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1位 5007 小畠 翼 ｵﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 福島県 0:14:53

2位 5010 赤倉 和樹 ｱｶｸﾗ ｶｽﾞｷ 秋田市 秋田県 0:15:36

3位 5020 石川 樹 ｲｼｶﾜ ﾀﾂｷ 多賀城自衛隊 宮城県 0:15:44

4位 5026 三好 真司 ﾐﾖｼ ｼﾝｼﾞ 橋本走友会 神奈川県 0:15:50

5位 5019 小元 健 ｵﾓﾄ ｹﾝ ＭＡＸ 福島県 0:15:50

6位 5021 八巻 滉平 ﾔﾏｷ ｺｳﾍｲ 多賀城自衛隊 宮城県 0:15:51

7位 5018 菱沼 嘉竜 ﾋｼﾇﾏ ﾖｼﾀﾂ みやぎＴＦＣ 宮城県 0:15:52

8位 5009 鹿野 皓紀 ｼｶﾉ ﾋﾛﾉﾘ 福島県 0:16:01

9位 5012 長谷 達也 ﾊｾ ﾀﾂﾔ 多賀城自衛隊 宮城県 0:16:12

10位 5015 鈴木 勇汰郎 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 多賀城高校 宮城県 0:16:31

11位 5039 井上 拓巳 ｲﾉｳｴ ﾀｸﾐ 岩手県 0:16:34

12位 5030 鈴木 春樹 ｽｽﾞｷ ﾊﾙｷ 東北学院榴ヶ岡高 宮城県 0:16:46

13位 5029 朝倉 侑生 ｱｻｸﾗ ﾕｳｷ 宮城県 0:16:51

14位 5025 佐藤 啓輔 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 宮城県 0:16:51

15位 5063 渡部 駿太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝﾀ 宮城県 0:16:54

16位 5037 石丸 秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ 登米村田製作所 宮城県 0:16:55

17位 5011 佐々木 佳祐 ｻｻｷ ｹｲｽｹ おおさきＲＣ 宮城県 0:16:55

18位 5014 三浦 浩人 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾄ あぶくまＡＣ 宮城県 0:16:56

19位 5023 菊谷 謙 ｷｸﾔ ｹﾝ 獨協大学 埼玉県 0:17:01

20位 5002 下タ村 勇輝 ｼﾀﾑﾗ ﾕｳｷ ＴＭＥＪ 宮城県 0:17:09

21位 5033 吉村 賢一 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 0:17:11

22位 5004 佐々木 健彦 ｻｻｷ ﾀｹﾋｺ 佐々木ウエス商会 宮城県 0:17:18

23位 5057 紺野 春樹 ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ 福島県 0:17:28

24位 5036 太田 考紀 ｵｵﾀ ﾀｶﾄｼ 日本教育クリエイト 宮城県 0:17:29

25位 5028 石川 大揮 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 0:17:30

26位 5066 高橋 聡 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 宮城県 0:17:32

27位 5061 渡邉 稀大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷﾀﾞｲ 宮城県 0:17:35

28位 5038 星 穣司 ﾎｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 宮城県 0:17:37

29位 5047 菅野 正直 ｶﾝﾉ ﾏｻﾅｵ 白川 宮城県 0:17:37

30位 5001 宮本 和哉 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ ＹＫＫＡＰ 北海道 0:17:39

31位 5059 村山 和隆 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 宮城県 0:17:45

32位 5043 小石沢 定則 ｺｲｼｻﾞﾜ ｻﾀﾞﾉﾘ フルール英二です 福島県 0:17:49

33位 5032 阿部 裕樹 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 宮城県庁 宮城県 0:17:51

34位 5042 近江 克也 ｵｵﾐ ｶﾂﾔ 宮城県 0:17:53

35位 5017 物井 隆 ﾓﾉｲ ﾀｶｼ ダイチ 宮城県 0:18:00

36位 5064 櫻井 昂平 ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ 多賀城自衛隊 宮城県 0:18:02

37位 5069 小澤 雅也 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 東北大学 宮城県 0:18:05

38位 5041 茂木 善勝 ﾓｷﾞ ﾖｼｶﾂ 福島市役所ＲＣ 福島県 0:18:07

39位 5090 荻野 一男 ｵｷﾞﾉ ﾖｼｵ ＡＤ損保 兵庫県 0:18:08

40位 5118 齋藤 真彦 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ おおさきＲＣ 宮城県 0:18:09

41位 5031 斎藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 釜石駅伝クラブ 岩手県 0:18:16

42位 5082 鈴木 秀博 ｽｽﾞｷ ﾋﾃﾞﾋﾛ 宮城県 0:18:19

43位 5044 奧村 高史 ｵｸﾑﾗ ﾀｶﾌﾐ みやぎＴＦＣ 宮城県 0:18:21

44位 5055 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県 0:18:24

45位 5076 窪田 義之 ｸﾎﾞﾀ ﾖｼﾕｷ ＮＡＮＡＮＡ５９６３ 宮城県 0:18:27

46位 5035 柴田 勇助 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 宮城県 0:18:31

47位 5005 黒沢 諄 ｸﾛｻﾜ ｼﾞｭﾝ 宮城県 0:18:32

48位 5056 浅利 知宏 ｱｻﾘ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 0:18:38

49位 5080 近藤 幸一 ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 宮城県 0:18:42

50位 5067 村井 秀考 ﾑﾗｲ ﾋﾃﾞﾀｶ 宮城県 0:18:46


