＴＴドコモ 宮城県 0:36:09

845位 6143 齋藤 明弘 ｻｲﾄｳ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:36:10

846位 6099 日下 敦 ｸｻｶ ｱﾂｼ ホットハウス 宮城県 0:36:10

847位 5775 成見 俊悦 ﾅﾙﾐ ｼｭﾝｴﾂ 宮城県 0:36:11

848位 5810 鶴谷 朝千 ﾂﾙﾔ ｱｻﾁ ＦＣＲＣ 宮城県 0:36:12

849位 5503 中山 伸一 ﾅｶﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 宮城県 0:36:12

850位 5720 紺野 衛 ｺﾝﾉ ﾏﾓﾙ ヨコハマタイヤ 岩手県 0:36:21
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851位 5830 黒澤 勝巳 ｸﾛｻﾜ ﾏｻﾐ 宮城県 0:36:23

852位 5770 阿部 ひかる ｱﾍﾞ ﾋｶﾙ 宮城県 0:36:29

853位 5887 奈良岡 正一 ﾅﾗｵｶ ｼｮｳｲﾁ 宮城県 0:36:34

854位 6043 笠松 武司 ｶｻﾏﾂ ﾀｹｼ 宮城県 0:36:37

855位 5818 斎藤 達夫 ｻｲﾄｳ ﾀﾂｵ ニューフレンド 宮城県 0:36:37

856位 6003 今野 善史 ｺﾝﾉ ﾖｼﾌﾐ 宮城県 0:36:40

857位 5934 小方 雄大 ｵｶﾞﾀ ﾀｹﾋﾛ 神奈川県 0:36:41

858位 6105 福田 泰久 ﾌｸﾀﾞ ﾔｽﾋｻ 山田マラソン部 宮城県 0:36:41

859位 6108 岡崎 晴彦 ｵｶｻﾞｷ ﾊﾙﾋｺ 山田マラソン部 宮城県 0:36:41

860位 6103 児玉 清隆 ｺﾀﾞﾏ ｷﾖﾀｶ 山田マラソン部 宮城県 0:36:43

861位 5900 髙野 隆 ﾀｶﾉ ﾀｶｼ 宮城県 0:36:45

862位 5750 伊藤 徹 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ あいホーム 宮城県 0:36:47

863位 5752 引地 恒一 ﾋｷﾁ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:36:48

864位 5755 柳田 健雄 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ﾀｹｵ とうほくしょ 岩手県 0:36:53

865位 6053 佐藤 良幸 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 宮城県 0:36:55

866位 5540 後藤 勝弘 ｺﾞﾄｳ ｶﾂﾋﾛ ＵＣＡＧ０９ 宮城県 0:36:57

867位 5604 吉岡 富士夫 ﾖｼｵｶ ﾌｼﾞｵ いすゞライネックス 福岡県 0:36:58

868位 6066 佐藤 博明 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ ヤンマー 宮城県 0:36:58

869位 5892 松浦 利栄 ﾏﾂｳﾗ ﾄｼｴ 宮城県 0:37:00

870位 5381 小岩 慶弘 ｺｲﾜ ﾖｼﾋﾛ ＳＡＣ 宮城県 0:37:01

871位 6027 佐藤 忠洋 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾋﾛ 宮城県 0:37:07

872位 5706 尾形 雅貴 ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 宮城県 0:37:08

873位 5799 松田 照夫 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾙｵ ｆｏｒｅｖｅｒ 宮城県 0:37:11

874位 5903 石井 太一 ｲｼｲ ﾀｲｲﾁ 宮城県 0:37:14

875位 6121 川畑 誠 ｶﾜﾊﾀ ﾏｺﾄ 岩手県 0:37:19

876位 5803 中野 直樹 ﾅｶﾉ ﾅｵｷ 宮城県 0:37:24

877位 6073 堀井 貴志 ﾎﾘｲ ﾀｶｼ 宮城県 0:37:32

878位 5804 佐藤 玲於 ｻﾄｳ ﾚｵ 宮城県 0:37:35

879位 5973 吉田 智治 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ ＹＰクラブ 宮城県 0:37:36

880位 5637 藤井 真哉 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾔ 株式会社内田洋行 宮城県 0:37:39

881位 5929 二ツ森 厳信 ﾌﾀﾂﾓﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ 宮城県 0:37:54

