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第31回温海さくらマラソン  平成28年4月17日（日）

 ジャイアントコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

3000 田中　正志 1:48:161 新潟県ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 水澤化学工業1

3071 肥田野　勉 1:55:082 新潟県ﾋﾀﾞﾉ ﾂﾄﾑ2

3373 河野　献 1:55:483 鶴岡市ｶﾜﾉ ｹﾝ 鶴岡栄ﾁｰﾑ1

3170 羽賀　隆義 1:55:524 北村山郡大石田ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ ｻｸｾｽ工業1

3233 久保田　耕 1:58:045 神奈川県ｸﾎﾞﾀ ｺｳ みどりの園2

3108 大類　真嗣 1:59:556 山形市ｵｵﾙｲ ﾏｻﾂｸﾞ ﾄｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ3

3050 新舘　陽 2:00:427 酒田市ｼﾝﾀﾃ ﾖｳ ｺｽﾃﾑRC4

3352 大平　敦郎 2:01:068 鶴岡市ｵｵﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾛｳ 大平歯科医院2

3077 金丸　和也 2:01:479 鶴岡市ｶﾅﾏﾙ ｶｽﾞﾔ 山形日産自動車5

3292 坂井　正則 2:03:1510 鶴岡市ｻｶｲ ﾏｻﾉﾘ3

3164 今井　正弘 2:04:0111 鶴岡市ｲﾏｲ ﾏｻﾋﾛ 庄内教育事務所4

3064 富樫　佑済 2:04:0812 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾕｳｻｲ6

3349 香曽我部　英明 2:05:2913 山形市ｺｳｿｶﾍﾞ ﾋﾃﾞｱｷ3

3181 矢作　洋 2:06:5214 東村山郡山辺町ﾔﾊｷﾞ ﾋﾛｼ やまのべRRC5

3266 三浦　誉一 2:07:2415 秋田県ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ TEAM土手ﾗﾝ6

3171 佐藤　修 2:08:0216 飽海郡遊佐町ｻﾄｳ ｵｻﾑ ﾁｰﾑふじさき7

3275 小松　淳 2:09:1317 秋田県ｺﾏﾂ ｼﾞｭﾝ 秋田新電元8

3331 齋藤　大 2:11:0218 山形市ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲ 齋藤大鍼灸接骨院4

3110 佐野　正人 2:11:2819 山形市ｻﾉ ﾏｻﾄ7

3286 宮崎　渉 2:11:5020 秋田県ﾐﾔｻﾞｷ ﾜﾀﾙ9

3395 北澤　厚男 2:12:0821 新潟県ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾂｵ5

3147 齋藤　啓吾 2:12:3622 宮城県ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ10

3200 中村　徳一 2:12:3723 鶴岡市ﾅｶﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 三井病院自転車部11

3219 田代　守久 2:13:3924 福島県ﾀｼﾛ ﾓﾘﾋｻ12

3023 石川　晃 2:13:4025 東置賜郡高畠町ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ8

3496 桧山　和成 2:13:4426 茨城県ﾋﾔﾏ ｶｽﾞｼｹﾞ つくば陸協1

3356 菅　一 2:14:0927 秋田県ｽｶﾞ ﾊｼﾞﾒ6

3160 高橋　興治 2:15:5728 秋田県ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞ 秋田LSDｸﾗﾌﾞ13

3101 佐藤　高志 2:16:0329 飽海郡遊佐町ｻﾄｳ ﾀｶｼ9

3268 土田　慎一 2:16:2830 寒河江市ﾂﾁﾀﾞ ｼﾝｲﾁ つちだ農園14

3070 今野　澄 2:16:4531 宮城県ｺﾝﾉ ｻﾔｶ10

3102 五十嵐　健裕 2:17:0432 山形市ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹﾋﾛ やまがたｲｸﾞﾒﾝ共和国11

3140 渡辺　美里 2:17:2933 新潟県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｻﾄ1

3374 佐藤　賢 2:17:4134 東田川郡庄内町ｻﾄｳ ｹﾝ あまるめ走ろう会7

3378 丸山　忠緒 2:17:4235 秋田県ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｵ 雄物川みよし薬局8

3230 細谷　弘信 2:18:0236 寒河江市ﾎｿﾔ ﾋﾛﾉﾌﾞ JAさがえ西村山15

3477 長谷川　伸次 2:18:2737 新潟県ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 長谷川司法書士事務所2

3116 五十嵐　敦史 2:18:3538 鶴岡市ｲｶﾗｼ ｱﾂｼ 大泉駅伝部12

3173 斉藤　正樹 2:19:0839 鶴岡市ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾁｰﾑなまみそ16

3179 今野　広信 2:19:1440 東田川郡三川町ｺﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ さくら福祉会17

3082 板垣　鉄也 2:19:2541 新潟県ｲﾀｶﾞｷ ﾃﾂﾔ13

3220 鈴木　勝好 2:19:3042 新潟県ｽｽﾞｷ ｶﾂﾖｼ18

3065 黒田　広大 2:19:3243 山形市ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｿﾌｧﾝ14

3523 清川　豊秋 2:19:3444 東田川郡庄内町ｷﾖｶﾜ ﾄﾖｱｷ3

3199 熊澤　公太 2:19:4545 山形市ｸﾏｻﾜ ｺｳﾀ19

3056 越前　学 2:20:0846 秋田県ｴﾁｾﾞﾝ ﾏﾅﾌﾞ15

3392 半澤　敏治 2:20:1347 天童市ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄｼｼﾞ9

3090 藤原　一博 2:20:2748 秋田県ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 秋田らｰめん部16

3060 和田　雅俊 2:20:3349 鶴岡市ﾜﾀﾞ ﾏｻﾄｼ17

3387 菅原　靖男 2:20:4850 山形市ｽｶﾞﾜﾗ ﾔｽｵ10
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3174 今野　悟 2:20:5251 飽海郡遊佐町ｺﾝﾉ ｻﾄﾙ20

3456 佐々木　千秋 2:21:0652 秋田県ｻｻｷ ﾁｱｷ あ!ｼﾛｰﾄ秋田1

3240 土田　正行 2:21:0953 新潟県ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾕｷ たわらっち21

