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1 128 李 国斉 ﾘ ｺｸｻｲ 岩手県 北上市 トヨタ自動車 0:33:52
2 134 山崎 好聡 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼｻﾄ 秋田県 秋田市 土崎陸友会 0:35:26
3 139 朝倉 敏典 ｱｻｸﾗ ﾄｼﾉﾘ 岩手県 金ｹ崎町 北上信用金庫 0:36:00
4 147 藤田 学 ﾌｼﾞﾀ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 仙台市 北都銀行 0:36:04
5 209 及川 公章 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｱｷ 岩手県 陸前高田市 住田町役場 0:36:45
6 181 曽根 赴紘 ｿﾈ ﾀｹﾋﾛ 宮城県 大崎市 栗原消防署 0:37:05
7 195 日野杉 敬太 ﾋﾉｽｷﾞ ｹｲﾀ 岩手県 盛岡市 ６友走 0:37:20
8 172 石田 良 ｲｼﾀﾞ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 0:37:48
9 118 佐藤 秀幸 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 遠野市 遠野ＡＣ 0:37:59
10 165 大隅 諭 ｵｵｽﾐ ｻﾄｼ 秋田県 大仙市 0:38:02
11 131 佐藤 泰 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 岩手県 奥州市 ツガワ花巻 0:39:14
12 103 佐々木 賢 ｻｻｷ ｻﾄｼ 秋田県 大仙市 秋田ランナーズ 0:39:43
13 101 阿部 隆史 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 岩手県 矢巾町 いわて徳田っこ 0:40:15
14 125 三田 恭諭 ﾐﾀ ﾔｽﾕｷ 岩手県 奥州市 アテルイ 0:40:18
15 177 小嶋 亮 ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 岩手県 金ｹ崎町 0:40:20
16 126 遠藤 智 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 宮城県 塩竈市 惑星サービス 0:40:36
17 122 伊藤 盛彦 ｲﾄｳ ﾓﾘﾋｺ 岩手県 一関市 0:40:46
18 141 志和 宏昭 ｼﾜ ﾋﾛｱｷ 東京都 府中市 湯田歯科医院 0:40:51
19 152 高橋 裕太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 岩手県 北上市 オレゴンクラブ 0:41:12
20 156 福島 武雄 ﾌｸｼﾏ ﾀｹｵ 北海道 日高町 Ｒ２北海道 0:41:27
21 217 高橋 進 ﾀｶﾊｼ ｽｽﾑ 岩手県 北上市 0:42:45
22 200 平野 達士 ﾋﾗﾉ ﾀﾂｼ 岩手県 盛岡市 0:43:38
23 154 榊原 康人 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾔｽﾋﾄ 秋田県 湯沢市 0:44:10
24 187 江刺家 健 ｴｻｼｶ ｹﾝ 岩手県 盛岡市 0:44:16
25 183 菅本 健太 ｽｶﾞﾓﾄ ｹﾝﾀ 秋田県 羽後町 0:47:07
26 207 吉井 正憲 ﾖｼｲ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 由利本荘市 大内三川青年部 0:47:25
27 160 武田 敦志 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ 秋田県 湯沢市 0:47:34
28 132 土田 紀之 ﾂﾁﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 秋田県 横手市 そうあいクラブ 0:47:50
29 193 菊地 研也 ｷｸﾁ ｹﾝﾔ 岩手県 北上市 0:47:55
30 121 熊野 雅士 ｸﾏﾉ ﾏｻﾄ 岩手県 久慈市 0:48:16
31 162 高鷹 健佑 ｺｳﾀｶ ｹﾝｽｹ 岩手県 北上市 0:48:27
32 137 菊池 広美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ 岩手県 奥州市 0:49:01
33 151 大橋 慶太郎 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 0:49:17
34 114 小田嶋 宏樹 ｵﾀﾞｼﾏ ﾋﾛｷ 秋田県 横手市 0:49:27
35 109 小田島 知希 ｵﾀﾞｼﾏ ﾄﾓｷ 岩手県 西和賀町 チームベトナム 0:49:45
36 204 神 大輔 ｼﾞﾝ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 釜石市 0:50:12
37 119 畠山 直人 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵﾄ 岩手県 西和賀町 0:50:45
