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1位 5001 小畠 翼 ｵﾊﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 会津若松市 福島県 0:15:30

2位 5002 須賀 暁 ｽｶﾞ ｻﾄﾙ 宮城県 0:15:44

3位 5004 菅野 辰也 ｶﾝﾉ ﾀﾂﾔ 宮城トヨタＲＣ 宮城県 0:16:21

4位 5015 鹿野 皓紀 ｼｶﾉ ﾋﾛﾉﾘ 福島県 0:16:39

5位 5012 横山 剛士 ﾖｺﾔﾏ ﾀｹｼ 山形県 0:16:50

6位 5031 本間 洋行 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ 霞城ＥＲＣ 山形県 0:16:50

7位 5040 吉村 賢一 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 宮城県 0:16:56

8位 5027 高橋 英 ﾀｶﾊｼ ｽｸﾞﾙ 宮城県 0:16:57

9位 5024 八鍬 純兵 ﾔｸﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ＪＰ快晴陸上 山形県 0:17:09

10位 5007 鈴木 尚登 ｽｽﾞｷ ﾋｻﾄ 石巻高校 宮城県 0:17:10

11位 5039 當金 卓大 ﾄｳｶﾞﾈ ﾀｶﾋﾛ 當金ＲＣ 埼玉県 0:17:13

12位 5032 佐藤 啓輔 ｻﾄｳ ｹｲｽｹ 宮城県 0:17:14

13位 5026 長谷川 拓 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸ 江戸川ＲＣ 東京都 0:17:14

14位 5029 石丸 秀行 ｲｼﾏﾙ ﾋﾃﾞﾕｷ （株）登米村田製作所 宮城県 0:17:18

15位 6202 佐々木 健彦 ｻｻｷ ﾀｹﾋｺ 佐々木ウエス商会 宮城県 0:17:22

16位 5023 佐藤 優太郎 ｻﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 七転八起 宮城県 0:17:24

17位 5059 菊地 誠 ｷｸﾁ ﾏｺﾄ 仙台高専広瀬 宮城県 0:17:25

18位 5054 木所 英昭 ｷﾄﾞｺﾛ ﾋﾃﾞｱｷ 水産研究所 宮城県 0:17:31

19位 5083 新田 裕司 ﾆｯﾀ ﾕｳｼﾞ 宮城県 0:17:38

20位 5038 小関 平蔵 ｺｾｷ ﾍｲｿﾞｳ 宮城県 0:17:39

21位 5025 佐々木 佳祐 ｻｻｷ ｹｲｽｹ おおさきＲＣ 宮城県 0:17:41

22位 5018 佐藤 宗彦 ｻﾄｳ ﾑﾈﾋｺ 泉崎治療院 宮城県 0:17:47

23位 5055 鈴木 康 ｽｽﾞｷ ｺｳ 藤島楽しく走り隊 山形県 0:17:47

24位 5188 手倉森 英才 ﾃｸﾗﾓﾘ ﾋﾃﾞﾄｼ 株式会社ｆａｂ 岩手県 0:17:52

25位 5043 三井 洸 ﾐﾂｲ ﾋﾛﾄ 宮城県 0:17:55

26位 5042 石川 大揮 ｲｼｶﾜ ﾀﾞｲｷ 埼玉県 0:18:03

27位 5020 杉本 智紀 ｽｷﾞﾓﾄ ﾄﾓｷ 宮城県 0:18:09

28位 5051 近江 克也 ｵｵﾐ ｶﾂﾔ 宮城県 0:18:16

29位 5034 村山 和隆 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ 宮城県 0:18:17

30位 5021 小澤 雅也 ｵｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 東北大学 宮城県 0:18:18

31位 5041 斎藤 達也 ｻｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 釜石駅伝クラブ 岩手県 0:18:19

32位 5149 ＤＡＶＩＳ ＫＡＲＬ ﾃﾞｲﾋﾞｽ ｶｰﾙ 宮城県 0:18:19

33位 5062 菊地 篤 ｷｸﾁ ｱﾂｼ 短ヶ町青年会 宮城県 0:18:24

34位 5053 匂坂 義昭 ｻｷﾞｻｶ ﾖｼｱｷ 横浜中央走友会 神奈川県 0:18:25

35位 5073 菊地 駿佑 ｷｸﾁ ｼｭﾝｽｹ 福島県 0:18:25

36位 5080 石母田 拓也 ｲｼﾓﾀ ﾀｸﾔ ＴＥＡＭみちのく 岩手県 0:18:33

37位 5078 吉田 実 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ 宮城県 0:18:33

38位 5087 伊藤 雄紀 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 庄内ゆるＲＵＮ 山形県 0:18:35

39位 5016 三浦 浩人 ﾐｳﾗ ﾋﾛﾄ あぶくまＡＣ 宮城県 0:18:36

40位 5120 菱田 勝 ﾋｼﾀﾞ ﾏｻﾙ 千葉県 0:18:37

41位 5194 奥山 京一郎 ｵｸﾔﾏ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 宮城県 0:18:38

42位 5033 李 裕弦 ｲ ﾕｳｹﾞﾝ 宮城県 0:18:39

43位 5058 佐藤 慎太郎 ｻﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 埼玉県 0:18:40

44位 5067 堀内 信博 ﾎﾘｳﾁ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 0:18:42

45位 5137 鎌田 慎也 ｶﾏﾀ ｼﾝﾔ Ｓ．Ｋ．Ｅ 宮城県 0:18:45

46位 5088 松田 雄二 ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 西田ＲＣ 山形県 0:18:55

47位 5155 合川 知貴 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾀｶ ＲＩＺＡＰ一関 岩手県 0:18:58

48位 5070 髙橋 海慎 ﾀｶﾊｼ ｶｲｼﾝ 宮城県 0:18:59

49位 5069 佐々木 優 ｻｻｷ ﾕｳ 宮城県 0:19:02

50位 5019 佐藤 尚輝 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 宮城県 0:19:03


