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順位 No. 氏 名 フリガナ 都道府県 市区町村 記 録

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
3 95 三浦 誉一 ﾐｳﾗ ﾖｲﾁ 秋田県 大仙市 1:28:42
4 112 玉澤 顕士 ﾀﾏｻﾞﾜ ｹﾝｼ 岩手県 一関市 1:31:29
5 117 茂内 孝 ｼｹﾞﾅｲ ﾀｶｼ 秋田県 秋田市 1:31:57
6 94 香月 英伸 ｶﾂｷ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ 秋田県 秋田市 1:35:38
7 107 加賀谷 秀 ｶｶﾞﾔ ｼｹﾞﾙ 秋田県 秋田市 1:40:53
8 134 神 辰也 ｼﾞﾝ ﾀﾂﾔ 青森県 藤崎町 1:41:44
9 121 青山 和憲 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 秋田県 大仙市 1:44:00
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
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
14 111 原田 和幸 ﾊﾗﾀ ｶｽﾞﾕｷ 秋田県 能代市 1:53:28
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
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
19 108 畠山 達也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀﾂﾔ 秋田県 秋田市 1:58:18
20 124 佐藤 慶市 ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 青森県 弘前市 1:59:10
21 132 赤平 一夫 ｱｶﾋﾗ ｶｽﾞｵ 秋田県 湯沢市 2:02:40
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
24 100 鳥羽 祐樹 ﾄﾊﾞ ﾕｳｷ 秋田県 由利本荘市 2:05:07
25 105 山本 正喜 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 秋田県 横手市 2:06:38
26 137 佐藤 昌美 ｻﾄｳ ﾏｻﾐ 秋田県 秋田市 2:09:23
27 126 堤 忠行 ﾂﾂﾐ ﾀﾀﾞﾕｷ 秋田県 秋田市 2:15:36
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
30 130 千葉 盛一 ﾁﾊﾞ ｾｲｲﾁ 秋田県 五城目町 2:22:20
31 115 柏葉 義彦 ｶｼﾜﾊﾞ ﾖｼﾋｺ 岩手県 北上市 2:22:51
32 106 吉田 希望 ﾖｼﾀﾞ ｷﾎﾞｳ 秋田県 大館市 2:23:14
33 138 梶原 恵一 ｶｼﾞﾜﾗ ｹｲｲﾁ 秋田県 秋田市 2:28:12
34 110 壬生 政美 ﾐﾌﾞ ﾏｻﾐ 青森県 弘前市 2:29:46
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
36 102 細川 勝 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾙ 秋田県 藤里町 2:34:15
37 97 伊藤 晃 ｲﾄｳ ｱｷﾗ 秋田県 秋田市 2:41:04
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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