
トレイルラン RESULTS

種目：トレイルラン27km男子の部 1 / 8

Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

1 2 奥山 聡 ｵｸﾔﾏ ｻﾄｼ 宮城県 2:40:42

2 207 佐藤 誠也 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 東京都 2:59:11

3 182 濱 康孝 ﾊﾏ ﾔｽﾀｶ 宮城県 3:00:52

4 20 河崎 鷹丸 ｶﾜｻｷ ﾀｶﾏﾙ 東京都 3:07:55

5 194 今井 兼人 ｲﾏｲ ｹﾝｼﾞ 宮城県 3:07:58

6 267 尾形 翔平 ｵｶﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ 東京都 3:14:04

7 134 橋本 正毅 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻｷ 岩手県 3:21:45

8 240 藤澤 萌人 ﾌｼﾞｻﾜ ﾓｴﾄ 東京都 3:22:39

9 177 佐々木 智典 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 宮城県 3:23:05

10 165 荒井 学 ｱﾗｲ ﾏﾅﾌﾞ 山形県 3:24:46

11 119 山本 竜一郎 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁﾛｳ 山形県 3:25:49

12 130 佐藤 清志 ｻﾄｳ ｷﾖｼ 山形県 3:26:56

13 58 川原 直之 ｶﾜﾊﾗ ﾅｵﾕｷ 宮城県 3:36:30

14 255 鈴木 誠人 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾄ 宮城県 3:36:34

15 257 渡部 量也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾔ 山形県 3:37:09

16 235 髙橋 時智 ﾀｶﾊｼ ﾄｷﾉﾘ 岩手県 3:37:09

17 128 堀江 康弘 ﾎﾘｴ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 3:38:35

18 204 西口 康二 ﾆｼｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ 宮城県 3:39:24

19 124 菱沼 貴久 ﾋｼﾇﾏ ﾀｶﾋｻ 宮城県 3:39:25

20 112 薄井 剛 ｳｽｲ ﾂﾖｼ 宮城県 3:40:03

21 199 森口 尚 ﾓﾘｸﾞﾁ ﾀｶｼ 宮城県 3:40:09

22 110 花山 隆 ﾊﾅﾔﾏ ﾀｶｼ 宮城県 3:40:30

23 126 藤井 真司 ﾌｼﾞｲ ｼﾝｼﾞ 山形県 3:41:29

24 137 中村 恵一 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｲﾁ 岩手県 3:44:29

25 174 今野 秀紀 ｺﾝﾉ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮城県 3:47:30

26 206 及川 貢 ｵｲｶﾜ ﾐﾂｸﾞ 宮城県 3:47:47

27 269 大塚 知裕 ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 東京都 3:48:08

28 99 福士 朋則 ﾌｸｼ ﾄﾓﾉﾘ 岩手県 3:48:52

29 247 今井 俊介 ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ 宮城県 3:52:22

30 262 水野 雄貴 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｷ 宮城県 3:53:11

31 114 村岡 淳 ﾑﾗｵｶ ｼﾞｭﾝ 山形県 3:54:11

32 152 及川 修 ｵｲｶﾜ ｵｻﾑ 宮城県 3:54:14

33 54 鈴木 知基 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ 宮城県 3:54:31

34 21 福田 涼 ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳ 宮城県 3:54:33

35 169 高橋 淳 ﾀｶﾊｼ ｼﾞｭﾝ 宮城県 3:55:19
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種目：トレイルラン27km男子の部 2 / 8

Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

36 40 小野寺 拓磨 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｸﾏ 宮城県 3:56:31

37 166 長池 宏史 ﾅｶﾞｲｹ ﾋﾛｼ 宮城県 3:56:45

38 200 丹野 将 ﾀﾝﾉ ﾏｻﾙ 山形県 3:57:55

39 172 今野 寛之 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 3:58:04

40 236 瀧塚 智宏 ﾀｷﾂｶ ﾄﾓﾋﾛ 岩手県 3:58:05

41 142 大橋 泰朗 ｵｵﾊｼ ﾔｽｱｷ 宮城県 3:59:34

42 36 鈴木 啓二 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 岩手県 3:59:41

43 266 小林 翔汰 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 福島県 4:00:46

44 46 大石 広裕 ｵｵｲｼ ｺｵﾕｳ 岩手県 4:00:51

45 219 今野 広信 ｺﾝﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 山形県 4:01:03

