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1 365 清水 翔一朗 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｲﾁﾛｳ 岩手県 一関市 ＴＥＡＭアテルイ 2:29:43
2 136 樋渡 翔太 ﾋﾜﾀｼ ｼｮｳﾀ 岩手県 北上市 2:36:35
3 464 森林 純太 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾀ 秋田県 秋田市 2:37:04
4 734 河合 勇樹 ｶﾜｲ ﾕｳｷ 東京都 葛飾区 水元公園ＲＣ 2:40:06
5 733 井関 肇 ｲｾｷ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 能代市 2:41:02
6 214 柴田 翔 ｼﾊﾞﾀ ｼｮｳ 山形県 酒田市 石井製作所 2:42:05
7 246 夏目 晋太郎 ﾅﾂﾒ ｼﾝﾀﾛｳ 東京都 墨田区 東京陸協 2:45:36
8 510 藤原 孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 2:48:03
9 557 河添 哲也 ｶﾜｿｴ ﾃﾂﾔ 広島県 大竹市 柳井市陸協 2:48:07
10 196 金澤 伸治 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 青森県 三沢市 2:48:56
11 16 及川 裕貴 ｵｲｶﾜ ﾕｳｷ 岩手県 奥州市 チームアテルイ 2:49:54
12 14 阿部 清孝 ｱﾍﾞ ｷﾖﾀｶ 岩手県 滝沢市 岩手自衛隊 2:51:22
13 608 藤原 裕規 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 岩手県 北上市 和賀クラブ 2:51:22
14 456 木内 伸 ｷﾉｳﾁ ｼﾝ 宮城県 仙台市 2:54:47
15 624 橋本 健一郎 ﾊｼﾓﾄ ｹﾝｲﾁﾛｳ 秋田県 秋田市 2:55:20
16 763 渡辺 健介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｽｹ 東京都 台東区 千代田走友会 2:55:33
17 404 阿部 真哉 ｱﾍﾞ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 ＴＥＡＭアテルイ 2:56:07
18 296 秋本 孝光 ｱｷﾓﾄ ﾀｶﾐﾂ 秋田県 潟上市 2:56:10
19 304 柳村 武史 ﾔﾅｷﾞﾑﾗ ﾀｹｼ 岩手県 滝沢市 水土里ネット 2:56:19
20 687 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 岩手県 一関市 南部鉄工建設ＲＣ 2:57:29
21 638 阿部 稔 ｱﾍﾞ ﾐﾉﾙ 岩手県 奥州市 アテルイ 2:57:54
22 530 和田 智将 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾏｻ 東京都 狛江市 材料科学技術振興財団 2:58:58
23 223 小野寺 努 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾂﾄﾑ 愛知県 豊田市 2:59:04
24 308 小板橋 海渡 ｺｲﾀﾊﾞｼ ｶｲﾄ 東京都 日野市 コニカミノルタ 2:59:27
25 660 森 淳 ﾓﾘ ｱﾂｼ 静岡県 清水町 静岡陸協 2:59:31
26 588 高田 晋 ﾀｶﾀﾞ ｽｽﾑ 秋田県 秋田市 3:00:07
27 671 向井 陸 ﾑｶｲ ﾘｸ 沖縄県 那覇市 沖縄大学 3:00:31
28 578 中野 毅 ﾅｶﾉ ﾂﾖｼ 愛知県 豊橋市 愛知陸協 3:01:58
29 567 風間 勝臣 ｶｻﾞﾏ ｶﾂｵﾐ 青森県 南部町 ＴＥＡＭぜっと 3:03:07
30 1 髙橋 健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 秋田県 北秋田市 3:03:24
31 208 北林 広大 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ 秋田県 北秋田市 ＫＯＲＰＪＴ 3:03:32
32 371 嶋田 宏章 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ 岩手県 花巻市 ＥＮ大塚製薬 3:03:55
33 13 金野 拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 おとめがわ病院 3:04:21
34 481 細谷 和幸 ﾎｿﾔ ｶｽﾞﾕｷ 秋田県 秋田市 3:04:45
35 10 佐藤 泰 ｻﾄｳ ﾔｽｼ 岩手県 奥州市 ツガワ 3:05:20
36 487 大石 真輝 ｵｵｲｼ ﾏｻｷ 神奈川県 座間市 ハートブレイク 3:06:17
37 4 佐々木 賢 ｻｻｷ ｻﾄｼ 秋田県 大仙市 秋田ランナーズ 3:07:38
38 471 大内 尊文 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 岩手県 奥州市 ＴＥＡＭアテルイ 3:08:02
39 101 布施野 貴裕 ﾌｾﾉ ﾀｶﾋﾛ 栃木県 日光市 3:08:20
40 299 佐藤 謙太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ 秋田県 大館市 Ｍハッシル 3:08:38
41 331 太田 祐介 ｵｵﾀ ﾕｳｽｹ 岐阜県 大垣市 3:09:07
42 275 安達 功 ｱﾀﾞﾁ ｲｻｵ 茨城県 桜川市 ＴＥＡＭＲ×Ｌ＋ 3:09:56
43 430 大隅 諭 ｵｵｽﾐ ｻﾄｼ 秋田県 大仙市 3:10:17
44 251 嶌田 大輔 ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 秋田県 横手市 横手蘭走会 3:10:18
45 453 中山 敬介 ﾅｶﾔﾏ ｹｲｽｹ 東京都 品川区 早大同 3:11:12
46 704 大石 賢 ｵｵｲｼ ｹﾝ 東京都 練馬区 内田治療院 3:11:24
47 408 髙橋 時智 ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾉﾘ 岩手県 金ｹ崎町 3:11:38
48 707 手倉森 英才 ﾃｸﾗﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 岩手県 盛岡市 株式会社ｆａｂ 3:11:43
49 626 浅倉 和史 ｱｻｸﾗ ｶｽﾞﾌﾐ 埼玉県 蕨市 蕨ＲＣ 3:12:06
50 516 岩谷 惇也 ｲﾜﾔ ｼﾞｭﾝﾔ 秋田県 秋田市 相原工営 3:12:20
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51 291 菊地 誠耶 ｷｸﾁ ｾｲﾔ 兵庫県 西宮市 西宮市陸協 3:12:22
52 298 佐々木 慶徳 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 一関市 一関ＡＣ 3:12:36
53 213 佐々木 俊彦 ｻｻｷ ﾄｼﾋｺ 岩手県 奥州市 サンセイイサワ 3:12:55
54 403 照屋 菊之助 ﾃﾙﾔ ｷｸﾉｽｹ 宮城県 大崎市 アルプスアルパイン 3:13:00
55 611 正岡 隼 ﾏｻｵｶ ｼｭﾝ 宮城県 仙台市 3:13:15
56 170 細谷 賢二 ﾎｿﾔ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 3:13:16
57 2 宮崎 貴史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶｼ 岩手県 滝沢市 みたけの園 3:14:16
58 122 山本 陽文 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 兵庫県 明石市 3:14:45
59 151 佐々木 公太 ｻｻｷ ｺｳﾀ 秋田県 横手市 横手火脚隊 3:14:59
60 732 菊地 篤 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 東京都 中央区 東京陸協 3:15:14
61 505 井上 洋市朗 ｲﾉｳｴ ﾖｳｲﾁﾛｳ 東京都 江東区 モロモローズ 3:15:14
62 581 本城 昇 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 盛岡市 みちのく銀行 3:15:39
63 176 若田部 卓 ﾜｶﾀﾍﾞ ｽｸﾞﾙ 栃木県 佐野市 3:16:00
64 293 中道 翔太 ﾅｶﾐﾁ ｼｮｳﾀ 岩手県 洋野町 大野かみ 3:16:07
65 239 秋積 大地 ｱｷﾂﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 埼玉県 さいたま市 3:17:24
66 451 梅枝 裕吉 ｳﾒｶﾞｴ ﾋﾛﾖｼ 三重県 桑名市 うめなすび 3:18:09
67 746 尾崎 祐司 ｵｻﾞｷ ﾕｳｼﾞ 青森県 三沢市 3:18:12
68 277 西方 光 ﾆｼｶﾀ ﾋｶﾙ 秋田県 男鹿市 3:18:27
69 8 武藤 浩二 ﾑﾄｳ ｺｳｼﾞ 福島県 郡山市 ふくやまＲＣ 3:18:32
70 340 松橋 尚之 ﾏﾂﾊｼ ﾅｵﾕｷ 青森県 深浦町 青森方面隊 3:19:11
71 699 沼田 泰輝 ﾇﾏﾀ ﾀｲｷ 埼玉県 坂戸市 坂戸郵便局 3:20:24
72 758 星 大地 ﾎｼ ﾀﾞｲﾁ 兵庫県 神戸市 3:21:08
73 519 工藤 辰也 ｸﾄﾞｳ ﾀﾂﾔ 宮城県 名取市 ＩＨＩ釣り部 3:21:25
74 698 武生 たけお ﾀｹｵ ﾀｹｵ 東京都 中野区 3:21:27
75 517 上田 龍之介 ｳｴﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 千葉県 千葉市 3:21:28
76 15 村上 秀樹 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 一関市 第２ブナの木園 3:22:14
77 121 千葉 正洋 ﾁﾊﾞ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 登米市 千葉正工務店 3:22:30
78 677 星 穣司 ﾎｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 宮城県 仙台市 3:22:40
79 158 永井 歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ 秋田県 秋田市 ＫＫＲＣ 3:23:09
