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1 5268 村上 映人 ﾑﾗｶﾐ ｴｲﾄ 岩手県 二戸市 岩手チャランナーズ 0:32:33
2 5123 長柴 翔 ﾅｶﾞｼﾊﾞ ｼｮｳ 山形県 南陽市 宮古市役所 0:32:42
3 5035 佐藤 広隆 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 0:32:50
4 5188 浅利 政喜 ｱｻﾘ ﾏｻｷ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 0:33:22
5 5243 大下 稔樹 ｵｵｼﾀ ﾄｼｷ 青森県 六ヶ所村 六ヶ所村体育協会 0:33:48
6 5283 山崎 幸一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 岩手県 奥州市 そらはん 0:34:05
7 5220 柳田 剛 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾀｹｼ 青森県 六ヶ所村 六ヶ所体協 0:34:11
8 5096 島 智也 ｼﾏ ﾄﾓﾔ 岩手県 金ｹ崎町 アイシン東北 0:34:41
9 5271 菊池 諒介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ 岩手県 北上市 北上市陸協 0:34:58
10 5092 澤村 和友 ｻﾗﾑﾗ ｶｽﾞﾄﾓ 岩手県 北上市 トヨタ自動車東日本 0:35:20
11 5108 梅津 德朴 ｳﾒﾂ ﾖｼﾅｵ 岩手県 奥州市 0:35:34
12 5261 宇部 雄太 ｳﾍﾞ ﾕｳﾀ 岩手県 盛岡市 松園クラブ 0:35:41
13 5075 千葉 洋太 ﾁﾊﾞ ﾖｳﾀ 宮城県 仙台市 一関ＡＣ 0:36:11
14 5245 髙野 周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 秋田県 由利本荘市 由利本荘市役所 0:36:53
15 5169 千葉 義則 ﾁﾊﾞ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 平泉町 0:36:53
16 5201 高松 大雄 ﾀｶﾏﾂ ﾀﾞｲﾕｳ 秋田県 大館市 ｔｅａｍＯＦＤ 0:36:56
17 5197 島田 温彦 ｼﾏﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 宮城県 仙台市 仙台明走会 0:37:29
18 5192 木村 達也 ｷﾑﾗ ﾀﾂﾔ 秋田県 湯沢市 0:38:12
19 5082 村上 伸哉 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 荻の窪走友会 0:38:13
20 5070 髙橋 直人 ﾀｶﾊｼ ﾅｵﾄ 岩手県 一関市 0:38:25
21 5100 小林 泰則 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾉﾘ 岩手県 花巻市 イーエヌ大塚製薬ＲＣ 0:38:48
22 5263 阿部 学 ｱﾍﾞ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 北上市 森山クラブ 0:38:55
23 5076 伊藤 大樹 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 岩手県 花巻市 笹間クラブ 0:39:01
24 5095 小野 祐耶 ｵﾉ ﾕｳﾔ 岩手県 奥州市 ＴＥＡＭアテルイ 0:39:06
25 5025 菅原 大輝 ｽｶﾞﾜﾗ ｵｵｷ 岩手県 奥州市 0:39:08
26 5041 井上 拓巳 ｲﾉｳｴﾀｸﾐ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 0:39:27
27 5230 宮川 泰季 ﾐﾔｶﾜ ﾔｽﾄｼ 岩手県 盛岡市 岩手医科大学 0:39:34
28 5185 佐藤 弘和 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県 奥州市 江東クラブ 0:39:35
29 5221 尾形 工 ｵｶﾞﾀ ﾀｸﾐ 岩手県 一関市 0:39:54
30 5209 佐々木 竜一 ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 住田町 釜石のぞみ病院 0:40:26
31 5252 阿部 健也 ｱﾍﾞ ｹﾝﾔ 岩手県 一関市 花泉 0:40:36
32 5031 鹿糠 広行 ｶﾇｶ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 岩泉町 岩泉キノコ産業 0:40:36
33 5088 遠藤 智 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 宮城県 塩竈市 惑星サービス 0:40:52
34 5276 後藤 勝貴 ｺﾞﾄｳ ｼｮｳｷ 岩手県 金ｹ崎町 0:40:56
35 5174 和賀 誉 ﾜｶﾞ ﾎﾏﾚ 山形県 西川町 寒河江西村山陸上競技協会 0:41:01
36 5160 斎藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 岩手県 盛岡市 釜石駅伝クラブ 0:41:04