46 237 今野 駿平 ｲﾏﾉ ｼｭﾝﾍﾟｲ 宮城県 4:01:08

47 227 峯崎 正寛 ﾐﾈｻﾞｷ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 4:01:16

48 25 菊地 勝昭 ｷｸﾁ ｶﾂｱｷ 東京都 4:01:34

49 253 松嶋 嶺 ﾏﾂｼﾏ ﾚｲ 宮城県 4:05:37

50 225 大木 隆之 ｵｵｷ ﾀｶﾕｷ 宮城県 4:05:38

51 160 一色 啓 ｲｯｼｷ ｹｲ 神奈川県 4:06:59

52 118 村中 敬 ﾑﾗﾅｶ ﾀｶｼ 宮城県 4:07:05

53 180 安部 健太 ｱﾝﾍﾞ ｹﾝﾀ 宮城県 4:09:05

54 272 市川 善史 ｲﾁｶﾜ ﾖｼﾌﾞﾐ 福島県 4:09:33

55 221 若林 秀行 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 4:09:42

56 232 荒井 勲 ｱﾗｲ ｲｻｵ 東京都 4:09:53

57 18 梅崎 伸一 ｳﾒｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 宮城県 4:09:59

58 209 大下 順也 ｵｵｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 宮城県 4:10:08

59 56 千葉 龍 ﾁﾊﾞ ﾘｭｳ 宮城県 4:10:16

60 66 大塚 靖宏 ｵｵﾂｶ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 4:11:26

61 196 栗田 竜一 ｸﾘﾀ ﾘｭｳｲﾁ 山形県 4:12:09

62 102 升澤 宏之 ﾏｽｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 宮城県 4:12:51

63 215 小島 大輔 ｵｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 京都府 4:13:23

64 214 武田 恭平 ﾀｹﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 宮城県 4:13:26

65 24 安住 健 ｱｽﾞﾐ ｹﾝ 宮城県 4:15:16

66 278 佐藤 祐也 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 山形県 4:15:51

67 275 高塚 雅弘 ﾀｶﾂｶ ﾏｻﾋﾛ 千葉県 4:16:08

68 279 赤間 公美 ｱｶﾏ ｷﾐﾖｼ 宮城県 4:16:34

69 167 柳下 達也 ﾔﾅｼﾀ ﾀﾂﾔ 宮城県 4:17:53

70 168 阿部 吉邦 ｱﾍﾞ ﾖｼｸﾆ 山形県 4:17:55
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

71 101 小野 善幸 ｵﾉ ﾖｼﾕｷ 山形県 4:17:55

72 5 内海 克明 ｳﾂﾐ ｶﾂｱｷ 宮城県 4:18:00

73 129 石澤 健 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｹｼ 宮城県 4:18:35

74 233 木村 良史 ｷﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ 宮城県 4:19:35

75 139 安井 友春 ﾔｽｲ ﾄﾓﾊﾙ 宮城県 4:19:39

76 282 大場 秀幸 ｵｵﾊﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 宮城県 4:19:52

77 273 平林 貴志 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 福島県 4:20:18

78 87 懸田 正之 ｶｹﾀ ﾏｻﾕｷ 岩手県 4:20:23

79 208 村上 幸治 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｼﾞ 宮城県 4:20:29

80 183 菅野 貴之 ｶﾝﾉ ﾀｶﾕｷ 福島県 4:22:59

81 123 菅原 武 ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｹｼ 岩手県 4:23:33

82 84 赤坂 壮市 ｱｶｻｶ ｿｳｲﾁ 岩手県 4:23:50

83 270 田上 和哉 ﾀｶﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 岩手県 4:24:55

84 106 千葉 智幸 ﾁﾊﾞ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 4:25:12

85 73 乗田 宏悦 ﾉﾘﾀ ｺｳｴﾂ 宮城県 4:25:23

86 32 黒澤 俊二 ｸﾛｻﾜ ｼｭﾝｼﾞ 静岡県 4:25:37

87 63 助川 智之 ｽｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 4:27:08

88 179 藤原 一宏 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾋﾛ 宮城県 4:28:59

