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1位 115 チャールズ ディランゴ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ＪＦＥスチール 広島 1:01:44

2位 124 ポール クイラ ﾎﾟｰﾙ ｸｲﾗ コニカミノルタ 東京 1:01:48

3位 1001 ムソニ ムイル ﾑｿﾆ ﾑｲﾙ 創価大学 東京 1:01:59

4位 21 野口 拓也 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ コニカミノルタ 東京 1:02:21

5位 1 今井 正人 ｲﾏｲ ﾏｻﾄ トヨタ自動車九州 福岡 1:02:36

6位 130 ジョセフ オンサリゴ ｼﾞｮｾﾌ ｵﾝｻﾘｺﾞ 那須建設 山形 1:02:49

7位 122 高瀬 無量 ﾀｶｾ ﾑﾘｮｳ 日清食品グループ 東京 1:02:55

8位 125 圓井 彰彦 ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ マツダ 広島 1:03:12

9位 30 山川 雄大 ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚製薬 徳島 1:03:17

10位 3 中本 健太郎 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 安川電機 福岡 1:03:25

11位 2 川内 優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 埼玉県庁 埼玉 1:03:29

12位 104 佐藤 佑輔 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 富士通 千葉 1:03:38

13位 26 棟方 雄己 ﾑﾅｶﾀ ﾕｳｷ カネボウ 東京 1:03:57

14位 128 照井 明人 ﾃﾙｲ ｱｷﾄ ＮＤソフト 山形 1:04:13

15位 109 鈴木 忠 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ スズキ浜松ＡＣ 静岡 1:04:22

16位 103 荻野 皓平 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ 富士通 千葉 1:04:26

17位 29 佐々木 寛文 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 日清食品グループ 東京 1:04:31

18位 119 吉田 憲正 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:04:37

19位 107 大﨑 翔也 ｵｵｻｷ ｼｮｳﾔ 中電工 広島 1:04:39

20位 113 其田 健也 ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ ＪＲ東日本 東京 1:04:41

21位 46 森谷 修平 ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ 山形市役所 山形 1:04:45

22位 120 滑 和也 ﾅﾒﾗ ｶｽﾞﾔ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:04:52

23位 34 中村 大聖 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 駒澤大学 東京 1:05:31

24位 118 阿久津 圭司 ｱｸﾂ ｹｲｼﾞ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:05:38

25位 23 千葉 健太 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀ 富士通 千葉 1:05:39

26位 51 松尾 良一 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｲﾁ 旭化成 宮崎 1:05:43

27位 106 牧野 俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ 中電工 広島 1:05:48

28位 114 清谷 匠 ｷﾖﾀﾆ ﾀｸﾐ 中国電力 広島 1:05:49

29位 117 森田 清貴 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾀｶ ＮＴＴ西日本 大阪 1:05:54

30位 45 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 石巻市役所 宮城 1:06:02

31位 127 兼子 侑大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀ ＮＤソフト 山形 1:06:29

32位 1006 谷 星輝 ﾀﾆ ﾎｼｷ 東京 東京 1:07:32

33位 110 高田 千春 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ ＪＲ東日本 東京 1:07:35

34位 1013 山崎 竹丸 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ 金太郎スポーツクラブ 高知 1:07:57

35位 151 菅原 勇聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 東洋大学 埼玉 1:08:18

36位 13 Ｄｚｍｉｔｒｙ Ｈｒａｍａｔｏｕｓｋｉ ｼﾞﾐｰﾄﾘ･ﾌﾗﾏﾄｳｽｷ ミンスク市 ベラルーシ 1:08:19

37位 112 斉藤 翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ＪＲ東日本 東京 1:08:21

38位 1014 早坂 光司 ﾊﾔｻｶ ｺｳｼﾞ 石巻RC 宮城 1:08:28

39位 165 葉 日鴻 ｲｪﾝ ｼﾞｰﾌﾞﾝ ＭＩＺＵＮＯ 1:08:32

40位 42 大場 直樹 ｵｵﾊﾞ ﾅｵｷ 秋田市陸協 秋田 1:08:41

41位 1022 鈴木 挙 ｽｽﾞｷ ｱｸﾞﾙ 酒田市陸協 山形 1:09:02

42位 1011 藤松 利之 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾄｼﾕｷ CREST 神奈川 1:09:25

