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順位 No. 氏 名 フリガナ 所属クラブ 都道府県 記 録

1位 3004 天野 達紀 ｱﾏﾉ ﾀﾂｷ 秋田自衛隊 秋田県 1:12:09

2位 3011 我妻 和幸 ｱｶﾞﾂﾏ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 1:12:38

3位 3015 小野寺 昭 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ 岩手県 1:13:35

4位 3014 伊藤 健介 ｲﾄｳ ｹﾝｽｹ ランニング・デポ 神奈川県 1:14:01

5位 3019 設楽 雅彦 ｼﾀﾞﾗ ﾏｻﾋｺ 仁井田本家 福島県 1:14:07

6位 3012 正岡 隼 ﾏｻｵｶ ｼｭﾝ ユナイテッド 宮城県 1:15:03

7位 3016 手嶋 真紀 ﾃｼﾏ ﾏｻｷ あぶくまＡＣ 宮城県 1:15:18

8位 3007 大河原 雄平 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳﾍｲ 秋田県 1:15:51

9位 3010 鈴木 貴史 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ さいたま市消防局 埼玉県 1:16:19

10位 3021 中川 光二 ﾅｶｶﾞﾜ ｺｳｼﾞ 愛媛陸協 愛媛県 1:16:43

11位 3005 鈴木 貴史 ｽｽﾞｷ ｱﾂｼ みちのく 宮城県 1:16:53

12位 3128 佐藤 佳旺 ｻﾄｳ ｶｵ 黒澤建設工業株式会社 宮城県 1:17:19

13位 3006 大河原 瑛一 ｵｵｶﾜﾗ ｴｲﾁ 協会けんぽ陸上競技部 東京都 1:17:40

14位 5834 西郷 孝一 ｻｲｺﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 岩手県 1:17:56

15位 3038 油井 智也 ﾕｲ ﾄﾓﾔ 米沢市陸協 山形県 1:18:07

16位 3003 菅野 辰也 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ あぶくまＡＣ 宮城県 1:18:35

17位 3028 高山 竜昂 ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳｺｳ サウルス仙台 宮城県 1:19:13

18位 3050 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 愛知県 1:19:22

19位 3094 柴田 貴之 ｼﾊﾞﾀ ﾀｶﾕｷ ユナイテッド 宮城県 1:19:26

20位 3022 木村 高雄 ｷﾑﾗ ﾀｶｵ 能代山本陸協 秋田県 1:19:35

21位 3020 今野 秀紀 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 仙台市下水道 宮城県 1:19:53

22位 3043 菅 佑輔 ｶﾝ ﾕｳｽｹ 東京都 1:19:54

23位 3112 中村 真 ﾅｶﾑﾗ ﾏｺﾄ 山形県 1:20:32

24位 3023 岡部 陽介 ｵｶﾍﾞ ﾖｳｽｹ サウルスジャパン 宮城県 1:20:40

25位 3124 菊地 徳晴 ｷｸﾁ ﾉﾘﾊﾙ 宮城県 1:20:51

26位 3044 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ サクセス工業 山形県 1:21:09

27位 3100 今野 太良 ｺﾝﾉ ﾀｲﾗ ＪＡ 宮城県 1:21:22

28位 3047 佐々木 順平 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岩手県 1:21:29

29位 3041 岩渕 努 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾂﾄﾑ ＪＥＴＴ 宮城県 1:21:34

30位 3118 石黒 尚人 ｲｼｸﾞﾛ ﾅｵﾄ テクニカルスズキ 山形県 1:21:39

31位 3305 茂呂 浩史 ﾓﾛ ﾋﾛｼ 宮城県立がんセンター 宮城県 1:21:48

32位 3089 阿部 匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 仙台市役所 宮城県 1:21:56

33位 3084 鈴木 誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ ハチマキ特攻隊 宮城県 1:22:01

34位 3052 秋山 優 ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾙ 岩渕道場 宮城県 1:22:02

35位 3061 石橋 知大 ｲｼﾊﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ ＧＵＥＳＳ ＲＣ 千葉県 1:22:14

36位 3067 本間 洋行 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 霞城ＥＲＣ 山形県 1:22:22

37位 3036 長谷 達也 ﾊｾ ﾀﾂﾔ 宮城県 1:22:37

38位 3088 遠藤 貴洋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 相双陸協 福島県 1:22:45

39位 3108 中田 貴史 ﾅｶﾀ ﾀｶｼ 宮城県 1:22:51

40位 3039 森下 浩 ﾓﾘｼﾀ ﾋﾛｼ 千葉県 1:22:52

41位 3018 荒 和久 ｱﾗ ｶｽﾞﾋｻ ＳＲＣ 福島県 1:23:01

42位 3194 菊地 史年 ｷｸﾁ ﾌﾐﾄｼ 宮城県 1:23:09

43位 3059 渡辺 健太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾀ 宮城県 1:23:22

44位 3079 遠藤 直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ ＴＥＡＭ５４ 宮城県 1:23:31

45位 3166 齊藤 顕紀 ｻｲﾄｳ ｱｷﾉﾘ 岩手県 1:23:34

46位 3115 大久保 彰二 ｵｵｸﾎﾞ ｱｷﾂｸﾞ おおさきＲＣ 宮城県 1:23:43

47位 3045 幸本 裕司 ｺｳﾓﾄ ﾕｳｼﾞ 越谷ランナーズ 埼玉県 1:23:48

48位 3261 遠藤 仁朗 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞﾛｳ 寺岡システム 山形県 1:23:53

49位 3092 加藤 宏介 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 沖野中学校 宮城県 1:24:10

50位 3130 星野 廣平 ﾎｼﾉ ｺｳﾍｲ 東京都 1:24:20