89 111 水沼 直己 ﾐｽﾞﾇﾏ ﾅｵｷ 福島県 4:29:03

90 198 佐藤 毅 ｻﾄｳ ﾂﾖｼ 宮城県 4:29:07

91 138 荘司 新之介 ｼｮｳｼﾞ ｼﾝﾉｽｹ 宮城県 4:29:25

92 33 我彦 周平 ﾜﾋﾞｺ ｼｭｳﾍｲ 宮城県 4:31:25

93 105 大滝 満雄 ｵｵﾀｷ ﾐﾂｵ 宮城県 4:31:26

94 86 深堀 泰成 ﾌｶﾎﾞﾘ ﾔｽｼｹﾞ 茨城県 4:31:36

95 189 船木 卓 ﾌﾅｷ ﾀｶｼ 福島県 4:32:18

96 107 渡辺 浩一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 宮城県 4:32:36

97 28 蓮沼 仁志 ﾊｽﾇﾏ ﾋﾄｼ 福島県 4:34:25

98 12 堺 充人 ｻｶｲ ﾐﾂﾄ 山形県 4:35:07

99 30 山口 幸男 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｷｵ 宮城県 4:35:17

100 250 本間 圭樹 ﾎﾝﾏ ｹｲｼﾞｭ 宮城県 4:35:17

101 31 横山 忍 ﾖｺﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ 宮城県 4:35:32

102 238 伊豆 勇紀 ｲｽﾞ ﾕｳｷ 宮城県 4:35:43

103 277 高橋 一徳 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 宮城県 4:35:53

104 265 庄司 浩平 ｼｮｳｼﾞ ｺｳﾍｲ 宮城県 4:37:29

105 43 高橋 宏光 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾐﾂ 宮城県 4:37:45
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

106 108 古川 広典 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾛﾉﾘ 宮城県 4:37:51

107 95 高内 博 ﾀｶｳﾁ ﾋﾛｼ 山形県 4:38:18

108 76 清水 大輔 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 4:38:18

109 271 北村 健 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝ 東京都 4:38:19

110 88 関根 孝幸 ｾｷﾈ ﾀｶﾕｷ 宮城県 4:38:19

111 42 米道 克哉 ﾖﾈﾐﾁ ｶﾂﾔ 宮城県 4:38:25

112 103 鈴木 歩 ｽｽﾞｷ ｱﾕﾑ 宮城県 4:38:25

113 51 小山 和紀 ｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 青森県 4:39:11

114 151 藤原 伸広 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 4:39:31

115 158 中川 清裕 ﾅｶｶﾞﾜ ｷﾖﾋﾛ 宮城県 4:40:22

116 249 堀内 仁 ﾎﾘｳﾁ ﾋﾄｼ 福島県 4:40:30

117 117 岩崎 一夫 ｲﾜｻｷ ｶｽﾞｵ 宮城県 4:40:37

118 239 長谷川 千史 ﾊｾｶﾞﾜ ﾁﾌﾐ 宮城県 4:41:15

119 244 濱内 明宏 ﾊﾏｳﾁ ｱｷﾋﾛ 宮城県 4:41:20

120 289 深渡 慎一郎 ﾌｶﾜﾀﾘ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮城県 4:41:22

121 234 中村 恭平 ﾅｶﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 宮城県 4:42:40

122 67 阿部 寛行 ｱﾍﾞ ﾋﾛﾕｷ 宮城県 4:42:43

123 245 佐藤 拓哉 ｻﾄｳ ﾀｸﾔ 山形県 4:43:08

124 100 西條 寛仁 ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄﾋﾄ 宮城県 4:43:20

125 213 佐藤 正和 ｻﾄｳ ﾏｻｶｽﾞ 宮城県 4:43:41

126 188 鈴木 洋一 ｽｽﾞｷ ﾖｳｲﾁ 福島県 4:43:52

127 260 久間 数修 ｸﾏ ｶｽﾞｵｻ 宮城県 4:44:02

128 15 谷口 孝誠 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀｶｾｲ 神奈川県 4:44:33

129 70 岩佐 治 ｲﾜｻ ｵｻﾑ 宮城県 4:45:21

130 150 矢部 優司 ﾔﾍﾞ ﾕｳｼﾞ 宮城県 4:45:42

131 65 門間 俊明 ﾓﾝﾏ ﾄｼｱｷ 宮城県 4:46:20

132 96 氏家 紘也 ｳｼﾞｲｴ ｺｳﾔ 宮城県 4:46:43

133 41 谷島 学 ﾀﾆｼﾏ ｻﾄﾙ 神奈川県 4:46:51

134 153 伊藤 正彦 ｲﾄｳ ﾏｻﾋｺ 宮城県 4:47:06

135 13 佐々木 正規 ｻｻｷ ﾏｻｷ 岩手県 4:47:27

136 140 高橋 大蔵 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｿﾞｳ 山形県 4:47:37

