
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10kmLFX（高校生～40歳未満）
第11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

106 村上　映人 ﾑﾗｶﾐ ｴｲﾄ  0:42:40岩手チャランナーズ1 岩手県二戸市
112 山本　竜 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳ  0:44:03秋田県立花輪高等学校2 岩手県八幡平市
108 木村　直希 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ  0:45:54秋田県立花輪高等学校3 秋田県鹿角市
113 細川　慧 ﾎｿｶﾜ ｻﾄｼ  0:47:254 岩手県八幡平市
115 白木　充人 ｼﾛｷ ﾐﾁﾄ  0:49:105 宮城県丸森町
102 七海　皆人 ﾅﾅｳﾐ ｶｲﾄ  0:49:16東北電子専門6 宮城県柴田町
104 藤田　海輝 ﾌｼﾞﾀ ﾐｸ  0:49:40秋田県立花輪高等学校7 秋田県鹿角市
111 本間　康貴 ﾎﾝﾏ ﾔｽﾀｶ  0:49:428 青森県東北町
107 斉藤　幹保 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾔｽ  0:51:54岩手北部森林管理署9 岩手県八幡平市
109 十二林　一元 ｼﾞｭｳﾆﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ  0:56:31ちい夢１２10 秋田県鹿角市
110 向井　翔人 ﾑｶｲ ｼｮｳﾄ  0:58:2711 青森県東北町
114 前田　一真 ﾏｴﾀﾞ ｶｽﾞﾏ  1:05:02大船渡東高校12 岩手県大船渡市
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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10kmLFX（40歳以上）
第11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

121 矢内　正一 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ  0:44:301 岩手県滝沢市
132 吉原　英樹 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ  0:49:562 岩手県北上市
128 長山　健一 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  0:50:233 岩手県滝沢市
126 田沼　貴之 ﾀﾇﾏ ﾀｶﾕｷ  0:57:044 岩手県盛岡市
125 毛塚　雄一郎 ｶﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:57:435 岩手県盛岡市
127 新堂　善史 ｼﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ  1:03:21三沢フル空手6 青森県三沢市
131 髙橋　友樹 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓｷ  1:03:427 岩手県八幡平市
123 玉川　彰 ﾀﾏｶﾜ ｱｷﾗ  1:07:00有限会社盛岡原田8 岩手県盛岡市
122 松藤　昭夫 ﾏﾂﾌｼﾞ ｱｷｵ  1:13:12ＴＮＰ9 岩手県盛岡市
124 舛舘　大一 ﾏｽﾀﾞﾃ ﾀﾞｲｲﾁ  1:15:0910 青森県十和田市
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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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

163 関根　芳樹 ｾｷﾈ ﾖｼｷ  0:18:261 岩手県八幡平市
151 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ  0:19:34遠野市2 岩手県遠野市
155 東野　直人 ﾋｶﾞｼﾉ ﾅｵﾄ  0:20:303 岩手県盛岡市
144 巻田　和丈 ﾏｷﾀ ｶｽﾞﾀｹ  0:21:28岩手北部森林管理署4 岩手県八幡平市
158 阿部　直也 ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ  0:21:325 岩手県滝沢市
162 民部田　直樹 ﾐﾝﾌﾞﾀ ﾅｵｷ  0:22:496 岩手県盛岡市
159 田中　格 ﾀﾅｶ ｲﾀﾙ  0:23:127 宮城県仙台市
146 舞良　弘規 ﾓｳﾘｮｳ ﾋﾛｷ  0:23:488 岩手県盛岡市
152 高橋　幸平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ  0:24:40盛岡農業高等学校9 岩手県矢巾町
161 小林　祐介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ  0:24:4910 青森県東北町
150 武田　真也 ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾔ  0:25:0911 岩手県八幡平市
142 佐々木　大海 ｻｻｷ ﾀｲｶｲ  0:25:2012 岩手県盛岡市
148 野里　博幸 ﾉｻﾞﾄ ﾋﾛﾕｷ  0:25:3313 青森県八戸市
156 阿部　武蔵 ｱﾍﾞ ﾑｻｼ  0:26:5114 岩手県盛岡市
153 村上　直樹 ﾑﾗｶﾐ ﾅｵｷ  0:26:5215 秋田県潟上市
143 米野　有哉 ﾖﾈﾉ ﾕｳﾔ  0:27:36岩手大学16 岩手県盛岡市
160 福石　岳 ﾌｸｲｼ ｶﾞｸ  0:27:5117 秋田県大潟村
154 三浦　貴博 ﾐｳﾗ ﾀｶﾋﾛ  0:28:4818 青森県おいらせ町
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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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

