
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般男子8kmLFX（高校生～40歳未満）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

106 新井谷　潤 ﾆｲﾔ ｼﾞｭﾝ  0:33:39にいや整骨院1 岩手県 久慈市
101 三浦　駿斗 ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ  0:33:48盛岡工業高校2 岩手県 八幡平市
104 高橋　弦士 ﾀｶﾊｼ ｹﾞﾝｼﾞ  0:33:57盛岡南高校3 岩手県 雫石町
112 西郷　孝一 ｻｲｺﾞｳ ﾀｶﾋﾄ  0:36:104 岩手県 矢巾町
107 加藤　篤 ｶﾄｳ ｱﾂｼ  0:37:02走行修5 岩手県 盛岡市
124 吉田　匠吾 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ  0:38:05盛岡第三高等学校6 岩手県 盛岡市
103 杉沢　皓野 ｽｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾉ  0:38:337 岩手県 盛岡市
109 大上　博文 ｵｵｶﾐ ﾋﾛﾌﾐ  0:39:348 岩手県 久慈市
110 佐藤　陽平 ｻﾄｳ ﾖｳﾍｲ  0:39:53宮古市陸協9 宮城県 仙台市
116 三上　博志 ﾐｶﾐ ﾋﾛｼ  0:41:1910 青森県 弘前市
115 十二林　一元 ｼﾞｭｳﾆﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ  0:41:3711 秋田県 鹿角市
105 坂本　健一 ｻｶﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  0:42:2412 青森県 八戸市
117 中村　哲朗 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾛｳ  0:42:3713 秋田県 鹿角市
102 渡辺　良平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ  0:42:4314 岩手県 八幡平市
122 蛯名　將之 ｴﾋﾞﾅ ﾏｻﾕｷ  0:46:50青森みなみこども園15 青森県 青森市
113 古澤　健冶 ﾌﾙｻﾜ ｹﾝｼﾞ  0:49:51真天狗ジム16 岩手県 紫波町
111 橋本　基 ﾊｼﾓﾄ ﾓﾄｲ  0:50:04鹿島17 岩手県 釜石市
123 阿部　哲郎 ｱﾍﾞ ﾃﾂｵ  0:50:2118 秋田県 鹿角市
120 小笠原　聡 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｻﾄｼ  0:53:39せいてつ記念病院19 岩手県 釜石市
118 金澤　潤一 ｶﾅｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  0:53:59日本眼科医療センター20 岩手県 釜石市
119 大森　卓也 ｵｵﾓﾘ ﾀｸﾔ  1:14:52（株）ニデック21 岩手県 釜石市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般男子8kmLFX（40歳以上）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

135 西野　真一 ﾆｼﾉ ｼﾝｲﾁ  0:39:401 岩手県 盛岡市
139 吉原　英樹 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ  0:40:032 岩手県 北上市
131 小松　幸彦 ｺﾏﾂ ﾕｷﾋｺ  0:42:203 埼玉県 越谷市
147 阿部　宏 ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ  0:42:27修行走4 岩手県 盛岡市
140 細川　幸夫 ﾎｿｶﾜ ｻﾁｵ  0:42:305 岩手県 盛岡市
136 馬渡　康紀 ﾏﾜﾀﾘ ﾔｽﾉﾘ  0:43:166 青森県 八戸市
142 田沼　貴之 ﾀﾇﾏ ﾀｶﾕｷ  0:43:517 岩手県 盛岡市
148 荒屋敷　春介 ｱﾗﾔｼｷ ｼｭﾝｽｹ  0:44:18せいてつ記念病院8 岩手県 釜石市
133 長谷川　正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ  0:45:28山岸小学校おやじの会9 岩手県 盛岡市
149 谷口　大 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾙ  0:46:39（株）ユニハイト10 岩手県 釜石市
138 齋藤　拓 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｼ  0:47:39チームさ＠11 宮城県 仙台市
144 鈴木　正行 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ  0:48:4712 岩手県 宮古市
145 桐明　智徳 ｷﾘｱｹ ﾄﾓﾉﾘ  0:53:2413 岩手県 盛岡市
146 畠山　知己 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾐ  0:55:17いわて清流ファーム14 岩手県 遠野市
137 和合　誉 ﾜｺﾞｳ ﾎﾏﾚ  1:00:56山小おやじの会15 岩手県 盛岡市
132 佐藤　建治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  1:02:50山岸小おやじAC16 岩手県 盛岡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般男子4kmLFX（高校生～40歳未満）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

