
2018/06/05 09:36:49 1 / 5 ページ Official Timer & Result By RECS

1 43 佐藤 雄太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 宮城県 仙台市 3:05:42
2 39 原 和也 ﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 青森県 青森市 3:07:03
3 222 貝瀬 淳 ｶｲｾ ｼﾞｭﾝ 新潟県 南魚沼市 3:10:05
4 292 柴草 陽祐 ｼﾊﾞｸｻ ﾖｳｽｹ 岩手県 盛岡市 3:13:18
5 197 阿部 健裕 ｱﾍﾞ ｹﾝﾕｳ 岩手県 盛岡市 3:14:06
6 199 三浦 伸二郎 ﾐｳﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 秋田県 北秋田市 3:14:06
7 27 袴田 訓史 ﾊｶﾏﾀ ﾉﾘﾌﾐ 宮城県 仙台市 3:21:43
8 133 永井 秀昭 ﾅｶﾞｲ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県 八幡平市 3:27:22
9 1 舘下 賢二 ﾀﾃｼﾀ ｹﾝｼﾞ 青森県 弘前市 3:31:21
10 300 戸田 良樹 ﾄﾀﾞ ﾖｼｷ 福島県 福島市 3:32:07
11 261 矢内 正一 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県 滝沢市 3:32:34
12 89 八幡 竹春 ﾔﾊﾀ ﾀｹﾊﾙ 岩手県 八幡平市 3:35:28
13 213 氣田 進 ｹﾀ ｽｽﾑ 岩手県 盛岡市 3:42:26
14 35 小山内 健一 ｵｻﾅｲ ｹﾝｲﾁ 青森県 弘前市 3:44:43
15 225 円谷 幸史 ﾂﾑﾗﾔ ｺｳｼﾞ 岩手県 紫波町 3:45:37
16 41 吉清 一博 ﾖｼｷﾖ ｶｽﾞﾋﾛ 東京都 世田谷区 3:50:40
17 296 道畑 誠 ﾐﾁﾊﾀ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 3:52:04
18 132 永井 陽一 ﾅｶﾞｲ ﾖｳｲﾁ 岩手県 八幡平市 3:52:47
19 236 高橋 拓士 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 秋田県 潟上市 3:52:57
20 44 高松 朋宏 ﾀｶﾏﾂ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県 大館市 3:53:22
21 263 三浦 頌太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 岩手県 盛岡市 3:57:57
22 175 松坂 龍司 ﾏﾂｻﾞｶ ﾘｭｳｼﾞ 岩手県 滝沢市 4:03:13
23 136 下山 勇貴 ｼﾓﾔﾏ ﾕｳｷ 秋田県 秋田市 4:04:19
24 181 福士 朋則 ﾌｸｼ ﾄﾓﾉﾘ 岩手県 盛岡市 4:05:38
25 204 山本 裕貴 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 岩手県 滝沢市 4:05:40
26 179 河崎 鷹丸 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾏﾙ 宮城県 仙台市 4:06:24
27 251 伊藤 慎二 ｲﾄｳ ｼﾝｼﾞ 岩手県 八幡平市 4:07:40
28 122 中村 大志 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼ 青森県 八戸市 4:07:44
29 281 比企野 創典 ﾋｷﾉ ｿｳｽｹ 岩手県 盛岡市 4:08:15
30 182 八角 寿 ﾔｽﾐ ﾋｻｼ 岩手県 八幡平市 4:10:23
31 83 本間 昌大 ﾎﾝﾏ ﾏｻﾋﾛ 秋田県 大館市 4:10:42
32 159 山内 勇希 ﾔﾏｳﾁ ﾕｳｷ 宮城県 仙台市 4:12:09
33 146 菊池 翔 ｷｸﾁ ｼｮｳ 岩手県 遠野市 4:13:09
34 149 畑山 直輝 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵｷ 岩手県 滝沢市 4:13:41
35 72 米倉 達也 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂﾔ 岩手県 花巻市 4:15:53
36 54 齋藤 浩平 ｻｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 岩手県 滝沢市 4:16:42
37 62 鈴木 誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 宮城県 仙台市 4:17:24
38 226 武本 博 ﾀｹﾓﾄ ﾋﾛｼ 岩手県 釜石市 4:19:45
39 295 多田 悠 ﾀﾀﾞ ﾊﾙｶ 宮城県 仙台市 4:20:20
40 12 柴田 雄介 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 青森県 三沢市 4:20:52
41 288 岩舘 直也 ｲﾜﾀﾞﾃ ﾅｵﾔ 岩手県 矢巾町 4:21:15
42 24 伊藤 大智 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 岩手県 北上市 4:21:24
