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1 106 本城 昇 ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ 岩手県 盛岡市 みちのく銀行 0:46:22
2 102 吉田 悠二 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 岩手県 盛岡市 盛岡南高校スキー部 0:47:10
3 118 久保 飛雅 ｸﾎﾞ ﾋｭｳｶﾞ 岩手県 盛岡市 盛岡南高校スキー部 0:47:17
4 122 落合 稜介 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳｽｹ 青森県 青森市 青森大学 0:47:20
5 133 木村 直希 ｷﾑﾗ ﾅｵｷ 秋田県 鹿角市 花輪高校 0:47:32
6 111 上山 倖大 ｳｴﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 岩手県 盛岡市 盛岡南高校スキー部 0:47:43
7 130 西木 励仁 ﾆｼｷ ﾚｲｼﾞ 青森県 青森市 青森大学 0:48:06
8 110 久保 蓮 ｸﾎﾞ ﾚﾝ 青森県 青森市 青森大学 0:48:24
9 107 藤田 海輝 ﾌｼﾞﾀ ﾐｸ 秋田県 鹿角市 花輪高校スキー部 0:48:58
10 115 新里 岳士 ﾆｲｻﾄ ｶﾞｸｼ 岩手県 盛岡市 盛岡南高校スキー部 0:48:59
11 104 畠山 侑也 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾕｳﾔ 秋田県 鹿角市 花輪高校スキー部 0:49:22
12 105 髙橋 一寿 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ 青森県 青森市 青森大学 0:50:18
13 126 田邊 凌 ﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳ 青森県 青森市 青森大学 0:50:50
14 131 八重樫 海斗 ﾔｴｶﾞｼ ｶｲﾄ 岩手県 盛岡市 盛岡南高校スキー部 0:51:04
15 121 武田 航史 ﾀｹﾀﾞ ｺｳｼ 岩手県 一戸町 盛岡農業高校 0:52:13
16 109 畠山 怜 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾚｲ 秋田県 鹿角市 花輪高校 0:53:42
17 132 髙野 幹也 ﾀｶﾉ ﾐｷﾔ 青森県 青森市 青森大学 0:54:22
18 128 菅野 光輝 ｶﾝﾉ ｺｳｷ 岩手県 西和賀町 盛岡農業高校 0:54:42
19 120 高橋 裕太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 岩手県 北上市 オレゴンクラブ 0:55:37
20 114 水間 惇平 ﾐｽﾞﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 青森県 青森市 青森大学 0:56:36
21 113 加藤 篤 ｶﾄｳ ｱﾂｼ 岩手県 盛岡市 0:57:52
22 123 八木 蓮 ﾔｷﾞ ﾚﾝ 岩手県 一戸町 盛岡農業高校 0:59:18
23 117 高畑 拓実 ﾀｶﾊﾀ ﾀｸﾐ 岩手県 雫石町 盛岡農業高校 1:01:41
24 134 廣江 駿 ﾋﾛｴ ｼｭﾝ 青森県 青森市 青森大学 1:02:30
25 127 佐々木 亮 ｻｻｷ ﾘｮｳ 岩手県 奥州市 奥州電創エンジニア 1:06:44
26 116 熊谷 毅 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｹｼ 宮城県 多賀城市 石山クラブ 1:07:05
27 112 直江 光 ﾅｵｴ ﾋｶﾙ 岩手県 盛岡市 ファミリーマート 1:09:54
28 108 後藤 和磨 ｺﾞﾄｳ ｶｽﾞﾏ 岩手県 盛岡市 ファミリーマート 1:22:07
29 119 髙橋 広樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 岩手県 奥州市 奥州電創 1:29:23
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1 141 矢内 正一 ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ 岩手県 滝沢市 0:46:18
2 143 丁塚 一彦 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｶｽﾞﾋｺ 青森県 おいらせ町 おいらせ 0:54:25
3 145 吉原 英樹 ﾖｼﾊﾗ ﾋﾃﾞｷ 岩手県 北上市 0:54:38
4 148 千葉 寿人 ﾁﾊﾞ ﾄｼﾋﾄ 岩手県 滝沢市 0:57:13
5 155 坂本 貴次 ｻｶﾓﾄ ﾀｶﾂｸﾞ 青森県 弘前市 走りた軽゛ 0:58:12
6 142 毛塚 雄一郎 ｹﾂﾞｶ ﾕｳｲﾁﾛｳ 岩手県 盛岡市 0:58:59
7 147 高橋 政博 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾋﾛ 青森県 六ヶ所村 1:02:38
8 154 津志田 純 ﾂｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 青森県 青森市 1:06:21
9 153 長谷川 正 ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾀﾞｼ 岩手県 盛岡市 山岸小学校おやじの会 1:07:24
10 151 川村 耕作 ｶﾜﾑﾗ ｺｳｻｸ 宮城県 仙台市 石山錯乱クラブ 1:09:00
11 152 笹村 毅 ｻｻﾑﾗ ﾂﾖｼ 秋田県 三種町 1:14:29
12 144 小室 良助 ｺﾑﾛ ﾘｮｳｽｹ 神奈川県 相模原市 1:27:47
13 150 深堀 敏 ﾌｶﾎﾞﾘ ｻﾄｼ 青森県 十和田市 仙台明走会 1:30:22
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1 171 関口 綾 ｾｷｸﾞﾁ ﾘｮｳ 岩手県 九戸村 阿部繁孝商店 0:18:51
2 169 矢内 千尋 ﾔﾅｲ ﾁﾋﾛ 岩手県 滝沢市 盛岡北高校 0:19:38
3 174 高橋 光 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 岩手県 奥州市 0:20:25
4 164 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手県 滝沢市 0:22:02
5 166 阿部 直也 ｱﾍﾞ ﾅｵﾔ 岩手県 滝沢市 0:22:56
6 163 高橋 勇太 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 岩手県 花巻市 0:24:13
7 175 立花 和幸 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｶｽﾞﾕｷ 岩手県 八幡平市 0:25:17
8 177 藤原 直人 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾅｵﾄ 岩手県 花巻市 0:26:11
9 173 古内 高志 ﾌﾙｳﾁ ﾀｶｼ 岩手県 花巻市 0:26:45
10 176 佐々木 貴 ｻｻｷ ﾀｶｼ 岩手県 八幡平市 0:26:49
11 172 舘脇 亮一 ﾀﾃﾜｷ ﾘｮｳｲﾁ 岩手県 北上市 0:30:12
12 167 野崎 仁利 ﾉｻﾞｷ ﾏｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 0:32:32
13 170 階 勇喜 ｼﾅ ﾕｳｷ 岩手県 盛岡市 0:35:31