37 5235 川田 真也 ｶﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 茨城県 日立市 日研トータルソーシング 0:41:16
38 5078 今田 吏 ｲﾏﾀ ﾂｶｻ 岩手県 盛岡市 0:41:23
39 5098 佐々木 大心 ｻｻｷ ﾀﾞｲｼﾝ 岩手県 盛岡市 0:41:24
40 5285 百鳥 将太 ﾓﾓﾄﾘ ｼｮｳﾀ 岩手県 奥州市 0:41:34
41 5275 伊藤 貫慈 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 岩手県 釜石市 釜石市 0:41:36
42 5203 佐々木 雅頌 ｻｻｷ ﾏｻﾉﾌﾞ 岩手県 遠野市 遠野陸協 0:42:00
43 5199 菅原 卓也 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 三光化成 0:42:21
44 5032 佐藤 雅博 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 奥州市 江刺ＲＣ 0:42:44
45 5277 小口 泰史 ｺｸﾞﾁ ﾔｽｼ 岩手県 一関市 0:43:10
46 5223 杉山 里空 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 岩手県 滝沢市 盛岡大学陸上部 0:43:57
47 5281 刈屋 道人 ｶﾘﾔ ﾐﾁﾄ 岩手県 盛岡市 0:44:06
48 5215 鈴木 譲 ｽｽﾞｷ ｼﾞｮｳ 秋田県 秋田市 0:44:10
49 5059 小山 拓也 ｵﾔﾏ ﾀｸﾔ 岩手県 一関市 東亜リース（株） 0:44:12
50 5083 吉田 祐希 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 岩手県 一関市 0:44:22
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51 5122 小野寺 大和 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾔﾏﾄ 岩手県 奥州市 岩手銀行 0:44:37
52 5274 木幡 佳祐 ｺﾊﾀ ｹｲｽｹ 宮城県 大崎市 クミアイ化学工業 0:45:28
53 5158 岩渕 洋武 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾋﾛﾑ 岩手県 奥州市 0:45:40
54 5214 勝部 祐也 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ 岩手県 一関市 0:45:46
55 5102 千葉 和 ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ 岩手県 軽米町 0:46:00
56 5144 小坂 義之 ｺｻｶ ﾖｼﾕｷ 岩手県 奥州市 アイシン東北 0:46:08
57 5109 三浦 康之 ﾐｳﾗ ﾔｽﾕｷ 岩手県 一関市 0:46:11
58 5184 早川 拓樹 ﾊﾔｶﾜ ﾋﾛｷ 岩手県 盛岡市 与人会 0:46:21
59 5106 上杉 卓 ｳｴｽｷﾞ ﾀｸ 岩手県 北上市 0:46:34
60 5048 藤田 隆寛 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 花巻市 東亜リース（株） 0:46:59
61 5141 高橋 由樹 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｷ 岩手県 北上市 0:47:05
62 5236 高橋 敬太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 岩手県 北上市 0:47:33
63 5249 菅原 彰人 ｽｶﾞﾜﾗ ｱｷﾄ 岩手県 盛岡市 滝沢市立鵜飼小学校 0:47:40
64 5040 鹿糠 雄二 ｶﾇｶ ﾕｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 オーミ塗装工業 0:47:42
65 5183 水城 直耶 ﾐｽﾞｷ ﾅｵﾔ 岩手県 盛岡市 0:47:54
66 5170 千葉 貴明 ﾁﾊﾞ ﾀｶｱｷ 岩手県 北上市 0:48:21
67 5210 遠藤 政彦 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 岩手県 金ｹ崎町 0:48:27
68 5246 佐々木 大将 ｻｻｷ ﾋﾛﾏｻ 岩手県 奥州市 株式会社サンエス装備 0:48:29
69 5113 松平 純一 ﾏﾂﾀﾞｲﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 岩手県 奥州市 0:49:02
70 5168 餘目 勝次 ｱﾏﾙﾒ ｶﾂｼﾞ 岩手県 平泉町 アマルメグラインド 0:49:02
71 5212 熊谷 光司 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 吉田会 0:49:10
72 5077 村上 貴大 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 一関市 0:49:16