43 158 見澤 英幸 ﾐｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 盛岡市 4:21:39
44 224 藤澤 浩之 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 4:22:15
45 193 安保 憲 ｱﾝﾎﾞ ｹﾝ 秋田県 鹿角市 4:22:43
46 75 関口 巧治 ｾｷｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 岩手県 久慈市 4:23:01
47 144 黒田 憲造 ｸﾛﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 茨城県 鹿嶋市 4:23:13
48 303 泉澤 宏紀 ｲｽﾞﾐｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 秋田県 鹿角市 4:23:46
49 290 武田 進一 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:24:13
50 221 平賀 明徳 ﾋﾗｶ ｱｷﾉﾘ 岩手県 花巻市 4:24:33
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51 102 溝江 剛 ﾐｿﾞｴ ｺﾞｳ 青森県 弘前市 4:27:19
52 205 荒川 大祐 ｱﾗｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県 大仙市 4:27:29
53 241 太田代 孝昭 ｵｵﾀｼﾛ ﾀｶｱｷ 岩手県 花巻市 4:28:43
54 131 渡邉 岳史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹｼ 埼玉県 鴻巣市 4:29:08
55 214 鈴木 基 ｽｽﾞｷ ﾓﾄｲ 岩手県 盛岡市 4:29:55
56 286 加藤 翔 ｶﾄｳ ｼｮｳ 宮城県 仙台市 4:30:23
57 79 藤澤 哲雄 ﾌｼﾞｻﾜ ﾃﾂｵ 岩手県 盛岡市 4:30:59
58 2 藤村 彰布 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 4:32:02
59 53 橋本 久 ﾊｼﾓﾄ ﾋｻｼ 岩手県 盛岡市 4:33:57
60 217 泉山 宏達 ｲｽﾞﾐﾔﾏ ｺｳﾀﾂ 岩手県 盛岡市 4:34:05
61 302 石川 蒼 ｲｼｶﾜ ｿｳ 岩手県 盛岡市 4:34:38
62 194 山本 憲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ 青森県 八戸市 4:34:43
63 243 佐藤 純一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 美里町 4:34:49
64 160 照井 信広 ﾃﾙｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 岩手県 花巻市 4:34:53
65 139 兼平 亘 ｶﾈﾋﾗ ﾜﾀﾙ 青森県 青森市 4:35:06
66 152 田上 和哉 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 岩手県 盛岡市 4:36:17
67 113 大橋 泰朗 ｵｵﾊｼ ﾔｽｱｷ 宮城県 仙台市 4:37:01
68 246 柴田 明和 ｼﾊﾞﾀ ｱｷｶｽﾞ 青森県 弘前市 4:37:58
69 147 関口 賢 ｾｷｸﾞﾁ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 4:38:04
70 196 佐藤 慎也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 秋田県 秋田市 4:39:29
71 123 三谷 剛史 ﾐﾀﾆ ﾀｹｼ 岩手県 一戸町 4:40:25
72 239 笹村 司 ｻｻﾑﾗ ﾂｶｻ 秋田県 横手市 4:41:00
73 216 佐々木 忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 4:41:06
74 166 佐藤 伸也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 岩手県 盛岡市 4:41:14
75 206 阿保 潤 ｱﾎﾞ ｼﾞｭﾝ 青森県 弘前市 4:41:30
76 48 赤坂 壮市 ｱｶｻｶ ｿｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 4:41:44
77 127 伊藤 達哉 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 宮城県 仙台市 4:42:08
78 94 日下 雅広 ﾋｼﾀ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 紫波町 4:43:23
79 14 船渡 伸彦 ﾌﾅﾜﾀﾘ ﾉﾌﾞﾋｺ 青森県 八戸市 4:44:08
80 289 橋場 哲 ﾊｼﾊﾞ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 4:44:32
81 124 宮澤 健一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 宮城県 岩沼市 4:44:55
