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1 249 長柴 翔 ﾅｶﾞｼﾊﾞ ｼｮｳ 岩手県 宮古市 宮古市役所 0:32:10
2 218 瀬川 翔太 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣ 0:32:43
3 233 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 岩手県 奥州市 南部鉄工建設 0:34:31
4 242 菊地 亮 ｷｸﾁ ﾘｮｳ 岩手県 北上市 0:34:45
5 205 千葉 洸汰 ﾁﾊﾞ ｺｳﾀ 岩手県 大船渡市 大船渡陸上倶楽部 0:34:52
6 234 西井 大樹 ﾆｼｲ ﾀﾞｲｷ 宮城県 気仙沼市 チーム気仙沼 0:36:11
7 245 齊藤 創也 ｻｲﾄｳ ｿｳﾔ 岩手県 盛岡市 盛岡走友会 0:36:32
8 228 大和 真吾 ﾔﾏﾄ ｼﾝｺﾞ 岩手県 花巻市 花巻消防 0:36:38
9 252 佐藤 凌 ｻﾄｳ ｼﾉｸﾞ 岩手県 北上市 0:36:50
10 203 金野 拓也 ｷﾝﾉ ﾀｸﾔ 岩手県 奥州市 Ｔｒｙ Ａｇａｉｎ 0:36:55
11 239 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 0:37:12
12 230 大内 尊文 ｵｵｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 岩手県 奥州市 ＴＥＡＭアテルイ 0:37:29
13 214 鹿糠 広行 ｶﾇｶ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 岩泉町 下閉伊クラブ 0:37:38
14 246 宮崎 真 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 岩手県 久慈市 岩手県庁走友会 0:38:27
15 258 大村 毅 ｵｵﾑﾗ ﾂﾖｼ 岩手県 奥州市 ＴＥＡＭアテルイ 0:38:41
16 269 伊藤 貴将 ｲﾄｳ ﾀｶﾏｻ 岩手県 奥州市 チームわたぶち 0:39:05
17 260 鈴木 良彦 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾋｺ 岩手県 金ｹ崎町 ＹＯＫＯＭＩＣＨＩ．ＲＣ 0:39:30
18 232 藤田 長英 ﾌｼﾞﾀ ﾁｮｳｴｲ 青森県 弘前市 弘前自衛隊 0:39:36
19 256 小野寺 敬 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹｲ 岩手県 一関市 0:39:43
20 244 村上 伸哉 ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 岩手県 奥州市 0:39:43
21 236 平野 和貴 ﾋﾗﾉ ｶｽﾞﾀｶ 岩手県 雫石町 ちゃらんけＯＢ 0:39:54
22 278 菊池 啓太 ｷｸﾁ ｹｲﾀ 岩手県 遠野市 0:40:00
23 266 菅原 卓 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｸ 福島県 いわき市 0:40:36
24 247 伊藤 貫慈 ｲﾄｳ ｶﾝｼﾞ 岩手県 釜石市 三陸復興∞ 0:42:37
25 273 舘崎 孝史 ﾀﾃｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 岩手県 宮古市 サンホームみやこ 0:42:48
26 251 金今 裕樹 ｶﾈｺﾝ ﾕｳｷ 岩手県 宮古市 0:42:58
27 277 三浦 一太 ﾐｳﾗ ｲﾁﾀ 岩手県 大船渡市 0:43:30
28 265 小西 将介 ｺﾆｼ ｼｮｳｽｹ 岩手県 一関市 0:43:44
29 264 夕向 政広 ﾕｳﾑｷ ﾏｻﾋﾛ 岩手県 盛岡市 0:43:54
30 220 新田 和也 ﾆｯﾀ ｶｽﾞﾔ 岩手県 遠野市 附馬牛体協 0:44:11
31 225 佐々木 佳 ｻｻｷ ｹｲ 宮城県 気仙沼市 気仙沼市役所 0:44:42
32 222 小池 浩幸 ｺｲｹ ﾋﾛﾕｷ 福島県 福島市 0:44:48
33 238 小松原 敏矢 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾄｼﾔ 神奈川県 大和市 0:45:09
34 219 新田 佳祐 ﾆｯﾀ ｹｲｽｹ 岩手県 遠野市 附馬牛体協 0:45:25
35 259 浅沼 充志 ｱｻﾇﾏ ｱﾂｼ 岩手県 花巻市 0:45:32
36 275 笠松 研太 ｶｻﾏﾂ ｹﾝﾀ 宮城県 栗原市 ブルークラブ大崎 0:45:47
37 213 高橋 康則 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾉﾘ 岩手県 大船渡市 ラン・ドリームス～舞～ 0:46:06