Print: 2019/10/06 13:02:03 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 市区町村県名 所属クラブ名 記 録

1 181 柴田 良幸 ｼﾊﾞﾀ ﾖｼﾕｷ 岩手県 滝沢市 チームネクサス 0:19:18
2 194 菊池 知之 ｷｸﾁ ﾄﾓﾕｷ 岩手県 花巻市 0:21:50
3 186 女ケ澤 貴博 ﾒｶﾞｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 盛岡市 0:21:57
4 185 中村 洋 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛｼ 岩手県 盛岡市 0:24:31
5 182 谷地 貴宏 ﾔﾁ ﾀｶﾋﾛ 岩手県 盛岡市 0:25:24
6 190 辺見 敬 ﾍﾝﾐ ﾀｶｼ 岩手県 盛岡市 山岸おやじＡＣ 0:25:28
7 192 坂本 秀樹 ｻｶﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 青森県 八戸市 0:26:01
8 188 齋藤 仁 ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ 秋田県 大館市 ｃｈドラゴンスカイ 0:27:42
9 193 澤村 光樹 ｻﾜﾑﾗ ｺｳｷ 岩手県 遠野市 澤村家陸上部 0:28:20
10 187 菅原 広幸 ｽｶﾞﾜﾗ ﾋﾛﾕｷ 岩手県 盛岡市 0:30:47
11 191 石山 豊太 ｲｼﾔﾏ ﾄﾖﾀ 宮城県 仙台市 0:33:28
12 195 千田 健 ﾁﾀﾞ ﾀｹｼ 岩手県 奥州市 シャア専用 0:34:23
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1 203 工藤 瑶太 ｸﾄﾞｳ ﾖｳﾀ 青森県 青森市 青森市立横内中学校 0:19:30
2 212 佐々木 悠人 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 岩手県 西和賀町 西和賀町立沢内中学校 0:19:33
3 217 菊地 敏史 ｷｸﾁ ｻﾄｼ 岩手県 盛岡市 黒石野中学校 0:20:18
4 213 中軽米 大地 ﾅｶｶﾙﾏｲ ﾀﾞｲﾁ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:20:35
5 214 瀬川 泰生 ｾｶﾞﾜ ﾀｲｷ 岩手県 花巻市 花巻市立矢沢中学校 0:20:37
6 219 宍田 裕一朗 ｼｼﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 青森県 青森市 新城中学校 0:20:47
7 206 渡辺 悠飛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾋ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:21:10
8 222 佐藤 瞭磨 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 岩手県 一関市 一関市立千厩中学校 0:21:28
9 221 古舘 諒誠 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾘｮｳｾｲ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:21:35
10 208 岩持 悠日 ｲﾜﾓﾁ ﾊﾙｶ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:21:46
11 202 楢山 考輝 ﾅﾗﾔﾏ ｺｳｷ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:21:48
12 207 丁塚 胤舜 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｲﾝｼｭﾝ 青森県 おいらせ町 おいらせ 0:22:30
13 201 渡辺 帆天 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾀｶ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:22:35
14 215 松葉 友吾 ﾏﾂﾊﾞ ﾕｳｺﾞ 岩手県 八幡平市 安代中学校 0:22:44
15 216 夏林 純英 ﾅﾂﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｴｲ 岩手県 二戸市 金田一中学校 0:23:19
16 218 葛巻 福春 ｸｽﾞﾏｷ ﾌｸﾊﾙ 岩手県 北上市 上野中学校 0:23:19
17 204 中軽米 拓人 ﾅｶｶﾙﾏｲ ﾀｸﾄ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:23:47
18 220 久世 一力 ｸｾﾞ ｲﾂｷ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:24:07
19 209 髙橋 朋也 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:24:23
20 223 石川 岳 ｲｼｶﾜ ｶﾞｸ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:25:49
21 224 葛巻 賢心 ｸｽﾞﾏｷ ｹﾝｼﾝ 岩手県 盛岡市 0:25:51
22 211 小沼 琳 ｵﾇﾏ ﾘﾝ 岩手県 紫波町 紫波第一中学校 0:26:44
23 225 菅原 煌汰 ｽｶﾞﾜﾗ ｺｳﾀ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:37:44
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1 234 畑山 蒼依 ﾊﾀﾔﾏ ｱｵｲ 岩手県 盛岡市 乙部中学校 0:24:55
2 232 髙橋 悠愛 ﾀｶﾊｼ ﾕﾗ 岩手県 八幡平市 西根第一中学校 0:27:01
3 233 山本 千鶴 ﾔﾏﾓﾄ ﾁﾂﾞﾙ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:27:44
4 231 戸鎖 妃来 ﾄｸｻﾘ ｷﾗ 岩手県 八幡平市 松尾中学校 0:27:53