161 本間　洋行 ﾎﾝﾏ ﾋﾛﾕｷ  0:16:42霞城ＥＲＣ1 山形県 尾花沢市
186 照井　紀之 ﾃﾙｲ ﾉﾘﾕｷ  0:17:16盛岡第四高等学校2 岩手県 雫石町
171 菊池　章太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ  0:17:29盛岡工業3 岩手県 盛岡市
162 桐山　大輝 ｷﾘﾔﾏ ﾀﾞｲｷ  0:17:34盛岡四高4 岩手県 雫石町
163 佐藤　黎希 ｻﾄｳ ﾗｲｷ  0:17:51湯沢中学校5 秋田県 湯沢市
168 関根　芳樹 ｾｷﾈ ﾖｼｷ  0:18:316 岩手県 八幡平市
165 田子　未知瑠 ﾀｺ ﾐﾁﾙ  0:19:16サンリス会7 岩手県 滝沢市
173 太田代　孝昭 ｵｵﾀｼﾛ ﾀｶｱｷ  0:20:03ＥＮ大塚製薬8 岩手県 花巻市
176 渡部　智大 ﾜﾀﾍﾞ ﾄﾓﾋﾛ  0:20:21岩大走友会9 岩手県 盛岡市
175 今　忠雄 ｺﾝ ﾀﾀﾞｵ  0:20:5510 岩手県 盛岡市
169 新井谷　潤 ﾆｲﾔ ｼﾞｭﾝ  0:22:04にいや整骨院11 岩手県 久慈市
172 宮野　圭 ﾐﾔﾉ ｹｲ  0:22:0912 青森県 八戸市
166 髙橋　友樹 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ  0:22:3313 岩手県 八幡平市
170 葛巻　崇之 ｸｽﾞﾏｷ ﾀｶﾕｷ  0:22:5414 岩手県 盛岡市
177 尾川　遥樹 ｵｶﾞﾜ ﾊﾙｷ  0:23:0615 岩手県 奥州市
178 佐藤　諒 ｻﾄｳ ﾘｮｳ  0:23:1116 岩手県 北上市
179 上平　雄二 ｶﾐﾀｲﾗ ﾕｳｼﾞ  0:23:2517 岩手県 一戸町
185 中村　郁哉 ﾅｶﾑﾗ ｲｸﾔ  0:24:0318 岩手県 滝沢市
183 小林　祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ  0:24:5019 青森県 東北町
180 桐明　努 ｷﾘｱｹ ﾂﾄﾑ  0:25:3420 岩手県 盛岡市
174 小笠原　隆幸 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｶﾕｷ  0:28:29天狗ジム21 岩手県 矢巾町
181 田村　正人 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾄ  0:30:4022 秋田県 鹿角市
184 杉山　倫也 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾔ  0:31:2623 岩手県 盛岡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般男子4kmLFX（40歳以上）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

191 柴田　良幸 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ  0:17:351 岩手県 滝沢市
198 川又　昭人 ｶﾜﾏﾀ ｱｷﾋﾄ  0:19:29山岸おやじの会2 岩手県 盛岡市
197 上田　義貴 ｳｴﾀﾞ ﾖｼﾀｶ  0:19:51三戸町議会事務局3 青森県 三戸町
200 高橋　辰哉 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ  0:21:594 岩手県 雫石町
192 坂本　秀樹 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ  0:22:315 青森県 八戸市
202 辺見　敬 ﾍﾝﾐ ﾀｶｼ  0:22:58山岸オヤジＡＣ6 岩手県 盛岡市
201 民部田　光則 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾐﾂﾉﾘ  0:23:207 岩手県 盛岡市
194 佐藤　仁司 ｻﾄｳ ﾋﾄｼ  0:23:238 宮城県 仙台市
205 村田　和也 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾔ  0:23:529 岩手県 盛岡市
204 野田頭　義光 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗ ﾖｼﾐﾂ  0:24:01小川原湖しじみパワー10 青森県 東北町
193 小山田　拓史 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼ  0:24:43安代スポーツ少年団陸上部11 岩手県 八幡平市
195 山田　拓也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ  0:26:4112 岩手県 北上市
203 関　宏典 ｾｷ ﾋﾛﾉﾘ  0:27:3213 岩手県 八幡平市
199 松本　博之 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  0:28:5914 大分県 大分市
196 武田　敏弘 ﾀｹﾀﾞ ﾄｼﾋﾛ  0:29:59盛岡走友会15 岩手県 盛岡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 中学生男子4kmLFX
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

