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1 338 佐藤 栄寿 ｻﾄｳ ｴｲｼﾞ 宮城県 仙台市 あぶくまＡＣ 0:33:28
2 438 柴田 良幸 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ 岩手県 滝沢市 チームネクサス 0:34:34
3 348 加藤 和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 栗原市 0:35:55
4 402 菊池 裕 ｷｸﾁ ﾕﾀｶ 岩手県 紫波町 トライアゲイン 0:36:09
5 302 藤原 敏 ﾌｼﾞﾜﾗ ｻﾄｼ 秋田県 羽後町 羽後町役場 0:36:34
6 377 久保田 哲也 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂﾔ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:36:54
7 340 菊地 次郎 ｷｸﾁ ｼﾞﾛｳ 秋田県 秋田市 ドラゴンＣＬ 0:37:15
8 422 小野 武則 ｵﾉ ﾀｹﾉﾘ 秋田県 秋田市 0:37:38
9 385 本間 洋行 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 山形県 尾花沢市 霞城ＥＲＣ 0:37:48
10 328 菅井 正典 ｽｶﾞｲ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 名取市 トーキン 0:38:19
11 318 石丸 秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 南三陸町 登米村田製作所 0:38:24
12 389 佐藤 雅敬 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 秋田県 秋田市 秋田ＬＳＤ 0:38:27
13 439 西郷 孝一 ｻｲｺﾞｳ ﾀｶﾋﾄ 岩手県 矢巾町 0:38:37
14 301 高橋 秀信 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 岩手県 花巻市 ＪＡいわて花巻 0:39:02
15 419 伊藤 康成 ｲﾄｳ ﾔｽﾅﾘ 秋田県 秋田市 ブタさん逆襲？ 0:39:07
16 353 多田 広樹 ﾀﾀﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 遠野市 0:39:54
17 378 永山 史朗 ﾅｶﾞﾔﾏ ｼﾛｳ 岩手県 滝沢市 イワスポ 0:40:17
18 396 高橋 正浩 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 秋田県 美郷町 0:40:31
19 444 安斎 裕之 ｱﾝｻｲ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 0:41:31
20 440 由利 保 ﾕﾘ ﾀﾓﾂ 岩手県 奥州市 奥州市陸協 0:41:47
21 350 木野 渉 ｷﾉ ﾜﾀﾙ 岩手県 北上市 北上市役所 0:42:03
22 442 佐々木 健 ｻｻｷ ｹﾝ 秋田県 秋田市 0:42:16
23 333 郷古 勝浩 ｺﾞｳｺ ｶﾂﾋﾛ 宮城県 塩竈市 塩竈市役所 0:43:39
24 337 藤原 直美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾐ 秋田県 仙北市 0:43:56
25 307 井上 智弘 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 湯沢市 0:44:08
26 322 菅原 茂幸 ｽｶﾞﾜﾗ ｼｹﾞﾕｷ 岩手県 北上市 完走できるの会 0:44:33
27 421 今井 努 ｲﾏｲ ﾂﾄﾑ 秋田県 秋田市 0:45:10
28 310 栗田 政敏 ｸﾘﾀ ﾏｻﾄｼ 秋田県 秋田市 0:46:19
29 327 石田 真幸 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 岩手県 奥州市 0:46:25
30 433 鎌田 一彦 ｶﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋｺ 岩手県 盛岡市 盛岡市 0:46:50
31 384 永井 英明 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 秋田県 潟上市 0:47:27
32 345 小田原 豊博 ｵﾀﾞﾜﾗ ﾄﾖﾋﾛ 秋田県 湯沢市 0:47:37
33 375 嵯峨 巧 ｻｶﾞ ﾀｸﾐ 秋田県 横手市 ｉｔｏ－ｋｅｎ 0:48:38
34 383 菊池 亮史 ｷｸﾁ ｱｷﾌﾐ 岩手県 花巻市 阪和工材 0:49:13
35 372 工藤 英司 ｸﾄﾞｳ ｴｲｼﾞ 岩手県 滝沢市 0:49:15
36 316 青柳 秀明 ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県 一関市 0:49:28
37 399 駒林 剛 ｺﾏﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 岩手県 盛岡市 0:49:34