137 202 伊藤 直哉 ｲﾄｳ ﾅｵﾔ 宮城県 4:48:09

138 59 千田 康洋 ﾁﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 岩手県 4:48:44

139 47 元木 隆史 ﾓﾄｷ ﾀｶﾌﾐ 宮城県 4:49:33

140 93 新田 文彦 ﾆｯﾀ ﾌﾐﾋｺ 宮城県 4:49:47
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種目：トレイルラン27km男子の部 5 / 8

Official Timer & Result By RECS

順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

141 133 山鹿 康平 ﾔﾏｶﾞ ｺｳﾍｲ 宮城県 4:49:49

142 256 小野寺 雅也 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾔ 岩手県 4:50:22

143 186 舟山 幸秀 ﾌﾅﾔﾏ ﾕｷﾋﾃﾞ 宮城県 4:50:57

144 230 阿部 浩士 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 宮城県 4:51:11

145 49 菰田 悟史 ｺﾓﾀﾞ ｻﾄｼ 東京都 4:51:47

146 201 岸 正弘 ｷｼ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 4:52:03

147 14 久我 俊介 ｸｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 宮城県 4:52:07

148 197 佐藤 範男 ｻﾄｳ ﾉﾘｵ 宮城県 4:52:23

149 187 工藤 幸一 ｸﾄﾞｳ ｺｳｲﾁ 岩手県 4:52:47

150 156 三浦 一彦 ﾐｳﾗ ｶｽﾞﾋｺ 秋田県 4:54:27

151 155 風間 敏和 ｶｻﾞﾏ ﾄｼｶｽﾞ 宮城県 4:54:35

152 283 水谷 隆行 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾀｶﾕｷ 宮城県 4:54:35

153 286 金須 ハジメ ｷﾝｽ ﾊｼﾞﾒ 宮城県 4:55:10

154 229 後藤 雄輔 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｽｹ 福島県 4:55:16

155 228 長尾 浩和 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛｶｽﾞ 福島県 4:55:16

156 35 盛合 寛 ﾓﾘｱｲ ﾕﾀｶ 宮城県 4:55:24

157 77 岡本 晋幸 ｵｶﾓﾄ ｸﾆﾕｷ 青森県 4:56:38

158 48 千田 昭宏 ﾁﾀﾞ ｱｷﾋﾛ 岩手県 4:57:25

159 176 高橋 真之 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 宮城県 4:57:34

160 19 直枝 智春 ﾅｵｴ ﾄﾓﾊﾙ 神奈川県 4:57:37

161 243 永田 直利 ﾅｶﾞﾀ ﾅｵﾄｼ 宮城県 4:57:57

162 29 西澤 進 ﾆｼｻﾞﾜ ｽｽﾑ 宮城県 4:58:24

163 144 本木 里志 ﾓﾄｷ ｻﾄｼ 宮城県 4:58:27

164 145 佐藤 芳郎 ｻﾄｳ ﾖｼﾛｳ 山形県 4:58:55

165 89 中田 裕介 ﾅｶﾀ ﾕｳｽｹ 岩手県 4:59:25

166 122 鈴木 宏 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 宮城県 4:59:30

167 44 伊藤 大輔 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 宮城県 5:00:13

168 75 黒須 智博 ｸﾛｽ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 5:00:24

169 261 舘 和希 ﾔｶﾀ ｶｽﾞｷ 宮城県 5:00:36

170 288 松谷 静雄 ﾏﾂﾔ ｼｽﾞｵ 宮城県 5:01:32

171 115 結城 希望 ﾕｳｷ ﾉｿﾞﾐ 宮城県 5:01:47

172 216 川村 信明 ｶﾜﾑﾗ ﾉﾌﾞｱｷ 宮城県 5:02:08

173 23 安部 安博 ｱﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ 宮城県 5:02:30

174 82 玉川 剛 ﾀﾏｶﾞﾜ ﾂﾖｼ 宮城県 5:03:41

175 71 小鷹 浩一 ｺﾀｶ ｺｳｲﾁ 山形県 5:03:45
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順位 BIB 氏名 氏名ｶﾅ 都道府県名 記 録

