
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５０歳以上 1 1201 森山　光昭 ﾓﾘﾔﾏ ﾐﾂｱｷ 福島県 郡山市 1:23:19
ハーフ一般男子５０歳以上 2 1219 菅　一 ｽｶﾞ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 湯沢市 1:31:21
ハーフ一般男子５０歳以上 3 1203 加藤　一郎 ｶﾄｳ ｲﾁﾛｳ 名古屋市役所走友会 千葉県 市川市 1:33:18
ハーフ一般男子５０歳以上 4 1209 桑原　俊之 ｸﾜﾊﾗ ﾄｼﾕｷ 宮城県 仙台市 1:33:27
ハーフ一般男子５０歳以上 5 1202 清野　岳彦 ｾｲﾉ ﾀｹﾋｺ 宮城県 仙台市 1:33:55
ハーフ一般男子５０歳以上 6 1205 三上　孝次 ﾐｶﾐ ｺｳｼﾞ ＦＲＥＥ 宮城県 仙台市 1:34:42
ハーフ一般男子５０歳以上 7 1206 佐藤　敏行 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 宮城県 仙台市 1:35:08
ハーフ一般男子５０歳以上 8 1222 土屋　博明 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｱｷ くらぞう走遊会 山形県 天童市 1:35:59
ハーフ一般男子５０歳以上 9 1211 白石　俊郎 ｼﾗｲｼ ﾄｼﾛｳ 宮城県 仙台市 1:36:27
ハーフ一般男子５０歳以上 10 1214 渡邊　雅樹 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 宮城県 仙台市 1:37:04
ハーフ一般男子５０歳以上 11 1212 佐藤　顕一 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ アライドマテリアル 山形県 酒田市 1:37:13
ハーフ一般男子５０歳以上 12 1244 片桐　浩二 ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｼﾞ 山形県 新庄市 1:37:19
ハーフ一般男子５０歳以上 13 1210 武田　豊三 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾖﾐ 宮城県 仙台市 1:39:24
ハーフ一般男子５０歳以上 14 1243 川井　幸樹 ｶﾜｲ ｺｳｷ 山形県 山形市 1:40:00
ハーフ一般男子５０歳以上 15 1221 阿部　祐三 ｱﾍﾞ ﾕｳｿﾞｳ 吹上ＲＣ 埼玉県 鴻巣市 1:40:37
ハーフ一般男子５０歳以上 16 1229 森　幸喜 ﾓﾘ ｺｳｷ ＮＳＥＮＧＩ 宮城県 仙台市 1:40:54
ハーフ一般男子５０歳以上 17 1223 山崎　進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ 蔵増走遊会 山形県 天童市 1:41:10
ハーフ一般男子５０歳以上 18 1245 伊藤　直紀 ｲﾄｳ ﾅｵｷ 山形県 新庄市 1:41:14
ハーフ一般男子５０歳以上 19 1261 奥山　秀夫 ｵｸﾔﾏ ﾋﾃﾞｵ 山形航空電子株式会社 山形県 新庄市 1:42:10
ハーフ一般男子５０歳以上 20 1208 高久　裕敏 ﾀｶｸ ﾋﾛﾄｼ 太陽クロス 山形県 米沢市 1:42:15
ハーフ一般男子５０歳以上 21 1217 日塔　修一 ﾆｯﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 山形県 山形市 1:42:18
ハーフ一般男子５０歳以上 22 1237 加藤　幸司 ｶﾄｳ ｺｳｼﾞ 山形県 尾花沢市 1:42:33
ハーフ一般男子５０歳以上 23 1258 神　瑞穂 ｼﾞﾝ ﾐｽﾞﾎ 山形県 新庄市 1:42:41
ハーフ一般男子５０歳以上 24 1220 熊谷　仁志 ｸﾏｶﾞｲ ﾋﾄｼ ＡＥＲ 秋田県 秋田市 1:42:55
ハーフ一般男子５０歳以上 25 1239 高橋　和明 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｱｷ 山形県 新庄市 1:43:30
ハーフ一般男子５０歳以上 26 1230 小日向　毅 ｺﾋﾅﾀ ﾂﾖｼ 宮城県 仙台市 1:44:04
ハーフ一般男子５０歳以上 27 1224 元木　義秋 ﾓﾄｷ ﾖｼｱｷ 新庄鉄人会 山形県 新庄市 1:45:23
ハーフ一般男子５０歳以上 28 1242 浅井　康 ｱｻｲ ﾔｽｼ 力メさんクラブ 宮城県 仙台市 1:45:46
ハーフ一般男子５０歳以上 29 1246 桜田　能生 ｻｸﾗﾀﾞ ﾖｼｵ ガラクターズ 山形県 山形市 1:46:27
ハーフ一般男子５０歳以上 30 1218 佐藤　修一 ｻﾄｳ ｼｭｳｲﾁ 秋田県 湯沢市 1:47:00
ハーフ一般男子５０歳以上 31 1235 小野　敬二 ｵﾉ ｹｲｼﾞ らん・らん・らん 山形県 新庄市 1:47:25
ハーフ一般男子５０歳以上 32 1233 若生　寿一 ﾜｺｳ ｼﾞｭｲﾁ 朝日陸友会 山形県 鶴岡市 1:49:44
ハーフ一般男子５０歳以上 33 1241 大野　佐知夫 ｵｵﾉ ｻﾁｵ 秋田県 羽後町 1:50:02
ハーフ一般男子５０歳以上 34 1238 佐藤　好男 ｻﾄｳ ﾖｼｵ 天童走遊会 山形県 天童市 1:51:36
ハーフ一般男子５０歳以上 35 1216 齋藤　隆夫 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾖ 福島県 郡山市 1:51:44
ハーフ一般男子５０歳以上 36 1225 渡邉　泰也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾅﾘ 宮城県 仙台市 1:51:51
ハーフ一般男子５０歳以上 37 1231 畠山　悟 ﾊﾀｹﾔﾏ ｻﾄﾙ 宮城県 仙台市 1:53:10
ハーフ一般男子５０歳以上 38 1232 高橋　輝 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 山形県司法書士会 山形県 米沢市 1:53:27
