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1位 115 チャールズ ディランゴ ﾁｬｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨﾗﾝｺﾞ ＪＦＥスチール 広島 1:01:44

2位 124 ポール クイラ ﾎﾟｰﾙ ｸｲﾗ コニカミノルタ 東京 1:01:48

3位 1001 ムソニ ムイル ﾑｿﾆ ﾑｲﾙ 創価大学 東京 1:01:59

4位 21 野口 拓也 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ コニカミノルタ 東京 1:02:21

5位 1 今井 正人 ｲﾏｲ ﾏｻﾄ トヨタ自動車九州 福岡 1:02:36

6位 130 ジョセフ オンサリゴ ｼﾞｮｾﾌ ｵﾝｻﾘｺﾞ 那須建設 山形 1:02:49

7位 122 高瀬 無量 ﾀｶｾ ﾑﾘｮｳ 日清食品グループ 東京 1:02:55

8位 125 圓井 彰彦 ﾂﾑﾗｲ ｱｷﾋｺ マツダ 広島 1:03:12

9位 30 山川 雄大 ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 大塚製薬 徳島 1:03:17

10位 3 中本 健太郎 ﾅｶﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 安川電機 福岡 1:03:25

11位 2 川内 優輝 ｶﾜｳﾁ ﾕｳｷ 埼玉県庁 埼玉 1:03:29

12位 104 佐藤 佑輔 ｻﾄｳ ﾕｳｽｹ 富士通 千葉 1:03:38

13位 26 棟方 雄己 ﾑﾅｶﾀ ﾕｳｷ カネボウ 東京 1:03:57

14位 128 照井 明人 ﾃﾙｲ ｱｷﾄ ＮＤソフト 山形 1:04:13

15位 109 鈴木 忠 ｽｽﾞｷ ﾀﾀﾞｼ スズキ浜松ＡＣ 静岡 1:04:22

16位 103 荻野 皓平 ｵｷﾞﾉ ｺｳﾍｲ 富士通 千葉 1:04:26

17位 29 佐々木 寛文 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ 日清食品グループ 東京 1:04:31

18位 119 吉田 憲正 ﾖｼﾀﾞ ﾉﾘﾏｻ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:04:37

19位 107 大﨑 翔也 ｵｵｻｷ ｼｮｳﾔ 中電工 広島 1:04:39

20位 113 其田 健也 ｿﾉﾀ ｹﾝﾔ ＪＲ東日本 東京 1:04:41

21位 46 森谷 修平 ﾓﾘﾔ ｼｭｳﾍｲ 山形市役所 山形 1:04:45

22位 120 滑 和也 ﾅﾒﾗ ｶｽﾞﾔ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:04:52

23位 34 中村 大聖 ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｾｲ 駒澤大学 東京 1:05:31

24位 118 阿久津 圭司 ｱｸﾂ ｹｲｼﾞ ＳＵＢＡＲＵ 群馬 1:05:38

25位 23 千葉 健太 ﾁﾊﾞ ｹﾝﾀ 富士通 千葉 1:05:39

26位 51 松尾 良一 ﾏﾂｵ ﾘｮｳｲﾁ 旭化成 宮崎 1:05:43

27位 106 牧野 俊紀 ﾏｷﾉ ﾄｼｷ 中電工 広島 1:05:48

28位 114 清谷 匠 ｷﾖﾀﾆ ﾀｸﾐ 中国電力 広島 1:05:49

29位 117 森田 清貴 ﾓﾘﾀ ｷﾖﾀｶ ＮＴＴ西日本 大阪 1:05:54

30位 45 大橋 真弥 ｵｵﾊｼ ｼﾝﾔ 石巻市役所 宮城 1:06:02

31位 127 兼子 侑大 ｶﾈｺ ﾕｳﾀ ＮＤソフト 山形 1:06:29

32位 1006 谷 星輝 ﾀﾆ ﾎｼｷ 東京 東京 1:07:32

33位 110 高田 千春 ﾀｶﾀﾞ ﾁﾊﾙ ＪＲ東日本 東京 1:07:35

34位 1013 山崎 竹丸 ﾔﾏｻｷ ﾀｹﾏﾙ 金太郎スポーツクラブ 高知 1:07:57

35位 151 菅原 勇聖 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ 東洋大学 埼玉 1:08:18

36位 13 Ｄｚｍｉｔｒｙ Ｈｒａｍａｔｏｕｓｋｉ ｼﾞﾐｰﾄﾘ･ﾌﾗﾏﾄｳｽｷ ミンスク市 ベラルーシ 1:08:19

37位 112 斉藤 翔太 ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ ＪＲ東日本 東京 1:08:21

38位 1014 早坂 光司 ﾊﾔｻｶ ｺｳｼﾞ 石巻RC 宮城 1:08:28

39位 165 葉 日鴻 ｲｪﾝ ｼﾞｰﾌﾞﾝ ＭＩＺＵＮＯ 1:08:32

40位 42 大場 直樹 ｵｵﾊﾞ ﾅｵｷ 秋田市陸協 秋田 1:08:41

41位 1022 鈴木 挙 ｽｽﾞｷ ｱｸﾞﾙ 酒田市陸協 山形 1:09:02

42位 1011 藤松 利之 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾄｼﾕｷ CREST 神奈川 1:09:25

43位 1034 島 智也 ｼﾏ ﾄﾓﾔ アイシン東北 岩手 1:09:39

44位 1030 木村 大地 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 宮城県陸上協会 宮城 1:09:46

45位 1045 藪谷 昇 ﾔﾌﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ 新庄地区陸協 山形 1:10:02

46位 163 鄧 新詮 ﾃﾝ ｼﾝﾁｭｱﾝ 森林跑站 1:10:29

47位 1023 青木 純 ｱｵｷ ｼﾞｭﾝ ＲＵＮＳ 茨城 1:10:31

48位 1015 齋藤 純 ｻｲﾄｳ ｼﾞｭﾝ 県南陸協 福島 1:10:35

49位 1016 遠藤 正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 南陽東置賜 山形 1:10:44

50位 41 栁田 剛 ﾔﾅｷﾞﾀ ﾀｹｼ 六ヶ所村陸友会 青森 1:10:47


