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1 168 森林 純太 ﾓﾘﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾀ 秋田市医師会立秋田看護学校 秋田県秋田市 1:05:03
2 114 赤平 航 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 湯沢雄勝陸協 秋田県湯沢市 1:05:26
3 77 尾崎 紀幸 ｵｻﾞｷ ﾉﾘﾕｷ 秋田県鹿角市 1:06:06
4 39 高橋 恒平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 秋田県横手市 1:06:32
5 66 髙野 周平 ﾀｶﾉ ｼｭｳﾍｲ 由利本荘市役所 秋田県由利本荘市 1:06:32
6 68 目移 和行 ﾒｳﾂﾘ ｶｽﾞﾕｷ 雫石町陸協 岩手県雫石町 1:07:02
7 148 齋藤 大祐 ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 相馬中職 青森県弘前市 1:07:35
8 72 齊藤 創也 ｻｲﾄｳ ｿｳﾔ 盛岡走友会 岩手県盛岡市 1:07:45
9 26 藤原 孝志 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｶｼ 岩手県盛岡市 1:08:43
10 45 上山 友裕 ｶﾐﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県軽米町 1:09:14
11 155 加藤 和彦 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県栗原市 1:10:30
12 44 上山 誠 ｶﾐﾔﾏ ﾏｺﾄ 岩手県軽米町 1:10:52
13 35 渡邊 宏悦 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｴﾂ 秋田県秋田市 1:11:25
14 4 佐藤 雅敬 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 秋田ＬＳＤ 秋田県秋田市 1:12:43
15 167 佐々木 克也 ｻｻｷ ｶﾂﾔ 一ツ森ＲＣ 秋田県秋田市 1:13:13
16 161 平川 利徳 ﾋﾗｶﾜ ﾄｼﾉﾘ 秋田県上小阿仁村 1:13:47
17 154 花田 充 ﾊﾅﾀ ﾐﾂﾙ ＪＡかづの 秋田県大館市 1:14:32
18 172 佐藤 謙太郎 ｻﾄｳ ｹﾝﾀﾛｳ メディカルハッシル 秋田県大館市 1:14:47
19 79 下田 瞬 ｼﾓﾀﾞ ｼｭﾝ 岩手県盛岡市 1:15:19
20 58 工藤 岬 ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ 二井田走友会 秋田県大館市 1:16:33
21 86 松橋 尚之 ﾏﾂﾊｼ ﾅｵﾕｷ 青森方面隊 青森県深浦町 1:17:12
22 99 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 秋田県湯沢市 1:18:03
23 47 北林 広大 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾞｲ ニプロファーマ 秋田県北秋田市 1:18:16
24 76 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田ランナーズ 秋田県大仙市 1:19:04
25 37 菊池 弦太 ｷｸﾁ ｹﾞﾝﾀ 秋田県秋田市 1:20:20
26 107 田中 孝 ﾀﾅｶ ﾀｶｼ ＴＳＲＣ 秋田県上小阿仁村 1:21:00
27 163 松橋 皇成 ﾏﾂﾊｼ ｺｳｾｲ グレートレーサー 秋田県北秋田市 1:21:54
28 112 福田 成利 ﾌｸﾀﾞ ｼｹﾞﾄｼ 速足そくせき 秋田県秋田市 1:22:46
29 12 児玉 勝 ｺﾀﾞﾏ ﾏｻﾙ あ！シロート秋田 秋田県秋田市 1:23:26
30 70 大貫 敬嘉 ｵｵﾇｷ ﾀｶﾖｼ あ！シロート秋田 秋田県由利本荘市 1:23:57
31 131 後藤 明 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾗ 海上自衛隊 青森県むつ市 1:24:50
32 160 伊藤 幸一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 本荘走友の会 秋田県由利本荘市 1:25:09
33 169 井川 豊 ｲｶﾞﾜ ﾕﾀｶ Ｅ－ＮＥＸＣＯ 秋田県横手市 1:25:28
34 132 木村 大志 ｷﾑﾗ ﾀｲｼ 秋田県北秋田市 1:25:36
