
種目名 順位 ゼッケン番号 氏名 氏名カナ 所属名 都道府県 市区町村フィニッシュタイム
ハーフ一般男子４０歳代 1 1101 森　里史 ﾓﾘ ｻﾄｼ カーブスＭＯＲＩ新庄 山形県 東根市 1:19:27
ハーフ一般男子４０歳代 2 1102 須賀　清一 ｽｶﾞ ｾｲｲﾁ 山形県 金山町 1:21:26
ハーフ一般男子４０歳代 3 1104 井上　雄一 ｲﾉｳｴ ﾕｳｲﾁ 東海林建設 山形県 天童市 1:25:53
ハーフ一般男子４０歳代 4 1108 門脇　雅和 ｶﾄﾞﾜｷ ﾏｻｶｽﾞ 佐川急便酒田営業所 山形県 庄内町 1:26:58
ハーフ一般男子４０歳代 5 1111 木村　徹 ｷﾑﾗ ﾄｵﾙ 山形県 東根市 1:30:14
ハーフ一般男子４０歳代 6 1107 冨塚　淳一 ﾄﾐﾂｶ ｼﾞｭﾝｲﾁ 山形県 鶴岡市 1:30:22
ハーフ一般男子４０歳代 7 1112 太田　邦明 ｵｵﾀ ｸﾆｱｷ 福島県 福島市 1:31:32
ハーフ一般男子４０歳代 8 1117 新田　慎也 ﾆｯﾀ ｼﾝﾔ 宮城県 名取市 1:31:53
ハーフ一般男子４０歳代 9 1129 沢里　友好 ｻﾜｻﾄ ﾕｳｺｳ 総合型真城体育協会 岩手県 奥州市 1:34:46
ハーフ一般男子４０歳代 10 1116 千田　薫 ﾁﾀﾞ ｶｵﾙ 宮城県 仙台市 1:34:49
ハーフ一般男子４０歳代 11 1110 川口　成樹 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾙｷ 山形県 東根市 1:35:17
ハーフ一般男子４０歳代 12 1123 富山　健一 ﾄﾐﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 会津通商 山形県 鮭川村 1:35:21
ハーフ一般男子４０歳代 13 1153 井上　浩明 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ コーチの背中 山形県 酒田市 1:35:26
ハーフ一般男子４０歳代 14 1114 森山　光晴 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾂﾊﾙ 蔵増走遊会 山形県 天童市 1:35:31
ハーフ一般男子４０歳代 15 1128 茂木　陽一 ﾓｷﾞ ﾖｳｲﾁ 山形銀行 山形県 山形市 1:35:36
ハーフ一般男子４０歳代 16 1115 菊地　伸行 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ 塩釜ＦＭＣ 宮城県 塩竈市 1:36:21
ハーフ一般男子４０歳代 17 1113 今田　充浩 ｺﾝﾀ ﾐﾂﾋﾛ 東京都 練馬区 1:36:55
ハーフ一般男子４０歳代 18 1124 土田　潤 ﾂﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 羽後町役場 秋田県 羽後町 1:38:57
ハーフ一般男子４０歳代 19 1118 佐藤　陽彦 ｻﾄｳ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 仙台市 1:40:35
ハーフ一般男子４０歳代 20 1135 浜崎　安純 ﾊﾏｻｷ ｱｽﾞﾐ ＶｃＣＶＳＲ 宮城県 仙台市 1:40:42
ハーフ一般男子４０歳代 21 1126 鳥羽　祐樹 ﾄﾊﾞ ﾕｳｷ 秋田県 由利本荘市1:41:16
ハーフ一般男子４０歳代 22 1180 齋藤　拓 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ チームさ＠ 宮城県 仙台市 1:41:23
ハーフ一般男子４０歳代 23 1141 小野　悟 ｵﾉ ｻﾄﾙ チーム・プラマイゼロ！ 宮城県 仙台市 1:42:29
ハーフ一般男子４０歳代 24 1140 渡会　幸司 ﾜﾀﾗｲ ｺｳｼﾞ ＫＳＲすし太郎 山形県 尾花沢市 1:43:20
ハーフ一般男子４０歳代 25 1119 千葉　元規 ﾁﾊﾞ ﾓﾄｷ 秋田県 秋田市 1:43:39
ハーフ一般男子４０歳代 26 1120 鈴木　吉郎 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾛｳ 会津通商 山形県 天童市 1:43:47
