
種目名 順位 ゼッケン番号 氏名 氏名カナ 所属名 都道府県 フィニッシュタイム
ハーフ一般男子１８～３９歳 1 1003 寄木　康弘 ﾖﾘｷ ﾔｽﾋﾛ 新庄・最上 山形県 1:11:02
ハーフ一般男子１８～３９歳 2 1005 杉山　里空 ｽｷﾞﾔﾏ ﾘｸ 岩手県 1:11:49
ハーフ一般男子１８～３９歳 3 1010 山口　大陽 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｱｷ 新庄・最上 山形県 1:12:32
ハーフ一般男子１８～３９歳 4 1004 藪谷　昇 ﾔﾌﾞﾔ ﾉﾎﾞﾙ 新庄・最上 山形県 1:14:32
ハーフ一般男子１８～３９歳 5 1006 一ノ澤　哲郎 ｲﾁﾉｻﾜ ﾃﾂﾛｳ 新庄・最上 山形県 1:14:42
ハーフ一般男子１８～３９歳 6 1007 井上　徹 ｲﾉｳｴ ﾄｵﾙ 新庄・最上 山形県 1:15:17
ハーフ一般男子１８～３９歳 7 1013 今井　達弥 ｲﾏｲ ﾀﾂﾔ 新庄・最上 山形県 1:16:15
ハーフ一般男子１８～３９歳 8 1014 小平　圭一 ｺﾀﾞｲﾗ ｹｲｲﾁ あぶくまＡＣ 山形県 1:17:26
ハーフ一般男子１８～３９歳 9 1009 堀米　亮 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾘｮｳ 神町自衛隊 山形県 1:19:30
ハーフ一般男子１８～３９歳 10 1017 大隅　諭 ｵｵｽﾐ ｻﾄｼ 秋田県 1:20:49
ハーフ一般男子１８～３９歳 11 1015 今野　春貴 ｺﾝﾉ ﾊﾙｷ 愛知県 1:28:52
ハーフ一般男子１８～３９歳 12 1018 今田　博之 ｺﾝﾀ ﾋﾛﾕｷ 日新小学校 山形県 1:29:57
ハーフ一般男子１８～３９歳 13 1023 相田　壮範 ｱｲﾀ ﾏｻﾉﾘ 山形県 1:33:49
ハーフ一般男子１８～３９歳 14 1027 佐々木　暢夫 ｻｻｷ ﾉﾌﾞｵ 東京都 1:35:56
ハーフ一般男子１８～３９歳 15 1034 柿崎　塁 ｶｷｻﾞｷ ﾙｲ 秋田県 1:36:00
ハーフ一般男子１８～３９歳 16 1022 高野　叶夢 ﾀｶﾉ ｶﾅﾑ 山形県 1:36:37
ハーフ一般男子１８～３９歳 17 1028 八鍬　一起 ﾔｸﾜ ｶｽﾞｷ 青森県 1:36:43
ハーフ一般男子１８～３９歳 18 1029 大高　昭彦 ｵｵﾀｶ ｱｷﾋｺ 山形県 1:39:09
ハーフ一般男子１８～３９歳 19 1031 鍋藤　克敏 ﾅﾍﾞﾄｳ ｶﾂﾄｼ 住友生命 山形県 1:39:12
ハーフ一般男子１８～３９歳 20 1024 菅野　利春 ｽｶﾞﾉ ﾄｼﾊﾙ 山形県 1:39:57
ハーフ一般男子１８～３９歳 21 1035 沼澤　貴典 ﾇﾏｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ Ｓ．Ｆ．Ｃ 山形県 1:40:15
ハーフ一般男子１８～３９歳 22 1033 矢口　雅博 ﾔｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ 建設技術研究所 宮城県 1:40:50
ハーフ一般男子１８～３９歳 23 1019 伊藤　翼 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ ＫＰ 山形県 1:42:17
ハーフ一般男子１８～３９歳 24 1074 巻　拓美 ﾏｷ ﾀｸﾐ 大原学園スポーツ公務員山形校 山形県 1:42:27
ハーフ一般男子１８～３９歳 25 1045 伊藤　寛章 ｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 有限会社山口畜産 山形県 1:42:32
ハーフ一般男子１８～３９歳 26 1032 平林　伸文 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾌﾐ 東京都 1:42:46
ハーフ一般男子１８～３９歳 27 1055 小松　智基 ｺﾏﾂ ﾄﾓｷ 秋田県 1:43:46
ハーフ一般男子１８～３９歳 28 1025 高橋　新太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ 毒ガス＊あわわ 宮城県 1:46:04
ハーフ一般男子１８～３９歳 29 1049 三原　大幸 ﾐﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ ＫＳＲすし太郎 山形県 1:46:44