ハーフ一般男子５０歳以上 39 1215 佐藤　研二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ ベイシティ 山形県 酒田市 1:53:40
ハーフ一般男子５０歳以上 40 1249 秋山　興仁 ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 虎の穴 宮城県 栗原市 1:53:58
ハーフ一般男子５０歳以上 41 1257 佐藤　弘 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 山形県 酒田市 1:54:00
ハーフ一般男子５０歳以上 42 1227 伊藤　晃一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 鶴岡信用金庫 山形県 酒田市 1:54:13
ハーフ一般男子５０歳以上 43 1269 高橋　正勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶﾂ アテント湘南 神奈川県 大和市 1:54:55
ハーフ一般男子５０歳以上 44 1234 奥山　一博 ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 稲庭郵便局 秋田県 湯沢市 1:55:06
ハーフ一般男子５０歳以上 45 1273 安部　一博 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ アルカディアＳＣ 山形県 米沢市 1:55:54
ハーフ一般男子５０歳以上 46 1213 長倉　雄二 ﾅｶﾞｸﾗ ﾕｳｼﾞ 山形県 米沢市 1:55:56
ハーフ一般男子５０歳以上 47 1266 佐藤　忠一 ｻﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ 宮城県 大崎市 1:56:39
ハーフ一般男子５０歳以上 48 1251 阿部　清記 ｱﾍﾞ ｷﾖｷ 広岡休日クラブ 山形県 酒田市 1:58:01
ハーフ一般男子５０歳以上 49 1255 鈴木　浩幸 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ サッピ陸上競技連盟 秋田県 男鹿市 1:58:31
ハーフ一般男子５０歳以上 50 1264 佐藤　竹春 ｻﾄｳ ﾀｹﾊﾙ 走ＲＵＮ会 山形県 酒田市 2:01:28
ハーフ一般男子５０歳以上 51 1254 後藤　善美 ｺﾞﾄｳ ﾖｼﾐ 山形県 天童市 2:03:12
ハーフ一般男子５０歳以上 52 1262 渡辺　豊秋 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾖｱｷ 新潟県 上越市 2:03:17
ハーフ一般男子５０歳以上 53 1250 会津　茂光 ｱｲﾂﾞ ｼｹﾞﾐﾂ 宮城県 仙台市 2:03:42
ハーフ一般男子５０歳以上 54 1256 岩渕　誠一 ｲﾜﾌﾞﾁ ｾｲｲﾁ 宮城県 栗原市 2:06:03
ハーフ一般男子５０歳以上 55 1272 庄司　太志 ｼｮｳｼﾞ ﾌﾄｼ 山形県 新庄市 2:08:50
ハーフ一般男子５０歳以上 56 1275 佐久間　詔悟 ｻｸﾏ ｼｮｳｺﾞ 埼玉県 吉川市 2:09:36
ハーフ一般男子５０歳以上 57 1247 佐藤　弘一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ 山形税務署 山形県 山形市 2:10:45
ハーフ一般男子５０歳以上 58 1240 高橋　昭宏 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾋﾛ 横手蘭走会 秋田県 横手市 2:10:56
ハーフ一般男子５０歳以上 59 1228 内田　雅弘 ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 日特建設 山形県 新庄市 2:11:01
ハーフ一般男子５０歳以上 60 1279 藤田　浩二 ﾌｼﾞﾀ ｺｳｼﾞ 山形県 山形市 2:12:39
ハーフ一般男子５０歳以上 61 1271 青山　茂雄 ｱｵﾔﾏ ｼｹﾞｵ 山形県 真室川町 2:12:51
ハーフ一般男子５０歳以上 62 1260 小松　孝 ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 新庄市役所 山形県 新庄市 2:13:27
ハーフ一般男子５０歳以上 63 1270 小野　実 ｵﾉ ﾐﾉﾙ 宮城県 仙台市 2:13:59
ハーフ一般男子５０歳以上 64 1267 佐藤　斉 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 山形県 三川町 2:15:11
ハーフ一般男子５０歳以上 65 1278 飛塚　潔 ﾄﾋﾞﾂｶ ｷﾖｼ 米沢市立病院 山形県 米沢市 2:15:56
ハーフ一般男子５０歳以上 66 1207 稲村　守勝 ｲﾅﾓﾘ ﾓﾘｶﾂ 山形県 山形市 2:17:09
ハーフ一般男子５０歳以上 67 1277 高世　浩司 ﾀｶｾ ｺｳｼﾞ ランナーズ市病米沢 山形県 米沢市 2:17:31
ハーフ一般男子５０歳以上 68 1265 井上　俊弘 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾛ 利府ＲＣ 宮城県 利府町 2:19:24
ハーフ一般男子５０歳以上 69 1268 荒川　淳良 ｱﾗｶﾜ ｱﾂﾖｼ チームいちうま 神奈川県 横浜市 2:19:56
ハーフ一般男子５０歳以上 70 1280 増子　平治 ﾏｼｺ ﾍｲｼﾞ ＭＡＣ１／１ 宮城県 仙台市 2:23:57
ハーフ一般男子５０歳以上 71 1282 荻野　良巳 ｵｷﾞﾉ ﾖｼﾐ ＧＩＧＡ競馬 山形県 山形市 2:24:46
ハーフ一般男子５０歳以上 72 1281 千田　健 ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ シャア専用 岩手県 奥州市 2:25:44


