
東北ブロック ゆりあげ復興・新春マラソン プレ大会　結果一覧

＜ ハーフ男子２９歳以下 ＞

1 21 髙橋　聖弥 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾔ 宮城県 1:11:22

2 10 羽生　良樹 ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ おおさきＲＣ 宮城県 1:12:28

3 8 高内　純一 ﾀｶｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 青森県 1:12:49

4 1 古山　裕理 ﾌﾙﾔﾏ ﾕｳﾘ 仙台市水道局 宮城県 1:17:10

5 9 中村　泰基 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｷ 宮城県 1:18:40

6 23 片平　壽彦 ｶﾀﾋﾗ ﾄｼﾋｺ 福島県 1:20:22

7 5 西館　広樹 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾋﾛｷ 宮城県 1:21:17

8 2 古山　慧斗 ﾌﾙﾔﾏ ｹｲﾄ 宮城県 1:21:22

9 4 猪股　優太 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳﾀ 宮城県 1:21:35

10 24 小形　滉貴 ｵｶﾞﾀ ｺｳｷ 船山じゅにあ 山形県 1:22:23

11 15 渡邉　稀大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾀﾞｲ 宮城大学 宮城県 1:26:34

12 22 山野　裕太郎 ﾔﾏﾉ ﾕｳﾀﾛｳ スリーエフ 福島県 1:27:57

13 3 三上　広夢 ﾐｶﾐ ﾋﾛﾑ 宮城県 1:33:35

14 6 尾崎　龍平 ｵｻﾞｷ ﾘｭｳﾍｲ 宮城県 1:37:27

15 16 古山　瑞稀 ﾌﾙﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 亘理町 宮城県 1:40:11

16 19 佐藤　雄哉 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 宮城県 1:40:38

17 12 石母田　音羽 ｲｼﾓﾀﾞ ﾄﾜ 仙台市水道局 宮城県 1:50:41

18 7 山本　耀介 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 共同カイテック 宮城県 1:58:46

19 11 若井　剛 ﾜｶｲ ｺﾞｳ 北海道 2:00:40

20 18 高橋　諄 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 兵庫県 2:01:19

21 13 常田　脩哉 ﾂﾈﾀ ｼｭｳﾔ 北海道建物 北海道 2:04:05

22 17 高屋敷　健太 ﾀｶﾔｼｷ ｹﾝﾀ 宮城県 2:09:53

23 20 宮田　純弥 ﾐﾔﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 協会けんぽＲＣ 宮城県 2:37:06

＜ ハーフ男子３０歳代 ＞

1 121 早坂　光司 ﾊﾔｻｶ ｺｳｼﾞ 石巻ＲＣ 宮城県 1:09:40

2 114 畑中　正義 ﾊﾀﾅｶ ﾏｻﾖｼ ＹＫＫＡＰ東北 宮城県 1:10:54

3 106 佐藤　裕志 ｻﾄｳ ﾕｳｼ 湯沢市役所 秋田県 1:12:40

4 119 伊東　拓 ｲﾄｳ ﾀｸ おおさきＲＣ 宮城県 1:14:49

5 125 梅津　徳朴 ｳﾒﾂ ﾖｼﾅｵ 岩手県 1:15:21

6 134 今野　泰平 ｺﾝﾉ ﾀｲﾍｲ おおさきＲＣ 宮城県 1:15:37

7 142 服部　勇佑 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳｽｹ 葛巻病院 岩手県 1:16:04
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8 133 高山　竜昂 ﾀｶﾔﾏ ﾘｭｳｺｳ サウルスジャパン 宮城県 1:16:49

9 102 阿部　匠 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 仙台市役所 宮城県 1:17:56

10 123 齋藤　貴之 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 宮城県 1:18:31

11 130 石川　洋志 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｼ 山形県 1:20:40

12 115 高橋　聡 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 宮城県 1:21:14

13 107 佐藤　将貴 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 宮城県 1:25:35

14 129 小野寺　元気 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾞﾝｷ チーム気仙沼 宮城県 1:25:43

15 143 山田　崇広 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 1:26:24

16 135 吉川　曜野 ｷｯｶﾜ ｱｷﾉ 宮城県 1:28:13

17 101 尾形　英俊 ｵｶﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄｼ 仙台市役所 宮城県 1:28:36

18 136 須藤　隼 ｽﾄｳ ｼｭﾝ 宮城県 1:29:05

19 127 安達　陽平 ｱﾀﾞﾁ ﾖｳﾍｲ 宮城県 1:29:26

20 124 井上　稔英 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾃﾞ トヨタ自動車東日本 宮城県 1:30:51

21 122 羽生　直樹 ﾊﾆｭｳ ﾅｵｷ おおさきＲＣ 宮城県 1:33:09

22 126 根本　大樹 ﾈﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 福島県立医大 福島県 1:37:54

23 116 千葉　芳樹 ﾁﾊﾞ ﾖｼｷ 管走会 宮城県 1:39:15

24 110 菊地　龍也 ｷｸﾁ ﾀﾂﾔ 三洋販売 宮城県 1:40:40

25 104 伊藤　茂 ｲﾄｳ ｼｹﾞﾙ 宮城県 1:40:45

26 140 森合　洋紀 ﾓﾘｱｲ ﾋﾛｷ 宮城県 1:46:39

27 113 佐藤　一成 ｻﾄｳ ｶｽﾞｼｹﾞ ＲＩＺＡＰ一関 岩手県 1:47:09

28 137 後藤　洋一 ｺﾞﾄｳ ﾖｳｲﾁ 宮城県 1:48:34

29 139 野藤　友輔 ﾉﾄｳ ﾕｳｽｹ 板橋クラブ 宮城県 1:51:26

30 141 金澤　諒 ｶﾅｻﾞﾜ ﾘｮｳ 協会けんぽＲＣ 宮城県 1:54:18

31 112 松本　卓三 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾐ 福島県 2:15:57

＜ ハーフ男子４０歳代 ＞

1 219 今野　秀紀 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 仙台市下水道 宮城県 1:14:32