80 78 宮坂 康宣 ﾐﾔｻｶ ﾔｽﾉﾘ 宮城県 仙台市 3:23:25
81 211 鈴木 翔太 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 神奈川県 横浜市 3:23:31
82 702 岡村 陽介 ｵｶﾑﾗ ﾖｳｽｹ 大阪府 堺市 3:23:42
83 520 小野寺 秋悦 ｵﾉﾃﾞﾗ ｼｭｳｴﾂ 岩手県 一関市 ＥＲＣ 3:23:57
84 743 遠藤 秀一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 3:24:31
85 114 溝口 想 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳ 千葉県 船橋市 船橋整形外科 3:24:39
86 270 前田 脩宇 ﾏｴﾀﾞ ｼｭｳ 東京都 江東区 ４Ｌｕｎｇｓ 3:24:40
87 720 加藤 篤 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 岩手県 盛岡市 小武方軍団 3:24:43
88 153 中村 健太 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀ 岩手県 盛岡市 3:24:46
89 675 八木 太良 ﾔｷﾞ ﾀｲﾗ 埼玉県 さいたま市 3:24:51
90 81 今野 卓朗 ｺﾝﾉ ﾀｸﾛｳ 宮城県 仙台市 東北大学 3:25:03
91 752 樋上 龍矢 ﾋﾉｳｴ ﾀﾂﾔ 大阪府 豊中市 3:25:05
92 312 藤澤 浩之 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 3:25:07
93 572 嵯峨 浩靖 ｻｶﾞ ﾋﾛﾔｽ 千葉県 船橋市 3:25:20
94 729 谷川 一希 ﾀﾆｶﾞﾜ ｶﾂﾞｷ 東京都 杉並区 東京陸協 3:25:56
95 273 佐藤 明人 ｻﾄｳ ｱｷﾄ 宮城県 岩沼市 3:26:04
96 148 本城 蔵馬 ﾎﾝｼﾞｮｳ ｸﾗﾏ 岩手県 北上市 3:26:08
97 229 工藤 岬 ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ 秋田県 大館市 二井田走友会 3:26:17
98 450 忍 和明 ｵｼ ｶｽﾞｱｷ 岩手県 盛岡市 3:26:19
99 412 小野 湧貴 ｵﾉ ﾕｳｷ 岩手県 奥州市 東洋大学二部陸上競技部 3:26:22
100 644 秋田 剛典 ｱｷﾀ ﾀｹﾉﾘ 岩手県 盛岡市 宮古ＡＣ 3:27:22
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101 663 千葉 裕太 ﾁﾊﾞ ﾕｳﾀ 宮城県 富谷市 仙台市役所 3:28:14
102 628 舘野 雄一 ﾀﾃﾉ ﾕｳｲﾁ 群馬県 高崎市 3:28:19
103 173 中川原 章彦 ﾅｶｶﾞﾜﾗ ｱｷﾋｺ 岩手県 金ｹ崎町 大野かみ 3:28:23
104 411 小野 真宏 ｵﾉ ﾏｻﾋﾛ 東京都 新宿区 3:28:29
105 750 平野 和貴 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾀｶ 千葉県 千葉市 ちゃらんけＯＢ 3:28:51
106 47 浅井 勇貴 ｱｻｲ ﾕｳｷ 岩手県 滝沢市 コカ・コーラ 3:29:04
107 393 高橋 拓士 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 秋田県 潟上市 潟上市陸協 3:29:26
108 575 米倉 達也 ﾖﾈｸﾗ ﾀﾂﾔ 岩手県 花巻市 3:29:57
109 302 伊藤 雄紀 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 山形県 鶴岡市 庄内ゆるＲＵＮ 3:30:05
110 635 百鳥 光太 ﾓﾓﾄﾘ ｺｳﾀ 岩手県 洋野町 モリプロジェクト 3:30:27
111 594 熊谷 健治 ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝｼﾞ 宮城県 仙台市 県北走漏貝 3:30:46
112 207 佐藤 司 ｻﾄｳ ﾂｶｻ 宮城県 仙台市 3:32:47
113 537 大内 一矢 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾔ 宮城県 仙台市 3:32:50
114 45 佐々木 順平 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岩手県 奥州市 ＫＲＳ東北 3:32:56
115 72 三田 恭諭 ﾐﾀ ﾔｽﾕｷ 岩手県 奥州市 アテルイ 3:32:59
116 670 小野寺 優 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳ 岩手県 金ｹ崎町 3:33:10
117 502 木村 陽悦 ｷﾑﾗ ﾖｳｴﾂ 宮城県 仙台市 チーム・ハタプロ 3:33:50
118 341 佐野 大樹 ｻﾉ ﾋﾛｷ 岩手県 一関市 3:34:06
119 685 坂部 達也 ｻｶﾍﾞ ﾀﾂﾔ 宮城県 仙台市 宮城陸上競技会 3:35:18
120 355 熊下 智章 ｸﾏｼﾀ ﾄﾓｱｷ 宮城県 仙台市 3:35:28
121 422 鷹觜 勇宜 ﾀｶﾉﾊｼ ﾕｳｷ 埼玉県 八潮市 栃木県旧今市の会 3:35:43
122 405 杉村 昌彦 ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｻﾋｺ 東京都 中央区 3:35:51
123 65 豊田 裕之 ﾄﾖﾀ ﾋﾛﾕｷ 神奈川県 横浜市 3:35:54
124 202 合原 行明 ｱｲﾊﾗ ｷﾞｮｳﾐｮｳ 宮城県 栗原市 妙圓寺ＡＣ 3:35:59
125 278 嵯峨 昌樹 ｻｶﾞ ﾏｻｷ 秋田県 秋田市 蒼空激走隊（ＫＯＲＰＪＴ） 3:36:27
126 124 久保田 恭介 ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳｽｹ 岩手県 花巻市 チャーリーズ 3:37:04
127 615 及川 新三 ｵｲｶﾜ ｼﾝｿﾞｳ 東京都 日野市 3:37:05
128 466 姫田 賢希 ﾋﾒﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 神奈川県 横須賀市 日本発条 3:37:15
129 184 下條 洋平 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ 宮城県 仙台市 西置賜陸協 3:37:36
130 279 宮守 信也 ﾐﾔﾓﾘ ｼﾝﾔ 岩手県 一関市 ＭｏＡ 3:37:47
131 141 舟山 幸秀 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ 宮城県 仙台市 ＦＣＧ 3:38:03
132 287 菊池 史哉 ｷｸﾁ ﾌﾐﾔ 神奈川県 相模原市 3:38:27
133 491 鈴木 智之 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾕｷ 青森県 弘前市 ＨＮＹＧＤ 3:38:32
134 495 菅原 健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ 千葉県 市川市 3:39:08
135 721 横田 佑真 ﾖｺﾀ ﾕｳﾏ 東京都 品川区 大陽日酸 3:40:37
136 181 佐々木 智洋 ｻｻｷ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 仙台市 3:40:43
137 617 白椛 光平 ｼﾗｶﾊﾞ ｺｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 3:41:41
138 25 高橋 隼 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 岩手県 金ｹ崎町 3:41:57
139 552 有村 誠太朗 ｱﾘﾑﾗ ｾｲﾀﾛｳ 千葉県 千葉市 千葉陸協 3:42:15
140 421 田口 康介 ﾀｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 大阪府 大阪市 大阪府庁 3:42:24
141 637 小関 裕樹 ｺｾｷ ﾋﾛｷ 岩手県 金ｹ崎町 3:44:00
142 306 佐々木 忍 ｻｻｷ ｼﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 岩手農研セ 3:44:05
143 11 髙橋 政好 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ 岩手県 金ｹ崎町 （株）佐々儀 3:44:10
144 66 佐藤 陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ 宮城県 仙台市 宮古ＡＣ 3:44:24
145 455 志村 広樹 ｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 神奈川県 川崎市 ユニテックフーズ株式会社 3:45:06
146 391 村中 敬 ﾑﾗﾅｶ ﾀｶｼ 宮城県 角田市 3:45:30
147 555 江刺家 健 ｴｻｼｶ ｹﾝ 岩手県 盛岡市 3:45:40
148 131 荒屋敷 幸路 ｱﾗﾔｼｷ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 3:45:57
149 193 斎藤 利一 ｻｲﾄｳ ﾄｼｶｽﾞ 山形県 酒田市 庄内ゆるＲＵＮ 3:46:19
150 164 合川 知貴 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾀｶ 岩手県 一関市 ＲＩＺＡＰ一関 3:46:46
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151 609 瀧塚 智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 奥州市 江刺ＲＣ 3:47:11
152 152 柿沼 友行 ｶｷﾇﾏ ﾄﾓﾕｷ 千葉県 千葉市 ＪＦＥ千コ技 3:47:48
153 272 佐藤 竜介 ｻﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 岩手県 一関市 フリーデン 3:47:56
154 216 伊藤 直人 ｲﾄｳ ﾅｵﾄ 岩手県 奥州市 3:48:30
155 138 中村 光宏 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾂﾋﾛ 新潟県 新発田市 3:48:32