3274 白幡　美知夫 2:21:1354 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ﾐﾁｵ22

3009 上村　優太 2:21:1955 鶴岡市ｶﾐﾑﾗ ﾕｳﾀ 第五走友会18

3342 大沼　雅史 2:21:2056 宮城県ｵｵﾇﾏ ﾏｻｼ ﾁｰﾑまちゃ11

3517 武田　裕 2:21:2157 宮城県ﾀｹﾀﾞ ﾕﾀｶ4

3048 木村　龍太郎 2:21:2258 新潟県ｷﾑﾗ ﾘｭｳﾀﾛｳ19

3052 今野　滋夫 2:21:3859 米沢市ｺﾝﾉ ｼｹﾞｵ20

3499 加藤　隆 2:22:0860 新潟県ｶﾄｳ ﾀｶｼ5

3265 鈴木　剛 2:22:1461 酒田市ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ23

3025 伊藤　雄紀 2:22:2162 鶴岡市ｲﾄｳ ﾕｳｷ 藤島楽しく走り隊21

3399 斎藤　昭 2:22:2463 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ12

3270 諸橋　輝 2:22:3564 宮城県ﾓﾛﾊｼ ｱｷﾗ24

3032 吉川　剛平 2:22:4165 秋田県ｷｯｶﾜ ｺｳﾍｲ22

3226 西方　一彦 2:22:4466 新潟県ﾆｼｶﾀ ｶｽﾞﾋｺ25

3066 志田　良 2:22:4567 酒田市ｼﾀﾞ ﾘｮｳ 平田陸上教室23

3074 児玉　勝 2:23:0968 秋田県ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾙ24

3491 髙山　政男 2:23:4269 鶴岡市ﾀｶﾔﾏ ﾏｻｵ6

3531 小野　仁 2:23:5270 酒田市ｵﾉ ﾋﾄｼ7

3157 泉　昌克 2:25:0671 福井県ｲｽﾞﾐ ﾏｻｶﾂ 福井ｸﾗﾌﾄ26

3512 佐々木　千代志 2:25:1072 宮城県ｻｻｷ ﾁﾖｼ 松島観走会8

3151 栗田　竜一 2:25:1873 山形市ｸﾘﾀ ﾘｭｳｲﾁ ﾁｰﾑｸﾘﾀ27

3194 三浦　成宏 2:25:3474 鶴岡市ﾐｳﾗ ｼｹﾞﾋﾛ TDK28

3149 佐藤　輝 2:25:3875 鶴岡市ｻﾄｳ ｱｷﾗ RUN WIN29

3297 新田目　順一 2:25:4976 秋田県ｱﾗﾀﾒ ｼﾞｭﾝｲﾁ30

3006 加藤　立隆 2:26:0877 山形市ｶﾄｳ ﾀﾂｵｷ 山形大学25

3197 佐藤　英行 2:26:1578 酒田市ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ31

3163 後藤　智 2:26:2279 東田川郡庄内町ｺﾞﾄｳ ﾄﾓ32

3259 大森　義一 2:26:3280 鶴岡市ｵｵﾓﾘ ﾖｼｶｽﾞ ｸﾗﾌﾞ二輪倶33

3312 加藤　久美子 2:26:3581 鶴岡市ｶﾄｳ ｸﾐｺ 鶴岡100km1

3042 笹崎　敏正 2:27:1282 東京都ｻｻｻﾞｷ ﾄｼﾏｻ26

3189 石井　亘 2:27:5683 山形市ｲｼｲ ﾜﾀﾙ34

3480 千葉　正二 2:28:0184 埼玉県ﾁﾊﾞ ｼｮｳｼﾞ 古馬ちゃん!9

3409 本平　利幸 2:28:1685 秋田県ﾓﾄﾋﾗ ﾄｼﾕｷ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ13

3207 小田切　徹州 2:28:2686 山形市ｵﾀｷﾞﾘ ﾃｯｼｭｳ 山形大学小児科35

3305 佐藤　良子 2:28:2987 酒田市ｻﾄｳ ﾘｮｳｺ FTRC2

3424 森　幸三 2:28:3088 酒田市ﾓﾘ ｺｳｿﾞｳ ﾍﾞｲｼﾃｨﾗﾝﾅｰｽﾞ14

3339 渡会　秀幸 2:29:1389 宮城県ﾜﾀﾗｲ ﾋﾃﾞﾕｷ15

3375 白幡　静夫 2:29:3190 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ｼｽﾞｵ ｺｽﾓｽ16

3546 秋田　秀子 2:29:4691 秋田県ｱｷﾀ ﾋﾃﾞｺ1

3287 武藤　啓 2:29:5292 秋田県ﾑﾄｳ ｻﾄﾙ あ!ｼﾛｰﾄあきた36

3085 二戸　司 2:30:1593 最上郡最上町ﾆﾄ ﾂｶｻ27

3231 上野　満 2:30:2894 山形市ｳｴﾉ ﾐﾂﾙ37

3165 羽柴　幸輔 2:30:3095 東根市ﾊｼﾊﾞ ｺｳｽｹ38

3033 佐藤　聖悟 2:30:3996 宮城県ｻﾄｳ ｾｲｺﾞ28

3221 佐藤　勝彦 2:30:5297 宮城県ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ 仙台個人ﾀｸｼｰ39

3180 根岸　弘明 2:30:5698 栃木県ﾈｷﾞｼ ﾋﾛｱｷ40

3097 千田　薫 2:31:0199 宮城県ﾁﾀﾞ ｶｵﾙ29

3137 石原　佳代 2:31:05100 千葉県ｲｼﾊﾗ ｶﾖ TII2
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3100 鈴木　輝明 2:31:11101 秋田県ｽｽﾞｷ ﾃﾙｱｷ TDK羽後30

3087 山本　賢 2:31:38102 鶴岡市ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝ31

3394 吉田　和彦 2:31:45103 山形市ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 南館ｼﾞｮｶﾞｰ17

3016 堀　友昭 2:31:45104 酒田市ﾎﾘ ﾄﾓｱｷ 日本海総合病院32

3183 大瀧　健 2:31:53105 鶴岡市ｵｵﾀｷ ｹﾝ 鶴岡第五走友会41

3072 岩本　裕 2:31:56106 秋田県ｲﾜﾓﾄ ﾕﾀｶ ときわの33

3244 五十嵐　昌志 2:32:00107 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾏｻｼ42

3234 大滝　保 2:32:08108 鶴岡市ｵｵﾀｷ ﾀﾓﾂ43

3329 小笠原　信子 2:32:24109 秋田県ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾉﾌﾞｺ あ!ｼﾛｰﾄ秋田3