ハーフ一般男子４０歳代 27 1138 菅原　智和 ｽｶﾞﾜﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 山形県 酒田市 1:43:53
ハーフ一般男子４０歳代 28 1166 大石　武文 ｵｵｲｼ ﾀｹﾌﾐ ＲＵＭ＋ 秋田県 秋田市 1:44:06
ハーフ一般男子４０歳代 29 1161 渡邊　慎一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 秋田県 湯沢市 1:44:23
ハーフ一般男子４０歳代 30 1169 木下　利則 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾉﾘ 山形県 庄内町 1:44:49
ハーフ一般男子４０歳代 31 1145 末吉　和之 ｽｴﾖｼ ｶｽﾞﾕｷ チーム井上 山形県 天童市 1:45:55
ハーフ一般男子４０歳代 32 1121 設楽　一樹 ｼﾀﾗ ｶｽﾞｷ 会津通商 山形県 天童市 1:46:12
ハーフ一般男子４０歳代 33 1163 阿部　敬 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 1:46:50
ハーフ一般男子４０歳代 34 1133 川崎　史 ｶﾜｻｷ ﾌﾐﾄ 青森県 八戸市 1:47:10
ハーフ一般男子４０歳代 35 1143 中村　知史 ﾅｶﾑﾗ ﾁﾌﾐ かしまＲＣ 福島県 いわき市 1:47:21
ハーフ一般男子４０歳代 36 1130 阿部　弘幸 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 南郷ランラン 宮城県 大崎市 1:47:41
ハーフ一般男子４０歳代 37 1125 吉田　浩規 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｷ 北上ＪＲＣ 岩手県 北上市 1:49:55
ハーフ一般男子４０歳代 38 1150 熊澤　利也 ｸﾏｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 宮城県 仙台市 1:50:21
ハーフ一般男子４０歳代 39 1174 高橋　欣正 ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾏｻ 山形県 新庄市 1:51:30
ハーフ一般男子４０歳代 40 1142 佐藤　進 ｻﾄｳ ｽｽﾑ 山形県 山形市 1:52:29
ハーフ一般男子４０歳代 41 1139 岡田　純 ｵｶﾀﾞ ｱﾂｼ 大阪府 池田市 1:52:37
ハーフ一般男子４０歳代 42 1181 安孫子　洋平 ｱﾋﾞｺ ﾖｳﾍｲ 山形県 山形市 1:52:38
ハーフ一般男子４０歳代 43 1160 高橋　文隆 ﾀｶﾊｼ ﾌﾐﾀｶ 福島県 福島市 1:52:41
ハーフ一般男子４０歳代 44 1148 高橋　則明 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘｱｷ 山形県 新庄市 1:53:19
ハーフ一般男子４０歳代 45 1103 岡田　和佳 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 大阪府 柏原市 1:53:23
ハーフ一般男子４０歳代 46 1109 渡邉　和紀 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾄｼ 宮城県 仙台市 1:53:33
ハーフ一般男子４０歳代 47 1154 佐藤　孝彦 ｻﾄｳ ﾀｶﾋｺ 寿し舟 山形県 舟形町 1:54:11
ハーフ一般男子４０歳代 48 1165 小野寺　誠 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｺﾄ 宮城県 仙台市 1:54:35
ハーフ一般男子４０歳代 49 1164 小松　和美 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾐ 秋田県 由利本荘市1:54:58
ハーフ一般男子４０歳代 50 1184 氏家　義信 ｳｼﾞｲｴ ﾖｼﾉﾌﾞ 宮城県 加美町 1:55:03