156 336 瀬戸 亮平 ｾﾄ ﾘｮｳﾍｲ 宮城県 塩竈市 トライアスロン東北 3:48:54
157 416 堀川 聖人 ﾎﾘｶﾜ ﾏｻﾄ 埼玉県 春日部市 3:49:02
158 651 佐藤 正隆 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 千葉県 松戸市 足柄男塾 3:49:11
159 154 小玉 浩輝 ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛｷ 秋田県 三種町 3:49:43
160 590 春日 歩 ｶｽｶﾞ ｱﾕﾑ 東京都 新宿区 3:49:49
161 177 佐々木 実 ｻｻｷ ﾐﾉﾙ 東京都 江東区 １９９６年東水沢中学卒 3:49:50
162 634 藤井 克磨 ﾌｼﾞｲ ｶﾂﾏ 岩手県 盛岡市 3:49:52
163 441 鎌田 直人 ｶﾏﾀﾞ ﾅｵﾄ 秋田県 秋田市 3:50:02
164 333 柴田 晃司 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 ぺ 3:50:09
165 432 舟橋 元 ﾌﾅﾊﾞｼ ｹﾞﾝ 愛知県 安城市 いちご一会 3:50:18
166 359 野崎 敬史 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 東京都 墨田区 3:50:27
167 553 懸田 正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ 岩手県 奥州市 3:51:29
168 50 藤堂 颯哉 ﾄｳﾄﾞｳ ｿｳﾔ 宮城県 仙台市 3:51:43
169 76 工藤 恒生 ｸﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 青森県 弘前市 チームカワサキ 3:51:49
170 263 加賀谷 俊 ｶｶﾞﾔ ｼｭﾝ 宮城県 仙台市 3:52:02
171 526 高橋 新太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ 宮城県 仙台市 アドマンレーシング 3:52:17
172 171 阿部 良美 ｱﾍﾞ ﾖｼﾐ 秋田県 男鹿市 テーム加茂 3:52:35
173 55 佐々木 豊 ｻｻｷ ﾕﾀｶ 岩手県 奥州市 ＴＴＬＴＣＥ３ 3:52:46
174 534 千葉 誠治 ﾁﾊﾞ ｾｲｼﾞ 宮城県 仙台市 3:52:49
175 748 熊倉 剛仁 ｸﾏｸﾗ ﾀｹﾋﾄ 神奈川県 横浜市 3:52:57
176 206 嶋田 裕介 ｼﾏﾀﾞ ﾕｳｽｹ 秋田県 三種町 三種町役場 3:53:07
177 88 吉田 龍平 ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 福島県 福島市 3:53:12
178 74 吉見 慎介 ﾖｼﾐ ｼﾝｽｹ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 3:53:18
179 118 堀内 信博 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 仙台市 3:53:26
180 222 堀江 直人 ﾎﾘｴ ﾅｵﾄ 宮城県 仙台市 東北大学 3:53:28
181 478 千葉 俊 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝ 岩手県 紫波町 アツクルボーイズ 3:54:08
182 281 高橋 顕太 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 岩手県 奥州市 3:54:16
183 386 田母神 佑樹 ﾀﾓｶﾞﾐ ﾕｳｷ 岩手県 滝沢市 岩手県立大学 3:54:18
184 109 菅野 昂 ｶﾝﾉ ﾀｶｼ 宮城県 富谷市 3:54:18
185 89 尾藤 直樹 ﾋﾞﾄｳ ﾅｵｷ 大阪府 堺市 ちーむおー 3:54:21
186 63 古川 元 ﾌﾙｶﾜ ｹﾞﾝ 青森県 青森市 青森産技工総研 3:54:24
187 111 齋藤 大輔 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 北上市 富士善工業 3:54:29
188 327 高橋 光 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手県 奥州市 3:54:30
189 709 藤原 拓椰 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｸﾔ 岩手県 一関市 幡ヶ谷再生大学陸上部 3:54:35
190 509 木村 太郎 ｷﾑﾗ ﾀﾛｳ 宮城県 仙台市 3:54:56
191 445 渡辺 怜史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 岩手県 金ｹ崎町 3:54:59
192 92 河原 喜一 ｶﾜﾊﾗ ｷｲﾁ 岩手県 大船渡市 3:55:08
193 655 手塚 聖人 ﾃﾂｶ ﾏｻﾄ 新潟県 新潟市 新潟大学 3:55:35
194 21 小松 克也 ｺﾏﾂ ｶﾂﾔ 宮城県 気仙沼市 3:55:43
195 137 矢口 雅博 ﾔｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 仙台市 建設技術研究所 3:55:54
196 215 赤川 侑希 ｱｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 宮城県 仙台市 うさお 3:56:09
197 108 中倉 隆雄 ﾅｶｸﾗ ﾀｶｵ 宮城県 仙台市 3:56:35
198 745 有泉 健太 ｱﾘｲｽﾞﾐ ｹﾝﾀ 大阪府 豊中市 3:56:55
199 289 武藤 猛 ﾑﾄｳ ﾀｹｼ 秋田県 美郷町 3:57:10
200 9 天野 直哉 ｱﾏﾉ ﾅｵﾔ 宮城県 仙台市 3:57:28
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201 751 岩渕 世寿人 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｽﾋﾄ 岩手県 奥州市 岩渕ファーム 3:57:38
202 145 菊池 聡 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 北上市 アイオー精密 3:57:49
203 200 浅沼 充志 ｱｻﾇﾏ ｱﾂｼ 岩手県 花巻市 3:57:57
204 380 平田 辰弥 ﾋﾗﾀ ﾀﾂﾔ 神奈川県 川崎市 3:58:15
205 328 鈴木 正礼 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 奥州市 3:58:16
206 736 竜 彰 ﾘｭｳ ｱｷﾗ 千葉県 鴨川市 3:58:30
207 294 長沼 良輔 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳｽｹ 岩手県 滝沢市 栃内第二病院 3:58:31
208 261 今野 慎也 ｺﾝﾉ ｼﾝﾔ 宮城県 仙台市 3:58:36
209 268 小野寺 一仁 ｵﾉﾃﾞﾗ ｶｽﾞﾋﾄ 岩手県 奥州市 3:58:45
210 621 八木橋 健治 ﾔｷﾞﾊｼ ｹﾝｼﾞ 岩手県 花巻市 3:59:04
211 123 古舘 禎騎 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｻﾀﾞﾉﾘ 岩手県 奥州市 3:59:05
212 165 岩渕 達彦 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ 岩手県 奥州市 3:59:20
213 722 長谷川 智教 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓﾉﾘ 岩手県 紫波町 3:59:26
214 119 小野寺 毅 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 徳岡クラブ 3:59:35
215 522 渡部 文範 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾉﾘ 福島県 会津若松市 3:59:54
216 438 酒井 翔太郎 ｻｶｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 青森県 おいらせ町 4:00:02
217 305 鈴木 良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 岩手県 金ｹ崎町 ＹＯＫＯＭＩＣＨＩ．ＲＣ 4:00:22
218 38 掛田 拓郎 ｶｹﾀﾞ ﾀｸﾛｳ 宮城県 仙台市 東亜リース（株） 4:01:02
219 7 澤藤 拓野 ｻﾜﾌｼﾞ 岩手県 盛岡市 4:01:12
220 322 石河 二葉 ｲｼｶﾜ ﾌﾀﾊﾞ 秋田県 大仙市 4:01:25
221 618 小野寺 幸太郎 ｵﾉﾃﾞﾗ ｺｳﾀﾛｳ 岩手県 北上市 4:01:25
222 51 稲垣 守人 ｲﾅｶﾞｷ ﾓﾘﾋﾄ 岩手県 北上市 山梨鉄人会 4:01:31
223 71 菅原 伸弥 ｽｶﾞﾜﾗ ｼﾝﾔ 千葉県 鴨川市 亀田総合病院 4:02:43
224 133 佐藤 雅 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県 気仙沼市 ランジョグ 4:02:48
225 501 菅原 卓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 福島県 いわき市 4:03:39
226 532 越前 学 ｴﾁｾﾞﾝ ﾏﾅﾌﾞ 宮城県 仙台市 4:04:34
227 130 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 にかほ市 秋田県病院薬剤師会 4:04:45
228 83 坂谷 志史 ｻｶﾀﾆ ﾕｷﾋﾄ 埼玉県 狭山市 4:04:50
229 717 泉 学 ｲｽﾞﾐ ﾏﾅﾌﾞ 秋田県 秋田市 4:04:53
230 560 滝村 和貴 ﾀｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 岩手県 盛岡市 4:05:06
231 201 安部 正教 ｱﾝﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 奥州市 4:06:06
232 349 佐藤 広一 ｻﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ 岩手県 奥州市 4:06:09
233 60 藤村 彰布 ﾌｼﾞﾑﾗ ｱｷﾉﾌﾞ 岩手県 盛岡市 東安庭ヤンチャーズ 4:06:56