3186 茂木　亮 2:32:27110 茨城県ﾓﾃｷ ﾘｮｳ NEUTRON44

3001 本間　千恵 2:32:43111 鶴岡市ﾎﾝﾏ ﾁｴ2

3153 武田　大輔 2:32:51112 山形市ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾌﾞﾙｰﾏｰｹｯﾄ45

3393 菅原　宏紀 2:33:02113 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾉﾘ18

3021 真田　翔 2:33:07114 鶴岡市ｻﾅﾀﾞ ｼｮｳ34

3429 鈴木　寿光 2:33:09115 鶴岡市ｽｽﾞｷ ﾄｼﾐﾂ 母狩ﾗﾝﾅｰｽﾞ19

3435 阿部　薫 2:33:16116 酒田市ｱﾍﾞ ｶｵﾙ20

3254 田嶋　裕 2:33:51117 山形市ﾀｼﾞﾏ ﾋﾛｼ 山形銀行46

3461 今野　順子 2:34:19118 酒田市ｺﾝﾉ ｼﾞｭﾝｺ3

3317 諸橋　智子 2:34:22119 宮城県ﾓﾛﾊｼ ﾄﾓｺ4

3205 石山　元峰 2:34:42120 酒田市ｲｼﾔﾏ ｹﾞﾝﾎﾟｳ47

3430 伊藤　幸一 2:34:42121 秋田県ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 本荘走友の会21

3169 阿部　強士 2:34:56122 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 鶴岡高専48

3494 菅原　重明 2:35:03123 酒田市ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞｱｷ10

3206 冨樫　渡 2:35:04124 山形市ﾄｶﾞｼ ﾜﾀﾙ ﾁｰﾑﾋﾏﾗﾔﾝ49

3053 粕谷　正司 2:35:07125 宮城県ｶｽﾔ ｼｮｳｼﾞ KASUYACLUB35

3294 小関　義則 2:35:10126 上山市ｺｾｷ ﾖｼﾉﾘ50

3507 井上　定一 2:35:12127 鶴岡市ｲﾉｳｴ ｻﾀﾞｶｽﾞ ｸﾗﾌﾞ二輪倶11

3007 杉戸　亮介 2:35:14128 秋田県ｽｷﾞﾄ ﾘｮｳｽｹ36

3158 田中　久善 2:35:29129 秋田県ﾀﾅｶ ﾋｻﾖｼ 秋田LSD51

3376 宇佐美　守 2:35:37130 鶴岡市ｳｻﾐ ﾏﾓﾙ22

3422 古川　和史 2:35:48131 山形市ﾌﾙｶﾜ ｶｽﾞｼ 山形県庁AC23

3402 大山　弘毅 2:35:53132 鶴岡市ｵｵﾔﾏ ﾋﾛｷ24

3404 志田　和也 2:36:10133 宮城県ｼﾀﾞ ｶｽﾞﾔ KDDI25

3306 後藤　弘美 2:36:12134 鶴岡市ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾐ5

3466 高橋　恵理子 2:36:27135 酒田市ﾀｶﾊｼ ｴﾘｺ4

3224 宇佐美　利幸 2:36:37136 秋田県ｳｻﾐ ﾄｼﾕｷ 泉南RC52

3176 瀬戸　理右 2:36:52137 酒田市ｾﾄ ﾘｭｳ53

3212 二関　健 2:37:04138 寒河江市ﾆｾｷ ﾀｹｼ54

3117 今野　智洋 2:37:06139 鶴岡市ｺﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 湯田川病院37

3509 畠山　達也 2:37:12140 飽海郡遊佐町ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ ﾍﾞｨｼﾃｨ･R･ゆざ12

3277 五十嵐　靖 2:37:36141 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽｼ55

3304 鎌田　恵理子 2:37:41142 秋田県ｶﾏﾀﾞ ｴﾘｺ6

3518 高橋　康雄 2:37:54143 宮城県ﾀｶﾊｼ ﾔｽｵ 仙台高校OB13

3314 有路　玲子 2:38:21144 尾花沢市ｱﾘｼﾞ ﾚｲｺ7

3390 中村　寛樹 2:38:42145 新潟県ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｷ ﾁｰﾑﾎﾘﾃﾞｲ26

3363 伊藤　剛 2:38:43146 酒田市ｲﾄｳ ﾂﾖｼ27

3213 森谷　英利 2:38:57147 東根市ﾓﾘﾔ ﾋﾃﾞﾄｼ56

3453 五十嵐　のぶ代 2:39:01148 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾉﾌﾞﾖ5

3047 佐藤　啓輔 2:39:03149 酒田市ｻﾄｳ ｹｲｽｹ38

3334 小野　達雄 2:39:04150 新潟県ｵﾉ ﾀﾂｵ ﾁｰﾑﾎﾘﾃﾞｲ28
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 ジャイアントコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

3315 武藤　明美 2:39:06151 秋田県ﾑﾄｳ ｱｹﾐ あ!ｼﾛｰﾄ秋田8

3428 明間　敏晴 2:39:21152 新潟県ｱｹﾏ ﾄｼﾊﾙ29

3134 森　直湖 2:39:38153 鶴岡市ﾓﾘ ﾅｵｺ 森ﾌｧﾐﾘｰ3

3159 小田　幸市郎 2:39:48154 酒田市ｵﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 東北ｴﾌﾟｿﾝﾗｯﾊﾟ隊57

3247 小鷹　浩一 2:40:16155 鶴岡市ｺﾀｶ ｺｳｲﾁ58

3112 阿部　雅志 2:40:31156 秋田県ｱﾍﾞ ﾏｻｼ39

3036 米澤　知史 2:40:56157 宮城県ﾖﾈｻﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ 読売新聞40