Print: 2019/10/06 13:02:04 1 / 1 ページ Official Timer & Result By ISTS

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名 氏名(ｶﾅ) 市区町村県名 所属クラブ名 記 録

1 247 佐藤 美咲 ｻﾄｳ ﾐｻｷ 岩手県 一関市 千厩高校 0:22:48
2 241 上川原 遥 ｶﾐｶﾜﾗ ﾊﾙｶ 岩手県 盛岡市 盛岡南高校スキー部 0:23:04
3 246 黒澤 南帆 ｸﾛｻﾜ ﾅﾎ 秋田県 鹿角市 花輪高校 0:23:28
4 249 米田 依里湖 ﾏｲﾀ ｴﾘｺ 青森県 十和田市 花輪高校 0:26:09
5 243 杉村 翔子 ｽｷﾞﾑﾗ ｼｮｳｺ 岩手県 花巻市 0:26:24
6 248 桐山 はる菜 ｷﾘﾔﾏ ﾊﾙﾅ 岩手県 盛岡市 盛岡南高校スキー部 0:29:42
7 244 階 ケイティ ｼﾅ ｹｲﾃｨ 岩手県 盛岡市 0:43:27
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1 251 宮川 玲子 ﾐﾔｶﾜ ﾚｲｺ 岩手県 花巻市 0:27:09
2 252 原本 愁子 ﾊﾗﾓﾄ ｼｭｳｺ 青森県 おいらせ町 0:30:04
3 255 澤村 和美 ｻﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾐ 岩手県 遠野市 澤村家陸上部 0:32:24
4 253 山村 タイ ﾔﾏﾑﾗ ﾀｲ 神奈川県 大和市 0:39:15
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1 261 関 柚月 ｾｷ ﾕﾂﾞｷ 岩手県 八幡平市 盛岡中央高校 0:12:35
2 262 野又 雪絵 ﾉﾏﾀ ﾕｷｴ 岩手県 盛岡市 0:13:38
3 263 櫻田 佐紀子 ｻｸﾗﾀﾞ ｻｷｺ 青森県 十和田市 0:15:39
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1 276 安保 真紀子 ｱﾝﾎﾞ ﾏｷｺ 秋田県 鹿角市 0:12:15
2 272 佐藤 郁美 ｻﾄｳ ｲｸﾐ 岩手県 一関市 0:13:26
3 277 欠端 和恵 ｶｹﾊﾀ ｶｽﾞｴ 岩手県 二戸市 サンビレＲＣ 0:14:11
4 274 庄子 香織 ｼｮｳｼﾞ ｶｵﾘ 秋田県 秋田市 0:14:20
5 273 岩持 尚野 ｲﾜﾓﾁ ﾅｵﾔ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:14:56
6 281 鶴ヶ谷 弘恵 ﾂﾙｶﾞﾔ ﾋﾛｴ 青森県 十和田市 0:15:09
7 279 古舘 路代 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾐﾁﾖ 岩手県 雫石町 0:16:16
8 280 山崎 尚美 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾐ 岩手県 盛岡市 0:18:55
9 275 毛塚 泰子 ｹﾂﾞｶ ﾔｽｺ 岩手県 盛岡市 0:21:52
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1 291 今野 太郎 ｺﾝﾉ ﾀﾛｳ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:09:53
2 320 五十嵐 陽希 ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 岩手県 二戸市 二戸市立金田一小学校 0:10:05
3 315 鈴木 涼太 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 山形県 鮭川村 鮭川小学校 0:10:40
4 306 古舘 航太朗 ﾌﾙﾀﾞﾃ ｺｳﾀﾛｳ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:10:53
5 303 阿部 倖大 ｱﾍﾞ ｺｳﾀ 岩手県 花巻市 花巻市立湯口小学校 0:10:56
6 319 畑山 拓斗 ﾊﾀﾔﾏ ﾀｸﾄ 岩手県 盛岡市 都南東小学校 0:10:58
7 323 丁塚 神威 ﾁｮｳﾂﾞｶ ｶﾑｲ 青森県 おいらせ町 おいらせ 0:11:07
8 327 楢山 朝陽 ﾅﾗﾔﾏ ｱｻﾋ 岩手県 盛岡市 向中野小学校 0:11:25
9 305 欠端 陽向 ｶｹﾊﾀ ﾋﾅﾀ 岩手県 二戸市 サンビレＲＣ 0:11:31
10 312 田口 悠就 ﾀｸﾞﾁ ﾊﾙﾅﾘ 岩手県 二戸市 二戸市立浄法寺小学校 0:11:34
11 304 久保 瑛大 ｸﾎﾞ ｴｲﾀ 岩手県 一戸町 一戸町立奥中山小学校 0:11:34
12 326 藤村 玄 ﾌｼﾞﾑﾗ ｹﾞﾝ 岩手県 盛岡市 本宮小学校 0:11:35
13 311 中川 梨央 ﾅｶｶﾞﾜ ﾘｵ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:11:36
14 316 遠藤 碧翔 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｸﾄ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:11:37