ハーフ一般男子１８～３９歳 30 1037 海野　圭吾 ｳﾝﾉ ｹｲｺﾞ 宮城県 1:49:31
ハーフ一般男子１８～３９歳 31 1030 柴田　政人 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻﾄ 秋田県 1:50:32
ハーフ一般男子１８～３９歳 32 1044 長澤　重信 ﾅｶﾞｻﾜ ｼｹﾞﾉﾌﾞ ＳＡＲＥ 山形県 1:52:07
ハーフ一般男子１８～３９歳 33 1036 今野　健斗 ｺﾝﾉ ｹﾝﾄ チーム井上 山形県 1:54:23
ハーフ一般男子１８～３９歳 34 1060 佐藤　直樹 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 宮城県 1:55:37
ハーフ一般男子１８～３９歳 35 1059 佐藤　誠 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 山形県 1:56:50
ハーフ一般男子１８～３９歳 36 1070 細野　諭 ﾎｿﾉ ｻﾄｼ 山形県 1:56:51
ハーフ一般男子１８～３９歳 37 1046 城戸口　彰 ｷﾄﾞｸﾞﾁ ｱｷﾗ チーム井上 山形県 1:57:16
ハーフ一般男子１８～３９歳 38 1061 荒川　和紀 ｱﾗｶﾜ ｶｽﾞﾉﾘ 荒川整骨院 山形県 1:57:17
ハーフ一般男子１８～３９歳 39 1042 栗田　元大 ｸﾘﾀ ｶﾞﾝﾀﾞｲ 新庄ＳＷＳ 山形県 1:57:56
ハーフ一般男子１８～３９歳 40 1051 齋藤　正崇 ｻｲﾄｳ ﾏｻﾀｶ 山形県 1:58:18
ハーフ一般男子１８～３９歳 41 1038 斎藤　登克 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾖｼ 山形県 2:01:03
ハーフ一般男子１８～３９歳 42 1041 鈴木　洋志 ｽｽﾞｷ ﾋﾛｼ 山形さくらんぼ鶏 宮城県 2:02:01
ハーフ一般男子１８～３９歳 43 1076 野尻　拓 ﾉｼﾞﾘ ﾀｸ 山形県 2:02:08
ハーフ一般男子１８～３９歳 44 1053 伊藤　智之 ｲﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 宮城県 2:04:29
ハーフ一般男子１８～３９歳 45 1043 渡邉　啓太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾀ ＤＳ 山形県 2:07:22
ハーフ一般男子１８～３９歳 46 1052 松田　佳祐 ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｽｹ 山形県 2:07:24
ハーフ一般男子１８～３９歳 47 1066 五十嵐　隆志 ｲｶﾞﾗｼ ﾀｶｼ 山形県 2:08:22
ハーフ一般男子１８～３９歳 48 1020 阿部　剛宙 ｱﾍﾞ ﾀｹﾋﾛ チーム井上 山形県 2:10:40
ハーフ一般男子１８～３９歳 49 1054 三橋　和成 ﾐﾊｼ ｶｽﾞﾅﾘ 山形県 2:12:25
ハーフ一般男子１８～３９歳 50 1064 鈴木　創 ｽｽﾞｷ ﾊｼﾞﾒ むふふ 山形県 2:12:56
ハーフ一般男子１８～３９歳 51 1056 塩野　陽平 ｼｵﾉ ﾖｳﾍｲ 山形さくらんぼ鶏 山形県 2:14:31
ハーフ一般男子１８～３９歳 52 1071 奥山　新也 ｵｸﾔﾏ ｼﾝﾔ ＫＳＲすし太郎 山形県 2:17:41
ハーフ一般男子１８～３９歳 53 1047 渡辺　歩 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾕﾑ 山形県 2:19:10
ハーフ一般男子１８～３９歳 54 1063 小野　賢司 ｵﾉ ｹﾝｼﾞ 山形県 2:20:09
ハーフ一般男子１８～３９歳 55 1067 辺見　孝太 ﾍﾝﾐ ｺｳﾀ 新庄ＳＷＳ 山形県 2:21:47
ハーフ一般男子１８～３９歳 56 1057 伊藤　大史 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｼ 新庄ＳＷＳ 山形県 2:26:41
ハーフ一般男子１８～３９歳 57 1069 福田　幸宏 ﾌｸﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山形県 2:27:55
ハーフ一般男子１８～３９歳 58 1068 奥村　悟 ｵｸﾑﾗ ｻﾄﾙ 山形県 2:28:16