3526 五十嵐　竹雄 2:41:08158 秋田県ｲｶﾞﾗｼ ﾀｹｵ14

3500 桝川　満 2:41:14159 酒田市ﾏｽｶﾜ ﾐﾂﾙ15

3161 緒方　正之 2:41:20160 秋田県ｵｶﾞﾀ ﾏｻﾕｷ 秋田県ﾎﾝﾀﾞ会59

3095 大津　朋洋 2:41:43161 東村山郡中山町ｵｵﾂ ﾄﾓﾋﾛ41

3223 山村　浩志 2:41:54162 山形市ﾔﾏﾑﾗ ﾋﾛｼ60

3318 木島　美喜 2:42:06163 山形市ｷｼﾞﾏ ﾐｷ9

3014 松木　惇 2:42:10164 山形市ﾏﾂｷ ｼﾞｭﾝ 置賜総合病院42

3020 井上　卓 2:42:11165 秋田県ｲﾉｳｴ ﾀｸ 秋田県ﾎﾝﾀﾞ会43

3229 小松　隆 2:42:12166 山形市ｺﾏﾂ ﾀｶｼ61

3208 佐藤　章 2:42:14167 酒田市ｻﾄｳ ｱｷﾗ62

3037 吉原　聖 2:42:41168 山形市ﾖｼﾊﾗ ｾｲ44

3555 髙橋　進 2:42:47169 酒田市ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ1

3246 千野　武雄 2:43:06170 山形市ﾁﾉ ﾀｹｵ 吉原ｶﾞｯﾂ63

3241 花輪　公雄 2:43:08171 山形市ﾊﾅﾜ ｷﾐｵ64

3427 本間　厚 2:43:15172 鶴岡市ﾎﾝﾏ ｱﾂｼ 鶴岡100KﾏﾗｿﾝASS30

3359 土田　恒徳 2:43:18173 酒田市ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾄｸ31

3098 鎌田　竜也 2:43:30174 宮城県ｶﾏﾀ ﾀﾂﾔ aqua仙台AC45

3335 吉田　敦 2:43:36175 秋田県ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ32

3018 伊藤　克浩 2:43:38176 秋田県ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ46

3271 渡部　富一 2:43:52177 酒田市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾐｶｽﾞ ｺｽﾃﾑRC65

3146 松田　崇 2:43:52178 酒田市ﾏﾂﾀ ﾀｶｼ ｺｽﾃﾑRC66

3216 近藤　敏仁 2:43:53179 鶴岡市ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾋﾛ ｸﾗﾌﾞ二輪倶67

3385 石井　敏行 2:44:01180 東田川郡庄内町ｲｼｲ ﾄｼﾕｷ AGUDO33

3148 鈴木　嘉伸 2:44:08181 山形市ｽｽﾞｷ ﾖｼﾉﾌﾞ 源川医科器械68

3061 西巻　聖 2:44:12182 青森県ﾆｼﾏｷ ｻﾄｼ47

3414 秋葉　正太郎 2:44:12183 山形市ｱｷﾊﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ34

3413 金子　房吉 2:44:21184 福島県ｶﾈｺ ﾌｻｷﾁ 会津美里健走会35

3401 今野　亨 2:44:29185 鶴岡市ｺﾝﾉ ﾄｵﾙ36

3504 五十嵐　経一 2:44:35186 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ｷｮｳｲﾁ16

3075 関野　勇美 2:44:37187 酒田市ｾｷﾉ ﾀｹﾖｼ 井筒筋ﾄﾚ部48

3291 鈴木　利一 2:44:42188 長井市ｽｽﾞｷ ﾘｲﾁ69

3398 武田　宏 2:44:50189 新潟県ﾀｹﾀﾞ ﾋﾛｼ ﾃﾚ･ﾌｫﾚｽﾀｰ37

3107 森　貴之 2:45:01190 山形市ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ49

3350 長瀞　淳 2:45:03191 鶴岡市ﾅｶﾞﾄﾛ ｱﾂｼ38

3358 佐藤　順一 2:45:05192 鶴岡市ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ39

3281 矢嶋　慎一 2:45:31193 酒田市ﾔｼﾞﾏ ｼﾝｲﾁ ﾍﾞｲｼﾃｨ･R70

3111 佐々木　一平 2:45:35194 秋田県ｻｻｷ ｲｯﾍﾟｲ 秋田県ﾎﾝﾀﾞ会50

3483 水島　岩夫 2:45:41195 新潟県ﾐｽﾞｼﾏ ｲﾜｵ 岩船走友会17

3313 吉越　光子 2:45:53196 宮城県ﾖｼｺﾞｴ ﾐﾂｺ10

3423 村上　光夫 2:45:54197 宮城県ﾑﾗｶﾐ ﾐﾂｵ YES,WE RUN40

3029 佐藤　秀樹 2:46:03198 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｷ51

3391 横田　雄二 2:46:18199 福島県ﾖｺﾀ ﾕｳｼﾞ41

3211 三井　伸弥 2:46:19200 鶴岡市ﾐﾂｲ ｼﾝﾔ 三井病院排球部71
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通過
順

3008 門崎　雅史 2:46:32201 酒田市ｶﾄﾞｻｷ ﾏｻﾌﾐ52

3351 木村　守 2:46:35202 酒田市ｷﾑﾗ ﾏﾓﾙ ﾁｰﾑ若草幼稚園42

3129 渡部　亜希 2:46:46203 神奈川県ﾜﾀﾍﾞ ｱｷ4

3503 林　康夫 2:46:54204 秋田県ﾊﾔｼ ﾔｽｵ18

3141 和田　美紀 2:46:57205 酒田市ﾜﾀﾞ ﾐｷ5

3093 佐竹　晶宙 2:47:11206 東田川郡三川町ｻﾀｹ ｱｷﾋﾛ53

3278 石山　毅彦 2:47:19207 山形市ｲｼﾔﾏ ﾀｹﾋｺ72

3193 加藤　広季 2:47:20208 鶴岡市ｶﾄｳ ﾋﾛｷ73

3434 桜田　能生 2:47:30209 山形市ｻｸﾗﾀﾞ ﾖｼｵ ｶﾞﾗｸﾀｰｽﾞ43

3486 朝比奈　孝 2:47:39210 鶴岡市ｱｻﾋﾅ ﾀｶｼ MAHLE19

3381 斉藤　剛 2:47:47211 東根市ｻｲﾄｳ ﾂﾖｼ たけのこ会44

3411 梁瀬　吉仁 2:47:48212 山形市ﾔﾅｾ ﾖｼﾋﾄ 五日町鍼灸院45

3485 井関　由紀夫 2:48:07213 秋田県ｲｾｷ ﾕｷｵ 大曲走友会20

3325 大門　葉子 2:48:12214 秋田県ﾀﾞｲﾓﾝ ﾖｳｺ11

3462 石川　さつき 2:48:33215 鶴岡市ｲｼｶﾜ ｻﾂｷ6

3346 岩浪　春輝 2:48:41216 新潟県ｲﾜﾅﾐ ﾊﾙｷ ね&ゆうちんず46

3067 長倉　隆志 2:48:44217 最上郡金山町ﾅｶﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ54

3552 金子　一郎 2:49:00218 新潟県ｶﾈｺ ｲﾁﾛｳ2

3540 冨田　行雄 2:49:11219 神奈川県ﾄﾐﾀ ﾕｷｵ21

3502 榎本　忠治 2:49:16220 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ﾁｭｳｼﾞ22