2 289 渡辺　直人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾄ ブレイド 山形県 1:14:49

3 254 及川　裕貴 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 岩手県 1:15:37

4 229 日野　敏彦 ﾋﾉ ﾄｼﾋｺ ＴＲＣ 宮城県 1:17:41

5 268 山田　昌弘 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 1:17:53

6 221 齋藤　智哉 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 宮城県 1:18:08

7 260 成澤　文秀 ﾅﾘｻﾜ ﾌﾐﾋﾃﾞ 鶴岡第五走友会 山形県 1:19:50

8 234 阿部　裕樹 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 宮城県庁 宮城県 1:20:32

9 222 高橋　千治 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾊﾙ ベイシティーＲｓ 山形県 1:21:31

10 238 小野寺　秋悦 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳｴﾂ ＮＡＣ 岩手県 1:22:42

11 209 高橋　真一 ﾀｶﾊｼ ｼﾝｲﾁ 宮城県 1:23:04
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12 269 吉永　孝行 ﾖｼﾅｶﾞ ﾀｶﾕｷ 鶴岡第五走友会 山形県 1:23:12

13 225 吉名　億朗 ﾖｼﾅ ﾔｽｱｷ 宮城県 1:23:50

14 247 目移　和行 ﾒｳﾂﾘ ｶｽﾞﾕｷ 雫石町陸協 岩手県 1:24:17

15 275 佐藤　直史 ｻﾄｳ ﾅｵｼ 宮城県 1:24:55

16 264 相馬　正樹 ｿｳﾏ ﾏｻｷ 瀬峰走友会 宮城県 1:25:07

17 244 伊藤　修弘 ｲﾄｳ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 1:25:31

18 286 末永　善久 ｽｴﾅｶﾞ ﾖｼﾋｻ ＲＴやおき 宮城県 1:25:32

19 265 森　雄一 ﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 宮城県 1:25:33

20 235 池田　幸広 ｲｹﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 岩手県 1:25:46

21 241 齋藤　聡 ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ 宮城県 1:26:25

22 258 北島　恵介 ｷﾀｼﾞﾏ ｹｲｽｹ チーム・カズノコ 福島県 1:26:31

23 267 菅原　健 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ ロイヤルパークホテル 宮城県 1:26:37

24 224 髙橋　元徳 ﾀｶﾊｼ ﾓﾄﾉﾘ 宮城県 1:26:38

25 288 千葉　和也 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾔ 富土通陸上競技部 宮城県 1:26:46

26 211 羽賀　隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ サクセス工業 山形県 1:27:40

27 240 津田　和広 ﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 1:27:46

28 283 真壁　啓輔 ﾏｶﾍﾞ ｹｲｽｹ 東北地方整備局 福島県 1:27:51

29 273 野坂　信一郎 ﾉｻｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ 鶴岡第五走友会 山形県 1:28:28

30 257 吉田　卓也 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 福島県 1:28:49

31 282 三島　拓也 ﾐｼﾏ ﾀｸﾔ ＧＨこころ川崎 宮城県 1:29:17

32 290 秋葉　隆満 ｱｷﾊﾞ ﾀｶﾐﾂ 音色 宮城県 1:29:18

33 217 五十嵐　敦史 ｲｶﾗｼ ｱﾂｼ 大泉駅伝部 山形県 1:29:55

34 274 加藤　龍也 ｶﾄｳ ﾘｭｳﾔ 岩沼ランナーズ 宮城県 1:30:33

35 226 佐藤　宙 ｻﾄｳ ﾋﾛｼ 佐藤走友会 宮城県 1:31:18

36 259 大瀧　健 ｵｵﾀｷ ｹﾝ 鶴岡第五走友会 山形県 1:31:34

37 218 大友　一司 ｵｵﾄﾓ ｲﾁｼﾞ 宮城県 1:32:34

38 237 村上　淳 ﾑﾗｶﾐ ｼﾞｭﾝ 仙台市消防局 宮城県 1:32:57

39 261 佐渡　武樹 ｻﾄｳ ﾀｹｷ 鶴岡第５走友会 山形県 1:33:06

40 287 狩野　知樹 ｶﾉｳ ﾄﾓｷ 吾妻Ｒｕｎ所会 福島県 1:33:58

41 242 桑田　吾郎 ｸﾜﾀ ｺﾞﾛｳ 栃木県 1:34:45

42 262 平山　和也 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ニプロＡＣ 秋田県 1:34:49

43 239 佐藤　紳次 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 宮城県 1:34:49

44 251 登坂　孝範 ﾄｻｶ ﾀｶﾉﾘ 宮城県 1:36:26

45 220 八木　一成 ﾔｷﾞ ｶｽﾞﾅﾘ ミドリ安全宮城 宮城県 1:37:45

46 208 高橋　正章 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｱｷ 佐藤工業 宮城県 1:37:58

47 276 髙橋　寿浩 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾋﾛ 宮城県 1:38:35

48 285 岡峰　博将 ｵｶﾐﾈ ﾋﾛﾏｻ 宮城県 1:39:15

49 233 菅原　大助 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｽｹ 仙台市役所 宮城県 1:39:19

50 204 大野　篤史 ｵｵﾉ ｱﾂｼ 株式会社巴商会 宮城県 1:40:18



51 232 黒沢　祐午 ｸﾛｻﾜ ﾕｳｺﾞ 宮城県 1:40:29

52 210 伊藤　秀典 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾉﾘ パトラン山形 山形県 1:40:32