73 5208 菊地 研也 ｷｸﾁ ｹﾝﾔ 岩手県 北上市 0:49:17
74 5119 高橋 克法 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾉﾘ 岩手県 奥州市 0:49:20
75 5039 柴田 大地 ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲﾁ 岩手県 奥州市 0:49:26
76 5104 加藤 宏和 ｶﾄｳ ﾋﾛﾄｼ 岩手県 北上市 0:49:28
77 5107 菊池 広美 ｷｸﾁ ﾋﾛﾐ 岩手県 奥州市 0:49:33
78 5091 菅原 悠人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳﾄ 岩手県 一関市 0:50:20
79 5105 佐々木 光司 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 ケアサービスゆたか 0:50:27
80 5198 笠井 織夢 ｶｻｲ ｵﾘﾑ 秋田県 八峰町 0:50:34
81 5129 阿部 浩和 ｱﾍﾞ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県 北上市 0:50:40
82 5128 佐藤 栄光 ｻﾄｳ ｴｲｺｳ 岩手県 奥州市 江東クラブ 0:50:42
83 5133 齋 秀明 ｻｲ ﾋﾃﾞｱｷ 宮城県 名取市 にしき食品 0:51:08
84 5066 千葉 幸博 ﾁﾊﾞ ﾕｷﾋﾛ 岩手県 一関市 0:51:10
85 5242 山路 弘樹 ﾔﾏｼﾞ ｺｳｷ 岩手県 奥州市 ＡＲＭ軍団 0:51:27
86 5234 下妻 覚 ｼﾓﾂﾏ ｶﾞｸ 秋田県 能代市 能代市役所 0:51:33
87 5179 新堂 暖 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞﾝ 岩手県 盛岡市 岩手大学 0:51:36
88 5187 栗城 聡 ｸﾘｷ ｱｷﾗ 岩手県 一関市 ＮＲＣ 0:51:56
89 5051 佐藤 広高 ｻﾄｳ ﾋﾛﾀｶ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 0:52:02
90 5186 菅原 剛志 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 一関ヒロセ電機 0:52:34
91 5061 伊藤 智幸 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 一関市 東亜リース（株） 0:52:36
92 5089 皆川 直康 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾅｵﾔｽ 宮城県 仙台市 0:52:41
93 5027 及川 知貴 ｵｲｶﾜ ﾄﾓｷ 岩手県 奥州市 0:52:44
94 5257 工藤 昌宏 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 奥州市 0:52:57
95 5112 佐藤 俊 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 岩手県 奥州市 0:53:04
96 5181 小原 勝隆 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻﾀｶ 岩手県 盛岡市 0:53:05
97 5225 鎌田 大樹 ｶﾏﾀﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 花巻市 0:53:10
98 5233 能登 一貴 ﾉﾄ ｶｽﾞｷ 秋田県 能代市 0:53:19
99 5176 佐藤 忍 ｻﾄｳ ｼﾉﾌﾞ 秋田県 湯沢市 0:53:26
100 5114 斉藤 大貴 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 青森県 深浦町 0:53:38
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101 5151 福田 翔 ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 岩手県 盛岡市 北上ＧＡＣ 0:53:51
102 5138 熊谷 雅樹 ｸﾏｶﾞｲ ﾏｻｷ 岩手県 金ｹ崎町 0:53:54
103 5178 山路 佳祐 ﾔﾏｼﾞ ｹｲｽｹ 岩手県 奥州市 ＡＲＭ軍団 0:54:01
104 5064 高橋 享佑 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳｽｹ 岩手県 一関市 奥州水沢町屋敷店 0:54:01
105 5248 佐藤 三彦 ｻﾄｳ ﾐﾂﾋｺ 岩手県 奥州市 0:54:03
106 5099 菅野 修平 ｶﾝﾉ ｼｭｳﾍｲ 宮城県 仙台市 0:54:03
107 5278 和合 真也 ﾜｺﾞｳ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 岩手日報社 0:54:10
108 5136 千葉 悠介 ﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ 岩手県 奥州市 0:54:17