35 85 石井 淳 ｲｼｲ ｱﾂｼ 走風水流 秋田県秋田市 1:25:58
36 110 永井 歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ ＫＫＲＣ 秋田県秋田市 1:26:10
37 144 福士 長年輪 ﾌｸｼ ﾀｹﾄﾜ 青森県黒石市 1:26:39
38 109 田崎 清俊 ﾀｻﾞｷ ｷﾖﾄｼ スマイルＲＣ 秋田県秋田市 1:26:46
39 166 佐藤 俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 秋田県秋田市 1:26:48
40 10 笹村 慎也 ｻｻﾑﾗ ｼﾝﾔ あ！シロート秋田 秋田県秋田市 1:26:55
41 54 千葉 崇 ﾁﾊﾞ ﾀｶｼ 秋田県秋田市 1:27:04
42 124 鈴木 輝明 ｽｽﾞｷ ﾃﾙｱｷ ＴＤＫ株式会社 秋田県由利本荘市 1:27:35
43 142 堀内 幸大 ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀﾞｲ グレートレーサー 秋田県北秋田市 1:27:35
44 120 鳥羽 祐樹 ﾄﾊﾞ ﾕｳｷ 秋田県由利本荘市 1:27:49
45 149 高橋 誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 秋田県大仙市 1:28:02
46 82 佐藤 智宏 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 秋田県秋田市 1:28:19
47 106 鈴木 智也 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 秋田大学 秋田県秋田市 1:28:31
48 139 渡邊 和仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾄ 秋田県秋田市 1:28:42
49 175 小林 良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 秋田県能代市 1:28:50
50 135 藤島 朋英 ﾌｼﾞｼﾏ ﾄﾓﾋﾃﾞ ＴＨＥ ＧＲＥＡＴ ＲＡＣＥＲ 秋田県北秋田市 1:29:23
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51 71 日景 裕也 ﾋｶｹﾞ ﾕｳﾔ 二井田走友会 秋田県大館市 1:29:54
52 52 加藤 康太 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 秋田県秋田市 1:29:58
53 49 三浦 洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 秋田県秋田市 1:30:23
54 78 佐藤 庄一 ｻﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 酒ＲＵＮ 岩手県盛岡市 1:30:45
55 170 福原 洋介 ﾌｸﾊﾗ ﾖｳｽｹ ＴＤＫ 千葉県松戸市 1:30:47
56 173 高橋 昌祐 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 秋田県秋田市 1:31:12
57 152 畠山 尚樹 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅｵｷ 秋田県能代市 1:31:12
58 25 伊東 孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 秋田一ツ森ＲＣ 秋田県秋田市 1:32:06
59 41 渡邊 慎一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ 秋田県湯沢市 1:32:17
60 59 北山 良徳 ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ ＲｕｎＪｏｇ 青森県八戸市 1:32:17
61 50 藤嶋 敏一 ﾌｼﾞｼﾏ ﾄｼｶｽﾞ 千葉県流山市 1:32:33
62 13 加登野 貴之 ｶﾄﾞﾉ ﾀｶﾕｷ 酒民ランナー 秋田県大仙市 1:33:35
63 34 吉田 敦 ﾖｼﾀﾞ ｱﾂｼ あ！シロート秋田 秋田県秋田市 1:33:45
64 151 中泉 政則 ﾅｶｲｽﾞﾐ ﾏｻﾉﾘ Ｃｈｏｃｏタン’Ｓ 秋田県秋田市 1:33:54
65 5 山崎 正保 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾔｽ チームチョビ 秋田県八峰町 1:34:02
66 105 鈴木 正義 ｽｽﾞｷ ｾｲｷﾞ ランフォレスト 秋田県大仙市 1:34:09