43位 1034 島 智也 ｼﾏ ﾄﾓﾔ アイシン東北 岩手 1:09:39

44位 1030 木村 大地 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 宮城県陸上協会 宮城 1:09:46

45位 1045 藪谷 昇 ﾔﾌﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ 新庄地区陸協 山形 1:10:02

46位 163 鄧 新詮 ﾃﾝ ｼﾝﾁｭｱﾝ 森林跑站 1:10:29

47位 1023 青木 純 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ ＲＵＮＳ 茨城 1:10:31

48位 1015 齋藤 純 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 県南陸協 福島 1:10:35

49位 1016 遠藤 正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 南陽東置賜 山形 1:10:44

50位 41 栁田 剛 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾀｹｼ 六ヶ所村陸友会 青森 1:10:47
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1位 226 田中 華絵 ﾀﾅｶ ﾊﾅｴ 第一生命グループ 東京 1:11:07

2位 233 加藤 岬 ｶﾄｳ ﾐｻｷ 九電工 福岡 1:11:42

3位 229 フェリスタ・ワンジュグ ﾌｪﾘｽﾀ･ﾜﾝｼﾞｭｸﾞ ユニバールサルエンターテインメント 千葉 1:11:51

4位 232 野村 沙世 ﾉﾑﾗ ｻﾖ ユニクロ 千葉 1:12:36

5位 304 土井 友里永 ﾄﾞｲ ﾕﾘｴ 富士通 千葉 1:13:00

6位 225 田中 花歩 ﾀﾅｶ ｶﾎ 第一生命グループ 東京 1:13:03

7位 234 水口 侑子 ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳｺ デンソー 三重 1:13:13

8位 302 鈴木 千晴 ｽｽﾞｷ ﾁﾊﾙ 日立 茨城 1:13:27

9位 223 加藤 麻美 ｶﾄｳ ｱｻﾐ パナソニック 神奈川 1:13:36

10位 237 高田 晴奈 ﾀｶﾀﾞ ﾊﾙﾅ ヤマダ電機 群馬 1:13:48

11位 222 堀江 美里 ﾎﾘｴ ﾐｻﾄ ノーリツ 兵庫 1:14:13

12位 245 田中 幸 ﾀﾅｶ ｻﾁ スポーツ山形２１ 山形 1:14:20

13位 221 小﨑 まり ｵｻﾞｷ ﾏﾘ ノーリツ 兵庫 1:15:15

14位 236 宮内 宏子 ﾐﾔｳﾁ ﾋﾛｺ ホクレン 北海道 1:15:37

15位 239 内田 梨絵 ｳﾁﾀﾞ ﾘｴ 大塚製薬 徳島 1:15:50

16位 235 宮内 洋子 ﾐﾔｳﾁ ﾖｳｺ ホクレン 北海道 1:15:51

17位 227 古賀 悠華 ｺｶﾞ ﾕｳｶ 十八銀行 長崎 1:16:07

18位 238 畠山 実弓 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾐ ヤマダ電機 群馬 1:16:12

19位 230 前田 穂南 ﾏｴﾀﾞ ﾎﾅﾐ 天満屋 岡山 1:16:29

20位 3002 里中 志帆 ｻﾄﾅｶ ｼﾎ クラブR2東日本 東京 1:17:42

21位 224 鈴木 ひとみ ｽｽﾞｷ ﾋﾄﾐ パナソニック 神奈川 1:18:21

22位 323 陳 宇璿 ﾁｪﾝ ﾕｳｼｭｱﾝ 田都元帥工作室 1:18:26

23位 321 張 芷瑄 ﾁｮｳ ｼｾﾝ 台湾国立体育大学 1:19:06

24位 216 Ｉｎｇｒｉｄ Ｍｏｌｌｅｎｋｏｐｆ ｲﾝｸﾞﾘｯﾄﾞ･ﾓﾚﾝｺﾌ ダラス市 アメリカ 1:19:09

25位 312 林 和佳奈 ﾊﾔｼ ﾜｶﾅ 大阪学院大学 大阪 1:19:36

26位 313 酒匂 友香 ｻｺｳ ﾕｳｶ 立命館大学 京都 1:20:50

27位 322 蘇 鳳婷 ｽｳ ﾌｪﾝﾃｨﾝ 濕團長跑 1:21:34

28位 311 加藤 みちる ｶﾄｳ ﾐﾁﾙ 大阪学院大学 大阪 1:21:46

29位 3015 石川 奈都子 ｲｼｶﾜ ﾅﾂｺ 青梅市陸上競技協会 東京 1:21:55

30位 248 牧野 あや ﾏｷﾉ ｱﾔ 石巻専修大学 宮城 1:22:02

31位 218 郭 沛靈 ｸｵ･ﾍﾟｲﾘﾝ 台南市 台湾 1:22:23

32位 3020 五十嵐 桂子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ 宮城陸協 宮城 1:22:51

