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1 27 三宅 陸斗 ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ 宮城県 仙台市 1:16:02
1 90 荒谷 義成 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 秋田県 湯沢市 1:20:45
2 8 佐藤 俊 ｻﾄｳ ｼｭﾝ 秋田県 秋田市 1:21:13
3 30 佐藤 裕志 ｻﾄｳ ﾕｳｼ 秋田県 湯沢市 1:22:58
2 72 笹田 哲文 ｻｻﾀﾞ ﾃﾂﾌﾐ 青森県 弘前市 1:23:27
3 53 羽賀 隆義 ﾊｶﾞ ﾀｶﾖｼ 山形県 大石田町 1:24:35
4 44 伊藤 慶明 ｲﾄｳ ﾖｼｱｷ 秋田県 秋田市 1:25:53
1 119 小山内 健一 ｵｻﾅｲ ｹﾝｲﾁ 青森県 弘前市 1:26:05
2 96 佐藤 雅敬 ｻﾄｳ ﾏｻﾀｶ 秋田県 秋田市 1:26:55
4 32 佐々木 信 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 秋田県 藤里町 1:27:45
3 95 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県 大仙市 1:28:42
5 35 山崎 雄大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 岩手県 二戸市 1:29:35
6 18 高橋 拓士 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｼ 秋田県 秋田市 1:30:57
7 21 高橋 健 ﾀｶﾊｼ ｹﾝ 秋田県 北秋田市 1:31:06
4 112 玉澤 顕士 ﾀﾏｻﾞﾜ ｹﾝｼ 岩手県 一関市 1:31:29
8 26 赤平 航 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 秋田県 湯沢市 1:31:42
5 64 斎藤 良久 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 青森県 青森市 1:31:46
5 117 茂内 孝 ｼｹﾞﾅｲ ﾀｶｼ 秋田県 秋田市 1:31:57
6 86 佐藤 貴弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 滝沢市 1:31:59
9 39 八重樫 栄 ﾔｴｶﾞｼ ｻｶｴ 岩手県 北上市 1:32:00
7 48 坂本 貴次 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾂｸﾞ 青森県 弘前市 1:33:39
8 52 小林 弘幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 湯沢市 1:34:45
6 94 香月 英伸 ｶﾂｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 1:35:38
9 87 工藤 岬 ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ 秋田県 大館市 1:36:12
10 34 葛岡 拓真 ｸｽﾞｵｶ ﾀｸﾏ 岩手県 花巻市 1:36:22
10 41 藤島 直仁 ﾌｼﾞｼﾏ ﾅｵﾋﾄ 秋田県 能代市 1:37:36
11 2 冨岡 周馬 ﾄﾐｵｶ ｼｭｳﾏ 秋田県 秋田市 1:38:24
12 10 庄司 浩平 ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ 秋田県 北秋田市 1:38:30
11 77 嶋田 洋 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛｼ 秋田県 大館市 1:39:56
12 70 檜森 悟 ﾋﾓﾘ ｻﾄﾙ 秋田県 三種町 1:40:04
7 107 加賀谷 秀 ｶｶﾞﾔ ｼｹﾞﾙ 秋田県 秋田市 1:40:53
13 12 三浦 聖 ﾐｳﾗ ﾀｶｼ 秋田県 大館市 1:40:54
14 33 大森 依志樹 ｵｵﾓﾘ ﾖｼｷ 秋田県 鹿角市 1:41:23
8 134 神 辰也 ｼﾞﾝ ﾀﾂﾔ 青森県 藤崎町 1:41:44
1 140 石岡 尊広 ｲｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 青森県 青森市 1:42:03
15 3 阿部 喜明 ｱﾍﾞ ﾖｼｱｷ 秋田県 鹿角市 1:42:17
16 6 村山 大河 ﾑﾗﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 秋田県 大仙市 1:42:42
13 71 一ノ関 朝幸 ｲﾁﾉｾｷ ﾄﾓﾕｷ 秋田県 八郎潟町 1:42:54
14 85 歩仁内 昌樹 ﾌﾞﾆｳﾁ ﾏｻｷ 秋田県 秋田市 1:43:16
