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1 2004 手嶋 真紀 ﾃｼﾏ ﾏｻｷ 名取市 1:53:20
2 2016 濵野 友弘 ﾊﾏﾉ ﾄﾓﾋﾛ 仙台市 1:57:20
3 2002 平原 卓磨 ﾋﾗﾊﾗ ﾀｸﾏ 仙台市 2:02:17
4 2023 小峰 大地 ｺﾐﾈ ﾀﾞｲﾁ 仙台市 2:04:05
5 2017 荒谷 義成 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 名取市 2:04:45
6 2019 石橋 多郎 ｲｼﾊﾞｼ ﾀﾛｳ 仙台市 2:08:26
7 2018 鈴木 衛 ｽｽﾞｷ ﾏﾓﾙ 仙台市 2:08:48
8 2211 宮本 周 ﾐﾔﾓﾄ ｼｭｳ 仙台市 2:09:53
9 2037 三浦 強平 ﾐｳﾗ ｷｮｳﾍｲ 仙台市 2:11:31

10 2020 佐々木 俊輔 ｻｻｷ ｼｭﾝｽｹ 仙台市 2:13:10
11 2035 太宰 智志 ﾀﾞｻﾞｲ ｻﾄｼ 栗原市 2:16:14
12 2052 相澤 信也 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 大崎市 2:18:14
13 2116 廣田 嵩人 ﾋﾛﾀ ｼｭｳﾄ 仙台市 2:22:05
14 2024 高橋 マサトシ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄｼ 加美町 2:23:05
15 2109 小林 哲郎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾛｳ 仙台市 2:26:42
16 2038 河村 孝幸 ｶﾜﾑﾗ ﾀｶﾕｷ 仙台市 2:27:23
17 2031 阿部 裕樹 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 仙台市 2:29:46
18 2205 金子 明仁 ｶﾈｺ ｱｷﾋﾄ 仙台市 2:30:39
19 2032 岸田 和也 ｷｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 仙台市 2:30:46
20 2048 佐々木 望 ｻｻｷ ﾉｿﾞﾑ 美里町 2:31:38
21 2022 神田 友和 ｶﾝﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 仙台市 2:33:13
22 2029 齋藤 啓吾 ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 仙台市 2:35:10
23 2028 阿部 圭宏 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 仙台市 2:36:05
24 2044 東野 遼一 ﾋｶﾞｼﾉ ﾘｮｳｲﾁ 仙台市 2:36:31
25 2061 西山 明宏 ﾆｼﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 仙台市 2:37:16
26 2077 本間 守 ﾎﾝﾏ ﾏﾓﾙ 名取市 2:37:53
27 2056 平野 和貴 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾀｶ 丸森町 2:39:08
28 2036 光石 清人 ﾐﾂｲｼ ｷﾖﾄ 仙台市 2:41:39
29 2003 須藤 篤史 ｽﾄｳ ｱﾂｼ 仙台市 2:41:53
30 2021 竹中 広喜 ﾀｹﾅｶ ﾋﾛｷ 仙台市 2:42:45
31 2014 齊藤 正道 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾐﾁ 仙台市 2:42:50
32 2045 佐藤 誠一郎 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁﾛｳ 仙台市 2:44:16
33 2047 小保内 圭博 ｵﾎﾞﾅｲ ﾖｼﾋﾛ 仙台市 2:45:35
34 2026 高橋 佑治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 仙台市 2:46:24
35 2006 フランゼン ミケ ﾌﾗﾝｾﾞﾝ ﾐｹ 仙台市 2:47:01
36 2046 佐藤 光和 ｻﾄｳ ﾐﾂｶｽﾞ 大和町 2:47:16
37 2088 本間 圭樹 ﾎﾝﾏ ｹｲｼﾞｭ 仙台市 2:49:14
38 2097 佐藤 誠也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 仙台市 2:50:50
39 2027 城下 亘 ｼﾞｮｳｼﾀ ﾜﾀﾙ 仙台市 2:54:59
40 2114 我妻 雅裕 ﾜｶﾞﾂﾏ ﾏｻﾋﾛ 仙台市 2:55:48
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41 2096 安達 陽平 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 仙台市 2:56:08
42 2054 木船 剛 ｷﾌﾈ ﾂﾖｼ 仙台市 2:56:09
43 2090 神邑 優輔 ｶﾐﾑﾗ ﾕｳｽｹ 仙台市 2:56:45
44 2124 佐藤 慎吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 富谷市 2:56:58
45 2049 齋藤 理 ｻｲﾄｳ ｵｻﾑ 大崎市 2:57:06
46 2099 横山 一作 ﾖｺﾔﾏ ｲｯｻｸ 仙台市 2:57:10
47 2118 味岡 孝信 ｱｼﾞｵｶ ﾀｶﾉﾌﾞ 仙台市 2:57:45
