
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12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

101 村上　映人 ﾑﾗｶﾐ ｴｲﾄ  0:47:361 岩手県二戸市
112 畠山　侑也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳﾔ  0:49:02花輪高校スキー部2 秋田県鹿角市
107 畠山　怜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾚｲ  0:49:40花輪高校スキー部3 秋田県鹿角市
123 藤田　海輝 ﾌｼﾞﾀ ﾐｸ  0:50:23花輪高校スキー部4 秋田県鹿角市
115 西舘　直貴 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾅｵｷ  0:51:54サンビレＲＣ5 岩手県一戸町
102 渡辺　良平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ  0:52:046 岩手県八幡平市
125 木村　直希 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ  0:52:22花輪高校スキー部7 秋田県鹿角市
104 横山　開世 ﾖｺﾔﾏ ｶｲｾｲ  0:54:20花輪高校スキー部8 秋田県小坂町
105 八幡　竹春 ﾔﾊﾀ ﾀｹﾊﾙ  0:57:009 岩手県八幡平市
117 菊地　敦也 ｷｸﾁ ｱﾂﾔ  1:02:10遠野ＡＣ10 岩手県盛岡市
113 武田　航史 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼ  1:02:31盛岡農業高校11 岩手県一戸町
121 及川　和也 ｵｲｶﾜ ｶｽﾞﾔ  1:05:2812 岩手県奥州市
119 佐々木　健 ｻｻｷ ﾀｹﾙ  1:05:35トヨテツ東北13 宮城県登米市
120 八木　蓮 ﾔｷﾞ ﾚﾝ  1:06:28盛岡農業高校14 岩手県一戸町
109 林　靖典 ﾊﾔｼ ﾔｽﾉﾘ  1:10:1415 岩手県八幡平市
122 十二林　一元 ｼﾞｭｳﾆﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾕｷ  1:10:21ちい夢１２16 秋田県鹿角市
103 早坂　健太郎 ﾊﾔｻｶ ｹﾝﾀﾛｳ  1:10:4017 岩手県盛岡市
124 小野寺　伸幸 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ  1:11:3218 岩手県陸前高田
111 田髙良　洋 ﾀｺｳﾗ ﾋﾛｼ  1:13:20久慈広域連合19 岩手県久慈市
126 笹村　俊也 ｻｻﾑﾗ ﾄｼﾔ  1:23:2520 秋田県三種町

Print : 2018/09/30 14:01:02 1 / 19 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

 一般男子10kmLFX（40歳以上）
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

131 矢内　正一 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ  0:49:091 岩手県滝沢市
134 柴田　正男 ｼﾊﾞﾀ ﾏｻｵ  0:49:54Ｗａｉｔｏｓ2 山形県東根市
143 吉原　英樹 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ  0:55:263 岩手県北上市
132 長山　健一 ﾅｶﾞﾔﾏ ｹﾝｲﾁ  0:57:144 岩手県滝沢市
136 丁塚　一彦 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ  0:58:58おいらせ5 青森県おいらせ
150 工藤　進作 ｸﾄﾞｳ ｼﾝｻｸ  1:00:536 岩手県盛岡市
140 原子　崇史 ﾊﾗｺ ﾀｶｼ  1:02:36藤沢体育堂ＲＣ7 岩手県盛岡市
149 日影　学 ﾋｶｹﾞ ｻﾄﾙ  1:08:168 青森県八戸市
145 長谷川　正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ  1:09:30山岸小学校おやじの会9 岩手県盛岡市
133 毛塚　雄一郎 ｹﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ  1:10:3610 岩手県盛岡市
142 宮本　智 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ  1:11:2311 宮城県大崎市
147 川村　耕作 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｻｸ  1:15:0212 宮城県仙台市
137 佐藤　大助 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  1:16:2113 山形県新庄市
148 尾上　浩 ｵﾉｳｴ ﾋﾛｼ  1:17:5214 岩手県大船渡市
151 黒澤　研 ｸﾛｻﾜ ｹﾝ  1:18:2315 岩手県盛岡市
138 深堀　敏 ﾌｶﾎﾞﾘ ｻﾄｼ  1:30:19明走会16 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12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