33位 217 尹 寶濫 ﾕﾝ･ﾎﾞﾗﾑ 光州広域市 韓国 1:23:12

34位 247 原田 詠麻 ﾊﾗﾀﾞ ｴﾏ 石巻専修大学 宮城 1:23:27

35位 3032 木村 光希 ｷﾑﾗ ﾐｷ クラブR2東日本 東京 1:23:32

36位 3013 桑原 絵理 ｸﾜﾊﾗ ｴﾘ 県南陸上競技協会 福島 1:23:46

37位 3021 安田 美雪 ﾔｽﾀﾞ ﾐﾕｷ 新日鐵住金君津 千葉 1:24:11

38位 3007 岡沢 由衣 ｵｶｻﾞﾜ ﾕｲ GAZELLE 千葉 1:24:28

39位 242 大場 美加 ﾊｼﾓﾄ ﾐｶ 鹿角市陸協 秋田 1:24:40

40位 3062 佐藤 仁美 ｻﾄｳ ﾋﾄﾐ 埼玉県陸上競技会 埼玉 1:24:42

41位 250 庄司 琴美 ｼｮｳｼﾞ ｺﾄﾐ 石巻専修大学 宮城 1:24:49

42位 3006 篠﨑 理紗 ｼﾉｻﾞｷ ﾘｻ 不動岡クラブ 埼玉 1:24:54

43位 3014 加藤 綾子 ｶﾄｳ ｱﾔｺ 東京陸上競技協会 東京 1:24:55

44位 3054 藤澤 舞 藤澤 舞 エクセルＡＣ 北海道 1:25:04

45位 3004 鈴木 遥 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｶ 東京陸上競技協会 東京 1:25:22

46位 3024 坂本 久美子 ｻｶﾓﾄ ｸﾐｺ 埼玉陸上競技協会 埼玉 1:25:47

47位 213 Ｙｕｌｉｙａ Ｔａｒａｓｅｖｉｃｈ ﾕﾘｱ･ﾀﾗｾｳﾞｨﾁ ミンスク市 ベラルーシ 1:25:57

48位 3019 堤 佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ 青葉のまちＲＣ 宮城 1:26:01

49位 249 川崎 美祈 ｶﾜｻｷ ﾐﾉﾘ 石巻専修大学 宮城 1:26:12

50位 212 Ｓｅｖｅｒｉｎｅ Ｂｏｒｄｅａｕ ｾｳﾞﾘｰﾇ･ﾎﾞﾙﾄﾞｰ レンヌ市 フランス 1:26:17



2017/05/14 15:13:56 1 / 1 ページ Official Timer & Result By RECS

1位 10503 菅原 翼 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂﾊﾞｻ 酒田市陸協 山形県 1:09:58

2位 10521 大河原 雄平 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳﾍｲ 宮城県 1:12:55

3位 10504 森林 純太 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾀ 秋田医師会立看護学校 秋田県 1:13:11

4位 10512 一條 博海 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ 七ヶ浜中学校 宮城県 1:14:04

5位 10536 桑原 昇 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 社台ファーム 宮城県 1:15:20

6位 10508 高田 由基 ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｷ 愛知県 1:15:55

7位 10517 村上 貴彦 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋｺ 東北電力 宮城県 1:15:59

8位 10598 小鮒 高行 ｺﾌﾞﾅ ﾀｶﾕｷ 鮒むら 福島県 1:17:03

9位 10535 千葉 亘 ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ 宮城県 1:17:22

10位 10539 板垣 康彦 ｲﾀｶﾞｷ ﾔｽﾋｺ 山形県火災共済 山形県 1:17:37

11位 10540 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ サクセス工業 山形県 1:17:38