9 121 青山 和憲 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 秋田県 大仙市 1:44:00
2 163 春日 昭美 ｶｽｶﾞ ｱｷﾐ 秋田県 北秋田市 1:45:30
15 84 田畑 匠 ﾀﾊﾀ ﾀｸﾐ 秋田県 大館市 1:47:07
3 148 石野 豊 ｲｼﾉ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 1:47:11
17 37 高篠 良太 ﾀｶｼﾉ ﾘｮｳﾀ 秋田県 北秋田市 1:47:20
16 67 永井 歩 ﾅｶﾞｲ ｱﾕﾑ 秋田県 秋田市 1:47:28
17 60 根本 良之 ﾈﾓﾄ ﾖｼﾕｷ 秋田県 大館市 1:47:41
18 73 梅津 宏 ｳﾒﾂ ﾋﾛｼ 宮城県 東松島市 1:47:53
18 31 西澤 直人 ﾆｼｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 青森県 西目屋村 1:48:01
19 15 伊藤 克浩 ｲﾄｳ ｶﾂﾋﾛ 秋田県 横手市 1:48:08
19 61 乳井 要介 ﾆｭｳｲ ﾖｳｽｹ 秋田県 大館市 1:48:45
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20 36 戸嶋 翔 ﾄｼﾏ ｼｮｳ 秋田県 秋田市 1:48:56
4 162 伊藤 幸一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 秋田県 由利本荘市 1:49:01
20 51 小林 良 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 秋田県 能代市 1:49:41
21 88 平山 和也 ﾋﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 秋田県 大館市 1:49:51
22 59 鎌田 恵司 ｶﾏﾀﾞ ｹｲｼﾞ 秋田県 秋田市 1:49:54
5 150 三浦 洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 秋田県 秋田市 1:50:07
21 28 後藤 直弘 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾋﾛ 山形県 村山市 1:50:34
10 128 阿部 行秀 ｱﾍﾞ ﾕｷﾋﾃﾞ 秋田県 大館市 1:51:15
11 99 畠山 公正 ﾊﾀｹﾔﾏ ｺｳｾｲ 秋田県 能代市 1:51:15
12 114 石田 勇人 ｲｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 秋田県 能代市 1:51:23
22 16 齊藤 晃生 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 秋田県 鹿角市 1:51:53
23 66 長谷部 長 ﾊｾﾍﾞ ﾅｶﾞﾄ 秋田県 秋田市 1:52:10
24 55 進藤 健 ｼﾝﾄﾞｳ ｹﾝ 秋田県 秋田市 1:52:15
23 17 佐藤 銀哉 ｻﾄｳ ｷﾞﾝﾔ 秋田県 大館市 1:52:31
24 5 丸山 純平 ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 秋田県 大館市 1:52:39
25 43 大張 智 ｵｵﾊﾞﾘ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 1:52:42
13 118 福原 洋介 ﾌｸﾊﾗ ﾖｳｽｹ 秋田県 由利本荘市 1:53:00
6 174 富山 則夫 ﾄﾐﾔﾏ ﾉﾘｵ 秋田県 八峰町 1:53:16
14 111 原田 和幸 ﾊﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 秋田県 能代市 1:53:28
26 75 坂本 広樹 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 青森県 五所川原市 1:53:38
27 78 薄田 智也 ｽｽｷﾀ ﾄﾓﾔ 秋田県 男鹿市 1:53:47
15 122 緒方 浩典 ｵｶﾞﾀ ﾋﾛﾌﾐ 秋田県 秋田市 1:53:57
16 127 渡部 聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 秋田県 大館市 1:54:14
7 144 山本 憲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ 青森県 八戸市 1:54:44
28 81 加賀 公広 ｶｶﾞ ｷﾐﾋﾛ 秋田県 大館市 1:54:46
8 161 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 1:54:54
17 98 佐藤 俊之 ｻﾄｳ ﾄｼﾕｷ 秋田県 秋田市 1:55:00