48 2078 吉田 航 ﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾙ 仙台市 2:58:43
49 2120 深山 謙一 ﾐﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 名取市 2:58:47
50 2011 齋藤 省吾 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 仙台市 2:59:27
51 2008 スペンサ コリン ｽﾍﾟﾝｻ ｺﾘﾝ 仙台市 3:00:27
52 2051 古屋 洸 ﾌﾙﾔ ｺｳ 仙台市 3:00:28
53 2063 齋藤 靖夫 ｻｲﾄｳ ﾔｽｵ 大和町 3:02:09
54 2079 岡田 純 ｵｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 仙台市 3:02:20
55 2095 佐藤 亮樹 ｻﾄｳ ﾘｮｳｷ 登米市 3:02:28
56 2084 大江田 征樹 ｵｵｴﾀﾞ ﾏｻｷ 大和町 3:04:40
57 2142 山内 勇希 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 仙台市 3:04:52
58 2163 二瓶 智志 ﾆﾍｲ ﾄﾓｼ 仙台市 3:05:06
59 2062 今野 里史 ｺﾝﾉ ｻﾄｼ 仙台市 3:05:24
60 2181 秋葉 啓 ｱｷﾊﾞ ｹｲ 仙台市 3:06:11
61 2069 山下 勝 ﾔﾏｼﾀ ﾏｻﾙ 仙台市 3:07:24
62 2042 佐藤 正史 ｻﾄｳ ﾏｻﾌﾐ 仙台市 3:08:25
63 2175 小松 聡 ｺﾏﾂ ｻﾄｼ 名取市 3:08:55
64 2059 波間 英治 ﾅﾐﾏ ﾋﾃﾞﾊﾙ 大和町 3:09:26
65 2174 柵木 直人 ﾏｾｷ ﾅｵﾄ 仙台市 3:09:36
66 2112 赤間 昭弘 ｱｶﾏ ｱｷﾋﾛ 美里町 3:09:41
67 2005 モス アンドリュー ﾓｽ ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ 仙台市 3:10:36
68 2074 杉本 歩 ｽｷﾞﾓﾄ ｱﾕﾑ 仙台市 3:11:08
69 2179 伊藤 惣悦 ｲﾄｳ ｿｳｴﾂ 仙台市 3:11:52
70 2201 田中 俊介 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 仙台市 3:12:08
71 2043 錢谷 佳晃 ｾﾞﾆﾔ ﾖｼﾃﾙ 仙台市 3:12:38
72 2154 中嶋 真吾 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 仙台市 3:12:52
73 2115 千葉 誠 ﾁﾊﾞ ﾏｺﾄ 仙台市 3:18:20
74 2156 小野 満 ｵﾉ ﾐﾂﾙ 柴田町 3:18:28
75 2100 豊嶋 教生 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾘｵ 仙台市 3:19:40
76 2209 水田 展洋 ﾐｽﾞﾀ ﾉﾌﾞﾋﾛ 仙台市 3:20:47
77 2119 稲毛 敦士 ｲﾅｹﾞ ｱﾂｼ 仙台市 3:21:14
78 2093 上村 慎一郎 ｳｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ 仙台市 3:22:13
79 2168 石井 顕徳 ｲｼｲ ｱｷﾉﾘ 仙台市 3:22:15
80 2141 佐倉田 智之 ｻｸﾗﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ 仙台市 3:22:36
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81 2083 峯岸 将一 ﾐﾈｷﾞｼ ｼｮｳｲﾁ 富谷市 3:23:50
82 2135 佐藤 広輝 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 仙台市 3:24:25
83 2010 宮本 聡介 ﾐﾔﾓﾄ ｿｳｽｹ 石巻市 3:26:02
84 2067 阿部 由宏 ｱﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ 仙台市 3:26:15
85 2139 笹浦 勝明 ｻｻｳﾗ ﾏｻｱｷ 仙台市 3:26:47
86 2086 土井 勝人 ﾄﾞｲ ｶﾂﾄ 仙台市 3:26:49
87 2164 豊川 良一 ﾄﾖｶﾜ ﾘｮｳｲﾁ 仙台市 3:27:05
88 2113 石山 太郎 ｲｼﾔﾏ ﾀﾛｳ 仙台市 3:27:13
89 2082 加川 学 ｶｶﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 仙台市 3:27:56
90 2176 渡邉 和紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 仙台市 3:28:50
91 2103 中村 鉄弥 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ 仙台市 3:29:04
92 2145 田口 敏春 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾊﾙ 大崎市 3:29:04
93 2108 小嶋 顕二 ｺｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞ 塩竈市 3:29:35
