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1 14 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 石巻市役所 宮城県 2:24:15
2 11 城武 雅 ｼﾛﾀｹ ﾏｻｼ 丸紅 東京都 2:24:23
3 12 蛭田 雄大 ﾋﾙﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 中央大学 福島県 2:31:08
4 16 池田 大樹 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 上尾陸協 埼玉県 2:34:33
5 21 高橋 雅一 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ 東京陸協 東京都 2:37:21
6 19 鈴木 昌幸 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 鈴幸治療院 長野県 2:38:33
7 13 渡辺 哲也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾂﾔ 東京都 2:40:00
8 26 斎藤 良介 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 東京地下鉄 東京都 2:41:31
9 33 瀬能 展也 ｾﾉｳ ﾋﾛﾔ スクーデリア 神奈川県 2:41:48

10 30 金子 隼也 ｶﾈｺ ﾄｼﾔ 東京陸協 埼玉県 2:43:29
11 47 藤原 敏 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 羽後町役場 秋田県 2:43:34
12 24 小畠 翼 ｵﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 法政大学 福島県 2:43:49
13 38 根本 夏生 ﾈﾓﾄ ﾅﾂｵ 神戸大学 兵庫県 2:45:01
14 45 阿部 壮史 ｱﾍﾞ ｿｳｼ ファナック 栃木県 2:45:55
15 35 高橋 彰 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 湘南海岸ＲＣ 神奈川県 2:46:08
16 23 生井 宏明 ﾅﾏｲ ﾋﾛｱｷ 福島県 2:46:14
17 31 荒木 数也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ リレマラ 東京都 2:48:44
18 61 大河原 斉揚 ｵｵｶﾜﾗ ﾅﾘｱｷ カにクリーム丼 東京都 2:50:00
19 64 中野 学 ﾅｶﾉ ﾏﾅﾌﾞ 北翔水産 東京都 2:50:06
20 49 渡辺 堅斗 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 埼玉陸協 神奈川県 2:50:08
21 112 島田 温彦 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 仙台明走会 宮城県 2:51:41
22 85 渡邊 章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ 秋田ランナーズ 秋田県 2:52:50
23 32 山岸 和真 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 大町市陸協 長野県 2:53:18
24 25 石山 勉 ｲｼﾔﾏ ﾂﾄﾑ リスペクト 埼玉県 2:54:46
25 44 本田 誠 ﾎﾝﾀﾞ ﾏｺﾄ 石巻ＲＣ 宮城県 2:55:23
26 118 山田 雅之 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 三菱伸銅ＲＣ 福島県 2:55:27
27 62 勝丸 真至 ｶﾂﾏﾙ ﾏｻｼ ウインドラン 東京都 2:55:30
28 81 鈴木 貴人 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾄ ふたば未来学園 福島県 2:55:37
29 41 中西 如人 ﾅｶﾆｼ ﾕｷﾄ 茨城陸協 茨城県 2:55:44
30 60 小野寺 正雄 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻｵ チームみちのく 宮城県 2:56:33
31 65 鹿野 捷人 ｼｶﾉ ﾊﾔﾄ 帝京魂 東京都 2:58:18
32 57 益子 茂 ﾏｼｺ ｼｹﾞﾙ ランジョグ 茨城県 2:58:56
33 74 大類 真嗣 ｵｵﾙｲ ﾏｻﾂｸﾞ ＳＭＡＣ 山形県 2:59:17
34 213 矢吹 暁 ﾔﾌﾞｷ ｻﾄﾙ 宮城県 2:59:19
35 126 小林 将大 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 新潟県 2:59:22
36 100 齋藤 浩平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 岩手陸協 岩手県 2:59:32