15 307 篠村 輝太 ｼﾉﾑﾗ ｺｳﾀ 岩手県 雫石町 西山小学校 0:11:37
16 296 瀬川 拓実 ｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:11:49
17 309 小松 愛斗 ｺﾏﾂ ﾏﾅﾄ 岩手県 花巻市 桜台小学校 0:11:49
18 332 古舘 拓 ﾌﾙﾀﾞﾃ ﾀｸ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:11:52
19 317 安保 和 ｱﾝﾎﾞ ﾔﾏﾄ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:11:55
20 295 澤口 宝 ｻﾜｸﾞﾁ ﾎｳ 岩手県 八幡平市 0:12:02
21 310 瀬尾 弘登 ｾｵ ﾋﾛﾄ 岩手県 盛岡市 0:12:05
22 308 佐藤 純也 ｻﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:12:44
23 331 八重樫 歩 ﾔｴｶﾞｼ ｱﾕﾑ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:12:52
24 292 関 基博 ｾｷ ﾓﾄﾋﾛ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:12:53
25 329 庄子 大翔 ｼｮｳｼﾞ ﾀｲﾄ 秋田県 秋田市 秋田市立大住小学校 0:13:08
26 321 関 郁成 ｾｷ ﾌﾐﾅﾘ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:13:11
27 297 櫻田 哲大 ｻｸﾗﾀﾞ ﾃﾂﾀ 青森県 十和田市 0:13:12
28 333 松橋 穂空 ﾏﾂﾊｼ ﾎﾀｶ 岩手県 盛岡市 向中野小学校 0:13:16
29 301 藤原 暁高 ﾌｼﾞﾜﾗ ｱｷﾀｶ 岩手県 盛岡市 インターアルペン 0:13:18
30 330 工藤 椋太 ｸﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩手県 八幡平市 八幡平市ラグビースポーツ少年団 0:13:25
31 314 野里 怜煌 ﾉｻﾞﾄ ﾚｵ 岩手県 滝沢市 0:13:32
32 298 滝川 優真 ﾀｷｶﾜ ﾕｳﾏ 岩手県 盛岡市 0:13:36
33 300 工藤 和樹 ｸﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 岩手県 八幡平市 八幡平市ラグビースポーツ少年団 0:13:38
34 335 櫻田 大志 ｻｸﾗﾀﾞ ﾀｲｼ 青森県 十和田市 0:13:42
35 324 渡辺 航平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ 岩手県 盛岡市 津志田小学校 0:13:43
36 325 藤村 岳都 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾔﾏﾄ 岩手県 盛岡市 0:14:06
37 302 佐藤 智也 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:07
38 328 野崎 音陽 ﾉｻﾞｷ ﾈｵ 岩手県 宮古市 千徳小学校 0:14:18
39 334 藤原 侃汰 ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:14:21
40 293 齊藤 翼 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:15:01
41 294 菊地 寛人 ｷｸﾁ ﾋﾛﾄ 岩手県 盛岡市 緑が丘小学校 0:16:05
42 318 及川 玄人 ｵｲｶﾜ ﾋﾛﾄ 岩手県 奥州市 奥州市立常盤小学校 0:16:17
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1 361 上田 和佳 ｳｴﾀﾞ ﾜｶ 岩手県 盛岡市 カケッコーズ 0:11:01
2 373 平野 菜々子 ﾋﾗﾉ ﾅﾅｺ 岩手県 盛岡市 サンビレＲＣ 0:11:44
3 348 小山田 凛花 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾝｶ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:12:16
4 364 大堰 喜代 ｵｵｾﾞｷ ﾊﾙﾖ 岩手県 西和賀町 沢内ジュニアスポーツ少年団 0:12:18
5 345 夏林 紗礼 ﾅﾂﾊﾞﾔｼ ｻｱﾔ 岩手県 二戸市 金田一小学校 0:12:27
6 365 工藤 柚佳 ｸﾄﾞｳ ﾕｽﾞｶ 岩手県 八幡平市 八幡平ジュニアトライアスロン 0:12:31
7 370 小笠原 楓乃 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶﾉ 青森県 十和田市 0:12:36
8 371 大堰 心結 ｵｵｾｷ ﾐﾕ 岩手県 盛岡市 向中野小学校 0:12:40
9 354 伊藤 楓華 ｲﾄｳ ﾌｳｶ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:12:51
