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1位 10515 横田 拓樹 ﾖｺﾀ ﾋﾛｷ 多賀城自衛隊 宮城県 1:11:16

2位 10527 大河原 雄平 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳﾍｲ 宮城県 1:12:01

3位 10533 一條 博海 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ あぶくまＡＣ 宮城県 1:12:06

4位 10526 吉崎 佑 ﾖｼｻﾞｷ ﾀｽｸ 日製日立 埼玉県 1:12:19

5位 10509 ＹＡＮＧ ＳＨＡＮＣＨＩＨ 1:12:26

6位 10537 南雲 信之介 ﾅﾝｸﾓ ｼﾝﾉｽｹ 宮城県 1:13:17

7位 10584 佐藤 剛 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 山形県 1:13:17

8位 10529 森林 純太 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾀ 秋田看護学校 秋田県 1:13:27

9位 10543 藤原 仁 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 栃木県 1:13:28

10位 10534 千葉 雄司 ﾁﾊﾞ ﾕｳｼﾞ 仙台自衛隊 秋田県 1:13:42

11位 10508 ＹＡＮＧ ＹＵＮＧＣＨＵＮ 1:13:45

12位 10591 千葉 亘 ﾁﾊﾞ ﾜﾀﾙ ｔｅａｍ ５４ 宮城県 1:14:35

13位 10559 加藤 善宏 ｶﾄｳ ﾖｼﾋﾛ 鶴岡市陸協 山形県 1:14:45

14位 10600 横田 友弥 ﾖｺﾀ ﾄﾓﾔ 東京都 1:14:46

15位 10545 後藤 広行 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 1:15:17

16位 10522 原 慎弥 ﾊﾗ ｼﾝﾔ 多摩川クラブ 千葉県 1:15:31

17位 10513 今野 一平 ｺﾝﾉ ｲｯﾍﾟｲ おおさきＲＣ 宮城県 1:16:01

18位 10579 我妻 和幸 ｱｶﾞﾂﾏ ｶｽﾞﾕｷ 宮城県 1:16:04

19位 11009 山川 睦 ﾔﾏｶﾜ ﾑﾂﾐ 千葉県 1:16:15

20位 10541 日向 貴憲 ﾋﾅﾀ ﾀｶﾉﾘ 山形県 1:16:21

21位 10518 大内 龍太郎 ｵｵｳﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ ヤマトＲＣ 福島県 1:16:26

22位 10524 初澤 晋 ﾊﾂｻﾞﾜ ｽｽﾑ 石巻高校教諭 宮城県 1:16:30

23位 10568 桑原 昇 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 社台ファーム 宮城県 1:16:38

24位 12010 大野 展宏 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ 福島自衛隊 宮城県 1:16:48

25位 10551 小松 浩貴 ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ 宮城県 1:16:55

26位 10582 設楽 雅彦 ｼﾀﾞﾗ ﾏｻﾋｺ 仁井田本家 金寶酒造 福島県 1:17:06

27位 10528 工藤 文良 ｸﾄﾞｳ ﾌﾐﾖｼ 白岡ＲＣ 埼玉県 1:17:22

28位 10609 伊藤 光祐 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 東北大ＯＬＣ 宮城県 1:17:51

29位 10699 星野 廣平 ﾎｼﾉ ｺｳﾍｲ 東京都 1:17:58

30位 10512 菊地 正隆 ｷｸﾁ ﾏｻﾀｶ 仙南広域消防 宮城県 1:18:22

31位 10617 佐藤 工 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 七転八起 宮城県 1:18:30

32位 10681 赤尾津 翔太 ｱｶｵﾂ ｼｮｳﾀ 東北大学 宮城県 1:18:40

33位 10583 鑓水 佑 ﾔﾘﾐｽﾞ ﾕｳ 上山郵便局 山形県 1:18:43

34位 10641 庄子 将司 ｼｮｳｼﾞ ﾏｻｼ 宮城県 1:18:55

35位 10602 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ サクセス工業 山形県 1:19:11

36位 10628 西方 光 ﾆｼｶﾀ ﾋｶﾙ 男鹿市陸協 秋田県 1:19:28

37位 10782 鶴田 修平 ﾂﾙﾀ ｼｭｳﾍｲ 山梨県 1:19:30

38位 10646 高橋 克弥 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾔ 山形県 1:19:36

39位 10607 宇佐見 祐哉 ｳｻﾐ ﾕｳﾔ キビタンＲＣ 福島県 1:19:51

40位 10612 安達 誠之 ｱﾀﾞﾁ ﾉﾌﾞﾕｷ チーム井上 山形県 1:19:55

41位 10755 黒田 佳宏 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ハムちゃんず 愛知県 1:19:59

42位 10640 新関 健太 ﾆｲｾﾞｷ ｹﾝﾀ 前田建設工業 宮城県 1:20:16

43位 10635 清水 鳴浩 ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾋﾛ 秋田県庁 秋田県 1:20:19

44位 10561 長岡 凌生 ﾅｶﾞｵｶ ﾘｮｳｷ 東北大ＯＬＣ 宮城県 1:20:22

45位 10532 武田 蒼 ﾀｹﾀﾞ ｱｵｲ あぶくまＡＣ 宮城県 1:20:40

46位 10525 菅野 辰也 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城トヨタＲＣ 宮城県 1:21:05

47位 10747 佐藤 俊太郎 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 東北大ＯＬＣ 宮城県 1:21:06

48位 10732 唐木 朋也 ｶﾗｷ ﾄﾓﾔ 東北大学竹内家 宮城県 1:21:10

49位 10613 佐藤 巧 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 秋田大学 秋田県 1:21:11

50位 10796 高橋 政彦 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋｺ ドラゴンジム石巻 宮城県 1:21:22