3284 丸藤　康樹 2:49:17221 酒田市ｶﾞﾝﾄﾞｳ ﾔｽｷ まるまるﾚｰｼﾝｸﾞ74

3472 橋本　修一 2:49:21222 東村山郡中山町ﾊｼﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ 東北楽天家23

3264 大野　佐知夫 2:49:24223 秋田県ｵｵﾉ ｻﾁｵ75

3488 石川　忠春 2:49:38224 酒田市ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾊﾙ24

3188 佐藤　じゅん 2:49:42225 山形市ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝ76

3443 佐竹　弘雄 2:49:46226 山形市ｻﾀｹ ﾋﾛｵ 三協電気工事47

3388 奥山　隆敏 2:49:47227 村山市ｵｸﾔﾏ ﾀｶﾄｼ 共和RC48

3022 佐藤　康博 2:49:59228 鶴岡市ｻﾄｳ ﾔｽﾋﾛ55

3296 岡部　英二 2:50:04229 鶴岡市ｵｶﾍﾞ ｴｲｼﾞ 荘内銀行77

3521 柴田　清 2:50:14230 秋田県ｼﾊﾞﾀ ｷﾖｼ あ!ｼﾛｰﾄ秋田25

3311 渡辺　幸子 2:50:16231 山形市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾁｺ12

3372 高橋　輝 2:50:38232 米沢市ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 山形県司法書士会49

3177 佐藤　孝 2:50:54233 鶴岡市ｻﾄｳ ｺｳ 西郷駅伝部78

3299 塩野　知志 2:50:59234 山形市ｼｵﾉ ｻﾄｼ79

3192 中野　裕登 2:51:36235 山形市ﾅｶﾉ ﾋﾛﾄ80

3276 佐藤　義男 2:51:54236 新潟県ｻﾄｳ ﾖｼｵ ﾀﾄﾎﾟﾝ倶楽部81

3389 鈴木　勝義 2:51:59237 鶴岡市ｽｽﾞｷ ｶﾂﾖｼ 藤島楽しく走り隊50

3408 齋藤　聡 2:52:00238 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｻﾄｼ51

3142 源田　明弘 2:52:02239 宮城県ｹﾞﾝﾀﾞ ｱｷﾋﾛ82

3506 今井　信行 2:52:09240 酒田市ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾕｷ26

3487 渡部　和夫 2:52:13241 酒田市ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｵ27

3105 忠鉢　圭吾 2:52:20242 鶴岡市ﾁｭｳﾊﾞﾁ ｹｲｺﾞ56

3222 石塚　信一 2:52:30243 鶴岡市ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ ｽﾀﾝﾚｰJC83

3203 大宮　将義 2:52:30244 鶴岡市ｵｵﾐﾔ ﾏｻﾖｼ84

3255 小野寺　繁一 2:52:37245 鶴岡市ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｹﾞｶｽﾞ85

3412 丹野　晴彦 2:52:42246 山形市ﾀﾝﾉ ﾊﾙﾋｺ 山形銀行52

3442 武田　伸一 2:52:43247 山形市ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ53

3269 立里　浩 2:52:55248 鶴岡市ﾀﾃｻﾄ ﾋﾛｼ86

3195 井上　稔 2:52:59249 鶴岡市ｲﾉｳｴ ﾐﾉﾙ ｶﾛﾘｰﾊｰﾌ87

3449 佐藤　尚美 2:53:11250 宮城県ｻﾄｳ ﾅｵﾐ7
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3370 佐藤　一成 2:53:29251 酒田市ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 酒田西高検定時制54

3057 千葉　大助 2:53:31252 秋田県ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県ﾎﾝﾀﾞ会57

3361 佐藤　敦 2:53:42253 山形市ｻﾄｳ ｱﾂｼ 日本気象予報士会RS55

3261 畑下　洋一郎 2:53:55254 神奈川県ﾊﾀｼﾀ ﾖｳｲﾁﾛｳ TMｸﾗﾌﾞ88

3452 宮守　恵里 2:53:59255 鶴岡市ﾐﾔﾓﾘ ｴﾘ 100KM ASSO8

3078 加藤　良基 2:54:05256 鶴岡市ｶﾄｳ ﾖｼｷ 西郷駅伝部58

3104 佐藤　清輔 2:54:16257 鶴岡市ｻﾄｳ ｾｲｽｹ 鶴岡南高校59

3490 進藤　真弥 2:54:49258 鶴岡市ｼﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾔ28

3447 横山　薫 2:54:52259 新潟県ﾖｺﾔﾏ ｶｵﾙ9

3340 坂上　雅彦 2:54:52260 新潟県ｻｶｶﾞﾐ ﾏｻﾋｺ なんﾗﾝ56

3345 櫻井　新也 2:54:52261 新潟県ｻｸﾗｲ ｼﾝﾔ57

3235 板垣　仁郁 2:55:24262 鶴岡市ｲﾀｶﾞｷ ﾏｻｲｸ89

3444 細谷　道雄 2:55:31263 山形市ﾎｿﾔ ﾐﾁｵ58

3228 中島　康夫 2:55:41264 東京都ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽｵ90

3125 寺田　有里砂 2:55:45265 東京都ﾃﾗﾀﾞ ｱﾘｻ6

3154 荒川　日出海 2:55:49266 宮城県ｱﾗｶﾜ ﾋﾃﾞﾐ 相浦道宏島田半沢荒川91

3498 後藤　晴夫 2:56:06267 酒田市ｺﾞﾄｳ ﾊﾙｵ29

3122 渡邉　七恵 2:56:07268 東村山郡山辺町ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾅｴ 山大医学部附属病院7

3324 岡　明美 2:56:10269 山形市ｵｶ ｱｹﾐ13

3382 土井　清吾 2:56:15270 鶴岡市ﾄﾞｲ ｾｲｺﾞ59

3118 リー　アマンダ 2:56:18271 山形市ﾘｰ ｱﾏﾝﾀﾞ8

3024 菅井　諭 2:56:33272 鶴岡市ｽｶﾞｲ ｻﾄｼ60

3209 田賀　保幸 2:56:39273 酒田市ﾀｶﾞ ﾔｽﾕｷ92

3128 大類　幸子 2:56:40274 山形市ｵｵﾙｲ ｻﾁｺ ﾄｯﾌﾟﾛｰﾄﾞ9

3403 佐々木　宏幸 2:56:40275 秋田県ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ60