234 533 菊地 信也 ｷｸﾁ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 （株）デジアイズ 4:07:02
235 440 小原 航洋 ｵﾊﾞﾗ ｺｳﾖｳ 岩手県 一関市 4:07:30
236 610 稲垣 大助 ｲﾅｶﾞｷ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 盛岡市 岩手日報社 4:07:36
237 427 宮崎 剛史 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｹｼ 東京都 北区 4:07:58
238 486 佐々木 秀樹 ｻｻｷ ﾋﾃﾞｷ 宮城県 栗原市 株式会社宮城日化サービス 4:08:09
239 402 熊谷 周作 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭｳｻｸ 宮城県 気仙沼市 気仙沼モーニングクラブ 4:08:18
240 318 梅田 孝輔 ｳﾒﾀﾞ ｺｳｽｹ 千葉県 千葉市 4:08:49
241 224 佐藤 鷹浩 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 秋田県 にかほ市 4:09:00
242 352 本郷 秀門 ﾎﾝｺﾞｳ ﾋﾃﾞﾄ 東京都 練馬区 4:09:16
243 175 竹 裕太郎 ﾀｹ ﾕｳﾀﾛｳ 埼玉県 さいたま市 4:09:28
244 197 齋藤 利明 ｻｲﾄｳ ﾄｼｱｷ 宮城県 仙台市 4:09:38
245 285 遠藤 克哉 ｴﾝﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 宮城県 名取市 4:09:42
246 490 鎌木 雅人 ｶﾏｷ ﾏｻﾄ 埼玉県 飯能市 4:10:31
247 354 梅津 正輝 ｳﾒﾂ ﾏｻｷ 宮城県 仙台市 4:10:34
248 17 宝代地 真司 ﾎｳﾀﾞｲｼﾞ ｼﾝｼﾞ 岩手県 宮古市 宮古健康倶楽部 4:11:16
249 162 坂巻 幸司 ｻｶﾏｷ ｺｳｼﾞ 東京都 葛飾区 4:11:16
250 144 松田 和也 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 兵庫県 西宮市 大阪市立大学 4:11:29
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251 59 安藤 勇造 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｿﾞｳ 千葉県 八千代市 業務企画部 4:11:37
252 629 内藤 寛 ﾅｲﾄｳ ﾋﾛｼ 山形県 米沢市 株式会社マインド 4:12:44
253 444 佐々木 祐太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 岩手県 奥州市 4:12:47
254 523 山田 耕司 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 4:12:49
255 61 本間 実 ﾎﾝﾏ ﾏｺﾄ 京都府 京都市 4:12:55
256 710 中村 尚文 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾌﾐ 岩手県 一関市 幡ヶ谷再生大学陸上部 4:13:00
257 185 小野寺 豊 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕﾀｶ 宮城県 栗原市 4:13:21
258 433 小泉 信 ｺｲｽﾞﾐ ｼﾝ 大阪府 大阪市 ゼーハー倶楽部 4:13:27
259 650 佐々木 隆士郎 ｻｻｷ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 岩手県 盛岡市 4:13:43
260 584 寒川 宗穂太郎 ｶﾝｶﾜ ｿｳﾀﾛｳ 東京都 中野区 4:14:07
261 86 猪又 駿平 ｲﾉﾏﾀ ｼｭﾝﾍﾟｲ 千葉県 君津市 4:14:07
262 561 平山 和也 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 秋田県 大館市 ニプロＡＣ 4:14:24
263 168 加納 桂志 ｶﾉｳ ｶﾂｼ 秋田県 横手市 4:14:54
264 627 大澤 貴宏 ｵｵｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 福島県 相馬市 4:14:58
265 589 多田 直倖 ﾀﾀﾞ ﾅｵﾕｷ 岩手県 遠野市 遠野ＡＣ 4:15:12
266 179 大沼 導 ｵｵﾇﾏ ﾋﾗｸ 山形県 鶴岡市 4:15:32
267 329 畑中 秀徳 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 岩手県 盛岡市 チームテヅ 4:15:46
268 664 冨永 大 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲ 兵庫県 宝塚市 池田市 4:16:08
269 210 生内 郁聖 ｵﾎﾞﾅｲ ｶｾｲ 岩手県 紫波町 4:16:21
270 337 郡 光眞 ｺｵﾘ ﾋﾛﾏｻ 埼玉県 さいたま市 4:16:35
271 240 佐藤 将太郎 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩手県 北上市 トヨタ自動車東日本 4:16:45
272 178 佐々木 幸英 ｻｻｷ ﾕｷﾖｼ 岩手県 奥州市 アイシン東北 4:16:45
273 569 畑中 洋祐 ﾊﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 岩手県 盛岡市 4:16:59
274 126 小野寺 徹 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾄｵﾙ 岩手県 奥州市 デジアイズ 4:17:00
275 271 上野 昂幹 ｳｴﾉ ｺｳｷ 宮城県 仙台市 パスコ 4:17:06
276 760 高橋 竜輝 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｷ 山形県 酒田市 4:17:37
277 90 林 宏之 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 東京都 渋谷区 4:17:48
278 538 川添 岳明 ｶﾜｿﾞｴ ﾀｹｱｷ 愛知県 名古屋市 4:17:58
279 485 佐藤 大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 岩手県 奥州市 4:18:02
280 499 菊地 宏隆 ｷｸﾁ ﾋﾛﾀｶ 宮城県 富谷市 4:18:39
281 708 塩野 亜斗夢 ｼｵﾉ ｱﾄﾑ 岩手県 盛岡市 4:18:53
282 696 夏井 裕之 ﾅﾂｲ ﾋﾛﾕｷ 東京都 小平市 4:19:36
283 84 及川 翔太 ｵｲｶﾜ ｼｮｳﾀ 岩手県 奥州市 胆沢南走会 4:19:39
284 472 高野 晃平 ﾀｶﾉ ｺｳﾍｲ 茨城県 水戸市 4:19:41
285 344 宮崎 卓眞 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾏ 宮城県 仙台市 4:19:54
286 163 坂上 功 ｻｶｶﾞﾐ ｲｻｵ 宮崎県 宮崎市 4:19:57
287 689 山崎 正成 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾅﾘ 福島県 福島市 4:20:39
288 507 岩渕 健志 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 奥州ＦＤ 4:20:41
289 85 伊藤 憲和 ｲﾄｳ ﾉﾘｶｽﾞ 山形県 尾花沢市 闘魂の龍 4:21:29
290 639 飛田 将孝 ﾄﾋﾞﾀ ﾏｻﾀｶ 宮城県 仙台市 4:21:40
291 367 吉田 剛士 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 東京都 中央区 4:21:45
292 541 村上 達郎 ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂﾛｳ 宮城県 多賀城市 4:22:12
293 493 熊谷 大稀 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｷ 岩手県 盛岡市 4:22:17
294 739 松川 智行 ﾏﾂｶﾜ ﾄｼﾕｷ 東京都 杉並区 松川アスリートクラブ 4:22:24
295 497 尾形 誠弥 ｵｶﾞﾀ ｾｲﾔ 福島県 福島市 4:22:45
296 406 大村 毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 イワセキ株式会社 4:23:18
297 640 山田 昇平 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 青森県 三沢市 4:23:22
298 742 佐藤 滉大 ｻﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 神奈川県 小田原市 4:24:18
299 695 小川 壮聖 ｵｶﾞﾜ ﾀｹﾏｻ 岩手県 奥州市 アテルイ 4:24:40
300 506 佐藤 聖人 ｻﾄｳ ｷﾖﾄ 宮城県 涌谷町 チーム財政難 4:24:53
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301 237 伊藤 勝也 ｲﾄｳ ｶﾂﾔ 岩手県 花巻市 4:25:01
302 94 入江 真史 ｲﾘｴ ﾏｻｼ 兵庫県 西宮市 4:25:17
303 630 高橋 優一 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｲﾁ 岩手県 奥州市 4:25:51
304 388 桑原 佑輔 ｸﾜﾊﾗ ﾕｳｽｹ 大阪府 泉南市 4:26:01
305 127 佐藤 大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 奥州市 江刺西風 4:26:02
306 332 佐藤 純一 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 美里町 らんばだ 4:26:19
307 267 佐々木 拓也 ｻｻｷ ﾀｸﾔ 宮城県 石巻市 石小スポ少陸上 4:26:20
308 705 山崎 優 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳ 神奈川県 横浜市 4:26:23