109 5026 渡辺 剛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ 岩手県 一関市 千住電子工業 0:54:17
110 5134 志田 健太 ｼﾀﾞ ｹﾝﾀ 神奈川県 横須賀市 0:54:46
111 5111 佐々木 亮 ｻｻｷ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 奥州電創エンジニア 0:54:55
112 5044 金澤 航 ｶﾅｻﾞﾜ ﾜﾀﾙ 岩手県 岩泉町 東亜リース（株） 0:54:58
113 5193 今野 拓也 ｺﾝﾉ ﾀｸﾔ 東京都 渋谷区 0:54:59
114 5036 佐藤 諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 岩手県 北上市 0:55:33
115 5241 菊池 勇輝 ｷｸﾁ ﾕｳｷ 岩手県 一関市 0:55:45
116 5069 佐藤 翔平 ｻﾄｳ ｼｮｳﾍｲ 岩手県 一関市 0:55:45
117 5287 柿崎 理央 ｶｷｻﾞｷ ﾐﾁｵ 岩手県 矢巾町 0:55:55
118 5272 堀田 真人 ﾎｯﾀ ﾏｻﾄ 岩手県 盛岡市 0:56:19
119 5049 笠原 朋寛 ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 富谷市 東亜リース（株） 0:56:27
120 5146 白木川 亮 ｼﾗｷｶﾜ ﾘｮｳ 岩手県 一関市 0:56:34
121 5093 佐藤 優 ｻﾄｳ ﾕｳ 秋田県 横手市 ＮＲＳ 0:56:37
122 5057 佐藤 卓 ｻﾄｳ ﾀｸ 秋田県 由利本荘市 東亜リース（株） 0:56:37
123 5213 佐藤 康平 ｻﾄｳ ｺｳﾍｲ 岩手県 奥州市 0:56:46
124 5121 佐々木 治 ｻｻｷ ｵｻﾑ 岩手県 北上市 チーム今ひろ 0:56:54
125 5282 綱木 雅仁 ﾂﾅｷ ﾏｻﾋﾄ 秋田県 秋田市 東北電ＩＨＭＣ 0:56:58
126 5142 岩渕 翔太 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岩手県 平泉町 さわなり 0:56:58
127 5250 佐藤 和弘 ｻﾄｳ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 奥州市 0:57:01
128 5143 中村 敏也 ﾅｶﾑﾗ ﾄｼﾔ 岩手県 一関市 さわなり 0:57:11
129 5116 菅原 真司 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 岩手県 花巻市 今弘商店 0:57:15
130 5127 阿部 光希 ｱﾍﾞ ｺｳｷ 岩手県 花巻市 0:57:16
131 5065 佐藤 宗人 ｻﾄｳ ﾑﾈﾋﾄ 岩手県 奥州市 江東クラブ 0:57:22
132 5073 石川 章 ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 岩手県 奥州市 中通貴金属工業株式会社 0:57:25
133 5120 福田 重一 ﾌｸﾀﾞ ｴｲﾁ 岩手県 奥州市 0:57:29
134 5157 髙橋 翔 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 岩手県 奥州市 吉田会 0:57:35
135 5202 渡辺 康平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 岩手県 奥州市 0:57:41
136 5080 高橋 純貴 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝｷ 岩手県 花巻市 0:57:52
137 5068 佐藤 啓 ｻﾄｳ ｱｷﾗ 岩手県 奥州市 0:58:02
138 5072 照島 拓哉 ﾃﾙｼﾏ ﾀｸﾔ 秋田県 仙北市 0:58:13
139 5024 酒井 皇司 ｻｶｲ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 テクニス精機 0:58:23
140 5280 工藤 航希 ｸﾄﾞｳ ｺｳｷ 岩手県 盛岡市 0:58:29
141 5190 佐藤 孝典 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ 岩手県 盛岡市 0:58:43
142 5161 川久保 憲 ｶﾜｸﾎﾞ ｹﾝ 秋田県 大仙市 0:58:46
143 5050 児玉 翔 ｺﾀﾞﾏ ｼｮｳ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 0:58:47
144 5162 芥川 誠一 ｱｸﾀｶﾞﾜ ｾｲｲﾁ 宮城県 仙台市 0:59:01
145 5253 神楽 晋吾 ｶｸﾞﾗ ｼﾝｺﾞ 岩手県 宮古市 0:59:22
146 5286 柴田 祐 ｼﾊﾞﾀ ﾀｽｸ 岩手県 一関市 さわなり 0:59:23
147 5224 鈴木 翔也 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 岩手県 北上市 0:59:27
148 5240 長川 慎吾 ｵｻｶﾞﾜ ｼﾝｺﾞ 岩手県 奥州市 0:59:31