161 関根　芳樹 ｾｷﾈ ﾖｼｷ  0:20:091 岩手県八幡平市
164 田子　未知瑠 ﾀｺ ﾐﾁﾙ  0:22:11サンリス会2 岩手県滝沢市
182 合川　知貴 ｱｲｶﾜ ﾄﾓﾀｶ  0:22:21ＲＩＺＡＰ一関3 岩手県一関市
186 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ  0:23:36一関高専4 岩手県遠野市
170 菊池　章太 ｷｸﾁ ｼｮｳﾀ  0:23:375 岩手県盛岡市
173 髙橋　光 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ  0:24:056 岩手県奥州市
175 齋藤　亘輝 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ  0:25:00平舘高校 陸上部7 岩手県八幡平市
162 斉藤　幹保 ｻｲﾄｳ ﾐｷﾔｽ  0:25:548 岩手県八幡平市
174 立花　和幸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾕｷ  0:27:169 岩手県八幡平市
169 阿部　直也 ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ  0:27:3010 岩手県滝沢市
171 佐々木　涼太 ｻｻｷ ﾘｮｳﾀ  0:27:4111 岩手県盛岡市
163 葛巻　崇之 ｸｽﾞﾏｷ ﾀｶﾕｷ  0:27:5612 岩手県盛岡市
165 長澤　正憲 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾘ  0:28:39陸上同好会13 岩手県盛岡市
180 勝部　祐也 ｶﾂﾍﾞ ﾕｳﾔ  0:29:11県南広域振興局14 岩手県一関市
179 阿部　均 ｱﾍﾞ ﾋﾄｼ  0:29:3715 岩手県盛岡市
168 榎本　孝晃 ｴﾉﾓﾄ ﾀｶｱｷ  0:29:4016 岩手県八幡平市
181 菅原　拓人 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾄ  0:30:4117 岩手県盛岡市
183 佐々木　直輝 ｻｻｷ ﾅｵｷ  0:34:14平舘高校 陸上部18 岩手県八幡平市
178 中舘　りく ﾅｶﾀﾞﾃ ﾘｸ  0:34:14平舘高校19 岩手県盛岡市
184 髙橋　幸平 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ  0:34:45盛岡農業高校20 岩手県矢巾町
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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12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

201 柴田　良幸 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ  0:20:49ﾈｸｻｽ1 岩手県滝沢市
220 後藤　竜也 ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ  0:23:31チームＮａｏｋｉ2 岩手県花巻市
202 女ヶ澤　貴博 ﾒｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ  0:23:563 岩手県盛岡市
210 工藤　輝樹 ｸﾄﾞｳ ﾃﾙｷ  0:24:534 岩手県八幡平市
208 千葉　和宏 ﾁﾊﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  0:26:025 岩手県奥州市
222 小松　幸彦 ｺﾏﾂ ﾕｷﾋｺ  0:27:04チーム島鳥6 埼玉県越谷市
214 田沼　貴之 ﾀﾇﾏ ﾀｶﾕｷ  0:27:287 岩手県盛岡市
206 谷地　貴宏 ﾔﾁ ﾀｶﾋﾛ  0:27:398 岩手県盛岡市
203 山内　真樹 ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｷ  0:27:439 秋田県大館市
207 中村　卓司 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ  0:27:4710 岩手県盛岡市
212 小沼　力 ｵﾇﾏ ﾂﾄﾑ  0:27:5311 岩手県紫波町
223 辺見　敬 ﾍﾝﾐ ﾀｶｼ  0:27:59山岸おやじＡＣ12 岩手県盛岡市
221 五十嵐　征彦 ｲｶﾞﾗｼ ﾕｷﾋｺ  0:28:34くるみＲＣ13 宮城県仙台市
209 菅原　広幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ  0:30:1114 岩手県盛岡市
204 佐藤　建治 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  0:30:22山岸おやじの会ＡＣ15 岩手県盛岡市
213 佐々木　光 ｻｻｷ ﾋｶﾙ  0:34:2816 岩手県奥州市
217 菊池　晃一 ｷｸﾁ ｺｳｲﾁ  0:34:4017 岩手県花巻市
225 吉田　雅則 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  0:35:38山岸おやじの会18 岩手県盛岡市
219 黒澤　豊 ｸﾛｻﾜ ﾕﾀｶ  0:35:4619 宮城県仙台市
218 和合　誉 ﾜｺﾞｳ ﾎﾏﾚ  0:37:05山岸小学校おやじの会20 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12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

233 小國　遊喜 ｵｸﾞﾆ ﾕｳｷ  0:23:27大迫中学校1 岩手県花巻市
231 日野沢　譲 ﾋﾉｻﾜ ﾕｽﾞﾙ  0:24:32西根第一中学校2 岩手県八幡平市
239 谷地　翔成 ﾔﾁ ｼｮｳｾｲ  0:25:21雫石中学校3 岩手県雫石町
235 和井内　飛沫 ﾜｲﾅｲ ｼﾌﾞｷ  0:25:22安代中学校4 岩手県八幡平市
232 髙橋　空 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ  0:27:28湯口中学校5 岩手県花巻市
241 丁塚　胤舜 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｲﾝｼｭﾝ  0:27:58下中6 青森県おいらせ
244 藤田　駿仁 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾔﾄ  0:28:06土淵中学校7 岩手県盛岡市
242 吉田　晴翔 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ  0:28:43沢内中学校8 岩手県西和賀町
237 小沼　琳 ｵﾇﾏ ﾘﾝ  0:29:37紫波第一中学校9 岩手県紫波町
236 立山　奏音 ﾀﾃﾔﾏ ｶﾅﾄ  0:29:43奥中山中学校10 岩手県一戸町
240 森　太久斗 ﾓﾘ ﾀｸﾄ  0:30:01九戸中学校11 岩手県九戸村
234 林崎　耀裕 ﾊﾔｼｻﾞｷ ﾖｳｽｹ  0:30:37雫石中学校12 岩手県雫石町
245 久保　怜大 ｸﾎﾞ ﾚｵ  0:31:02奥中山中学校13 岩手県一戸町
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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