38 176 後藤 祐輔 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 宮城県 大衡村 0:50:56
39 206 鈴木 博文 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾌﾐ 秋田県 由利本荘市 大内三川青年部 0:51:10
40 170 高根 信育 ﾀｶﾈ ﾉﾌﾞﾔｽ 秋田県 大仙市 0:51:20
41 113 日野 忠輝 ﾋﾉ ﾀﾀﾞｷ 秋田県 湯沢市 0:52:11
42 216 飯坂 竜也 ｲｲｻﾞｶ ﾀﾂﾔ 岩手県 花巻市 ＮＢＴ８＋１ 0:53:04
43 136 佐々木 忠幸 ｻｻｷ ﾀﾀﾞﾕｷ 岩手県 宮古市 健康ランニング 0:53:35
44 157 杉本 賢矢 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾔ 宮城県 仙台市 0:54:05
45 130 長田 博之 ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 福島県 福島市 0:54:05
46 115 髙橋 裕之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 西和賀町 アースコネクト 0:54:13
47 171 高橋 享佑 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 岩手県 一関市 奥州水沢屋敷店 0:54:30
48 108 遠田 寛高 ｴﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 秋田県 湯沢市 髙松ＲＣ 0:54:34
49 202 野口 士勇斗 ﾉｸﾞﾁ ｼﾕｳﾄ 秋田県 横手市 0:54:44
50 214 佐々木 雅章 ｻｻｷ ﾏｻｱｷ 岩手県 釜石市 0:54:51
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51 215 田口 洋 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 岩手県 金ｹ崎町 0:55:03
52 143 金野 良太 ｺﾝﾉ ﾘｮｳﾀ 秋田県 由利本荘市 ＴＤＫ株式会社 0:55:21
53 189 高橋 祐治 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｼﾞ 秋田県 大仙市 0:55:43
54 179 コクレーン エリオット ｺｸﾚｰﾝ ｴﾘｵｯﾄ 岩手県 西和賀町 西和賀スキー 0:56:02
55 117 照井 仁 ﾃﾙｲ ｼﾞﾝ 岩手県 北上市 0:56:19
56 155 瀧澤 北斗 ﾀｷｻﾞﾜ ﾎｸﾄ 宮城県 仙台市 0:56:19
57 184 髙橋 正人 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 秋田県 大仙市 （株）宮原組 0:56:28
58 150 大坂 優太朗 ｵｵｻｶ ﾕｳﾀﾛｳ 秋田県 横手市 0:56:32
59 124 菅原 司 ｽｶﾞﾜﾗ ﾂｶｻ 宮城県 仙台市 0:56:58
60 178 村上 稔 ﾑﾗｶﾐ ﾐﾉﾙ 岩手県 宮古市 0:57:21
61 102 東海林 信二 ｼｮｳｼﾞ ｼﾝｼﾞ 岩手県 西和賀町 ワークステーション 0:58:10
62 182 高橋 司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 秋田県 羽後町 0:58:24
63 212 半澤 諭 ﾊﾝｻﾞﾜ ｻﾄｼ 秋田県 秋田市 0:58:44
64 164 沼倉 雄 ﾇﾏｸﾗ ﾕｳ 秋田県 東成瀬村 秋田エプソン 0:59:12
65 185 松川 直也 ﾏﾂｶﾜ ﾅｵﾔ 岩手県 盛岡市 0:59:14
66 203 藤原 宏樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾛｷ 秋田県 羽後町 0:59:51
67 148 伊藤 篤司 ｲﾄｳ ｱﾂｼ 岩手県 紫波町 0:59:54
68 146 小林 央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｶﾊﾞ 岩手県 花巻市 ＥＮＯ駅伝部 1:00:17
69 144 佐藤 孝典 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 岩手県 盛岡市 1:00:38
70 127 久保田 雄大 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 宮城県 大崎市 1:00:55
71 163 山﨑 啓輔 ﾔﾏｻﾞｷ ｹｲｽｹ 秋田県 大仙市 フィールド 1:01:34
72 123 鈴木 慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 岩手県 平泉町 1:02:06
73 145 小田島 佑太 ｵﾀﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 岩手県 西和賀町 チームベトナム 1:02:11