149 5021 安倍 政輝 ｱﾝﾊﾞｲ ﾏｻｷ 岩手県 奥州市 焼石３６ＦＲＣ 0:59:39
150 5260 似田貝 敬洋 ﾆﾀｶﾞｲ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 遠野市 チーム石上 1:00:34
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151 5156 江川 樹 ｴｶﾞﾜ ﾀﾂﾙ 岩手県 奥州市 1:00:51
152 5189 菅原 慎也 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 1:00:59
153 5154 佐藤 優 ｻﾄｳ ｽｸﾞﾙ 宮城県 仙台市 1:01:29
154 5101 高橋 徹 ﾀｶﾊｼ ﾄｵﾙ 岩手県 北上市 じゃじゃじゃＯＣ 1:01:33
155 5125 菊地 学 ｷｸﾁ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 奥州市 アルソック 1:01:33
156 5094 豊嶋 良平 ﾄﾖｼﾏ ﾘｮｳﾍｲ 秋田県 横手市 ＮＲＳ 1:01:36
157 5103 熊谷 哲弥 ｸﾏｶﾞｲ ﾃﾂﾔ 宮城県 仙台市 1:01:38
158 5218 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 1:01:38
159 5231 佐藤 健太 ｻﾄｳ ｹﾝﾀ 宮城県 栗原市 1:01:39
160 5043 佐々木 太一 ｻｻｷ ﾀｲﾁ 岩手県 宮古市 東亜リース（株） 1:01:46
161 5118 奥寺 健朗 ｵｸﾃﾞﾗ ｹﾝﾛｳ 岩手県 盛岡市 1:01:53
162 5239 曽根 徳文 ｿﾈ ﾉﾘﾌﾐ 岩手県 盛岡市 北日本銀行 1:01:57
163 5052 夕向 賢也 ﾕｳﾑｶｲ ｹﾝﾔ 岩手県 久慈市 東亜リース（株） 1:02:11
164 5177 佐々木 慎 ｻｻｷ ｼﾝ 岩手県 北上市 1:02:13
165 5267 伊藤 昌彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 岩手県 北上市 北上市役所 1:02:31
166 5085 渡邉 裕輝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 岩手県 奥州市 1:02:38
167 5247 岩泉 毅 ｲﾜｲｽﾞﾐ ﾂﾖｼ 岩手県 宮古市 宮古健康倶楽部 1:02:42
168 5126 八島 勝太 ﾔｼﾏ ｼｮｳﾀ 宮城県 仙台市 1:02:45
169 5182 佐々木 貴広 ｻｻｷ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 北上市 1:02:54
170 5074 鈴木 慎也 ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 岩手県 平泉町 1:03:07
171 5194 中地 秀一 ﾅｶﾁ ｼｭｳｲﾁ 岩手県 奥州市 1:03:21
172 5165 宮東 央 ｸﾄｳ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 1:03:24
173 5062 戸澤 樹 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 秋田県 大仙市 東亜リース（株） 1:03:44
174 5147 加藤 裕一 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁ 岩手県 奥州市 インターワイヤード 1:03:56
175 5090 乗金 高志 ﾉﾘｶﾈ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 1:04:00
176 5166 佐藤 俊輔 ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 岩手県 奥州市 1:04:30
177 5251 菅野 秀洋 ｽｶﾞﾉ ﾋﾃﾞﾋﾛ 宮城県 大崎市 1:04:47
178 5117 小渡 光信 ｺﾜﾀﾘ ﾐﾂﾉﾌﾞ 岩手県 奥州市 1:05:02
179 5207 金矢 圭太 ｶﾅﾔ ｹｲﾀ 岩手県 奥州市 1:05:32
180 5206 瀬田 渉 ｾﾀ ﾜﾀﾙ 岩手県 盛岡市 1:05:47
181 5150 小川 貴寛 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 奥州市 インターワイヤード 1:05:58
182 5060 加藤 圭一郎 ｶﾄｳ ｹｲｲﾁﾛｳ 岩手県 一関市 東亜リース（株） 1:06:09
183 5153 上遠野 弘希 ｶﾄｵﾉ ﾋﾛｷ 宮城県 富谷市 いい汗かいてこーっ！！ 1:06:14
184 5173 米倉 寛智 ﾖﾈｸﾗ ﾋﾛﾉﾘ 岩手県 北上市 1:06:55
185 5175 熊谷 和貴 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｷ 岩手県 花巻市 1:06:56
186 5097 信田 恭佑 ｼﾉﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 千葉県 松戸市 1:06:57