232 横欠　秀斗 ﾖｺｶﾞｹ ｼｭｳﾄ  0:16:27雫石中学校1 岩手県 八幡平市
225 髙橋　剛 ﾀｶﾊｼ ﾂﾖｼ  0:17:57西根中学校2 岩手県 八幡平市
231 菊池　誠 ｷｸﾁ ｾｲ  0:18:34滝沢南中学校3 岩手県 八幡平市
215 山田　慎之介 ﾔﾏﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ  0:19:07森吉中学校4 秋田県 北秋田市
214 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ  0:19:095 岩手県 盛岡市
218 成田　健太 ﾅﾘﾀ ｹﾝﾀ  0:19:10安代中学校6 岩手県 八幡平市
212 今　雄晴 ｺﾝ ﾕｳｾｲ  0:19:447 岩手県 盛岡市
213 古川　峻 ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝ  0:20:218 岩手県 八幡平市
221 佐藤　光翼 ｻﾄｳ ｺｳｽｹ  0:20:44皆瀬中学校9 秋田県 湯沢市
222 葛巻　洸大 ｸｽﾞﾏｷ ｺｳﾀﾞｲ  0:22:0910 岩手県 八幡平市
230 杣澤　友介 ｿﾏｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ  0:22:41松尾中学校11 岩手県 八幡平市
220 松葉　學門 ﾏﾂﾊﾞ ｶﾞｸﾄ  0:22:54安代中学校12 岩手県 八幡平市
224 山口　翔大 ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ  0:22:56松尾中学校13 岩手県 八幡平市
216 種市　一馬 ﾀﾈｲﾁ ｶｽﾞﾏ  0:25:17安代中学校14 岩手県 八幡平市
226 安保　瑠粋 ｱﾝﾎﾞ ﾙｲ  0:25:25安代中学校15 岩手県 八幡平市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 中学生女子4kmLFX
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

241 桐山　はる菜 ｷﾘﾔﾏ　ﾊﾙﾅ  0:19:22雫石中学校1 岩手県 雫石町
242 及川　花音 ｵｲｶﾜ ｶﾉﾝ  0:19:56下小路中学校2 岩手県 盛岡市
251 吉田　朱里 ﾖｼﾀﾞ ｱｶﾘ  0:21:10久慈中学校3 岩手県 八幡平市
247 関　柚月 ｾｷ ﾕﾂﾞｷ  0:21:44安代中学校4 岩手県 八幡平市
243 山田　智子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ  0:21:49森吉中学校5 秋田県 北秋田市
250 照井　陽香 ﾃﾙｲ ﾎﾉｶ  0:22:16土淵中学校6 岩手県 盛岡市
249 高橋　杏美 ﾀｶﾊｼ ｷｮｳﾐ  0:22:26雫石中学校7 岩手県 雫石町
244 佐藤　里咲 ｻﾄｳ ﾘｻ  0:23:038 岩手県 葛巻町
248 尾川　柚樹奈 ｵｶﾞﾜ ﾕｷﾅ  0:25:02小山中学校9 岩手県 奥州市
245 畠山　一葉 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾊ  0:26:14安代中学校10 岩手県 八幡平市
252 滝川　瑠夏 ﾀｷｶﾜ ﾙｶ  0:27:32松尾中学校11 岩手県 八幡平市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般女子4kmLFX（高校生～40歳未満）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

264 関根　めぐみ ｾｷﾈ ﾒｸﾞﾐ  0:20:571 岩手県 八幡平市
265 田子　知美 ﾀｺ ﾄﾓﾐ  0:23:592 岩手県 一戸町
262 髙橋　洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ  0:24:043 岩手県 八幡平市
268 佐藤　さやか ｻﾄｳ ｻﾔｶ  0:24:154 岩手県 盛岡市
263 宮野　莉胡 ﾐﾔﾉ ﾘｺ  0:26:07盛岡農業高校5 岩手県 八幡平市
267 奈良　美沙子 ﾅﾗ ﾐｻｺ  0:28:026 青森県 平川市
266 佐藤　真弓 ｻﾄｳ ﾏﾕﾐ  0:32:297 岩手県 盛岡市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般女子4kmLFX（40歳以上）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

