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順位 No. 氏 名 フリガナ 都道府県 市区町村 記 録

1 90 荒谷 義成 ｱﾗﾔ ﾖｼﾅﾘ 秋田県 湯沢市 1:20:45
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
5 64 斎藤 良久 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾋｻ 青森県 青森市 1:31:46
6 86 佐藤 貴弘 ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 滝沢市 1:31:59
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
9 87 工藤 岬 ｸﾄﾞｳ ﾐｻｷ 秋田県 大館市 1:36:12
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 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
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
15 84 田畑 匠 ﾀﾊﾀ ﾀｸﾐ 秋田県 大館市 1:47:07
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
19 61 乳井 要介 ﾆｭｳｲ ﾖｳｽｹ 秋田県 大館市 1:48:45
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
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
25 43 大張 智 ｵｵﾊﾞﾘ ｻﾄﾙ 秋田県 秋田市 1:52:42
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
28 81 加賀 公広 ｶｶﾞ ｷﾐﾋﾛ 秋田県 大館市 1:54:46
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
31 47 奈良 友和 ﾅﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 秋田県 大館市 1:57:47
32 65 北山 良徳 ｷﾀﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 青森県 八戸市 1:58:54
33 54 石井 教 ｲｼｲ ｷｮｳ 秋田県 秋田市 2:00:41
34 79 加藤 慎太郎 ｶﾄｳ ｼﾝﾀﾛｳ 秋田県 秋田市 2:04:15
35 63 玉川 剛 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 岩手県 盛岡市 2:08:21
36 42 佐藤 大助 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 山形県 新庄市 2:08:59
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
40 89 宮崎 誠 ﾐﾔｻﾞｷ ﾏｺﾄ 秋田県 秋田市 2:12:46
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
43 56 石井 宏治 ｲｼｲ ｺｳｼﾞ 秋田県 秋田市 2:17:02
44 82 佐々木 敦志 ｻｻｷ ｱﾂｼ 秋田県 秋田市 2:25:51
45 50 池端 大地 ｲｹﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ 秋田県 能代市 2:31:53
46 58 野宮 高陽 ﾉﾐﾔ ｺｳﾖｳ 青森県 五所川原市 2:55:42
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