171 柴田　良幸 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ  0:18:181 岩手県滝沢市
181 女ヶ澤　貴博 ﾒｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ  0:20:522 岩手県岩手町
172 中村　卓司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ  0:21:293 岩手県盛岡市
176 千葉　和宏 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  0:22:194 岩手県奥州市
180 坂本　秀樹 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ  0:23:245 青森県八戸市
178 小笠原　伸也 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｼﾝﾔ  0:23:306 岩手県盛岡市
177 加藤　修一 ｶﾄｳ ｼｭｳｲﾁ  0:26:03大船渡東高校7 岩手県金ケ崎町
185 小野　建 ｵﾉ ﾀｹﾙ  0:26:388 岩手県盛岡市
179 谷地　貴宏 ﾔﾁ ﾀｶﾋﾛ  0:26:459 岩手県盛岡市
186 桐明　智徳 ｷﾘｱｹ ﾄﾓﾉﾘ  0:27:2810 岩手県盛岡市
173 オールド　ロハン ｵｰﾙﾄﾞ ﾛﾊﾝ  0:27:37三沢フル空手11 青森県三沢市
183 菅原　広幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ  0:28:2412 岩手県盛岡市
174 和合　誉 ﾜｺﾞｳ ﾎﾏﾚ  0:31:25山小おやじの会13 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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

191 横欠　秀斗 ﾖｺｶﾞｹ ｼｭｳﾄ  0:16:45雫石中学校1 岩手県雫石町
192 欠端　陽翔 ｶｹﾊﾀ ﾊﾙﾄ  0:18:25福岡中学校2 岩手県二戸市
202 村田　敬心 ﾑﾗﾀ ｹｲｼﾝ  0:18:38雫石中学校3 岩手県雫石町
207 成田　健太 ﾅﾘﾀ ｹﾝﾀ  0:18:44安代中学校スキー部4 岩手県八幡平市
200 畠山　怜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾚｲ  0:19:08花輪第一中学校5 秋田県鹿角市
199 日野沢　譲 ﾋﾉｻﾜ ﾕｽﾞﾙ  0:19:16西根第一中学校6 岩手県八幡平市
198 新田　雅人 ﾆｯﾀ ﾏｻﾄ  0:20:00北上南中学校7 岩手県北上市
206 高橋　空 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ  0:20:13湯口中学校8 岩手県花巻市
210 村田　和久 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｻ  0:20:22雫石中学校9 岩手県雫石町
208 中村　涼真 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾏ  0:20:40雫石中学校10 岩手県雫石町
193 平船　知駿 ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ﾁﾊﾔ  0:21:48安代中学校スキー部11 岩手県八幡平市
195 夏林　純英 ﾅﾂﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｴｲ  0:22:23金田一中学校12 岩手県二戸市
203 吉田　翔愛 ﾖｼﾀﾞ ﾄｱ  0:27:24安代中学校スキー部13 岩手県八幡平市
204 吉田　大朗 ﾖｼﾀﾞ ﾀﾛｳ  0:29:40西根中学校14 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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

223 伊藤　凛 ｲﾄｳ ﾘﾝ  0:20:301 岩手県八幡平市
225 山田　智子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ  0:21:29森吉中学校2 秋田県北秋田市
228 八幡　優那 ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ  0:22:15安代中学校スキー部3 岩手県八幡平市
229 立花　結来 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｲﾗ  0:23:39安代中学校4 岩手県八幡平市
230 工藤　瑞歩 ｸﾄﾞｳ ﾐｽﾞﾎ  0:24:14安代中学校5 岩手県八幡平市
233 工藤　ひかる ｸﾄﾞｳ ﾋｶﾙ  0:25:21西根中学校6 岩手県八幡平市
222 齊藤　さくら ｻｲﾄｳ ｻｸﾗ  0:25:40安代中学校スキー部7 岩手県八幡平市
234 畠山　一葉 ﾊﾀｹﾔﾏ ｶｽﾞﾊ  0:25:56安代中学校スキー部8 岩手県八幡平市
231 種市　らん ﾀﾈｲﾁ ﾗﾝ  0:27:06安代中学校スキー部9 岩手県八幡平市
226 千葉　菜乃子 ﾁﾊﾞ ﾅﾉｺ  0:29:00平泉中学校10 岩手県平泉町
227 佐藤　亜和佳 ｻﾄｳ ｱﾔｶ  0:29:00厳美中学校11 岩手県一関市
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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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

