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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 市町村名 記 録

1 4001 我妻 嘉仁 ｱｶﾞﾂﾏ ﾖｼﾋﾄ 村田町 1:13:50
2 4072 佐々木 大雅 ｻｻｷ ﾀｲｶﾞ 仙台市 1:24:48
3 4003 佐々木 健彦 ｻｻｷ ﾀｹﾋｺ 登米市 1:27:02
4 4005 田中 剛 ﾀﾅｶ ﾂﾖｼ 仙台市 1:28:28
5 4021 成田 真悟 ﾅﾘﾀ ｼﾝｺﾞ 仙台市 1:28:54
6 4007 伊藤 康広 ｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ 仙台市 1:31:18
7 4022 杉舩 竜也 ｽｷﾞﾌﾈ ﾀﾂﾔ 仙台市 1:34:56
8 4048 伊藤 貴志 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 大和町 1:37:05
9 4025 鈴木 博 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 仙台市 1:37:34

10 4056 倉茂 誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ 利府町 1:38:30
11 4064 藤原 晴輝 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙｷ 仙台市 1:40:00
12 4002 菅原 勲 ｽｶﾞﾜﾗ ｲｻｵ 仙台市 1:40:36
13 4045 小畑 英樹 ｵﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ 仙台市 1:40:57
14 4009 菅原 寿洋 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄｼﾋﾛ 仙台市 1:42:10
15 4023 石垣 崇史 ｲｼｶﾞｷ ﾀｶｼ 仙台市 1:44:05
16 4101 佐藤 哲哉 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ 仙台市 1:45:27
17 4027 須藤 和人 ｽﾄﾞｳ ｶｽﾞﾋﾄ 仙台市 1:46:16
18 4028 佐々木 靖浩 ｻｻｷ ﾔｽﾋﾛ 利府町 1:46:58
19 4075 高橋 一貴 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 仙台市 1:47:05
20 4041 秋葉 隆満 ｱｷﾊﾞ ﾀｶﾐﾂ 仙台市 1:47:38
21 4034 丸岡 修一 ﾏﾙｵｶ ｼｭｳｲﾁ 仙台市 1:48:26
22 4049 丹野 大助 ﾀﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 大和町 1:48:49
23 4020 松岡 佑樹 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｷ 多賀城市 1:49:38
24 4029 半澤 邦広 ﾊﾝｻﾞﾜ ｸﾆﾋﾛ 仙台市 1:49:50
25 4051 鈴木 良輔 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 大和町 1:51:25
26 4087 大堀 陽 ｵｵﾎﾘ ｱｷﾗ 仙台市 1:51:32
27 4010 本田 一典 ﾎﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 仙台市 1:51:40
28 4016 今井 章義 ｲﾏｲ ｱｷﾖｼ 仙台市 1:52:43
29 4053 横山 明和 ﾖｺﾔﾏ ｱｷﾖｼ 仙台市 1:53:05
30 4076 下枝 隼人 ｼﾓｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 仙台市 1:54:23
31 4046 安藤 亜喜良 ｱﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ 柴田町 1:54:28
32 4054 千葉 和也 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 柴田町 1:54:52
33 4069 熊田 司 ｸﾏﾀﾞ ﾂｶｻ 仙台市 1:54:53
34 4074 佐藤 芳啓 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 仙台市 1:55:52
35 4077 藤原 侑己 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 仙台市 1:56:42
36 4037 木村 忠宏 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞﾋﾛ 仙台市 1:58:07
37 4061 新井田 進 ﾆｲﾀﾞ ｽｽﾑ 仙台市 1:59:19
38 4039 熊谷 一久 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾋｻ 仙台市 1:59:24
39 4067 小野寺 孝之 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｶﾕｷ 気仙沼市 2:00:38
40 4109 山本 倫太朗 ﾔﾏﾓﾄ ﾘﾝﾀﾛｳ 仙台市 2:00:45
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41 4032 浦野 倫宏 ｳﾗﾉ ﾐﾁﾋﾛ 仙台市 2:01:14
42 4035 小西 亘 ｺﾆｼ ﾜﾀﾙ 塩竈市 2:01:50
43 4062 大本 秀実 ｵｵﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 蔵王町 2:02:09
44 4033 吉本 幸平 ﾖｼﾓﾄ ｺｳﾍｲ 仙台市 2:03:03
45 4047 名畑目 明 ﾅﾊﾞﾀﾒ ｱｷﾗ 仙台市 2:03:22
46 4036 大久保 哲也 ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾂﾔ 東松島市 2:03:33
47 4128 太田 弥 ｵｵﾀ ﾜﾀﾙ 仙台市 2:04:15
48 4043 後藤 武俊 ｺﾞﾄｳ ﾀｹﾄｼ 仙台市 2:05:46
49 4095 二階堂 圭太 ﾆｶｲﾄﾞｳ ｹｲﾀ 山元町 2:08:04
