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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 県名 市区町村名 所属クラブ名 記 録

1 11 今野 泰平 ｺﾝﾉ ﾀｲﾍｲ 宮城県 加美町 おおさきＲＣ 0:34:55
2 16 吾妻 祐介 ｱｶﾞﾂﾏ ﾕｳｽｹ 宮城県 仙台市 0:35:56
3 19 泉山 友樹 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ﾕｳｷ 秋田県 秋田市 清酒高清水 0:37:24
4 37 赤平 航 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 秋田県 湯沢市 湯沢雄勝陸上 0:38:00
5 10 小原 将貴 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｷ 岩手県 北上市 北上市役所 0:38:21
6 32 今野 伸二 ｺﾝﾉ ｼﾝｼﾞ 秋田県 大仙市 0:38:46
7 24 木村 達也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 秋田県 湯沢市 0:42:09
8 21 伊藤 貫慈 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 岩手県 釜石市 釜石市 0:42:26
9 17 今田 吏 ｲﾏﾀ ﾂｶｻ 岩手県 盛岡市 0:42:31
10 34 山本 雄太郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 ＪＡ県中央会 0:42:34
11 30 佐々木 雅頌 ｻｻｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 岩手県 遠野市 遠野陸協 0:43:28
12 15 菊池 星耶 ｷｸﾁ ｾｲﾔ 岩手県 奥州市 聖闘士星耶 0:43:43
13 14 千田 楓太 ﾁﾀﾞ ﾌｳﾀ 岩手県 北上市 0:47:18
14 7 山田 翔太 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岩手県 西和賀町 岩リハ 0:48:52
15 31 髙橋 雅人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 宮城県 女川町 0:50:47
16 41 小野寺 勝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ 岩手県 一関市 0:50:57
17 22 永井 智大 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 大館市 0:54:35
18 39 阿部 渓太 ｱﾍﾞ ｹｲﾀ 岩手県 奥州市 県南広域振興局 0:54:50
19 36 中川原 亮 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ﾘｮｳ 岩手県 滝沢市 三陸復興∞ 0:54:54
20 18 多田 祥啓 ﾀﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 宮城県 栗原市 0:56:35
21 6 佐藤 諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 岩手県 北上市 0:58:42
22 27 高橋 捷之 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 岩手県 西和賀町 0:58:59
23 38 加藤 光陽 ｶﾄｳ ｺｳﾖｳ 岩手県 盛岡市 宮古健康倶楽部 0:59:04
24 33 宍戸 輝 ｼｼﾄﾞ ｱｷﾗ 秋田県 秋田市 ＴＡＦ 0:59:14
25 5 小玉 大貴 ｺﾀﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 秋田県 横手市 ヨコスイ 1:01:30
26 1 齊藤 航也 ｻｲﾄｳ ｺｳﾔ 秋田県 由利本荘市 由利高等学校 1:09:28
27 20 最上 潤平 ﾓｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 秋田県 秋田市 1:10:18
28 42 宇部 太郎 ｳﾍﾞ ﾀﾛｳ 岩手県 大船渡市 ＴＤＣ 1:13:16
29 28 高橋 知真 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 岩手県 西和賀町 南部レイダース 1:13:28
30 26 菅原 幸広 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｷﾋﾛ 秋田県 羽後町 ツヨポンくらぶ 1:14:00
31 8 髙橋 統己 ﾀｶﾊｼ ﾄｵｲ 岩手県 西和賀町 ＪＡ花巻湯田支 1:21:19
32 13 金野 航 ｷﾝﾉ ﾜﾀﾙ 茨城県 取手市 1:21:44
33 2 淡路 貴大 ｱﾜｼﾞ ｷﾀﾞｲ 秋田県 秋田市 1:22:15
34 40 藤田 哲平 ﾌｼﾞﾀ ﾃｯﾍﾟｲ 岩手県 北上市 1:28:28