37 69 原 敏雄 ﾊﾗ ﾄｼｵ 刀水アスリート 東京都 2:59:40
38 147 五十嵐 徹 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｵﾙ 山形県 3:00:17
39 88 清水 崇史 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾌﾐ 江東微研新潟 新潟県 3:00:22
40 105 荒城 信介 ｱﾗｷ ｼﾝｽｹ 東京都 3:01:31
41 97 宇佐美 亨 ｳｻﾐ ﾄｵﾙ 神奈川県 3:02:26
42 109 太田 元紀 ｵｵﾀ ｹﾞﾝｷ 水曜ランでしょ 福島県 3:02:49
43 43 今井 兼人 ｲﾏｲ ｹﾝｼﾞ たんぽぽＲＣ 宮城県 3:03:04
44 59 早坂 研 ﾊﾔｻｶ ｹﾝ 南三陸病院 宮城県 3:03:45
45 121 丹野 竜也 ﾀﾝﾉ ﾀﾂﾔ 七郷クリニック 宮城県 3:04:12
46 181 小内 則男 ｵﾅｲ ﾉﾘｵ ベアリスＲＣ 埼玉県 3:04:31
47 27 小峰 輔 ｺﾐﾈ ﾀｽｸ 湘南高校 神奈川県 3:04:58
48 117 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田ランナーズ 秋田県 3:05:05
49 152 佐藤 祐二 ｻﾄｳ ﾕｳｼﾞ 黒光り楽走団 山形県 3:05:08
50 167 宮沢 利幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾕｷ 浜のこたろう 新潟県 3:06:15
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51 50 廣瀬 昌宏 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ 新潟県 3:06:28
52 142 小菅 努 ｺｽｹﾞ ﾂﾄﾑ とーます 宮城県 3:07:25
53 20 野村 顕弘 ﾉﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 三春町役場 福島県 3:08:10
54 75 塩島 耕 ｼｵｼﾞﾏ ﾂﾄﾑ 横浜中央走友会 山梨県 3:08:41
55 140 山崎 雄一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ こども医療 神奈川県 3:08:48
56 170 坂梨 貴将 ｻｶﾅｼ ﾀｶﾏｻ 東京都 3:09:07
57 83 長岡 孝之 ﾅｶﾞｵｶ ﾀｶﾕｷ 北海道 3:09:08
58 196 小針 敏広 ｺﾊﾞﾘ ﾄｼﾋﾛ 福島県 3:09:26
59 137 中橋 正 ﾅｶﾊｼ ﾀﾀﾞｼ 千葉県建設技術 千葉県 3:09:50
60 187 阿部 亘 ｱﾍﾞ ﾜﾀﾙ 変態ランナーズ 福島県 3:10:17
61 111 小沢 康広 ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ 楽ラン 長野県 3:10:35
62 67 宇垣 浩司 ｳｶﾞｷ ｺｳｼﾞ はっぴーず 岡山県 3:11:23
63 70 油井 智也 ﾕｲ ﾄﾓﾔ 米沢市陸協 山形県 3:11:26
64 86 須永 亘 ｽﾅｶﾞ ﾜﾀﾙ 東北大学 宮城県 3:12:02
65 131 山口 浩満 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾐﾂ ハートブレイク 神奈川県 3:12:11
66 63 吉田 達郎 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾛｳ みやきょうＲＣ 宮城県 3:12:27
67 72 加藤 仁志 ｶﾄｳ ﾋﾄｼ セイトクＡＣ 茨城県 3:12:45
68 80 中川 大輔 ﾅｶｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 刈羽村役場 新潟県 3:12:55
69 110 丸 寛史 ﾏﾙ ﾋﾛｼ ＡＲＣ東京 千葉県 3:13:04
70 82 井川 辰朗 ｲｶﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ 千代田化工建設 神奈川県 3:13:24
71 122 茂木 昭典 ﾓﾃｷﾞ ｱｷﾉﾘ 三洋電機クラブ 群馬県 3:14:18
72 113 新川 弘雄 ｱﾗｶﾜ ﾋﾛｵ チームしばらん 神奈川県 3:14:19
73 53 嵯峨 浩靖 ｻｶﾞ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 3:14:51
74 385 青木 一隆 ｱｵｷ ｶｽﾞﾀｶ ＴＳＵＢＡＳＡ 埼玉県 3:15:40
75 115 齊藤 政行 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 茨城陸協 茨城県 3:15:46
76 228 津村 国義 ﾂﾑﾗ ｸﾆﾖｼ チームサンタ 滋賀県 3:15:48