 中学生女子4kmLFX
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

251 伊藤　凜 ｲﾄｳ ﾘﾝ  0:27:20西根中学校1 岩手県八幡平市
255 山田　智子 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓｺ  0:27:46森吉中学校2 秋田県北秋田市
258 髙橋　星 ﾀｶﾊｼ ｱｶﾘ  0:29:41湯口中学校3 岩手県花巻市
256 八幡　優那 ﾔﾊﾀ ﾕｳﾅ  0:30:08安代中学校4 岩手県八幡平市
261 田中　涼音 ﾀﾅｶ ｽｽﾞﾈ  0:37:11沢内中学校5 岩手県西和賀町
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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（高校生～40歳未満）
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

284 本田　千佳 ﾎﾝﾀﾞ ﾁｶ  0:22:39花輪高等学校スキー部1 秋田県小坂町
271 田中　星那 ﾀﾅｶ ｾｲﾅ  0:24:56花輪高等学校2 秋田県鹿角市
279 黒澤　南帆 ｸﾛｻﾜ ﾅﾎ  0:26:56花輪高等学校スキー部3 秋田県鹿角市
281 澤田　羽夏 ｻﾜﾀ ﾊﾅ  0:27:47花輪高等学校スキー部4 秋田県小坂町
277 尾川　柚樹奈 ｵｶﾞﾜ ユキナ  0:27:55水沢工業高校5 岩手県奥州市
274 本田　愛理 ﾎﾝﾀﾞ ｱｲﾘ  0:27:576 秋田県鹿角市
280 高橋　洋子 ﾀｶﾊｼ ﾖｳｺ  0:29:22八幡平市陸協7 岩手県八幡平市
285 金子　紘野 ｶﾈｺ ﾋﾛﾉ  0:29:408 岩手県盛岡市
275 米田　依里湖 ﾏｲﾀ ｴﾘｺ  0:30:17花輪高等学校スキー部9 秋田県鹿角市
282 大欠　愛優 ｵｵｶﾞｹ ｱﾕ  0:32:25盛岡農業高校10 岩手県一戸町
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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12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

296 五十嵐　桂子 ｲｶﾞﾗｼ ｹｲｺ  0:25:13くるみＲＣ1 宮城県仙台市
293 佐藤　裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ  0:28:122 宮城県仙台市
291 原本　愁子 ﾊﾗﾓﾄ ｼｭｳｺ  0:35:293 青森県おいらせ
294 太田代　裕美子 ｵｵﾀｼﾛ ﾕﾐｺ  0:38:244 岩手県盛岡市
297 澤村　和美 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ  0:39:53澤村家陸上部5 岩手県遠野市
295 田村　由紀代 ﾀﾑﾗ ﾕｷﾖ  0:41:256 岩手県盛岡市
292 佐々木　千鶴子 ｻｻｷ ﾁﾂﾞｺ  0:42:117 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12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

319 安孫子　広菜 ｱﾋﾞｺ ﾋﾛﾅ  0:12:17Ｗａｉｔｏｓ1 山形県東根市
320 工藤　稀凛 ｸﾄﾞｳ ﾏﾘﾝ  0:12:45花輪高校2 岩手県八幡平市
315 青木　聖美 ｱｵｷ ｻﾄﾐ  0:13:33Ｗａｉｔｏｓ3 山形県山形市
327 佐藤　美咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ  0:14:13千厩高校4 岩手県一関市
311 関　柚月 ｾｷ ﾕﾂﾞｷ  0:14:25盛岡中央高校5 岩手県八幡平市
322 菊池　綾乃 ｷｸﾁ ｱﾔﾉ  0:14:416 岩手県盛岡市
317 田子　夏希 タコ ﾅﾂｷ  0:15:59サンリス会7 岩手県滝沢市
316 野又　雪絵 ﾉﾏﾀ ﾕｷｴ  0:16:028 岩手県盛岡市
312 渡辺　美香 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｶ  0:16:059 岩手県矢巾町
328 田中　皐 ﾀﾅｶ ｻﾂｷ  0:16:1510 岩手県盛岡市
318 佐藤　郁美 ｻﾄｳ ｲｸﾐ  0:16:4511 岩手県一関市
326 櫻田　佐紀子 ｻｸﾗﾀﾞ ｻｷｺ  0:17:2812 青森県十和田市
321 阿部　圭子 ｱﾍﾞ ｹｲｺ  0:20:2913 岩手県盛岡市
323 樋下　理絵 ﾄｲｼﾀ ﾘｴ  0:20:5714 岩手県盛岡市
325 菅野　ひろみ ｶﾝﾉ ﾋﾛﾐ  0:21:0415 岩手県盛岡市
324 田村　千尋 ﾀﾑﾗ ﾁﾋﾛ  0:21:1416 岩手県盛岡市
314 小野寺　祐子 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳｺ  0:23:2417 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2kmLFX（40歳以上）
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