74 106 星 新也 ﾎｼ ｼﾝﾔ 岩手県 北上市 1:02:15
75 107 髙橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 岩手県 北上市 1:02:16
76 205 沼田 祐輔 ﾇﾏﾀ ﾕｳｽｹ 秋田県 秋田市 元ＫＷ 1:02:40
77 194 高橋 克幸 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾕｷ 岩手県 北上市 1:03:53
78 190 佐藤 充泰 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋﾛ 秋田県 大仙市 1:04:05
79 112 Ｏｂｗｏｎｉ Ｂｅｎｊａｍｉｎ ｵﾎﾞﾆ ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ 岩手県 北上市 1:04:15
80 116 飯島 直喜 ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵｷ 秋田県 秋田市 1:04:17
81 159 佐々木 崇弘 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 仙台市 1:04:25
82 191 久保田 憲宏 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾘﾋﾛ 岩手県 盛岡市 1:04:44
83 186 なかむら しゅういち ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳｲﾁ 秋田県 横手市 1:06:08
84 168 佐々木 真吾 ｻｻｷ ｼﾝｺﾞ 宮城県 柴田町 1:06:25
85 210 佐々木 亮 ｻｻｷ ﾘｮｳ 岩手県 岩泉町 1:06:41
86 175 伊藤 昌彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 岩手県 北上市 北上市役所 1:06:47
87 201 楢橋 喜直 ﾅﾗﾊｼ ﾖｼﾅｵ 秋田県 秋田市 1:06:50
88 110 石川 伸也 ｲｼｶﾜ ｼﾝﾔ 岩手県 西和賀町 三十路男爵の会 1:08:27
89 211 中村 建郎 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾂﾛｳ 秋田県 秋田市 1:08:32
90 149 八幡 辰徳 ﾔﾊﾀ ﾀﾂﾉﾘ 岩手県 滝沢市 1:08:48
91 140 藤原 真吾 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾝｺﾞ 秋田県 羽後町 1:09:07
92 142 藤原 哲平 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 岩手県 花巻市 1:10:03
93 213 及川 諒人 ｵｲｶﾜ ﾏｺﾄ 岩手県 北上市 1:11:04
94 180 菅原 悠 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳ 岩手県 矢巾町 1:11:57
95 188 鈴木 春次 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｼﾞ 岩手県 北上市 1:13:59
96 153 阿部 浩紀 ｱﾍﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 一関市 1:14:13
97 135 高橋 政行 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岩手県 北上市 北上信用金庫 1:14:56
98 173 長谷川 伸 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾝ 岩手県 大船渡市 タケダイエット 1:15:49
99 120 佐藤 雅範 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 仙北市 仙北市社協 1:16:05
100 199 照井 隼人 ﾃﾙｲ ﾊﾔﾄ 岩手県 北上市 島鳥 1:16:08
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101 192 大野 正幸 ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ 青森県 八戸市 1:22:14
102 104 千葉 直和 ﾁﾊﾞ ﾅｵｶｽﾞ 岩手県 北上市 1:24:05
103 198 児玉 琢哉 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 岩手県 釜石市 1:28:08
104 169 千田 剛憲 ﾁﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 岩手県 金ｹ崎町 1:29:19
105 197 及川 伸生 ｵｲｶﾜ ﾉﾌﾞｵ 岩手県 北上市 チーム島鳥 1:43:09