77 54 伊藤 空夢 ｲﾄｳ ｱｹﾑ 埼玉陸協 埼玉県 3:15:53
78 151 棚田 隆幸 ﾀﾅﾀﾞ ﾀｶﾕｷ チームへべれけ 福島県 3:16:08
79 193 升澤 宏之 ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 宮城県 3:16:15
80 202 鹿内 亘 ｼｶﾅｲ ﾜﾀﾙ 弘前公園ＲＣ 青森県 3:16:22
81 17 田村 拓実 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 東京陸協 埼玉県 3:16:30
82 123 齊藤 光弘 ｻｲﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 埼玉県 3:16:48
83 155 木村 良史 ｷﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 仙台市消防局 宮城県 3:17:10
84 125 林 泰行 ﾊﾔｼ ﾔｽﾕｷ 東京応化 福島県 3:17:23
85 102 高石 淳 ﾀｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 東北電力（株） 宮城県 3:17:25
86 39 松井 勇志 ﾏﾂｲ ﾕｳｼ ヤマザキパン 新潟県 3:17:27
87 157 中村 智久 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋｻ ランジョグ 千葉県 3:17:44
88 146 千葉 正洋 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 3:17:52
89 127 片柳 悦正 ｶﾀﾔﾅｷﾞ ﾖｼﾏｻ 東京陸協 東京都 3:18:22
90 253 青木 敬隆 ｱｵｷ ﾋﾛﾀｶ 札幌 北海道 3:18:55
91 104 生亀 浩二郎 ｲｷｶﾞﾒ ｺｳｼﾞﾛｳ 東京都 3:19:00
92 245 杉浦 良洋 ｽｷﾞｳﾗ ﾖｼﾋﾛ 大阪府 3:19:09
93 95 田島 裕司 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ 小名浜二小教師 山形県 3:19:30
94 177 岸田 吉史 ｷｼﾀﾞ ﾖｼﾌﾐ 野村証券 神奈川県 3:19:44
95 94 佐藤 陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 宮古ＡＣ 宮城県 3:19:57
96 56 池田 雅基 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｷ 草加走ろう会 埼玉県 3:20:39
97 175 石川 晃 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 山形県 3:20:57
98 188 田島 学 ﾀｼﾞﾏ ﾏﾅﾌﾞ 東京陸協 東京都 3:21:15
99 144 窪田 賢司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ 多摩川クラブ 宮城県 3:21:26

100 52 浅地 晴信 ｱｻｼﾞ ﾊﾙﾉﾌﾞ 福島県 3:22:01
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101 103 海部 知則 ｶｲﾌ ﾄﾓﾉﾘ 宮城県 3:22:06
102 201 北村 彰朗 ｷﾀﾑﾗ ｱｷｵ 弐壱零連合 神奈川県 3:22:25
103 124 大崎 剛 ｵｵｻｷ ﾂﾖｼ 新潟市南区陸協 新潟県 3:22:40
104 276 伊藤 哲也 ｲﾄｳ ﾃﾂﾔ 宮城県 3:22:52
105 259 石澤 健 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 宮城県 3:23:00
106 210 山崎 明義 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｷﾖｼ 茨城陸協 茨城県 3:23:05
107 211 工藤 恒生 ｸﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 青森県 3:23:37
108 323 川崎 善幸 ｶﾜｻｷ ﾖｼﾕｷ なか病 茨城県 3:24:22
109 229 箭内 琢磨 ﾔﾅｲ ﾀｸﾏ 協会けんぽＲＣ 山形県 3:24:48
110 194 柳下 達也 ﾔﾅｼﾀ ﾀﾂﾔ 宮城県 3:24:51
111 91 池田 誠 ｲｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 神奈川県 3:24:53
112 134 千葉 正道 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾐﾁ ルネサンス仙台 宮城県 3:24:55
113 93 村上 雅明 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｱｷ 三菱伸銅ＲＣ 福島県 3:25:00