53 203 谷　清隆 ﾀﾆ ｷﾖﾀｶ エヌエス環境 宮城県 1:41:03

54 249 澤畑　良一 ｻﾜﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ 宮城県 1:41:05

55 266 菊地　健洋 ｷｸﾁ ﾀｹﾋﾛ 宮城県 1:41:19

56 214 岩山　洋祐 ｲﾜﾔﾏ ﾖｳｽｹ 山形県 1:41:33

57 216 阿部　哲 ｱﾍﾞ ｻﾄｼ 山形県 1:43:14

58 206 北川　拓史 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｸﾌﾐ 北越工業 宮城県 1:46:05

59 284 尾形　聡 ｵｶﾞﾀ ｻﾄｼ 宮城県 1:47:03

60 236 湯本　吉政 ﾕﾓﾄ ﾖｼﾏｻ 宮城県 1:47:07

61 280 角張　一徳 ｶｸﾊﾞﾘ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 1:47:25

62 278 永井　大介 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 1:52:01

63 255 片桐　大 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾛｼ 宮城県 1:52:38

64 279 細谷　直樹 ﾎｿﾔ ﾅｵｷ 山形県 1:52:44

65 215 小林　淳哉 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城県 1:53:37

66 281 菅原　史博 ｽｶﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 山形県 1:55:27

67 277 板橋　章哲 ｲﾀﾊﾞｼ ｱｷﾉﾘ 宮城県 1:58:17

68 213 宮﨑　正樹 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｻｷ 宮城県 1:59:46

69 243 坪井　義和 ﾂﾎﾞｲ ﾖｼｶｽﾞ 宮城県 2:06:37

70 202 渡辺　和彦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋｺ サンセイＲ＆Ｄ 宮城県 2:08:49

71 272 玉川　翼 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ＮＴＴデータ東北 宮城県 2:09:53

72 270 植田　正憲 ｳｴﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ アサヒグループ食品 宮城県 2:20:53

73 228 藤巻　和広 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 2:23:16

74 250 三上　幸寿 ﾐｶﾐ ﾕｷﾄｼ 宮城県 2:25:42

75 271 田岡　祐樹 ﾀｵｶ ﾕｳｷ 全農物流 宮城県 2:27:09

76 246 金　純一郎 ｺﾝ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 2:40:22

＜ ハーフ男子５０歳代 ＞

1 340 小野　浩彦 ｵﾉ ﾋﾛﾋｺ みやぎ生協 宮城県 1:27:15

2 301 佐久間　光夫 ｻｸﾏ ﾐﾂｵ ＮＥＣＰＦ 福島県 1:28:09

3 350 花山　隆 ﾊﾅﾔﾏ ﾀｶｼ みちのく家政婦紹介所 宮城県 1:29:45

4 316 佐藤　秀人 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾄ クラブＲ２東北 青森県 1:30:12

5 351 石澤　健 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ ＨーＰＪＴ 宮城県 1:30:25

6 352 菅野　和敏 ｶﾝﾉ ｶｽﾞﾄｼ Ｔｅａｍ　ＡＳＫＡ 福島県 1:30:42

7 332 箭内　琢磨 ﾔﾅｲ ﾀｸﾏ 協会けんぽＲＣ 宮城県 1:32:07

8 328 荘司　浩一 ｼｮｳｼﾞ ｺｳｲﾁ 宮城県 1:33:41

9 343 白山　和重 ｼﾗﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ ジョッカーズ 宮城県 1:34:50
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10 361 田口　正樹 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻｷ 宮城県 1:35:01

11 327 原嶋　公志 ﾊﾗｼﾏ ｺｳｼ チーム味和久 宮城県 1:35:06

12 307 相原　良次 ｱｲﾊﾗ ﾘｮｳｼﾞ 仙台交通株式会社 宮城県 1:38:23

13 336 福土　裕一 ﾌｸﾄﾞ ﾕｳｲﾁ 水曜ランでしょう 宮城県 1:38:29

14 331 熊田　勝市 ｸﾏﾀﾞ ｶﾂｲﾁ はあとびいと大里 福島県 1:38:38

15 329 江口　浩次 ｴｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ ウエハーズ 岩手県 1:44:00

16 359 高橋　章 ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 仙台市交通局 宮城県 1:44:05

17 339 渡邉　智法 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 東京都 1:44:09

18 326 中島　正喜 ﾅｶｼﾏ ﾏｻｷ 東京都 1:44:37

19 360 鈴木　康之 ｽｽﾞｷ ﾔｽﾕｷ ロク 宮城県 1:45:47

20 346 宮本　智 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ 宮城県 1:45:53

21 349 神津　一俊 ｺｳﾂﾞ ｶｽﾞﾄｼ 管走会 宮城県 1:46:36

22 309 御供　輝充 ﾐﾄﾓ ﾃﾙﾐﾂ 宮城県 1:47:50

23 306 二瓶　国司 ﾆﾍｲ ｸﾆｼ 宮城県 1:48:47

24 310 森　明宏 ﾓﾘ ｱｷﾋﾛ リマーク 宮城県 1:49:49

25 322 菊地　弘史 ｷｸﾁ ﾋﾛﾌﾞﾐ 山形県 1:49:53

26 312 近江　裕治 ｵｳﾐ ﾕｳｼﾞ 宮城県 1:51:40

27 355 髙橋　勝幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ チームあさとあゆ 宮城県 1:52:40