242 田中　星那 ﾀﾅｶ ｾｲﾅ  0:19:40秋田県立花輪高等学校1 秋田県鹿角市
245 黒澤　南帆 ｸﾛｻﾜ ﾅﾎ  0:21:41秋田県立花輪高等学校2 秋田県鹿角市
241 関根　めぐみ ｾｷﾈ ﾒｸﾞﾐ  0:21:523 岩手県八幡平市
248 工藤　稀凛 ｸﾄﾞｳ ﾏﾘﾝ  0:22:26秋田県立花輪高等学校4 岩手県八幡平市
250 宮野　莉胡 ﾐﾔﾉ ﾘｺ  0:25:35盛岡農業高等学校5 岩手県八幡平市
243 髙橋　洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ  0:25:596 岩手県八幡平市
247 佐藤　亜紗美 ｻﾄｳ ｱｻﾐ  0:26:03鹿角市スキー連盟7 秋田県鹿角市
252 熊谷　ゆかり ｸﾏｶﾞｲ ﾕｶﾘ  0:31:548 岩手県奥州市
249 高橋　詩子 ﾀｶﾊｼ ｳﾀｺ  0:33:099 岩手県紫波町
251 高橋　真利子 ﾀｶﾊｼ ﾏﾘｺ  0:34:2910 岩手県紫波町
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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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

261 杉沢　千雅子 ｽｷﾞｻﾜ ﾁｶﾞｺ  0:27:061 岩手県盛岡市
262 小野　真由美 ｵﾉ ﾏﾕﾐ  0:35:182 岩手県奥州市
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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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

272 関　柚月 ｾｷ ﾕﾂﾞｷ  0:11:21盛岡中央高校1 岩手県八幡平市
271 田子　夏希 ﾀｺ ﾅﾂｷ  0:11:52サンリス会2 岩手県滝沢市
277 松本　恵里香 ﾏﾂﾓﾄ ｴﾘｶ  0:12:123 岩手県盛岡市
274 野又　雪絵 ﾉﾏﾀ ﾕｷｴ  0:13:074 岩手県盛岡市
275 小林　宏衣 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｴ  0:13:305 岩手県滝沢市
276 小野　智美 ｵﾉ ｻﾄﾐ  0:14:15仙台厚生病院6 宮城県仙台市
273 大森　せり香 ｵｵﾓﾘ ｾﾘｶ  0:18:057 青森県八戸市
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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（40歳以上）
第11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

281 宮川　玲子 ﾐﾔｶﾜ ﾚｲｺ  0:12:161 岩手県花巻市
283 欠端　和恵 ｶｹﾊﾀ ｶｽﾞｴ  0:12:40サンビレＲＣ2 岩手県二戸市
285 花井　美江 ﾊﾅｲ ﾖｼｴ  0:12:533 岩手県盛岡市
284 澤村　和美 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ  0:15:414 岩手県遠野市
282 菅原　祐佳 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｶ  0:16:035 岩手県盛岡市

Print : 2017/10/02 17:41:12 10 / 16 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11回 フィールドXレース