176 164 佐々木 浩司 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 宮城県 5:03:58

177 72 佐藤 清俊 ｻﾄｳ ｷﾖﾄｼ 福島県 5:04:30

178 37 吉野 央展 ﾖｼﾉ ﾋｻﾉﾌﾞ 東京都 5:04:32

179 143 林 勇一 ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁ 栃木県 5:04:40

180 57 星 雄三 ﾎｼ ﾕｳｿﾞｳ 宮城県 5:05:39

181 6 須田 卓夫 ｽﾀﾞ ﾀｸｵ 東京都 5:06:06

182 55 宇佐見 宣博 ｳｻﾐ ﾉﾌﾞﾋﾛ 宮城県 5:06:25

183 81 日景 瑞朗 ﾋｶｹﾞ ﾐｽﾞｵ 宮城県 5:06:48

184 90 宗像 薫 ﾑﾅｶﾀ ｶｵﾙ 山形県 5:07:00

185 241 枝松 郁雄 ｴﾀﾞﾏﾂ ｲｸｵ 山形県 5:07:29

186 120 阿部 博志 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 宮城県 5:07:37

187 192 千島 健 ﾁｼﾏ ﾀｹｼ 青森県 5:08:13

188 7 新沼 透 ﾆｲﾇﾏ ﾄｵﾙ 宮城県 5:08:44

189 148 高橋 優気 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 宮城県 5:09:11

190 22 池田 秀人 ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄ 宮城県 5:09:11

191 60 石井山 竜平 ｲｼｲﾔﾏ ﾘｭｳﾍｲ 宮城県 5:09:17

192 154 加賀谷 将宏 ｶｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾛ 宮城県 5:09:33

193 157 長谷川 政智 ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻﾄﾓ 宮城県 5:09:41

194 4 青木 一彦 ｱｵｷ ｶｽﾞﾋｺ 宮城県 5:09:55

195 74 植野 大 ｳｴﾉ ﾋﾛｼ 宮城県 5:09:58

196 45 奥園 洋喜 ｵｸｿﾞﾉ ﾋﾛｷ 千葉県 5:11:05

197 104 河田 裕也 ｶﾜﾀ ﾕｳﾔ 埼玉県 5:11:31

198 11 佐藤 正行 ｻﾄｳ ﾏｻﾕｷ 宮城県 5:11:34

199 135 正木 孝志 ﾏｻｷ ﾀｶｼ 埼玉県 5:11:44

200 39 澤田 健 ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｼ 宮城県 5:11:45

201 159 平 広行 ﾀｲﾗ ﾋﾛﾕｷ 山形県 5:12:27

202 91 遠藤 雄 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳ 宮城県 5:12:57

203 80 関根 啓 ｾｷﾈ ｹｲ 宮城県 5:13:50

204 162 内海 栄広 ｳﾁﾐ ｴｲﾋﾛ 宮城県 5:14:45

205 276 中谷 好孝 ﾅｶﾀﾆ ﾖｼﾀｶ 宮城県 5:14:48

206 190 三上 知良 ﾐｶﾐ ﾄﾓﾖｼ 宮城県 5:16:19

207 205 中村 拓 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸ 宮城県 5:16:58

208 242 佐賀 武義 ｻｶﾞ ﾀｹﾖｼ 宮城県 5:17:21

209 212 佐藤 知弘 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ 宮城県 5:18:07

210 226 馬淵 直樹 ﾏﾌﾞﾁ ﾅｵｷ 宮城県 5:18:21
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211 97 早坂 篤 ﾊﾔｻｶ ｱﾂｼ 宮城県 5:18:55

212 195 星 宏通 ﾎｼ ﾋﾛﾐﾁ 宮城県 5:19:37

213 223 玉手 義久 ﾀﾏﾃ ﾖｼﾋｻ 岩手県 5:21:26

214 141 岡田 郁夫 ｵｶﾀﾞ ｲｸｵ 宮城県 5:22:04

215 268 関根 渉 ｾｷﾈ ﾜﾀﾙ 宮城県 5:22:08

216 274 佐々木 忠 ｻｻｷ ﾀﾀﾞｼ 宮城県 5:22:24

217 210 板垣 健 ｲﾀｶﾞｷ ｹﾝ 山形県 5:23:14

218 224 三條 裕耶 ｻﾝｼﾞｮｳ ﾕｳﾔ 山形県 5:23:14

219 246 高橋 孝幸 ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 埼玉県 5:23:43

220 185 渡部 駿介 ﾜﾀﾍﾞ ｼｭﾝｽｹ 神奈川県 5:24:15

221 171 芳賀 卓 ﾊｶﾞ ﾏｻﾙ 宮城県 5:24:33

222 203 岡田 恒弘 ｵｶﾀﾞ ﾂﾈﾋﾛ 山形県 5:24:42

223 79 貫洞 直希 ｶﾝﾄﾞｳ ﾅｵｷ 宮城県 5:25:01

224 8 沼倉 信幸 ﾇﾏｸﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 宮城県 5:26:27