94 2105 渡辺 和樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 仙台市 3:31:16
95 2146 佐藤 渉 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 大崎市 3:31:26
96 2073 山崎 慶太 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲﾀ 仙台市 3:31:28
97 2123 後藤 誠 ｺﾞﾄｳ ﾏｺﾄ 仙台市 3:31:28
98 2172 高橋 陽平 ﾀｶﾊｼ ﾖｳﾍｲ 仙台市 3:31:45
99 2057 佐藤 弥 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 仙台市 3:31:56

100 2182 山内 勉 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾄﾑ 仙台市 3:32:08
101 2050 長田 一成 ｵｻﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ 仙台市 3:32:20
102 2094 富澤 和久 ﾄﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｻ 仙台市 3:34:06
103 2070 鈴木 高広 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 仙台市 3:34:49
104 2189 藤澤 豊 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕﾀｶ 石巻市 3:35:08
105 2126 鈴木 秀明 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞｱｷ 仙台市 3:35:35
106 2111 森 敦 ﾓﾘ ｱﾂｼ 富谷市 3:36:02
107 2081 高橋 繁弘 ﾀｶﾊｼ ｼｹﾞﾋﾛ 仙台市 3:36:45
108 2092 高野 真一 ﾀｶﾉ ｼﾝｲﾁ 亘理町 3:36:51
109 2065 濱中 元紀 ﾊﾏﾅｶ ﾓﾄｷ 仙台市 3:36:57
110 2055 新野 仁朗 ﾆｲﾉ ﾋﾛｱｷ 仙台市 3:37:21
111 2075 野々村 墾平 ﾉﾉﾑﾗ ｺﾝﾍﾟｲ 仙台市 3:37:37
112 2066 鈴木 隆輔 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｽｹ 仙台市 3:38:05
113 2104 小内 久遠 ｵﾅｲ ﾋｻﾄ 仙台市 3:38:41
114 2101 目黒 優人 ﾒｸﾞﾛ ﾕｳﾄ 仙台市 3:38:41
115 2064 鈴木 邦明 ｽｽﾞｷ ｸﾆｱｷ 多賀城市 3:38:59
116 2060 佐藤 洋幸 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 仙台市 3:39:40
117 2012 西川 幸一 ﾆｼｶﾜ ｺｳｲﾁ 仙台市 3:40:11
118 2160 金井 聡 ｶﾅｲ ｻﾄｼ 柴田町 3:41:47
119 2127 吉田 英樹 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 仙台市 3:43:20
120 2143 石山 誠 ｲｼﾔﾏ ﾏｺﾄ 名取市 3:44:56
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121 2212 ウッズ ウィリアム ｳｯｽﾞ ｳｨﾘｱﾑ 仙台市 3:47:24
122 2150 矢内 啓介 ﾔﾅｲ ｹｲｽｹ 多賀城市 3:47:44
123 2177 三塚 裕斗 ﾐﾂﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 仙台市 3:48:16
124 2128 伊藤 徹 ｲﾄｳ ﾄｵﾙ 仙台市 3:48:56
125 2165 佐藤 泰征 ｻﾄｳ ﾔｽﾏｻ 栗原市 3:51:49
126 2068 岩住 正明 ｲﾜｽﾞﾐ ﾏｻｱｷ 美里町 3:52:29
127 2110 和賀 光悦 ﾜｶﾞ ｺｳｴﾂ 仙台市 3:53:06
128 2132 山本 俊一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ 仙台市 3:54:12
129 2136 筒木 敏弘 ﾂﾂﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 仙台市 3:55:10
130 2107 菅井 武英 ｽｶﾞｲ ﾀｹﾋﾃﾞ 仙台市 3:56:47
131 2039 森 恵介 ﾓﾘ ｹｲｽｹ 仙台市 3:57:30
132 2167 武田 和樹 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞｷ 仙台市 3:59:13
133 2210 沼田 直宏 ﾇﾏﾀ ﾅｵﾋﾛ 仙台市 3:59:20
134 2033 及川 巧 ｵｲｶﾜ ﾀｸﾐ 仙台市 3:59:23
135 2166 山口 智大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 仙台市 3:59:38
136 2122 佐藤 一博 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台市 3:59:40
137 2076 鈴木 克彦 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾋｺ 仙台市 4:06:01