331 宮川　玲子 ﾐﾔｶﾜ ﾚｲｺ  0:15:391 岩手県花巻市
336 岩﨑　志保子 ｲﾜｻｷ ｼﾎｺ  0:18:372 岩手県岩手町
339 川村　恵美 ｶﾜﾑﾗ ｴﾐ  0:21:363 宮城県仙台市
332 西山　広美 ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾐ  0:21:484 岩手県八幡平市
333 佐藤　裕美 ｻﾄｳ ﾕﾐ  0:24:165 宮城県仙台市
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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

 小学生男子高学年2kmLFX
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

388 今野　太郎 ｺﾝﾉ ﾀﾛｳ  0:12:06西山小学校1 岩手県雫石町
389 古舘　航太朗 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳﾀﾛｳ  0:12:26大村スポ少2 岩手県雫石町
392 細川　隆清 ﾎｿｶﾜ ﾘｭｳｾｲ  0:12:45南畑スポーツ少年団3 岩手県雫石町
366 工藤　琉翔 ｸﾄﾞｳ ﾙｶ  0:12:464 岩手県八幡平市
403 大澤　礼寛 ｵｵｻﾜ ｱﾔﾉﾘ  0:12:48大更小学校5 岩手県八幡平市
356 岩持　悠日 ｲﾜﾓﾁ ﾊﾙｶ  0:12:57大村スポーツ少年団6 岩手県雫石町
369 阿部　倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀ  0:13:14湯口小学校7 岩手県花巻市
363 中村　桜雅 ﾅｶﾑﾗ ｵｳｶﾞ  0:13:17八幡平ｼﾞｭﾆｱﾄﾗｲｱｽﾛﾝ8 岩手県八幡平市
408 鈴木　涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ  0:13:329 山形県鮭川村
365 松葉　友吾 ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｺﾞ  0:13:33安代スポ少陸上部10 岩手県八幡平市
398 古舘　諒誠 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ  0:13:55大村スポ少11 岩手県雫石町
391 藤田　遥翔 ﾌｼﾞﾀ ﾊﾙﾄ  0:14:29松野小学校12 岩手県八幡平市
390 小松　愛斗 ｺﾏﾂ ﾏﾅﾄ  0:14:30桜台小学校13 岩手県花巻市
401 田島　想 ﾀｼﾞﾏ ｿｳ  0:14:36見前小学校14 岩手県盛岡市
359 髙橋　朋也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ  0:14:46松野小学校15 岩手県八幡平市
361 関　基博 ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ  0:14:46安代スポ少陸上部16 岩手県八幡平市
386 久保　瑛大 ｸﾎﾞ ｴｲﾀ  0:15:05奥中山小学校17 岩手県一戸町
404 武田　空久 ﾀｹﾀﾞ ｿﾗｸ  0:15:09水沢南小学校18 岩手県奥州市
354 石田　龍翔 ｲｼﾀﾞ ﾘｭｳﾄ  0:15:11南畑スポーツ少年団19 岩手県雫石町
409 遠藤　碧翔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ  0:15:23安代スポ少陸上部20 岩手県八幡平市
384 熊谷　陽人 ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾙﾄ  0:15:3121 岩手県奥州市
387 野里　怜煌 ﾉｻﾞﾄ ﾚｵ  0:15:3622 岩手県滝沢市
377 佐藤　純也 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ  0:15:45田山スポーツ少年団23 岩手県八幡平市
395 千葉　泰雅 ﾁﾊﾞ ﾀｲｶﾞ  0:15:47中野小学校24 岩手県盛岡市
364 鈴木　緑葉 ｽｽﾞｷ ﾘｭｳﾊ  0:15:5925 岩手県雫石町
351 煙山　悠太 ｹﾑﾔﾏ ﾕｳﾀ  0:16:00南畑スポーツ少年団26 岩手県雫石町
360 佐藤　宏磨 ｻﾄｳ ｺｳﾏ  0:16:02千厩小学校27 岩手県一関市
397 石川　岳 ｲｼｶﾜ ｶﾞｸ  0:16:03柏台小学校28 岩手県八幡平市
352 藤本　絃希 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝｷ  0:16:05大村スポーツ少年団29 岩手県雫石町
405 櫻田　哲大 ｻｸﾗﾀﾞ ﾃﾂﾀ  0:16:18十和田市立南小学校30 青森県十和田市
372 佐々木　知洋 ｻｻｷ ﾁﾋﾛ  0:16:29松尾ジュニアスキース31 岩手県八幡平市
379 中村　颯冴 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｺﾞ  0:16:52北厨川小学校32 岩手県盛岡市
375 工藤　和樹 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ  0:17:05大更小学校33 岩手県八幡平市
400 菅原　優成 ｽｶﾞﾜﾗ ﾕｳｾｲ  0:17:1834 岩手県盛岡市
393 左近　聖矢 ｻｺﾝ ｾｲﾔ  0:17:22南畑スポーツ少年団35 岩手県雫石町
406 村山　玄光 ﾑﾗﾔﾏ ｹﾞﾝｺｳ  0:17:23秋田市立東小学校36 秋田県秋田市
362 伊藤　和飛 ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ  0:17:3837 岩手県雫石町
370 石田　悠翔 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ  0:17:40南畑スポーツ少年団38 岩手県雫石町
373 佐藤　智也 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ  0:17:52田山スポーツ少年団39 岩手県八幡平市
371 滝川　優真 ﾀｷｶﾜ ﾕｳﾏ  0:17:55グリーンキッズ40 岩手県盛岡市
367 去石　歩夢 ｻﾙｲｼ ｱﾕﾑ  0:18:54グリーンキッズ41 岩手県盛岡市
376 工藤　銀河 ｸﾄﾞｳ ｷﾞﾝｶﾞ  0:18:58グリーンキッズ42 岩手県盛岡市
394 鍋倉　琉汰 ﾅﾍﾞｸﾗ ﾘｭｳﾀ  0:21:16平舘小学校43 岩手県八幡平市
358 齊藤　翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ  0:21:17田山スポーツ少年団44 岩手県八幡平市
383 田沼　豪太 ﾀﾇﾏ ｺﾞｳﾀ  0:21:2545 岩手県盛岡市
399 齋藤　暖天 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾏ  0:23:57平舘小学校46 岩手県八幡平市
410 丁塚　神威 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｶﾑｲ  0:24:23木内々47 青森県おいらせ町
353 澤口　颯人 ｻﾜｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ  0:25:27大更小学校48 岩手県八幡平市
357 立花　琉聖 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘｭｳｾｲ  0:27:29安代スポ少陸上部49 岩手県八幡平市

