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順位 No. 氏 名 フリガナ 都道府県 市区町村 記 録

1 140 石岡 尊広 ｲｼｵｶ ﾀｶﾋﾛ 青森県 青森市 1:42:03
2 163 春日 昭美 ｶｽｶﾞ ｱｷﾐ 秋田県 北秋田市 1:45:30
3 148 石野 豊 ｲｼﾉ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 1:47:11
4 162 伊藤 幸一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ 秋田県 由利本荘市 1:49:01
5 150 三浦 洋一 ﾐｳﾗ ﾖｳｲﾁ 秋田県 秋田市 1:50:07
6 174 富山 則夫 ﾄﾐﾔﾏ ﾉﾘｵ 秋田県 八峰町 1:53:16
7 144 山本 憲男 ﾔﾏﾓﾄ ﾉﾘｵ 青森県 八戸市 1:54:44
8 161 佐藤 裕 ｻﾄｳ ﾕﾀｶ 秋田県 秋田市 1:54:54
9 160 若松 康夫 ﾜｶﾏﾂ ﾔｽｵ 秋田県 能代市 1:57:49
10 141 柴田 正憲 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾘ 秋田県 能代市 1:58:42
11 159 伊東 孝平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 秋田県 秋田市 1:59:17
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
14 175 津谷 義仁 ﾂﾔ ﾖｼﾋﾄ 秋田県 大館市 2:03:14
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
17 176 鈴木 正義 ｽｽﾞｷ ｾｲｷﾞ 秋田県 大仙市 2:08:13
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
20 139 館山 政美 ﾀﾃﾔﾏ ﾏｻﾐ 秋田県 秋田市 2:13:44
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
26 145 齊藤 善光 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾐﾂ 青森県 青森市 2:22:53
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
28 156 荒井 裕巳 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 宮城県 塩竈市 2:28:53
29 152 林 康夫 ﾊﾔｼ ﾔｽｵ 秋田県 秋田市 2:30:30
30 157 玉懸 彰 ﾀﾏｶｹ ｱｷﾗ 青森県 十和田市 2:33:10
31 164 佐藤 俊悦 ｻﾄｳ ｼｭﾝｴﾂ 秋田県 大館市 2:34:56
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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