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277 がんばれ　ゆうすけ ｶﾞﾝﾊﾞﾚ ﾕｳｽｹ  0:34:22吉本クリエイティブ1 東京都 調布市

261 菊池　諒介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ  0:36:02北上市陸協2 岩手県 北上市
253 佐々木　慶徳 ｻｻｷ ﾖｼﾉﾘ  0:36:34Ｒｕｎぼるぎーに3 岩手県 一関市
236 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  0:37:42ホルツ4 岩手県 盛岡市
229 荒木　孝文 ｱﾗｷ ﾉﾘﾕｷ  0:37:49ウィングＡＣ5 千葉県 流山市
224 中村　貴弘 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:38:15ＭＨＲ6 青森県 むつ市

296 若松　瑞樹 ﾜｶﾏﾂ ﾐｽﾞｷ  0:38:27遠野ＡＣ7 岩手県 遠野市
251 嶋田　宏章 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  0:38:428 岩手県 花巻市
211 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:39:50大船渡陸上倶楽部9 岩手県 大船渡市
254 中沢　巧 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ  0:40:0110 岩手県 奥州市
281 佐藤　凌 ｻﾄｳ ｼﾉｸﾞ  0:40:35東北学院大学11 岩手県 北上市

303 大村　毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ  0:41:5712 岩手県 奥州市
300 渋田　健司 ｼﾌﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  0:42:1613 岩手県 矢巾町
231 安部　正教 ｱﾝﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ  0:42:2014 岩手県 奥州市
215 新田　佳祐 ﾆｯﾀ ｹｲｽｹ  0:42:3915 岩手県 遠野市
228 巳造　良裕 ﾐﾂｸﾘ ﾖｼﾋﾛ  0:42:51五洋建設16 宮城県 気仙沼市

294 細谷　昭平 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ  0:43:1817 岩手県 陸前高田市
257 藤田　洸 ﾌｼﾞﾀ ﾋｶﾙ  0:43:44株式会社川喜18 岩手県 釜石市
207 郡山　達也 ｺｵﾘﾔﾏ ﾀﾂﾔ  0:43:47東急越喜来小学校ＪＶ19 岩手県 大船渡市
242 木村　怜 ｷﾑﾗ ﾚｲ  0:43:47ＴＥＡＭ小田島20 岩手県 盛岡市
265 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:44:2121 岩手県 奥州市

230 佐々木　真純 ｻｻｷ ﾏｽﾐ  0:44:5022 岩手県 盛岡市
252 三河　智 ﾐｶﾜ ｻﾄｼ  0:44:5023 岩手県 雫石町
201 菅野　正和 ｶﾝﾉ ﾏｻｶｽﾞ  0:44:57大船渡東高校24 岩手県 陸前高田市
291 安海　貴 ｱｽﾞﾐ ﾀｶｼ  0:45:16釣山走友会25 岩手県 一関市
208 高橋　康則 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ  0:45:22大船渡市26 岩手県 大船渡市

216 安部　義之 ｱﾝﾍﾞ ﾖｼﾕｷ  0:45:4127 岩手県 遠野市
289 新沼　勝利 ﾆｲﾇﾏ ｶﾂﾄｼ  0:45:4328 岩手県 大船渡市
299 佐藤　善智 ｻﾄｳ ﾖｼﾄﾓ  0:46:0529 岩手県 大船渡市
295 加藤　央士郎 ｶﾄｳ ｵｳｼﾞﾛｳ  0:46:2230 岩手県 滝沢市
225 伊藤　満 ｲﾄｳ ﾐﾂﾙ  0:46:37アンバーＲＣ31 岩手県 久慈市

212 勝部　祐也 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ  0:46:5032 岩手県 一関市
293 木田　和也 ｷﾀﾞ ｶｽﾞﾔ  0:46:5433 岩手県 一関市
239 餘目　崇史 ｱﾏﾙﾒ ﾀｶｼ  0:47:3234 岩手県 滝沢市
256 箭内　貴志 ﾔﾅｲ ﾀｶｼ  0:47:37ＯＳＰ北日本35 福島県 田村
304 田中　尚弥 ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ  0:48:4136 岩手県 大船渡市

283 戸田　和博 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  0:49:20岩手トヨタ37 岩手県 北上市
306 フェレッティ　フランク ﾌｪﾚｯﾃｨ ﾌﾗﾝｸ  0:49:3238 東京都 江東区
259 高野　和文 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ  0:49:47矢巾町陸協39 岩手県 矢巾町
246 佐々木　凖也 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾔ  0:50:30ミズボエンジニアリング40 岩手県 奥州市
214 新田　和也 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾔ  0:50:4141 岩手県 遠野市

279 菊池　勝典 ｷｸﾁ ｶﾂﾉﾘ  0:52:1442 岩手県 釜石市
290 千葉　初彦 ﾁﾊﾞ ﾓﾄﾋｺ  0:52:3343 岩手県 一関市
274 小宮　寛晶 ｺﾐﾔ ﾋﾛｱｷ  0:52:34吉本クリエイティブ44 東京都 調布市
302 亘理　大也 ﾜﾀﾘ ﾀﾞｲﾔ  0:52:34岩手大学走友会45 岩手県 盛岡市
209 内田　亜輝 ｳﾁﾀﾞ ｱｷ  0:52:45東急大船渡ＪＶ46 岩手県 大船渡市