309 260 津田 豪 ﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 宮城県 多賀城市 4:26:44
310 166 山崎 哲雄 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂｵ 岩手県 盛岡市 自営業 4:26:52
311 369 加藤 敬史 ｶﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 静岡県 富士市 4:27:17
312 107 河田 裕也 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 埼玉県 新座市 4:27:30
313 241 檀上 泰史 ﾀﾞﾝｼﾞｮｳ ﾔｽﾌﾐ 岩手県 盛岡市 4:27:58
314 284 佐藤 翔 ｻﾄｳ ｶｹﾙ 岩手県 盛岡市 4:28:05
315 521 阿部 高志 ｱﾍﾞ ﾀｶｼ 岩手県 奥州市 有限会社阿部製材所 4:28:33
316 665 中堀 翼 ﾅｶﾎﾘ ﾂﾊﾞｻ 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南ゴールドエナジー 4:29:07
317 701 矢田部 剛 ﾔﾀﾍﾞ ｺﾞｳ 東京都 港区 4:29:27
318 161 齊藤 翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 岩手県 奥州市 トヨタ自動車東日本 4:30:12
319 633 前澤 健志 ﾏｴｻﾜ ﾀｹｼ 神奈川県 藤沢市 4:30:24
320 583 小原 厚志 ｵﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 岩手県 奥州市 ファインシンター東北株式会社 4:30:29
321 49 満園 亮太 ﾐﾂｿﾞﾉ ﾘｮｳﾀ 宮城県 仙台市 ＴＥＬ－ＲＣ 4:30:41
322 274 八重樫 栄 ﾔｴｶﾞｼ ｻｶｴ 岩手県 北上市 4:32:00
323 587 後藤 天護 ｺﾞﾄｳ ﾀｶﾓﾘ 岩手県 滝沢市 ＲＥＧＥＮＴ 4:32:27
324 295 千葉 竜一 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ 宮城県 大衡村 トヨタ紡織東北 4:32:29
325 659 大久保 公平 ｺｳﾍｲ ｵｵｸﾎﾞ 岩手県 久慈市 4:32:56
326 334 及川 裕司 ｵｲｶﾜ ﾕｳｼﾞ 岩手県 花巻市 4:33:14
327 540 橋本 浩一 ﾊｼﾓﾄ ｺｳｲﾁ 宮城県 涌谷町 4:33:29
328 512 佐々木 純也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 秋田県 横手市 4:33:35
329 234 廣瀬 光一 ﾋﾛｾ ｺｳｲﾁ 秋田県 秋田市 ＡＰＩマラソン同好会 4:33:44
330 20 澤田 健 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 びっきくらぶ 4:33:47
331 688 伊東 達哉 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 宮城県 大崎市 ＯＣＨランナーズ 4:34:00
332 418 小原 翔 ｵﾊﾞﾗ ｼｮｳ 岩手県 奥州市 4:34:02
333 667 森脇 章太 ﾓﾘﾜｷ ｼｮｳﾀ 大阪府 豊中市 4:34:16
334 351 茶圓 恵太 ﾁｬｴﾝ ｹｲﾀ 山形県 山形市 4:34:20
335 112 高野 浩 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 埼玉県 熊谷市 4:35:02
336 604 星野 良輔 ﾎｼﾉ ﾘｮｳｽｹ 東京都 葛飾区 4:35:19
337 143 高崎 祐 ﾀｶｻｷ ﾕｳ 秋田県 秋田市 4:35:37
338 125 能登 薫 ﾉﾄ ｶｵﾙ 秋田県 横手市 4:35:46
339 468 髙橋 涼太 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 岩手県 花巻市 二十六薬局 4:36:10
340 683 佐藤 雅彦 ｻﾄｳ ﾏｻﾋｺ 東京都 荒川区 湘南ゴールドエナジー 4:36:45
341 681 守屋 佑一 ﾓﾘﾔ ﾕｳｲﾁ 神奈川県 小田原市 湘南ゴールドエナジー 4:36:45
342 46 村上 淳 ﾑﾗｶﾐ ｱﾂｼ 岩手県 盛岡市 コカ・コーラ 4:36:55
343 18 小野寺 卓 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸ 岩手県 一関市 4:37:18
344 554 沼尻 隆明 ﾇﾏｼﾞﾘ ﾀｶｱｷ 神奈川県 厚木市 ねまじり 4:37:23
345 235 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手県 滝沢市 4:37:52
346 70 真野 拓郎 ﾏﾉ ﾀｸﾛｳ 神奈川県 横浜市 4:38:01
347 218 橋本 慧 ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ 青森県 八戸市 ディメール 4:38:06
348 458 島田 健太郎 ｼﾏﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 東京都 目黒区 4:38:29
349 591 福嶋 琢哉 ﾌｸｼﾏ ﾀｸﾔ 秋田県 湯沢市 湯沢市役所 4:38:36
350 747 足立 文昭 ｱﾀﾞﾁ ﾌﾐｱｷ 岩手県 山田町 ＹＹＲＣ 4:38:44
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351 741 伊藤 友貴 ｲﾄｳ ﾄﾓｷ 山形県 新庄市 4:38:46
352 236 佐藤 慎悟 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ 岩手県 奥州市 4:38:56
353 728 塚越 純一 ﾂｶｺﾞｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 4:39:14
354 570 大山 佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ 岩手県 北上市 航走の会 4:39:20
355 662 久米 太陽 ｸﾒ ﾀｲﾖｳ 岩手県 奥州市 4:39:33
356 470 木矢村 豊 ｷﾔﾑﾗ ﾕﾀｶ 兵庫県 西宮市 4:39:47
357 97 酒井 和之 ｻｶｲ ｶｽﾞﾕｷ 神奈川県 川崎市 4:39:57
358 24 沼田 英作 ﾇﾏﾀ ｴｲｻｸ 秋田県 潟上市 4:40:10
359 414 菅原 大貴 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｷ 山形県 鶴岡市 4:42:15
360 116 中山 謙 ﾅｶﾔﾏ ｹﾝ 岩手県 奥州市 4:43:05
361 149 宮野 学 ﾐﾔﾉ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 盛岡市 4:43:07
362 535 佐々木 啓輔 ｻｻｷ ｹｲｽｹ 秋田県 横手市 モーレフクラブ 4:43:08
363 549 齋藤 行成 ｻｲﾄｳ ｺｳｾｲ 山形県 遊佐町 藤崎小学校きずな 4:43:17
364 395 伊藤 久史 ｲﾄｳ ﾋｻｼ 東京都 港区 4:43:19
365 631 松井 弘樹 ﾏﾂｲ ﾋﾛｷ 東京都 北区 4:43:25
366 476 松崎 功 ﾏﾂｻﾞｷ ｲｻｵ 岩手県 奥州市 4:43:38
367 542 畑村 徹 ﾊﾀﾑﾗ ﾄｵﾙ 岩手県 盛岡市 4:43:55
368 642 目時 大 ﾒﾄｷ ﾀﾞｲ 岩手県 盛岡市 岩手日報ＲＣ 4:43:55
369 429 吉田 洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ 神奈川県 鎌倉市 4:43:57
370 343 小山田 竜司 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 秋田県 大仙市 大仙市役所走友会 4:44:55
371 749 菅野 友博 ｶﾝﾉ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 花巻市 石鳥谷中学校 4:44:57
372 407 佐々木 真純 ｻｻｷ ﾏｽﾐ 福島県 白河市 4:45:08
373 69 千葉 裕輔 ﾁﾊﾞ ﾕｳｽｹ 岩手県 一関市 八重流 4:45:28
374 194 大和田 純 ｵｵﾜﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 宮城県 仙台市 4:45:44
375 186 岩中 智志 ｲﾜﾅｶ ｻﾄｼ 東京都 杉並区 4:46:08
376 697 松山 文哉 ﾏﾂﾔﾏ ﾌﾐﾔ 京都府 京都市 4:46:11
377 389 滝澤 健太 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 神奈川県 川崎市 4:46:34
378 674 細川 瞬 ﾎｿｶﾜ ｼｭﾝ 福島県 相馬市 4:47:19
379 593 青木 和人 ｱｵｷ ｶﾂﾞﾄ 宮城県 仙台市 4:48:07
380 392 千葉 芳樹 ﾁﾊﾞ ﾖｼｷ 宮城県 栗原市 管走会 4:48:09
381 377 古川 毅仁 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 宮城県 仙台市 テクノプロＩＴ 4:48:11
382 420 木下 孝史 ｷﾉｼﾀ ﾀｶｼ 千葉県 市川市 チームＮＫ 4:48:59
383 565 米沢 和範 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 岩手県 北上市 4:49:24
384 437 鈴木 善智 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ 岩手県 奥州市 水沢ガス 4:49:38
385 531 有住 俊哉 ｱﾘｽﾞﾐ ﾄｼﾔ 宮城県 大崎市 4:50:12
386 566 山口 優人 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 岩手県 盛岡市 岩手日報ＲＣ 4:50:25
387 53 竹内 政人 ﾀｹｳﾁ ﾏｻﾄ 宮城県 仙台市 Ａｌｐｓ ＲＣ 4:50:34
388 498 斉藤 和希 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 青森県 弘前市 4:50:40