28 338 駒野　真司 ｺﾏﾉ ｼﾝｼﾞ 宮城県 1:52:49

29 319 木原　喜昌 ｷﾊﾗ ﾖｼﾏｻ 宮城県 1:53:37

30 320 秋山　興仁 ｱｷﾔﾏ ｵｷﾋﾄ 虎の穴 宮城県 1:54:52

31 347 近谷　利直 ｺﾝﾔ ﾄｼﾅｵ 岩手日報ＲＣ 宮城県 1:55:42

32 324 齋藤　敏彦 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾋｺ 宮城県 1:56:22

33 303 米田　剛史 ﾏｲﾀ ﾀｹｼ 岩手県 1:56:59

34 318 小関　義則 ｺｾｷ ﾖｼﾉﾘ 山形県 1:57:11

35 315 木村　敏明 ｷﾑﾗ ﾄｼｱｷ 宮城県 1:58:30

36 341 京　雅浩 ｷｮｳ ﾏｻﾋﾛ 仙台ＧＰ 宮城県 2:02:04

37 313 五十嵐　功 ｲｶﾗｼ ｲｻｵ 福島県 2:03:00

38 311 高橋　敏明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ 宮城県 2:03:28

39 334 及川　一郎 ｵｲｶﾜ ｲﾁﾛｳ ウィルランズ 宮城県 2:08:53

40 308 伊藤　明 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 山形県 2:08:56

41 354 伊藤　俊一 ｲﾄｳ ｼｭﾝｲﾁ 七十七銀行 宮城県 2:11:39

42 356 小口　健一 ｵｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ 宮城県 2:11:44

43 345 松本　貴政 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾏｻ 東北電子計算センター 宮城県 2:19:40

44 323 井上　俊弘 ｲﾉｳｴ ﾄｼﾋﾛ 利府ＲＣ 宮城県 2:21:11

45 337 鈴木　武彦 ｽｽﾞｷ ﾀｹﾋｺ 宮城県 2:22:10

46 357 鈴木　丈夫 ｽｽﾞｷ ﾀｹｵ 福島県 2:25:15

47 358 金野　雄 ｷﾝﾉ ﾀｹｼ 三川激走隊。いわて… 岩手県 2:29:04



＜ ハーフ男子６０歳以上 ＞

1 419 武田　和義 ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ 鹿島建物 宮城県 1:25:22

2 415 櫻田　光治 ｻｸﾗﾀﾞ ｺｳｼﾞ みやぎ生協 宮城県 1:27:01

3 416 高橋　充 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾙ 宮城県 1:32:30

4 412 山崎　進 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｽﾑ しばたさくら 宮城県 1:34:23

5 405 佐藤　好之 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ 宮城県 1:35:23

6 404 寺戸　成周 ﾃﾗﾄ ｾｲｼｭｳ 宮整振 宮城県 1:42:18

7 402 山田　昇 ﾔﾏﾀﾞ ﾉﾎﾞﾙ ◆山田ランナーズ 福島県 1:45:11

8 417 中村　比呂志 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 株式会社ディーバイス 宮城県 1:54:46

9 423 岩佐　和之 ｲﾜｻ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 1:58:59

10 407 工藤　誠一 ｸﾄﾞｳ ｾｲｲﾁ 宮城県 2:09:21

11 408 芳賀　正明 ﾊｶﾞ ﾏｻｱｷ 山形県 2:09:59

12 414 歌川　渡 ｳﾀｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 七ヶ浜９条の会 宮城県 2:11:30

13 413 松枝　四郎 ﾏﾂｴﾀﾞ ｼﾛｳ 好走楽走気分走 宮城県 2:13:28

14 406 三浦　功 ﾐｳﾗ ｲｻｵ 宮城県 2:18:19

15 418 青山　好郎 ｱｵﾔﾏ ﾖｼﾛｳ 宮城県 2:19:37

16 401 堤崎　一 ﾂﾂﾐｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 2:20:01

17 409 近野　久左エ門 ｺﾝﾉ ｷｭｳｻﾞｴﾓﾝ 山形県 2:20:17

18 420 佐藤　隆助 ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 宮城県 2:22:09

19 422 芳賀　新太郎 ﾊｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 宮城県 2:50:12
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東北ブロック ゆりあげ復興・新春マラソン プレ大会　結果一覧

＜ ハーフ女子２９歳以下 ＞

1 501 久保　綾乃 ｸﾎﾞ ｱﾔﾉ 宮城県 1:59:49

＜ ハーフ女子３０歳代 ＞

1 604 佐藤　友紀 ｻﾄｳ ﾕｷ 宮城県自動車協会 宮城県 1:43:57

2 606 大嶋　和乃 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾉ 宮城県 1:49:34

3 608 三輪　光知 ﾐﾜ ﾐｯﾁ ＹＡＣ 福島県 1:51:17

4 607 日野　夏美 ﾋﾉ ﾅﾂﾐ 宮城県 2:21:13

5 601 松本　佐知子 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾁｺ 宮城県 2:31:49

6 605 松場　百合香 ﾏﾂﾊﾞ ﾕﾘｶ 宮城県 2:48:07

＜ ハーフ女子４０歳代 ＞

1 705 飯田　由美子 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ ＭＯＴ山ラー部 宮城県 1:29:21