281 渡部　真樹子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷｺ  0:21:411 秋田県 男鹿市
283 杉沢　千雅子 ｽｷﾞｻﾜ ﾁｶﾞｺ  0:25:132 岩手県 盛岡市
284 八木　雅子 ﾔｷﾞ ﾏｻｺ  0:27:273 岩手県 盛岡市
285 山田　春美 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ  0:28:044 青森県 弘前市
286 原　優子 ﾊﾗ ﾕｳｺ  0:28:15カーリング部5 岩手県 盛岡市
287 岡橋　美奈子 ｵｶﾊｼ ﾐﾅｺ  0:29:23チームさ＠6 宮城県 仙台市
288 澤村　和美 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ  0:30:207 岩手県 遠野市
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順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般女子2kmLFX（高校生～40歳未満）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

301 田子　夏希 ﾀｺ ﾅﾂｷ  0:12:06サンリス会1 岩手県 滝沢市
303 欠端　和恵 ｶｹﾊﾀ ｶｽﾞｴ  0:12:20サンビレＲＣ2 岩手県 二戸市
304 荻野　史織 ｵｷﾞﾉ ｼｵﾘ  0:12:55岩大走友会3 岩手県 盛岡市
302 菊池　愛梨 ｷｸﾁ ｱｲﾘ  0:14:574 岩手県 滝沢市

Print : 2016/10/24 16:52:43 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 一般女子2kmLFX（40歳以上）
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

311 宮川　玲子 ﾐﾔｶﾜ ﾚｲｺ  0:12:381 岩手県 花巻市
313 本間　久子 ﾎﾝﾏ ﾋｻｺ  0:15:102 青森県 東北町
312 種市　とし子 ﾀﾈｲﾁ ﾄｼｺ  0:17:333 岩手県 八幡平市

Print : 2016/10/24 16:52:47 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS



順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　録所属クラブ名

 小学生男子高学年2kmLFX
第10回 フィールドXレース

市区町村県名

2016年10月23日

333 欠端　陽翔 ｶｹﾊﾀ ﾊﾙﾄ  0:09:22サンビレＲＣ1 岩手県 二戸市
328 柴田　隼佑 ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ  0:09:32滝沢第二小学校2 岩手県 滝沢市
337 村田　敬心 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾝ  0:09:35大村スポーツ少年団3 岩手県 雫石町
324 宍田　裕一朗 ｼｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:09:364 青森県 青森市
353 花井　統 ﾊﾅｲ ﾂｶｻ  0:09:47中野小学校5 岩手県 盛岡市
330 和井内　飛沫 ﾜｲﾅｲ ｼﾌﾞｷ  0:09:50田山スポーツ少年団6 岩手県 八幡平市
323 高橋　心太郎 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾀﾛｳ  0:09:55南畑スポーツ少年団7 岩手県 雫石町
332 藤田　波瑠 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙ  0:10:00弘前市立東小学校8 青森県 弘前市
335 獅子内　叶汰 ｼｼﾅｲ ｷｮｳﾀ  0:10:19サンビレＲＣ9 岩手県 二戸市
329 若松　昌哉 ﾜｶﾏﾂ ﾏｻﾔ  0:10:38南畑スポーツ少年団10 岩手県 雫石町
326 髙藤　集功 ﾀｶﾌｼﾞ ｱｲｺｳ  0:10:42南畑スポーツ少年団11 岩手県 雫石町
341 細川　隆清 ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳｾｲ  0:10:43南畑スポーツ少年団12 岩手県 雫石町
360 川村　直生 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵﾐ  0:10:50中野小学校13 岩手県 盛岡市
342 平船　知駿 ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ﾁﾊﾔ  0:10:57安代スポーツ少年団陸上部14 岩手県 八幡平市
357 中村　桜雅 ﾅｶﾑﾗ ｵｳｶﾞ  0:10:58八幡平トライアスロンスポ少15 岩手県 八幡平市
354 高橋　來夢流 ﾀｶﾊｼ ﾗﾑﾙ  0:11:00大村スポーツ少年団16 岩手県 雫石町
334 夏林　純英 ﾅﾂﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｴｲ  0:11:27金田一小学校17 岩手県 二戸市
327 田村　芳樹 ﾀﾑﾗ ﾖｼｷ  0:11:29大更小学校18 岩手県 八幡平市
358 松ノ木　佑太 ﾏﾂﾉｷ ﾕｳﾀ  0:11:38御明神小学校19 岩手県 雫石町
346 石田　龍翔 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳﾄ  0:11:38南畑スポーツ少年団20 岩手県 雫石町
339 山本　春翔 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ  0:11:4921 岩手県 八幡平市
336 藤田　駿仁 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ  0:11:56盛岡市立土淵小学校22 岩手県 盛岡市
325 村田　和久 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｻ  0:12:05大村スポーツ少年団23 岩手県 雫石町
352 柴田　光導 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾄﾞｳ  0:12:20北上市　飯豊小学校24 岩手県 北上市
356 伊藤　琥珀 ｲﾄｳ ｺﾊｸ  0:12:2125 岩手県 八幡平市
344 髙橋　清之介 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾉｽｹ  0:12:2326 岩手県 八幡平市
345 花﨑　蒼空 ﾊﾅｻｷ ｿﾗ  0:12:23田頭野球スポーツ少年団27 岩手県 八幡平市
359 田島　想 ﾀｼﾞﾏ ｿｳ  0:12:25見前小学校28 岩手県 盛岡市
347 寺下　一瑠 ﾃﾗｼﾀ ｲﾁﾙ  0:12:34黒沢尻北小学校29 岩手県 北上市
350 煙山　悠太 ｹﾑﾔﾏ ﾕｳﾀ  0:12:39南畑スポーツ少年団30 岩手県 雫石町
351 葛巻　福春 ｸｽﾞﾏｷ ﾌｸﾊﾙ  0:12:41黒沢尻北小学校31 岩手県 北上市
355 米澤　佑耶 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｳﾔ  0:12:43南畑スポーツ少年団32 岩手県 雫石町
321 髙橋　煌 ﾀｶﾊｼ ｺｳ  0:12:45八幡平トライアスロンスポ少33 岩手県 八幡平市
338 松浦　彼方 ﾏﾂｳﾗ ｶﾅﾀ  0:13:3734 岩手県 八幡平市
348 川又　守生 ｶﾜﾏﾀ ｼｭｳ  0:13:51田山スポーツ少年団35 岩手県 八幡平市
