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1 1670 菊池 翔 ｷｸﾁ ｼｮｳ 岩手県 遠野市 1:51:35
2 1530 高橋 恒平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 秋田県 横手市 1:55:19
3 1533 藤原 大樹 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲｷ 静岡県 湖西市 1:59:36
4 1569 細川 慧 ﾎｿｶﾜ ｻﾄｼ 岩手県 岩手町 2:02:54
5 1600 山羽 健士郎 ﾔﾏﾊ ｹﾝｼﾛｳ 秋田県 秋田市 2:03:16
6 1576 本城 昇 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 盛岡市 2:04:36
7 1562 松田 幸憲 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ 宮城県 多賀城市 2:10:39
8 1680 玉川 浩司 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾋﾛｼ 2:15:34
9 1564 日下 達仁 ｸｻｶ ﾀﾂﾋﾄ 秋田県 秋田市 2:17:07
10 1558 齊藤 忠明 ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ 宮城県 仙台市 2:18:04
11 1631 中野渡 和樹 ﾅｶﾉﾜﾀﾘ ｶｽﾞｷ 青森県 三沢市 2:20:47
12 1552 柴田 晃司 ｼﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 2:21:12
13 1656 丁塚 一彦 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ 青森県 おいらせ町 2:21:37
14 1586 昆野 純 ｺﾝﾉ ｱﾂｼ 岩手県 北上市 2:22:36
15 1585 髙橋 亮一 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｲﾁ 岩手県 一戸町 2:24:13
16 1537 久保 弘 ｸﾎﾞ ﾋﾛﾑ 青森県 おいらせ町 2:26:30
17 1502 佐藤 光和 ｻﾄｳ ﾐﾂｶｽﾞ 宮城県 大和町 2:28:23
18 1632 大丸 純平 ﾀﾞｲﾏﾙ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 青森県 おいらせ町 2:30:09
19 1545 児玉 嘉徳 ｺﾀﾞﾏ ﾖｼﾉﾘ 秋田県 秋田市 2:34:45
20 1618 平賀 明徳 ﾋﾗｶ ｱｷﾉﾘ 岩手県 花巻市 2:35:10
21 1590 小原 将貴 ｵﾊﾞﾗ ﾏｻｷ 岩手県 北上市 2:35:18
22 1582 倉茂 誠 ｸﾗｼｹﾞ ﾏｺﾄ 宮城県 利府町 2:35:39
23 1534 前原 泰地 ﾏｴﾊﾗ ﾀｲﾁ 神奈川県 横浜市 2:35:57
24 1649 辻川 直輝 ﾂｼﾞｶﾜ ﾅｵｷ 秋田県 秋田市 2:39:27
25 1522 川合 伸二 ｶﾜｲ ｼﾝｼﾞ 神奈川県 横浜市 2:40:05
26 1637 田中 健介 ﾀﾅｶ ｹﾝｽｹ 青森県 八戸市 2:40:42
27 1620 伊藤 和也 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 岩手県 花巻市 2:40:51
28 1678 小林 大允 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾏｻ 2:42:41
29 1617 福士 長年輪 ﾌｸｼ ﾀｹﾄﾜ 青森県 黒石市 2:45:19
30 1672 島田 航也 ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾔ 青森県 八戸市 2:47:44
31 1611 近田 和也 ｺﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岩手県 盛岡市 2:48:05
32 1598 佐藤 誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 秋田県 横手市 2:49:37
33 1509 松尾 才治 ﾏﾂｵ ｻｲｼﾞ 岩手県 滝沢市 2:52:42
34 1634 冨永 朋之 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 久慈市 2:54:47
35 1575 神 辰也 ｼﾞﾝ ﾀﾂﾔ 青森県 藤崎町 2:55:10
36 1553 伊藤 満 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ 岩手県 久慈市 2:57:36
37 1540 石野 豊 ｲｼﾉ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 2:58:04
38 1581 舘澤 宰 ﾀﾃｻﾜ ﾂｶｻ 岩手県 盛岡市 2:58:45