389 32 伊藤 彬 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 宮城県 岩沼市 住友建機販売（株） 4:51:08
390 300 飯坂 竜也 ｲｲｻﾞｶ ﾀﾂﾔ 岩手県 花巻市 ＮＢＴ８＋１ 4:51:36
391 382 長田 博之 ｵｻﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ 福島県 福島市 4:51:48
392 75 村上 奏 ﾑﾗｶﾐ ｶﾅﾙ 岩手県 奥州市 4:51:50
393 280 高橋 博之 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 奥州市 4:52:08
394 544 佐藤 和 ｻﾄｳ ｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 4:52:19
395 113 古田 崇 ﾌﾙﾀ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市 4:52:37
396 463 高橋 大輔 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 花巻市 じゃじゃじゃＯＣ 4:52:38
397 529 淵澤 祐介 ﾌﾁｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 東京都 杉並区 4:52:47
398 282 中村 隼輔 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 青森県 弘前市 青森オリンパス 4:53:36
399 56 有川 和宏 ｱﾘｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 大和町 Ａｌｐｓ ＲＣ 4:53:57
400 550 高畑 陽介 ﾀｶﾊﾀ ﾖｳｽｹ 福島県 いわき市 福島労災病院 4:54:08
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401 417 吉田 健 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹｼ 岩手県 岩手町 4:54:15
402 513 志鎌 正樹 ｼｶﾏ ﾏｻｷ 秋田県 秋田市 4:54:29
403 217 皆川 宗 ﾐﾅｶﾜ ｿｳ 秋田県 横手市 ＮＲＳ 4:54:29
404 212 鹿戸 大樹 ｼｶﾄ ﾋﾛｷ 青森県 青森市 キヤノンプレシジョン 4:56:37
405 623 高橋 大樹 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 岩手県 奥州市 4:57:27
406 140 吉田 将英 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 秋田県 潟上市 ケアホーム木精 4:57:29
407 188 伊藤 尚徳 ｲﾄｳ ﾅｵﾉﾘ 青森県 八戸市 4:57:35
408 469 山川 大 ﾔﾏｶﾜ ﾀﾞｲ 岩手県 盛岡市 4:57:44
409 189 千田 恵介 ﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 岩手県 奥州市 美山病院 4:57:48
410 311 阿部 譲 ｱﾍﾞ ﾕｽﾞﾙ 岩手県 矢巾町 4:57:51
411 500 水谷 海 ﾐｽﾞﾀﾆ ｶｲ 岩手県 滝沢市 4:58:14
412 524 齋藤 太裕 ｻｲﾄｳ ﾀｲｽｹ 岩手県 盛岡市 4:58:25
413 503 久保田 翔太 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾀ 茨城県 東海村 4:58:53
414 135 夏目 新 ﾅﾂﾒ ｱﾗﾀ 東京都 渋谷区 4:59:08
415 338 村上 皓彦 ﾑﾗｶﾐ ｱｷﾋｺ 岩手県 奥州市 胆沢病院 4:59:10
416 439 山田 龍 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 岩手県 陸前高田市 小山會駅伝部 4:59:12
417 381 川口 正也 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 宮城県 大崎市 4:59:18
418 488 安部 剛 ｱﾍﾞ ﾀｹｼ 山形県 米沢市 4:59:27
419 232 柴田 裕一 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｲﾁ 山形県 山形市 4:59:55
420 474 佐藤 透 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 秋田県 湯沢市 幡野走友会 5:00:13
421 132 竹岡 裕介 ﾀｹｵｶ ﾕｳｽｹ 岩手県 盛岡市 5:00:28
422 68 木村 研 ｷﾑﾗ ｹﾝ 山形県 山形市 5:00:46
423 150 高橋 利規 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｷ 宮城県 東松島市 5:01:34
424 115 大橋 慶太郎 ｵｵﾊｼ ｹｲﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 環境保健研究センター 5:01:38
425 321 長岡 龍 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｭｳ 岩手県 盛岡市 ベアレン陸上部 5:01:47
426 256 松村 啓汰 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀ 岩手県 盛岡市 5:02:31
427 283 菅原 啓人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ 岩手県 久慈市 滝沢市 5:03:32
428 467 松田 渉 ﾏﾂﾀﾞ ﾜﾀﾙ 岩手県 奥州市 5:04:15
429 494 熊谷 和馬 ｸﾏｶﾞｲ ｶｽﾞﾏ 岩手県 盛岡市 5:04:42
430 54 松山 悠 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳ 宮城県 仙台市 5:05:38
431 511 深谷 大輔 ﾌｶﾔ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 奥州市 5:07:04
432 716 山岸 智久 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾓﾋｻ 千葉県 市原市 富士電機株式会社 5:07:21
433 172 久杉 英貴 ｸｽｷﾞ ﾋﾃﾞﾀｶ 秋田県 仙北市 ＬＳ蕨’ｓ 5:07:36
434 353 亀谷 慎一郎 ｶﾒﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 秋田県 秋田市 5:07:41
435 489 芝本 悠介 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 東京都 足立区 5:08:00
436 619 内澤 好喜 ｳﾁｻﾜ ﾖｼｷ 岩手県 花巻市 5:08:01
437 436 熊野 雅士 ｸﾏﾉ ﾏｻﾄ 岩手県 久慈市 5:08:21
438 757 中澤 拓矢 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 5:08:30
439 243 木村 怜 ｷﾑﾗ ﾚｲ 岩手県 奥州市 ＴＥＡＭ小田島 5:08:36
440 110 進藤 裕明 ｼﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ 秋田県 男鹿市 なまはげ走友会 5:09:51
441 574 大橋 靖 ｵｵﾊｼ ﾔｽｼ 長野県 伊那市 是非に及ばず 5:10:04
442 385 酒井 登 ｻｶｲ ﾉﾎﾞﾙ 山形県 米沢市 5:10:09
443 693 小松原 哲平 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾃｯﾍﾟｲ 東京都 江戸川区 5:10:27
444 142 阿部 佑斗 ｱﾍﾞ ﾕｳﾄ 宮城県 仙台市 5:12:31
445 475 阿部 哲也 ｱﾍﾞ ﾃﾂﾔ 岩手県 奥州市 安養寺 5:13:02
446 545 直木 隆明 ﾅｵｷ ﾀｶﾋﾛ 東京都 墨田区 5:13:21
447 600 佐藤 幸治 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞ 岩手県 奥州市 奥州市地域おこし協力隊 5:13:38
448 401 歳弘 薫 ﾄｼﾋﾛ ｶｵﾙ 岩手県 盛岡市 5:13:59
449 383 柿田 雄三 ｶｷﾀ ﾕｳｿﾞｳ 東京都 板橋区 日本生協連 5:14:55
450 259 植田 真治 ｳｴﾀ ｼﾝｼﾞ 岩手県 住田町 5:15:35
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451 457 小林 靖弘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 青森県 六ヶ所村 5:17:00
452 363 菅野 大作 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｻｸ 岩手県 奥州市 江東クラブ 5:17:26
453 576 及川 英悟 ｵｲｶﾜ ｴｲｺﾞ 岩手県 奥州市 5:17:35
454 80 太田 兼輔 ｵｵﾀ ｹﾝｽｹ 兵庫県 西宮市 5:17:40
455 252 井上 知也 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾔ 神奈川県 藤沢市 5:17:42
456 12 千田 寛希 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 5:17:45
457 346 大石 裕 ｵｵｲｼ ﾕﾀｶ 岩手県 奥州市 5:17:56
458 342 佐藤 耕喜 ｻﾄｳ ｺｳｷ 岩手県 奥州市 5:18:15
459 415 伊藤 陽史 ｲﾄｳ ﾋﾌﾐ 秋田県 大仙市 5:18:51
460 233 阿部 裕 ｱﾍﾞ ﾕｳ 青森県 三沢市 空自三沢 5:19:30
461 564 鈴木 政寿 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄｼ 岩手県 奥州市 きらめき奥州ＲＣ 5:19:41
462 345 大内 健介 ｵｵｳﾁ ｹﾝｽｹ 岩手県 奥州市 5:19:47
463 357 千葉 一洋 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 岩手県 陸前高田市 5:19:50