82 238 田中 孝 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ 秋田県 上小阿仁村 4:44:56
83 285 加藤 翼 ｶﾄｳ ﾀｽｸ 宮城県 仙台市 4:45:46
84 275 長山 健一 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 岩手県 滝沢市 4:45:56
85 150 今 英樹 ｺﾝ ﾋﾃﾞｷ 秋田県 由利本荘市 4:46:12
86 255 鈴木 啓二 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 岩手県 一関市 4:48:06
87 294 瀧塚 智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 奥州市 4:50:07
88 17 田中 秀一 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ 秋田県 大館市 4:50:49
89 52 榎本 哲弥 ｴﾉﾓﾄ ﾃﾂﾔ 宮城県 多賀城市 4:51:46
90 266 伊藤 紀之 ｲﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 秋田県 秋田市 4:52:17
91 47 冨木 太郎 ﾄﾐｷ ﾀﾛｳ 秋田県 大仙市 4:52:42
92 245 大友 幸憲 ｵｵﾄﾓ ﾀｶﾉﾘ 秋田県 横手市 4:52:51
93 298 遠藤 健太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 秋田県 にかほ市 4:53:11
94 180 加藤 大雅 ｶﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 埼玉県 朝霞市 4:53:19
95 6 鈴木 透 ｽｽﾞｷ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 4:53:26
96 21 正木 孝志 ﾏｻｷ ﾀｶｼ 宮城県 仙台市 4:53:30
97 274 袴田 泰正 ﾊｶﾏﾀﾞ ﾔｽﾏｻ 青森県 おいらせ町 4:53:58
98 167 島田 久長 ｼﾏﾀﾞ ﾋｻﾅｶﾞ 岩手県 盛岡市 4:55:20
99 143 及川 和也 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾔ 岩手県 奥州市 4:55:31
100 91 豊川 英治 ﾄﾖｶﾜ ｴｲｼﾞ 宮城県 仙台市 4:55:44
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101 171 石塚 崇 ｲｼﾂﾞｶ ﾀｶｼ 秋田県 仙北市 4:56:13
102 198 長岡 圭祐 ﾅｶﾞｵｶ ｹｲｽｹ 岩手県 宮古市 4:57:30
103 291 木船 剛 ｷﾌﾈ ﾂﾖｼ 岩手県 雫石町 4:58:02
104 130 大石 壮 ｵｵｲｼ ﾀｹｼ 岩手県 盛岡市 4:58:32
105 232 山口 伸仁 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾉﾌﾞﾋﾄ 青森県 板柳町 4:59:52
106 10 伊藤 岳 ｲﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 5:00:28
107 219 工藤 博幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 北秋田市 5:01:02
108 51 西川 崇 ﾆｼｶﾜ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 5:01:20
109 120 武田 忠之 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾀﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 5:02:18
110 105 藤原 一宏 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 大崎市 5:04:16
111 101 佐々木 真一 ｻｻｷ ｼﾝｲﾁ 岩手県 盛岡市 5:04:36
112 305 吉松 茂貴 ﾖｼﾏﾂ ｼｹﾞﾀｶ 5:05:37
113 157 伊藤 貴之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 秋田県 大館市 5:05:41
114 229 伊藤 満 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 岩手県 久慈市 5:05:55
115 235 澤藤 元哉 ｻﾜﾌｼﾞ ｹﾞﾝﾔ 宮城県 仙台市 5:06:40
116 207 中田 大介 ﾅｶﾀ ﾀﾞｲｽｹ 青森県 青森市 5:07:26
117 209 石原 拓巳 ｲｼﾊﾗ ﾀｸﾐ 岩手県 盛岡市 5:08:02
118 270 斉藤 幹保 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾔｽ 岩手県 八幡平市 5:08:36
119 280 根子 憲一 ﾈｺ ｹﾝｲﾁ 岩手県 雫石町 5:08:45
120 190 吉田 悠 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 宮城県 仙台市 5:08:55