38 243 根子 祐也 ﾈｺ ﾕｳﾔ 岩手県 花巻市 笹間Ｆ４ 0:47:08
39 257 杉元 伸哉 ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝﾔ 宮城県 加美町 マンセーブラック 0:47:27
40 250 佐藤 雅 ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 宮城県 気仙沼市 ＮＡＮＡ２ 0:47:58
41 229 上野 裕人 ｳｴﾉ ﾋﾛﾄ 千葉県 船橋市 0:48:24
42 226 池田 明宏 ｲｹﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 埼玉県 桶川市 0:48:43
43 221 阿部 宏之 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 気仙沼市 0:50:28
44 263 高須賀 康志 ﾀｶｽｶﾞ ｺｳｼﾞ 宮城県 仙台市 0:50:32
45 253 細谷 昭平 ﾎｿﾔ ｼｮｳﾍｲ 岩手県 陸前高田市 （株）大船渡ホンダ 0:50:42
46 280 高野 修太郎 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾀﾛｳ 秋田県 秋田市 0:50:46
47 262 佐藤 耕喜 ｻﾄｳ ｺｳｷ 岩手県 奥州市 0:50:51
48 267 水戸 亮太 ﾐﾄ ﾘｮｳﾀ 宮城県 気仙沼市 0:51:04
49 202 和野 豊 ﾜﾉ ﾕﾀｶ 宮城県 仙台市 大船渡狂走団 0:51:23
50 206 及川 知貴 ｵｲｶﾜ 岩手県 奥州市 0:52:07
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51 204 千田 寛希 ﾁﾀﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 0:52:13
52 274 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 0:53:33
53 272 鈴木 翔也 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾔ 岩手県 北上市 0:54:02
54 237 藤井 賢一 ﾌｼﾞｲ ｹﾝｲﾁ 宮城県 仙台市 0:55:08
55 271 松川 直也 ﾏﾂｶﾜ ﾅｵﾔ 岩手県 盛岡市 0:56:13
56 201 高橋 一生 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 秋田県 横手市 0:56:14
57 279 千葉 裕樹 ﾁﾊﾞ ﾋﾛｷ 岩手県 陸前高田市 0:57:11
58 207 吴 書豪 ｺﾞ ｼｮｺﾞｳ 岩手県 大船渡市 ゆわて吉田工業 0:57:42
59 208 張 吴 ﾁｮｳ ｺｳ 岩手県 大船渡市 ゆわて吉田工業 0:57:52
60 235 河崎 政典 ｶﾜｻｷ ﾏｻﾉﾘ 山口県 宇部市 0:58:09
61 254 小林 央 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｶﾊﾞ 岩手県 花巻市 ＥＮＯ駅伝部 0:58:22
62 276 内田 亜輝 ｳﾁﾀﾞ ｱｷ 東京都 稲城市 東急大船渡ＪＶ 0:58:48
63 216 佐藤 毅直 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ 岩手県 大船渡市 0:59:18
64 223 千葉 学 ﾁﾊﾞ ﾏﾅﾌﾞ 岩手県 大船渡市 0:59:54
65 241 髙橋 亮貴 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳｷ 岩手県 大槌町 北上市大槌町 1:01:39
66 211 高 正軍 ｺｳ ｾｲｸﾞﾝ 岩手県 大船渡市 ゆわて吉田工業 1:07:50
67 240 三浦 平寛 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ 宮城県 仙台市 内部障害 1:08:42
68 212 王 曙光 ｵｳ ｼｮｺｳ 岩手県 大船渡市 ゆわて吉田工業 1:09:44
69 209 張 子政 ﾁｮｳ ｼｾｲ 岩手県 大船渡市 ゆわて吉田工業 1:09:50
70 261 吉田 雅晴 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾊﾙ 宮城県 気仙沼市 1:11:32
71 231 紺野 実 ｺﾝﾉ ﾐﾉﾙ 岩手県 盛岡市 1:13:00
72 210 崔 正鑫 ｻｲ ｾｲｷﾝ 岩手県 大船渡市 ゆわて吉田工業 1:13:16