340 藤本　絃希 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ  0:14:01大村スポーツ少年団36 岩手県 雫石町
331 葛巻　賢心 ｸｽﾞﾏｷ ｹﾝｼﾝ  0:14:2037 岩手県 盛岡市
343 左近　聖矢 ｻｺﾝ ｾｲﾔ  0:14:21南畑スポーツ少年団38 岩手県 雫石町
349 大信田　源 ｵｵｼﾀﾞ ｹﾞﾝ  0:16:30中野小学校39 岩手県 盛岡市
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382 長坂　柊花 ﾅｶﾞｻｶ ｼｭｳｶ  0:09:55盛岡ＫＴＣ1 岩手県 雫石町
380 西舘　朱里 ﾆｼﾀﾞﾃ ｱｶﾘ  0:10:29サンビレＲＣ2 岩手県 一戸町
379 野田頭　咲樹 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗ ｻｷ  0:10:55甲地小学校3 青森県 東北町
396 北向　翠花 ｷﾀﾑｶｲ ｽｽﾞｶ  0:10:584 岩手県 盛岡市
372 八幡　優那 ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ  0:11:08田山スポーツ少年団5 岩手県 八幡平市
389 田代　陽南多 ﾀｼﾛ ﾋﾅﾀ  0:11:126 岩手県 遠野市
371 村田　桃華 ﾑﾗﾀ ﾓﾓｶ  0:11:20大村スポーツ少年団7 岩手県 雫石町
394 沼田　音緒 ﾇﾏﾀ ﾈｵ  0:11:27甲地小学校8 青森県 東北町
393 西尾　知姫 ﾆｼｵ ﾁｻｷ  0:11:299 岩手県 滝沢市
386 立花　結来 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲﾗ  0:11:32安代スポーツ少年団陸上部10 岩手県 八幡平市
391 安保　みなみ ｱﾝﾎﾞ ﾐﾅﾐ  0:11:43田山スポーツ少年団11 岩手県 八幡平市
403 田代　由都季 ﾀｼﾛ ﾕﾂﾞｷ  0:11:4612 岩手県 遠野市
381 板橋　乃野 ｲﾀﾊﾞｼ ﾉﾉ  0:11:5213 福島県 須賀川市
376 千葉　萌香 ﾁﾊﾞ ﾓｴｶ  0:11:5514 岩手県 一関市
402 本間　瑠那 ﾎﾝﾏ ﾙﾅ  0:11:56蛯沢小学校15 青森県 東北町
383 齋藤　莉乃 ｻｲﾄｳ ﾘﾉ  0:11:59サンビレRC16 岩手県 岩手町
377 三浦　若菜 ﾐｳﾗ ﾜｶﾅ  0:12:0117 岩手県 八幡平市
399 田子　紗璃亜 ﾀｺ ｻﾘｱ  0:12:04サンリス会18 岩手県 滝沢市
385 畑山　蒼依 ﾊﾀﾔﾏ ｱｵｲ  0:12:13都南東小学校19 岩手県 盛岡市
375 細川　心菜 ﾎｿｶﾜ ｺｺﾅ  0:12:25南畑スポーツ少年団20 岩手県 雫石町
401 高橋　悠愛 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ  0:12:44平館小学校21 岩手県 八幡平市
398 西郷　世娃 ｻｲｺﾞｳ ｾｱ  0:12:5122 岩手県 矢巾町
397 村田　葵 ﾑﾗﾀ ｱｵｲ  0:12:51大村スポ少23 岩手県 雫石町
395 木元　葵 ｷﾓﾄ ｱｵｲ  0:13:03田山スポーツ少年団24 岩手県 八幡平市
388 本間　美優 ﾎﾝﾏ ﾐﾕｳ  0:13:04蛯沢小学校25 青森県 東北町
373 横田　瑠流 ﾖｺﾀ ﾙﾙ  0:13:50南畑スポーツ少年団26 岩手県 雫石町
378 関　陽向 ｾｷ ﾋﾅﾀ  0:13:53安代スポーツ少年団陸上部27 岩手県 八幡平市
387 山本　遙 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ  0:14:08田山スポーツ少年団28 岩手県 八幡平市
374 種市　らん ﾀﾈｲﾁ ﾗﾝ  0:14:13安代スポーツ少年団陸上部29 岩手県 八幡平市
384 佐々木　萌 ｻｻｷ ﾓｴ  0:14:15安代スポーツ少年団30 岩手県 八幡平市
392 小原　桜花 ｵﾊﾞﾗ ｵｳｶ  0:15:5231 岩手県 奥州市
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411 高橋　陽彩 ﾀｶﾊｼ ｶｲﾛ  0:09:41甲地小学校1 青森県 東北町
417 立花　洸琉 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｹﾙ  0:10:58安代スポーツ少年団陸上部2 岩手県 八幡平市
424 欠端　陽向 ｶｹﾊﾀ ﾋﾅﾀ  0:11:28サンビレＲＣ3 岩手県 二戸市
435 北向　主橙 ｷﾀﾑｶｲ ｶｽﾞﾄ  0:11:324 岩手県 盛岡市
418 沼山　在音 ﾇﾏﾔﾏ ｻﾞｲｵﾝ  0:11:39甲地小学校5 青森県 東北町
430 獅子内　大翔 ｼｼﾅｲ ﾀﾞｲﾄ  0:11:43サンビレＲＣ6 岩手県 二戸市
412 立花　琉聖 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｭｳｾｲ  0:11:44安代スポーツ少年団陸上部7 岩手県 八幡平市
439 板橋　草弥 ｲﾀﾊﾞｼ ｿｳﾔ  0:12:008 福島県 須賀川市
433 畑山　拓斗 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ  0:12:01都南東小学校9 岩手県 盛岡市
414 鈴木　緑葉 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾊ  0:12:17南畑スポーツ少年団10 岩手県 雫石町