121 69 上川原 和徳 ｶﾐｶﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 岩手県 雫石町 5:13:10
122 168 松岡 一英 ﾏﾂｵｶ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 東京都 北区 5:13:23
123 22 高橋 友樹 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ 岩手県 八幡平市 5:13:56
124 11 今野 嘉政 ｺﾝﾉ ﾖｼﾏｻ 宮城県 石巻市 5:15:26
125 227 工藤 幸一 ｸﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 5:15:34
126 163 藤村 洋行 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 北上市 5:15:59
127 170 藤谷 文一郎 ﾌｼﾞﾔ ﾌﾞﾝｲﾁﾛｳ 秋田県 横手市 5:16:28
128 250 石川 勝利 ｲｼｶﾜ ｶﾂﾄｼ 岩手県 一関市 5:17:35
129 135 石井 大之 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 秋田市 5:18:41
130 269 三澤 望 ﾐｻﾜ ﾉｿﾞﾑ 岩手県 平泉町 5:18:42
131 93 黒田 栄治 ｸﾛﾀﾞ ｴｲｼﾞ 岩手県 北上市 5:19:27
132 58 吉田 英亮 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 秋田県 能代市 5:19:31
133 265 矢部 優司 ﾔﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県 仙台市 5:19:58
134 80 吉田 和馬 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岩手県 盛岡市 5:20:13
135 81 柘植 英夫 ﾂｹﾞ ﾋﾃﾞｵ 青森県 八戸市 5:20:50
136 297 村山 雅俊 ﾑﾗﾔﾏ ﾏｻﾄｼ 東京都 世田谷区 5:21:52
137 61 生内 郁聖 ｵﾎﾞﾅｲ ｶｾｲ 岩手県 紫波町 5:21:54
138 63 植野 大 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 5:22:09
139 114 芳賀 豊 ﾊｶﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 大和市 5:22:16
140 57 畔柳 陽介 ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾖｳｽｹ 宮城県 仙台市 5:22:19
141 5 千田 昭宏 ﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 岩手県 滝沢市 5:22:34
142 248 井澤 卓 ｲｻﾞﾜ ﾀｸ 東京都 目黒区 5:22:44
143 99 高橋 司 ﾀｶﾊｼ ﾂｶｻ 岩手県 花巻市 5:22:57
144 104 高橋 薫司 ﾀｶﾊｼ ｸﾝｼﾞ 岩手県 花巻市 5:22:57
145 218 小野寺 伸幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 岩手県 陸前高田市 5:23:31
146 233 蒔苗 卓 ﾏｶﾅｴ ﾀｶｼ 青森県 弘前市 5:24:01
147 230 栩内 規行 ﾄﾁﾅｲ ﾉﾘﾕｷ 青森県 藤崎町 5:24:01
148 260 太刀川 晴之 ﾀﾁｶﾜ ﾊﾙﾕｷ 岩手県 盛岡市 5:24:14
149 304 橋本 創 ﾊｼﾓﾄ ｿｳ 岩手県 雫石町 5:24:14
150 162 高橋 春雄 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｵ 岩手県 八幡平市 5:24:20
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151 8 黒須 智博 ｸﾛｽ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 仙台市 5:25:48
152 65 丸山 秀典 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｽｹ 青森県 六ヶ所村 5:26:05
153 137 鈴木 継彦 ｽｽﾞｷ ﾂｸﾞﾋｺ 秋田県 秋田市 5:26:12
154 95 丹野 弘晃 ﾀﾝﾉ ﾋﾛｱｷ 青森県 十和田市 5:27:19
155 145 齊藤 達 ｻｲﾄｳ ｲﾀﾙ 岩手県 奥州市 5:27:40
156 183 海野 義範 ｳﾝﾉ ｷﾞﾊﾝ 岩手県 北上市 5:27:59
157 36 秦 成紀 ﾊﾀ ｼｹﾞﾉﾘ 宮城県 仙台市 5:28:17
158 30 岩佐 治 ｲﾜｻ ｵｻﾑ 宮城県 仙台市 5:30:47
159 3 清野 雅敏 ｾｲﾉ ﾏｻﾄｼ 宮城県 仙台市 5:31:22
160 154 齋藤 雄介 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 宮城県 仙台市 5:31:59
161 110 木村 勝美 ｷﾑﾗ ｶﾂﾐ 宮城県 仙台市 5:32:00
162 259 池野 文哉 ｲｹﾉ ﾌﾞﾝﾔ 岩手県 盛岡市 5:32:41