114 343 佐藤 信一 ｻﾄｳ ｼﾝｲﾁ 宮城県 3:25:00
115 195 倉茂 誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 3:25:06
116 235 丹野 将 ﾀﾝﾉ ﾏｻﾙ ラヴィータＲＣ 山形県 3:25:07
117 190 籏持 幸弥 ﾊﾀﾓﾁ ﾕｷﾔ 仙台明走会 宮城県 3:25:08
118 288 丹治 洋行 ﾀﾝｼﾞ ﾋﾛﾕｷ クラブＲ２東北 福島県 3:25:27
119 114 田中 信貴 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾀｶ 東京陸協 千葉県 3:25:32
120 84 伊藤 晶 ｲﾄｳ ｱｷﾗ くまぐま 東京都 3:25:52
121 263 大津 朋洋 ｵｵﾂ ﾄﾓﾋﾛ 山形県 3:25:59
122 207 大友 一司 ｵｵﾄﾓ ｲﾁｼﾞ 宮城県 3:26:01
123 51 藤原 真雄 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｻｵ ＯＲＣ 兵庫県 3:26:07
124 309 大場 智行 ｵｵﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 月まで走ろう会 宮城県 3:26:33
125 338 瀬川 元章 ｾｶﾞﾜ ﾓﾄｱｷ 東京都 3:26:51
126 242 本山 研一 ﾓﾄﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 東京都 3:26:56
127 96 小林 成志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ キビタンＲＣ 福島県 3:27:09
128 180 青柳 智 ｱｵﾔｷﾞ ｻﾄﾙ 墨東走友会 東京都 3:27:12
129 184 鈴木 玲 ｽｽﾞｷ ﾚｲ 福島県 3:27:15
130 169 齋藤 省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ たんぽぽＲＣ 宮城県 3:27:23
131 219 千葉 弘信 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾉﾌﾞ 福島県庁 宮城県 3:27:30
132 46 菊地 篤 ｷｸﾁ ｱﾂｼ ハリアーズ 東京都 3:27:32
133 314 宮本 裕巳 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛﾐ 弘前公園ＲＣ 青森県 3:27:34
134 231 山田 全史 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｼ ＫＳＯＵＫＡＩ 宮城県 3:27:44
135 233 鮎澤 毅 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｹｼ 小平クラブ 東京都 3:27:47
136 130 庄司 浩 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾛｼ 横浜市陸協 神奈川県 3:27:58
137 165 川道 俊見 ｶﾜﾐﾁ ﾄｼｱｷ ＦＴＲＣ 福島県 3:28:03
138 261 小池 良治 ｺｲｹ ﾖｼﾊﾙ ランナーズ栃木 栃木県 3:28:24
139 353 岩本 正瑞 ｲﾜﾓﾄ ﾏｻﾐｽﾞ 欽ちゃん走り 東京都 3:28:31
140 320 高野 哲 ﾀｶﾉ ｱｷﾗ 豊洲ＲＣ 東京都 3:28:57
141 203 金子 達也 ｶﾈｺ ﾀﾂﾔ ＣＲ２東日本 千葉県 3:28:59
142 217 小檜山 康雄 ｺﾋﾔﾏ ﾔｽｵ リスペクト仙台 宮城県 3:29:35
143 209 林 孝 ﾊﾔｼ ﾀｶｼ 松島歓走会 宮城県 3:29:36
144 244 辻畑 尚史 ﾂｼﾞﾊﾀ ﾋｻｼ 宮城県 3:29:48
145 280 青木 勇 ｱｵｷ ｲｻﾑ 宮城陸協 宮城県 3:30:16
146 270 伊藤 千春 ｲﾄｳ ﾁﾊﾙ 真岡ＭＣ 栃木県 3:30:29
147 182 富樫 健一 ﾄｶﾞｼ ｹﾝｲﾁ Ｒ２東日本 神奈川県 3:30:33
148 373 阿部 広美 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾐ 岩手県 3:30:38
149 171 増田 淳 ﾏｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 千葉陸協 千葉県 3:30:40
150 352 田中 輝 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 宮城県 3:31:55
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151 254 小野寺 伸介 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾝｽｹ 宮城県 3:31:59