427 石田　悠翔 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ  0:12:20南畑スポーツ少年団11 岩手県 雫石町
429 本間　康彰 ﾎﾝﾏ ﾔｽｱｷ  0:12:24蛯沢小学校陸上部12 青森県 東北町
416 志村　凛太朗 ｼﾑﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ  0:12:25向中野小学校13 岩手県 盛岡市
426 民部田　晴 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾊﾙ  0:12:3814 岩手県 盛岡市
415 佐藤　日向 ｻﾄｳ ﾋｭｳｶﾞ  0:12:40大新小学校15 岩手県 盛岡市
421 小原　舞人 ｵﾊﾞﾗ ﾏｲﾄ  0:12:5216 岩手県 奥州市
423 澤田　健吾 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ  0:13:00南畑スポーツ少年団17 岩手県 雫石町
413 中村　奏太 ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ  0:13:01奥中山小学校18 岩手県 一戸町
422 佐々木　知洋 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ  0:13:04松野小学校19 岩手県 八幡平市
419 伊藤　和飛 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ  0:13:29南畑スポーツ少年団20 岩手県 雫石町
428 花﨑　天夢 ﾊﾅｻｷ ﾃﾝ  0:13:38田頭野球スポーツ少年団21 岩手県 八幡平市
420 関　基博 ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ  0:14:16安代小学校陸上部22 岩手県 八幡平市
425 高橋　幸陽 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾔ  0:14:56南畑スポーツ少年団23 岩手県 雫石町
434 立花　陽和 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾊﾙﾄ  0:15:11安代スポーツ少年団陸上部24 岩手県 八幡平市
437 関　郁成 ｾｷ ﾌﾐﾅﾘ  0:15:21安代小学校25 岩手県 八幡平市
431 瀬尾　弘登 ｾｵ ﾋﾛﾄ  0:15:3926 岩手県 盛岡市
438 安部　透星 ｱﾍﾞ ﾄｱ  0:16:1627 岩手県 盛岡市
432 田村　優真 ﾀﾑﾗ ﾕｳﾏ  0:16:35松野小学校28 岩手県 八幡平市
440 飯島　士結 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾕｳ  0:16:4029 岩手県 矢巾町
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454 夏林　紗礼 ﾅﾂﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ  0:11:05金田一小学校1 岩手県 二戸市
463 上田　和佳 ｳｴﾀﾞ ﾜｶ  0:11:25見前小学校2 岩手県 盛岡市
455 兼平　芽衣 ｶﾈﾋﾗ ﾒｲ  0:11:32陸上塾3 岩手県 盛岡市
453 関　香里奈 ｾｷ ｶﾘﾅ  0:12:13田山スポーツ少年団4 岩手県 八幡平市
457 小山田　凛花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ  0:12:29安代スポーツ少年団陸上部5 岩手県 八幡平市
464 田子　由璃菜 ﾀｺ ﾕﾘﾅ  0:12:31サンリス会6 岩手県 滝沢市
458 髙橋　ここね ﾀｶﾊｼ ｺｺﾈ  0:12:517 岩手県 八幡平市
451 遠藤　梨音 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾝ  0:13:25安代スポーツ少年団陸上部8 岩手県 八幡平市
460 三浦　菜摘 ﾐｳﾗ ﾅﾂﾐ  0:13:409 岩手県 八幡平市
470 小山田　凛音 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉﾝ  0:13:48安代スポーツ少年団陸上部10 岩手県 八幡平市
466 田代　明香里 ﾀｼﾛ ｱｶﾘ  0:14:0011 岩手県 遠野市
461 川又　倫 ｶﾜﾏﾀ ﾘﾝ  0:14:14田山スポーツ少年団12 岩手県 八幡平市
462 藤田　亜海 ﾌｼﾞﾀ ｱﾐ  0:14:18弘前市立東小学校13 青森県 弘前市
468 西郷　心宥 ｻｲｺﾞｳ ﾐﾕｳ  0:14:1814 岩手県 矢巾町
467 遠藤　一花 ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾁｶ  0:14:36安代スポーツ少年団陸上部15 岩手県 八幡平市
465 山本　雪乃 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉ  0:14:38田山スポーツ少年団16 岩手県 八幡平市
456 八幡　紀穂 ﾔﾊﾀ ｷﾎ  0:15:01田山スポーツ少年団17 岩手県 八幡平市
469 瀬尾　優里菜 ｾｵ ﾕﾘﾅ  0:21:1218 岩手県 盛岡市
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