Print : 2018/09/30 14:03:36 1 / 3 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

 小学生女子高学年2kmLFX
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

437 渡辺　愛央 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｵ  0:13:24煙山小学校1 岩手県矢巾町
477 上田　和佳 ｳｴﾀﾞ ﾜｶ  0:13:30カケッコーズ2 岩手県盛岡市
438 鈴木　久恋杏 ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ  0:13:36一戸南小学校3 岩手県一戸町
470 畠山　夢菜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕﾅ  0:14:19安代スポ少陸上部4 岩手県八幡平市
468 田子　紗璃亜 ﾀｺ ｻﾘｱ  0:14:21サンリス会5 岩手県滝沢市
480 小山田　凛花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ  0:14:46安代スポ少陸上部6 岩手県八幡平市
443 吉田　悠愛 ﾖｼﾀﾞ ﾕｱ  0:15:00田山スポーツ少年団7 岩手県八幡平市
466 関　香里奈 ｾｷ ｶﾘﾅ  0:15:05田山スポーツ少年団8 岩手県八幡平市
432 出町　琉姫亜 ﾃﾞﾏﾁ ﾙｷｱ  0:15:119 青森県弘前市
472 外谷　美陽 ｿﾄﾔ ﾐｵ  0:15:26サンリス会10 岩手県盛岡市
435 渡辺　萌珈 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓｶ  0:15:5711 岩手県盛岡市
469 田代　由都季 ﾀｼﾛ ﾕﾂﾞｷ  0:16:0012 岩手県遠野市
456 工藤　柚佳 ｸﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ  0:16:34大更小学校13 岩手県八幡平市
453 藤村　華 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾊﾅ  0:16:3514 岩手県盛岡市
481 川又　倫 ｶﾜﾏﾀ ﾘﾝ  0:16:43田山スポーツ少年団15 岩手県八幡平市
475 伊藤　楓華 ｲﾄｳ ﾌｳｶ  0:16:59大更小学校16 岩手県八幡平市
471 村田　桃華 ﾑﾗﾀ ﾓﾓｶ  0:17:00大村スポーツ少年団17 岩手県雫石町
440 遠藤　梨音 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾝ  0:17:07安代スポ少陸上部18 岩手県八幡平市
479 藤田　梨愛 ﾌｼﾞﾀ ﾘﾅ  0:17:12松野小学校19 岩手県八幡平市
448 吉田　夢望 ﾖｼﾀﾞ ﾕﾒﾉ  0:17:3220 岩手県雫石町
446 後藤　紅葉 ｺﾞﾄｳ ﾓﾐｼﾞ  0:17:38南畑スポーツ少年団21 岩手県雫石町
486 田代　明香里 ﾀｼﾛ ｱｶﾘ  0:18:0022 岩手県遠野市
482 小沼　杏 ｵﾇﾏ ｱﾝ  0:18:41日詰小学校23 岩手県紫波町
487 高橋　琉音萌 ﾀｶﾊｼ ﾙﾈﾓ  0:18:47大村スポ少24 岩手県雫石町
461 西山　凜乃 ﾆｼﾔﾏ ﾘﾉ  0:18:55平舘小学校25 岩手県八幡平市
451 滝川　楓果 ﾀｷｶﾜ ﾌｳｶ  0:18:55グリーンキッズ26 岩手県盛岡市
439 遠藤　莉帆 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘﾎ  0:19:0627 岩手県八幡平市
474 川村　聖愛 ｶﾜﾑﾗ ｾﾅ  0:19:12グリーンキッズ28 岩手県盛岡市
485 田島　清風 ﾀｼﾞﾏ ｻﾔｶ  0:19:18見前小学校29 岩手県盛岡市
463 武田　亜依羅 ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾗ  0:19:19大更小学校30 岩手県八
455 野崎　由珠華 ﾉｻﾞｷ ﾕｽﾞﾊ  0:19:23飯岡小学校31 岩手県盛岡市
452 千葉　雅姫 ﾁﾊﾞ ﾏｻｷ  0:19:2432 岩手県盛岡市
484 戸津　聖蘭 ﾄﾂ ｾｲﾗ  0:19:40大更小学校33 岩手県八幡平市
445 元木　詩夏 ﾓﾄｷ ｼｲﾅ  0:20:28安代スポ少陸上部34 岩手県八幡平市
467 髙橋　悠愛 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ  0:20:44平舘小学校35 岩手県八幡平市
483 井上　璃子 ｲﾉｳｴ ﾘｺ  0:21:1236 岩手県八幡平市
473 遠藤　桜 ｴﾝﾄﾞｳ ｻｸﾗ  0:21:14平舘小学校37 岩手県八幡平市
449 筒治　桜永 ﾂﾂｼﾞ ｻｴ  0:21:39グリーンキッズ38 岩手県盛岡市
442 八重樫　凜 ﾔｴｶﾞｼ ﾘﾝ  0:21:55平舘小学校39 岩手県八幡平市
434 鍋倉　莉乃 ﾅﾍﾞｸﾗ ﾘﾉ  0:22:31平舘小学校40 岩手県八幡平市
444 毛塚　文那 ｹﾂﾞｶ ｱﾔﾅ  0:22:36見前南小学校41 岩手県盛岡市
450 山崎　郁佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾐｶ  0:22:4742 岩手県盛岡市
457 立花　里奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾅ  0:23:00安代スポ少陸上部43 岩手県八幡平市
436 上野　愛空 ｳｴﾉ ﾏｿﾗ  0:23:58山口小学校44 岩手県宮古市
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 小学生男子低学年2kmLFX
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