3455 加藤　圭子 2:56:45276 山形市ｶﾄｳ ｹｲｺ10

3245 鈴木　徹 2:56:58277 酒田市ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ93

3099 みうら…　幸紀 2:57:01278 酒田市ﾐｳﾗ ｺｳｷ ﾋﾎﾟｸﾗﾃｽ61

3533 須田　進 2:57:02279 秋田県ｽﾀﾞ ｽｽﾑ30

3106 阿部　秀和 2:57:04280 鶴岡市ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 西郷駅伝ｸﾗﾌﾞ62

3448 松平　智子 2:57:07281 北海道ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｻﾄｺ ﾁｰﾑ浪岡家11

3330 佐藤　雄大 2:57:19282 酒田市ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ ﾘﾄﾙﾎｰｸRC61

3544 菅野　まさえ 2:57:22283 宮城県ｶﾝﾉ ﾏｻｴ 南仙台走友会2

3501 佐藤　均 2:57:27284 鶴岡市ｻﾄｳ ﾋﾄｼ31

3185 佐藤　広也 2:57:35285 天童市ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ94

3364 古沢　保昭 2:57:38286 新潟県ﾌﾙｻﾜ ﾔｽｱｷ 月刊新潟Komachi62

3288 菅原　清 2:57:47287 鶴岡市ｽｶﾞﾜﾗ ｷﾖｼ95

3236 菅原　輝夫 2:57:50288 飽海郡遊佐町ｽｶﾞﾜﾗ ﾃﾙｵ ﾁｰﾑ虚弱体質96

3012 佐藤　勇輝 2:57:55289 酒田市ｻﾄｳ ﾕｳｷ63

3558 田口　正 2:58:07290 秋田県ﾀｸﾞﾁ ﾀﾀﾞｼ 秋田白洋3

3407 加藤　孝一 2:58:10291 山形市ｶﾄｳ ｺｳｲﾁ ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ山形63

3383 北田　裕也 2:58:15292 酒田市ｷﾀﾀﾞ ﾋﾛﾔ64

3513 矢作　良一 2:58:53293 天童市ﾔﾊｷﾞ ﾘｮｳｲﾁ32

3458 加羽沢　裕子 2:58:58294 千葉県ｶﾊﾞｻﾜ ﾕｳｺ12

3556 井川　勇 2:58:59295 秋田県ｲｶﾜ ｲｻﾑ4

3156 後藤　務 2:59:02296 山形市ｺﾞﾄｳ ﾂﾄﾑ ﾁｰﾑｸﾘﾀ97

3454 川辺　昌子 2:59:05297 秋田県ｶﾜﾍﾞ ｼｮｳｺ 山人楽師13

3551 田口　進 2:59:06298 秋田県ﾀｸﾞﾁ ｽｽﾑ 笑顔でｺﾞｰﾙ?5

3433 知野　敦雄 2:59:38299 新潟県ﾁﾉ ｱﾂｵ ｻﾝﾄﾗ65

3083 大江　武 2:59:45300 東根市ｵｵｴ ﾀｹｼ64

Print : 2016/04/17 13:13:16 6 / 9 ページ Official Timer & Result By Finesystem



ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名記　録

第31回温海さくらマラソン  平成28年4月17日（日）

 ジャイアントコース

出身地フリガナ 所　　属部門
順位

通過
順

3451 古沢　きみ子 2:59:50301 新潟県ﾌﾙｻﾜ ｷﾐｺ 月刊新潟Komachi14

3239 伊藤　美紀雄 3:00:01302 宮城県ｲﾄｳ ﾐｷｵ 仙台こっそりR98

3252 阿部　祥一 3:00:16303 酒田市ｱﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ99

3232 白幡　英樹 3:00:33304 鶴岡市ｼﾗﾊﾀ ﾋﾃﾞｷ100

3182 阿部　康弘 3:00:52305 酒田市ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ ｶﾛﾘｰﾊｰﾌ101

3355 江上　雅敏 3:01:19306 秋田県ｴｶﾞﾐ ﾏｻﾄｼ 藤原楽走会66

3338 佐藤　雅彦 3:02:43307 新庄市ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ67

3365 浅井　康 3:02:46308 宮城県ｱｻｲ ﾔｽｼ 力ﾒさんｸﾗﾌﾞ68

3457 堀　千秋 3:02:56309 上山市ﾎﾘ ﾁｱｷ15

3273 石川　政幸 3:03:27310 鶴岡市ｲｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ102

3332 小澤　敏一 3:04:16311 鶴岡市ｵｻﾞﾜ ﾄｼｶｽﾞ つりがねﾗﾝﾅｰｽﾞ69

3539 永澤　明 3:04:32312 山形市ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾗ33

3136 佐々木　真琴 3:04:54313 酒田市ｻｻｷ ﾏｺﾄ 食道ささき10

3044 筒井　祐介 3:05:12314 山形市ﾂﾂｲ ﾕｳｽｹ 源川医科器械65

3530 佐藤　好男 3:05:45315 天童市ｻﾄｳ ﾖｼｵ 天童走遊会34

3133 加藤　史子 3:05:49316 鶴岡市ｶﾄｳ ﾌﾐｺ11

3303 安孫子　亜紀 3:05:54317 山形市ｱﾋﾞｺ ｱｷ14

3479 相浦　雄一 3:06:06318 宮城県ｱｲｳﾗ ﾕｳｲﾁ 鳴瀬走ろう会35

3463 葛西　智江子 3:06:14319 青森県ｶｻｲ ﾁｴｺ 自然歩道を歩く会16

3113 小林　祐史 3:06:23320 酒田市ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ66

3079 今崎　徹郎 3:06:50321 鶴岡市ｲﾏｻﾞｷ ﾃﾂｵ ﾁｰﾑｻﾝｷｭｰ3967

3258 中村　和道 3:07:24322 酒田市ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾐﾁ 天真学園高校空手道部103

3357 小田　悟 3:07:45323 酒田市ｵﾀﾞ ｻﾄﾙ70

3489 丹野　弘晃 3:08:02324 青森県ﾀﾝﾉ ﾋﾛｱｷ 十和田市立中央病院36

3051 齋藤　勝治 3:08:07325 鶴岡市ｻｲﾄｳ ｶﾂﾊﾙ68

3481 渡部　玉喜 3:08:13326 鶴岡市ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾏｷ37

3237 伊藤　正己 3:08:41327 鶴岡市ｲﾄｳ ﾏｻﾐ あつみﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ104

