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1位 10536 沢田 恋白 ｻﾜﾀﾞ ｺﾊｸ アサルトの弟子 栃木県 1:11:46

2位 10531 佐々木 将吾 ｻｻｷ ｼｮｳｺﾞ 大曲仙北 秋田県 1:11:56

3位 10505 中津川 遥也 ﾅｶﾂｶﾞﾜ ﾊﾙﾔ 東北福祉大学 宮城県 1:12:24

4位 10599 越後谷 凌介 ｴﾁｺﾞﾔ ﾘｮｳｽｹ ＮＥＸＡ 宮城県 1:12:48

5位 10588 赤倉 和樹 ｱｶｸﾗ ｶｽﾞｷ 秋田自衛隊 秋田県 1:13:25

6位 10514 南雲 信之介 ﾅﾝｸﾓ ｼﾝﾉｽｹ 中外製薬 東京都 1:13:44

7位 10523 阿部 健裕 ｱﾍﾞ ｹﾝﾕｳ 岩手県 1:14:19

8位 10511 一條 博海 ｲﾁｼﾞｮｳ ﾋﾛｳﾐ あぶくまＡＣ 宮城県 1:14:20

9位 10545 小松 浩貴 ｺﾏﾂ ﾋﾛｷ 宮城県 1:14:32

10位 18850 齋藤 祐一郎 ｻｲﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ 宮城県 1:14:42

11位 10546 後藤 広行 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 栃木県 1:14:53

12位 18843 Ｗｅｌｌｅｃｋ Ｓｅａｎ Sean Jeremy Welleck アメリカ合衆国 1:14:53

13位 10543 設楽 雅彦 ｼﾀﾞﾗ ﾏｻﾋｺ 仁井田本家 福島県 1:15:31

14位 10547 山本 崚介 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳｽｹ 水ラン 福島県 1:15:38

15位 10528 大内 龍太郎 ｵｵｳﾁ ﾘｭｳﾀﾛｳ ＹＡＭＡＴＯ－ＲＣ 福島県 1:15:49

16位 10578 山川 睦 ﾔﾏｶﾜ ﾑﾂﾐ 千葉県 1:15:51

17位 10517 後藤 駿弥 ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾔ 宝っこＡＣ 宮城県 1:16:01

18位 10526 大河原 雄平 ｵｵｶﾜﾗ ﾕｳﾍｲ 宮城県 1:16:13

19位 10504 遠藤 正人 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 南陽東置賜 山形県 1:16:28

20位 12916 岡元 竜祥 ｵｶﾓﾄ ﾀﾂﾖｼ 宮城県 1:17:05

21位 10542 桑原 昇 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾉﾎﾞﾙ 社台ファーム 宮城県 1:17:27

22位 10582 新田 裕貴 ﾆｯﾀ ﾕｳｷ 石巻ＲＣ 宮城県 1:17:49

23位 10539 篠原 亮太 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 阪急電鉄 大阪府 1:18:21

24位 10793 小野寺 昭 ｵﾉﾃﾞﾗ ｱｷﾗ 宮城県 1:18:21

25位 10569 後藤 伸也 ｺﾞﾄｳ ｼﾝﾔ 横手市消防署 秋田県 1:18:31

26位 10589 木内 伸 ｷﾉｳﾁ ｼﾝ 宮城県 1:18:42

27位 11053 柴田 勇助 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳｽｹ 株式会社柴田不動産 宮城県 1:18:48

28位 10627 遠藤 剛 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾖｼ 東京都 1:18:52

29位 10533 劉 建忠 ChienChung Liu 台湾 1:18:57

30位 10527 横木 克宜 ﾖｺｷ ｶﾂﾉﾘ 会津若松市役所 福島県 1:18:59

31位 10515 大倉 優 ｵｵｸﾗ ｽｸﾞﾙ 多賀城自衛隊 宮城県 1:19:04

32位 10585 深津 祐司 ﾌｶﾂ ﾕｳｼﾞ 静岡県 1:19:37

33位 10751 佐々木 順平 ｻｻｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 兵庫県 1:19:48

34位 10620 今野 卓朗 ｺﾝﾉ ﾀｸﾛｳ 東北大学 宮城県 1:19:51

35位 10512 中森 啓太 ﾅｶﾓﾘ ｹｲﾀ 東北学院大学 宮城県 1:19:54

36位 10587 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ サクセス工業 山形県 1:19:55

37位 10693 上條 広裕希 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 東北大学 宮城県 1:20:07

38位 10603 岩田 健 ｲﾜﾀ ｹﾝ 神奈川県 1:20:12

39位 10754 阿部 博史 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾌﾐ 福島県 1:20:12

40位 10634 黒田 佳宏 ｸﾛﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ ハムちゃんず 愛知県 1:20:23

41位 10617 堀田 晃陽 ﾎｯﾀ ｺｳﾖｳ 宮城県 1:20:33

42位 10525 星 穣司 ﾎｼ ｼﾞｮｳｼﾞ 宮城県 1:20:45

43位 10726 久留島 義信 ｸﾙｼﾏ ﾖｼﾉﾌﾞ 北区赤羽ランナーズ 東京都 1:20:45

44位 10596 清水 鳴浩 ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾋﾛ 秋田県庁 秋田県 1:21:00

45位 10597 島貫 弘敬 ｼﾏﾇｷ ﾋﾛﾀｶ 大阪府 1:21:05

46位 10580 今野 秀紀 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 太白区役所 宮城県 1:21:06

47位 10544 大場 悠 ｵｵﾊﾞ ﾕｳ 喜多方市 福島県 1:21:14

48位 10619 高橋 聡 ﾀｶﾊｼ ｿｳ 宮城県 1:21:26

49位 10538 木田 哲治 ｷﾀﾞ ﾃﾂｼﾞ 日テレＪＣ 東京都 1:21:39

50位 10695 大村 武志 ｵｵﾑﾗ ﾀｹｼ 中外食品陸上部 埼玉県 1:21:41