市区町村県名

2017年10月1日

299 葛西　俊仁 ｶｻｲ ｼｭﾝﾄ  0:09:46見前南1 岩手県盛岡市
304 花井　統 ﾊﾅｲ ﾂｶｻ  0:09:58サンビレＲＣ2 岩手県盛岡市
295 和井内　飛沫 ﾜｲﾅｲ ｼﾌﾞｷ  0:10:03田山スポーツ少年団3 岩手県八幡平市
296 越田　信平 ｺｼﾀ ｼﾝﾍﾟｲ  0:10:24大更小学校4 岩手県八幡平市
333 今野　太郎 ｺﾝﾉ ﾀﾛｳ  0:10:27下長山小学校5 岩手県雫石町
302 菊地　敏史 ｷｸﾁ ｻﾄｼ  0:10:30緑が丘小学校6 岩手県盛岡市
303 細川　隆清 ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳｾｲ  0:10:34南畑スポーツ少年団7 岩手県雫石町
329 高橋　來夢琉 ﾀｶﾊｼ ﾗﾑﾙ  0:10:34大村スポ少8 岩手県雫石町
298 田中　遼大 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀ  0:10:369 宮城県仙台市
308 石田　龍翔 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳﾄ  0:10:38南畑スポーツ少年団10 岩手県雫石町
334 欠端　陽向 ｶｹﾊﾀ ﾋﾅﾀ  0:10:43サンビレＲＣ11 岩手県二戸市
292 若松　昌哉 ﾜｶﾏﾂ ﾏｻﾔ  0:11:03南畑スポーツ少年団12 岩手県雫石町
339 小松　愛斗 ｺﾏﾂ ﾏﾅﾄ  0:11:12桜台小学校13 岩手県花巻市
314 赤坂　祐生 ｱｶｻｶ ﾕｳｷ  0:11:25鵜飼小14 岩手県滝沢市
327 田島　想 ﾀｼﾞﾏ ｿｳ  0:11:25見前小学校15 岩手県盛岡市
297 岩渕　風雅 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾌｳｶﾞ  0:11:31常盤小学校16 岩手県奥州市
310 葛巻　福春 ｸｽﾞﾏｷ ﾌｸﾊﾙ  0:11:3117 岩手県北上市
313 柴田　光導 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾄﾞｳ  0:11:32飯豊小学校18 岩手県北上市
325 中村　桜雅 ﾅｶﾑﾗ ｵｳｶﾞ  0:11:40寺田小学校19 岩手県八幡平市
307 山本　春翔 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙﾄ  0:11:48田頭小学校20 岩手県八幡平市
293 千田　慎之介 ﾁﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ  0:11:55一関市立興田小学校21 岩手県一関市
320 伊藤　琥珀 ｲﾄｳ ｺﾊｸ  0:11:5922 岩手県八幡平市
315 松葉　友吾 ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｺﾞ  0:12:04安代スポ少陸上部23 岩手県八幡平市
321 菅原　優成 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ  0:12:06中野小学校24 岩手県盛岡市
300 藤田　駿仁 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ  0:12:12盛岡市立土淵小学校25 岩手県盛岡市
328 田中　煌大 ﾀﾅｶ ｺｳﾀ  0:12:2126 宮城県仙台市
332 後藤　奏太 ｺﾞﾄｳ ｿｳﾀ  0:12:22水沢南小学校27 岩手県奥州市
311 煙山　悠太 ｹﾑﾔﾏ ﾕｳﾀ  0:12:30南畑スポーツ少年団28 岩手県雫石町
294 野﨑　爽馬 ﾉｻﾞｷ ｿｳﾏ  0:12:36津志田小学校29 岩手県盛岡市
316 伊藤　和飛 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ  0:12:40南畑スポーツ少年団30 岩手県雫石町
317 鈴木　緑葉 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾊ  0:12:46御所小学校31 岩手県雫石町
335 石田　悠翔 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ  0:12:50南畑スポーツ少年団32 岩手県雫石町
336 瀬川　祥永 ｾｶﾞﾜ ｼｮｳｴﾝ  0:12:55鵜飼小学校33 岩手県滝沢市
323 石川　岳 ｲｼｶﾜ ｶﾞｸ  0:12:55柏台小学校34 岩手県八幡平市
319 関　基博 ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ  0:13:02安代スポ少陸上部35 岩手県八幡平市
312 花﨑　蒼空 ﾊﾅｻｷ ｿﾗ  0:13:0636 岩手県八幡平市
338 野里　怜煌 ﾉｻﾞﾄ ﾚｵ  0:13:1037 岩手県滝沢市
324 折戸　駿太郎 ｵﾘﾄ ｼｭﾝﾀﾛｳ  0:13:12津志田小学校38 岩手県盛岡市
309 川又　守生 ｶﾜﾏﾀ ｼｭｳ  0:13:3439 岩手県八幡平市
305 藤本　絃希 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ  0:13:37大村スポーツ少年団40 岩手県雫石町
337 オールド　ケイデン ｵｰﾙﾄﾞ ｹｲﾃﾞﾝ  0:13:43三沢フル空手41 青森県三沢市
331 菊地　寛人 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ  0:13:44緑が丘小学校42 岩手県盛岡市
326 齊藤　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ  0:15:38田山スポーツ少年団43 岩手県八幡平市
