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市区町村県名

266 熊谷　光 ｸﾏｶﾞｲ ﾋｶﾙ  0:31:54ラフィネ1 東京都 渋谷区
258 山崎　幸一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:36:22そたくらぶ2 岩手県 奥州市
202 菊池　諒介 ｷｸﾁ ﾘｮｳｽｹ  0:36:27北上市陸協3 岩手県 北上市
269 藤原　孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ  0:36:534 東京都 港区
243 髙橋　時智 ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾉﾘ  0:36:56トヨタ東日本5 岩手県 金ケ崎町
244 畠山　泰成 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ  0:37:13大船渡陸上倶楽部6 岩手県 盛岡市
231 千田　翔平 ﾁﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  0:37:39大船渡陸上倶楽部7 岩手県 大船渡市
237 平山　貴士 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｶｼ  0:37:40ホルツ8 岩手県 盛岡市
204 金野　拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ  0:37:45大船渡陸上倶楽部9 岩手県 大船渡市
207 髙橋　政好 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾖｼ  0:37:48森山クラブ10 岩手県 金ケ崎町
228 佐藤　匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ  0:38:02南部鉄工建設11 岩手県 一関市
225 佐藤　陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ  0:39:20宮古ＡＣ12 宮城県 仙台市
213 鹿糠　広行 ｶﾇｶ ﾋﾛﾕｷ  0:39:5313 岩手県 岩泉町
236 嶋田　宏章 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  0:40:15ＥＮ大塚製薬14 岩手県 花巻市
261 懸田　正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ  0:40:3915 岩手県 奥州市
221 三浦　勇樹 ﾐｳﾗ ﾕｳｷ  0:41:38石巻白楊クラブ16 宮城県 石巻市
250 堀口　智彦 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾋｺ  0:41:57埼玉県庁17 福島県 南相馬市
249 佐藤　大輝 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:43:0418 岩手県 奥州市
275 菊池　直樹 ｷｸﾁ ﾅｵｷ  0:43:5019 岩手県 北上市
255 藤田　長英 ﾌｼﾞﾀ ﾁｮｳｴｲ  0:44:01弘前自衛隊20 青森県 弘前市
229 佐藤　善智 ｻﾄｳ ﾖｼﾄﾓ  0:44:1821 岩手県 大船渡市
222 夕向　政広 ﾕｳﾑｷ ﾏｻﾋﾛ  0:44:5722 岩手県 盛岡市
280 木村　怜 ｷﾑﾗ ﾚｲ  0:45:32ＴＥＡＭ小田島23 岩手県 奥州市
240 北岡　佑輝 ｷﾀｵｶ ﾕｳｷ  0:45:3824 岩手県 大船渡市
262 永井　竜司 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳｼﾞ  0:45:4925 静岡県 御殿場市
282 鈴木　諒 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ  0:45:56ミズボエンジニアリング26 岩手県 大船渡市
205 岩脇　幸平 ｲﾜﾜｷ ｺｳﾍｲ  0:46:55ランドリームス～舞～27 岩手県 大船渡市
264 高橋　健也 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾔ  0:46:56徳岡クラブ28 岩手県 奥州市
220 成田　貴 ﾅﾘﾀ ﾀｶｼ  0:47:0229 宮城県 登米市
232 八重樫　栄 ﾔｴｶﾞｼ ｻｶｴ  0:47:1230 岩手県 北上市
238 佐々木　竜一 ｻｻｷ ﾘｭｳｲﾁ  0:47:20釜石のぞみ病院31 岩手県 住田町
211 小野寺　卓 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸ  0:47:27ＴＡＫＡＨＩＲＯ　ＲＣ32 岩手県 一関市
251 大村　毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ  0:47:4833 岩手県 奥州市
206 高橋　康則 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ  0:47:51ランドリームス～舞～34 岩手県 大船渡市