39 1609 大矢 雄一郎 ｵｵﾔ ﾕｳｲﾁﾛｳ 東京都 西東京市 2:59:11
40 1669 渡辺 竜也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾂﾔ 岩手県 盛岡市 2:59:19
41 1619 島 英樹 ｼﾏ ﾋﾃﾞｷ 青森県 大間町 2:59:38
42 1503 佐々木 勝郎 ｻｻｷ ｶﾂﾛｳ 岩手県 奥州市 3:00:09
43 1601 斉藤 道幸 ｻｲﾄｳ ﾐﾁﾕｷ 岩手県 釜石市 3:00:38
44 1646 松橋 雄介 ﾏﾂﾊｼ ﾕｳｽｹ 青森県 八戸市 3:01:18
45 1518 玉川 剛 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 宮城県 仙台市 3:01:19
46 1676 河田 泰良 ｶﾜﾀﾞ ﾀｲﾗ 秋田県 秋田市 3:02:15
47 1665 三浦 隆徳 ﾐｳﾗ ﾀｶﾉﾘ 秋田県 大館市 3:02:17
48 1548 葛西 巨二 ｶｻｲ ﾅｵｼﾞ 青森県 青森市 3:04:09
49 1571 村井 寛之 ﾑﾗｲ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 3:04:33
50 1508 今野 大和 ｲﾏﾉ ﾔﾏﾄ 秋田県 秋田市 3:04:37
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51 1647 藤本 和樹 ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 宮城県 仙台市 3:05:08
52 1643 柴田 明和 ｼﾊﾞﾀ ｱｷｶｽﾞ 青森県 弘前市 3:05:33
53 1505 深澤 勇気 ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ 秋田県 横手市 3:07:34
54 1663 工藤 勝稔 ｸﾄﾞｳ ｶﾂﾄｼ 岩手県 盛岡市 3:08:05
55 1604 加藤 正一 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 宮城県 仙台市 3:08:13
56 1584 山田 龍 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ 岩手県 陸前高田市 3:09:07
57 1528 中津留 遼 ﾅｶﾂﾙ ﾘｮｳ 宮城県 大和町 3:09:16
58 1622 坂本 和広 ｻｶﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 青森県 八戸市 3:09:50
59 1630 東野 聡 ﾋｶﾞｼﾉ ｻﾄｼ 青森県 八戸市 3:10:15
60 1641 佐藤 守 ｻﾄｳ ﾏﾓﾙ 岩手県 盛岡市 3:11:11
61 1570 坂本 譲 ｻｶﾓﾄ ﾕｽﾞﾙ 岩手県 八幡平市 3:11:44
62 1555 田口 英之 ﾀｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾕｷ 秋田県 大仙市 3:12:15
63 1652 高橋 銀士 ﾀｶﾊｼ ｷﾞﾝｼﾞ 秋田県 秋田市 3:12:51
64 1651 高橋 航 ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 秋田県 秋田市 3:12:51
65 1648 工藤 博幸 ｸﾄﾞｳ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 北秋田市 3:13:20
66 1608 中嶋 真吾 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 宮城県 仙台市 3:14:08
67 1527 阿部 守克 ｱﾍﾞ ﾓﾘｶﾂ 宮城県 東松島市 3:14:22
68 1531 佐藤 伸 ｻﾄｳ ｼﾝ 宮城県 3:14:30
69 1674 工藤 祥平 ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾍｲ 青森県 弘前市 3:15:03
70 1660 今井 宏太朗 ｲﾏｲ ﾋﾛﾀﾛｳ 秋田県 秋田市 3:15:09
71 1610 久保田 湧也 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾔ 岐阜県 可児市 3:15:48
72 1679 竹谷 浩 ﾀｹﾀﾆ ﾋﾛｼ 3:16:40
73 1519 田子 英二 ﾀｺﾞ ｴｲｼﾞ 千葉県 松戸市 3:17:22
74 1673 森 俊太郎 ﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 秋田県 秋田市 3:17:27
75 1602 小鷹 浩一 ｺﾀｶ ｺｳｲﾁ 山形県 鶴岡市 3:17:32
76 1671 五十嵐 拓未 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸﾐ 青森県 八戸市 3:18:24
77 1623 有馬 由気 ｱﾘﾏ ﾕｳｷ 青森県 八戸市 3:18:47