322 立花　琉聖 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｭｳｾｲ  0:15:45安代スポ少陸上部44 岩手県八幡平市
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355 西舘　朱里 ﾆｼﾀﾞﾃ ｱｶﾘ  0:10:14サンビレＲＣ1 岩手県一戸町
372 北向　翠花 ｷﾀﾑｶｲ ｽｽﾞｶ  0:10:352 岩手県盛岡市
357 板橋　乃野 ｲﾀﾊﾞｼ ﾉﾉ  0:10:47須賀川第3小学校3 福島県須賀川市
351 夏林　紗礼 ﾅﾂﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ  0:10:54金田一小学校4 岩手県二戸市
358 田代　陽南多 ﾀｼﾛ ﾋﾅﾀ  0:10:565 岩手県遠野市
389 上田　和佳 ｳｴﾀﾞ ﾜｶ  0:10:57陸上塾6 岩手県盛岡市
353 畑山　蒼依 ﾊﾀﾔﾏ ｱｵｲ  0:10:59都南東小学校7 岩手県盛岡市
385 田代　由都季 ﾀｼﾛ ﾕﾂﾞｷ  0:11:058 岩手県遠野市
387 兼平　芽衣 ｶﾈﾋﾗ ﾒｲ  0:11:099 岩手県盛岡市
366 瀬川　和叶 ｾｶﾞﾜ ﾉﾄﾞｶ  0:11:09鵜飼小学校10 岩手県滝沢市
363 西尾　知姫 ﾆｼｵ ﾁｻｷ  0:11:27滝沢小学校11 岩手県滝沢市
377 外谷　美陽 ｿﾄﾔ ﾐｵ  0:11:2912 岩手県盛岡市
360 石川　侑希 ｲｼｶﾜ ﾕｷ  0:11:37鵜飼小学校13 岩手県滝沢市
378 田子　紗璃亜 ﾀｺ ｻﾘｱ  0:11:38サンリス会14 岩手県滝沢市
362 三宅　穂波 ﾐﾔｹ ﾎﾅﾐ  0:11:4015 岩手県奥州市
386 村田　桃華 ﾑﾗﾀ ﾓﾓｶ  0:11:50大村スポーツ少年団16 岩手県雫石町
370 安保　みなみ ｱﾝﾎﾞ ﾐﾅﾐ  0:11:55田山スポーツ少年団17 岩手県八幡平市
352 安保　瑞希 ｱﾝﾎﾞ ﾐｽﾞｷ  0:11:5918 岩手県八幡平市
376 本間　瑠那 ﾎﾝﾏ ﾙﾅ  0:12:14蛯沢陸上クラブ19 青森県東北町
373 村田　葵 ﾑﾗﾀ ｱｵｲ  0:12:19大村スポ少20 岩手県雫石町
390 小山田　凛花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ  0:12:21安代スポ少陸上部21 岩手県八幡平市
359 葛西　咲心 ｶｻｲ ｻｷﾐ  0:12:24見前南22 岩手県盛岡市
381 髙橋　悠愛 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ  0:12:24平舘小学校23 岩手県八幡平市
374 小野　一葉 ｵﾉ ｶｽﾞﾊ  0:12:2824 岩手県奥州市
380 関　香里奈 ｾｷ ｶﾘﾅ  0:12:30田山スポーツ少年団25 岩手県八幡平市
375 遠藤　梨音 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾝ  0:12:53安代スポ少陸上部26 岩手県八幡平市
369 小野　瑠香 ｵﾉ ﾙｶ  0:12:5427 岩手県盛岡市
364 木本　葵 ｷﾓﾄ ｱｵｲ  0:12:59田山スポーツ少年団28 岩手県八幡平市
388 千葉　依鶴菜 ﾁﾊﾞ ｲﾂﾅ  0:13:0629 岩手県盛岡市
354 山本　遙 ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ  0:13:19田山スポーツ少年団30 岩手県八幡平市
371 新堂　希実 ｼﾝﾄﾞｳ ﾉｿﾞﾐ  0:13:5931 青森県三沢市
356 齊藤　りん ｻｲﾄｳ ﾘﾝ  0:14:02田山スポーツ少年団32 岩手県八幡平市
365 千田　小梅 ﾁﾀﾞ ｺｳﾒ  0:14:07一関市立興田小学校33 岩手県一関市
383 畠山　七匠 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾅﾅﾙ  0:14:49安代スポ少陸上部34 岩手県八幡平市
379 八重樫　凛 ﾔｴｶﾞｼ ﾘﾝ  0:15:24平舘小学校35 岩手県八幡平市
367 松浦　亜実 ﾏﾂｳﾗ ｱﾐ  0:15:26平舘小学校36 岩手県八幡平市
382 小野　天音 ｵﾉ ｱﾏﾈ  0:15:58仙台上杉山通小学校37 宮城県仙台市
361 武田　亜依羅 ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾗ  0:16:42大更小学校38 岩手県八幡平市
368 小原　桜花 ｵﾊﾞﾗ ｵｳｶ  0:16:4439 岩手県奥州市
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426 板橋　草弥 ｲﾀﾊﾞｼ ｿｳﾔ  0:10:48須賀川第３小学校1 福島県須賀川市
419 畑山　拓斗 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ  0:10:52都南東小学校2 岩手県盛岡市
408 佐々木　知洋 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ  0:11:36松野小学校3 岩手県八幡平市
413 阿部　倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀ  0:11:46花巻ＡＣジュニア4 岩手県花巻市
423 中村　颯冴 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｺﾞ  0:11:47盛岡市立北厨川小３年5 岩手県盛岡市
424 野里　龍登 ﾉｻﾞﾄ ﾘｭｳﾄ  0:12:02八戸市立吹上小学校6 青森県八戸市
427 小野寺　義暁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼｱｷ  0:12:02高松小学校7 岩手県盛岡市