464 527 原田 敬良 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｶﾖｼ 岩手県 奥州市 5:19:58
465 518 金田 真太郎 ｶﾈﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岩手県 一関市 5:20:00
466 680 星 新也 ﾎｼ ｼﾝﾔ 岩手県 北上市 星マラソン部 5:20:28
467 19 佐藤 将則 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 奥州市 東北マルシン 5:20:49
468 656 菊地 央 ｷｸﾁ ﾋｻｼ 東京都 大田区 チーム３２２ 5:21:29
469 431 小野寺 勝 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾙ 岩手県 一関市 5:22:01
470 596 国島 浩貴 ｸﾆｼﾏ ﾋﾛﾀｶ 福島県 福島市 エンドルフィン 5:22:26
471 577 小林 博雅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 神奈川県 相模原市 相模原市立大野北中学校 5:23:03
472 288 堀内 明彦 ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾋｺ 山形県 山形市 チームテルサ 5:23:05
473 58 櫻井 勇太郎 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀﾛｳ 岩手県 奥州市 5:23:33
474 658 菅野 芽吹 ｶﾝﾉ ｲﾌﾞｷ 岩手県 奥州市 岩手県人会 5:24:05
475 242 宇田川 輝久 ｳﾀﾞｶﾞﾜ ﾃﾙﾋｻ 岩手県 奥州市 5:25:23
476 276 菊池 貴重 ｷｸﾁ ﾀｶｼｹﾞ 岩手県 奥州市 岩手トヨタ 5:25:37
477 714 山科 梓 ﾔﾏｼﾅ ｱｽﾞｻ 東京都 江戸川区 5:25:43
478 766 菊地 秀輝 ｷｸﾁ ﾋﾃﾞｷ 山形県 寒河江市 ＷＫ４８ 5:27:14
479 735 太田 真一 ｵｵﾀ ｼﾝｲﾁ 岩手県 北上市 5:27:24
480 724 田口 洋 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾛｼ 岩手県 金ｹ崎町 5:28:24
481 262 須藤 勝哉 ｽﾄﾞｳ ｶﾂﾔ 岩手県 北上市 須藤夫妻 5:28:42
482 669 藤野 彰人 ﾌｼﾞﾉ ｱｷﾄ 岩手県 奥州市 東京都 5:29:41
483 730 竹下 和貴 ﾀｹｼﾀ ｶｽﾞﾀｶ 秋田県 秋田市 5:29:52
484 190 楠橋 信亮 ｸｽﾊｼ ﾉﾌﾞｱｷ 大阪府 大阪市 5:30:05
485 586 雨田 一陽 ｱﾒﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 東京都 江東区 5:30:08
486 556 工藤 健史 ｸﾄﾞｳ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 株式会社デジアイズ 5:30:49
487 727 佐々木 隆任 ｻｻｷ ﾀｶﾉﾘ 岩手県 矢巾町 5:31:00
488 424 徳永 恵祐 ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲｽｹ 神奈川県 横浜市 株式会社ウェブクルー 5:31:05
489 613 佐藤 嘉信 ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 岩手県 奥州市 5:31:13
490 139 山口 義孝 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾀｶ 青森県 三戸町 いつつ星会 5:31:28
491 350 小原 勇二 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｼﾞ 岩手県 北上市 5:31:43
492 360 山中 克久 ﾔﾏﾅｶ ｶﾂﾋｻ 岩手県 滝沢市 岩手大学 5:31:56
493 319 阿部 竜也 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 岩手県 奥州市 株式会社株式会社デジアイズ 5:32:47
494 559 髙橋 亮貴 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｷ 岩手県 大槌町 北上市 5:33:01
495 563 石川 聡 ｲｼｶﾜ ｻﾄｼ 岩手県 花巻市 5:33:53
496 448 小山 聡一 ｵﾔﾏ ｿｳｲﾁ 青森県 十和田市 5:34:56
497 102 高橋 侑也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 宮城県 加美町 チームＫＹ 5:35:44
498 117 宇名澤 和明 ｳﾅｻﾞﾜ ｶｽﾞｱｷ 岩手県 奥州市 大野かみ 5:35:47
499 585 高橋 永一 ﾀｶﾊｼ ｴｲｲﾁ 秋田県 秋田市 モーレフクラブ 5:36:05
500 183 伊藤 慧祐 ｲﾄｳ ｹｲｽｹ 岩手県 一関市 5:37:01
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501 182 及川 睦好 ｵｲｶﾜ ﾑﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 １９９６年東水沢中卒 5:37:16
502 247 渡辺 孝弘 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 秋田県 秋田市 5:37:27
503 347 佐藤 千晴 ｻﾄｳ ﾁﾊﾙ 山形県 酒田市 5:39:30
504 546 野島 優補 ﾉｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 東京都 練馬区 5:39:40
505 568 吉田 留依 ﾖｼﾀﾞ ﾙｲ 岩手県 奥州市 東京エレクトロン 5:40:01
506 756 山口 智 ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 岩手日報社 5:40:14
507 645 樋口 卓哉 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 5:40:16
508 592 高橋 一生 ﾀｶﾊｼ ｲｯｾｲ 宮城県 仙台市 5:40:21
509 48 山田 和人 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 宮城県 仙台市 5:40:50
510 204 吉田 直矢 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵﾔ 岩手県 奥州市 稲穂の会 5:40:58
511 449 髙橋 凱 ﾀｶﾊｼ ｶﾞｲ 岩手県 釜石市 県立病院 5:41:05
512 301 逢坂 禎聡 ｵｵｻｶ ﾖｼｱｷ 宮城県 仙台市 5:41:26
513 227 長崎 剛征 ﾅｶﾞｻｷ ﾀｶﾕｷ 秋田県 北秋田市 北秋田市 5:41:31
514 479 野舘 敬直 ﾉﾀﾞﾃ ﾖｼﾀﾀﾞ 岩手県 盛岡市 5:41:49
515 361 菊地 高規 ｷｸﾁ ﾀｶﾉﾘ 岩手県 奥州市 5:42:47
516 678 伊東 龍 ｲﾄｳ ﾘｭｳ 福島県 郡山市 5:42:50
517 191 杉本 晃洋 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾋﾛ 奈良県 奈良市 5:43:00
518 504 渡邊 祐介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 青森県 八戸市 5:43:31
519 23 川原田 歩 ｶﾜﾗﾀﾞ ｱﾕﾐ 岩手県 奥州市 根岸工業所 5:44:01
520 738 松本 晃 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 岩手県 盛岡市 5:44:06
521 100 藤原 敬 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 秋田県 秋田市 仁井田酒ラン会 5:44:25
522 82 三上 卓也 ﾐｶﾐ ﾀｸﾔ 宮城県 富谷市 モモ頑張る 5:44:28
523 737 菅原 雄一 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 5:44:30
524 425 清水 聡典 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾉﾘ 東京都 世田谷区 グランパグラフィックス 5:44:50
525 607 平岡 清春 ﾋﾗｵｶ ｷﾖﾊﾙ 岩手県 奥州市 5:45:43
526 761 立野 雄士 ﾀﾂﾉ ﾕｳｼﾞ 東京都 杉並区 5:45:55
527 379 橋本 早瀬 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾔｾ 秋田県 秋田市 5:46:11
528 292 三村 康平 ﾐﾑﾗ ｺｳﾍｲ 北海道 北斗市 5:46:47
529 484 長岡 聡太 ﾅｶﾞｵｶ ｿｳﾀ 岩手県 盛岡市 5:47:21
530 297 菊池 尚樹 ｷｸﾁ ﾅｵｷ 岩手県 奥州市 5:48:03
531 37 佐々木 隼也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 5:48:07
532 603 佐藤 健 ｻﾄｳ ｹﾝ 秋田県 秋田市 5:48:24
533 372 長倉 隆志 ﾅｶﾞｸﾗ ﾀｶﾕｷ 山形県 金山町 5:48:33
534 29 沼田 良一 ﾇﾏﾀ ﾘｮｳｲﾁ 宮城県 仙台市 住友建機販売（株） 5:48:44
535 323 中村 健太郎 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 5:49:00
536 582 木佐 直幹 ｷｻ ﾅｵｷ 東京都 江東区 5:49:16
537 129 三浦 悠 ﾐｳﾗ ﾕｳ 秋田県 秋田市 5:50:11
538 313 鎌田 陽一 ｶﾏﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 秋田県 秋田市 5:50:55
539 711 佐々木 亮 ｻｻｷ ﾘｮｳ 岩手県 平泉町 東北ＣＩＣ研究所 5:51:45
540 370 及川 亮 ｵｲｶﾜ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 5:52:14