78 1580 時本 英知 ﾄｷﾓﾄ ｴｲﾁ 青森県 青森市 3:20:23
79 1642 遠藤 延寿 ｴﾝﾄﾞｳ ﾉﾌﾞﾋｻ 岩手県 盛岡市 3:23:12
80 1554 大石 裕 ｵｵｲｼ ﾕﾀｶ 岩手県 奥州市 3:23:15
81 1612 弓場 昌之 ﾕﾊﾞ ﾏｻﾕｷ 岩手県 盛岡市 3:23:52
82 1614 中岫 雄亮 ﾅｶｸﾞｷ ﾕｳｽｹ 岩手県 盛岡市 3:23:58
83 1578 佐藤 徹 ｻﾄｳ ﾄｵﾙ 宮城県 仙台市 3:24:04
84 1566 平田 英之 ﾋﾗﾀ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 3:24:39
85 1551 佐藤 紘樹 ｻﾄｳ ｺｳｷ 岩手県 花巻市 3:25:30
86 1525 水沼 睦 ﾐｽﾞﾇﾏ ｱﾂｼ 宮城県 仙台市 3:25:41
87 1627 平塚 善宣 ﾋﾗﾂｶ ﾖｼﾉﾘ 岩手県 奥州市 3:25:47
88 1514 大澤 高弘 ｵｵｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 八幡平市 3:26:31
89 1511 相浦 雄一 ｱｲｳﾗ ﾕｳｲﾁ 宮城県 東松島市 3:26:38
90 1520 太田 俊幸 ｵｵﾀ ﾄｼﾕｷ 宮城県 仙台市 3:26:58
91 1638 三宅 洋人 ﾐﾔｹ ﾋﾛﾄ 秋田県 秋田市 3:27:19
92 1605 筒木 敏弘 ﾂﾂﾞｷ ﾄｼﾋﾛ 茨城県 つくば市 3:27:42
93 1639 安原 健 ﾔｽﾊﾗ ｹﾝ 岩手県 北上市 3:27:57
94 1606 平 剛士 ﾀｲﾗ ﾂﾖｼ 青森県 十和田市 3:29:32
95 1544 熊谷 浩二 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 3:29:48
96 1667 山中 哲夫 ﾔﾏﾅｶ ﾃﾂｵ 青森県 弘前市 3:31:47
97 1628 大星 誠 ｵｵﾎﾞｼ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 3:32:03
98 1593 其田 貴史 ｿﾉﾀﾞ ﾀｶｼ 青森県 青森市 3:33:31
99 1579 黒澤 俊昭 ｸﾛｻﾜ ﾄｼｱｷ 岩手県 盛岡市 3:33:41
100 1515 武藤 剛 ﾑﾄｳ ﾂﾖｼ 秋田県 仙北市 3:34:43
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101 1640 高橋 優 ﾀｶﾊｼ ﾕｳ 岩手県 矢巾町 3:34:54
102 1616 円舘 千春 ｴﾝﾀﾞﾃ ﾁﾊﾙ 岩手県 北上市 3:35:15
103 1535 芳賀 豊 ﾊｶﾞ ﾕﾀｶ 神奈川県 大和市 3:35:37
104 1561 大谷地 一夫 ｵｵﾔﾁ ｶｽﾞｵ 岩手県 雫石町 3:38:08
105 1650 富樫 敦 ﾄｶﾞｼ ｱﾂｼ 秋田県 大館市 3:38:37
106 1572 八木 正俊 ﾔｷﾞ ﾏｻﾄｼ 岩手県 花巻市 3:38:59
107 1563 沼倉 信幸 ﾇﾏｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 登米市 3:39:03
108 1666 渡邉 崇之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 宮城県 多賀城市 3:39:37
109 1653 神田 哲 ｶﾝﾀﾞ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 3:40:15
110 1625 池内 俊裕 ｲｹｳﾁ ﾄｼﾋﾛ 青森県 八戸市 3:41:12
111 1583 成田 雅道 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾐﾁ 青森県 弘前市 3:42:18
112 1599 田中 時一 ﾀﾅｶ ﾄｷｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 3:43:28
113 1512 鈴木 温士 ｽｽﾞｷ ｵﾝｼ 岩手県 奥州市 3:44:07
114 1547 中神 力嗣 ﾅｶｶﾞﾐ ﾘｷｼﾞ 岩手県 盛岡市 3:45:38
115 1523 小山 正範 ｵﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ 岩手県 盛岡市 3:45:52
116 1573 齋藤 弘幸 ｻｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 青森県 田舎館村 3:47:31
117 1524 神谷 成行 ｶﾐﾔ ﾏｻﾕｷ 神奈川県 横浜市 3:49:12
118 1574 大友 健一郎 ｵｵﾄﾓ ｹﾝｲﾁﾛｳ 岩手県 大船渡市 3:50:24
119 1668 菅野 大作 ｶﾝﾉ ﾀﾞｲｻｸ 岩手県 奥州市 3:52:07
120 1501 神田 哲夫 ｶﾐﾀﾞ ﾃﾂｵ 沖縄県 沖縄市 3:54:17
121 1594 阿部 勝 ｱﾍﾞ ﾏｻﾙ 岩手県 金ｹ崎町 3:54:17
122 1542 黒沢 智明 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓｱｷ 岩手県 二戸市 3:54:59