241 白澤　彰 ｼﾗｻﾜ ｱｷﾗ  0:53:0047 岩手県 盛岡市
268 神津　純一 ｺｳﾂﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:53:0948 岩手県 大船渡市
220 堀井　雄太 ﾎﾘｲ ﾕｳﾀ  0:53:13東急建設（株）宮古北作業所49 岩手県 宮古市
210 麻場　亮 ｱｻﾊﾞ ｱｷﾗ  0:53:48東急大船渡ＪＶ50 岩手県 大船渡市
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305 和田　克己 ﾜﾀﾞ ｶﾂﾐ  0:54:52スーパーオセン51 岩手県 北上市

272 工藤　英貴 ｸﾄﾞｳ ｴｲｷ  0:55:19ゾンビコブラ52 岩手県 盛岡市
301 大沼　宗範 ｵｵﾇﾏ ﾑﾈﾉﾘ  0:55:31ひまわりクラブ53 岩手県 遠野市
264 佐々木　俊彦 ｻｻｷ ﾄｼﾋｺ  0:55:58サンセイイサワ54 岩手県 奥州市
285 高橋　雄太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ  0:56:3755 岩手県 宮古市
298 臺　和敬 ｳﾃﾅ ｶｽﾞﾀｶ  0:56:5256 岩手県 陸前高田市

260 大間　翔太 ｵｵﾏ ｼｮｳﾀ  0:57:0157 岩手県 大船渡市
245 千田　悠太 ﾁﾀﾞ ﾕｳﾀ  0:57:05ミズボエンジニアリング58 岩手県 奥州市
280 柳内　みちる ﾔﾅｲ ﾐﾁﾙ  0:57:36岩手大学・走友会59 岩手県 盛岡市
250 小笠原　伸也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ  0:58:5160 岩手県 盛岡市
219 大槻　建 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ  0:58:53東急建設（株）宮古北作業所61 岩手県 宮古市

263 土屋　健太郎 ﾂﾁﾔ ｹﾝﾀﾛｳ  0:58:5662 大阪府 貝塚市
284 日野　健晴 ﾋﾉ ﾀｹﾊﾙ  0:59:0863 宮城県 石巻市
288 熊谷　竜彦 ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾂﾋｺ  0:59:1864 岩手県 宮古市
244 亀井　秀樹 ｶﾒｲ ﾋﾃﾞｷ  0:59:39ミズボエンジニアリング65 岩手県 奥州市
243 小田島　淳 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ  0:59:55ミズボエンジニアリング66 岩手県 奥州市

307 後藤　友博 ｺﾞﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  1:00:3867 岩手県 大船渡市
227 葛迫　龍司 ｶﾂﾗｻﾞｺ ﾘｭｳｼﾞ  1:00:53五洋建設68 鹿児島県 鹿児島市
206 千田　寛希 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ  1:01:0669 岩手県 奥州市
222 澤木　利幸 ｻﾜｷ ﾄｼﾕｷ  1:01:12チーム大70 静岡県 浜松市
266 丸田　隼 ﾏﾙﾀ ﾊﾔﾄ  1:01:30三愛学舎71 岩手県 滝沢市

287 藤澤　利光 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄｼﾐﾂ  1:01:3972 岩手県 大船渡市
240 南　雄人 ﾐﾅﾐ ﾕｳﾄ  1:01:4073 岩手県 盛岡市
297 佐々木　潤 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝ  1:02:2174 岩手県 北上市
275 小原　翔 ｵﾊﾞﾗ ｼｮｳ  1:03:13吉本クリエイティブ75 東京都 調布市
276 大脇　悠介 ｵｵﾜｷ ﾕｳｽｹ  1:03:13吉本クリエイティブ76 東京都 調布市

226 高橋　健 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ  1:03:1577 岩手県 花巻市
269 鈴木　強史 ｽｽﾞｷ ﾂﾖｼ  1:03:4678 岩手県 釜石市
233 久田　友和 ﾋｻﾀﾞ ﾄﾓｶｽﾞ  1:03:58大和リース株式会社79 岩手県 盛岡市
258 神山　毅好 ｺｳﾔﾏ ﾀｶﾖｼ  1:04:20上野不忍池ＡＣ80 東京都 足立区
267 平　圭太 ﾀｲﾗ ｹｲﾀ  1:05:0581 岩手県 花巻市

217 長井　健作 ﾅｶﾞｲ ｹﾝｻｸ  1:05:19東急建設（株）宮古北作業所82 岩手県 宮古市
223 飛澤　潔一 ﾄﾋﾞｻﾜ ｷﾖｶｽﾞ  1:05:32サトーＨＤ（株）ＪＣ83 東京都 葛飾区
232 紺野　実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ  1:05:4684 岩手県 盛岡市
262 小岩　健祐 ｺｲﾜ ｹﾝﾕｳ  1:07:0285 岩手県 盛岡市
273 伊藤　健 ｲﾄｳ ﾀｹｼ  1:07:4986 宮城県 大崎市

218 菅原　健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ  1:09:21東急建設（株）宮古北作業所87 岩手県 宮古市
248 小野寺　譲 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｽﾞﾙ  1:10:04ミズボエンジニアリング88 岩手県 奥州市
247 鈴木　諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ  1:10:06ミズボエンジニアリング89 岩手県 大船渡市
286 若生　徹也 ﾜｺｳ ﾃﾂﾔ  1:10:1290 岩手県 盛岡市
202 齊藤　晃大 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ  1:11:43菱和建設（株）91 岩手県 滝沢市

204 宮澤　智仁 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾄ  1:14:57菱和建設（株）92 岩手県 盛岡市
221 川崎　慎矢 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾔ  1:17:13東急建設（株）宮古北作業所93 岩手県 宮古市
234 池田　陽一 ｲｹﾀﾞ ﾖｳｲﾁ  1:18:28モビリアクラブ94 岩手県 陸前高田市
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