152 178 安澤 泰永 ｱﾝｻﾞﾜ ﾀｲｴｲ 新潟トキらん 新潟県 3:32:07
153 366 中澤 泰弘 ﾅｶｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾛ ＲＣ上品山 宮城県 3:33:38
154 224 三上 卓也 ﾐｶﾐ ﾀｸﾔ 半蔵生きる 宮城県 3:33:48
155 218 乗田 勇気 ﾉﾘﾀ ﾕｳｷ 青森陸協 青森県 3:33:51
156 90 安島 力 ｱｼﾞﾏ ﾁｶﾗ くすりのマルト 福島県 3:34:12
157 159 鈴木 健 ｽｽﾞｷ ﾀｹｼ ＲＯＣＫＳ 宮城県 3:34:27
158 136 山中 敬介 ﾔﾏﾅｶ ｹｲｽｹ 東芝横浜ＪＣ 神奈川県 3:34:39
159 160 高澤 京介 ﾀｶｻﾜ ｷｮｳｽｹ チームつるかめ 新潟県 3:34:59
160 341 臼杵 信也 ｳｽｷ ｼﾝﾔ クラブＲ２東北 宮城県 3:35:10
161 150 吉田 達哉 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾂﾔ 松蔭大学 福島県 3:35:13
162 141 尾形 知樹 ｵｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 福島県 3:35:40
163 328 白坂 祐也 ｼﾗｻｶ ﾕｳﾔ 宮城陸協 宮城県 3:37:23
164 273 黒部 健 ｸﾛﾍﾞ ｹﾝ 神奈川県 3:37:26
165 212 風間 慶二 ｶｻﾞﾏ ｹｲｼﾞ 新津走友会 新潟県 3:38:09
166 230 伊深 宏彰 ｲﾌﾞｶ ﾋﾛｱｷ 宮城県 3:38:31
167 198 進藤 美佐雄 ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｻｵ チーム新舞子 千葉県 3:38:43
168 255 大沼 雅史 ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ チームまちゃ 宮城県 3:38:46
169 249 榎本 文彦 ｴﾉﾓﾄ ﾌﾐﾋｺ 東京都 3:39:01
170 335 平塚 渉 ﾋﾗﾂｶ ﾜﾀﾙ 仙台市役所 宮城県 3:39:08
171 133 布田 真宜 ﾌﾀﾞ ﾏｻﾖｼ たんぽぽＲＣ 宮城県 3:39:09
172 319 木村 章夫 ｷﾑﾗ ｱｷｵ 新潟トキらん 新潟県 3:39:34
173 221 小関 孝幸 ｺｾｷ ﾀｶﾕｷ 朝暘第一小学校 山形県 3:39:47
174 205 江尻 佐匡 ｴｼﾞﾘ ｻｷｮｳ ＴＥＡＭ１６ 福島県 3:39:52
175 237 細野 保 ﾎｿﾉ ﾀﾓﾂ 茨城県 3:40:28
176 243 笠野 拓也 ｶｻﾉ ﾀｸﾔ 青葉の森蘇我！ 千葉県 3:41:29
177 332 本江 岳夫 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｹｵ 千葉県 3:41:43
178 222 菅原 大助 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 仙台市役所 宮城県 3:41:47
179 76 早田 慎吾 ｿｳﾀﾞ ｼﾝｺﾞ ランジョグ 福島県 3:41:56
180 304 大竹 政栄 ｵｵﾀｹ ﾏｻｴ 光ランいわき 福島県 3:42:01
181 329 木村 真 ｷﾑﾗ ﾏｺﾄ 東京都 3:42:01
182 189 染井 稔 ｿﾒｲ ﾐﾉﾙ ｅＡ埼玉 埼玉県 3:42:06
183 264 中山 洋之 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ テレワーク協会 神奈川県 3:42:15
184 256 牧田 淳 ﾏｷﾀ ｼﾞｭﾝ 愛知県 3:42:18
185 285 野中 尚之 ﾉﾅｶ ﾅｵﾕｷ 岩手県 3:43:06
186 289 齋藤 浩 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ ＲＥＤＳＵＮＳ 宮城県 3:43:15
187 308 高田 浩明 ﾀｶﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 石垣牛牧走会 神奈川県 3:43:25
188 337 馬目 凌 ﾏﾉﾒ ﾘｮｳ ＲＴＲＩ 東京都 3:44:09
189 250 長塚 達也 ﾅｶﾞﾂｶ ﾀﾂﾔ キヤノン 茨城県 3:44:11
190 389 佐藤 英祐 ｻﾄｳ ｴｲｽｹ 宮城県 3:44:17
191 321 眞山 和久 ﾏﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ ＷＩＮＤＳ 宮城県 3:44:18
192 300 阿部 壮志 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 管走会 宮城県 3:44:23
193 223 大場 勇輝 ｵｵﾊﾞ ﾕｳｷ 宮城県 3:44:26