18 116 鈴木 伸介 ｽｽﾞｷ ｼﾝｽｹ 秋田県 仙北市 1:55:22
25 24 齋藤 育実 ｻｲﾄｳ ｲｸﾐ 秋田県 横手市 1:55:24
29 68 佐藤 研 ｻﾄｳ ｹﾝ 秋田県 鹿角市 1:55:37
30 46 草薙 忍 ｸｻﾅｷﾞ ｼﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 1:55:47
26 1 佐藤 聡太 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 秋田県 秋田市 1:57:45
31 47 奈良 友和 ﾅﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 秋田県 大館市 1:57:47
9 160 若松 康夫 ﾜｶﾏﾂ ﾔｽｵ 秋田県 能代市 1:57:49
19 108 畠山 達也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ 秋田県 秋田市 1:58:18
10 141 柴田 正憲 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 能代市 1:58:42
32 65 北山 良徳 ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 青森県 八戸市 1:58:54
20 124 佐藤 慶市 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 青森県 弘前市 1:59:10
11 159 伊東 孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 秋田県 秋田市 1:59:17
33 54 石井 教 ｲｼｲ ｷｮｳ 秋田県 秋田市 2:00:41
27 20 分田 快洋 ﾜｹﾀ ﾖｼﾋﾛ 秋田県 能代市 2:00:48
12 172 清水 一憲 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 青森県 弘前市 2:01:49
13 154 赤坂 裕司 ｱｶｻｶ ﾕｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 2:02:03
21 132 赤平 一夫 ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｵ 秋田県 湯沢市 2:02:40
14 175 津谷 義仁 ﾂﾔ ﾖｼﾋﾄ 秋田県 大館市 2:03:14
22 131 佐藤 亙 ｻﾄｳ ﾜﾀﾙ 秋田県 大仙市 2:03:36
23 125 伏見 雅人 ﾌｼﾐ ﾏｻﾋﾄ 秋田県 秋田市 2:03:51
28 29 小貫 慧太 ｵﾇｷ ｹｲﾀ 秋田県 大館市 2:04:09
34 79 加藤 慎太郎 ｶﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 秋田県 秋田市 2:04:15
24 100 鳥羽 祐樹 ﾄﾊﾞ ﾕｳｷ 秋田県 由利本荘市 2:05:07
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25 105 山本 正喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 秋田県 横手市 2:06:38
15 149 二田 富義 ﾌﾀﾀﾞ ﾄﾐﾖｼ 秋田県 秋田市 2:06:48
16 143 永澤 亮 ﾅｶﾞｻﾜ ｱｷﾗ 秋田県 大仙市 2:07:40
29 7 牧野 孔智 ﾏｷﾉ ｺｳﾁ 秋田県 三種町 2:07:45
30 9 高崎 祐 ﾀｶｻｷ ﾕｳ 秋田県 秋田市 2:08:04
17 176 鈴木 正義 ｽｽﾞｷ ｾｲｷﾞ 秋田県 大仙市 2:08:13
35 63 玉川 剛 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 2:08:21
31 11 松本 善史 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 青森県 青森市 2:08:48
36 42 佐藤 大助 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 山形県 新庄市 2:08:59
26 137 佐藤 昌美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 秋田県 秋田市 2:09:23
37 76 冨谷 和史 ﾄﾐﾔ ｶｽﾞｼ 秋田県 北秋田市 2:09:42
38 49 芳賀 津晶 ﾊｶﾞ ﾂｱｷ 秋田県 能代市 2:09:42
39 69 小原 郁夫 ｵﾊﾞﾗ ｲｸｵ 秋田県 横手市 2:10:01
18 169 亀井 凉一 ｶﾒｲ ﾘｮｳｲﾁ 岩手県 奥州市 2:10:12
19 167 太田 悟 ｵｵﾀ ｻﾄﾙ 青森県 鶴田町 2:11:06