187 5046 久保 直毅 ｸﾎﾞ ﾅｵｷ 岩手県 一戸町 東亜リース（株） 1:07:56
188 5191 芳賀 弘樹 ﾊｶﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 1:08:13
189 5149 及川 俊文 ｵｲｶﾜ ﾄｼﾌﾐ 岩手県 奥州市 インターワイヤード 1:08:19
190 5063 伊藤 康一郎 ｲﾄｳｺｳｲﾁﾛｳ 秋田県 由利本荘市 東亜リース（株） 1:08:26
191 5200 庄子 倫弘 ｼｮｳｼﾞ ﾐﾁﾋﾛ 岩手県 奥州市 岩手労働局 1:09:20
192 5053 小林 龍一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 秋田県 秋田市 東亜リース（株） 1:09:59
193 5084 及川 泰史 ｵｲｶﾜ ﾔｽｼ 岩手県 奥州市 1:10:00
194 5180 岡部 クリストファー ｵｶﾍﾞ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ 神奈川県 藤沢市 1:10:18
195 5258 熊谷 和士 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞｼ 岩手県 遠野市 チーム石上 1:10:23
196 5244 樋澤 祐貴 ﾄｲｻﾜ ﾕｳｷ 岩手県 奥州市 北日本銀行 1:10:25
197 5254 佐藤 大 ｻﾄｳ ﾀﾞｲ 岩手県 奥州市 エンドー工業 1:10:25
198 5130 佐藤 雅範 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 仙北市 仙北市社協 1:10:39
199 5110 佐々木 豪見 ｻｻｷ ﾀｹﾐ 岩手県 北上市 株式会社リードコナン 1:11:06
200 5140 三浦 平寛 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 仙台市 内部障害 1:11:27
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201 5217 高橋 剛 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 洋服の青山 1:11:35
202 5195 菊地 竜 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 1:12:15
203 5237 藤井 雅人 ﾌｼﾞｲ ﾏｻﾄ 岩手県 花巻市 1:12:17
204 5067 中居 誠 ﾅｶｲ ﾏｺﾄ 岩手県 宮古市 1:12:40
205 5226 階 勇喜 ｼﾅ ﾕｳｷ 岩手県 盛岡市 1:13:19
206 5045 田中 勝 ﾀﾅｶ ﾏｻﾙ 岩手県 紫波町 東亜リース（株） 1:13:40
207 5227 稲垣 達也 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾂﾔ 岩手県 盛岡市 1:13:55
208 5155 渡部 謙 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝ 宮城県 富谷市 1:14:48
209 5232 吉田 崇 ﾖｼﾀﾞ ﾀｶｼ 岩手県 金ｹ崎町 1:15:00
210 5029 千葉 優哉 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾔ 岩手県 奥州市 チームさわなり 1:16:03
211 5034 阿部 雅一 ｱﾍﾞ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県 紫波町 チーム ｉ 1:16:07
212 5238 猪又 裕介 ｲﾉﾏﾀ ﾕｳｽｹ 岩手県 奥州市 北日本銀行 1:18:18
213 5259 高橋 秀幸 ﾀｶﾊｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 岩手県 遠野市 チーム石上 1:18:32
214 5028 小原 眞哉 ｵﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 岩手県 北上市 1:19:34
215 5047 三浦 佑太 ﾐｳﾗ ﾕｳﾀ 岩手県 大船渡市 東亜リース（株） 1:20:05
216 5022 熊谷 有規 ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳｷ 岩手県 奥州市 1:21:41
217 5148 武田 智宏 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 奥州市 インターワイヤード 1:22:29
218 5056 相澤 太希 ｱｲｻﾞﾜ ﾀｲｷ 宮城県 仙台市 東亜リース（株） 1:24:34
219 5172 千田 剛憲 ﾁﾀﾞ ﾀｹﾉﾘ 岩手県 金ｹ崎町 1:26:13
220 5222 村田 浩輔 ﾑﾗﾀ ｺｳｽｹ 岩手県 矢巾町 住友生命 1:27:48
221 5279 伊藤 興隆 ｲﾄｳ ｺｳﾘｭｳ 岩手県 奥州市 1:29:39
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