541 266 奥寺 勇人 ｵｸﾃﾞﾗ ﾊﾔﾄ 岩手県 盛岡市 にっか亭 5:52:39
542 44 関戸 脩介 ｾｷﾄ ｼｭｳｽｹ 東京都 目黒区 所属なしでＯＫ 5:52:43
543 384 遠藤 靖典 ｴﾝﾄﾞｳ ﾔｽﾉﾘ 山形県 米沢市 （有）和泉屋 5:52:43
544 682 杉本 賢矢 ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾔ 宮城県 仙台市 5:52:45
545 595 高橋 裕也 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岩手県 盛岡市 佐藤（株） 5:53:23
546 103 阿部 修顕 ｱﾍﾞ ﾉﾘｱｷ 岩手県 一関市 ＹＯＳＰ 5:54:24
547 67 鈴木 洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 石川県 金沢市 5:54:28
548 180 相澤 英利 ｱｲｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄｼ 岩手県 奥州市 １９９６年東水沢中学卒 5:54:46
549 605 大山 智弘 ｵｵﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 青森県 八戸市 5:55:20
550 362 伊藤 拓也 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 福島県 喜多方市 ホシザキ 5:55:39
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551 447 戸田 友太 ﾄﾀﾞ ﾕｳﾀ 岩手県 奥州市 ＪＡ岩手ふるさと 5:55:46
552 673 木村 克彦 ｷﾑﾗ ｶﾂﾋｺ 岩手県 奥州市 5:55:50
553 528 岩谷 盛弘 ｲﾜﾔ ﾓﾘﾋﾛ 青森県 深浦町 5:55:58
554 250 中村 圭貴 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 岩手県 奥州市 5:56:09
555 325 吉田 裕輔 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｽｹ 岩手県 紫波町 5:56:52
556 620 中澤 真幸 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ 岩手県 一関市 世嬉の一酒造株式会社 5:57:19
557 317 梅田 祐輔 ｳﾒﾀﾞ ﾕｳｽｹ 東京都 板橋区 5:57:51
558 203 菊地 伸良 ｷｸﾁ ﾉﾌﾞﾖｼ 岩手県 北上市 5:58:14
559 245 北村 宗也 ｷﾀﾑﾗ ｼｭｳﾔ 北海道 旭川市 5:58:15
560 167 吉田 勢我 ﾖｼﾀﾞ ｾｲｶﾞ 岩手県 奥州市 5:58:27
561 480 長澤 誠 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 岩手日報社 5:58:31
562 465 蘇武 聖吾 ｿﾌﾞ ｾｲｺﾞ 岩手県 奥州市 5:58:42
563 147 斉藤 勇夫 ｻｲﾄｳ ｲｻｵ 山形県 山形市 チームテルサ 5:58:45
564 192 綾仁 敏光 ｱﾔﾆ ﾄｼﾐﾂ 大阪府 東大阪市 5:59:56
565 307 野田 真和 ﾉﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県 奥州市 株式会社 デジアイズ 5:59:56
566 315 千田 紘也 ﾁﾀﾞ ｺｳﾔ 岩手県 奥州市 デジアイズ 5:59:58
567 652 高橋 和文 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾌﾐ 秋田県 秋田市 仁井田酒ラン会 6:02:24
568 99 村形 博和 ﾑﾗｶﾀ ﾋﾛｶｽﾞ 山形県 天童市 ルアナランニングクラブ 6:03:30
569 462 西村 和謙 ﾆｼﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 青森県 八戸市 6:03:38
570 264 及川 拓紀 ｵｲｶﾜ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 6:03:42
571 134 佐藤 淳 ｻﾄｳ ｱﾂｼ 岩手県 奥州市 6:03:42
572 52 水谷 卓朗 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｸﾛｳ 宮城県 仙台市 6:07:11
573 43 大内 結斗 ｵｵｳﾁ ﾕｲﾄ 岩手県 奥州市 東亜リース（株） 6:07:47
574 30 鈴木 順 ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝ 宮城県 大崎市 住友建機販売（株） 6:08:05
575 31 高橋 達朗 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾛｳ 岩手県 盛岡市 住友建機販売（株） 6:08:14
576 646 小田島 淳 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ 岩手県 奥州市 ミズボエンジニアリング 6:08:21
577 460 後藤 怜 ｺﾞﾄｳ ﾚｲ 宮城県 仙台市 チームオゾン層 6:09:26
578 547 八重樫 弘樹 ﾔｴｶﾞｼ ﾋﾛｷ 岩手県 一関市 6:09:47
579 435 大川 航貴 ｵｵｶﾜ ｺｳｷ 埼玉県 八潮市 ウェブクルー 6:10:47
580 715 胡 晃舜 ｺ ｺｳｼｭﾝ 東京都 港区 6:10:59
581 226 小原 宙 ｵﾊﾞﾗ ﾋﾛﾑ 岩手県 金ｹ崎町 6:12:57
582 744 藤瀬 毅 ﾌｼﾞｾ ﾀｹｼ 宮城県 仙台市 6:13:07
583 356 八重樫 雅弘 ﾔｴｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 北上市 Ｂベアーズ 6:13:08
584 765 那知上 貴士 ﾅﾁｶﾞﾐ ﾀｶｼ 神奈川県 横浜市 ダイプラ陸上部 6:13:12
585 326 馬場 匠 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｸﾐ 岩手県 盛岡市 6:14:00
586 657 佐々木 雄太 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 岩手県 北上市 6:14:05
587 105 市橋 翔 ｲﾁﾊｼ ｼｮｳ 新潟県 佐渡市 インタークロス 6:14:32
588 515 菅井 信也 ｽｶﾞｲ ｼﾝﾔ 宮城県 仙台市 みどりもり 6:15:32
589 452 菅野 昌記 ｽｹﾞﾉ ﾏｻｷ 宮城県 仙台市 有限会社桂月堂 6:15:54
590 692 門垣 展大 ｶﾄﾞｶﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ 神奈川県 横浜市 6:15:57
591 762 岩持 昂明 ｲﾜﾓﾁ ﾀｶｱｷ 岩手県 岩手町 岩手銀行 6:16:01
592 146 菊地 健太郎 ｷｸﾁ ｹﾝﾀﾛｳ 福島県 郡山市 6:17:37
593 713 川又 龍也 ｶﾜﾏﾀ ﾘｭｳﾔ 岩手県 盛岡市 6:18:05
594 366 小林 央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｶﾊﾞ 岩手県 花巻市 ＥＮ大塚駅伝部 6:19:32
595 35 大内 和也 ｵｵｳﾁ ｶｽﾞﾔ 秋田県 秋田市 住友建機販売（株） 6:20:13
596 368 佐々木 崇 ｻｻｷ ﾀｶｼ 神奈川県 川崎市 6:20:36
597 248 松本 敏希 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼｷ 福島県 いわき市 6:23:47
598 156 石井 雅鋭 ｲｼｲ ﾏｻﾄｼ 岩手県 奥州市 6:24:36
599 195 竹下 大祐 ﾀｹｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ 岩手県 盛岡市 6:25:01
600 98 及川 貴博 ｵｲｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 奥州市 奥州エフエム 6:25:31
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601 606 岩崎 史 ｲﾜｻｷ ﾁｶｼ 岩手県 奥州市 胆沢病院 6:26:48
602 434 熊上 聡 ｸﾏｶﾐ ｿｳ 岩手県 大船渡市 チームテヅ 6:27:23
603 454 山内 剛 ﾔﾏｳﾁ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 ＤＲＩＮＫＥＲ 6:27:30
604 719 梅内 康平 ｳﾒﾅｲ ｺｳﾍｲ 宮城県 仙台市 6:28:33
605 641 三浦 忠和 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 宮城県 栗原市 6:29:58
606 579 千田 祥平 ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 福島県 福島市 6:30:03
607 753 伊藤 崇浩 ｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 奥州市 6:32:35
608 482 石川 寛幸 ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 大和町 6:32:51
609 625 髙橋 圭吾 ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ 岩手県 奥州市 岩手銀行水沢支店 6:34:47
610 580 大石 翔 ｵｵｲｼ ｼｮｳ 東京都 江東区 6:36:33
611 364 菅野 巧 ｶﾝﾉ ﾀｸﾐ 岩手県 大船渡市 ランドリームス 舞 6:37:07
612 423 山田 皓貴 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｷ 埼玉県 さいたま市 株式会社ｅａｒｔｈｋｅｙ 6:43:40
613 686 高橋 則光 ﾀｶﾊｼ ﾉﾘﾐﾂ 宮城県 登米市 6:44:01
614 409 相原 龍一 ｱｲﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁ 岩手県 盛岡市 6:52:09
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