67 100 伊東 正徳 ｲﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 岩手県一関市 1:34:26
68 98 佐藤 貴 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 岩手県矢巾町 1:34:38
69 53 千葉 元規 ﾁﾊﾞ ﾓﾄｷ 秋田県秋田市 1:34:41
70 150 及川 春弘 ｵｲｶﾜ ﾊﾙﾋﾛ 三ヶ尻走友会 岩手県金ｹ崎町 1:35:13
71 43 斎藤 俊二 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝｼﾞ 秋田県秋田市 1:35:47
72 83 鈴木 健太郎 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 秋田県秋田市 1:35:48
73 159 細川 洋 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 翡翠万古伊勢堂の森 秋田県能代市 1:36:03
74 73 中本 智之 ﾅｶﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 仙台第一高校 宮城県仙台市 1:36:15
75 116 山脇 一輝 ﾔﾏﾜｷ ｶｽﾞｷ 秋田県能代市 1:36:50
76 17 柴田 正憲 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 柴田正憲 秋田県能代市 1:37:16
77 21 村井 正幸 ﾑﾗｲ ﾏｻﾕｷ 秋田県能代市 1:37:31
78 127 淡路 幸広 ｱﾜｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 東能代郵便局 秋田県藤里町 1:37:46
79 104 宇佐美 達浩 ｳｻﾐ ﾀﾂﾋﾛ Ｔ＆ＴＲＣ 秋田県能代市 1:38:09
80 101 武藤 敏文 ﾑﾄｳ ﾄｼﾌﾐ 西木走遊会 秋田県仙北市 1:38:26
81 69 小松 直史 ｺﾏﾂ ﾅｵｼ 神奈川県川崎市 1:38:43
82 23 渡部 政勝 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｶﾂ 夜廻走遊会 秋田県秋田市 1:38:47
83 88 佐々木 憲一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ 秋田県大館市 1:38:49
84 125 土門 啓介 ﾄﾞﾓﾝ ｹｲｽｹ 秋田県庁 秋田県秋田市 1:39:37
85 38 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 秋田一ツ森ＲＣ 秋田県秋田市 1:39:49
86 60 安達 裕 ｱﾀﾞﾁ ﾕﾀｶ 二井田走友会 秋田県大館市 1:39:54
87 128 照井 勉 ﾃﾙｲ ﾂﾄﾑ 二ツ井走ろう会 秋田県能代市 1:40:08
88 115 澤山 太 ｻﾜﾔﾏ ﾌﾄｼ 走ＲＵＮ会 岩手県紫波町 1:40:18
89 103 田堰 弘樹 ﾀｾｷ ﾋﾛｷ 秋田県秋田市 1:40:38
90 62 松田 基 ﾏﾂﾀﾞ ﾓﾄｲ ねこの染物屋 岩手県盛岡市 1:40:46
91 164 倉部 一幸 ｸﾗﾍﾞ ｶｽﾞﾕｷ 秋田県秋田市 1:41:09
92 134 分田 快洋 ﾜｹﾀ ﾖｼﾋﾛ 秋田県能代市 1:41:24
93 51 小林 忠和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾀﾞｶｽﾞ 秋田県五城目町 1:41:30
94 87 佐々木 重義 ｻｻｷ ｼｹﾞﾖｼ 秋田県五城目町 1:41:36
95 165 小林 裕幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 秋田大学医学部附属病院 薬剤部 秋田県にかほ市 1:41:41
96 8 浅井 康 ｱｻｲ ﾔｽｼ 青森県青森市 1:42:28
97 92 田口 正彦 ﾀｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ シャルラン秋田 秋田県秋田市 1:42:30
98 113 安藤 康 ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳ 秋田県にかほ市 1:43:05
99 9 上村 源司 ｳｴﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ あ！シロート秋田 秋田県秋田市 1:43:32
100 121 塚本 修一 ﾂｶﾓﾄ ｼｭｳｲﾁ パタゴニア 秋田県秋田市 1:44:10

平成30年6月17日