163 174 高川 忠幸 ﾀｶｶﾞﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ 秋田県 大仙市 5:32:48
164 119 高野 清志 ﾀｶﾉ ｷﾖｼ 岩手県 紫波町 5:32:55
165 148 小森田 優輝 ｺﾓﾘﾀ ﾕｳｷ 岩手県 滝沢市 5:33:28
166 228 大山 佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 岩手県 北上市 5:33:55
167 215 小武方 健一 ｺﾌﾞｶﾀ ｹﾝｲﾁ 岩手県 八幡平市 5:34:14
168 96 千葉 大助 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県 大仙市 5:34:34
169 67 田村 勝則 ﾀﾑﾗ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 奥州市 5:34:45
170 284 佐藤 新也 ｻﾄｳ ｼﾝﾔ 宮城県 仙台市 5:35:01
171 90 浅沼 慎 ｱｻﾇﾏ ｼﾝ 岩手県 盛岡市 5:35:14
172 55 赤間 公美 ｱｶﾏ ｷﾐﾖｼ 宮城県 仙台市 5:35:40
173 66 村松 靖 ﾑﾗﾏﾂ ﾔｽｼ 岩手県 盛岡市 5:36:06
174 220 工藤 京一 ｸﾄﾞｳ ｷｮｳｲﾁ 岩手県 滝沢市 5:36:21
175 32 安本 尚和 ﾔｽﾓﾄ ﾋｻｶｽﾞ 茨城県 龍ｹ崎市 5:36:42
176 299 吉田 慎二 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 秋田県 秋田市 5:37:31
177 212 相場 忠勝 ｱｲﾊﾞ ﾀﾀﾞｶﾂ 秋田県 秋田市 5:37:38
178 28 土岐 学 ﾄｷ ﾏﾅﾌﾞ 青森県 弘前市 5:39:06
179 74 今井 知行 ｲﾏｲ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 大崎市 5:40:05
180 240 平脇 孝志 ﾋﾗﾜｷ ﾀｶｼ 青森県 八戸市 5:40:54
181 242 玉沢 誠 ﾀﾏｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 岩手県 久慈市 5:41:54
182 164 石崎 高臣 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｵﾐ 岩手県 盛岡市 5:42:25
183 234 柴田 直鋭 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄｼ 秋田県 大仙市 5:42:48
184 121 菅野 裕也 ｶﾝﾉ ﾕｳﾔ 岩手県 花巻市 5:46:53
185 244 川原 恒太郎 ｶﾜﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 岩手県 北上市 5:47:09
186 59 湯浅 岳史 ﾕｱｻ ﾀｶｼ 東京都 多摩市 5:47:32
187 210 赤川 吉昭 ｱｶｶﾞﾜ ﾖｼｱｷ 岩手県 紫波町 5:48:21
188 192 大和田 栄寿 ｵｵﾜﾀﾞ ｴｲｼﾞ 福島県 郡山市 5:48:27
189 76 菊地 洋介 ｷｸﾁ ﾖｳｽｹ 岩手県 盛岡市 5:48:34
190 191 浅沼 忍 ｱｻﾇﾏ ｼﾉﾌﾞ 岩手県 滝沢市 5:48:50
191 189 近江 孝明 ｵｳﾐ ﾀｶｱｷ 岩手県 盛岡市 5:50:27
192 276 畠山 善郁 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 岩手県 盛岡市 5:51:09
193 254 田中 裕太 ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 東京都 八王子市 5:51:46
194 156 田邊 龍彦 ﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾋｺ 青森県 青森市 5:52:37
195 231 千島 健 ﾁｼﾏ ﾀｹｼ 青森県 青森市 5:53:22
196 109 冨澤 凌佑 ﾄﾐｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 岩手県 北上市 5:54:31
197 78 花田 充 ﾊﾅﾀ ﾐﾂﾙ 秋田県 大館市 5:54:52
198 188 由利 俊一 ﾕﾘ ｼｭﾝｲﾁ 秋田県 湯沢市 5:55:53
199 56 小泉 信太郎 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 5:56:00
200 185 土谷 啓介 ﾂﾁﾀﾆ ｹｲｽｹ 石川県 金沢市 5:56:49
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201 282 山内 正和 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 秋田県 湯沢市 5:56:55
202 257 中島 優介 ﾅｶｼﾏ ﾕｳｽｹ 岩手県 盛岡市 5:57:48
203 106 菅野 光博 ｶﾝﾉ ﾐﾂﾋﾛ 岩手県 奥州市 5:58:14
204 268 大山 尚輝 ｵｵﾔﾏ ﾅｵｷ 東京都 目黒区 5:58:45
205 202 小原 力 ｵﾊﾞﾗ ﾁｶﾗ 岩手県 奥州市 5:59:15
206 187 千葉 俊 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝ 岩手県 紫波町 6:00:30