239 佐藤　大樹 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ  0:47:5535 岩手県 盛岡市
241 遠藤　秀一 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭｳｲﾁ  0:48:1636 岩手県 盛岡市
242 千葉　晃文 ﾁﾊﾞ ｱｷﾌﾐ  0:48:21東日本興業37 宮城県 仙台市
227 千葉　貴明 ﾁﾊﾞ ﾀｶｱｷ  0:48:2538 岩手県 北上市
259 鈴木　善智 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾄﾓ  0:49:1439 岩手県 奥州市
252 梶原　涼 ｶｼﾞﾜﾗ ﾘｮｳ  0:49:15完全年笑40 宮城県 大和町
270 勝部　祐也 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ  0:49:43県南広域振興局41 岩手県 一関市
276 阿部　耕尋 ｱﾍﾞ ｺｳﾋﾛ  0:50:0042 宮城県 気仙沼市
245 根子　祐也 ﾈｺ ﾕｳﾔ  0:50:03笹間Ｆ４43 岩手県 花巻市
247 千田　忍 ﾁﾀﾞ ｼﾉﾌﾞ  0:51:32千田工務店44 岩手県 北上市
246 佐々木　俊彦 ｻｻｷ ﾄｼﾋｺ  0:51:44サンセイイサワ45 岩手県 奥州市
279 菅原　将樹 ｽｶﾞﾜﾗ ﾏｻｷ  0:51:59沿岸局産業革新チーム46 岩手県 釜石市
268 及川　智仁 ｵｲｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ  0:55:25キャン玉剣太郎47 宮城県 仙台市
224 児玉　克史 ｺﾀﾞﾏ ｶﾂｼ  0:55:5248 宮城県 大郷町
271 石垣　幸 ｲｼｶﾞｷ ｺｳ  0:56:1649 埼玉県 鴻巣市
233 関根　智之 ｾｷﾈ ﾄﾓﾕｷ  0:57:2150 沖縄県 那覇市
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216 中村　有希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ  0:58:06東急建設㈱宮古北作業所51 岩手県 宮古市
203 千田　寛希 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ  1:00:1952 岩手県 奥州市
226 志田　真俊 ｼﾀﾞ ﾏｻﾄｼ  1:00:5753 岩手県 大船渡市
281 小田島　淳 ｵﾀﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝ  1:01:21ミズボエンジニアリング54 岩手県 奥州市
208 佐藤　諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ  1:01:4155 岩手県 北上市
278 山本　順一 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ  1:02:3856 岩手県 大船渡市
210 本多　悠人 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ  1:03:44東急大船渡ＪＶ57 岩手県 大船渡市
219 大槻　建 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ  1:03:47東急建設㈱宮古北作業所58 岩手県 宮古市
283 千田　大樹 ﾁﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ  1:05:53ＴＥＡＭ小田島59 岩手県 奥州市
218 金子　貴裕 ｶﾈｺ ﾀｶﾋﾛ  1:06:49東急建設㈱宮古北作業所60 岩手県 宮古市
256 蛯名　正司 ｴﾋﾞﾅ ｼｮｳｼﾞ  1:08:3061 岩手県 一関市
284 小林　央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｶﾊﾞ  1:08:35イーエヌ大塚製薬ＲＣ62 岩手県 花巻市
215 菅原　健太 ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝﾀ  1:09:27東急建設㈱宮古北作業所63 岩手県 宮古市
212 佐藤　毅直 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ  1:09:3964 岩手県 大船渡市
274 伊勢　雅信 ｲｾ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:11:4165 宮城県 気仙沼市
273 内田　亜輝 ｳﾁﾀﾞ ｱｷ  1:13:28東急建設（株）66 山梨県 富士吉田市
230 田中　俊 ﾀﾅｶ ｼｭﾝ  1:13:5867 宮城県 大崎市
209 陶山　直人 ｽﾔﾏ ﾅｵﾄ  1:14:50東急大船渡ＪＶ68 岩手県 大船渡市
217 川崎　慎矢 ｶﾜｻｷ ｼﾝﾔ  1:15:45東急建設㈱宮古北作業所69 岩手県 宮古市
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