38 432 柏崎 勝徳 ｶｼﾜｻﾞｷ ｶﾂﾉﾘ 青森県 おいらせ町 0:49:42
39 359 高鷹 雄 ｺｳﾀｶ ﾕｳ 茨城県 土浦市 湯川屋 0:50:06
40 360 小澤 了 ｵｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 岩手県 奥州市 0:50:08
41 365 柴田 眞悟 ｼﾊﾞﾀ ｼﾝｺﾞ 秋田県 横手市 ポプラーレ 0:50:44
42 363 中村 智由 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾖｼ 秋田県 秋田市 無所属・現 0:50:44
43 425 千葉 浩彦 ﾁﾊﾞ ﾋﾛﾋｺ 岩手県 奥州市 0:50:50
44 374 横澤 護 ﾖｺｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 宮城県 仙台市 0:50:52
45 332 千葉 昌典 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 仙台市 0:50:54
46 314 加賀谷 将志 ｶｶﾞﾔ ﾏｻｼ 秋田県 秋田市 ＪＡなまはげ 0:50:57
47 352 田中 正志 ﾀﾅｶ ﾏｻｼ 岩手県 盛岡市 大槌走友会 0:51:00
48 358 橋場 直博 ﾊｼﾊﾞ ﾅｵﾋﾛ 岩手県 盛岡市 Ｈラボ 0:51:11
49 369 鈴木 慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 秋田県 大仙市 ペアーレ大仙 0:51:20
50 431 齋藤 知 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ 宮城県 仙台市 アズマックス 0:51:34
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51 336 志和 一実 ｼﾜ ｶｽﾞﾐ 岩手県 山田町 0:52:23
52 323 青田 隆弘 ｱｵﾀ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 大崎市 0:52:43
53 423 菊地 武則 ｷｸﾁ ﾀｹﾉﾘ 秋田県 由利本荘市 チームＦＢ 0:53:09
54 351 長山 一夫 ﾅｶﾞﾔﾏ ｶｽﾞｵ 岩手県 盛岡市 船越小学校 0:53:51
55 339 石原 慶一 ｲｼﾊﾗ ｹｲｲﾁ 秋田県 秋田市 0:54:06
56 346 佐藤 義弘 ｻﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 秋田県 秋田市 0:54:08
57 317 鈴木 毅 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 0:54:22
58 429 大滝 裕英 ｵｵﾀｷ ﾋﾛﾋﾃﾞ 秋田県 湯沢市 0:54:28
59 443 齋藤 智 ｻｲﾄｳ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 0:54:33
60 325 千田 忍 ﾁﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 岩手県 北上市 千田工務店 0:55:04
61 412 鈴木 明 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 秋田県 美郷町 つよぽんクラブ 0:55:20
62 366 佐藤 貢 ｻﾄｳ ﾐﾂｷﾞ 岩手県 北上市 0:55:39
63 334 菊池 賢 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 釜石市 釜石清掃企業 0:55:56
64 405 小野 昌彦 ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 岩手県 奥州市 0:55:59
65 313 安藤 敦 ｱﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 ＲＵＮＺ’Ｓ 0:56:00
66 428 高橋 祐一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 岩手県 北上市 0:56:07
67 319 熊谷 嘉人 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋﾄ 秋田県 秋田市 0:57:28
68 364 武田 俊介 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩手県 大船渡市 ＴＤＣ 0:57:44
69 312 杉山 卓也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｸﾔ 秋田県 秋田市 0:58:04
70 315 照井 晴実 ﾃﾙｲ ﾊﾙﾐ 秋田県 横手市 ヨコスイ 0:58:36
71 355 小原 宏紀 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾉﾘ 岩手県 花巻市 0:59:24
72 309 佐藤 高規 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 秋田県 横手市 0:59:30