10 375 小山田 凛音 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘﾉﾝ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:12:53
11 353 安保 希泉 ｱﾝﾎﾞ ﾉｿﾞﾐ 秋田県 鹿角市 鹿角市立十和田小学校 0:12:54
12 343 永本 聖空 ﾅｶﾞﾓﾄ ｷﾖﾗ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣｊｒ 0:13:04
13 363 箱石 凜音 ﾊｺｲｼ ﾘｵ 岩手県 久慈市 0:13:06
14 344 遠藤 梨音 ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾝ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:13:08
15 377 立花 緋菜 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾋﾅ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:13:10
16 358 永本 瑠空 ﾅｶﾞﾓﾄ ﾙｶ 岩手県 花巻市 花巻ＡＣｊｒ 0:13:24
17 341 及川 はな ｵｲｶﾜ ﾊﾅ 岩手県 奥州市 奥州市立常盤小学校 0:13:25
18 366 岩岡 美彩希 ｲﾜｵｶ ﾐｻｷ 青森県 八戸市 八戸市立旭ヶ丘小学校 0:13:30
19 347 滝川 楓果 ﾀｷｶﾜ ﾌｳｶ 岩手県 盛岡市 0:13:38
20 342 関 香里奈 ｾｷ ｶﾘﾅ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:13:44
21 352 井上 璃子 ｲﾉｳｴ ﾘｺ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:13:54
22 349 毛塚 文那 ｹﾂﾞｶ ｱﾔﾅ 岩手県 盛岡市 0:13:56
23 346 矢内 陽香梨 ﾔﾅｲ ﾋｶﾘ 岩手県 滝沢市 0:14:06
24 351 川村 聖愛 ｶﾜﾑﾗ ｾﾅ 岩手県 盛岡市 緑が丘小学校 0:14:10
25 359 古内 陽茉莉 ﾌﾙｳﾁ ﾋﾏﾘ 岩手県 花巻市 0:14:27
26 374 野崎 由珠華 ﾉｻﾞｷ ﾕｽﾞﾊ 岩手県 盛岡市 0:14:33
27 350 川又 倫 ｶﾜﾏﾀ ﾘﾝ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:14:33
28 360 山崎 郁佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾌﾐｶ 岩手県 盛岡市 0:14:47
29 357 小沼 杏 ｵﾇﾏ ｱﾝ 岩手県 紫波町 紫波町立日詰小学校 0:15:08
30 376 佐藤 心花 ｻﾄｳ ｺｺﾅ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:40
31 368 村田 心海 ﾑﾗﾀ ｺｺﾐ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:15:42
32 356 伊藤 璃音 ｲﾄｳ ﾘｵ 岩手県 八幡平市 田頭小学校 0:15:59
33 355 元木 詩夏 ﾓﾄｷ ｼｲﾅ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:16:20
34 369 立花 里奈 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾘﾅ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:17:49
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1 382 宮守 賀輝 ﾐﾔﾓﾘ ﾖｼｷ 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:11:06
2 398 関口 浬 ｾｷｸﾞﾁ ｶｲﾘ 岩手県 九戸村 伊保内小学校 0:11:39
3 395 林 紘太郎 ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 岩手県 八幡平市 寄木小学校 0:11:40
4 403 田口 柊茉 ﾀｸﾞﾁ ｼｭｳﾏ 岩手県 二戸市 二戸市立浄法寺小学校 0:11:49
5 381 桐明 航生 ｷﾘｱｹ ｺｳｷ 岩手県 盛岡市 0:12:00
6 390 三條 晴 ｻﾝｼﾞﾖｳ ﾊﾙｷ 岩手県 盛岡市 サンビレＲＣ 0:12:17
7 387 佐藤 寛也 ｻﾄｳ ﾋﾛﾔ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:12:28
8 389 高橋 柚輝 ﾀｶﾊｼ ﾕｽﾞｷ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:12:30
9 385 石川 朋 ｲｼｶﾜ ﾄﾓ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:12:41