415 遠藤　碧翔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ  0:12:12安代小学校8 岩手県八幡平市
405 熊谷　陽人 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾄ  0:12:189 岩手県奥州市
409 花﨑　天夢 ﾊﾅｻｷ ﾃﾝ  0:12:3210 岩手県八幡平市
402 小原　舞人 ｵﾊﾞﾗ ﾏｲﾄ  0:12:4211 岩手県奥州市
406 安保　翔悟 ｱﾝﾎﾞ ｼｮｳｺﾞ  0:12:4512 岩手県八幡平市
401 澤田　健吾 ｻﾜﾀﾞ ｹﾝｺﾞ  0:12:51南畑スポーツ少年団13 岩手県雫石町
412 瀬尾　弘登 ｾｵ ﾋﾛﾄ  0:13:0614 岩手県盛岡市
428 石川　朋 ｲｼｶﾜ ﾄﾓ  0:13:07柏台小学校15 岩手県八幡平市
403 野﨑　永遠 ﾉｻﾞｷ ﾄﾜ  0:13:25津志田小学校16 岩手県盛岡市
410 山田　怜生 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲ  0:13:28盛岡・土淵小学校17 岩手県盛岡市
407 小野　正彌 ｵﾉ ﾏｻﾔ  0:13:2818 岩手県盛岡市
420 新堂　勇海 ｼﾝﾄﾞｳ ｲｻﾐ  0:13:42三沢フル空手19 青森県三沢市
431 桐明　航生 ｷﾘｱｹ ｺｳｷ  0:13:4620 岩手県盛岡市
411 関　郁成 ｾｷ ﾌﾐﾅﾘ  0:14:05安代スポ少陸上部21 岩手県八幡平市
432 小坂　優牙 ｺｻｶ ﾕｳｶﾞ  0:14:40レッドホース22 青森県東北町
404 田沼　豪太 ﾀﾇﾏ ｺﾞｳﾀ  0:14:4823 岩手県盛岡市
425 オールド　アンソニー ｵｰﾙﾄﾞ ｱﾝｿﾆｰ  0:15:05三沢フル空手24 青森県三沢市
416 折戸　佑二郎 ｵﾘﾄ ﾕｳｼﾞﾛｳ  0:15:12津志田小学校25 岩手県盛岡市
421 北向　主橙 ｷﾀﾑｶｲ ｶｽﾞﾄ  0:16:1426 岩手県盛岡市
417 畠山　慧大 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹｲﾀ  0:16:3227 岩手県八幡平市
430 元木　蒼大 ﾓﾄｷ ｿｳﾀ  0:17:02安代スポ少陸上部28 岩手県八幡平市
429 八重樫　歩 ﾔｴｶﾞｼ ｱﾕﾑ  0:17:4929 岩手県八幡平市
418 松浦　淳哉 ﾏﾂｳﾗ ｼﾞｭﾝﾔ  0:18:07平舘小学校30 岩手県八幡平市
434 澤田　真吾 ｻﾜﾀﾞ ｼﾝｺﾞ  0:18:32南畑スポーツ少年団31 岩手県雫石町
435 伊藤　壮太 ｲﾄｳ ｿｳﾀ  0:20:59寺田小学校32 岩手県八幡平市
433 津志田　大生 ﾂｼﾀﾞ ﾀﾞｲ  0:21:00寺田小学校33 岩手県八幡平市
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459 西舘　陽里 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾋｶﾘ  0:11:45サンビレＲＣ1 岩手県一戸町
444 田子　由璃菜 ﾀｺ ﾕﾘﾅ  0:12:22サンリス会2 岩手県滝沢市
452 田代　明香里 ﾀｼﾛ ｱｶﾘ  0:12:513 岩手県遠野市
446 工藤　柚佳 ｸﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ  0:12:56大更小学校4 岩手県八幡平市
457 小山田　凛音 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝ  0:13:18安代スポ少陸上部5 岩手県八幡平市
456 岩岡　美彩希 ｲﾜｵｶ ﾐｻｷ  0:13:36八戸市立旭ヶ丘小学校6 青森県八戸市
448 千葉　埜乃子 ﾁﾊﾞ ﾉﾉｺ  0:13:44平泉小学校7 岩手県平泉町
458 佐藤　もな ｻﾄｳ ﾓﾅ  0:13:46花輪小学校8 秋田県鹿角市
443 川又　倫 ｶﾜﾏﾀ ﾘﾝ  0:13:59田山スポーツ少年団9 岩手県八幡平市
449 山本　雪乃 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｷﾉ  0:14:07田山スポーツ少年団10 岩手県八幡平市
445 遠藤　一花 ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾁｶ  0:14:24安代スポ少陸上部11 岩手県八幡平市
460 立花　緋菜 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅ  0:14:38安代スポ少陸上部12 岩手県八幡平市
453 高橋　琉音萌 ﾀｶﾊｼ ﾙﾈﾓ  0:15:14大村スポ少13 岩手県雫石町
450 田島　清風 ﾀｼﾞﾏ ｻﾔｶ  0:15:37見前小学校14 岩手県盛岡市
451 四戸　和佳 ｼﾉﾍ ﾉﾄﾞｶ  0:15:46城北小学校15 岩手県盛岡市
461 村田　星空 ﾑﾗﾀ ｾｲﾗ  0:15:49大村スポ少16 岩手県雫石町
442 毛塚　文那 ｹﾂﾞｶ ｱﾔﾅ  0:15:5017 岩手県盛岡市
455 村田　心海 ﾑﾗﾀ ｺｺﾐ  0:16:08大村スポ少18 岩手県雫石町
441 元木　詩夏 ﾓﾄｷ ｼｲﾅ  0:16:32安代スポ少陸上部19 岩手県八幡平市
447 立花　里奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾅ  0:16:38安代スポ少陸上部20 岩手県八幡平市
462 毛塚　佳香 ｹﾂﾞｶ ﾔｼｶ  0:16:5421 岩手県盛岡市
454 瀬尾　優里菜 ｾｵ ﾕﾘﾅ  0:18:0722 岩手県盛岡市
463 髙橋　徠愛 ﾀｶﾊｼ ﾗﾗ  0:20:33平舘小学校23 岩手県八幡平市
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 ファミリーペア2kmLFX