ハーフ一般男子４０歳代 51 1151 佐藤　卓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 新庄ＳＷＳ 山形県 新庄市 1:55:42
ハーフ一般男子４０歳代 52 1159 菅原　直樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾅｵｷ 山形県 酒田市 1:55:58
ハーフ一般男子４０歳代 53 1147 渡部　勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾙ 山形県 新庄市 1:56:15
ハーフ一般男子４０歳代 54 1149 竹田　誠 ﾀｹﾀﾞ ﾏｺﾄ 山形県 山形市 1:56:51
ハーフ一般男子４０歳代 55 1134 早川　昭博 ﾊﾔｶﾜ ｱｷﾋﾛ 山形県 長井市 1:57:15
ハーフ一般男子４０歳代 56 1127 和泉　正善 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾖｼ 宮城県 仙台市 1:57:20
ハーフ一般男子４０歳代 57 1144 森川　道夫 ﾓﾘｶﾜ ﾐﾁｵ 城下町やまがた探険隊 山形県 山形市 1:57:51
ハーフ一般男子４０歳代 58 1156 奥田　正浩 ｵｸﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 仙台小林製薬ＲＣ 宮城県 美里町 1:58:57
ハーフ一般男子４０歳代 59 1137 沓澤　伸 ｸﾂｻﾞﾜ ｼﾝ 会津通商 山形県 真室川町 1:59:11
ハーフ一般男子４０歳代 60 1146 斎藤　真二 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 東京都 三鷹市 1:59:20
ハーフ一般男子４０歳代 61 1168 鈴木　勝好 ｽｽﾞｷ ｶﾂﾖｼ 宮城県 仙台市 1:59:36
ハーフ一般男子４０歳代 62 1170 佃　信吾 ﾂｸﾀﾞ ｼﾝｺﾞ 宮城県 富谷市 2:00:17
ハーフ一般男子４０歳代 63 1167 松永　時男 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾄｷｵ 東京都 練馬区 2:00:32
ハーフ一般男子４０歳代 64 1158 石川　昌徳 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ ＮＴＴ東日本 山形県 山形市 2:01:53
ハーフ一般男子４０歳代 65 1136 高橋　徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 山形県 山形市 2:02:40
ハーフ一般男子４０歳代 66 1157 佐藤　威 ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 宮城県 仙台市 2:03:26
ハーフ一般男子４０歳代 67 1178 相澤　淳一 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 大崎市 2:04:38
ハーフ一般男子４０歳代 68 1152 佐藤　洋平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ コーチの背中 山形県 酒田市 2:04:44
ハーフ一般男子４０歳代 69 1172 下田　航也 ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾔ 下田薬局 秋田県 横手市 2:07:47
ハーフ一般男子４０歳代 70 1182 村上　伝 ﾑﾗｶﾐ ﾂﾀﾙ 霞城ＥＲＣ 山形県 新庄市 2:10:33
ハーフ一般男子４０歳代 71 1173 藤山　剛 ﾌｼﾞﾔﾏ ﾂﾖｼ 山交観光 山形県 新庄市 2:16:20
ハーフ一般男子４０歳代 72 1122 工藤　あきひこ ｸﾄﾞｳ ｱｷﾋｺ 会津通商 山形県 天童市 2:17:09
ハーフ一般男子４０歳代 73 1183 福田　正敏 ﾌｸﾀﾞ ﾏｻﾄｼ 茨城県 牛久市 2:28:05



ハーフ一般男子４０歳代 74 1131 大谷　紀彦 ｵｵﾀﾆ ﾉﾘﾋｺ 最上町・大谷菓子店 山形県 最上町 2:28:24