138 2180 秋葉 賢也 ｱｷﾊﾞ ｹﾝﾔ 仙台市 4:06:17
139 2085 堀籠 雄司 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳｼﾞ 大和町 4:09:40
140 2178 阿部 真典 ｱﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 七ヶ浜町 4:12:48
141 2147 立花 達也 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀﾂﾔ 仙台市 4:14:15
142 2195 壬生 政美 ﾐﾌﾞ ﾏｻﾐ 仙台市 4:14:23
143 2159 長久保 昌弘 ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｻﾋﾛ 仙台市 4:16:38
144 2204 小林 智士 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｵ 仙台市 4:21:21
145 2131 石堂 淳 ｲｼﾄﾞｳ ｱﾂｼ 仙台市 4:21:55
146 2208 生貝 幸治 ｲｹｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 仙台市 4:22:15
147 2184 横田 久雄 ﾖｺﾀ ﾋｻｵ 大和町 4:22:27
148 2186 佐藤 健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 栗原市 4:22:28
149 2072 馬渕 徹 ﾏﾌﾞﾁ ﾄｵﾙ 富谷市 4:24:23
150 2087 小林 淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 仙台市 4:24:55
151 2007 レンテリア ホセ ﾚﾝﾃﾘｱ ﾎｾ 仙台市 4:25:18
152 2089 レンテリア リカルド ﾚﾝﾃﾘｱ ﾘｶﾙﾄﾞ 仙台市 4:25:19
153 2185 福原 祐 ﾌｸﾊﾗ ﾀｽｸ 大崎市 4:26:07
154 2009 氏家 義信 ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾉﾌﾞ 加美町 4:26:19
155 2197 遠藤 敬一 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｲﾁ 仙台市 4:27:29
156 2133 鈴木 隆博 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 仙台市 4:28:36
157 2187 佐藤 恭史 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 仙台市 4:28:47
158 2102 山﨑 真 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝ 仙台市 4:30:32
159 2149 安田 克良 ﾔｽﾀﾞ ｶﾂﾖｼ 名取市 4:31:08
160 2130 清野 秀樹 ｾｲﾉ ﾋﾃﾞｷ 仙台市 4:31:37
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161 2200 鈴木 とおる ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 仙台市 4:33:55
162 2125 早坂 博 ﾊﾔｻｶ ﾋﾛｼ 仙台市 4:34:00
163 2148 後藤 隆一 ｺﾞﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 仙台市 4:34:36
164 2144 前川 達郎 ﾏｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾛｳ 仙台市 4:36:45
165 2198 太田 俊幸 ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ 仙台市 4:37:50
166 2183 菊田 和宏 ｷｸﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 仙台市 4:38:53
167 2199 青田 聡一 ｱｵﾀ ｿｳｲﾁ 仙台市 4:40:41
168 2188 武田 輝也 ﾀｹﾀﾞ ﾃﾙﾔ 岩沼市 4:41:14
169 2206 菅原 貴俊 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｶﾄｼ 仙台市 4:42:10
170 2162 新妻 良輔 ﾆｲﾂﾏ ﾘｮｳｽｹ 仙台市 4:44:10
171 2171 佐藤 稔 ｻﾄｳ ﾐﾉﾙ 仙台市 4:48:12
172 2161 阿部 寛記 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 仙台市 4:50:01
173 2170 勝又 至 ｶﾂﾏﾀ ｲﾀﾙ 石巻市 4:51:17
174 2158 高橋 理 ﾀｶﾊｼ ｵｻﾑ 仙台市 4:51:28
175 2058 西山 統 ﾆｼﾔﾏ ｵｻﾑ 仙台市 4:56:36
176 2203 佐々 哲也 ｻｻ ﾃﾂﾔ 仙台市 5:06:19
177 2117 月山 秀之 ﾂｷﾔﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ 仙台市 5:28:57
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