50 4011 安藤 道夫 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐﾁｵ 仙台市 2:09:56
51 4059 越阪部 裕之 ｵｻｶﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 仙台市 2:11:58
52 4006 神津 一俊 ｺｳﾂﾞ ｶｽﾞﾄｼ 仙台市 2:12:07
53 4063 扇 隆介 ｵｳｷﾞ ﾘｭｳｽｹ 仙台市 2:12:18
54 4065 小山 孝敏 ｵﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 大和町 2:12:58
55 4084 寺崎 琢也 ﾃﾗｻｷ ﾀｸﾔ 仙台市 2:14:02
56 4026 小沼 博之 ｺﾇﾏ ﾋﾛﾕｷ 富谷市 2:16:18
57 4103 渡邊 直也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 仙台市 2:16:33
58 4014 戸塚 滋 ﾄﾂｶ ｼｹﾞﾙ 仙台市 2:19:26
59 4012 佐々木 孝一 ｻｻｷ ｺｳｲﾁ 富谷市 2:19:27
60 4086 山本 秀明 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ 仙台市 2:20:22
61 4070 奥田 正洋 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 名取市 2:21:11
62 4114 村上 真規 ﾑﾗｶﾐ ﾏｻｷ 東松島市 2:22:41
63 4098 水沼 睦 ﾐｽﾞﾇﾏ ｱﾂｼ 仙台市 2:23:58
64 4017 阿子島 裕明 ｱｺｼﾏ ﾋﾛｱｷ 白石市 2:24:48
65 4083 佐々木 慶博 ｻｻｷ ﾖｼﾋﾛ 仙台市 2:25:33
66 4126 宮明 輝彦 ﾐﾔｱｷ ﾃﾙﾋｺ 仙台市 2:25:44
67 4104 黒木 雅敬 ｸﾛｷ ﾏｻﾀｶ 仙台市 2:25:51
68 4058 堀籠 隼人 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾊﾔﾄ 大和町 2:27:05
69 4085 屋木 雅史 ﾔｷﾞ ﾏｻﾌﾐ 仙台市 2:27:26
70 4120 五十嵐 淳司 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭﾝｼﾞ 仙台市 2:27:26
71 4110 後藤 朋哉 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾔ 富谷市 2:27:32
72 4108 鈴木 謙治 ｽｽﾞｷ ｹﾝｼﾞ 登米市 2:28:15
73 4068 近江 裕治 ｵｳﾐ ﾕｳｼﾞ 仙台市 2:29:02
74 4031 我妻 貴広 ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾋﾛ 仙台市 2:29:18
75 4094 内海 栄広 ｳﾁﾐ ｴｲﾋﾛ 七ヶ浜町 2:30:40
76 4119 赤間 剛 ｱｶﾏ ﾀｹｼ 仙台市 2:32:35
77 4078 尾形 修 ｵｶﾞﾀ ｵｻﾑ 富谷市 2:33:29
78 4121 吉田 聖二郎 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ 仙台市 2:34:50
79 4081 安保 精司 ｱﾝﾎﾞ ｾｲｼﾞ 仙台市 2:36:49
80 4044 榎本 育夫 ｴﾉﾓﾄ ｲｸｵ 仙台市 2:37:49
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81 4060 伊藤 秀寿 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾄｼ 仙台市 2:38:29
82 4100 丸野内 悟 ﾏﾙﾉｳﾁ ｻﾄﾙ 仙台市 2:40:03
83 4055 浅野 和久 ｱｻﾉ ｶｽﾞﾋｻ 塩竈市 2:40:51
84 4105 菅原 宏基 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 仙台市 2:42:47
85 4123 コステイエツク マシュー ｺｽﾃｲｴﾂｸ ﾏｼｭｰ 仙台市 2:43:06
86 4089 合野口 敏 ｱｲﾉｸﾞﾁ ｻﾄｼ 利府町 2:45:06
87 4092 河野 貴之 ｺｳﾉ ﾀｶﾕｷ 仙台市 2:49:06
88 4050 米田 幸司 ﾖﾈﾀﾞ ｺｳｼﾞ 仙台市 2:49:53
89 4091 土屋 直樹 ﾂﾁﾔ ﾅｵｷ 仙台市 2:50:21
90 4130 北 裕弥 ｷﾀ ﾕｳﾔ 仙台市 2:51:32
91 4112 宮崎 孝道 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾐﾁ 仙台市 2:56:50
92 4129 池田 浩幸 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 多賀城市 2:57:34
93 4079 室谷 嘉一 ﾑﾛﾔ ﾖｼｶｽﾞ 仙台市 2:59:21
94 4117 寳森 公喜 ﾀｶﾗﾓﾘ ｺｳｷ 大崎市 3:01:28
95 4018 大松澤 泰聖 ｵｵﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 仙台市 3:02:06
96 4102 清野 隆也 ｾｲﾉ ﾘｭｳﾔ 仙台市 3:04:19
97 4111 布施 裕之 ﾌｾ ﾋﾛﾕｷ 仙台市 3:05:09
98 4127 堀内 夕太朗 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 仙台市 3:11:20
99 4082 高橋 和大 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 東松島市 3:11:32

100 4115 平田 凱人 ﾋﾗﾀ ｶｲﾄ 東松島市 3:11:32
101 4125 山本 昌二 ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｼﾞ 仙台市 3:20:51
102 4118 木村 勝弘 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋﾛ 仙台市 3:34:48
103 4024 櫻井 青輝 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｷ 仙台市 4:09:15
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