3301 三津田　由起 3:08:41328 千葉県ﾐﾂﾀﾞ ﾕｷ 七浦ﾚｰｼﾝｸﾞ15

3478 佐藤　専一 3:09:01329 鶴岡市ｻﾄｳ ｾﾝｲﾁ38

3091 阿宗　健大 3:09:15330 鶴岡市ｱｿｳ ﾀｹﾋﾛ69

3144 黒木　信吾 3:09:37331 山形市ｸﾛｷ ｼﾝｺﾞ105

3290 阿部　健 3:10:09332 宮城県ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 仙台小林製薬㈱106

3554 髙橋　弘 3:10:17333 山形市ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 青春桜ｸﾗﾌﾞ6

3238 伊藤　昭二 3:10:58334 鶴岡市ｲﾄｳ ｼｮｳｼﾞ 伊藤自転車商会107

3476 佐藤　弘矢 3:11:02335 山形市ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ ﾁｰﾑﾃﾙｻ39

3155 篠崎　敏行 3:11:10336 酒田市ｼﾉｻﾞｷ ﾄｼﾕｷ108

3522 菅野　賢治 3:11:24337 宮城県ｶﾝﾉ ｹﾝｼﾞ40

3396 外村　尚志 3:11:32338 秋田県ﾄﾉﾑﾗ ﾅｵｼ ｵｰﾙﾎﾝﾀﾞ71

3379 佐藤　正人 3:11:43339 東京都ｻﾄｳ ﾏｻﾄ72

3511 仲川　昌夫 3:12:02340 鶴岡市ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｻｵ ｸﾗﾌﾞ二輪具41

3441 今野　昇 3:12:04341 山形市ｺﾝﾉ ﾉﾎﾞﾙ73

3446 丸藤　奈巳 3:12:17342 酒田市ｶﾞﾝﾄﾞｳ ﾅﾐ17

3316 山川　陽子 3:12:32343 山形市ﾔﾏｶﾜ ﾖｳｺ16

3119 堀　友理恵 3:12:39344 酒田市ﾎﾘ ﾕﾘｴ12

3450 松浦　万里子 3:12:50345 東根市ﾏﾂｳﾗ ﾏﾘｺ たけのこ会18

3354 酒井　喜久夫 3:12:53346 鶴岡市ｻｶｲ ｷｸｵ74

3059 山口　晋也 3:13:05347 宮城県ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝﾔ 忍たまｸﾗﾌﾞ70

3535 小林　仁一 3:13:06348 鶴岡市ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾝｲﾁ42

3049 斎藤　登克 3:13:09349 東根市ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾖｼ71

3285 豊田　範幸 3:13:28350 秋田県ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ ｼﾞｬﾊﾟﾝ建材109
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3308 工藤　智子 3:13:38351 山形市ｸﾄﾞｳ ﾄﾓｺ17

3069 進藤　久裕 3:13:44352 秋田県ｼﾝﾄﾞｳ ﾋｻﾋﾛ72

3043 丸山　卓朗 3:13:58353 飽海郡遊佐町ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾛｳ ｾﾞﾛﾜｲｽﾞ73

3527 杉崎　年英 3:14:27354 宮城県ｽｷﾞｻｷ ﾄｼﾋﾃﾞ 鳥将軍仙台43

3475 村井　繁 3:14:37355 秋田県ﾑﾗｲ ｼｹﾞﾙ 白神ｸﾗﾌﾞ44

3460 武田　奈保美 3:15:06356 神奈川県ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾐ19

3515 長岡　義弘 3:15:25357 西村山郡大江町ﾅｶﾞｵｶ ﾖｼﾋﾛ45

3089 佐藤　克彦 3:15:59358 鶴岡市ｻﾄｳ ｶﾂﾋｺ74

3168 山口　慎 3:16:06359 西置賜郡小国町ﾔﾏｸﾞﾁ ｼﾝ 小国走ﾗﾝ会110

3307 石川　忍 3:16:47360 宮城県ｲｼｶﾜ ｼﾉﾌﾞ18

3474 五十嵐　弘義 3:16:59361 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾖｼ46

3532 堀　隆 3:18:22362 酒田市ﾎﾘ ﾀｶｼ47

3086 佐藤　洋平 3:18:42363 酒田市ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ75

3405 三浦　隆 3:18:54364 宮城県ﾐｳﾗ ﾀｶｼ75

3415 粟野　良彦 3:19:04365 村山市ｱﾜﾉ ﾖｼﾋｺ 共和RC76

3545 阿部　明美 3:19:15366 天童市ｱﾍﾞ ｱｹﾐ3

3084 二村　洋一 3:19:20367 東京都ﾆﾑﾗ ﾖｳｲﾁ76

3013 齋藤　大 3:19:49368 酒田市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾙ 鶴岡協立病院77

3017 今田　洋平 3:20:09369 山形市ｺﾝﾀ ﾖｳﾍｲ78

3421 森　光生 3:20:36370 東田川郡庄内町ﾓﾘ ﾐﾂｵ 余目遊歩会77

3327 岡部　陽子 3:20:53371 鶴岡市ｵｶﾍﾞ ﾖｳｺ19

3514 佐藤　宗博 3:20:53372 宮城県ｻﾄｳ ﾑﾈﾋﾛ48

3497 鎚谷　孝志 3:22:19373 鶴岡市ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ 藤島楽しく走り隊49

3445 高木　由美子 3:22:43374 天童市ﾀｶｷﾞ ﾕﾐｺ 安部医院20

3529 榎本　一男 3:23:07375 鶴岡市ｴﾉﾓﾄ ｶｽﾞｵ50

3341 安部　一博 3:23:30376 米沢市ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｱﾙｶﾃﾞｨｱSC78

3473 阿部　秀志 3:23:43377 酒田市ｱﾍﾞ ﾋﾃﾞｼ 志幡51

3126 小林　郁恵 3:23:53378 鶴岡市ｺﾊﾞﾔｼ ｲｸｴ 荘内銀行13

3289 板垣　学 3:23:57379 鶴岡市ｲﾀｶﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ おいたちゃん111

3039 尾形　貴行 3:24:30380 秋田県ｵｶﾞﾀ ﾀｶﾕｷ 秋田県ﾎﾝﾀﾞ会79

3028 難波　謙 3:24:35381 鶴岡市ﾅﾝﾊﾞ ｹﾝ 庄内ｸﾘｴｰﾄ工業80

3139 井上　静 3:25:02382 鶴岡市ｲﾉｳｴ ｼｽﾞ14

3145 井上　博之 3:25:02383 鶴岡市ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾕｷ112