491 板橋　草弥 ｲﾀﾊﾞｼ ｿｳﾔ  0:12:41安積第一小学校1 福島県郡山市
529 古舘　拓 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｸ  0:13:16大村スポ少2 岩手県雫石町
525 楢山　朝陽 ﾅﾗﾔﾏ ｱｻﾋ  0:13:583 岩手県盛岡市
530 小野寺　義暁 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾖｼｱｷ  0:14:534 岩手県盛岡市
523 八幡　陸斗 ﾔﾊﾀ ﾘｸﾄ  0:15:04大更小学校5 岩手県八幡平市
506 宮守　賀輝 ﾐﾔﾓﾘ ﾖｼｷ  0:15:14サンビレＲＣ6 岩手県一戸町
498 石川　朋 ｲｼｶﾜ ﾄﾓ  0:15:36柏台小学校7 岩手県八幡平市
534 和井内　海聖 ﾜｲﾅｲ ｶｻﾞﾄ  0:15:43田山スポーツ少年団8 岩手県八幡平市
509 林　紘太郎 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ  0:15:559 岩手県八幡平市
494 工藤　颯真 ｸﾄﾞｳ ｿｳﾏ  0:16:3310 岩手県八幡平市
528 髙橋　柚輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ  0:16:46柏台小学校11 岩手県八幡平市
492 関　郁成 ｾｷ ﾌﾐﾅﾘ  0:16:48安代スポ少陸上部12 岩手県八幡平市
499 八重樫　歩 ﾔｴｶﾞｼ ｱﾕﾑ  0:17:14平舘小学校13 岩手県八幡平市
501 佐藤　寛也 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ  0:17:19田山スポーツ少年団14 岩手県八幡平市
511 野里　琉煌 ﾉｻﾞﾄ ﾙｷ  0:17:5615 岩手県滝沢市
507 髙橋　孝太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ  0:18:29柏台小学校16 岩手県八幡平市
531 櫻田　大志 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｲｼ  0:18:30十和田市立南小学校17 青森県十和田市
527 渡辺　航平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ  0:18:3318 岩手県盛岡市
538 柴山　癒月 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ  0:18:37六戸町大曲小学校19 青森県六戸町
503 小坂　優牙 ｺｻｶ ﾕｳｶﾞ  0:18:53蛯沢小学校20 青森県東北町
500 工藤　椋太 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ  0:18:57大更小学校21 岩手県八幡平市
495 澤口　煌己 ｻﾜｸﾞﾁ ｺｳｷ  0:18:59大更小学校22 岩手県八幡平市
522 山内　颯太 ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ  0:19:01桂城小学校23 秋田県大館市
521 遠藤　莉玖 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸ  0:19:4524 岩手県八幡平市
532 橋本　悠 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙ  0:20:27安代スポ少陸上部25 岩手県八幡平市
535 藤原　侃汰 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ  0:21:17平舘小学校26 岩手県八幡平市
497 元木　蒼大 ﾓﾄｷ ｿｳﾀ  0:22:56安代スポ少陸上部27 岩手県八幡平市
537 鈴木　千梛 ｽｽﾞｷ ｾﾝﾅ  0:26:0428 岩手県雫石町
508 谷田貝　幸村 ﾔﾀｶﾞｲ ﾕｷﾑﾗ  0:26:16南畑スポーツ少年団29 岩手県雫石町
510 岩渕　旭 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｻﾋ  0:27:49常盤小学校30 岩手県奥州市
493 畠山　慧大 ﾊﾀｹﾔﾏ ｹｲﾀ  0:27:50平舘小学校31 岩手県八幡平市
540 佐々木　文太 ｻｻｷ ﾌﾞﾝﾀ  0:28:57大更小学校32 岩手県八幡平市
539 工藤　真樹 ｸﾄﾞｳ ﾏｻｷ  0:29:0733 岩手県八幡平市
505 小林　光太郎 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ  0:33:27城北小学校34 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