2 709 栁松　千津 ﾔﾏｷﾞﾏﾂ ﾁﾂﾞ 仙台視覚障害者ＲＣ 宮城県 1:29:29

3 708 結城　美和 ﾕｳｷ ﾐﾜ 宮城県 1:43:03

4 703 峯口　朋美 ﾐﾈｸﾞﾁ ﾄﾓﾐ 宮城県 1:47:46

5 710 磯田　さち子 ｲｿﾀﾞ ｻﾁｺ 宮城県 1:51:36

6 711 堀野　志保 ﾎﾘﾉ ｼﾎ 福島県 1:53:28

7 702 佐藤　亜弓 ｻﾄｳ ｱﾕﾐ 宮城県 2:07:38

8 706 石川　なおみ ｲｼｶﾜ ﾅｵﾐ 宮城県 2:10:17

9 704 石森　巳恵 ｲｼﾓﾘ ﾐｴ 宮城県 2:16:43

＜ ハーフ女子５０歳代 ＞

1 807 堤　佳子 ﾂﾂﾐ ﾖｼｺ 東北大学大学院医学系 宮城県 1:30:10

2 809 今野　理恵 ｺﾝﾉ ﾘｴ 宮城県 1:39:15

3 812 鈴木　美裕子 ｽｽﾞｷ ﾐﾕｺ あさとあゆ 宮城県 1:39:29

4 813 大和田　治美 ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾙﾐ 一関ＡＣ 岩手県 1:42:50

5 814 阿部　久美子 ｱﾍﾞ ｸﾐｺ 宮城県 1:44:40

6 801 山田　洋子 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｺ 宮城県 1:45:14
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7 811 山崎　幸恵 ﾔﾏｻｷ ﾕｷｴ 宮城県 1:46:37

8 810 野村　洋子 ﾉﾑﾗ ﾖｳｺ たんぽぽＲＣ 宮城県 1:54:51

9 806 半杭　あづさ ﾊﾝｸﾞｲ ｱﾂﾞｻ 宮城県 1:55:54

10 802 堀　千秋 ﾎﾘ ﾁｱｷ 山形県 1:58:39

11 804 内舘　博子 ｳﾁﾀﾞﾃ ﾋﾛｺ 岩手県 2:01:43

12 808 後藤　有紀 ｺﾞﾄｳ ﾕｷ 宮城県 2:02:09

13 805 水戸　理恵 ﾐﾄ ﾘｴ チーム３１０ 宮城県 2:11:39

＜ ハーフ女子６０歳以上 ＞

1 901 佐藤　由香 ｻﾄｳ ﾕｶ 宮城県 1:51:55

2 905 真壁　美喜子 ﾏｶﾍﾞ ﾐｷｺ 宮城県 2:04:36

3 903 高橋　啓子 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺ ベイシティランナーズ 山形県 2:07:34

4 902 金森　和子 ｶﾅﾓﾘ ｶｽﾞｺ 宮城県 2:13:48

5 904 大友　和子 ｵｵﾄﾓ ｶｽﾞｺ 共進工業（株） 福島県 2:16:10
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東北ブロック ゆりあげ復興・新春マラソン プレ大会　結果一覧

＜ １０ｋｍ男子２９歳以下 ＞

1 1001 石川　樹 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ みちのく 宮城県 0:31:01

2 1003 佐藤　勝太 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 広瀬川ＲＣ 宮城県 0:31:28

3 1004 大河原　雄平 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳﾍｲ 宮城県 0:33:32

4 1002 今野　郁弥 ｺﾝﾉ ﾌﾐﾔ 宮城県 0:37:38

5 1008 小野　銀河 ｵﾉ ｷﾞﾝｶﾞ 宮城県 0:38:57

6 1006 佐藤　瑠偉 ｻﾄｳ ﾙｲ 宮城県 0:41:03

7 1005 星　尚弥 ﾎｼ ﾅｵﾔ 宮城県 0:43:15

8 1903 石井　文也 ｲｼｲ ﾌﾐﾔ 中京大学 愛知県 0:48:48

9 1011 大和田　賢秀 ｵｵﾜﾀﾞ ﾀｶﾋﾃﾞ 福島県 0:49:23

＜ １０ｋｍ男子３０歳代 ＞

1 1102 木部　誠人 ｷﾍﾞ ﾏｺﾄ 新潟県 0:32:06

2 1110 木村　紘貴 ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 新地ＲＣ 福島県 0:34:01

3 1106 井場　隼人 ｲﾊﾞ ﾊﾔﾄ 山形県 0:34:51

4 1118 玉渕　克 ﾀﾏﾌﾞﾁ ﾏｻﾙ 燻製会 宮城県 0:38:11

5 1117 安部　巧 ｱﾍﾞ ﾀｸﾐ 宮城県 0:39:18

6 1113 井場　貴浩 ｲﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ ＫＢＲＣ 山形県 0:39:21

7 1119 伊東　達哉 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ ＯＣＨランナーズ 宮城県 0:40:23

8 1107 餅　祐輝 ﾓﾁ ﾕｳｷ 宮城県 0:40:48

9 1114 和賀　光 ﾜｶﾞ ﾋｶﾙ ＫＢＲＣ 山形県 0:41:03

10 1116 佐藤　晋輔 ｻﾄｳ ｼﾝｽｹ 日本製紙 宮城県 0:41:51

11 1104 三浦　茂樹 ﾐｳﾗ ｼｹﾞｷ 宮城県 0:41:52

12 1115 長田　雄二郎 ｵｻﾀﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 宮城県 0:42:12

13 1108 熊坂　将哉 ｸﾏｻｶ ﾏｻﾔ 株式会社　岡部 福島県 0:42:29

14 1103 風間　啓太 ｶｻﾞﾏ ｹｲﾀ 富谷市立成田中学校 宮城県 0:43:50

15 1105 鈴木　恵太 ｽｽﾞｷ ｹｲﾀ 管走会 宮城県 0:47:10

16 1121 高橋　大夢 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾑ 宮城県 0:50:09

17 1101 相原　朗彦 ｱｲﾊﾗ ｱｷﾋｺ 宮城県 1:02:37

18 1112 斎藤　雄太郎 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 宮城県 1:14:15
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＜ １０ｋｍ男子４０歳代 ＞