3520 高田　芳夫 3:25:20384 新潟県ﾀｶﾀﾞ ﾖｼｵ ｷﾘｷﾞﾘｽ52

3178 齋藤　正秀 3:25:27385 酒田市ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾁｰﾑｻﾝｸｽ113

3471 鈴木　時子 3:25:51386 寒河江市ｽｽﾞｷ ﾄｷｺ 寒河江山岳会21

3114 伊勢　裕樹 3:26:32387 秋田県ｲｾ ﾋﾛｷ 藤原楽走会81

3248 中川　誠 3:27:26388 秋田県ﾅｶｶﾞﾜ ﾏｺﾄ Sunflower114

3328 石山　千鶴子 3:27:47389 山形市ｲｼﾔﾏ ﾁﾂﾞｺ ﾁｰﾑﾃﾙｻ20

3543 大谷　加代子 3:28:00390 山形市ｵｵﾀﾆ ｶﾖｺ4

3336 川村　司 3:28:54391 酒田市ｶﾜﾑﾗ ﾂｶｻ79

3150 佐藤　優 3:29:19392 宮城県ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県協会pc02115

3417 渡辺　孝一 3:29:26393 宮城県ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁ80

3282 中島　ノブヤ 3:29:58394 宮城県ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾔ116

3103 渡辺　弘紀 3:30:11395 秋田県ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛｷ 秋田県ﾎﾝﾀﾞ会82

3467 皆川　郁子 3:30:12396 上山市ﾐﾅｶﾜ ｲｸｺ 上山ﾅｲﾄﾗﾝﾅｰｽﾞ22

3323 結城　美佳 3:30:44397 鶴岡市ﾕｳｷ ﾐｶ21

3201 遠藤　吾朗 3:31:17398 新潟県ｴﾝﾄﾞｳ ｺﾞﾛｳ117

3030 五十嵐　寛人 3:31:20399 鶴岡市ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛﾄ83

3425 三浦　孝司 3:31:25400 北海道ﾐｳﾗ ｺｳｼﾞ ﾎﾃﾙﾃﾄﾗ81
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3538 菅原　専三 3:31:43401 秋田県ｽｶﾞﾜﾗ ｾﾝｿﾞｳ53

3080 佐藤　陽平 3:34:01402 秋田県ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ ｵｰﾙﾎﾝﾀﾞ84

3386 桜井　毅 3:34:26403 鶴岡市ｻｸﾗｲ ﾀｹｼ team Sakurai82

3524 鈴木　正志 3:34:48404 新潟県ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ54

3298 池田　誠也 3:35:06405 酒田市ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 畑山118

3397 工藤　勝喜 3:35:13406 鶴岡市ｸﾄﾞｳ ｶﾂｷ ｶﾛﾘｰﾊｰﾌ83

3344 菅原　洋和 3:35:15407 酒田市ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛｶｽﾞ84

3420 仲條　一男 3:35:23408 酒田市ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｽﾞｵ 丸高85

3040 小林　志季 3:35:48409 酒田市ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｼｷ85

3280 荒　修 3:38:02410 鶴岡市ｱﾗ ｵｻﾑ119

3019 土岐　康弘 3:38:15411 鶴岡市ﾄﾞｷ ﾔｽﾋﾛ86

3026 佐藤　朋哉 3:38:18412 鶴岡市ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ87

3418 佐藤　裕昭 3:39:22413 宮城県ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ ｻﾝﾃﾞｨｽｸ86

3081 井上　浩明 3:39:23414 酒田市ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ88

3225 菊池　都士 3:39:35415 宮城県ｷｸﾁ ｻﾄｼ120

3326 伊藤　智子 3:39:53416 秋田県ｲﾄｳ ﾄﾓｺ STKS22

3366 伊藤　伸一 3:39:53417 秋田県ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ STKS87

3310 伊藤　美知 3:40:43418 鶴岡市ｲﾄｳ ﾐﾁ23

3400 笠松　謙司 3:41:46419 宮城県ｶｻﾏﾂ ｹﾝｼﾞ88

3130 高橋　菜央子 3:43:17420 山形市ﾀｶﾊｼ ﾅｵｺ15

3283 高橋　浩義 3:43:17421 山形市ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾖｼ121

3508 信田　俊郎 3:43:38422 新潟県ｼﾀﾞ ﾄｼﾛｳ55

3038 佐藤　啓悟 3:43:55423 秋田県ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ89

3492 三潴　勉 3:45:26424 上山市ﾐﾂﾏ ﾂﾄﾑ56

3031 大原　智 3:45:28425 秋田県ｵｵﾊﾗ ｻﾄｼ 秋田県ﾎﾝﾀﾞ会90

3251 三澤　信二 3:45:35426 天童市ﾐｻﾜ ｼﾝｼﾞ122

3537 佐竹　惠一 3:48:08427 山形市ｻﾀｹ ｹｲｲﾁ 金井走ろう会57

3242 富樫　武志 3:48:15428 鶴岡市ﾄｶﾞｼ ﾀｹｼ あつみﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ123

3127 今田　玲 3:49:06429 酒田市ｺﾝﾀ ﾚｲ16

3431 塚田　好正 3:52:00430 秋田県ﾂｶﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 山人楽師89

3547 高橋　きく子 3:52:27431 山形市ﾀｶﾊｼ ｷｸｺ5

3002 小泉　歩 3:54:21432 鶴岡市ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ91

3440 相沢　優 3:54:38433 宮城県ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾙ SZP90

3519 鈴木　政治 3:54:48434 天童市ｽｽﾞｷ ﾏｻﾊﾙ58

3321 平岡　ふみ子 3:55:17435 鶴岡市ﾋﾗｵｶ ﾌﾐｺ24

3371 岡本　善樹 3:55:44436 神奈川県ｵｶﾓﾄ ﾖｼｷ91

3010 矢崎　貴徳 3:56:36437 山形市ﾔｻﾞｷ ﾀｶﾉﾘ92

3204 佐藤　清張 3:57:26438 鶴岡市ｻﾄｳ ｷﾖﾊﾙ124

3309 藤舘　裕美子 3:57:34439 北海道ﾌｼﾞﾀﾃ ﾕﾐｺ25

3362 徳安　治 3:58:20440 酒田市ﾄｸﾔｽ ｵｻﾑ92

3559 田沢　武 3:58:27441 新潟県ﾀｻﾞﾜ ﾀｹｼ しばた禄山会7
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