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順位 No. 氏 名 フリガナ 都道府県 市区町村 記 録

1 27 三宅 陸斗 ﾐﾔｹ ﾘｸﾄ 宮城県 仙台市 1:16:02
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
4 32 佐々木 信 ｻｻｷ ﾏｺﾄ 秋田県 藤里町 1:27:45
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
8 26 赤平 航 ｱｶﾋﾗ ｺｳ 秋田県 湯沢市 1:31:42
9 39 八重樫 栄 ﾔｴｶﾞｼ ｻｶｴ 岩手県 北上市 1:32:00
10 34 葛岡 拓真 ｸｽﾞｵｶ ﾀｸﾏ 岩手県 花巻市 1:36:22
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
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
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
17 37 高篠 良太 ﾀｶｼﾉ ﾘｮｳﾀ 秋田県 北秋田市 1:47:20
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
20 36 戸嶋 翔 ﾄｼﾏ ｼｮｳ 秋田県 秋田市 1:48:56
21 28 後藤 直弘 ｺﾞﾄｳ ﾅｵﾋﾛ 山形県 村山市 1:50:34
22 16 齊藤 晃生 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 秋田県 鹿角市 1:51:53
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 24 齋藤 育実 ｻｲﾄｳ ｲｸﾐ 秋田県 横手市 1:55:24
26 1 佐藤 聡太 ｻﾄｳ ｿｳﾀ 秋田県 秋田市 1:57:45
27 20 分田 快洋 ﾜｹﾀ ﾖｼﾋﾛ 秋田県 能代市 2:00:48
28 29 小貫 慧太 ｵﾇｷ ｹｲﾀ 秋田県 大館市 2:04:09
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
31 11 松本 善史 ﾏﾂﾓﾄ ﾖｼﾌﾐ 青森県 青森市 2:08:48
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
33 23 秋濱 裕貴 ｱｷﾊﾏ ﾕｳｷ 青森県 青森市 2:23:19
34 40 多賀谷 優樹 ﾀｶﾞﾔ ﾕｳｷ 秋田県 藤里町 2:27:50
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