1 1212 朝倉　敏典 ｱｻｸﾗ ﾄｼﾉﾘ 北上信用金庫 岩手県 0:32:30

2 1233 有澤　英司 ｱﾘｻﾜ ﾋﾃﾞｼﾞ 山形市駅伝チーム 山形県 0:33:09

3 1231 本舘　正雄 ﾓﾄﾀﾞﾃ ﾏｻｵ 岩手県 0:34:41

4 1207 荒谷　義成 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 広瀬川ＲＣ 宮城県 0:36:59

5 1204 松田　博 ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾛｼ 西友五橋店 宮城県 0:37:01

6 1208 鈴木　貴文 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 宮城県 0:38:26

7 1218 林　直之 ﾊﾔｼ ﾅｵﾕｷ イブラン山形 宮城県 0:39:22

8 1219 澤田　日出雄 ｻﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 宮城県 0:40:20

9 1225 佐々木　高信 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾌﾞ 宮城県 0:40:47

10 1210 石田　秀夫 ｲｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｵ 宮城県 0:41:09

11 1220 伊藤　忠明 ｲﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ 宮城県 0:41:13

12 1224 遠藤　智 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ ＳＳＰ 宮城県 0:41:25

13 1235 鈴木　翔 ｽｽﾞｷ ｼｮｳ ＭＯＴＯＴＥＣ－Ｒ４ 宮城県 0:43:06

14 1229 白石　成 ｼﾗｲｼ ﾅﾙ サウルス仙台 宮城県 0:43:57

15 1234 阿部　守克 ｱﾍﾞ ﾓﾘｶﾂ たんぽぽＲＣ 宮城県 0:44:06

16 1216 森　良市 ﾓﾘ ﾘｮｳｲﾁ チームフォレスト 宮城県 0:44:19

17 1217 千葉　勇一 ﾁﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 一関楽走会 岩手県 0:44:35

18 1213 村田　之宣 ﾑﾗﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ 宮城県 0:45:01

19 1215 小石川　貴幸 ｺｲｼｶﾜ ﾀｶﾕｷ 宮城県 0:45:44

20 1236 青田　隆弘 ｱｵﾀ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 0:45:54

21 1202 奥山　恭宏 ｵｸﾔﾏ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 0:46:16

22 1206 高橋　孝仁 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 宮城県 0:47:42

23 1221 佐藤　祐輔 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 山形県 0:48:46

24 1214 丸毛　義晴 ﾏﾙﾓ ﾖｼﾊﾙ 元ガニラン 宮城県 0:49:58

25 1205 大橋　利之 ｵｵﾊｼ ﾄｼﾕｷ 福島県 0:51:08

26 1223 遠藤　裕樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 宮城県 0:51:11

27 1222 中島　隆生 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｷ 宮城県 0:53:36

28 1237 赤瀬　光雄 ｱｶｾ ﾐﾂｵ 羽田走友会 岩手県 0:54:28

29 1230 高橋　宏太郎 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀﾛｳ 宮城県 0:54:57

30 1203 坪内　啓 ﾂﾎﾞｳﾁ ｻﾄﾙ 坪内経営コンサルタン 宮城県 0:55:57

31 1238 成田　和広 ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 0:56:13

32 1232 佐藤　仁 ｻﾄｳ ｼﾞﾝ 宮城県 0:58:12

33 1226 最上　昇 ﾓｶﾞﾐ ﾉﾎﾞﾙ 宮城県 1:17:35
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＜ １０ｋｍ男子５０歳代 ＞

1 1301 菅野　克敏 ｶﾝﾉ ｶﾂﾄｼ 広瀬川ＲＣ 宮城県 0:34:06

2 1302 小野寺　栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ 金野安倍 岩手県 0:35:03

3 1329 高橋　憲太郎 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀﾛｳ 福島県 0:37:44

4 1310 村井　正明 ﾑﾗｲ ﾏｻｱｷ 岩手県 0:38:31

5 1331 大谷　和由 ｵｵﾀﾆ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 0:39:26

6 1322 鎌田　正守 ｶﾏﾀﾞ ﾏｻｼ 岩手県 0:41:23

7 1333 荻田　幸一 ｵｷﾞﾀ ｺｳｲﾁ トヨタ東日本大和 宮城県 0:42:02

8 1327 高橋　和広 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 大崎市役所 宮城県 0:43:08

9 1309 郷古　勝浩 ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ 塩竈市役所 宮城県 0:43:28

10 1313 水戸　信博 ﾐﾄ ﾉﾌﾞﾋﾛ 消防団６２１ 宮城県 0:43:59

11 1315 浅野　幸雄 ｱｻﾉ ﾕｷｵ 山形県 0:44:11

12 1317 高橋　健二 ﾀｶﾊｼ ｹﾝｼﾞ だての郷 福島県 0:44:56

13 1311 若林　豊 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 宮城県 0:45:44

14 1326 川井　幸樹 ｶﾜｲ ｺｳｷ 山形県 0:47:20

15 1312 五十嵐　真一 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾝｲﾁ 仙台市 宮城県 0:47:31

16 1306 石川　佳徳 ｲｼｶﾜ ﾖｼﾉﾘ タチカワマシナリ 宮城県 0:48:22

17 1325 村上　幸宏 ﾑﾗｶﾐ ﾕｷﾋﾛ むらくん 宮城県 0:53:11

18 1319 石川　昌徳 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾉﾘ ＮＴＴ東日本 宮城県 0:54:48