73 410 三浦 正史 ﾐｳﾗ ﾏｻｼ 岩手県 矢巾町 0:59:34
74 413 高橋 智之 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 西和賀町 四十路男爵の会 0:59:37
75 398 小向 勝信 ｺﾑｶｲ ｶﾂﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 0:59:42
76 330 佐野 圭太 ｻﾉ ｹｲﾀ 岩手県 盛岡市 0:59:55
77 392 久慈 康浩 ｸｼﾞ ﾔｽﾋﾛ 岩手県 盛岡市 醗酵クラブ 1:00:01
78 376 千田 滋 ﾁﾀﾞ ｼｹﾞﾙ 岩手県 奥州市 1:00:07
79 436 澤口 敦 ｻﾜｸﾞﾁ ｱﾂｼ 岩手県 花巻市 1:00:19
80 370 佐藤 寿穂 ｻﾄｳ ﾋｻﾎ 岩手県 盛岡市 1:00:28
81 426 小原 郁夫 ｵﾊﾞﾗ ｲｸｵ 秋田県 横手市 角館郵便局 1:01:02
82 390 下田 航也 ｼﾓﾀﾞ ｺｳﾔ 秋田県 横手市 下田薬局 1:01:03
83 446 菊池 晃一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ 岩手県 花巻市 1:01:30
84 362 浅沼 慎 ｱｻﾇﾏ ｼﾝ 岩手県 盛岡市 1:01:41
85 379 鵜澤 知隆 ｳｻﾞﾜ ﾄﾓﾀｶ 千葉県 白子町 1:02:05
86 409 菊池 正樹 ｷｸﾁ ﾏｻｷ 岩手県 花巻市 1:02:10
87 406 高島 潤 ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾝ 岩手県 北上市 チーム島鳥 1:02:24
88 357 砂金 裕二 ｲｻｺ ﾕｳｼﾞ 宮城県 仙台市 1:03:01
89 387 小林 祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 岩手県 北上市 1:03:50
90 403 山火 純 ﾔﾏﾋﾞ ｼﾞｭﾝ 岩手県 北上市 1:04:43
91 382 佐藤 卓也 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 秋田県 横手市 1:04:47
92 304 千葉 哲也 ﾁﾊﾞ ﾃﾂﾔ 岩手県 奥州市 1:05:41
93 420 梅原 健治 ｳﾒﾊﾗ ｹﾝｼﾞ 岩手県 奥州市 1:05:48
94 343 佐藤 伸也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県 仙台市 卓球イースタン 1:06:20
95 305 三浦 孝之 ﾐｳﾗ ﾀｶﾕｷ 岩手県 花巻市 1:06:22
96 394 牟田 陸生 ﾑﾀ ﾘｸｵ 宮城県 仙台市 ＥＳＥ仙台 1:06:45
97 430 正部家 信一 ｼｮｳﾌﾞｹ ｼﾝｲﾁ 岩手県 花巻市 1:08:29
98 445 菊池 武男 ｷｸﾁ ﾀｹｵ 岩手県 北上市 1:08:45
99 349 村尾 隆介 ﾑﾗｵ ﾘｭｳｽｹ 東京都 新宿区 県南レジェラン 1:09:20
100 434 亀谷 貴治 ｶﾒﾔ ﾀｶﾊﾙ 秋田県 秋田市 元恒和 1:09:58
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101 415 柴田 敬吾 ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ 岩手県 北上市 1:10:57
102 414 横澤 嘉宗 ﾖｺｻﾜ ﾖｼﾑﾈ 岩手県 釜石市 三陸復興∞ 1:11:25
103 335 二上 正義 ﾆｶﾐ ﾏｻﾖｼ 宮城県 仙台市 1:11:39
104 386 日景 剛 ﾋｶｹﾞ ﾀｹｼ 秋田県 大館市 1:12:07
105 424 高橋 覚 ﾀｶﾊｼ ｻﾄﾙ 秋田県 由利本荘市 ハンゾー 1:12:20
106 361 近藤 樹 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾂｷ 青森県 弘前市 1:12:37
107 404 山田 潤 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 岩沼市 1:12:39
108 320 大槻 洋一 ｵｵﾂｷ ﾖｳｲﾁ 宮城県 仙台市 1:15:27
109 411 菊池 一顕 ｷｸﾁ ｶｽﾞｱｷ 岩手県 北上市 1:15:35
110 388 栗林 徹 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｵﾙ 秋田県 横手市 1:17:39
111 397 高橋 雅則 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 北上市 チーム島鳥 1:17:52
112 391 大野 真 ｵｵﾉ ﾏｺﾄ 秋田県 横手市 個人 1:19:04
113 368 澤山 太 ｻﾜﾔﾏ ﾌﾄｼ 岩手県 紫波町 県南レジェンド 1:19:42
114 324 和田 圭市 ﾜﾀﾞ ｹｲｲﾁ 岩手県 花巻市 1:21:59
115 329 遠藤 純一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 1:22:59
116 303 横山 義三 ﾖｺﾔﾏ ﾖｼｿﾞｳ 宮城県 仙台市 東北アルグ 1:27:20