882位 5943 佐々 真規 ｻｻ ﾏｻｷ ０クラブ 宮城県 0:37:55

883位 6024 佐藤 成治 ｻﾄｳ ｾｲｼﾞ 仙台高砂走友会 宮城県 0:38:02

884位 5977 大宮 信一 ｵｵﾐﾔ ｼﾝｲﾁ 有限会社 大竹 宮城県 0:38:07

885位 5848 猪瀬 寿人 ｲﾉｾ ﾄｼﾋﾄ 石巻専修大学 宮城県 0:38:09

886位 6045 村上 文義 ﾑﾗｶﾐ ﾌﾐﾖｼ 宮城県 0:38:12

887位 6151 後藤 拓磨 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾏ 宮城県 0:38:12

888位 5256 秋葉 悠 ｱｷﾊﾞ ﾕｳ 宮城県 0:38:13

889位 6029 森 七郎 ﾓﾘ ｼﾁﾛｳ 宮城県 0:38:14

890位 6039 綱田 文恒 ﾂﾅﾀﾞ ﾌﾐﾂﾈ 宮城県 0:38:19

891位 6038 綱田 倫之 ﾂﾅﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 宮城県 0:38:19

892位 5860 岩見 強志 ｲﾜﾐ ﾂﾖｼ 宮城県 0:38:20

893位 5953 根岸 正人 ﾈｷﾞｼ ﾏｻﾋﾄ ｅｄｓｐ走る部 宮城県 0:38:21

894位 5941 Ｒｏｍａｎ Ｒａｙｍｏｎｄ ﾛｰﾏﾝ ﾚｲﾓﾝﾄﾞ 宮城県 0:38:24

895位 6060 桐原 晃平 ｷﾘﾊﾗ ｺｳﾍｲ 宮城県 0:38:25

896位 5881 佐藤 久和 ｻﾄｳ ﾋｻｶｽﾞ 宮城県 0:38:32

897位 5769 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 宮城県 0:38:34

898位 5917 尾形 篤 ｵｶﾞﾀ ｱﾂｼ 宮城県 0:38:38

899位 5788 小松 喬 ｺﾏﾂ ｷｮｳ 埼玉県 0:38:39

900位 5989 今井 洋文 ｲﾏｲ ﾋﾛﾌﾐ ＭＫＲＣ 宮城県 0:38:42
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901位 5949 岩佐 修一 ｲﾜｻ ｼｭｳｲﾁ ＧＦＣ 宮城県 0:38:49

902位 6004 山村 英司 ﾔﾏﾑﾗ ｴｲｼﾞ イオンタウン 宮城県 0:38:49

903位 5958 庄司 正人 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻﾄ 宮城県 0:38:51

904位 5914 中島 英一 ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲｲﾁ 福興かんそう会 岡山県 0:38:53

905位 6081 高澤 伸行 ﾀｶｻﾞﾜ ﾉﾌﾞﾕｷ 東京都 0:38:58

906位 5946 吉田 祐宏 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ＧＦＣ 宮城県 0:39:00

907位 5978 金子 義到 ｶﾈｺ ﾖｼﾕｷ 丸木医科器械 宮城県 0:39:08

908位 5696 赤間 俊陽 ｱｶﾏ ﾄｼﾊﾙ 宮城県 0:39:10

909位 5916 村上 晋治 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝｼﾞ 東京都 0:39:12

910位 5845 多田 洋 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｼ 一般 宮城県 0:39:13

911位 5875 斎藤 博昭 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 宮城県 0:39:25

912位 6063 住谷 和士 ｽﾐﾔ ｶｽﾞｼ 宮城県 0:39:34

913位 6163 佐々木 公博 ｻｻｷ ｷﾐﾋﾛ 宮城県 0:39:35

914位 6012 吉澤 正太朗 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ チーム春八 宮城県 0:39:40

915位 6008 鈴木 昭一 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ チーム春八 宮城県 0:39:40

916位 5995 山田 潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 0:39:50

917位 5828 谷口 和善 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖｼ 鉄建建設 宮城県 0:39:59

918位 5446 三神 敏 ﾐｶﾐ ｻﾄｼ 宮城県 0:40:06

919位 5938 橋浦 建太郎 ﾊｼｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 宮城県 0:40:07

920位 5893 斎藤 政晴 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾊﾙ きょうどう舎 宮城県 0:40:07