123 1517 渡邉 不二夫 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｼﾞｵ 岩手県 盛岡市 3:56:22
124 1635 丹治 貞志 ﾀﾝｼﾞ ｻﾀﾞﾕｷ 宮城県 仙台市 3:56:24
125 1607 東 洸一 ﾋｶﾞｼ ｺｳｲﾁ 青森県 十和田市 3:58:47
126 1506 加藤 勝広 ｶﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 岩手県 奥州市 3:59:08
127 1659 今野 正規 ｺﾝﾉ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 鹿角市 3:59:19
128 1589 岩井澤 大 ｲﾜｲｻﾞﾜ ﾀﾞｲ 岩手県 盛岡市 4:03:03
129 1541 竹田 隆介 ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 岩手県 盛岡市 4:04:10
130 1658 松村 啓汰 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀ 岩手県 盛岡市 4:05:43
131 1587 佐藤 和 ｻﾄｳ ｶｽﾞ 岩手県 盛岡市 4:05:43
132 1613 小原 丈裕 ｵﾊﾞﾗ ﾀｹﾋﾛ 岩手県 盛岡市 4:05:44
133 1662 高橋 敬太 ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 岩手県 北上市 4:05:44
134 1538 石黒 達浩 ｲｼｸﾞﾛ ﾀﾂﾋﾛ 秋田県 大仙市 4:08:30
135 1543 大谷 秀明 ｵｵﾀﾆ ﾋﾃﾞｱｷ 岩手県 盛岡市 4:09:55
136 1550 深堀 敏 ﾌｶﾎﾞﾘ ｻﾄｼ 青森県 十和田市 4:12:59
137 1603 赤坂 哲也 ｱｶｻｶ ﾃﾂﾔ 岩手県 盛岡市 4:15:38
138 1657 一沢 福一 ｲﾁｻﾜ ﾌｸｲﾁ 岩手県 久慈市 4:16:02
139 1675 多田 栄志 ﾀﾀﾞ ｴｲｼ 山形県 山形市 4:17:18
140 1560 中 健太郎 ﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 岩手県 盛岡市 4:22:10
141 1655 工藤 純也 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 青森県 青森市 4:25:33
142 1539 中野 雄介 ﾅｶﾉ ﾕｳｽｹ 岩手県 盛岡市 4:28:11
143 1507 兵藤 政彦 ﾋｮｳﾄﾞｳ ﾏｻﾋｺ 青森県 弘前市 4:29:07
144 1626 柳田 義輝 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾖｼｷ 青森県 八戸市 4:29:48
145 1513 伊藤 道宏 ｲﾄｳ ﾐﾁﾋﾛ 宮城県 仙台市 4:32:36
146 1654 高橋 勉 ﾀｶﾊｼ ﾂﾄﾑ 岩手県 盛岡市 4:38:56
147 1549 金田 真人 ｶﾈﾀﾞ ﾏｺﾄ 岩手県 盛岡市 4:40:11
148 1504 樋口 裕一 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｲﾁ 静岡県 沼津市 4:42:46
149 1588 野宮 英二 ﾉﾐﾔ ｴｲｼﾞ 青森県 板柳町 4:44:57
150 1624 梅本 直幸 ｳﾒﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 青森県 八戸市 4:46:15

2019/06/02



2019/06/04 09:42:57 4 / 4 ページ Official Timer & Result By R-bise

151 1596 矢野 順司 ﾔﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 青森県 青森市 4:46:30
152 1621 奥 秀樹 ｵｸ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 盛岡市 4:47:44
153 1556 藤高 勝己 ﾌｼﾞﾀｶ ｶﾂﾐ 宮城県 仙台市 4:51:53
154 1559 佐々木 正人 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾄ 岩手県 盛岡市 4:57:56
155 1516 坂上 清人 ｻｶｳｴ ｷﾖﾄ 岩手県 紫波町 5:01:27
156 1595 小瀬川 祐督 ｺｾｶﾞﾜ ﾕｳｽｹ 岩手県 盛岡市 5:04:27
157 1510 半澤 宏 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 宮城県 仙台市 5:07:24
158 1677 久保沢 新司 ｸﾎﾞｻﾜ ｼﾝｼﾞ 5:18:18
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