1 530  0:10:55中塚　英慈 盛岡市立城北小学校岩手県盛岡市美聡
ﾅｶﾂｶ ｴｲｼﾞ ﾐｻﾄ

2 532  0:10:59花﨑　龍海 岩手県八幡平市楓羽
ﾊﾅｻｷ ﾀﾂﾐ ﾌｳ

3 535  0:11:04渡辺　良平 岩手県八幡平市悠飛
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾕｳﾋ

4 488  0:11:08後藤　竜也 チームなぁなぁ岩手県花巻市尚希
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ ﾅｵｷ

5 527  0:12:13立花　武 岩手県八幡平市優人
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾀｹｼ ﾕｳﾄ

6 482  0:12:45上田　雅章 岩手県盛岡市和佳
ｳｴﾀﾞ ﾏｻｱｷ ﾜｶ

7 540  0:13:07畑澤　正樹 十和田小学校秋田県鹿角市邑珂
ﾊﾀｻﾞﾜ ﾏｻｷ ｵｳｶ

8 513  0:13:18藤根　亨 岩手県花巻市彩乃
ﾌｼﾞﾈ ﾄｵﾙ ｱﾔﾉ

9 521  0:13:32加藤　慶司 上田小学校岩手県盛岡市今
ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ ｲﾏ

10 476  0:13:39菅原　一郎 岩手県八幡平市叶夢
ｽｶﾞﾜﾗ ｶｽﾞｵ ﾄﾑ

11 474  0:13:50柴田　敬吾 飯豊小学校岩手県北上市桜心
ｼﾊﾞﾀ ｹｲｺﾞ ｻｸﾗｺ

12 539  0:13:54和井内　真由美 わいわい家岩手県八幡平市海聖
ﾜｲﾅｲ ﾏﾕﾐ ｶｻﾞﾄ

13 538  0:14:01工藤　和樹 大更小学校岩手県八幡平市椋太
ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

14 502  0:14:09千葉　幸文 岩手県盛岡市雄翔
ﾁﾊﾞ ﾀｶﾌﾐ ﾕｳｼｮｳ

15 529  0:14:26野里　裕樹 岩手県滝沢市琉煌
ﾉｻﾞﾄ ﾕｳｷ ﾙｷ

16 524  0:14:28庄子　香織 秋田県秋田市大翔
ｼｮｳｼﾞ ｶｵﾘ ﾀｲﾄ

17 501  0:14:32葛巻　良志雄 岩手県北上市福春
ｸｽﾞﾏｷ ﾖｼｵ ﾌｸﾊﾙ

18 491  0:14:37四戸　宣紘 城北小学校岩手県盛岡市真生
ｼﾉﾍ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾏｻｵ

19 520  0:14:40山本　祐太 田頭小学校岩手県八幡平市恋花
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ ｺﾉﾊ

20 494  0:14:53岩本　英輔 岩手県一関市唯香
ｲﾜﾓﾄ ｴｲｽｹ ﾕｲｶ

21 536  0:14:59山崎　尚美 岩手県盛岡市郁佳
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ ﾌｼｶ

22 516  0:15:03石川　めぐみ 鵜飼小学校岩手県滝沢市皓大
ｲｼｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ｱｷﾋﾛ

23 531  0:15:06野村　貴裕 岩手県盛岡市萌
ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾒｸﾞ

24 480  0:15:07川村　一真 緑が丘小学校岩手県盛岡市聖愛
ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｾﾅ

25 493  0:15:20伊藤　雅美 宮城県仙台市公佑
ｲﾄｳ ﾏｻﾐ ｺｳｽｹ
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26 541  0:15:35小沼　力 岩手県紫波町杏
ｵﾇﾏ ﾂﾄﾑ ｱﾝ

27 518  0:15:43宮本　勝香 コルノグランデ秋田県鹿角市香奈
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳｶ ｶﾅ