19 1332 伊藤　勝巳 ｲﾄｳ ｶﾂﾐ 宮城県 0:54:57

20 1323 大堂　淳司 ﾀﾞｲﾄﾞｳ ｱﾂｼ 小貝川ＲＣ 茨城県 0:55:06

21 1321 柴田　剛 ｼﾊﾞﾀ ｺﾞｳ 北上ＪＲＣ 岩手県 0:55:11

22 1328 庄司　英文 ｼｮｳｼﾞ ﾋﾃﾞﾌﾐ 青森県 0:55:32

23 1314 山室　献 ﾔﾏﾑﾛ ｹﾝ 宮城県 0:56:34

24 1320 志賀　光一 ｼｶﾞ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:56:57

25 1308 根本　光康 ﾈﾓﾄ ﾐﾂﾔｽ 福島県 1:06:15

26 1318 山本　徳彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘﾋｺ 宮城県 1:07:24

27 1307 阿部　茂樹 ｱﾍﾞ ｼｹﾞｷ 宮城県 1:26:07

＜ １０ｋｍ男子６０歳以上 ＞

1 1406 高野　和弘 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾋﾛ クラブＲ２東北 福島県 0:38:50

2 1410 植木　薫 ｳｴｷ ｶｵﾙ 宮城県 0:40:47

3 1421 武田　裕 ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ 宮城県 0:41:05

4 1403 熱海　輝一 ｱﾂﾐ ｺｳｲﾁ チームカズ 福島県 0:41:19

5 1414 藤井　進 ﾌｼﾞｲ ｽｽﾑ きぼう園 宮城県 0:42:47

都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
タイム

順
位

ゼッケン
番号

氏　　名 氏名カナ 所　　　属

順
位

ゼッケン
番号

氏　　名 氏名カナ 所　　　属 都道府県
ﾌｨﾆｯｼｭ
タイム



6 1418 イワツキ　ヒトシ ｲﾜﾂｷ ﾋﾄｼ 宮城県 0:43:18

7 1411 国分　利美 ｺｸﾌﾞﾝ ﾄｼﾐ アルプスアルパイン 宮城県 0:43:23

8 1407 大泉　公司 ｵｵｲｽﾞﾐ ｺｳｼﾞ ＳＮＳＫ 宮城県 0:46:09

9 1408 山崎　恵一郎 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｲﾁﾛｳチーム味三昧 岩手県 0:46:26

10 1402 柿沼　雅一 ｶｷﾇﾏ ﾏｻｲﾁ 富谷二中ＳＲＣ 宮城県 0:47:28

11 1404 津川　光政 ﾂｶﾞﾜ ﾐﾂﾏｻ 宮城県 0:49:41

12 1415 奥山　隆敏 ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 山形県 0:50:32

13 1422 出川　富男 ﾃﾞｶﾞﾜ ﾄﾐｵ 岩沼ランニングクラブ 宮城県 0:53:49

14 1419 五十嵐　敏彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾋｺ 宮城県 0:55:01

15 1409 小野田　道明 ｵﾉﾀﾞ ﾐﾁｱｷ 宮城県 0:55:59

16 1412 三浦　浩 ﾐｳﾗ ﾋﾛｼ 宮城県 0:58:44

17 1416 大畑　直晴 ｵｵﾊﾀ ﾏｻﾊﾙ 宮城県 1:14:46

18 1405 三浦　一次 ﾐｳﾗ ｶﾂﾞﾂｸﾞ 宮城県 1:18:25

19 1420 石橋　融二 ｲｼﾊﾞｼ ﾕｳｼﾞ 宮城県 1:49:47



東北ブロック ゆりあげ復興・新春マラソン プレ大会　結果一覧

＜ １０ｋｍ女子２９歳以下 ＞

1 1501 荒瀬　帆南 ｱﾗｾ ﾎﾅﾐ 宮城県 0:50:14

2 1502 菅井　海波 ｽｶﾞｲ ﾐﾅﾐ 宮城県 0:51:05

＜ １０ｋｍ女子３０歳代 ＞

1 1602 浅井　里絵 ｱｻｲ ﾘｴ 宮城県 0:53:57

2 1601 馬場　歩未 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾕﾐ 仙台市水道局 宮城県 0:54:53

3 1603 鈴木　真希子 ｽｽﾞｷ ﾏｷｺ 宮城県 0:55:17

＜ １０ｋｍ女子４０歳代 ＞

1 1703 千葉　栄子 ﾁﾊﾞ ｴｲｺ パトランＪＡＰＡＮ 宮城県 0:43:38

2 1705 佐藤　伶奈 ｻﾄｳ ﾚﾅ 宮城県 0:45:49

3 1702 吉田　佳代 ﾖｼﾀﾞ ｶﾖ 宮城県 0:49:41

4 1701 小川　ひろ子 ｵｶﾞﾜ ﾋﾛｺ 宮城県 0:53:21

＜ １０ｋｍ女子５０歳代 ＞

1 1801 渋谷　祐子 ｼﾌﾞﾀﾆ ﾕｳｺ Ｊ．Ｊ．Ｃ． 宮城県 0:41:47

2 1802 眞山　奈美 ﾏﾔﾏ ﾅﾐ 宮城県 0:53:08

3 1803 永沼　宏江 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾋﾛｴ 宮城県 0:54:37

4 1804 鎌田　久美 ｶﾏﾀﾞ ｸﾐ 岩手県 0:59:49

5 1805 阿部　満 ｱﾍﾞ ﾐﾁﾙ 宮城県 1:03:32

＜ １０ｋｍ女子６０歳以上 ＞

1 1901 山崎　貴子 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶｺ チーム味三昧 岩手県 0:56:02

2 1902 佐藤　朋子 ｻﾄｳ ﾄﾓｺ 岩手県 0:58:50
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東北ブロック ゆりあげ復興・新春マラソン プレ大会　結果一覧

＜ ５ｋｍ男子２９歳以下 ＞

1 5003 半澤　滉憲 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 国見町駅伝部 福島県 0:20:05

