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1 215 李 国斉 ﾘ ｺｸｻｲ 岩手県 北上市 トヨタ東日本 0:33:14
2 229 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 0:34:40
3 220 佐々木 公太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 秋田県 横手市 横手火脚隊 0:35:02
4 234 遠藤 直樹 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 宮城県 富谷市 ＴＥＡＭ５４ 0:36:07
5 253 藤原 孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 0:36:07
6 274 久保田 哲也 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾂﾔ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:36:50
7 271 中村 学 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｸ 岩手県 盛岡市 宮古駅伝クラブ 0:36:53
8 256 高橋 正浩 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 秋田県 美郷町 0:37:09
9 236 伊藤 英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 花巻市 笹間クラブ 0:37:34
10 252 佐々木 孝仁 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 岩手県 北上市 ティスコ運輸 0:37:43
11 233 小野寺 栄光 ｵﾉﾃﾞﾗ ｴｲｺｳ 岩手県 奥州市 チーム安倍 0:38:37
12 205 井上 智弘 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 湯沢市 0:38:53
13 263 安斎 裕之 ｱﾝｻｲ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 石巻市 石巻ＲＣ 0:39:11
14 141 高橋 秀信 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:39:29
15 272 佐藤 庄平 ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 秋田県 横手市 0:40:03
16 267 藤村 彰布 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 0:40:45
17 228 藤原 直美 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾐ 秋田県 仙北市 0:41:01
18 255 行天 英高 ｷﾞｮｳﾃﾝ ﾋﾃﾞﾀｶ 青森県 三沢市 六ヶ所村陸友会 0:41:29
19 281 吉田 真人 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾄ 宮城県 仙台市 宮城陸協 0:41:58
20 278 松井 優一 ﾏﾂｲ ﾕｳｲﾁ 秋田県 横手市 0:42:02
21 142 目移 和行 ﾒｳﾂﾘ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 雫石町 雫石町陸協 0:42:28
22 208 畠山 博也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾋﾛﾔ 岩手県 盛岡市 0:43:30
23 227 菊池 知之 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 花巻市 0:44:02
24 254 長沼 憲幸 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾉﾘﾕｷ 青森県 五所川原市 Ｇ．Ｌ．Ｔ． 0:44:56
25 248 加藤 聡 ｶﾄｳ ｿｳ 岩手県 北上市 0:45:38
26 268 綿引 智亮 ﾜﾀﾋｷ ﾄﾓｱｷ 岩手県 金ｹ崎町 0:46:06
27 249 千葉 勇一 ﾁﾊﾞ ﾕｳｲﾁ 岩手県 奥州市 0:46:16
28 203 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 0:46:22
29 210 今井 努 ｲﾏｲ ﾂﾄﾑ 秋田県 秋田市 0:46:25
30 224 嵯峨 巧 ｻｶﾞ ﾀｸﾐ 秋田県 横手市 0:46:42
31 270 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 0:47:09
32 264 小野 昌彦 ｵﾉ ﾏｻﾋｺ 岩手県 奥州市 0:48:05
33 283 梁川 真一 ﾔﾅｶﾞﾜ 岩手県 一関市 新鮮館おおまち 0:48:46
34 273 高松 和哉 ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 青森県 六ヶ所村 下北沢鎮守府 0:50:02
35 258 高根 信育 ﾀｶﾈ ﾉﾌﾞﾔｽ 秋田県 大仙市 0:50:07
36 251 佐藤 淳行 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｺｳ 秋田県 横手市 横手市山走狂会 0:50:38
37 246 佐藤 明史 ｻﾄｳ ｱｹﾌﾐ 秋田県 横手市 平鹿総合病院 0:51:58
38 212 小野寺 淳 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 板宮建設 0:52:09
39 230 千田 忍 ﾁﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ 岩手県 北上市 千田工務店 0:52:10
40 277 伊藤 英也 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞﾔ 秋田県 横手市 0:52:17
41 209 小原 郁夫 ｵﾊﾞﾗ ｲｸｵ 秋田県 横手市 角館郵便局 0:52:56
42 269 佐藤 寿穂 ｻﾄｳ ﾋｻﾎ 岩手県 盛岡市 0:53:26
43 275 飯川 晃一 ｲｲｶﾜ ｺｳｲﾁ 宮城県 利府町 利府青山ＦＣ 0:53:40
44 225 久杉 英貴 ｸｽｷﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 秋田県 仙北市 マジランラＲＣ 0:54:03
45 206 遠田 寛高 ｴﾝﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 秋田県 湯沢市 若葉走友会 0:54:10
46 243 石原 慶一 ｲｼﾊﾗ ｹｲｲﾁ 秋田県 秋田市 なごみ調剤薬局 0:54:26
47 207 鳥井 保 ﾄﾘｲ ﾀﾓﾂ 秋田県 潟上市 ＳＴ工業 0:54:41
48 241 田井 秀樹 ﾀｲ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 花巻市 0:54:48
49 250 藤谷 文一郎 ﾌｼﾞﾔ ﾌﾞﾝｲﾁﾛｳ 秋田県 横手市 横手市山走狂会 0:54:57
50 222 浅利 伸二 ｱｻﾘ ｼﾝｼﾞ 岩手県 奥州市 0:55:06
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51 237 高島 潤 ﾀｶｼﾏ ｼﾞｭﾝ 岩手県 北上市 チーム島鳥 0:55:28
52 240 原田 岳 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｹｼ 秋田県 能代市 能代ダイニチ 0:55:46
53 284 小山 俊朗 ｵﾔﾏ 岩手県 北上市 0:57:13
54 259 佐々木 宏至 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 紫波町 0:57:33
55 218 甲原 好浩 ｺｳﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ 岩手県 北上市 0:58:01
56 244 石田 真幸 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 岩手県 奥州市 0:58:01
57 238 宇佐美 達浩 ｳｻﾐ ﾀﾂﾋﾛ 秋田県 能代市 0:58:57
58 221 遠山 本徳 ﾄｵﾔﾏ ﾓﾄﾉﾘ 秋田県 秋田市 1:00:15
59 266 小西 浩之 ｺﾆｼ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 横手市 ＯＫＭＣ 1:01:04
60 265 千田 智哉 ﾁﾀﾞ ﾄﾓﾔ 岩手県 北上市 千田工業 1:01:27
61 282 水野 拓 ﾐｽﾞﾉ ﾀｸ 宮城県 仙台市 1:01:43
62 219 早川 伸也 ﾊﾔｶﾜ ｼﾝﾔ 青森県 十和田市 1:01:57
63 235 丸山 進一 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 1:02:05
64 261 小田島 利政 ｵﾀﾞｼﾏ ﾄｼﾏｻ 岩手県 西和賀町 南部 1:04:17
65 276 小笠原 元 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｹﾞﾝ 岩手県 北上市 システムベース 1:08:20
66 213 髙田 将光 ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾐﾂ 岩手県 遠野市 1:08:52
67 204 須田 広志 ｽﾀﾞ ﾋﾛｼ 秋田県 湯沢市 よこてシティ 1:09:54
68 223 二上 正義 ﾆｶﾐ ﾏｻﾖｼ 宮城県 仙台市 レジェンド台湾 1:12:29
69 239 菊池 一顕 ｷｸﾁ ｶｽﾞｱｷ 岩手県 北上市 1:12:52
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