28 483  0:15:45小野寺　武士 岩手県盛岡市将朝
ｵﾉﾃﾞﾗﾀ ｹｼ ﾏｻﾄﾓ

29 495  0:15:53小野　正樹 岩手県奥州市李仁
ｵﾉ ﾏｻｷ ﾘﾋﾄ

30 479  0:15:54岩渕　祥之 岩手県奥州市旭
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾖｼﾕｷ ｱｻﾋ

31 511  0:15:59山田　春美 青森県弘前市浩子
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ ﾋﾛｺ

32 485  0:16:29澤村　光樹 岩手県遠野市志杏
ｻﾜﾑﾗ ｺｳｷ ｼｱﾝ

33 514  0:16:44古内　高志 岩手県花巻市樹
ﾌﾙｳﾁ ﾀｶｼ ﾀﾂｷ

34 484  0:17:05小原　英樹 岩手県花巻市楓禾
ｵﾊﾞﾗ ﾋﾃﾞｷ ﾌｳｶ

35 497  0:17:10葛巻　志都奈 岩手県北上市純志郎
ｸｽﾞﾏｷ ｼﾂﾞﾅ ｼﾞｭﾝｼﾛｳ

36 519  0:17:37田子　夏希 サンリス会岩手県滝沢市永璃菜
ﾀｺ ﾅﾂｷ ｴﾘﾅ

37 475  0:18:04岩﨑　朋之 岩手県岩手町志保子
ｲﾜｻｷ ﾄﾓﾕｷ ｼﾎｺ

38 525  0:18:04瀬尾　崇 岩手県盛岡市崇太
ｾｵ ﾀｶｼ ｿｳﾀ

39 523  0:18:13小山田　拓史 岩手県八幡平市凛子
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼ ﾘｺ

40 477  0:18:19藤澤　宏光 岩手県盛岡市涼介
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋﾛﾐﾂ ﾘｮｳｽｹ

41 490  0:18:34山田　圭介 月が丘幼稚園岩手県盛岡市己生
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾅｵ

42 542  0:18:44外谷　智恵 岩手県盛岡市亜陽
ｿﾄﾔ ﾄﾓｴ ｱｵ

43 522  0:18:46本間　久子 蛯沢陸上クラブ青森県東北町美優
ﾎﾝﾏ ﾋｻｺ ﾐﾕｳ

44 533  0:19:02林　一輝 秋田県横手市美空
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾐｸ

45 512  0:19:02角掛　健 岩手県紫波町龍信
ﾂﾉｶｹ ｹﾝ ﾘｭｳｼﾝ

46 473  0:19:05菊池　知美 岩手県盛岡市風羽
ｷｸﾁ ﾄﾓﾐ ﾌｳ

47 496  0:19:07上澤　徹 岩手県盛岡市珠輝
ｶﾐｻﾜ ﾄｵﾙ ﾀﾏｷ

48 478  0:19:22田中　千尋 宮城県仙台市創大
ﾀﾅｶ ﾁﾋﾛ ｿｳﾀ

49 486  0:19:32野里　良男 岩手県滝沢市友煌
ﾉｻﾞﾄ ﾖｼｵ ﾕﾗ

50 500  0:19:36庄子　明伸 秋田県秋田市真翔
ｼｮｳｼﾞ ｱｷﾉﾌﾞ ﾏﾅﾄ
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51 492  0:19:59髙橋　直 平舘保育園岩手県八幡平市桜舞
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ ﾗﾑ

52 481  0:20:15関　宏典 扇畑ＲＣ岩手県八幡平市康陽
ｾｷ ﾋﾛﾉﾘ ﾔｽﾊﾙ

53 3101  0:21:21オールド　ロハン 三沢フル空手青森県三沢市イーノック
ｵｰﾙﾄﾞ ﾛﾊﾝ ｲｰﾉｯｸ

54 498  0:21:32菊池　充 岩手県盛岡市美羽
ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ ﾐｳ

55 517  0:21:50小野　勝一郎 コープ東北サンネット宮城県仙台市絵美子
ｵﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ ｴﾐｺ

56 499  0:22:12小林　祐介 青森県東北町小坂 夏愛
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ｺｻｶ ﾅﾅ

57 515  0:23:56三浦　健太郎 岩手県盛岡市唯
ﾐｳﾗ ｹﾝﾀﾛｳ ﾕｲ

58 526  0:24:39瀬尾　ルリ子 岩手県盛岡市望実
ｾｵ ﾙﾘｺ ﾉｿﾞﾐ

59 528  0:27:03田沼　美也子 岩手県盛岡市徹士
ﾀﾇﾏ ﾐﾔｺ ﾃﾂｼ

60 537  0:29:56渡邉　彩 岩手県奥州市こころ
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔ ｺｺﾛ
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