2018/06/18 09:19:58 3 / 3 ページ Official Timer & Result By RECS

101 57 嶋脇 光男 ｼﾏﾜｷ ﾐﾂｵ 青森県八戸市 1:44:13
102 162 米沢 悟 ﾏｲｻﾜ ｻﾄｼ あじわい山ＳＵＮ’Ｓ 秋田県秋田市 1:44:17
103 40 村井 繁 ﾑﾗｲ ｼｹﾞﾙ 白神俱楽部 秋田県八郎潟町 1:44:42
104 63 草薙 忍 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾉﾌﾞ 秋田県秋田市 1:44:54
105 2 斉藤 良一 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳｲﾁ 皇居ランランラン 埼玉県所沢市 1:45:09
106 29 加藤 清仁 ｶﾄｳ ｷﾖﾋﾄ あ・しろーと秋田 秋田県秋田市 1:45:11
107 153 小原 拓万 ｺﾊﾗ ﾀｸﾏ 秋田県藤里町 1:47:18
108 133 渋谷 和治 ｼﾌﾞﾔ ｶﾂｼﾞ 秋田県秋田市 1:47:34
109 64 佐藤 功一 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁ かぎしっぽ 秋田県秋田市 1:47:39
110 31 菊池 智 ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 秋田県秋田市 1:48:01
111 46 井口 章司 ｲｸﾞﾁ ｼｮｳｼﾞ 埼玉県所沢市 1:48:43
112 61 難波 寛久 ﾅﾝﾊﾞ ﾋﾛﾋｻ 神奈川県横浜市 1:50:55
113 118 佐藤 大助 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 無所属 山形県新庄市 1:51:19
114 95 金子 兼喜 ｶﾈｺ ｶﾈﾖｼ ＪＣＨＯ秋田病院 秋田県能代市 1:51:58
115 56 豊田 範幸 ﾄﾖﾀ ﾉﾘﾕｷ ジャパン建材 秋田県秋田市 1:52:11
116 123 石田 康男 ｲｼﾀﾞ ﾔｽｵ 青森県平内町 1:53:46
117 81 柴田 英信 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 秋田県大館市 1:55:33
118 48 石井 隼人 ｲｼｲ ﾊﾔﾄ 秋田県秋田市 1:56:49
119 32 齋藤 章 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ あシロート秋田 秋田県秋田市 1:57:00
120 111 中野 康治 ﾅｶﾉ ｺｳｼﾞ 小野薬品激走会 秋田県秋田市 1:58:19
121 102 岸 茂伸 ｷｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ 怪走ビハインド 秋田県秋田市 1:58:55
122 3 桜井 浩 ｻｸﾗｲ ﾋﾛｼ 茨城県取手市 2:01:07
123 97 橋本 正明 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｱｷ ＪＣＨＯ秋田病院 秋田県能代市 2:04:23
124 119 山浦 健太 ﾔﾏｳﾗ ｹﾝﾀ ＧＥＩＩ 埼玉県さいたま市 2:06:47
125 174 小林 健治 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞ 秋田県秋田市 2:07:27
126 27 山谷 博之 ﾔﾏﾔ ﾋﾛﾕｷ 秋田県秋田市 2:08:28
127 117 野村 正 ﾉﾑﾗ ﾀﾀﾞｼ 岩手県山田町 2:14:51
128 126 高橋 巧 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 秋田県能代市 2:21:03
129 157 高崎 幸恵 ﾀｶｻｷ ﾕｷｴ 秋田県八峰町 2:21:24
130 96 船越 俊幸 ﾌﾅｺｼ ﾄｼﾕｷ ＪＣＨＯ秋田病院 秋田県能代市 2:25:27
131 7 小島 孝夫 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｵ 皇居ランランラン 埼玉県所沢市 2:36:45
132 94 岸部 佳弘 ｷｼﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ ＪＣＨＯ秋田病院 秋田県能代市 2:43:46
133 19 塚田 好正 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼﾏｻ 山人楽師 秋田県秋田市 2:52:09
134 14 加藤 清貴 ｶﾄｳ ｷﾖﾀｶ あ！シロート秋田 秋田県秋田市 2:55:29
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