12位 10588 畠山 一則 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 大館市消防本部 秋田県 1:18:01

13位 10607 鑓水 佑 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾕｳ 上山郵便局 山形県 1:18:12

14位 10589 加納 彬 ｶﾉｳ ｱｷﾗ ＲＡＳＡＹＵ 神奈川県 1:18:24

15位 10520 小金渕 奏流 ｺｶﾞﾈﾌﾞﾁ ｿｳﾙ 東北方面特科隊 宮城県 1:18:34

16位 10623 尾形 翔平 ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 千葉県 1:18:37

17位 10581 加藤 聡 ｶﾄｳ ｻﾄｼ 埼玉県 1:18:48

18位 10719 庄子 将司 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｼ 宮城県 1:18:59

19位 10670 小内 久遠 ｵﾅｲ ﾋｻﾄ 東北大医スキー 宮城県 1:19:12

20位 10783 穂積 宏幸 ﾎﾂﾞﾐ ﾋﾛﾕｷ キビタンＲＣ 福島県 1:19:20

21位 10514 小峰 大地 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲﾁ 仙台市役所 宮城県 1:19:28

22位 10505 工藤 文良 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾖｼ 埼玉県 1:19:32

23位 10715 赤尾津 翔太 ｱｶｵﾂ ｼｮｳﾀ 東北大学 宮城県 1:19:47

24位 10524 遠藤 貴洋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 南相馬市 福島県 1:19:59

25位 10592 坂井 正則 ｻｶｲ ﾏｻﾉﾘ 鶴岡市陸協 山形県 1:20:17

26位 10639 新関 健太 ﾆｲｾﾞｷ ｹﾝﾀ 前田建設工業 宮城県 1:20:21

27位 10742 星野 廣平 ﾎｼﾉ ｺｳﾍｲ 東京都 1:20:25

28位 10873 菊地 篤 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 神奈川県 1:20:30

29位 10554 加藤 宏介 ｶﾄｳ ｺｳｽｹ 仙台市立南中山中学校 宮城県 1:20:30

30位 18975 佐藤 健斗 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 市民ランナー 静岡県 1:20:31

31位 10712 佐藤 工 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ チームシュガー 宮城県 1:20:46

32位 10869 高橋 克弥 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 山形県 1:20:46

33位 10883 近 健人 ｺﾝ ｹﾝﾄ 東北大学 宮城県 1:20:49

34位 10687 黒田 佳宏 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ハムちゃんず 愛知県 1:20:49

35位 10652 国吉 正吾 ｸﾆﾖｼ ｼｮｳｺﾞ 神奈川県 1:20:51

36位 10777 渋谷 裕一 ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｲﾁ 宮城県 1:20:54

37位 10538 杉崎 大河 ｽｷﾞｻｷ ﾀｲｶﾞ 宮城県 1:21:09

38位 10772 杵鞭 朋敬 ｷﾈﾑﾁ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 1:21:13

39位 10617 小谷野 繁樹 ｺﾔﾉ ｼｹﾞｷ 福島県庁 福島県 1:21:22

40位 10643 本田 武史 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｹｼ 愛知県 1:21:24

41位 10519 大河原 瑛一 ｵｵｶﾜﾗ ｴｲﾁ 協会けんぽ陸上部 岩手県 1:21:25

42位 10744 千賀 正也 ﾁｶﾞ ﾏｻﾔ ＳＨＲＣ 宮城県 1:21:26

43位 10531 菅野 辰也 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城トヨタＲＣ 宮城県 1:21:29

44位 10570 境 孝洋 ｻｶｲ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 1:21:31

45位 10845 高橋 政彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ 宮城県 1:21:36

46位 11057 相馬 真志 ｿｳﾏ ｼﾝｼﾞ 岩切病院 宮城県 1:21:36

47位 10594 大家 英樹 ｵｵﾔ ﾋﾃﾞｷ 埼玉県 1:21:42

48位 10979 島貫 弘敬 ｼﾏﾇｷ ﾋﾛﾀｶ 東京都 1:21:43

49位 10699 加藤 翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ ＭＩＬ 宮城県 1:21:52

50位 10648 上野 真也 ｳｴﾉ ｼﾝﾔ ブルボン羽黒工場 山形県 1:21:52
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1位 20010 菊地 春恵 ｷｸﾁ ﾊﾙｴ 山形県 1:25:14