921位 5932 馬場 敏郎 ﾊﾞﾊﾞ ﾄｼﾛｳ 日専連 宮城県 0:40:08

922位 6078 高木 俊成 ﾀｶｷﾞ ﾄｼﾅﾘ チーム高木 福島県 0:40:09

923位 5888 加賀谷 龍一 ｶｶﾞﾔ ﾘｭｳｲﾁ 宮城県 0:40:11

924位 5856 大友 健太郎 ｵｵﾄﾓ ｹﾝﾀﾛｳ ＳＡＣ 宮城県 0:40:18

925位 5891 森 辰男 ﾓﾘ ﾀﾂｵ 宮城県 0:40:22

926位 5488 青木 毅 ｱｵｷ ﾀｶｼ 宮城県 0:40:28

927位 5950 遠藤 秀之 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ ＧＦＣ 宮城県 0:40:35

928位 6023 氏家 茂 ｳｼﾞｲｴ ｼｹﾞﾙ フォレスターナ仙台 宮城県 0:40:37

929位 6115 坂元 浩治 ｻｶﾓﾄ ｺｳｼﾞ ＧＯＧＯ丸幸 宮城県 0:40:38

930位 6165 四戸 隆文 ｼﾄﾞ ﾀｶﾌﾐ 0:40:41

931位 6162 Ｊｏｈｎ Ｃａｐｅｒｔｏｎ ｼﾞｮﾝ･ｹｲﾊﾟｰﾄﾝ 0:40:45

932位 5920 関川 一雄 ｾｷｶﾞﾜ ｶｽﾞｵ 宮城県 0:40:48

933位 5939 佐々木 明浩 ｻｻｷ ｱｷﾋﾛ 宮城県 0:40:59

934位 6037 板垣 伸一 ｲﾀｶﾞｷ ｼﾝｲﾁ 福島県 0:41:01

935位 6102 中鉢 新治 ﾅｶﾊﾞﾁ ｼﾝｼﾞ あいホーム 宮城県 0:41:03

936位 5852 荒内 進 ｱﾗｳﾁ ｽｽﾑ 宮城県 0:41:07

937位 5956 矢矧 悟 ﾔﾊｷﾞ ｻﾄﾙ ＧＦＣ 宮城県 0:41:16

938位 5952 鈴木 隆広 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＧＦＣ 宮城県 0:41:17

939位 5276 工藤 翔 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳ 秋田県 0:41:18

940位 6076 今野 英喜 ｺﾝﾉ ｴｲｷ 宮城県 0:41:27

941位 5614 佐藤 昌義 ｻﾄｳ ﾏｻﾖｼ 三井ホーム株式会社 神奈川県 0:42:10

942位 5957 赤上 研太 ｱｶｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 宮城県 0:43:12

943位 5784 及川 洋一 ｵｲｶﾜ 宮城県 0:43:13

944位 5923 及川 広 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｼ 神奈川県 0:43:38

945位 5954 山下 晋矢 ﾔﾏｼﾀ ｼﾝﾔ いすゞライネックス 神奈川県 0:43:38

946位 5921 石和 裕司 ｲｼﾜ ﾕｳｼﾞ 神奈川県 0:43:38

947位 5918 荒谷 信克 ｱﾗﾀﾆ ﾉﾌﾞｶﾂ いすゞライネックス 神奈川県 0:43:39

948位 5878 板垣 道夫 ｲﾀｶﾞｷ ﾐﾁｵ 宮城県 0:43:39

949位 5996 椎葉 貴介 ｼｲﾊﾞ ﾀｶｽｹ イスズライネックス 福岡県 0:43:39

950位 6146 情野 元志 ｾｲﾉ ﾓﾄｼ 宮城県 0:43:42
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951位 5866 山内 博範 ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾉﾘ 宮城県 0:43:51

952位 5935 青木 烈史 ｱｵｷ ﾚｯｼ レア・レディ 宮城県 0:44:35

953位 6042 鷲尾 知泰 ﾜｼｵ ﾄﾓﾔｽ 宮城県 0:45:10

954位 5889 三浦 俊克 ﾐｳﾗ ﾄｼｶﾂ アウトドア同好会 宮城県 0:45:48

955位 5897 松坂 卓夫 ﾏﾂｻﾞｶ ﾀｸｵ 宮城県 0:48:03

956位 5896 松坂 明美 ﾏﾂｻﾞｶ 宮城県 0:48:04

957位 6087 高久 修一 ﾀｶｸ ｼｭｳｲﾁ 埼玉県 0:48:25

958位 6020 虻川 賢一 ｱﾌﾞｶﾜ ｹﾝｲﾁ 二井田走友会 秋田県 0:49:39