10 384 橋本 悠 ﾊｼﾓﾄ ﾊﾙ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:12:42
11 392 石川 皓大 ｲｼｶﾜ ｱｷﾋﾛ 岩手県 滝沢市 石川クラブ 0:12:44
12 393 髙橋 孝太 ﾀｶﾊｼ ｺｳﾀ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:13:09
13 402 町場 大空 ﾏﾁﾊﾞ ｿﾗ 岩手県 雫石町 0:13:09
14 410 成田 元気 ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｷ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:13:21
15 388 遠藤 将斗 ｴﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 岩手県 滝沢市 滝沢中央小学校 0:13:24
16 391 柴山 癒月 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾕﾂﾞｷ 青森県 六戸町 0:13:50
17 405 葛巻 純志郎 ｸｽﾞﾏｷ ｼﾞｭﾝｼﾛｳ 岩手県 北上市 黒沢尻北小学校 0:14:12
18 400 澤口 緒亜 ｻﾜｸﾞﾁ ｵｱ 岩手県 八幡平市 0:14:12
19 411 山形 鳳空 ﾔﾏｶﾞﾀ ﾀｶﾗ 岩手県 盛岡市 永井小学校 0:14:33
20 407 工藤 謙心 ｸﾄﾞｳ ｹﾝｼﾝ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:14:43
21 413 村田 陽 ﾑﾗﾀ ﾊﾙ 岩手県 雫石町 大村スポーツ少年団 0:15:00
22 412 石川 愁 ｲｼｶﾜ ｼｭｳ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:15:05
23 404 野里 琉煌 ﾉｻﾞﾄ ﾙｷ 岩手県 滝沢市 0:15:10
24 406 庄子 真翔 ｼｮｳｼﾞ ﾏﾅﾄ 秋田県 秋田市 秋田市立大住小学校 0:15:15
25 409 立花 慧士 ﾀﾁﾊﾞﾅ ｹｲｼ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:15:17
26 397 瀬尾 崇太 ｾｵ ｿｳﾀ 岩手県 盛岡市 0:15:40
27 399 岩渕 旭 ｲﾜﾌﾞﾁ ｱｻﾋ 岩手県 奥州市 常盤小学校 0:16:01
28 386 元木 蒼大 ﾓﾄｷ ｿｳﾀ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:17:08
29 408 山崎 瑛太 ﾔﾏｻﾞｷ ｴｲﾀ 岩手県 盛岡市 0:19:55
30 414 佐々木 文太 ｻｻｷ ﾌﾞﾝﾀ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:20:56
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1 422 宗前 姫華 ｿｳｾﾞﾝ ﾋﾒｶ 青森県 八戸市 白銀南小学校 0:12:43
2 424 関 新菜 ｾｷ ﾆｲﾅ 岩手県 八幡平市 田山スポーツ少年団 0:13:18
3 428 岩岡 彩都希 ｲﾜｵｶ ｻﾂｷ 青森県 八戸市 八戸市立旭ヶ丘小学校 0:13:24
4 421 畠山 凜音 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘﾝ 秋田県 鹿角市 花輪小学校 0:13:39
5 427 橋本 萌 ﾊｼﾓﾄ ﾒｲ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:14:18
6 429 毛塚 佳香 ｹﾂﾞｶ ﾖｼｶ 岩手県 盛岡市 0:14:19
7 434 大堰 和叶 ｵｵｾｷ ﾉﾄﾞｶ 岩手県 盛岡市 向中野小学校 0:15:02
8 439 高橋 柑奈 ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾅ 岩手県 八幡平市 柏台小学校 0:15:32
9 435 伊藤 菜々子 ｲﾄｳ ﾅﾅｺ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:16:04
10 438 藤村 さくら ﾌｼﾞﾑﾗ ｻｸﾗ 岩手県 盛岡市 0:16:40
11 431 原本 千瑛 ﾊﾗﾓﾄ ﾁｱｷ 青森県 おいらせ町 0:17:32
12 426 髙橋 徠愛 ﾀｶﾊｼ ﾗﾗ 岩手県 八幡平市 平舘小学校 0:17:39
13 436 小山田 凛心 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ 岩手県 八幡平市 安代スポーツ少年団陸上部 0:17:54
14 437 佐々木 詩 ｻｻｷ ｳﾀ 岩手県 八幡平市 大更小学校 0:19:16
15 432 及川 ひなた ｵｲｶﾜ ﾋﾅﾀ 岩手県 奥州市 奥州市立常盤小学校 0:19:50
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1 511 渡辺 良平 渡辺 帆天 岩手県 八幡平市 0:11:07
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾎﾀｶ

2 501 西舘 陽里 西舘 朱里 岩手県 一戸町 サンビレＲＣ 0:11:42
ﾆｼﾀﾞﾃ ﾋｶﾘ ﾆｼﾀﾞﾃ ｱｶﾘ

3 530 後藤 竜也 後藤 尚希 岩手県 花巻市 チームＮａｏｋｉ 0:11:44
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ ｺﾞﾄｳ ﾅｵｷ

4 514 山内 真樹 山内 颯太 秋田県 大館市 0:12:27
ﾔﾏｳﾁ ﾏｻｷ ﾔﾏｳﾁ ｿｳﾀ

5 542 折笠 周郎 折笠 凛太郎 岩手県 北上市 0:12:32
ｵﾘｶｻ ｼｭｳﾛｳ ｵﾘｶｻ ﾘﾝﾀﾛｳ

6 535 小山田 拓史 小山田 大樹 岩手県 八幡平市 ＴＤブラザーズ 0:13:10
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀｸｼ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ

7 505 浅沼 典宜 浅沼 航太朗 岩手県 盛岡市 0:13:19
ｱｻﾇﾏ ﾉﾘﾖｼ ｱｻﾇﾏ ｺｳﾀﾛｳ

8 510 渡辺 悠飛 渡辺 鳳嘉 岩手県 八幡平市 0:13:34
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾋ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｵｵｶﾞ

9 553 野村 貴裕 野村 萌 岩手県 盛岡市 0:13:42
ﾉﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾉﾑﾗ ﾒｸﾞ

10 526 吉田 雅紀 吉田 悠良 岩手県 盛岡市 0:13:57
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾀｶ

11 521 加藤 慶司 加藤 今 岩手県 盛岡市 上田小学校 0:13:58
ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ ｶﾄｳ ｲﾏ

12 549 武田 真也 武田 亜依羅 岩手県 八幡平市 株式会社 いしや 0:14:04
ﾀｹﾀﾞ ｼﾝﾔ ﾀｹﾀﾞ ｱｲﾗ

13 554 野里 裕樹 野里 友煌 岩手県 滝沢市 0:14:24
ﾉｻﾞﾄ ﾕｳｷ ﾉｻﾞﾄ ﾕﾗ

14 515 曽我部 光宏 曽我部 誠 岩手県 盛岡市 トライアゲイン 0:14:25
ｿｶﾞﾍﾞ ﾐﾂﾋﾛ ｿｶﾞﾍﾞ ﾏｺﾄ

15 519 小田 竜悟 小田 優依 岩手県 盛岡市 0:14:31
ｵﾀﾞ ﾘｭｳｺﾞ ｵﾀﾞ ﾕｲ

16 558 齋藤 仁 齋藤 竜空 秋田県 大館市 チームドラゴンスカイ 0:14:37
ｻｲﾄｳ ｼﾞﾝ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｸ

17 564 関根 めぐみ 関根 心優 岩手県 八幡平市 0:14:50
ｾｷﾈ ﾒｸﾞﾐ ｾｷﾈ ﾐﾕ

18 502 矢内 正一 矢内 芙羽夏 岩手県 滝沢市 0:14:53
ﾔﾅｲ ﾏｻｶｽﾞ ﾔﾅｲ ﾌｳｶ

19 528 及川 拓磨 及川 希愛 宮城県 登米市 0:14:57
ｵｲｶﾜ ﾀｸﾏ ｵｲｶﾜ ﾉｱ

20 516 伊藤 友和 伊藤 遙助 岩手県 八幡平市 田頭小学校 0:15:30
ｲﾄｳ ﾄﾓｶｽﾞ ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ

21 547 内山 一雅 内山 芽咲 青森県 青森市 0:15:33
ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞﾏｻ ｳﾁﾔﾏ ﾒｲｻ

22 541 石田 千亜紀 石田 遥香 岩手県 盛岡市 0:16:04
ｲｼﾀﾞ ﾁｱｷ ｲｼﾀﾞ ﾊﾙｶ

23 507 関 宏典 関 康陽 岩手県 八幡平市 扇畑ＲＣ 0:16:26
ｾｷ ﾋﾛﾉﾘ ｾｷ ﾔｽﾊﾙ

24 523 舘柳 和之 舘柳 龍生 岩手県 八幡平市 0:16:38
ﾀﾃﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ ﾀﾃﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳｾｲ

25 545 町場 和花 町場 愛莉 岩手県 雫石町 0:16:41
ﾏﾁﾊﾞ ﾉﾄﾞｶ ﾏﾁﾊﾞ ｱｲﾘ
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26 517 高橋 淑恵子 高橋 海輝 岩手県 滝沢市 0:16:43
ﾀｶﾊｼ ｼｴｺ ﾀｶﾊｼ ﾐｷ

27 556 林 一輝 林 美空 秋田県 横手市 Ｔｈｕｎｄｅｒ 0:16:55
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ﾊﾔｼ ﾐｸ

28 525 菊池 知美 菊池 風羽 岩手県 盛岡市 0:17:07
ｷｸﾁ ﾄﾓﾐ ｷｸﾁ ﾌｳ

29 509 関 善幸 関 新 岩手県 八幡平市 関善林業 0:17:15
ｾｷ ﾖｼﾕｷ ｾｷ ｱﾗﾀ

30 506 橋本 敏 橋本 彩 岩手県 八幡平市 0:17:16
ﾊｼﾓﾄ ｻﾄｼ ﾊｼﾓﾄ ｻﾔ

31 513 佐藤 友大 佐藤 翔大 岩手県 八幡平市 0:17:21
ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ ｻﾄｳ ｶｹﾙ