2位 20015 谷 真美 ﾀﾆ ﾏﾐ 日野ＪＡＣ 東京都 1:25:54

3位 20002 井波 由希 ｲﾅﾐ ﾕｷ ウィルランズ 宮城県 1:27:23

4位 20006 相澤 南 ｱｲｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 東京都 1:28:38

5位 20079 森 美由紀 ﾓﾘ ﾐﾕｷ 東京都 1:30:22

6位 20031 大渕 芽亜里 ｵｵﾌﾞﾁ ﾒｱﾘ 宮城県 1:33:15

7位 20011 林 頼子 ﾊﾔｼ ﾖﾘｺ 北海道 1:33:44

8位 20023 秋葉 美幸 ｱｷﾊﾞ ﾐﾕｷ 東京都 1:33:50

9位 20021 佐藤 裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ 宮城県 1:33:54

10位 20080 斎藤 紀代美 ｻｲﾄｳ ｷﾖﾐ 宮城県 1:34:03

11位 20150 及川 まりや ｵｲｶﾜ ﾏﾘﾔ 宮城県 1:34:35

12位 20082 野崎 加奈子 ﾉｻﾞｷ ｶﾅｺ 東京都 1:34:47

13位 20085 米山 美幸 ﾖﾈﾔﾏ ﾐﾕｷ 福島県 1:35:09

14位 20009 大津 静香 ｵｵﾂ ｼｽﾞｶ ワタリ楽走会 山形県 1:36:25

15位 20034 及川 安紀子 ｵｲｶﾜ ｱｷｺ 宮城県 1:36:38

16位 20068 中島 昌子 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｺ 埼玉陸協 埼玉県 1:37:00

17位 20067 高橋 友理奈 ﾀｶﾊｼ ﾕﾘﾅ 東北大学 宮城県 1:37:07

18位 20101 沖田 祐子 ｵｷﾀ ﾕｳｺ 宮城県 1:38:07

19位 20343 細川 敦子 ﾎｿｶﾜ ｱﾂｺ 山形県 1:39:04

20位 20096 塚本 香織 ﾂｶﾓﾄ ｶｵﾘ 秋田県 1:39:13

21位 20026 有路 玲子 ｱﾘｼﾞ ﾚｲｺ 山形県 1:39:58

22位 22115 西條 詩織 ｻｲｼﾞｮｳ ｼｵﾘ 東北大学 宮城県 1:40:47

23位 20087 神田 玲子 ｶﾝﾀﾞ ﾚｲｺ 宮城県 1:41:08

24位 20113 千葉 美紀 ﾁﾊﾞ ﾐｷ 青森県 1:41:09

25位 20098 加藤 真理 ｶﾄｳ ﾏﾘ 宮城県 1:41:10

26位 20103 高橋 良重 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｴ 宮城県 1:41:29

27位 20025 阿部 百香 ｱﾍﾞ ﾕｶ 宮城県 1:41:46

28位 20380 惣田 雅子 ｿｳﾀﾞ ﾏｻｺ ＳＭＲＣ 宮城県 1:42:06

29位 20084 艶島 素加 ﾂﾔｼﾏ ﾓﾄｶ 埼玉県 1:42:07

30位 20032 阿久津 美和子 ｱｸﾂ ﾐﾜｺ シーズ杜の都 宮城県 1:42:19

31位 20186 市村 浩美 ｲﾁﾑﾗ ﾋﾛﾐ ゼビオ 宮城県 1:42:34

32位 20108 佐藤 三世子 ｻﾄｳ ﾐﾖｺ 群馬県 1:42:52

33位 20626 青木 千景 ｱｵｷ ﾁｶｹﾞ 東北大学 宮城県 1:43:14

34位 20012 佐藤 千代子 ｻﾄｳ ﾁﾖｺ 住吉台走友会 宮城県 1:43:41

35位 20137 仙波 澄 ｾﾝﾊﾞ ｷﾖﾐ 東京都 1:43:43

36位 20209 岡井 ゆかり ｵｶｲ ﾕｶﾘ 京都府 1:43:49

37位 20317 三浦 祐未 ﾐｳﾗ ﾕﾐ 東北大学 宮城県 1:43:53

38位 20359 大久保 しのぶ ｵｵｸﾎﾞ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 1:43:58

