
ｾﾞｯｹﾝ番号 種目名 氏名漢字 氏名ｶﾅ 性別 参加地域

1 ロング43km18歳～39歳女子 齋藤　美紀 ｻｲﾄｳ ﾐｷ 女 東京都

2 ロング43km18歳～39歳女子 福沢　朋子 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄﾓｺ 女 東京都

3 ロング43km18歳～39歳女子 菅原　優 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 女 宮城県

4 ロング43km40代女子 佐々木　寿江 ｻｻｷ ﾋｻｴ 女 宮城県

5 ロング43km40代女子 林　絵里 ﾊﾔｼ ｴﾘ 女 福島県

6 ロング43km40代女子 飯田　由美子 ｲｲﾀﾞ ﾕﾐｺ 女 宮城県

7 ロング43km40代女子 櫻本　恵津子 ｻｸﾗﾓﾄ ｴﾂｺ 女 宮城県

8 ロング43km40代女子 畠山　望美 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 女 岩手県

9 ロング43km40代女子 小坂　泰子 ｺｻｶ ﾔｽｺ 女 秋田県

10 ロング43km50代女子 長澤　順子 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｺ 女 秋田県

101 ロング43km18歳～39歳男子 戸田　良樹 ﾄﾀﾞ ﾖｼｷ 男 福島県

102 ロング43km18歳～39歳男子 本田　拓郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 男 宮崎県

103 ロング43km18歳～39歳男子 鈴木　誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 男 宮城県

104 ロング43km18歳～39歳男子 内田　憶利 ｳﾁﾀﾞ ｵｸﾄ 男 山形県

105 ロング43km18歳～39歳男子 江口　達也 ｴｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 男 宮城県

106 ロング43km18歳～39歳男子 齋藤　雄介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 男 宮城県

107 ロング43km18歳～39歳男子 梅津　正輝 ｳﾒﾂ ﾏｻｷ 男 宮城県

108 ロング43km18歳～39歳男子 松井　諒史 ﾏﾂｲ ﾘｮｳｼﾞ 男 東京都

109 ロング43km18歳～39歳男子 佐藤　圭介 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 男 神奈川県

110 ロング43km18歳～39歳男子 小林　翔汰 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 男 福島県

111 ロング43km18歳～39歳男子 佐藤　鷹浩 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 男 秋田県

112 ロング43km18歳～39歳男子 田中　哲也 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ 男 神奈川県

113 ロング43km18歳～39歳男子 小池　智己 ｺｲｹ ﾄﾓｷ 男 宮城県

114 ロング43km18歳～39歳男子 渡部　慶太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ 男 福島県

115 ロング43km18歳～39歳男子 髙橋　大樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 男 岩手県

116 ロング43km18歳～39歳男子 小林　裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 男 秋田県

117 ロング43km18歳～39歳男子 富田　拓海 ﾄﾐﾀ ﾀｸﾐ 男 宮城県

118 ロング43km40代男子 高橋　和之 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾕｷ 男 山県県

119 ロング43km40代男子 藤村　明弘 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾋﾛ 男 宮城県

120 ロング43km40代男子 伊藤　憲和 ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 男 山形県

121 ロング43km40代男子 佐藤　誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 男 福島県

122 ロング43km40代男子 岡崎　信幸 ｵｶｻﾞｷ ﾉﾌﾞﾕｷ 男 宮城県

123 ロング43km40代男子 菊地　貴弥 ｷｸﾁ ﾀｶﾔ 男 秋田県

124 ロング43km40代男子 和久井　幸佐 ﾜｸｲ ｺｳｽｹ 男 栃木県



125 ロング43km40代男子 佐藤　寿公 ｻﾄｳ ﾄｼﾋﾛ 男 秋田県

126 ロング43km40代男子 吉野　博 ﾖｼﾉ ﾋﾛｼ 男 神奈川県

127 ロング43km40代男子 谷　充 ﾀﾆ ﾐﾂﾙ 男 宮城県

128 ロング43km40代男子 齋藤　健二 ｻｲﾄｳ ｹﾝｼﾞ 男 山形県

129 ロング43km40代男子 有馬　優仁 ｱﾘﾏ ﾕｳｼﾞﾝ 男 東京都

130 ロング43km40代男子 永井　大介 ﾅｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 男 宮城県

131 ロング43km40代男子 菱沼　貴久 ﾋｼﾇﾏ ﾀｶﾋｻ 男 宮城県

132 ロング43km40代男子 安住　健 ｱｽﾞﾐ ｹﾝ 男 宮城県

133 ロング43km40代男子 藤野　秀樹 ﾌｼﾞﾉ ﾋﾃﾞｷ 男 福島県

134 ロング43km40代男子 中村　謙介 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ 男 東京都

135 ロング43km40代男子 武田　智道 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ 男 宮城県

136 ロング43km40代男子 佐々木　義正 ｻｻｷ ﾖｼﾏｻ 男 青森県

137 ロング43km40代男子 荒川　大祐 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 男 秋田県

138 ロング43km40代男子 斎藤　利一 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 男 山形県

139 ロング43km40代男子 高畑　道博 ﾀｶﾊﾀ ﾐﾁﾋﾛ 男 福島県

140 ロング43km40代男子 下道　武尚 ｼﾀﾐﾁ ﾀｹﾋｻ 男 岩手県

141 ロング43km40代男子 進藤　泰仲 ｼﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾅｶ 男 山形県

142 ロング43km40代男子 鳴坂　竜一 ﾅﾙｻｶ ﾘｭｳｲﾁ 男 東京都

143 ロング43km40代男子 阿部　友典 ｱﾍﾞ ﾄﾓﾉﾘ 男 山形県

144 ロング43km40代男子 井上　修平 ｲﾉｳｴ ｼｭｳﾍｲ 男 山形県

146 ロング43km50代男子 佐藤　慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 男 秋田県

147 ロング43km50代男子 加藤　憲一 ｶﾄｳ ｹﾝｲﾁ 男 東京都

148 ロング43km50代男子 大矢　龍雄 ｵｵﾔ ﾀﾂｵ 男 新潟県

149 ロング43km50代男子 沼宮内　信之 ﾇﾏｸﾅｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 男 東京都

150 ロング43km50代男子 伊藤　直哉 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 男 宮城県

151 ロング43km50代男子 照井　信広 ﾃﾙｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 男 岩手県

152 ロング43km50代男子 丹野　将 ﾀﾝﾉ ﾏｻﾙ 男 山形県

153 ロング43km50代男子 遠藤　洋 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ 男 宮城県

154 ロング43km50代男子 二位関　圭一 ﾆｲｾﾞｷ ｹｲｲﾁ 男 山形県

155 ロング43km50代男子 尾形　幸彦 ｵｶﾞﾀ ﾕｷﾋｺ 男 宮城県

156 ロング43km50代男子 西塚　博喜 ﾆｼﾂﾞｶ ﾋﾛｷ 男 山形県

157 ロング43km50代男子 長谷川　直人 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵﾄ 男 山形県

158 ロング43km50代男子 市川　慶一 ｲﾁｶﾜ ｹｲｲﾁ 男 宮城県

159 ロング43km50代男子 佐藤　暢昭 ｻﾄｳ ﾉﾌﾞｱｷ 男 福島県

160 ロング43km60歳以上男子 高根　修 ﾀｶﾈ ｻｵﾑ 男 福島県