 小学生女子低学年2kmLFX
第12回 フィールドXレース

市区町村県名

2018年9月30日

551 西舘　陽里 ﾆｼﾀﾞﾃ ﾋｶﾘ  0:14:13サンビレＲＣ1 岩手県一戸町
552 田子　由璃菜 ﾀｺ ﾕﾘﾅ  0:15:46サンリス会2 岩手県滝沢市
555 小山田　凛音 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉﾝ  0:15:51安代スポ少陸上部3 岩手県八幡平市
559 立花　緋菜 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅ  0:18:13安代スポ少陸上部4 岩手県八幡平市
560 村田　星空 ﾑﾗﾀ ｾｲﾗ  0:18:54大村スポ少5 岩手県雫石町
556 柴田　桜心 ｼﾊﾞﾀ ｻｸﾗｺ  0:19:02北上市飯豊小学校6 岩手県北上市
558 丁塚　瑞月 ﾁｮｳﾂﾞｶ　ﾐﾂｷ  0:19:15木内々7 青森県おいらせ
566 五十嵐　胡桃 ｲｶﾞﾗｼ ｸﾙﾐ  0:21:01仙台白百合学園小学校8 宮城県仙台市
565 毛塚　佳香 ｹﾂﾞｶ ﾖｼｶ  0:22:209 岩手県盛岡市
554 村田　心海 ﾑﾗﾀ ｺｺﾐ  0:23:31大村スポ少10 岩手県雫石町
571 田子　永璃菜 ﾀｺ ｴﾘﾅ  0:24:16サンリス会11 岩手県滝沢市
561 石田　遥香 ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ  0:24:4912 岩手県盛岡市
562 菅野　滴 ｶﾝﾉ ｼｽﾞｸ  0:25:4713 岩手県盛岡市
564 上野　珠空 ｳｴﾉ ﾐｸ  0:28:16山口小学校14 岩手県宮古市
567 長谷川　愛 ﾊｾｶﾞﾜ ｱｲ  0:28:16城南小学校15 岩手県盛岡市
569 橋本　萌 ﾊｼﾓﾄ ﾒｲ  0:28:49安代スポ少陸上部16 岩手県八幡平市
557 髙橋　徠愛 ﾀｶﾊｼ ﾗﾗ  0:29:25平舘小学校17 岩手県八幡平市
563 原本　千瑛 ﾊﾗﾓﾄ ﾁｱｷ  0:38:2918 青森県おいらせ
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第12回 フィールドXレース
2018年9月30日

 ファミリーペア2kmLFX

1 601  0:14:04中塚　英慈 北陵中学校岩手県盛岡市中塚　美聡
ﾅｶﾂｶ ｴｲｼﾞ ﾅｶﾂｶ ﾐｻﾄ

2 636  0:14:15後藤　竜也 チームＮａｏｋｉ岩手県花巻市後藤　尚希
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ

3 652  0:16:09折笠　周郎 岩手県北上市折笠　凛太郎
ｵﾘｶｻ ｼｭｳﾛｳ ｵﾘｶｻ ﾘﾝﾀﾛｳ

4 639  0:16:48遠藤　健司 滝沢小学校岩手県滝沢市遠藤　将斗
ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｼﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ

5 635  0:17:12西舘　直貴 サンビレＲＣ岩手県一戸町西舘　颯
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾅｵｷ ﾆｼﾀﾞﾃ ﾊﾔﾃ

6 659  0:18:06平船　黎 岩手県八幡平市平船　知駿
ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ﾚｲ ﾀｲﾗﾌﾞﾈ ﾁﾊﾔ

7 615  0:18:36藤根　亨 岩手県花巻市藤根　彩乃
ﾌｼﾞﾈ ﾄｵﾙ ﾌｼﾞﾈ ｱﾔﾉ

8 624  0:18:37関　善幸 田山スポーツ少年団岩手県八幡平市関　新菜
ｾｷ ﾖｼﾕｷ ｾｷ ﾆｲﾅ

9 620  0:18:44千葉　依鶴菜 岩手県盛岡市千葉　雄翔
ﾁﾊﾞ ｲﾂﾅ ﾁﾊﾞ ﾕｳｼｮｳ

10 614  0:19:12温井　信博 ぬくファミ岩手県滝沢市温井　洋翔
ﾇｸｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾇｸｲ ﾋﾛﾄ

