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1 543 高橋 恒平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 秋田県 横手市 0:47:27
2 559 成田 快斗 ﾅﾘﾀ ｶｲﾄ 秋田県 鹿角市 0:52:00
3 555 上山 友裕 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 軽米町 0:52:26
4 518 小原 将貴 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｷ 岩手県 北上市 0:53:08
5 569 高石 淳 ﾀｶｲｼ ｼﾞｭﾝ 宮城県 仙台市 0:55:56
6 532 高鷹 健佑 ｺｳﾀｶ ｹﾝｽｹ 岩手県 北上市 1:00:57
7 566 宮崎 伸 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝ 岩手県 花巻市 1:01:51
8 525 佐藤 光和 ｻﾄｳ ﾐﾂｶｽﾞ 宮城県 大和町 1:01:55
9 523 藤村 誠 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 1:04:41
10 571 近田 和也 ｺﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岩手県 盛岡市 1:05:13
11 541 小野寺 雅也 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾔ 岩手県 一関市 1:07:41
12 507 深澤 勇気 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ 秋田県 横手市 1:07:58
13 548 髙橋 亮一 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ 岩手県 一戸町 1:08:19
14 538 高野 永遠 ﾀｶﾉ ﾄｵﾜ 秋田県 大仙市 1:10:27
15 528 石田 真幸 ｲｼﾀﾞ ﾏｻｷ 岩手県 奥州市 1:11:11
16 575 丸木 利也 ﾏﾙｷ ﾄｼﾔ 岩手県 九戸村 1:11:41
17 531 小原 崇 ｵﾊﾞﾗ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 1:11:59
18 556 齋藤 竜哉 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 岩手県 盛岡市 1:12:46
19 534 時本 英知 ﾄｷﾓﾄ ｴｲﾁ 青森県 青森市 1:14:17
20 574 辻 俊太 ﾂｼﾞ ｼｭﾝﾀ 岩手県 盛岡市 1:15:52
21 514 佐々木 勝郎 ｻｻｷ ｶﾂﾛｳ 岩手県 奥州市 1:16:25
22 572 畠山 快 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｲ 岩手県 盛岡市 1:16:44
23 549 武田 英之 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 横須賀市 1:16:48
24 524 坂本 譲 ｻｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ 岩手県 八幡平市 1:18:06
25 505 近藤 堅仁 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾉﾘ 秋田県 秋田市 1:18:07
26 539 立花 智昭 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾄﾓｱｷ 岩手県 盛岡市 1:18:12
27 542 沼倉 信幸 ﾇﾏｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 登米市 1:18:34
28 557 中村 等 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾄｼ 青森県 八戸市 1:19:22
29 530 髙橋 亮貴 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｷ 岩手県 大槌町 1:19:35
30 544 猪本 明彦 ｲﾉﾓﾄ ｱｷﾋｺ 宮城県 多賀城市 1:20:29
31 558 阿部 安浩 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 岩手県 紫波町 1:21:18
32 545 古屋 亮輔 ﾌﾙﾔ ﾘｮｳｽｹ 岩手県 八幡平市 1:21:38
33 529 出町 正明 ﾃﾞﾏﾁ ﾀﾀﾞｱｷ 青森県 八戸市 1:23:27
34 509 歩仁内 昌樹 ﾌﾞﾆｳﾁ ﾏｻｷ 秋田県 秋田市 1:23:31
35 573 東野 聡 ﾋｶﾞｼﾉ ｻﾄｼ 青森県 八戸市 1:23:38
36 553 佐藤 仁志 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ 秋田県 湯沢市 1:25:14
37 537 山田 拓也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 岩手県 北上市 1:26:42
38 512 伊藤 禎壱 ｲﾄｳ ﾃｲｲﾁ 宮城県 仙台市 1:28:14
39 519 大谷地 一夫 ｵｵﾔﾁ ｶｽﾞｵ 岩手県 雫石町 1:28:17
40 522 児玉 嘉徳 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 秋田県 秋田市 1:28:29
41 501 神田 哲 ｶﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 1:28:44
42 504 竹田 隆介 ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 岩手県 盛岡市 1:29:36
43 565 山根 公司 ﾔﾏﾈ ｺｳｼﾞ 岩手県 一関市 1:30:12
44 533 及川 弘文 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾌﾐ 岩手県 一関市 1:31:41
45 567 鈴木 健太 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 岩手県 盛岡市 1:31:55
46 550 小泉 健 ｺｲｽﾞﾐ ﾀｹｼ 岩手県 盛岡市 1:32:45
47 576 長森 誠 ﾅｶﾞﾓﾘ ﾏｺﾄ 1:32:46
48 552 荒木 進 ｱﾗｷ ｽｽﾑ 秋田県 能代市 1:32:47
49 510 畑 森 ﾊﾀ ｼﾝ 岩手県 八幡平市 1:33:03
50 517 岡田 浩司 ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｼ 青森県 八戸市 1:34:18
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51 561 大石 孝之 ｵｵｲｼ ﾀｶﾕｷ 岩手県 葛巻町 1:34:49
52 546 円舘 千春 ｴﾝﾀﾞﾃ ﾁﾊﾙ 岩手県 北上市 1:37:25
53 516 武田 義則 ﾀｹﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 滝沢市 1:39:12
54 513 佐藤 大生 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 岩手県 一関市 1:40:18
55 503 虎本 高史 ﾄﾗﾓﾄ ﾀｶｼ 東京都 板橋区 1:40:34
56 540 山内 成佳 ﾔﾏｳﾁ ﾅﾙﾖｼ 秋田県 大館市 1:41:05
57 578 瀬川 慶太 ｾｶﾞﾜ ｹｲﾀ 1:41:19
58 563 安原 健 ﾔｽﾊﾗ ｹﾝ 岩手県 北上市 1:41:30
59 551 金田 真人 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 1:42:19
60 521 一沢 福一 ｲﾁｻﾜ ﾌｸｲﾁ 岩手県 久慈市 1:42:40
61 511 鎗水 博司 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾋﾛｼ 福岡県 福岡市 1:42:58
62 577 久保沢 新司 ｸﾎﾞｻﾜ ｼﾝｼﾞ 1:45:19
63 520 小瀬川 祐督 ｺｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 岩手県 盛岡市 1:46:08
64 526 氣鮓 秀俊 ｷｽﾞｼ ﾋﾃﾞﾄｼ 秋田県 大仙市 1:48:14
65 502 斉藤 浩 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ 岩手県 花巻市 1:52:36
66 568 宇夫方 兼治 ｳﾌﾞｶﾀ ｹﾝｼﾞ 東京都 多摩市 2:04:05
67 506 君野 平 ｷﾐﾉ ﾀｲﾗ 東京都 西東京市 2:07:17
68 560 樂水 郁也 ﾗｸｽｲ ｲｸﾔ 岩手県 花巻市 2:08:45
69 554 サムソン ケニス ｻﾑｿﾝ ｹﾆｽ 青森県 八戸市 2:11:38
70 564 千曳 航二 ﾁﾋﾞｷ ｺｳｼﾞ 岩手県 岩手町 2:14:23
71 535 長澤 美顯 ﾅｶﾞｻﾜ ﾖｼｱｷ 岩手県 盛岡市 2:21:45
72 515 岩崎 朋之 ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 岩手町 2:26:21
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