32 562 松浦 渉 松浦 諒 岩手県 盛岡市 0:17:22
ﾏﾂｳﾗ ﾜﾀﾙ ﾏﾂｳﾗ ﾘｮｳ

33 527 吉田 泰久 吉田 唯按 岩手県 滝沢市 ＧＲＦ 0:17:35
ﾖｼﾀﾞ ﾖｼﾋｻ ﾖｼﾀﾞ ﾕｱﾝ

34 552 野崎 美幸 野崎 由実華 岩手県 盛岡市 0:17:40
ﾉｻﾞｷ ﾐﾕｷ ﾉｻﾞｷ ﾕﾐｶ

35 557 澤田 里美 澤田 ほたる 岩手県 盛岡市 0:17:59
ｻﾜﾀﾞ ｻﾄﾐ ｻﾜﾀﾞ ﾎﾀﾙ

36 512 斗沢 健一 斗沢 優太郎 青森県 青森市 0:18:02
ﾄｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ ﾄｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ

37 559 髙橋 直 髙橋 桜舞 岩手県 八幡平市 平舘保育園 0:18:06
ﾀｶﾊｼ ﾅｵ ﾀｶﾊｼ ﾗﾑ

38 563 阿部 公達 阿部 すみれ 秋田県 羽後町 西馬音内 0:18:07
ｱﾍﾞ ｺｳﾀﾂ ｱﾍﾞ ｽﾐﾚ

39 538 瀬尾 崇 瀬尾 優里菜 岩手県 盛岡市 0:18:13
ｾｵ ﾀｶｼ ｾｵ ﾕﾘﾅ

40 550 福田 亮一 菅野 滴 岩手県 盛岡市 0:18:13
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｲﾁ ｶﾝﾉ ｼｽﾞｸ

41 522 関口 千絵美 関口 旭 岩手県 九戸村 0:18:14
ｾｷｸﾞﾁ ﾁｴﾐ ｾｷｸﾞﾁ ｱｻﾋ

42 560 藤田 昭平 藤田 彩希 岩手県 雫石町 御所小学校 0:18:17
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾍｲ ﾌｼﾞﾀ ｻｷ

43 504 岩本 美弥 岩本 唯香 岩手県 一関市 0:18:17
ｲﾜﾓﾄ ﾐﾔ ｲﾜﾓﾄ ﾕｲｶ

44 520 小田 康子 小田 瑞稀 岩手県 盛岡市 0:18:24
ｵﾀﾞ ﾔｽｺ ｵﾀﾞ ﾐｽﾞｷ

45 543 池元 秀史 池元 真登 岩手県 八幡平市 0:18:29
ｲｹﾓﾄ ﾋﾃﾞﾌﾐ ｲｹﾓﾄ ﾅｵﾄ

46 524 菊池 充 菊池 美羽 岩手県 盛岡市 0:18:36
ｷｸﾁ ﾐﾂﾙ ｷｸﾁ ﾐｳ

47 508 小林 加奈子 小林 友春 岩手県 八幡平市 0:18:37
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾊﾙ

48 546 田沼 貴之 田沼 徹士 岩手県 盛岡市 0:18:42
ﾀﾇﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀﾇﾏ ﾃﾂｼ

49 540 石川 めぐみ 石川 隆久 岩手県 滝沢市 石川クラブ 0:19:01
ｲｼｶﾜ ﾒｸﾞﾐ ｲｼｶﾜ ﾀｶﾋｻ

50 537 瀬尾 ルリ子 瀬尾 望実 岩手県 盛岡市 0:19:09
ｾｵ ﾙﾘｺ ｾｵ ﾉｿﾞﾐ
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51 518 上野 真理子 上野 珠空 岩手県 盛岡市 0:19:58
ｳｴﾉ ﾏﾘｺ ｳｴﾉ ﾐｸ

52 529 五十嵐 利広 五十嵐 皐成 岩手県 滝沢市 0:20:56
ｲｶﾞﾗｼ ﾄｼﾋﾛ ｲｶﾞﾗｼ ｺｳﾅ

53 551 本城 昇 本城 陸翔 岩手県 盛岡市 みちのく銀行 0:21:56
ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾉﾎﾞﾙ ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾘｸﾄ

54 533 佐々木 幸 佐々木 華 岩手県 八幡平市 0:22:10
ｻｻｷ ｻﾁ ｻｻｷ ﾊﾅ

55 555 林 かおり 林 星奈 秋田県 横手市 Ｔｈｕｎｄｅｒ 0:23:47
ﾊﾔｼ ｶｵﾘ ﾊﾔｼ ｾﾅ

56 544 丁塚 瑞穂 丁塚 桜花 青森県 おいらせ町 おいらせ 0:24:32
ﾁｮｳﾂﾞｶ ﾐｽﾞﾎ ﾁｮｳﾂﾞｶ ｵｳｶ
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