39位 20088 春原 恵美 ｽﾉﾊﾗ ｴﾐ 神奈川県 1:44:06

40位 20076 櫻庭 俊子 ｻｸﾗﾊﾞ ﾄｼｺ チーム口走 秋田県 1:44:21

41位 20107 中島 志保 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾎ 新潟県 1:44:42

42位 20095 山崎 二葉 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾀﾊﾞ 長野県 1:44:53

43位 20127 櫻田 千恵子 ｻｸﾗﾀﾞ ﾁｴｺ 宮城県 1:44:55

44位 20533 馬渕 麻未 ﾏﾌﾞﾁ ﾏﾐ 宮城県 1:45:06

45位 20094 村上 美由紀 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾕｷ ひなぎくざいる 東京都 1:45:44

46位 20207 坂内 キャシー ﾊﾞﾝﾅｲ ｷｬｼｰ 宮城県 1:46:17

47位 20064 今野 由佳 ｲﾏﾉ ﾕｶ ＳＪＣ 宮城県 1:46:18

48位 20259 堀川 千秋 ﾎﾘｶﾜ ﾁｱｷ 秋田県 1:46:35

49位 20089 渡部 麻実 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏﾐ 秋田県 1:46:37

50位 20197 庄子 亜美 ｼｮｳｼﾞ ｱﾐ 宮城県 1:46:41
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1位 30002 樋口 政幸 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ ＰＵＭＡ ＪＡＰＡＮ 新潟県 0:47:38

2位 30004 副島 正純 ｿｴｼﾞﾏ ﾏｻｽﾞﾐ ソシオＳＯＥＪＩＭＡ 長崎県 0:47:39

3位 30001 山本 浩之 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ 福岡県 0:49:30

4位 31003 武村 浩生 ﾀｹﾑﾗ ｺｳｷ ヤフージャパン 福岡県 0:53:47

5位 31002 西原 宏明 ﾆｼﾊﾗ ﾋﾛｱｷ ファイテン 京都府 0:55:27

6位 31005 大城 晶也 ｵｵｼﾛ ｱｷﾔ 新潟ロードランナーズ 新潟県 0:59:43

7位 31009 青木 浩 ｱｵｷ ﾋﾛｼ チーム三七 長野県 0:59:43

8位 31008 辰巳 晃一 ﾀﾂﾐ ｺｳｲﾁ 金鯱レーシング 愛知県 0:59:46

9位 31007 平澤 三七 ﾋﾗｻﾜ ｻﾝｼﾁ 長野県 1:00:18

10位 31011 長田 弘幸 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ 日立ソリューションズ 北海道 1:00:48

11位 30003 鈴木 朋樹 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ トヨタ自動車 千葉県 1:02:36

12位 31012 小山 敏光 ｵﾔﾏ ﾄｼﾐﾂ 宮城車いすマラソンＣ 宮城県 1:04:02

13位 31006 用田 竹司 ﾖｳﾀﾞ ﾀｹｼ 京都府 1:05:45

14位 31015 永易 久和 ﾅｶﾞﾔｽ ﾋｻｶｽﾞ ＯＳＰ－Ｒａｃｉｎｇ 神奈川県 1:05:46

15位 31017 池田 康広 ｲｹﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 京都ステイヤーズ 京都府 1:05:48

16位 31010 渡邊 敏貴 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｷ 東京都 1:09:55

17位 31001 伊藤 尚弘 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 神奈川県 1:10:29

18位 31018 及川 幸司 ｵｲｶﾜ ｺｳｼ 宮城車椅子マラソンＣ 宮城県 1:10:29

19位 31022 野々村 知幸 ﾉﾉﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ 金鯱レーシングクラブ 愛知県 1:10:50

20位 31025 小松 博志 ｺﾏﾂ ﾋﾛｼ 宮城車いすＭＣ 宮城県 1:10:57

21位 31019 遠藤 隆行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 1:11:23

22位 31016 友岡 昭二 ﾄﾓｵｶ ｼｮｳｼﾞ 有限会社 松本興業 愛知県 1:12:04

23位 31013 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ Ｃｏｌｕｍｂｉａ 埼玉県 1:16:39