194 174 相原 良次 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 仙台交通 宮城県 3:44:30
195 265 柏 正俊 ｶｼﾜ ﾏｻﾄｼ ヘルシラン―Ｃ 茨城県 3:44:46
196 262 浅井 健一 ｱｻｲ ｹﾝｲﾁ 茨城陸協 茨城県 3:44:49
197 325 伊藤 健司 ｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 仙台ＣＲ＆Ｃ 宮城県 3:44:57
198 246 木村 邦彦 ｷﾑﾗ ｸﾆﾋｺ 吾妻Ｒｕｎ所会 福島県 3:45:43
199 197 金木 雅臣 ｶﾈｷ ﾏｻｵﾐ チーム新舞子 千葉県 3:46:13
200 317 我妻 秀俊 ｱﾂﾞﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 司法書士ＲＣ 東京都 3:46:18



2018/02/14 19:03:40 5 / 7 ページ Official Timer & Result By RECS

201 330 上羽 功純 ｳｴﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 東レＲＣ 福島県 3:47:14
202 284 浅野 和之 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾕｷ 仙台明走会 宮城県 3:48:29
203 322 佐々木 千代志 ｻｻｷ ﾁﾖｼ 松島歓走会 宮城県 3:48:32
204 78 上間 智志 ｳｴﾏ ｻﾄｼ 大阪陸協 大阪府 3:48:43
205 346 熊谷 征敏 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｷﾄｼ 宮城県 3:48:54
206 380 日景 瑞朗 ﾋｶｹﾞ ﾐｽﾞｵ ニュ－フレンド 宮城県 3:49:36
207 154 佐藤 清 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 宮城県 3:49:43
208 267 高畑 喜法 ｺｳﾊﾀ ﾖｼﾉﾘ ＭＴＴＴＢＲＣ 東京都 3:49:49
209 348 河野 正通 ｺｳﾉ ﾏｻﾐﾁ ランジョグ 東京都 3:50:01
210 287 小澤 晶 ｵｻﾞﾜ ｱｷﾗ さいたま走友会 埼玉県 3:50:03
211 364 船山 富男 ﾌﾅﾔﾏ ﾄﾐｵ 神奈川県 3:50:55
212 384 水戸 信幸 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ ＴＥＲ東北 宮城県 3:50:57
213 279 高岸 雄一 ﾀｶｷﾞｼ ﾕｳｲﾁ 宮城陸協 宮城県 3:51:05
214 365 豊川 英治 ﾄﾖｶﾜ ｴｲｼﾞ ねぶた走友会 宮城県 3:51:16
215 135 齋藤 啓吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 仙台市役所 宮城県 3:51:51
216 240 菊地 和弘 ｷｸﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 新潟アルビＲＣ 福島県 3:51:57
217 367 吉野 徹夫 ﾖｼﾉ ﾃﾂｵ 横浜旭走友会 神奈川県 3:52:26
218 297 早水 孝太郎 ﾊﾔﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 福島県 3:53:38
219 315 田中 友和 ﾀﾅｶ ﾄﾓｶｽﾞ システムアイ 神奈川県 3:54:03
220 382 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ チームのぐち 千葉県 3:54:26
221 299 島崎 均 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ ペガサス 東京都 3:55:18
222 236 成瀬 一博 ﾅﾙｾ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 3:55:49
223 408 中里 勝美 ﾅｶｻﾄ ｶﾂﾐ 宮城県 3:55:53
224 363 佐藤 政雄 ｻﾄｳ ﾏｻｵ 佐倉走る会 千葉県 3:56:22
225 310 豊田 凜平 ﾄﾖﾀ ﾘﾝﾍﾟｲ ＩＨＩ 福島県 3:56:48
226 294 羽根川 航 ﾊﾈｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 弘前公園ＲＣ 青森県 3:57:07
227 311 伝田 英樹 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 木場ＡＴ 東京都 3:57:08
228 145 天野 直哉 ｱﾏﾉ ﾅｵﾔ 宮城県 3:57:28
229 354 加藤 久男 ｶﾄｳ ﾋｻｵ ＪＲ東日本会津 福島県 3:57:30
230 397 野田 耕作 ﾉﾀﾞ ｺｳｻｸ サンケン電気 福島県 3:57:30