207 4 田村 寿 ﾀﾑﾗ ﾋｻｼ 岩手県 岩手町 6:01:33
208 7 下舘 航 ｼﾓﾀﾞﾃ ﾜﾀﾙ 宮城県 多賀城市 6:02:48
209 208 矢野 晴海 ﾔﾉ ﾊﾙﾐ 岩手県 盛岡市 6:02:54
210 84 小野 善明 ｵﾉ ﾖｼﾄﾓ 岩手県 盛岡市 6:05:06
211 107 土谷 紀之 ﾂﾁﾔ ﾉﾘﾕｷ 青森県 青森市 6:05:12
212 138 柳沢 忍 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾉﾌﾞ 青森県 八戸市 6:06:41
213 33 嶌田 洋一 ｼﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 6:06:46
214 18 中神 力嗣 ﾅｶｶﾞﾐ ﾘｷｼﾞ 岩手県 盛岡市 6:06:46
215 273 長島 真人 ﾅｶﾞｼﾏ ﾏｲﾄ 東京都 目黒区 6:09:18
216 169 松井 邦広 ﾏﾂｲ ｸﾆﾋﾛ 宮城県 仙台市 6:09:33
217 108 白戸 大輔 ｼﾛﾄ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 北上市 6:10:57
218 92 青井 智 ｱｵｲ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 6:11:52
219 153 原田 和幸 ﾊﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 秋田県 能代市 6:13:54
220 223 堀江 一利 ﾎﾘｴ ｶｽﾞﾄｼ 岩手県 滝沢市 6:15:13
221 77 飯沼 亮太 ｲｲﾇﾏ ﾘｮｳﾀ 茨城県 守谷市 6:15:51
222 201 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 岩手県 矢巾町 6:16:01
223 279 上田 純一 ｳｴﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 6:16:45
224 29 川井 洋 ｶﾜｲ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 6:18:11
225 98 水尾 泰仁 ﾐｽﾞｵ ﾔｽﾋﾄ 茨城県 高萩市 6:18:11
226 116 中田 洋明 ﾅｶﾀ ﾋﾛｱｷ 岩手県 盛岡市 6:18:19
227 50 小柳 光広 ｺﾔﾅｷﾞ ﾐﾂﾋﾛ 宮城県 仙台市 6:18:27
228 211 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 花巻市 6:18:27
229 126 佐々木 一平 ｻｻｷ ｲｯﾍﾟｲ 秋田県 横手市 6:20:33
230 142 高橋 航 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 秋田県 秋田市 6:20:33
231 13 和泉 正之 ｲｽﾞﾐ ﾏｻﾕｷ 秋田県 横手市 6:21:55
232 151 久保田 秀勝 ｸﾎﾞﾀ ﾋﾃﾞｶﾂ 青森県 八戸市 6:22:13
233 25 向井 智彦 ﾑｶｲ ﾄﾓﾋｺ 岩手県 北上市 6:23:16
234 87 坂田 親史 ｻｶﾀ ﾁｶﾌﾐ 青森県 藤崎町 6:23:52
235 293 坪 有信 ﾂﾎﾞ ﾕｳｼﾝ 青森県 六戸町 6:24:28
236 264 藤原 弘樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ｺｳｷ 秋田県 横手市 6:24:50
237 172 柿沼 正康 ｶｷﾇﾏ ﾏｻﾔｽ 宮城県 仙台市 6:25:01
238 31 加藤 正一 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 宮城県 仙台市 6:25:36
239 278 磯原 巧 ｲｿﾊﾗ ﾀｸﾐ 岩手県 釜石市 6:25:45
240 258 熊谷 雅史 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻﾌﾐ 宮城県 気仙沼市 6:25:45
241 23 八重樫 正樹 ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻｷ 岩手県 花巻市 6:25:47
242 247 鈴木 善明 ｽｽﾞｷ ﾖｼｱｷ 岩手県 紫波町 6:26:10
243 19 橋本 真直 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅｵ 宮城県 仙台市 6:26:24
244 177 中田 翔 ﾅｶﾀ ｶｹﾙ 岩手県 盛岡市 6:26:51
245 64 太田 ふみたか ｵｵﾀ ﾌﾐﾀｶ 宮城県 仙台市 6:27:12
246 129 高橋 洋介 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｽｹ 岩手県 花巻市 6:33:04
247 277 安部 清貴 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 宮城県 仙台市 6:34:11
248 249 米澤 正 ﾖﾈｻﾞﾜ ｾｲ 岩手県 盛岡市 6:36:46
249 301 田中 秀道 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾐﾁ 岩手県 滝沢市 6:41:10

平成30年6月3日