11 656  0:19:45四垂　翔 岩手県岩泉町四垂　琉晴
ｼﾀﾞﾚ ｼｮｳ ｼﾀﾞﾚ ﾘｭｳｾｲ

12 606  0:19:45小野寺　武士 岩手県盛岡市小野寺　将朝
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾀｹｼ ｵﾉﾃﾞﾗ ﾏｻﾄﾓ

13 626  0:20:06髙橋　学 秋田県美郷町髙橋　侑琉
ﾀｶﾊｼ ﾏﾅﾌﾞ ﾀｶﾊｼ ｱﾘｭｳ

14 625  0:20:24曽我部　光宏 高松小学校岩手県盛岡市曽我部　誠
ｿｶﾞﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｺﾄ

15 619  0:20:36千葉　幸文 オールラウンダー岩手県盛岡市千葉　未依菜
ﾁﾊﾞ ﾀｶﾌﾐ ﾁﾊﾞ ﾐｲﾅ

16 631  0:20:52小山田　拓史 岩手県八幡平市小山田　凛心
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ

17 622  0:20:59久保田　健寿 岩手県盛岡市久保田　優歌
ｸﾎﾞﾀ ﾀｹﾋｻ ｸﾎﾞﾀ ﾕｶ

18 657  0:21:07渡辺　朋之 煙山小学校岩手県矢巾町渡辺　晃太
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓﾕｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾀ

19 607  0:21:37岩本　英輔 岩手県一関市岩本　唯香
ｲﾜﾓﾄ ｴｲｽｹ ｲﾜﾓﾄ ﾕｲｶ

20 612  0:21:46加藤　佳紀 岩手県盛岡市加藤　大紀
ｶﾄｳ ﾖｼﾉﾘ ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ

21 641  0:22:08小田　竜悟 岩手県盛岡市小田　優依
ｵﾀﾞ ﾘｭｳｺﾞ ｵﾀﾞ ﾕｲ

22 617  0:22:12立花　和幸 岩手県八幡平市立花　慧士
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾕｷ ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼ

23 609  0:22:23白戸　志乃 岩手県盛岡市白戸　柊
ｼﾛﾄ ｼﾉ ｼﾛﾄ ｼｭｳ

24 613  0:22:46吉田　泰久 ＧＲＦ岩手県滝沢市吉田　唯按
ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾋｻ ﾖｼﾀﾞ ﾕｱﾝ

25 637  0:23:14菊池　知美 岩手県盛岡市菊池　美羽
ｷｸﾁ ﾄﾓﾐ ｷｸﾁ ﾐｳ
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26 633  0:23:40関根　めぐみ 岩手県八幡平市関根　心優
ｾｷﾈ ﾒｸﾞﾐ ｾｷﾈ ﾐﾕ

27 616  0:23:43髙橋　直 東八幡平病院岩手県八幡平市髙橋　桜舞
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ ﾀｶﾊｼ ﾗﾑ

28 644  0:24:46橋本　敏 安代スポ少陸上部岩手県八幡平市橋本　彩
ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ ﾊｼﾓﾄ ｻﾔ

29 638  0:24:58菊池　充 岩手県盛岡市菊池　風羽
ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ ｷｸﾁ ﾌｳ

30 649  0:25:58澤村　光樹 澤村家陸上部岩手県遠野市澤村　志杏
ｻﾜﾑﾗ ｺｳｷ ｻﾜﾑﾗ ｼｱﾝ

31 655  0:26:13新関　誠 中央培養センター岩手県紫波町新関　飛陽
ﾆｲｾﾞｷ ﾏｺﾄ ﾆｲｾﾞｷ ﾋﾖ

32 642  0:26:25三浦　卓也 岩手県盛岡市小田　瑞稀
ﾐｳﾗ ﾀｸﾔ ｵﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

33 621  0:26:33久保田　智美 みたけ岩手県盛岡市久保田　玲衣
ｸﾎﾞﾀ ｻﾄﾐ ｸﾎﾞﾀ ﾚｲ

34 605  0:27:12関　宏典 扇畑ＲＣ岩手県八幡平市関　康陽
ｾｷ ﾋﾛﾉﾘ ｾｷ ﾔｽﾊﾙ

35 658  0:28:40西川　晃史 岩手県盛岡市西川　泰史
ﾆｼｶﾜ ｺｳｼﾞ ﾆｼｶﾜ ﾀｲｼ

36 653  0:30:25小林　祐介 青森県東北町小坂　愛夏
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ｺｻｶ ﾅﾅ

37 611  0:35:02阿部　武蔵 岩手県盛岡市田沼　徹士
ｱﾍﾞ ﾑｻｼ ﾀﾇﾏ ﾃﾂｼ

38 640  0:35:33下平　卓巳 岩手県八幡平市下平　蒼葉
ｼﾓﾀｲ ﾄﾓﾐ ｼﾓﾀｲ ｱｵﾊﾞ

39 608  0:41:10山崎　尚美 岩手県盛岡市山崎　瑛太
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲﾀ
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