40 89 宮崎 誠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 2:12:46
20 139 館山 政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ 秋田県 秋田市 2:13:44
41 92 及川 大輔 ｵｲｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ 青森県 東通村 2:14:07
42 83 淡路 幸広 ｱﾜｼﾞ ﾕｷﾋﾛ 秋田県 藤里町 2:14:44
27 126 堤 忠行 ﾂﾂﾐ ﾀﾀﾞﾕｷ 秋田県 秋田市 2:15:36
43 56 石井 宏治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 2:17:02
28 104 船木 元 ﾌﾅｷ ﾊｼﾞﾒ 秋田県 潟上市 2:17:51
29 123 荻野 太 ｵｷﾞﾉ ﾄｳﾙ 青森県 弘前市 2:19:06
21 151 塚本 康次 ﾂｶﾓﾄ ﾔｽﾂｸﾞ 秋田県 能代市 2:19:21
22 166 細川 洋 ﾎｿｶﾜ ﾋﾛｼ 秋田県 能代市 2:19:42
23 158 佐藤 功 ｻﾄｳ ｲｻｵ 秋田県 潟上市 2:19:46
24 171 舟木 博之 ﾌﾅｷ ﾋﾛﾕｷ 秋田県 秋田市 2:20:30
25 153 平塚 広春 ﾋﾗﾂｶ ﾋﾛﾊﾙ 秋田県 秋田市 2:21:49
30 130 千葉 盛一 ﾁﾊﾞ ｾｲｲﾁ 秋田県 五城目町 2:22:20
32 22 高橋 竜之介 ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 青森県 青森市 2:22:27
31 115 柏葉 義彦 ｶｼﾜﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 岩手県 北上市 2:22:51
26 145 齊藤 善光 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 青森県 青森市 2:22:53
32 106 吉田 希望 ﾖｼﾀﾞ ｷﾎﾞｳ 秋田県 大館市 2:23:14
33 23 秋濱 裕貴 ｱｷﾊﾏ ﾕｳｷ 青森県 青森市 2:23:19
27 147 小田嶋 政義 ｵﾀﾞｼﾏ ﾏｻﾖｼ 岩手県 北上市 2:24:47
44 82 佐々木 敦志 ｻｻｷ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 2:25:51
34 40 多賀谷 優樹 ﾀｶﾞﾔ ﾕｳｷ 秋田県 藤里町 2:27:50
33 138 梶原 恵一 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ 秋田県 秋田市 2:28:12
28 156 荒井 裕巳 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 宮城県 塩竈市 2:28:53
34 110 壬生 政美 ﾐﾌﾞ ﾏｻﾐ 青森県 弘前市 2:29:46
29 152 林 康夫 ﾊﾔｼ ﾔｽｵ 秋田県 秋田市 2:30:30
35 113 藤原 譲二 ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 秋田県 大館市 2:30:34
45 50 池端 大地 ｲｹﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ 秋田県 能代市 2:31:53
30 157 玉懸 彰 ﾀﾏｶｹ ｱｷﾗ 青森県 十和田市 2:33:10
36 102 細川 勝 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾙ 秋田県 藤里町 2:34:15
31 164 佐藤 俊悦 ｻﾄｳ ｼｭﾝｴﾂ 秋田県 大館市 2:34:56
37 97 伊藤 晃 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 秋田県 秋田市 2:41:04
32 170 保坂 一弘 ﾎｻｶ ｶｽﾞﾋﾛ 秋田県 秋田市 2:44:26
33 142 村井 繁 ﾑﾗｲ ｼｹﾞﾙ 秋田県 八郎潟町 2:45:02
34 146 小林 勝幸 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾕｷ 秋田県 能代市 2:53:14
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46 58 野宮 高陽 ﾉﾐﾔ ｺｳﾖｳ 青森県 五所川原市 2:55:42
38 101 須山 義紀 ｽﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 青森県 階上町 2:58:08
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