225 161 高橋 信 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ 宮城県 5:27:27

226 61 山本 俊一 ﾔﾏﾓﾄ ｼｭﾝｲﾁ 宮城県 5:28:33

227 175 平間 慶 ﾋﾗﾏ ｹｲ 宮城県 5:28:49

228 27 古川 毅仁 ﾌﾙｶﾜ ﾀｹﾋﾄ 宮城県 5:29:28

229 125 丸山 敏春 ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾊﾙ 宮城県 5:30:39

230 10 岩動 貴 ｲｽﾙｷﾞ ﾀｶｼ 宮城県 5:31:59

231 280 黒澤 俊昭 ｸﾛｻﾜ ﾄｼｱｷ 岩手県 5:33:14

232 217 藤井 直樹 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 宮城県 5:33:38

233 9 佐藤 忠一 ｻﾄｳ ﾁｭｳｲﾁ 宮城県 5:33:45

234 132 大塚 黄司 ｵｵﾂｶ ｺｳｼﾞ 山形県 5:34:55

235 62 笹平 雅文 ｻｻﾋﾗ ﾏｻﾌﾐ 宮城県 5:36:10

236 53 武田 英之 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 神奈川県 5:37:21

237 254 柿沼 正康 ｶｷﾇﾏ ﾏｻﾔｽ 宮城県 5:38:40

238 163 加藤 正一 ｶﾄｳ ｼｮｳｲﾁ 宮城県 5:40:30

239 258 佐藤 弥 ｻﾄｳ ﾋｻｼ 宮城県 5:40:39

240 94 渡辺 映基 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲｷ 宮城県 5:41:22

241 121 高橋 和也 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾔ 宮城県 5:41:50

242 131 多田 信彦 ﾀﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋｺ 宮城県 5:43:35

243 146 田代 紀生 ﾀｼﾛ ﾉﾘｵ 宮城県 5:44:19

244 218 三浦 真 ﾐｳﾗ ﾏｺﾄ 宮城県 5:44:37

245 281 笠原 典久 ｶｻﾊﾗ ﾉﾘﾋｻ 宮城県 5:47:12
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246 222 安斎 孝幸 ｱﾝｻﾞｲ ﾀｶﾕｷ 福島県 5:50:43

247 252 山室 拓 ﾔﾏﾑﾛ ﾀｸ 宮城県 5:50:58

248 285 藤野 悟 ﾌｼﾞﾉ ｻﾄﾙ 宮城県 5:54:41

249 127 安本 明彦 ﾔｽﾓﾄ ｱｷﾋｺ 茨城県 5:54:58

250 170 豊嶋 教生 ﾄﾖｼﾏ ﾉﾘｵ 宮城県 5:56:17

251 85 高橋 雅勝 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶﾂ 宮城県 5:56:44

252 17 中嶋 真吾 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 宮城県 6:02:51

253 69 宮崎 貞信 ﾐﾔｻﾞｷ ｻﾀﾞﾉﾌﾞ 茨城県 6:06:19

254 263 大塚 誠 ｵｵﾂｶ ﾏｺﾄ 宮城県 6:09:34

255 26 髙橋 正徳 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾉﾘ 宮城県 6:10:44

256 3 秋葉 賢也 ｱｷﾊﾞ ｹﾝﾔ 宮城県 6:11:41

257 259 工藤 純也 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 青森県 6:12:45

258 92 橋本 真直 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾅｵ 宮城県 6:15:05

259 191 佐藤 誠一 ｻﾄｳ ｾｲｲﾁ 宮城県 6:17:01

260 284 本間 晃平 ﾎﾝﾏ ｺｳﾍｲ 宮城県 6:22:20

261 38 丹野 健一 ﾀﾝﾉ ｹﾝｲﾁ 宮城県 6:22:20
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