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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

1 107 手嶋 真紀 ﾃｼﾏ ﾏｻｷ 宮城県 名取市 あぶくまＡＣ 0:34:36
2 111 樋渡 翔太 ﾋﾜﾀｼ ｼｮｳﾀ 岩手県 北上市 0:35:16
3 139 忍 和明 ｵｼ ｶｽﾞｱｷ 岩手県 盛岡市 0:35:21
4 112 佐々木 健彦 ｻｻｷ ﾀｹﾋｺ 宮城県 登米市 佐々木ウエス 0:36:40
5 117 及川 翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 0:37:27
6 120 千葉 和 ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ 岩手県 軽米町 0:37:34
7 125 坂部 達也 ｻｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県 仙台市 管走会 0:38:26
8 103 志和 芳郎 ｼﾜ ﾖｼﾛｳ 岩手県 盛岡市 湯田歯科医院 0:38:56
9 133 佐藤 宏美 ｻﾄｳ ﾋﾛﾐ 秋田県 羽後町 0:39:24
10 128 奈良 一磨 ﾅﾗ ｶｽﾞﾏ 秋田県 大館市 大館資源開発 0:39:46
11 134 古仲 知裕 ｺﾅｶ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 男鹿市 男鹿市企業局 0:40:29
12 114 千田 英功 ｾﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｶﾂ 宮城県 仙台市 0:41:39
13 127 久野 瑞貴 ﾋｻﾉ ﾐｽﾞｷ 岩手県 盛岡市 0:41:42
14 109 伊藤 盛彦 ｲﾄｳ ﾓﾘﾋｺ 岩手県 一関市 西和賀走友会 0:42:48
15 123 早川 拓樹 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 0:43:03
16 131 高鷹 健佑 ｺｳﾀｶ ｹﾝｽｹ 岩手県 北上市 北上市 0:43:08
17 121 熊野 雅士 ｸﾏﾉ ﾏｻﾄ 岩手県 一関市 0:44:35
18 122 齊藤 祐揮 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 秋田県 秋田市 0:45:04
19 116 北 竜次 ｷﾀ ﾘｭｳｼﾞ 宮城県 仙台市 0:49:03
20 126 細川 翔平 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 0:49:15
21 124 福嶋 琢哉 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾔ 秋田県 湯沢市 0:50:28
22 135 永井 智大 ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 秋田市 0:51:00
23 132 佐々木 生吹 ｻｻｷ ｲﾌﾞｷ 秋田県 大仙市 0:51:34
24 104 佐々木 純也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 秋田県 横手市 0:53:25
25 110 菊池 匠 ｷｸﾁ ﾀｸﾐ 宮城県 仙台市 0:53:36
26 101 日野 忠輝 ﾋﾉ ﾀﾀﾞｷ 秋田県 湯沢市 湯沢雄勝広域 0:55:52
27 138 千葉 貴明 ﾁﾊﾞ ﾀｶｱｷ 岩手県 北上市 0:56:09
28 129 宮田 雅啓 ﾐﾔﾀ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 北上市 0:57:18
29 106 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 0:59:40
30 136 岩渕 翔太 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岩手県 平泉町 0:59:50
31 119 千田 慎平 ﾁﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 岩手県 北上市 1:00:41
32 140 小池 慎也 ｺｲｹ ｼﾝﾔ 宮城県 仙台市 弘進ゴム 1:02:06
33 108 小林 央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｶﾊﾞ 岩手県 花巻市 1:02:43
34 102 高橋 享佑 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 岩手県 一関市 奥州水沢町屋敷 1:03:39
35 118 齋藤 洋介 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 岩手県 北上市 北上信用金庫 1:04:29
36 113 鈴木 慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 岩手県 平泉町 1:06:07
37 115 乾 朋樹 ｲﾇｲ ﾄﾓｷ 岩手県 久慈市 1:06:50
38 137 石川 厚 ｲｼｶﾜ ｱﾂｼ 宮城県 仙台市 1:06:55
39 105 及川 諒人 ｵｲｶﾜ ﾏｺﾄ 岩手県 北上市 1:20:31
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