2 5001 佐藤　希音 ｻﾄｳ ﾏｵ 東北学院榴ケ岡高校 宮城県 0:21:53

3 5002 水戸　大斗 ﾐﾄ ﾔﾏﾄ チーム３１０ 宮城県 0:23:29

＜ ５ｋｍ男子３０歳代 ＞

1 5105 工藤　淳一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ ユナイテッドＡ 宮城県 0:16:57

2 5101 佐藤　桂 ｻﾄｳ ｹｲ 自衛官募集中 宮城県 0:16:59

3 5109 高口　雄太郎 ﾀｶｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 新地町陸上クラブ 福島県 0:17:12

4 5110 中戸川　敏明 ﾅｶﾄｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ 宮城県 0:18:13

5 5102 大橋　滉也 ｵｵﾊｼ ｺｳﾔ 宮城県 0:19:21

6 5103 木村　泰之 ｷﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 上山市陸協 山形県 0:19:24

7 5104 渡辺　佳次 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾂｸﾞ キン肉マン 福島県 0:20:06

8 5108 軽部　勤 ｶﾙﾍﾞ ﾂﾄﾑ 宮城県 0:23:37

9 5107 木幡　佳祐 ｺﾊﾀ ｹｲｽｹ 宮城県 0:24:17

＜ ５ｋｍ男子４０歳代 ＞

1 5204 鴻巣　隼人 ｺｳﾉｽ ﾊﾔﾄ チーム寺西 福島県 0:16:03

2 5208 渡会　信 ﾜﾀﾗｲ ﾏｺﾄ 宮城県 0:18:11

3 5203 根本　健 ﾈﾓﾄ ｹﾝ 幸生会 宮城県 0:18:32

4 5209 佐藤　温史 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 国見町駅伝部 福島県 0:19:33

5 5207 本郷　順一 ﾎﾝｺﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 0:19:53

6 5202 川名　宗徳 ｶﾜﾅ ﾑﾈﾉﾘ 宮城県 0:20:56

7 5205 大泉　逸人 ｵｵｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 黒光りＲＣ 山形県 0:23:57

8 5201 太田　知幸 ｵｵﾀ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 0:24:00

9 5206 鈴木　健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 福島県 0:31:03

＜ ５ｋｍ男子５０歳代 ＞

1 5301 安斎　勝之 ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂﾕｷ 水土里ネット福島 福島県 0:20:36
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2 5307 米山　美人 ﾖﾈﾔﾏ ﾖｼﾋﾄ 宮城県 0:21:01

3 5308 佐藤　浩之 ｻﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 0:22:28

4 5304 山田　英規 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ キャメル　メンズギア 宮城県 0:26:29

5 5306 小名　功一 ｵﾅ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:31:52

6 5305 小野　敬明 ｵﾉ ﾋﾛｱｷ ルアナ 青森県 0:35:05

＜ ５ｋｍ男子６０歳以上 ＞

1 5401 阿部　幹男 ｱﾍﾞ ﾐｷｵ 石巻 宮城県 0:21:19

2 5402 半澤　邦広 ﾊﾝｻﾞﾜ ｸﾆﾋﾛ 宮城マスターズ 宮城県 0:21:36

3 5408 中里　史郎 ﾅｶｻﾞﾄ ｼﾛｳ 桑野協立病院 福島県 0:23:20

4 5409 花見　良一 ﾊﾅﾐ ﾘｮｳｲﾁ 桑野協立病院 福島県 0:27:05

5 5407 大沼　眞而 ｵｵﾇﾏ ｼﾝｼﾞ 山形県 0:29:27

6 5411 佐藤　明 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 山形県 0:35:47

7 5405 渡辺　広明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｱｷ 山形県 0:38:41

8 5403 石井　英和 ｲｼｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 宮城県 0:39:02

9 5404 三浦　俊克 ﾐｳﾗ ﾄｼｶﾂ アウトドア同好会 宮城県 0:44:21

10 5410 高橋　光春 ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾊﾙ 虹色楽園隊 宮城県 0:51:59
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東北ブロック ゆりあげ復興・新春マラソン プレ大会　結果一覧

＜ ５ｋｍ女子２９歳以下 ＞

1 5501 関　みなみ ｾｷ ﾐﾅﾐ 福島県 0:22:01

2 5502 手代木　優稀子 ﾃｼﾛｷﾞ ﾕｷｺ 宮城県 0:33:26

＜ ５ｋｍ女子３０歳代 ＞

1 5603 後藤　雅枝 ｺﾞﾄｳ ﾏｻｴ 宮城県 0:20:06

2 5602 只野　佳奈 ﾀﾀﾞﾉ ｶﾅ 宮城県 0:22:23

3 5601 梅津　沙和 ｳﾒﾂ ｻﾜ 宮城県 0:34:15

＜ ５ｋｍ女子４０歳代 ＞

1 5702 森　修子 ﾓﾘ ｼｭｳｺ チームフォレスト 宮城県 0:23:08

2 5703 高橋　樹里 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾘ 宮城県 0:34:38

＜ ５ｋｍ女子５０歳代 ＞

1 5801 古舘　百合子 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾕﾘｺ あさとあゆ 宮城県 0:21:12

2 5804 米山　春美 ﾖﾈﾔﾏ ﾊﾙﾐ 宮城県 0:28:28

3 5802 山内　笑美子 ﾔﾏｳﾁ ｴﾐｺ ＬＵＡＮＡ 青森県 0:35:05

＜ ５ｋｍ女子６０歳以上 ＞

1 5901 星　文子 ﾎｼ ﾌﾐｺ 宮城県 0:25:11

2 5902 三浦　純子 ﾐｳﾗ ｼﾞｭﾝｺ 宮城県 0:26:33
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