231 302 高橋 泰幸 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾕｷ ウルトラ走ル 宮城県 3:57:38
232 79 廣内 慎一 ﾋﾛｳﾁ ｼﾝｲﾁ 日立建機陸上部 茨城県 3:57:41
233 216 村上 司 ﾑﾗｶﾐ ﾂｶｻ Ｓｈｉｍｚ 東京都 3:57:45
234 351 安田 隆治 ﾔｽﾀ ﾘｭｳｼﾞ 安田整備 青森県 3:57:53
235 381 福井 謙一 ﾌｸｲ ｹﾝｲﾁ アールエル＋ 埼玉県 3:58:02
236 398 新川 竜也 ｼﾝｶﾜ ﾀﾂﾔ 宮城県 3:58:18
237 306 堀口 智彦 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ 埼玉県庁 福島県 3:59:27
238 220 熊木 敏 ｸﾏｷ ｻﾄｼ かしまＲＣ 神奈川県 4:00:11
239 418 本田 和彦 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 東京都 4:01:47
240 293 西野 厚 ﾆｼﾉ ｱﾂｼ 埼玉県 4:06:17
241 192 松本 信之 ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾕｷ チーム上海亭 新潟県 4:06:51
242 307 西田 雅彦 ﾆｼﾀﾞ ﾏｻﾋｺ 大阪府 4:07:25
243 281 青野 泉 ｱｵﾉ ｲｽﾞﾐ フロモックス 埼玉県 4:08:50
244 387 川口 将男 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻｵ ＩＧ東北 宮城県 4:09:36
245 153 和賀 誉 ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ 山形県 4:10:25
246 361 佐藤 陽彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 4:10:41
247 392 小松 大介 ｺﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ ＴＥＡＭＲＬ＋ 福島県 4:11:04
248 357 桑原 一憲 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾉﾘ ごせん紅葉マン 新潟県 4:11:08
249 278 渡辺 映基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｷ 柴田さくら 宮城県 4:11:32
250 378 川添 保幸 ｶﾜｿﾞｴ ﾔｽﾕｷ 服部コーヒー 宮城県 4:12:08
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251 291 佐藤 公彦 ｻﾄｳ ｷﾐﾋｺ 塩釜ＦＭＣ 宮城県 4:12:56
252 87 岡野 達哉 ｵｶﾉ ﾀﾂﾔ ゼビオ 福島県 4:13:29
253 371 中畑 良浩 ﾅｶﾊﾀ ﾖｼﾋﾛ 埼玉ＢＧ走友会 東京都 4:14:36
254 206 児玉 浩伸 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾉﾌﾞ 東京都 4:15:02
255 377 飯田 正生 ｲｲﾀﾞ ﾏｻｵ 東京都 4:15:39
256 419 水流 洋平 ﾂﾙ ﾖｳﾍｲ 東京都 4:15:56
257 208 岸波 真一 ｷｼﾅﾐ ｼﾝｲﾁ 福島大鳥中ＯＢ 東京都 4:16:37
258 298 田中 雄紀 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 千葉県 4:16:53
259 301 田村 裕 ﾀﾑﾗ ﾕﾀｶ 宮城県 4:17:08
260 214 花森 英輔 ﾊﾅﾓﾘ ｴｲｽｹ 富山県 4:18:49
261 282 伊藤 秀俊 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 埼玉県 4:19:19
262 388 佐々木 俊太郎 ｻｻｷ ｼｭﾝﾀﾛｳ あさとあゆ 宮城県 4:19:32
263 379 木村 義克 ｷﾑﾗ ﾖｼｶﾂ 東京都 4:19:32
264 362 亀井 弘 ｶﾒｲ ﾋﾛｼ 宮城県 4:20:16
265 394 佐藤 浩光 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐﾂ 茂庭苑 宮城県 4:20:48
266 345 坂本 藤博 ｻｶﾓﾄ ﾌｼﾞﾋﾛ 千葉県 4:21:26
267 401 小熊 敏浩 ｺｸﾞﾏ ﾄｼﾋﾛ ＳＡＲＣ 宮城県 4:21:29
268 336 田中 信行 ﾀﾅｶ ﾉﾌﾞﾕｷ 大阪陸協 和歌山県 4:22:24
269 404 井上 哲男 ｲﾉｳｴ ﾃﾂｵ 宮城県 4:22:34
270 318 葛西 勇人 ｶｯｻｲ ﾊﾔﾄ 神奈川県 4:23:36
271 248 川田 将之 ｶﾜﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 南郷ラン・ラン 宮城県 4:24:42
272 42 柳井 崇司 ﾔﾅｲ ﾀｶｼ ゼビオ 福島県 4:24:55
273 376 畠山 政人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾏｻﾄ 仙台明走会 宮城県 4:25:54
274 132 佐藤 敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 宮城県 4:27:50
275 326 木村 尚 ｷﾑﾗ ﾀｶｼ 福島県 4:30:41
276 375 石井 延明 ｲｼｲ ﾉﾌﾞｱｷ Ｒ×Ｌプラス 茨城県 4:30:44
277 359 戸田 弘 ﾄﾀﾞ ﾋﾛｼ ランチュウ軍団 兵庫県 4:30:53
278 34 栗﨑 陽一 ｸﾘｻｷ ﾖｳｲﾁ チームミハエル 茨城県 4:31:06
279 331 阿部 正芳 ｱﾍﾞ ﾏｻﾖｼ 仙台ＳＭＣ 宮城県 4:36:11
280 162 大塩 和幸 ｵｵｼｵ ｶｽﾞﾕｷ デビルマン 茨城県 4:36:52
281 290 後藤 一樹 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞｷ ＳＢＩＲＣ 東京都 4:39:14
282 369 金子 正勝 ｶﾈｺ ﾏｻｶﾂ 千葉県 4:40:52
283 420 塩沢 修 ｼｵｻﾞﾜ ｵｻﾑ 宮城県 4:44:47
284 268 中川 浩 ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 茨城県 4:44:52
285 415 久我 充昭 ｸｶﾞ ﾐﾂｱｷ 東京都 4:46:01
286 406 佐野 望 ｻﾉ ﾉｿﾞﾑ セノー株式会社 千葉県 4:46:53
287 410 倉阪 直武 ｸﾗｻｶ ﾅｵﾀｹ 水庭ＲＣ 神奈川県 4:47:41
288 383 牟田 朋博 ﾑﾀ ﾄﾓﾋﾛ ランですかい 埼玉県 4:47:56
289 391 鈴木 法哲 ｽｽﾞｷ ﾉﾘｱｷ 横浜旭走友会 神奈川県 4:48:32
290 413 井上 友仁 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾄ 東京都 4:49:45
291 342 渡辺 浩司 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｼﾞ 福島県 4:52:45
292 386 近藤 賢二 ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ 霞ヶ丘楽走会 東京都 4:56:45
293 395 森川 明義 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾖｼ チーム蟻ぎりす 滋賀県 4:58:07
294 403 石川 康浩 ｲｼｶﾜ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 4:58:12
295 421 鈴木 陵太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 福島高専 福島県 5:02:45
296 247 高橋 裕之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 高章工営 宮城県 5:08:15
297 402 松村 繁樹 ﾏﾂﾑﾗ ｼｹﾞｷ ブリカマＲＣ 東京都 5:10:10
298 324 黒田 幸司 ｸﾛﾀﾞ ｺｳｼﾞ 大崎市役所 宮城県 5:11:50
299 409 吉川 弘継 ﾖｼｶﾜ ﾋﾛﾂｸﾞ 王道ＥＮＧ 東京都 5:13:00
300 411 鈴木 昭 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 泉パークメイツ 宮城県 5:16:34
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301 412 小河 利也 ｵｶﾞﾜ ﾄｼﾔ 東京陸協 東京都 5:16:49
302 390 武田 正司 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼﾞ ７７銀行走友会 宮城県 5:22:23
303 370 近藤 英幸 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 昭和電工走友会 神奈川県 5:22:35
304 292 藤高 勝己 ﾌｼﾞﾀｶ ｶﾂﾐ 仙台明走会 宮城県 5:22:43
305 417 箭内 貴史 ﾔﾅｲ ﾀｶｼ 越谷ＭＣ 埼玉県 5:33:48
306 396 三瓶 清友 ｻﾝﾍﾟ ｷﾖﾄﾓ あいおい損保 福島県 5:46:21
307 414 遠藤 勇人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾄ 福島県 5:48:07
308 191 本田 清和 ﾎﾝﾀﾞ ｷﾖｶｽﾞ 新潟県 5:52:02
309 422 佐々木 晃 ｻｻｷ ｺｳ 岩手県 5:53:45


